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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある量の光硬化性のインプリント可能なエッチング・バリア材料を流動可能な状態で基
板上に提供する工程と、
　前記基板上の流動可能な状態である前記エッチング・バリア材料を前記エッチング・バ
リア材料の硬化を開始させる放射によって照射する工程と、
　前記照射する工程の後、前記エッチング・バリア材料をテンプレートに接触させて前記
エッチング・バリア材料中にインプリントを形成する工程と、
　前記エッチング・バリア材料が前記テンプレートに接触している間、前記エッチング・
バリア材料が実質的に流動不可能な状態にあるように前記エッチング・バリア材料の実質
的な硬化を可能にする工程と、
　前記エッチング・バリア材料が前記実質的に流動不可能な状態にある間に、前記エッチ
ング・バリア材料から前記テンプレートを分離する工程を有するインプリント方法。
【請求項２】
　１分より短い間、前記エッチング・バリア材料を照射する工程を有する、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記放射がＵＶ放射である、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記放射が４３０ｎｍより短い波長を有する、請求項１又は請求項２に記載の方法。
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【請求項５】
　前記放射が複数のパルスで提供される、請求項１乃至請求項４のうち何れか１項に記載
の方法。
【請求項６】
　前記放射が１つのパルスで提供される、請求項１乃至請求項４のうち何れか１項に記載
の方法。
【請求項７】
　第１の量の前記エッチング・バリア材料を前記基板の第１の目標部分上に堆積する工程
を有する、請求項１乃至請求項６のうち何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の量の前記エッチング・バリア材料をインプリントする工程の後に、第２の量
の前記エッチング・バリア材料を前記第１の目標部分から隔置された前記基板の第２の目
標部分上に堆積する工程と、
　前記第２の量の前記エッチング・バリア材料をインプリントする工程を有する、請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　流動可能な状態の光硬化性のインプリント可能なエッチング・バリア材料をその上に有
する基板を保持するように構成された基板ホルダと、
　前記エッチング・バリア材料が基板上にあるときに、前記エッチング・バリア材料の硬
化を開始させる放射によって前記エッチング・バリア材料を照射するように構成された照
射装置と、
　非光透過性テンプレートを保持するように構成されたテンプレート・ホルダと、
　前記非光透過性テンプレートを前記エッチング・バリア材料と接触させて、前記エッチ
ング・バリア材料の照射後に、前記エッチング・バリア材料中にインプリントを形成する
ように、かつ前記エッチング・バリア材料が実質的に流動不可能な状態であるようにして
前記エッチング・バリア材料が実質的に硬化するままにされた後、前記テンプレートを前
記エッチング・バリア材料から分離させるように構成された制御器を有するインプリント
装置。
【請求項１０】
　ある量の前記光硬化性のインプリント可能なエッチング・バリア材料を流動可能な状態
で前記基板ホルダに支持された基板上に提供するように構成された投与装置をさらに有す
る、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記投与装置が第１の量の前記エッチング・バリア材料を前記基板の第１の目標部分上
に堆積するために動作可能である、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記投与装置が、前記第１の量の前記エッチング・バリア材料をインプリントする工程
の後で、第２の量の前記エッチング・バリア材料を前記第１の目標部分から隔置された前
記基板の第２の目標部分上に堆積するように構成され、
　前記テンプレート・ホルダが前記第２の量の前記エッチング・バリア材料をインプリン
トするように構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　基板をパターン形成するための方法であって、
　前記基板上の流動可能な状態の光硬化性エッチング・バリア材料を放射によって照射し
、前記エッチング・バリア材料の硬化を開始させる工程と、
　前記エッチング・バリア材料を照射した後、前記エッチング・バリア材料をテンプレー
トに接触させて、前記エッチング・バリア材料中に厚さが減少した領域を含んだパターン
を形成する工程と、
　前記エッチング・バリア材料が前記テンプレートに接触している間に、前記エッチング
・バリア材料が実質的に流動不可能な状態であるようにして、前記エッチング・バリア材
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料の実質的な硬化を可能にする工程と、
　前記エッチング・バリア材料が実質的に流動不可能な状態にある間に、前記エッチング
・バリア材料から前記テンプレートを分離する工程と、
　前記厚さが減少した領域をエッチングして、前記基板の表面の一部の領域を露出させる
工程と、
　前記露出した一部の領域をエッチングする工程を有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプリント・リソグラフィに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板の目標部分上に適用する機械である。リソ
グラフィ装置は、たとえば集積回路（ＩＣ）、フラット・パネル表示装置、及び他の繊細
な構造に関与するデバイスの製造中に従来使用されている。
【０００３】
　リソグラフィ・パターン中のフィーチャのサイズを縮小することが望ましい。というの
は、これによって、フィーチャ密度が、所与の基板面積上でより高められるからである。
光リソグラフィでは、分解能を高めることは、短波長の放射を使用することによって達成
することができる。しかし、そのような縮小に関しては、問題がある。波長１９３ｎｍの
放射を使用するリソグラフィ装置は、まさにこのレベルで導入され始めており、回折限界
が障壁になる恐れがある。より短い波長においては、投射システム材料の透明性が不十分
である。したがって、分解能を高めることが可能な光リソグラフィは、複雑な光学系及び
希少材料が必要になりがちであり、したがって高価になる。
【０００４】
　インプリント・リソグラフィとして知られる、サブ１００ｎｍのフィーチャをプリント
する代替方法は、物理的なモールド又はテンプレートを使用してインプリント可能な媒体
中にパターンをインプリントすることによって、パターンを基板に転写する工程を含む。
インプリント可能な媒体は基板又は基板の表面上に被覆された材料である。インプリント
可能な媒体は機能的であっても良いし、又はパターンをその下に在る表面へ転写するため
の「マスク」として使用されてもよい。インプリント可能な媒体は、例えば、半導体材料
など基板上に堆積されたレジストとして設けることができ、そのレジストに、テンプレー
トによって定義されたパターンが転写される。したがって、インプリント・リソグラフィ
は、基本的に、テンプレートのトポグラフィが基板上に生成されるパターンを画定する、
マイクロメートル・スケール又はナノメートル・スケールの鋳造プロセスである。パター
ンは、光リソグラフィ・プロセスと同様に積層することができ、したがって原理的には、
集積回路製造などの用途にインプリント・リソグラフィを使用することができるはずであ
る。
【０００５】
　インプリント・リソグラフィの分解能は、テンプレート製作プロセスの分解能だけで限
定される。たとえば、インプリント・リソグラフィは、サブ５０ｎｍの範囲のフィーチャ
を、良好な分解能及びライン縁部粗さを有して生成するために使用されてきた。さらに、
インプリント・プロセスは、光リソグラフィ・プロセスに通常必要な高価な光学系、進ん
だ照明源、又は専門分野別のレジスト材料を必要としない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の特徴によると、インプリントする方法が提供され、この方法は、
　ある量の光硬化性のインプリント可能な媒体を、基板上に流動可能な状態で提供する工
程と、
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　基板上の流動可能な状態の光硬化性のインプリント可能な媒体を放射によって照射し、
媒体の硬化を開始させる工程と、
　照射工程の後、媒体をテンプレートに接触させて媒体中にインプリントを形成する工程
と、
　媒体がテンプレートに接触している間に、媒体が実質的に流動不可能な状態にあるよう
に、媒体を実質的に硬化させる工程と、
　媒体が実質的に流動不可能な状態にある間に、媒体からテンプレートを分離する工程を
有する。
【０００７】
　次いで、硬化性媒体は放射によって照射され、たとえば媒体をテンプレートに接触させ
ている間ではなく、テンプレートと接触させる前に、硬化を開始する。このようにして、
テンプレートを非光透過性材料から製作することができ、したがって、耐摩耗性が向上し
た、又はインプリントされた媒体からのテンプレートの分離中の貼り付きが低減した特性
など、所与の用途によりよく適した特性を示すことができる様々な材料の使用が、可能に
なる。さらに、光透過性材料（たとえば、水晶）の使用に限定されないことによって、方
法の実施例中で使用されるテンプレートは、より容易にパターン形成できる材料から製作
される。
【０００８】
　一実施例では、方法は、ある量の光硬化性のインプリント可能な媒体を、基板上に流動
可能な状態で提供する工程をさらに含むことができる。
【０００９】
　一実施例では、インプリント可能な媒体が露光される最小の放射量が、硬化プロセスを
進行させるのに十分な量である。一実施例では、媒体が、１分より短い、３０秒より短い
、又は１５秒より短い間、放射によって照射される。一実施例では、放射は、ＵＶ放射で
ある。一実施例では、放射は、波長が、４３０ｎｍより短い、４００ｎｍより短い、又は
３００から４００ｎｍの範囲である。放射は複数のパルスで、又は１つのパルスで提供さ
れる。
【００１０】
　一実施例では、媒体は、テンプレートが最初に媒体に接触するとき、実質的に液相の状
態である。一実施例では、パターンが媒体に正確に転写され、媒体中に保持され、その後
に媒体からテンプレートを分離するのに十分な媒体の硬化を可能にするために、５分まで
の間、３分までの間、又は１分までの間、媒体はテンプレートに接触させられる。媒体は
、テンプレートが媒体から分離される直前に、実質的に固相の状態にある。たとえば、媒
体は、テンプレートが媒体から分離される前の５分まで、３分まで、又は１分までに固相
の状態にある。
【００１１】
　一実施例では、媒体は、基板上に流動可能な溶滴として分注することができる。この実
施例は、ドロップ・オン・デマンド・プロセス中に使用することができる。方法のこの実
施例は、インプリント前に光硬化性媒体を照射する概念に基づいており、ドロップ・オン
・デマンド・プロセス中で使用するのに適しているので、方法の実施例は、修正されたス
テップ及びフラッシュ・インプリント・リソグラフィ（ＳＦＩＬ：ｓｔｅｐ　ａｎｄ　ｆ
ｌａｓｈ　ｉｍｐｒｉｎｔ　ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）プロセスと見なすべきである。基
板は、放射によって硬化性媒体に「フラッシュ」を施し、テンプレートを部分的に硬化し
た媒体中にインプリントし、テンプレートを取り外し、基板の隣接した領域に進み、この
動作を繰り返すことによって、基板の小目標領域を一時に１つプリントする小さい工程で
パターン形成することができる。したがって、方法の実施例は、高いオーバーレイ精度が
必要なデバイスの製造に適しているはずである。いくつかの用途では、媒体は、鋳造、吹
き付け塗り、及びスピン・コーティングからなる群から選択される方法によって、基板上
に設けられる。適当な時、媒体は、液体線条として設けられる。スピン・コーティングが
使用されるとき、媒体が一般に薄層として設けられることは、理解されるはずである。
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【００１２】
　媒体をテンプレートに接触させる間、１Ｍｐａより低い、０．５Ｍｐａより低い、又は
０．１Ｍｐａより低い圧力をテンプレートに加えることができる。一実施例では、媒体を
テンプレートに接触させる間、１０から１００ｋＰａの範囲、３０から８０ｋＰａの範囲
、及び５０から６０ｋＰａの範囲の圧力が、テンプレートに加えられる。多数の光硬化性
材料が低い粘性を示すので、比較的低い圧力を使用して媒体をインプリントすることがで
き、それによって望ましくない高圧を使用することによって引き起こされる媒体及び／又
は基板の変形が防止される。
【００１３】
　一実施例では、方法は、インプリント可能な媒体が加熱される工程をさらに含む。加熱
は、すべての適切なときにすべての望ましい速度で施される。たとえば、媒体は、テンプ
レートが接触している間に、媒体の温度が約５０℃まで、約３０℃まで、又は約１０℃ま
で上昇するように、加熱される。加熱処理を施すことによって、媒体からテンプレートを
分離する前に媒体が完全に硬化するように促進する、又はそれを保証することができる。
【００１４】
　一実施例では、インプリント可能な媒体に接する大気中の湿度及び／又は酸素濃度が制
御される。
【００１５】
　一実施例では、インプリント可能な媒体をテンプレートに接触させることによって、イ
ンプリント可能な媒体中に厚さが減少した領域を形成することができ、該方法は、厚さが
減少した領域をエッチングして、基板表面の領域を露出する工程をさらに含む。一実施例
では、該方法は、基板表面の露出された領域をエッチングする工程をさらに含む。
【００１６】
　一実施例では、平坦化層などの中間層が、基板とインプリント可能な媒体の間に設けら
れる。一実施例では、インプリント可能な媒体をテンプレートに接触させることによって
、インプリント可能な媒体中に厚さが減少した領域を形成し、方法は、厚さが減少した領
域をエッチングして、中間層の表面の領域を露出する工程をさらに含む。適切に、方法は
、中間層の表面の露出された領域をエッチングして、基板の表面の領域を露出する工程を
さらに含む。都合よく、方法は、基板表面の露出された領域をエッチングする工程をさら
に含むことができる。
【００１７】
　一実施例では、テンプレートは非光透過性材料から製作される。
【００１８】
　本発明の態様によれば、インプリント装置が提供され、このインプリント装置は、
　流動可能な状態の光硬化性のインプリント可能な媒体をその上に有した基板を保持する
ように構成された基板ホルダと、
　媒体が基板上にあるときに、放射によって媒体を照射し媒体の硬化を開始させるように
構成された照射装置と、
　非光透過性テンプレートを保持するように構成されたテンプレート・ホルダと、
　非光透過性テンプレートを媒体に接触させて、媒体の照射後に、媒体中にインプリント
を形成するように、及び媒体が実質的に流動不可能な状態であるように媒体が実質的に硬
化された後で、テンプレートを媒体から分離させるように構成された制御器を有する。
【００１９】
　一実施例では、装置は、ある量の光硬化性のインプリント可能な媒体を、流動可能な状
態で基板ホルダ上に支持された基板上に提供するように構成された投与装置をさらに有す
る。
【００２０】
　一実施例では、投与装置は基板の第１の目標部分上に第１の量の媒体を堆積するように
構成される。したがって、この装置は、ドロップ・オン・デマンド・プロセス中で使用す
ることができる。
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【００２１】
　一実施例では、投与装置は、第１の量の媒体のインプリントの後で、第２の量の媒体を
、基板の第１の目標部分から隔置された第２の目標部分上に堆積するように構成され、テ
ンプレート・ホルダは、第２の量の媒体をインプリントするように構成される。このよう
にして、この装置は、テンプレートがインプリント可能な媒体に接触する前にフラッシュ
工程が実行される修正されたステップ及びフラッシュ・インプリント・リソグラフィ（Ｓ
ＦＩＬ）プロセス中で使用することができる。
【００２２】
　本発明の態様によれば、インプリント装置が提供され、このインプリント装置は、
　流動可能な状態の第１及び第２の量の光硬化性のインプリント可能な媒体を、それぞれ
基板の第１及び第２の隔置された目標部分上に有した基板を保持するように構成された基
板ホルダと、
　第１及び第２の量が基板上にあるとき、第１及び第２の量を放射によって連続的に照射
し、第１及び第２の量の硬化をそれぞれ開始させるように構成された照射装置と、
　テンプレートを保持するように構成されたテンプレート・ホルダと、
　第１の量の照射後で第２の量の照射中に、テンプレートを第１の量に接触させて第１の
量中にインプリントを形成するように、及び第１の量が実質的に流動不可能な状態になる
ように、第１の量が実質的に硬化された後で、テンプレートを第１の量から分離させるよ
うに構成された制御器を有する。
【００２３】
　この装置によって、一連の量のインプリント可能な媒体が、基板の目標部分上に堆積さ
れて、連続的に照射されインプリントされることが可能になる。テンプレートが、特定の
量のインプリント可能な媒体をインプリントし、一方照射装置が、インプリントの準備が
できた異なる量を同時に照射するように、テンプレート・ホルダを動作させることによっ
て、プロセス全体の速度を高めることができる。
【００２４】
　一実施例では、この装置は、第１及び第２の量の光硬化性のインプリント可能な媒体を
、それぞれ基板ホルダ上に支持された基板の第１及び第２の隔置された目標部分上に、流
動可能な状態で提供するように構成された投与装置をさらに含む。
【００２５】
　方法の実施例に関して上記に述べた特徴は、本明細書に述べられる装置の１つ又は複数
の実施例に適用することができる。
【００２６】
　本発明の態様によれば、基板をパターン形成するための方法が提供され、この方法は、
　基板上の流動可能な状態の光硬化性エッチング・バリア材料を放射によって照射し、エ
ッチング・バリア材料の硬化を開始させる工程と、
　エッチング・バリアを照射した後、エッチング・バリア材料をテンプレートに接触させ
て、エッチング・バリア材料中に厚さが減少した領域を含んだパターンを形成する工程と
、
　エッチング・バリア材料がテンプレートに接触している間に、エッチング・バリア材料
が実質的に流動不可能な状態であるようにして、エッチング・バリア材料の実質的な硬化
を可能にする工程と、
　エッチング・バリア材料が実質的に流動不可能な状態にある間に、エッチング・バリア
材料からテンプレートを分離する工程と、
　厚さが減少した領域をエッチングして、基板表面の露出された領域を露出する工程と、
　基板表面の露出された領域をエッチングする工程を有する。
【００２７】
　一実施例では、インプリント可能な媒体が露光される最小の放射線量が硬化プロセスを
進行させるのに十分な線量である。一実施例では、エッチング・バリア材料は、１分より
短い、３０秒より短い、又は１５秒より短い間、放射によって照射される。一実施例では
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、放射はＵＶ放射である。一実施例では、放射は、波長が４３０ｎｍより短い、４００ｎ
ｍより短い、又は３００から４００ｎｍの範囲内である。放射は、複数のパルスで、又は
１つのパルスで提供される。
【００２８】
　一実施例では、エッチング・バリア材料は、テンプレートが最初にエッチング・バリア
材料に接触するとき、実質的に液相状態である。一実施例では、媒体は、５分まで、３分
まで、又は１分までの間テンプレートと接触し、それによってパターンが媒体に正確に転
写され、媒体からテンプレートが分離された後媒体中に保持されるのに十分な媒体の硬化
が可能になる。エッチング・バリア材料は、テンプレートがエッチング・バリア材料から
分離される直前に、実質的に固相の状態にある。たとえばエッチング・バリア材料は、テ
ンプレートがエッチング・バリア材料から分離される前の５分まで、３分まで、又は１分
までに固相状態にある。
【００２９】
　一実施例では、エッチング・バリア材料は、流動可能な溶滴として基板上に分注される
。したがって、この実施例は、ドロップ・オン・デマンド・プロセス中で使用することが
でき、それによって修正されたステップ及びフラッシュ・インプリント・リソグラフィ（
ＳＦＩＬ）プロセスとして、この実施例を見なすことが可能になる。上述したように、基
板は、放射によって硬化性エッチング・バリア材料に「フラッシュ」を施し、部分的に硬
化したエッチング・バリア材料中にテンプレートをインプリントし、テンプレートを取り
外し、基板の隣接した領域に進み、この動作を繰り返すことによって、基板の小目標領域
を一時に１つプリントすることによる小さい工程で、パターン形成することができる。い
くつかの用途では、エッチング・バリア材料は、鋳造、吹き付け塗り、及びスピン・コー
ティングからなる群から選択される方法によって、基板上に設けられる。適切なときは、
媒体は、液体線条として設けられる。スピン・コーティングが使用されるとき、媒体が一
般に薄層として設けられることは、理解されるはずである。
【００３０】
　エッチング・バリア材料をテンプレートに接触させる間、１Ｍｐａより低い、０．５Ｍ
ｐａより低い、又は０．１Ｍｐａより低い圧力がテンプレートに加えられる。一実施例で
は、エッチング・バリア材料をテンプレートに接触させる間、１０から１００ｋＰａの範
囲、３０から８０ｋＰａの範囲、又は５０から６０ｋＰａの範囲の圧力が、テンプレート
に加えられる。多数の光硬化性材料は低い粘性を示すので、比較的低い圧力を使用してエ
ッチング・バリア材料をインプリントすることができ、それによって望ましくない高圧を
使用することによって引き起こされるエッチング・バリア材料及び／又は基板の変形が防
止される。
【００３１】
　一実施例では、方法は、エッチング・バリア材料を加熱する工程をさらに含む。加熱は
、すべての適切なときにすべての望ましい速度で施すことができる。たとえば、エッチン
グ・バリア材料は、テンプレートに接触している間に、エッチング・バリア材料の温度が
約５０℃まで、約３０℃まで、又は約１０℃まで上昇するように、加熱される。加熱処理
を施して、エッチング・バリア材料からテンプレートを分離する前に、エッチング・バリ
ア材料が完全に硬化するように促進する、又はそれを保証することができる。
【００３２】
　一実施例では、テンプレートは非光透過性材料から製作される。
【００３３】
　一実施例では、エッチング・バリア材料に接した大気中の湿度及び／又は酸素濃度が制
御される。
【００３４】
　本明細書に述べる装置は、エッチング・バリア材料中の厚さが減少した領域、及び基板
の表面の露出された領域のエッチングが可能になるように、単にルーティン修正を装置に
施すことによって、上記に述べた方法を実行するのに適することができる。
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【００３５】
　以下の説明は、上記に定義されたインプリント可能な媒体の特徴を述べるが、上記に定
義したエッチング・バリア材料の特徴にも関連する。したがって以下の説明では、用語「
インプリント可能な媒体」は、インプリント可能な媒体及びエッチング・バリア材料につ
いて一般的に言及するために、使用される。
【００３６】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は、２５℃で測定したとき、粘性が１００ｃｐ
ｓより低い、７０ｃｐｓより低い、又は１０ｃｐｓより低い。光硬化性のインプリント可
能な媒体を使用する利点は、それらの多くが、エッチング・バリア材料などのインプリン
ト可能な媒体中では望ましい比較的低い粘性を示すことである。というのは、それによっ
て、比較的低いプリント圧の使用が容易になるからである。
【００３７】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は、エッチング・工程中に適切な程度のエッチ
ング抵抗を示すべきである。それは、特定のプロセス中で使用されるエッチング条件に少
なくとも部分的に依存することになる。したがって、一実施例では、インプリント可能な
媒体はシリコン含有基からなる。
【００３８】
　一実施例では、光硬化性モノマーは光感応性の化学的架橋によって硬化する。したがっ
て、光硬化性モノマーは光起動の架橋できるポリマーである。
【００３９】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は光重合性モノマーを含み、それは、陽イオン
の重合性モノマーである。一実施例では、陽イオンの重合性モノマーは第１及び第２の重
合性基を含む。重合性基はすべての望ましい相対的配向でモノマー構造内に設けられる。
一実施例では、第１の重合性基又は第２の重合性基は、エポキシド基、オキセタン基、エ
ーテル基、及びビニル基からなる群から選択される。エーテル基は、脂肪族エーテル基、
芳香族エーテル基、及び環状エーテル基からなる群から選択される。例として、陽イオン
の重合性モノマーはビスフェノールＡのジグリシジルエーテルである。
【００４０】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は重合開始剤種をさらに含む。重合開始剤種は
ルイス酸であり及び塩であってよい。適切にいうと、塩はフェニル基を含んでよい。塩は
ジフェニルイオジウム塩及びトリフェニルスルホニウム塩からなる群から選択されてよい
。
【００４１】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は、重合速度修正種をさらに含み、それは、重
合速度を加速する重合促進剤であってよい。この場合、重合促進剤は芳香族基を含んでよ
い。たとえば、重合促進剤は、アントラセン及びチオキサントンからなる群から選択され
てよい。
【００４２】
　一実施例では、光重合性モノマーは、遊離基の重合性モノマーであり、それは、第１及
び第２の重合性基を含んでよい。一実施例では、第１の重合性基又は第２の重合性基は、
カルボン酸基、エステル基、及びビニル基からなる群から選択される。遊離基の重合性モ
ノマーは、アクリレート、メタクリレート、及びビニル・モノマーからなる群から選択さ
れてよい。たとえば、遊離基の重合性モノマーは、２，２－ビス［４－（２－ヒドロキシ
－３－アクリロイルプロポキシ）フェニル］プロパンであってよい。
【００４３】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は、重合開始剤種をさらに含む。重合開始剤種
は、ほぼ標準の室温又はそれよりわずかに高い温度など、低い温度から中程度の温度で、
たとえば低い温度から中程度の温度とは、１０から１００℃、２０から８０℃、又は３０
から７０℃の範囲の温度を含むと考えられる温度であり、そのような温度で活性であるこ
とができる。
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【００４４】
　一実施例では、重合開始剤種はアゾ基を含む。さらに、又は代替的に、重合開始剤種は
エステル基を含んでよい。たとえば、重合開始剤種はアゾビスイソブチロニトリルであっ
てよい。
【００４５】
　重合開始剤種は、高温で、たとえば１００℃より高い又は１５０℃より高い温度で、活
性であることができ、その場合、重合開始剤種は、ケトン基及びケタール基からなる群か
ら選択される化学基を含むんでよい。より具体的には、重合開始剤種は、αヒドロキシケ
トン基、αアミノケトン基、及びベンジルジメチルケタールからなる群から選択される化
学基を含んでよい。さらに具体的には、重合開始剤種は、ジメトキシ－α－フェニルアセ
トフェノンであってよい。
【００４６】
　一実施例では、インプリント可能な媒体は、重合速度修正種をさらに含み、それは、重
合速度を減速する重合減速剤であってよい。有利にも、重合減速剤は、１つの重合性基を
含んでよく、それによって重合を本質的に遅らせる。そのような種の例は、ｔブチルフェ
ニルグリシジルエーテル及びメタクリル酸メチルである。特に遊離基重合を減速するため
の他の速度修正種は、本質的に遊離基を有した化合物である。したがって、重合減速剤は
、１つの遊離基の重合性基を含んでよい。そのような化合物は、光開始剤から生成された
遊離基が、化合物がすべて結合されるまで、照射によって結合することになる。そのよう
な化合物の実施例は、テトラメチルピリジニルオキシ基である。
【００４７】
　ここで本発明の実施例について、例としてだけで、添付の概略図面を参照して述べる。
図面では、対応する参照記号が、対応する構成要素を示す。
【実施例】
【００４８】
　インプリント・リソグラフィには、ホット・インプリント・リソグラフィ及びＵＶイン
プリント・リソグラフィとして一般に呼ばれる、２つの主なアプローチがある。ソフト・
リソグラフィとして知られた第３のタイプの「プリント」リソグラフィもある。これらの
実施例は、図１ａから図１ｃに示してある。
【００４９】
　図１ａに、ソフト・テンプレート１０（通常、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）か
ら製造される）から、基板１２と平坦化転写層１２’との上に支持されたレジスト層１３
上に、微粒子の層１１（通常チオールなどのインク）を転写することを有するソフト・リ
ソグラフィ・プロセスを概略的に示す。テンプレート１０は、その表面上にフィーチャの
パターンを有し、微粒子層がフィーチャ上に置かれる。テンプレートがレジスト層に押圧
されたとき、微粒子層１１は、レジストに固着する。レジスト層からテンプレートを取り
外したとき、微粒子層１１はレジスト層に固着し、転写された微粒子層によって覆われて
いないレジスト層の領域が基板までエッチングされるように、レジスト層がエッチングさ
れる。
【００５０】
　ソフト・リソグラフィ中で使用されるテンプレートは、容易に変形し、したがって高分
解能、たとえばナノメートル・スケールである用途には適さない。というのは、テンプレ
ートの変形が、インプリントされたパターンに悪い影響を及ぼすからである。さらに、複
数層の構造を製造するとき、そこでは同じ領域が複数回重ね合わされることになり、ソフ
ト・インプリント・リソグラフィは、ナノメートル・スケールでのオーバーレイ精度が得
られない。
【００５１】
　ホット・インプリント・リソグラフィ（又はホット・エンボス）は、ナノメートル・ス
ケールで使用されるとき、ナノ・インプリント・リソグラフィ（ＮＩＬ）として知られて
もいる。プロセスは、たとえばシリコン又はニッケルから製作されたよりハードなテンプ
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レートを使用し、それは、磨耗及び変形に対してより抵抗性がある。これは、たとえば米
国特許第６，４８２，７４２号に記載され、図１ｂに示してある。通常のホット・インプ
リント・プロセスでは、中実のテンプレート１４が、熱硬化性又は熱可塑性のポリマー樹
脂１５中にインプリントされ、そのポリマー樹脂は、基板面上に鋳造されている。たとえ
ば、樹脂は、基板面上に、又はより一般には（例示されている実施例のように）平坦化転
写層１２’上にスピン・コーティングされてベークされている。インプリント・テンプレ
ートを述べるとき、用語「ハード」は、「硬質」材料と「軟質」材料の間に入ると一般に
考えられる材料、たとえば「ハード」ゴム（硬質ゴム）などを含むことを理解すべきであ
る。インプリント・テンプレートとしての使用について、特定の材料の適性は、その用途
の要件によって決定される。
【００５２】
　熱硬化性ポリマー樹脂が使用されるとき、樹脂は、テンプレートとの接触時、樹脂が十
分流動できてテンプレート上に定義されたパターン・フィーチャ中に流れ込むような温度
まで、加熱される。次いで、樹脂の温度は、樹脂が凝固して所望のパターンを不可逆的に
取るように、熱的に樹脂を硬化（たとえば架橋）するために高められる。次いで、テンプ
レートは、取り外すことができ、パターン形成された樹脂は、冷却される。
【００５３】
　ホット・インプリント・リソグラフィ・プロセス中に使用される熱可塑性ポリマー樹脂
の例は、ポリ（メタクリル酸メチル）、ポリスチレン、ポリ（メタクリル酸ベンジル）、
又はポリ（メタクリル酸シキロヘキシル）である。熱可塑性樹脂は、テンプレートによっ
てインプリントされる直前に、樹脂が自由に流動できる状態になるように加熱される。熱
可塑性樹脂を、その樹脂のガラス遷移温度よりかなり高い温度まで加熱する必要が通常あ
る。テンプレートを流動可能な樹脂中に押圧し、十分な圧力を加えることによって、テン
プレート上に定義されたパターン・フィーチャすべて中に樹脂が流れ込むことが保証され
る。次いで、樹脂は、樹脂が不可逆的に所望のパターンをそこで取る所定の場所にテンプ
レートを保持して、そのガラス遷移温度より低い温度まで冷却される。パターンは、樹脂
の残留層から浮き彫りのフィーチャから構成され、次いで残留層は、適切なエッチング・
プロセスによって除去されてパターン・フィーチャだけをその後に残す。
【００５４】
　凝固した樹脂からテンプレートを除去した時、図２ａから図２ｃに示すように、２工程
のエッチング・プロセスが通常実施される。基板２０は、図２ａに示すように、平坦化転
写層２１を直接その上に有する。平坦化転写層の目的は、２つある。それは、テンプレー
トの表面に実質的に平行な表面を提供するように働き、その助けによってテンプレートと
樹脂の間の接触が平行になることが保証されること、及び、以下に述べるようにプリント
されるフィーチャの縦横比も向上させることである。
【００５５】
　テンプレートが取り外された後、凝固した樹脂の残留層２２が、平坦化転写層２１上に
残され、所望のパターンに形作られる。第１のエッチングは、等方性であり、残留層２２
の一部分が除去されて、図２ｂに示すように、Ｌ１はフィーチャ２３の高さであって、フ
ィーチャの不十分な縦横比が得られる。第２のエッチングは、異方性（選択的）であり、
縦横比を改善する。異方性エッチングによって、凝固した樹脂が覆っていない平坦化転写
層２１のそれらの部分が除去されて、図２ｃに示すように、フィーチャ２３の縦横比を（
Ｌ２／Ｄ）に高める。エッチング後基板上に残されて得られたポリマー厚さの差異は、イ
ンプリントされたポリマーが、たとえばリフト・オフ・プロセス中の工程として十分抵抗
性がある場合、たとえばドライ・エッチング用のマスクとして使用されうる。
【００５６】
　ホット・インプリント・リソグラフィは、パターン転写をより高温下で実施しなければ
ならないことだけでなく、テンプレートを取り外す前に樹脂が適切に凝固することを保証
するために、比較的大きい温度差が必要になることもあるという不都合を被る。３５から
１００℃の範囲の温度差が、必要になる。たとえば基板とテンプレートの間の熱膨張差は
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、次いで転写されたパターン中に歪を生じさせる。これは、インプリント可能な媒体が粘
性であるため、インプリント工程に必要になる比較的高い圧力によって、悪化し、それに
よって基板中に機械的変形が生じて、やはりパターンを歪ますことになる。
【００５７】
　一方、ＵＶインプリント・リソグラフィは、そのような高い温度及び温度変化を必要と
せず、そのような粘性のインプリント可能な材料も必要でない。むしろ、ＵＶインプリン
ト・リソグラフィは、部分的又は完全な透過性テンプレートと、ＵＶ硬化性液体、通常ア
クリレート又はメタクリレートなどのモノマーとの使用を必要とする。一般に、モノマー
と開始剤の混合物など、すべての光重合性材料が使用可である。たとえば硬化性液体も、
ジメチル・シロキサン誘導体を含む。そのような材料は、ホット・インプリント・リソグ
ラフィ中で使用される熱硬化性及び熱可塑性の樹脂より粘性が低く、したがって極めて速
く移動してテンプレートのパターン・フィーチャを充填する。低温及び低圧の動作も、よ
り高い処理能力に有利に働く。
【００５８】
　図１ｃに、ＵＶインプリント・プロセスの実施例を示す。図１ｂのプロセスと類似の形
で、水晶のテンプレート１６をＵＶ硬化性樹脂１７に当てる。熱硬化性樹脂を使用するホ
ット・エンボスでのように温度を上げる、又は熱可塑性樹脂を使用する時の温度サイクリ
ングする代わりに、樹脂を重合させ、それによって硬化させるために、水晶テンプレート
を通して、ＵＶ放射が樹脂に加えられる。テンプレートの取り外し時、レジストの残留層
をエッチングする残された工程は、上記に述べたホット・エンボス・プロセスのための工
程と同じ又は類似である。通常使用されるＵＶ硬化性樹脂は、より低いインプリント圧を
使用することができるように、粘性が通常の熱可塑性樹脂より極めて低い。圧力がより低
いので物理的変形が減少し、それとともに温度及び温度変化が高いことによる変形が減少
することによって、ＵＶインプリント・リソグラフィが、高いオーバーレイ精度が必要な
用途に適するようになる。さらに、ＵＶインプリント・テンプレートの透過性によって、
光学的位置合わせ技術をインプリントと同時に適用することができる。
【００５９】
　このタイプのインプリント・リソグラフィは、ＵＶ硬化性材料を主に使用し、したがっ
てＵＶインプリント・リソグラフィと一般に呼ばれるが、他の波長の放射を使用して、適
切に選択された材料を硬化することができる（たとえば、重合又は架橋反応を活性化する
）。一般に、適切なインプリント可能な材料が利用できるならば、そのような化学反応を
開始させることが可能なすべての放射は使用可である。たとえば代替の「活性化放射」は
、可視光、赤外線、Ｘ線、及び電子ビーム放射を含む。上記及び以下の全体的な説明では
、ＵＶインプリント・リソグラフィ及びＵＶ放射の使用の言及は、これら及び他の活性化
放射の可能性を排除するようには、企図されていない。
【００６０】
　基板表面に対して実質的に平行に維持された平面テンプレートを使用するインプリント
・システムの代替として、ローラ・インプリント・システムが開発されている。テンプレ
ートがローラ上に形成されるが、その他ではインプリント・プロセスが、平面テンプレー
トを使用するインプリントに極めて類似した、ホットローラ・インプリント・システム及
びＵＶローラ・インプリント・システムが提案されている。本文で特段の要求がない限り
、インプリント・テンプレートの言及は、ローラ・テンプレートへの言及を含む。
【００６１】
　たとえばＩＣ製造に従来使用される光学的ステッパと類似の態様で小さな工程で基板を
パターン形成するために使用される、ステップ・アンド・インプリント・リソグラフィ（
ＳＦＩＬ）として知られる、特に開発されたＵＶインプリント技術がある。これは、ＵＶ
硬化性樹脂中にテンプレートをインプリントし、テンプレートを通してＵＶ放射の「フラ
ッシュ」を施してテンプレートの下に在る樹脂を硬化させ、テンプレートを取り外し、基
板の隣接した領域に進み、この動作を繰り返すことによって、基板の小さい領域を一時に
プリントする工程を含む。そのような工程の小さなフィールド・サイズ及び繰り返しプロ
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セスによって、パターン歪及びＣＤ変動を減少させ、したがってステップ・アンド・イン
プリント・リソグラフィ（ＳＦＩＬ）は、高いオーバーレイ精度が必要なＩＣ及び他のデ
バイスの製造に特に適する。
【００６２】
　原理的に、たとえばスピン・コーティングによってＵＶ硬化性樹脂は基板表面全体に施
されることができるが、これは、ＵＶ硬化性樹脂の揮発性のため、問題を含む。
【００６３】
　この問題に対処する一アプローチは、テンプレートによるインプリントの直前に、基板
の目標部分上に溶滴の形で樹脂を分注する、いわゆる「ドロップ・オン・デマンド」プロ
セスである。液体の分注は、所定の量の液体が基板の特定の目標部分上に堆積されるよう
に、制御される。この液体は、様々なパターンで分注されることができ、綿密な液体量の
制御とパターンの配置の組み合わせが目標領域へのパターン形成を限定するために採用さ
れうる。
【００６４】
　言及したようにオン・デマンドで樹脂を分注することは、些細なことではない。テンプ
レートのフィーチャを充填するのに十分な樹脂がある一方同時に過剰な樹脂が最小になる
ことを保証するように溶滴のサイズ及びその間隔が綿密に制御される。過剰な樹脂は、隣
接する溶滴が接触すると、樹脂は流れる場所をもたないので、圧延されて不要な厚さの又
は不均一な残留層になり得るからである。過剰に厚い又は不均一な残留層に関連した１つ
又は複数の問題を以下に述べる。
【００６５】
　ＵＶ硬化性液体の基板上への堆積について上記で言及したが、液体は、テンプレート上
に堆積することもでき、一般に同じ技術及び考慮事項が適用される。
【００６６】
　図３に、テンプレート、インプリント可能な材料（硬化性モノマー、熱硬化性樹脂、熱
可塑性樹脂など）、及び基板の相対的寸法を示す。基板の幅Ｄと硬化性樹脂層の厚さｔの
比は、約１０６である。テンプレートから突出したフィーチャが基板を損傷することを防
止するために、テンプレートから突出したフィーチャの深さより寸法ｔを大きくすべきで
あることは、理解されるはずである。
【００６７】
　押圧後に残されたインプリント可能な材料の残留層は、その下にある基板を保護するの
に役立つが、高い分解能及び／又はオーバーレイ精度の獲得に影響を及ぼす。第１の「ブ
レークスルー」エッチングは、等方性（非選択的）であり、したがってインプリントされ
たフィーチャ、並びに残留層をある程度損なうことになる。このことは、残留層があまり
に厚い及び／又は不均一である場合、悪化する。
【００６８】
　たとえば、このエッチングは、その下に在る基板上に最終的に形成されるフィーチャ厚
さの変動をもたらす（すなわち、クリティカルな寸法の変動）。第２の異方性エッチング
で転写層中にエッチングされるフィーチャの厚さの一様性は、樹脂中に残されたフィーチ
ャ形状の縦横比及び完全性に依存する。残留樹脂層が均一でない場合、非選択的な第１の
エッチングによって、いくつかのこれらのフィーチャに「丸められた」上部が残される恐
れがあり、したがってそれらは、第２の及びその後のすべてのエッチング・プロセス中で
、フィーチャ厚さの良好な一様性を保証するのに十分適切には画定されない。
【００６９】
　原理的に、上記の問題は、確実に残留層をできるだけ薄くすることによって軽減するこ
とができるが、これは、不要な高い圧力の適用（多分基板の変形を増加する）と、比較的
長いインプリント時間（おそらく処理能力を減少する）とを必要とする。
【００７０】
　上述したように、テンプレート表面上のフィーチャ分解能は、基板上にプリントされる
フィーチャの達成できる分解能への限定要因である。ホット・インプリント・リソグラフ
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ィ及びＵＶインプリント・リソグラフィに使用されるテンプレートは、一般に２ステージ
・プロセスで形成される。最初に、要求されたパターンが、たとえば電子ビーム書き込み
を使用してレジスト中に高分解能パターンが得られるように、書き込まれる。次いで、レ
ジスト・パターンは、テンプレートのベース材料中にパターン転写する最終的な異方性エ
ッチング工程用のマスクを形成するクロムの薄層中に、転写される。たとえばイオン・ビ
ーム・リソグラフィ、Ｘ線リソグラフィ、極ＵＶリソグラフィ、エピタキシャル成長、薄
膜堆積、化学的エッチング、プラズマ・エッチング、イオン・エッチング、又はイオン・
ミリングなどの他の技術が使用されうる。一般に、テンプレートが実際には１倍のマスク
であり、転写されるパターンの分解能がテンプレート上のパターンの分解能によって限定
されるので、極めて高い分解能が可能な技術が、所望される。
【００７１】
　テンプレートの離れ性も考慮事項である。たとえば、テンプレートは、低い表面エネル
ギーを有した、テンプレート上の薄い剥離層を形成する表面処理材料によって、処理され
る。（薄い剥離層は、基板上に堆積されてもよい）。
【００７２】
　インプリント・リソグラフィの開発での他の考慮事項は、テンプレートの機械的耐久性
である。テンプレートは、インプリント可能な媒体を押印中に大きい力を受ける、ホット
・インプリント・リソグラフィの場合、それは、高い圧力及び温度も受ける。力、圧力及
び／又は温度は、テンプレートの磨耗を引き起こし、基板上にインプリントされるパター
ンの形状に悪い影響を与える。
【００７３】
　ホット・インプリント・リソグラフィでは、テンプレートと基板の間の熱膨張差を減少
させるために、パターン形成される基板と同じ又は類似の材料のテンプレートを使用して
、潜在的な利点を実現することができる。ＵＶインプリント・リソグラフィでは、テンプ
レートは、活性化放射に対して少なくとも部分的に透過性であり、したがって水晶テンプ
レートが使用される。
【００７４】
　本文では、ＩＣ製造中のインプリント・リソグラフィの使用について、具体的に言及す
るが、本明細書で述べられるインプリント装置及び方法は、光集積システム、磁区メモリ
用の誘導及び検出パターン、ハード・ディスク磁気媒体、フラット・パネル表示装置、薄
膜磁気ヘッドなどの製造の、他の用途を有することができることを理解すべきである。
【００７５】
　上記の説明では、実際レジストとして働くインプリント可能な樹脂を介してテンプレー
ト・パターンを基板に転写するインプリント・リソグラフィの使用について、特に言及し
てきたが、いくつかの状況下では、インプリント可能な材料は、それ自体機能する材料で
あって、たとえば伝導率、光学的な線形又は非線形の応答などの機能性を有することがで
きる。たとえば、機能材料は、伝導性層、半導体層、誘電性層、又は他の望ましい機械的
、電気的、又は光学的性質を有した層を形成することができる。いくつかの有機物質も、
適切な機能材料である。そのような応用は、本発明の１つ又は複数の実施例の範囲に含ま
れる。
【００７６】
　上述したように、光（たとえばＵＶ）インプリント・リソグラフィは、１つ又は複数の
問題がある。たとえば、光硬化性材料を使用するプロセスでは、重合時間が比較的長いの
で、処理能力が比較的低い。光透過性テンプレートの使用には、テンプレートを製作する
ことができる材料が限定される。現在水晶が使用されているが、耐摩耗性が向上し、及び
／又は分離中のインプリント可能な媒体への固着傾向が軽減されることを示す他の非光透
過性材料が知られている。
【００７７】
　図４ａは、本発明の実施例による方法で使用されるインプリント・システム４１の様々
な構成要素を示す。シリコン基板４２が平坦化層４３を支持している。ＵＶ硬化性メタク
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リレート・モノマーの溶滴４４が、平坦化層４３の表面４５上に堆積されており、インプ
リント可能な媒体（たとえば押印できるエッチング・バリア）として働く。メタクリレー
ト・モノマー４４の上に配置されるのは、浮き彫りパターンを画定するより低い表面４７
を有したテンプレート４６である。剥離層４８が、浮き彫りパターンを画定するテンプレ
ート４６の表面４７上に被覆されて、メタクリレート・モノマー４４中にパターン形成さ
れた後の、メタクリレート・モノマー４４からのテンプレート４６の分離を助ける。
【００７８】
　図４ｂで、メタクリレート・モノマー４４が、ＵＶ放射によって照射されて、重合及び
硬化を開始する。制御器（ここで又は以降で、当業者に知られたすべての種類の制御器）
が、照射の開始及びタイミングを制御する。一実施例では、制御器は、インプリント装置
中に設けられた、又はそれを制御するソフトウェア・プログラムであってもよい。
【００７９】
　図４ｃで、所望のパターンがメタクリレート・モノマー４４中に形成されるように、部
分的に硬化したメタクリレート・モノマー４４が、浮き彫りパターンを画定したテンプレ
ート４６の表面４７に接触されてインプリントされる。再び、制御器が面のインプリント
の開始とタイミングを制御する。
【００８０】
　図４ｄで、テンプレート４６がメタクリレート・モノマー４４と接触状態に保持されて
、硬化し凝固するのに十分な時間をメタクリレート・モノマー４４に与える。このように
して、メタクリレート・モノマー４４は、インプリントされたパターンを保持することに
なる。
【００８１】
　図５ａで、テンプレート４６及び剥離層４８が、凝固したメタクリレート・モノマー４
４から分離されて、平坦化層４３の表面４５に隣接したメタクリレート・モノマー４４中
に、厚さが減少した領域４９が残される。制御器が、表面からのテンプレートの分離の開
始及びタイミングを制御する。
【００８２】
　図５ｂに、凝固したメタクリレート・モノマー４４中の厚さが減少した領域４９を除去
するための、第１のエッチング・プロセスを示し、それによって平坦化層４３の表面４５
の領域５０が露出される。図５ｃで、平坦化層４３の表面４５の露出された領域５０がエ
ッチングされて、基板４２の表面５２の領域５１を露出させる。図５ｄで、基板の表面５
２の露出された領域５１がエッチングされて、基板４２中に所望のパターンが生成される
。
【００８３】
　図４及び図５に示したプロセスは、基板表面上の横方向に隔置された一続きの目標位置
において、メタクリレート・モノマーの一連の溶滴が連続的に堆積され、照射され、イン
プリントされるステップ・アンド・リピート・プロセスにおいて、任意の望ましい回数繰
り返されてもよい。例証として、第１及び第２のメタクリレート・モノマーの溶滴が、基
板表面上に互いに隣接して提供される。第１の溶滴が、硬化を開始するように、放射によ
って照射される。次いで、照射装置が第２の溶滴に向けられて、隣接した第２のメタクリ
レート・モノマーの溶滴が、照射される。第２の溶滴の照射中に、第１の溶滴は、テンプ
レートに接触されて所望のパターンをインプリントされる。したがって、この同時の照射
及び接触のプロセスは、任意の望ましい回数繰り返すことができ、テンプレートが媒体に
接触する前に、フラッシュが施される修正ＳＦＩＬプロセスと考えることができる。もち
ろん、本発明の実施例による方法は、ステップ・アンド・リピート・プロセスでの適用に
適しているが、それは、基板上に支持された１つのエッチング・バリア層のインプリント
にも適している。
【００８４】
　インプリント可能な媒体の硬化がテンプレートの媒体への接触前に開始されるので、テ
ンプレート材料は光透過性材料だけに限定されるのではなく、所与のインプリント・シス
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テムに適するように選択されてよい。さらに、テンプレートは、水晶より容易にパターン
形成できる材料から製造されてもよい。テンプレート上に画定された浮き彫りパターンが
忠実にインプリント可能な媒体に転写されることになることを保証する、インプリントの
条件及び材料のセットが選択される。ただし、テンプレートがインプリント可能な媒体と
最初に接触したとき、インプリント可能な媒体が、テンプレート中に画定された浮き彫り
パターンを充填するのに十分な、鋳造できる又は流動できる状態であることを保証するよ
うに、考慮するという条件である。媒体の硬化がすでに開始されていることは、問題を提
起しない。
【００８５】
　基礎をなす創意的な概念から逸脱することなく多数の修正を実施することができ、これ
らの修正は、本発明の範囲に含めるように企図されていることを理解されるべきである。
たとえば、インプリント可能な媒体は、望ましい比で１つ又は複数の光硬化性材料からな
ってもよい。インプリント可能な媒体は、重合速度を加速又は減速させるために、１つ又
は複数の添加剤を含んで良い。たとえば、メタクリレートは、多くの条件下で比較的速く
硬化すると考えられ、したがってメタクリレートが使用されるならば、添加剤を含ませて
硬化速度を低下させて、インプリント可能な媒体がテンプレート中に画定されたパターン
中に鋳込むのに硬すぎないことを保証することが適切である。添加剤は、粘性など、媒体
の物理的及び／又は化学的性質を調節するために、添加されてもい。本発明の実施例は、
平坦化層とともに、又はそれなしで、すべての望ましい基板材料を使用するインプリント
・システムに、適用されてよい。さらに、剥離層の使用は、必須でなく、適切な場合、省
かれても良い。テンプレートは光透過性材料（たとえば水晶）以外の材料から製作されう
るので、分離中、インプリント可能な媒体のテンプレートへの貼り付が減少されると予見
される。
【００８６】
　実施例は、基板材料の連続層に対して上記に述べた処置を単に繰り返すことによる多層
基板の製造に、適している。さらに、光硬化性材料が一般に低粘性を示すので、比較的低
いプリント圧を使用することができ、それは、処理中の基板変形の尤度を減少し、それに
よってパターン・オーバーレイ精度を向上させる。
【００８７】
　本発明の具体的な実施例を上に述べてきたが、本発明は、記載の通りでなく実施するこ
とができることを理解されるべきである。本記載は、本発明を限定するようには企図され
ていない。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１ａ】従来のソフト・リソグラフィ・プロセスの実施例を示す図である。
【図１ｂ】従来のホット・リソグラフィ・プロセスの実施例を示す図である。
【図１ｃ】従来のＵＶリソグラフィ・プロセスの実施例を示す図である。
【図２】ホット・リソグラフィ・プロセス及びＵＶインプリント・リソグラフィを使用し
てレジスト層をパターン形成するときに使用される、２工程のエッチング・プロセスを示
す図である。
【図３】基板上に堆積された通常の押印できるレジスト量の厚さと比較した、テンプレー
ト・フィーチャの相対的寸法を示す図である。
【図４ａ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
【図４ｂ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
【図４ｃ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
【図４ｄ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
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【図５ａ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する４工程の
概略図である。
【図５ｂ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
【図５ｃ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。
【図５ｄ】パターン形成された基板を設けるための本発明による方法に関連する工程の概
略図である。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】 【図２】

【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図４ｄ】
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【図５ｂ】

【図５ｃ】

【図５ｄ】
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