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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テンプレートと基板を含むインプリント・リソグラフィ用のテンプレートホルダであっ
て、
　前記テンプレートと基板との間でのインプリントおよび分離のプロセス中に、前記テン
プレートの保持を可能にすることができるフレームを備え、
　前記分離プロセスにおいて、アクチュエータを使用して、前記フレームを前記基板に対
して傾斜させ、次いで該フレームを前記基板に対して垂直方向に引っ張ることを特徴とす
るインプリント・リソグラフィ用のテンプレートホルダ。
【請求項２】
　機械的締付け方法、真空力方法、および静電気方法のうちの１つまたは組合せを使用し
てテンプレートを保持する機能をさらに備える請求項１に記載のテンプレートホルダ。
【請求項３】
　前記機械的締付けが、面接触を実現する順応要素とともに、留めねじ、ピエゾ・アクチ
ュエータ、空気圧または油圧アクチュエータを使用して可能になる請求項２に記載のテン
プレートホルダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に小さなデバイスの製造の方法に関し、特に、半導体ウェハのような基
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板に非常に小さな形状を製造することを可能にする高精度インプリント (imprint）リソ
グラフィのためのシステム、プロセスおよび関係デバイスに関する。より具体的には、本
発明は、基板に関するテンプレートの方向付けおよびアライメントならびにインプリント
された形状の破壊のない剥離のための方法および構成要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプリント・リソグラフィを使用して１００ｎｍ以下のデバイスを製造するためのプ
ロセスに関して、本発明の背景を説明する。これは、本発明を限定しない。
【０００３】
　製造時に大規模生産に使用されるリソグラフィ技術には、例として、フォトリソグラフ
ィ技術、および電子ビーム・リソグラフィ、イオン・ビーム・リソグラフィおよびＸ線リ
ソグラフィのような他の用途向けのリソグラフィ技術がある。インプリント・リソグラフ
ィは、これらの技術と異なる種類のリソグラフィである。最近の研究で、インプリント・
リソグラフィ技術は５０ｎｍよりも小さな形状を印刷できることが示された。そのように
して、インプリント・リソグラフィは、１００ｎｍ以下の領域での半導体製造の選択肢と
して、フォトリソグラフィに取って代わる可能性がある。また、データ記憶用のパターン
形成された磁気媒体、微小光デバイス、ＭＥＭＳ、生物学的および化学的デバイス、Ｘ線
光デバイスなどの様々な種類のデバイスの経済的な製造を可能にすることができる。
【０００４】
　インプリント・リソグラフィの分野での現在の研究で、インプリント像を含むテンプレ
ートとその像を受け取る基板との間の方向付けアライメント動作を行うことができるデバ
イスが必要であることが明らかになった。テンプレートと基板の間のギャップを注意深く
精密に制御することが、非常に重要である。うまくいくためには、インプリント領域全体
にわたって数ナノメートル以内でのギャップの制御が必要であり、同時にテンプレートと
基板の間の相対的な横方向の動きを無くしなければならいない。この相対的な移動のない
ことで、重ね合せアライメントの問題からギャップ制御の問題を完全に分離することが可
能になるので、相対的な移動のないことがまた好ましい。
【０００５】
　インプリントの特定の目的のために、２つの平らな表面を互いにできるだけ近接しかつ
ほぼ平行に保つことが必要である。この要件は、他の近接リソグラフィ技術に比べて、非
常に厳しい。具体的に言うと、インプリント・プロセスが１００ｎｍ以下程度でうまくい
くためには、インプリント領域全体にわたってばらつきが５０ｎｍより小さくて、約１０
０ｎｍの平均ギャップが必要になる。例えばＭＥＭＳまたは微小光デバイスのような、も
っと大きな形状については、要件はそのように厳しくない。インプリント・プロセスは、
テンプレートとウェハの間に必然的に力を含むので、インプリント・プロセスおよび分離
プロセス中は、ウェハ表面をできるだけ静止した状態で維持することもまた望ましい。リ
ソグラフィで製造された多くの層を含むデバイスの隣合う２つの層を正確に位置合わせす
るために、重ね合せアライメントが必要である。ｘ－ｙ面内のウェハの動きによって、重
ね合せアライメントのための位置合わせの目印を見失うことがある。
【０００６】
　方向付けと運動制御に関係する従来技術参考文献には、Ｐａｕｌ Ｃ．Ｗａｔｓｏｎに
よる「Ｒｅｍｏｔｅ Ｃｅｎｔｅｒ ＣｏｍｐｌｉａｎｃｅＳｙｓｔｅｍ」という名称の米
国特許第４，０９８，００１号と「Ｒｅｍｏｔｅ Ａｘｉｓ ＡｄｍｉｔｔａｎｃｅＳｙｓ
ｔｅｍ」という名称の米国特許第４，２０２，１０７号、およびＪａｍｅｓ Ｌ．Ｎｅｖ
ｉｎｓおよびＪｏｓｅｐｈＰａｄａｖａｎｏによる「Ｆｏｌｄｅｄ Ｒｅｍｏｔｅ Ｃｅｎ
ｔｅｒ ＣｏｍｐｌｉａｎｔＤｅｖｉｃｅ」という名称の米国特許第４，３５５，４６９
号がある。これらの特許は、ロボット機械における挿入操作および結合操作、ドッキング
および組立てデバイスの支援に適した高精度デカップリング方向付けステージに関する。
これらの従来技術特許と本発明の類似するところは、遠く離れた中心の周りに回転運動を
生成する変形可能な構成要素に対する対応にある。そのような回転運動は、例えば、同時
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に作業者と物体をつなぐ３個の円筒形構成要素の変形によって生成される。
【０００７】
　しかし、従来技術の特許は、横方向およびねじれの動きを起こさないために必要な高い
剛性に関する設計を開示していない。実際、組立てプロセスでの位置合わせ不良を克服す
るためには、自動化組立てでは、そのような横方向の動きは望ましい。そのような動きは
不要な重ね合わせ誤差につながり、さらに製造された構造を剥ぎ取ることになるかもしれ
ないので、インプリント・リソグラフィではそのような動きは非常に望ましくない。した
がって、自動化組立ての運動要件は、高精度インプリント・リソグラフィの要件とは異な
っている。米国特許第４，３５５，４６９号に示されている設計は、最初の２つの特許に
示される設計よりも大きな横方向および回転の誤差を吸収するように意図されているが、
この設計には、インプリント・リソグラフィにとって望ましくない横方向およびねじれの
動きを抑制する機能がない。
【０００８】
　他の従来技術の方法がＳｔｅｐｈｅｎＹ．Ｃｈｏｕによって米国特許第５，７７２，９
０５号（‘９０５特許）に開示されている。この特許では、基板に塗布された薄膜に超微
細（２５ｎｍ以下）パターンを生成するためのリソグラフィの方法および装置が記載され
ており、ここでは、少なくとも１つの突出する形状を有する型が基板に支持された薄膜に
押し込まれる。型の突出する形状により、薄膜の窪みが生成される。先ず、その膜から型
が取り去られる。それから、窪み内の薄膜を除去して下の基板を露出させるように、薄膜
を処理する。このようにして、型のパターンが薄膜に置き換わり、リソグラフィが完成す
る。薄膜のパターンは、次のプロセスで、基板または基板に付与された他の材料に複製さ
れる。
【０００９】
　‘９０５特許のプロセスは、微小成形を使用して材料に形状を浮彫り加工するために高
圧および高温を使用することを含む。しかし、高温および高圧によって不要な応力がデバ
イスに加わることになるので、インプリント・リソグラフィでは高温高圧の使用は望まし
くない。例えば、高温によって、テンプレートと基板の膨張にばらつきが生じる。テンプ
レートと基板は異なる材料で作られることが多いので、膨張によって重大な層間位置合わ
せの問題が生じる。膨張の差を回避するために、同じ材料を使用することができるが、こ
れは材料の選択肢を制限し、全体的な製造コストを高くする。インプリント・リソグラフ
ィは室温および低圧で実施されるのが理想的である。
【００１０】
　さらに、‘９０５特許は、プロセスを行うために使用される実際の装置または機器に関
して詳細を記載していない。生産の状況でインプリント・リソグラフィ・プロセスを実施
するためには、注意深く設計されたシステムを利用しなければならない。したがって、生
産の状況で丈夫な動作を行うことができる機械が必要である。‘９０５特許は、そのよう
なシステムまたは機械の教示、提案または開示をしていない。
【００１１】
　他の問題は、インプリントの後で基板からテンプレートを分離することに関係している
。一般に、テンプレート－基板境界面の接触領域がほぼ一様であるために、層を引き離す
ために大きな分離力が必要である。しかし、そのような力は、基板にインプリントされた
形状の剥ぎ取りおよび／または破壊につながり、歩留り低下をもたすことがある。
【００１２】
　手短に言えば、現在利用可能な方向付けおよび重ね合せのアライメント方法は、インプ
リント・リソグラフィで使用するのには適していない。望ましい方向付けアライメントと
望ましくない横方向の動きの間の結合によって、１フィールドの印刷の前に方向付け調整
が必要になるたびに、オーバレイ・アライメント誤差を繰り返すことになる（１フィール
ドは、例えば８インチウェハの１インチ×１インチの領域であることがある）。
【００１３】
　インプリント・リソグラフィの力強い実施のために精密ステージをさらに開発すること
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が、大規模インプリント・リソグラフィ製造のために必要である。そのように、インプリ
ント・リソグラフィの改良が必要とされている。高圧および高温のない製造技術としてイ
ンプリント・リソグラフィを使用する方法は、数多くの利点を与えるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、半導体デバイスと、データ記憶用パターン形成磁気媒体、微小光デバ
イス、ＭＥＭＳ、生物学的および化学的デバイス、Ｘ線光デバイスなどを含んだ様々な他
のデバイスとの経済的な商業用製造で使用するためのインプリント・リソグラフィ・プロ
セスを提供することである。
【００１５】
　本発明の他の目的は、高温および高圧の使用を回避するインプリント・リソグラフィの
プロセスを提供することである。
【００１６】
　本発明のさらに他の目的は、リソグラフ形成したテンプレートと、このテンプレートか
ら所望の形状を転写すべき基板との間のギャップを精密に制御する方法を提供して、全て
のインプリント・リソグラフィ方法にとって丈夫なプロセスを可能にすることである。
【００１７】
　本発明のまたさらに他の目的は、インプリントされた形状が完全な状態のままで残り、
基板が静止したままであり、さらに分離力が小さくなるように、インプリントの後で基板
からテンプレートを分離する方法を提供することである。
【００１８】
　本発明のさらに他の目的は、インプリント・リソグラフィ中に基板を所定の位置に保持
する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　これら、および他の目的は、ここで開示されまた特許請求される本発明によって達成さ
れる。本発明は、インプリント・リソグラフィ・プロセスで使用するのに適した、基板に
対してテンプレートを高精度に位置付けするために使用することができるプロセスおよび
関連したデバイスを提供する。本発明は、精密な方向付けアライメントをしないで、テン
プレートと基板の間の精度の粗い方向付けを制御する事前較正ステージを含む。方向付け
ステージは、基板に対するテンプレートの高精度方向付けアライメントならびにこれら２
つの間のギャップの精密な制御を実現する。インプリントの後で、インプリントされた形
状が剥ぎ取られずまたは破壊されないことを保証する「剥しと引っ張り」の方法を使用し
て、テンプレートを基板から取り去る。本発明の「剥しと引っ張り」の方法は、基板を動
かすことなく、また大きな分離の力を用いないで行われる。
【００２０】
　したがって、インプリント・リソグラフィのためのプロセスを一実施形態で開示する。
本プロセスは、テンプレートと基板の間にギャップを作るように、テンプレートと基板を
離間した関係で互いに方向付けするステップを含む。次に、このギャップに低粘度の液体
を充填し、この低粘度の液体は、ギャップの形となるように硬化させる。パターンがテン
プレートから基板に転写されて所望の形状を基板表面に残すように、テンプレートと基板
を分離する。
【００２１】
　低粘度の液体がギャップ内に泡を形成しないようにして供給された状態で、硬化ステッ
プが、室温および低圧で行われるのが好ましい。テンプレートと基板の境界面全体にわた
ってギャップがほぼ一様であるように、方向付けを行う。硬化の後でテンプレートの形状
がその液体に維持されるように、硬化のために低粘度液体を紫外線光にさらす。任意のシ
リコン・ベースの単量体または他のＵＶ硬化可能有機材料をこの目的に使用することがで
きる。さらに、前記ＵＶ硬化可能材料と基板の間に転写層を使用して、高アスペクト比の
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形状を得ることができる。
【００２２】
　本発明に従って、基板からテンプレートを分離することは、基板表面から所望の形状の
どこも剥ぎ取ることなしに達成される。分離時には、形状が破壊されないような方法で、
基板からテンプレートを「剥がし」さらに「引っ張る」。
【００２３】
　インプリント・リソグラフィ時に、基板表面に対してテンプレートを移動し位置合わせ
することができるシステムもまた開示する。本システムは、テンプレートと基板の表面の
間にギャップを作るように、基板に対してテンプレートの精度の粗い移動およびアライメ
ントを行う事前較正ステージを含む。方向付けステージは、この事前較正ステージに結合
され、さらに、テンプレートと基板の境界面全体にわたってギャップがほぼ一様であるよ
うに、テンプレートの高精度の移動およびアライメントを行うように構成されている。
【００２４】
　方向付けステージは、第１の方向付け軸の周りにテンプレートを動かし位置合わせする
ための第１の方向付けサブ・ステージ、および第２の方向付け軸の周りにテンプレートを
動かし位置合わせするための第２の方向付けサブ・ステージを含む。第１の方向付けサブ
・ステージおよび第２の方向付けサブ・ステージは、その軸が一点で交差しかつその軸が
テンプレート－基板境界面上にあるように、互いに結合している。
【００２５】
　第１の方向付けサブ・ステージは、さらに、第１の方向付け軸の周りに第１のたわみ部
材が回転できるようにようにするためのたわみ継目を有する第１のたわみ部材を含む。同
様に、第２の方向付けサブ・ステージは、さらに、第１のたわみ部材に結合されかつ第２
の方向付け軸の周りに第２のたわみ部材が回転できるようにするためのたわみ継目を有す
る第２のたわみ部材を含む。インプリント中にテンプレートを固定するために、第２の方
向付けサブ・ステージに支持体を結合することができる。第１および第２の方向付け軸の
周りのたわみ継目の動作によって、テンプレートと基板の間に一様なギャップが維持され
るように、基板に対するテンプレートの高精度の移動およびアライメントが可能になる。
【００２６】
　一実施形態では、第１の方向付け軸の周りに第１の方向付けサブ・ステージが動くよう
にするために、第１の方向付けサブ・ステージの周りに４つのたわみ継目が使用され、予
め配置されている。同様に、第２の方向付け軸の周りに第２の方向付けサブ・ステージが
動くようにするために、第２の方向付けサブ・ステージの周りに４つのたわみ継目が使用
され、予め配置されている。たわみ継目は、第１の方向付け軸と第２の方向付け軸の両方
を含む面内にある単一の点の周りに、第１のたわみ部材および第２のたわみ部材がピボッ
トするように構成されている。
【００２７】
　さらに、インプリント・リソグラフィ中に基板に対してテンプレートの高精度の移動お
よびアライメントを行う方向付けステージを開示する。方向付けステージは、それ自体か
ら延びる第１および第２の腕を有する第１のたわみ部材を含む。この各腕は第１の方向付
け軸の周りの第１のたわみ部材のピボット動きを可能にする一組のたわみ継目を含む。そ
れ自体から延びる第３および第４の腕を有する第２のたわみ部材が設けられ、その各腕は
たわみ継目を含み、このたわみ継目によって第２の方向付け軸の周りの第２のたわみ部材
のピボット動きが可能になる。支持体は、第２のたわみ部材に結合され、かつインプリン
ト中にテンプレートを所定の位置に保持するように構成されている。さらに、第１および
第２のたわみ部材は、第１および第２の方向付け軸が交わるテンプレート上の点の周りで
支持体のテンプレートが動くように、接合されるように構成されている。
【００２８】
　好ましくは、各たわみ部材のたわみ継目は互いに平行であり、さらに、可撓性材料で組
み立てられている。この点で、その腕は、対応するたわみ部材に付けられた第１の切欠き
と固定された物体への取り付けのための第２の切欠きとを含み、その第１の切欠きと第２
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の切欠きの間に剛性体部が延びている。
【００２９】
　動きとアライメントのために、方向付けステージは、支持体をピボット点の周りに回転
させるようにたわみ部材と動作可能に接触するアクチュエータを含むことができる。その
アクチュエータは、短くなったり長くなったりして、たわみ継目を回転させることができ
るピエゾ・アクチュエータのタイプである。
【００３０】
　また、インプリントすべき基板に接触するためにそれ自体から延びる、構造を有する実
質的に平らな上面を持つチャック体を含むインプリント・リソグラフィ用真空チャックを
開示する。真空流システムが設けられ、チャック体を通って上面に延びて、基板をその構
造と接触した状態で保持する吸引力を生成する。その構造は、様々な実施形態に従ったピ
ンまたは溝でよい。真空チャックは、オプティカル・フラットを通して真空流穴をドリル
することで製造される。また、オプティカル・フラットの上面にリソグラフィでパターン
形成し、その後所望の表面状態を生成するように、オプティカル・フラットをエッチング
する。
【００３１】
　本発明のさらに他の態様に従って、インプリントの後で実質的に損なわれない所望の形
状を基板に残すように、さらに小さな分離力をもたらすように、基板からテンプレートを
分離するプロセスを開示する。本プロセスは、基板からテンプレートの剥し分離を始める
ために第１の力を加えるステップと、基板からテンプレートの引っ張り分離を行うために
同時に第２の力を加えるステップとを含む。第１および第２の力は、基板から所望の形状
を剥ぎ取らないように、すなわち破壊しないように、さらに分離力を減らすように加えら
れる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の技術的な利点は、高温または高圧なしでインプリント・リソグラフィを達成す
ることである。
【００３３】
　本発明の他の技術的な利点は、インプリントされた形状を剥ぎ取ることなく、基板から
テンプレートを分離することが行われることである。
【００３４】
　本発明のさらに他の技術的な利点は、テンプレートの精度の粗いアライメントがダイの
バッチごとに１回行われるので、製造サイクルが短くなることである。
【００３５】
　添付の図面に関連して行われる次の詳細な説明を参照することで、上記の目的および利
点ならびに特定の実施形態をより適切に理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】テンプレートと基板の間の望ましくないギャップを示す図である。
【図２】本発明に従ったインプリント・リソグラフィ・プロセスの１つを示す図である。
【図３】図２Ａから２Ｅのインプリント・リソグラフィ・プロセスの一連のステップを示
すプロセスの流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態に従った精度の粗い較正ステージおよび高精度方向付けアラ
イメントならびにギャップ制御用ステージの両方を含んだ方向付けアライメントならびに
ギャップ制御用システムのアセンブリを示す図である。
【図５】図４のシステムの分解図である。
【図６】本発明の一実施形態に従ったたわみ継目を有する第１および第２それぞれのたわ
み部材の形の第１および第２の方向付けサブ・ステージを示す図である。
【図７】方向付け軸が単一のピボット点に集まるように互いに結合された第１および第２
のたわみ部材と一緒に組み立てられた高精度方向付けステージを示す図である。
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【図８】一実施形態に従った高精度方向付けステージに結合された精度の粗い較正ステー
ジ（または、事前較正ステージ）の組立て図である。
【図９】方向付け軸となるたわみ継目の動きを示す４本バー・リンク機構の略図である。
【図１０】ピエゾ・アクチュエータと一緒に組み立てられた方向付けステージの側面図で
ある。
【図１１Ａ】本発明に従った真空チャックの構成を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明に従った真空チャックの構成を示す図である。
【図１２】図１１Ａおよび１１Ｂに示すタイプの真空チャックを製造する方法を示す図で
ある。
【図１３】本発明の「剥しと引っ張り」の方法を使用して基板からテンプレートを分離す
る高精度方向付けステージの使用を示す図である。
【図１４】ピエゾ・アクチュエータを使用して基板からテンプレートを分離する他の方法
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明を限定することなしに、インプリント・リソグラフィの方法を使用して半導体ウ
ェハのような基板に非常に小さな形状（１００ナノメートル（ｎｍ）以下の範囲）をイン
プリントするためのシステム、デバイス、および関係したプロセスに関連して、ここで本
発明を説明する。理解すべきであるが、本発明は、例えば、経済的な微小電子機械システ
ム（Ｍｉｃｒｏ－Ｅｌｅｃｔｒｏ－ＭｅｃｈｎｉｃａｌＳｙｓｔｅｍｓ、すなわちＭＥＭ
Ｓ）、ならびにデータ記憶用のパターン形成された磁気媒体、微小光デバイス、生物学的
および化学的デバイス、Ｘ線光デバイスなどを含んだ様々な種類のデバイスの製造のよう
な他の作業に応用することができる。
【００３８】
　図面特に図１Ａおよび図１Ｂを参照して、インプリント・リソグラフィを使用して所望
の形状をインプリントすべき基板２０に対して予め配置されたテンプレート１２の配列を
示す。具体的に言うと、テンプレート１２は所望の形状の形を持つように作製された表面
１４を含み、その所望の形状が今度は基板２０に転写される。基板２０とテンプレート１
２の間に、転写層１８があり、この転写層１８がインプリント層１６を介してテンプレー
ト１２から所望の形状を受け取る。当技術分野でよく知られているように、転写層１８に
よって、低アスペクト比のインプリントされた形状から高アスペクト比の構造（つまり、
形状）を得ることができる。
【００３９】
　図１Ａにおいて、インプリント層１６の一方の端部でテンプレート１２が基板２０によ
り近くなるように、インプリント層１６は楔状になっている。図１Ｂは、厚すぎるインプ
リント層１６を示す。これらの両条件は非常に望ましくない。本発明は、図１Ａおよび１
Ｂに示す条件ならびに従来技術のリソグラフィ方法に関連した他の方向付けの問題を解消
するシステム、プロセスおよび関係したデバイスを提供する。
【００４０】
　特に、インプリント・リソグラフィのために、テンプレート１２と基板２０を互いにで
きるだけ接近させかつほぼ平行に維持することが必要である。この要件は、例として近接
印刷、接触印刷、およびＸ線リソグラフィのような他の近接リソグラフィ技術に比べて非
常に厳しい。このようにして、例えば、１００ｎｍの幅で１００ｎｍの深さの形状に対し
て、インプリント・リソグラフィ・プロセスがうまくいくためには、基板２０のインプリ
ント領域全体にわたって５０ｎｍより少くないばらつきで、約２００ｎｍ以下の平均ギャ
ップが必要になる。そのような厳しい精密なギャップの要件が与えられたインプリント・
リソグラフィがうまくいくために、テンプレート１２と基板２０の間の間隔を制御する方
法を本発明は提供する。
【００４１】
　図２Ａから図２Ｅは、全体的に３０として示す、本発明によるインプリント・リソグラ
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フィのプロセスを図示する。図２Ａで、テンプレート１２と基板２０を分離する空間にギ
ャップ３１が形成されるように、基板２０に対して離間した関係でテンプレート１２を方
向付けする。テンプレートの表面エネルギーを低くし、かつ基板２０からテンプレート１
２を分離するのを支援する薄い層１３で、テンプレート１２の表面１４を処理する。テン
プレート１２と基板２０の間のギャップ３１を制御するデバイスを含んだ方向付けの方法
について、以下説明する。次に、図２Ｂで、処理された表面１４の形状に従う物質４０を
ギャップ３１に充填する。基本的には、物質４０は図１Ａおよび１Ｂに示すインプリント
層１６を形成する。好ましくは、物質４０は、高温を使用することなく容易にギャップ３
１の空間を満たすような液体であり、高圧を必要としないでそのギャップをふさぐことが
できる。
【００４２】
　硬化エージェント３２をテンプレート１２に塗布して、物質４０を硬化させて、テンプ
レート１２と基板２０の間のギャップ３１で形成される空間の形状となるようにする。こ
のようにして、所望の形状４４（図２Ｄ）をテンプレート１２から基板２０の上面に転写
する。転写層１８を基板２０の上面に直接設け、それによって、高アスペクト比の形状を
生成するように、テンプレート１２から基板２０に転写される形状の拡大を容易にする。
【００４３】
　図２Ｄで、テンプレート１２を基板２０から取り去って、基板上に所望の形状４４を残
す。基板２０の表面から剥ぎ取られたりまたはちぎられたりすることなく所望の形状４４
が完全な状態のままであるように、基板２０からテンプレート１２を分離する。本発明は
、所望の形状４４が完全な状態で残るようにするために、インプリントの後で基板２０か
らテンプレート１２を剥し引っ張るための方法および関連したシステムを提供する（本明
細書で「剥しと引っ張り」の方法と呼ぶ）。
【００４４】
　最後に、図２Ｅで、テンプレート１２から基板２０に転写された形状４４は、２層レジ
スト・プロセスの使用で知られているように、転写層１８の作用によって垂直寸法が拡大
される。よく知られている技術を使用して、結果として得られた構造をさらに処理して、
製造プロセスを完成することができる。図３は、全体的に５０として示す、本発明のイン
プリント・リソグラフィ・プロセスの概要を流れ図形式で示す。最初に、ステップ５２で
、テンプレートと基板のおおよそのアライメントを行うように、テンプレートと基板の精
度の粗い方向付けを行う。ステップ５２の精度の粗い方向付けの利点は、効率よく高い生
産歩留りで多数のデバイスを製造しなければならない製造環境で事前較正が可能になるこ
とである。例えば、基板が半導体ウェハ上に多数のダイの１つを含む場合、精度の粗いア
ライメント（ステップ５２）は、単一の生産実行中に、第１のダイに対して一度行えば、
他の全てのダイに対して適用することができる。このようにして、生産のサイクル時間を
減らし、歩留りを上げる。
【００４５】
　次に、ステップ５４で、２つの層の間に比較的一様なギャップが作られるように、テン
プレートと基板の間の間隔を制御して、インプリントがうまくいくために必要な精密な方
向付けの種類を可能にする。本発明は、ステップ５４で必要な方向付けの種類（精度の粗
いものと高精度の両方）を達成するデバイスおよびシステムを提供する。ステップ５６で
、テンプレートと基板の間のギャップに液体を供給する。液体は、ＵＶ硬化可能オルガノ
シリコン溶液、または、紫外光に曝されたときに固体になる他の有機溶液であるのが好ま
しい。液体を使用することで、従来技術のリソグラフィ技術に関連した高温および高圧の
必要はなくなる。
【００４６】
　ステップ５８で、テンプレートの高精度方向付けで基板に対してギャップを塞ぎ、液体
を硬化させて、結果としてテンプレートの形状の形に液体を硬化させる。次に、テンプレ
ートを基板から分離して、ステップ６０、形状がテンプレートから基板にインプリントす
なわち転写されることになる。最後に、残留物を除去する予備エッチングおよび転写層を
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エッチングするよく知られている酸素エッチングを使用して、構造をエッチングする、ス
テップ６２。
【００４７】
　上で述べたように、インプリント・リソグラフィがうまくいくための要件には、テンプ
レートと基板の間のギャップを制御するための基板に対するテンプレートの精密なアライ
メントと方向付けが含まれる。本発明は、生産様式の製造プロセスで精密なアライメント
およびギャップ制御を行うことができるシステムを提供する。基本的には、本発明のシス
テムは、相対的なアライメントを高精度移動方向付けステージの動きの範囲内まで持って
いくように、テンプレートと基板表面の間の予備の精度の粗いアライメント動作を行うた
めの事前較正ステージを備える。新しいテンプレートを機械（また、時には、ステッパと
しても知られている）に取り付けたときだけに、この事前較正ステージは必要であり、こ
の事前較正ステージは、ベース・プレート、たわみ構成要素、およびベース・プレートと
たわみ構成要素を相互に接続する３個のマイクロメータまたは高分解能アクチュエータか
ら成る。
【００４８】
　図４を参照して、基板２０のようなインプリントすべき基板に対して、テンプレート１
２のようなテンプレートを較正し方向付けるためのシステムのアセンブリを全体的に１０
０として示す。システム１００は、本発明のインプリント・リソグラフィ・プロセスを使
用する生産環境でデバイスの大量生産を行うために、ステッパのような機械で利用するこ
とができる。図示のように、システム１００は、ハウジング１２０を支持する上部フレー
ム１１０に取り付けられ、このハウジング１２０は、基板（図４に示さない）に対してテ
ンプレート１５０の精度の粗いアライメントを行うための事前較正ステージを収容してい
る。
【００４９】
　見られるように、ハウジング１２０の反対側で中間フレーム１１４に取り付けられた案
内軸１１２ａ、１１２ｂで、ハウジング１２０は中間フレーム１１４に結合されているの
が分る。一実施形態では、テンプレート１５０の上下の平行移動時にハウジング１２０が
上下に滑動するとき、ハウジング１２０を支える３本の案内軸が使用される（図４では後
方の案内軸が見えない）。このハウジング１２０の上下の動きは、中間フレーム１１４の
近くで対応する案内軸１１２ａ、１１２ｂに付いているスライダー１１６ａ、１１６ｂに
より容易になっている。
【００５０】
　システム１００は、ハウジング１２０の底部に取り付けられたディスク状のベース・プ
レート１２２を含み、このベース・プレート１２２は、第１のたわみ部材１２６と第２の
たわみ部材１２８で構成される下方に配置された方向付けステージを支持するためのディ
スク状のたわみリング１２４に結合されている。たわみ部材１２６および１２８の動作お
よび構成は以下で詳細に述べる。図５で、第２のたわみ部材１２８はテンプレート支持１
３０を含むのが分る。このテンプレート支持１３０はインプリント・プロセス中にテンプ
レート１５０を所定の位置に保持する。一般に、テンプレート１５０は、所望の形状がイ
ンプリントされている１枚の石英から成るが、よく知られている方法に従って他のテンプ
レート物質を使用することができる。
【００５１】
　図５に示すように、３個のアクチュエータ１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃがハウジング
１２０内に取り付けられており、ベース・プレート１２２およびたわみリング１２４に動
作可能に結合されている。動作時に、アクチュエータ１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃは、
たわみリング１２４を動かすように制御される。これによって、精度の粗い事前較正が可
能になる。アクチュエータ１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃは、高分解能アクチュエータで
ある。この高分解能アクチュエータは、ハウジング１２０の周りで等間隔で離れており、
上下方向におけるリング１２４の非常に精密な平行移動の追加機能でギャップを正確に制
御する。このようにして、システム１００は、インプリントすべき基板に対するテンプレ
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ート１５０の精度の粗い方向付けアライメントおよび精密なギャップ制御を達成すること
ができる。
【００５２】
　本発明のシステム１００は、精密な方向付けアライメントが達成され、基板表面に対し
て、テンプレートによるギャップが一様に維持されるように、テンプレート１５０の精密
な制御を行うことができる機構を備えている。さらに、本システム１００は、基板表面か
ら形状を剥ぎ取ることなく、インプリントの後で基板の表面からテンプレート１５０を分
離する方法を提供する。本発明の精密なアライメント、ギャップ制御および分離の特性は
、主として、第１および第２のたわみ部材それぞれ１２６および１２８の構成によって容
易になっている。
【００５３】
　図６Ａおよび６Ｂを参照して、第１および第２のたわみ部材、それぞれ１２６および１
２８をより詳細に示す。特に、第１のたわみ部材１２６は、対応する剛性体１６４、１６
６に結合された複数のたわみ継目１６０を含み、この剛生体１６４、１６６がフレーム１
７０から延びる腕１７２、１７４の一部を形成するのが分る。たわみフレーム１７０は開
口１８２を有し、この開口１８２によって、紫外線光のような硬化エージェントを透過さ
せ、支持１３０で保持されているテンプレート１５０に到達させる。図示のように、４個
のたわみ継目１６０により、第１の方向付け軸１８０の周りのたわみ部材１２６の動きが
可能になる。第１のたわみ部材１２６のベース１７０は、図７に示すように、第２のたわ
み部材１２８と接合するための結合機構となる。
【００５４】
　同様に、第２のたわみ部材１２８は、フレーム２０６から延び、かつたわみ継目１６２
および対応する剛性体２０８、２１０を含む一対の腕２０２、２０４を含む。この腕２０
２、２０４は、第２の方向付け軸２００の周りにたわみ部材１２８の動きを引き起こすよ
うに構成されている。テンプレート支持１３０は、第２のたわみ部材１２８のフレーム２
０６と一体化されており、さらに、フレーム１８２のように、開口２１２を有し、支持１
３０で保持されたテンプレート１５０に硬化エージェントが達することができるようにし
ている。
【００５５】
　動作時に、第１のたわみ部材１２６および第２のたわみ部材１２８は図７に示すように
接合されて、本発明の方向付けステージ２５０を形成する。第１の方向付け軸１８０およ
び第２の方向付け軸２００が互いに直交し、かつテンプレート－基板境界面２５４のピボ
ット点２５２で交わるように、２つの部分の接合を容易にするために留め金２２０、２２
２が設けられている。第１の方向付け軸１８０と第２の方向付け軸２００が直交し境界面
２５４にあることによって、本発明の高精度アライメントとギャップ制御の利点が実現さ
れる。特に、この配列で、層間重ね合せアライメントから方向付けアライメントをデカッ
プリングすることが達成される。さらに、以下で説明するように、第１の方向付け軸１８
０と第２の方向付け軸２００の相対的な位置によって、テンプレート１５０から転写され
る形状が基板上に完全な状態のままで残るように所望の形状を剥ぎ取ることなく、基板か
らテンプレート１５０を分離するのに使用することができる方向付けステージ２５０が実
現される。
【００５６】
　図６Ａ、６Ｂおよび７を参照すると、たわみ継目１６０および１６２は切欠きの入った
形状に作られて、切欠きの最も薄い断面に沿って位置する回転軸の周りの剛性体１６４、
１６６、２０８、２１０の動きを与えている。この構成で、デカップリングされた従順な
運動軸１８０、２００を有する高精度デカップリング方向付けステージ２５０に２つのた
わみに基づいたサブ・システムが実現されている。２つのたわみ部材１２６、１２８は、
テンプレート１５０の動きがピボット点２５２の周りで起こるように表面の接合によって
組み立てて、インプリントされた形状を基板から破壊しまたは剥ぎ取るかもしれない「振
動」および他の動きを無くする。このようにして、方向付けステージ２５０がピボット点
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２５２の周りでテンプレート１５０を精密に動かすことができることで、インプリント・
リソグラフィの後で所望の形状を基板から剥ぎ取ることが無くなる。
【００５７】
　図２Ａから図２Ｅに関連して上で説明したインプリント・プロセスのために、たわみ構
成要素の概念に基づいた、システム１００と同様な、システムを開発した。多くの可能性
のある応用分野の１つは、高分解能半導体製造で必要なギャップ制御および重ね合せアラ
イメントである。他の用途は、次世代ハード・ディスク製造のための単一層インプリント
・リソグラフィの分野であろう。いくつかの会社は、円形磁気媒体に１００ｎｍ以下の点
を生成するそのような方法を検討している。したがって、本発明は、半導体デバイス、お
よびデータ記憶用のパターン形成された磁気媒体、微小光デバイス、ＭＥＭＳ、生物学的
および化学的デバイス、Ｘ線光デバイスなどを含んだ他の様々な種類のデバイスの経済的
な商業用製造で場合によっては有用である。
【００５８】
　図８を参照して、システム１００の動作中に、Ｚ平行移動ステージ（図示しない）で、
方向付けアライメントを行うことなく、テンプレート１５０と基板の間の距離を制御する
。事前較正ステージ２６０で、テンプレート１５０とウェハ表面の間の事前のアライメン
ト動作を行って、相対的なアライメントを方向付けステージ２５０の移動範囲限界内まで
持っていく。新しいテンプレートを機械に取り付けたときだけ、事前較正が必要である。
【００５９】
　事前較正ステージ２６０は、ベース・プレート１２２、たわみリング１２４、および、
ベース・プレート１２２とたわみリング１２４をロード・セル２７０を介して相互に接続
するアクチュエータ１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃ（まとめて、１３４）で構成され、こ
のロード・セル２７０はＺ方向のインプリント力および分離力を測定する。アクチュエー
タ１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃは、ベース・プレート１２２とたわみリング１２４の動
きを引き起こすように伸長および短縮の可能な３個の異なるマイクロメータでよい。もし
くは、アクチュエータ１３４は、マイクロメータと、ピエゾ・アクチュエータすなわちＰ
ｈｙｓｉｋＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．で販売されているようなチップ型ピエゾ・
アクチュエータとの組合せでもよい。
【００６０】
　テンプレートの下面と基板の上面の境界面に現れる単色光による干渉パターンを目視で
検査しながら、アクチュエータ１３４を調整して、基板に対するテンプレート１５０の事
前較正を行うことができる。異なるマイクロメータを使用することで、緑色光で得られる
干渉縞を使用して１インチにわたって２００ｎｍ以下の誤差で、２つの平らな表面を平行
に方向付けできることが実証された。
【００６１】
　図９を参照して、方向付けステージ２５０のような高精度デカップリング方向付けステ
ージの動作原理を理解する際に有用なたわみモデルを全体的に３００として示す。たわみ
モデル３００は、ノミナルおよび回転構成で４本バー・リンク機構システムを実現する４
個の平行な継目（継目１、２、３および４）を含む。それぞれ継目１および２を通る線３
１０と継目３および４を通る線３１２の間の角度（α１およびα２）は、順応アライメン
ト軸が、高精度加工許容誤差内（数ミクロン）で正確にテンプレート－ウェハ境界面２５
４にあるように選ぶ。高精度方向付けの変化のために、継目２と３の間の剛性体３１４が
点Ｃで示す軸の周りで回転する。剛性体３１４は、たわみ部材１２６および１２８の剛性
体１７０および２０６をそれぞれ表す。
【００６２】
　図７に示すように、似たような第２のたわみ構成要素が第１のものに直交するように取
り付けられるので、結果として得られる方向付けステージ２５０は、２つのデカップリン
グされた方向付け軸を有し、この軸は互いに直交し、かつテンプレート－基板境界面２５
４上にある。リソグラフィの用途で要求されるように、硬化紫外光がテンプレート１５０
を通過することができるように、たわみ構成要素は開口を持つように容易に構成すること
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ができる。
【００６３】
　方向付けステージ２５０は、基板に対するテンプレート１５０の高精度アライメントお
よび精密な動きができるので、本発明の重要な構成要素の１つである。方向付けステージ
２５０が理想的に行う方向付け調整により、構造的な高い剛性が選択的に制限されている
ために、境界面での横方向の動きは無視可能になり、また、この境界面の垂線の周りのね
じれの動きが無視可能になる。本発明の第２の重要な構成要素は、たわみ継目１６０、１
６２を有するたわみに基づいた部材１２６、１２８であり、この部材は、微粒子を生成す
ることがなく、インプリント・リソグラフィ・プロセスがうまくいくために決定的なもの
である。
【００６４】
　テンプレート１５０と基板の間の２００ｎｍ以下のオーダーの小さなギャップを数ナノ
メートルの分解能で測定することのできる絶対的なギャップ感知方法を使用できることを
、本発明は想定している。ギャップ制御がアクチュエータの使用によって能動的である場
合、そのようなギャップ感知はフィードバックとして必要である。
【００６５】
　図１０は、ピエゾ・アクチュエータを有する方向付けステージの構成を全体的に４００
として示す。構成４００は、テンプレート－基板境界面で横方向の動きのない純粋な傾斜
の動きを生成する。したがって、単一の重ね合せアライメント・ステップで、ウェハ全体
の層をインプリントすることが可能になる。重ね合せアライメントに関して、方向付けの
動きと横方向の動きの結合した動きは、Ｘ－Ｙアライメントの必然的な外乱となり、この
ことで、複雑なフィールド間の重ね合せ制御ループが必要になる。
【００６６】
　方向付けステージ２５０は、横の動きまたは回転が望ましくない方向に高い剛性を持ち
、必要な方向付けの動きが望ましい方向に小さな剛性を持つことが好ましい。これにより
、選択的順応デバイスとなる。したがって、方向付けステージ２５０は、テンプレート１
５０と基板の間の適切な方向付け運動を行ないながら、比較的大きな荷重を支えることが
できる。
【００６７】
　インプリント・リソグラフィに関して、２つの非常に平らな表面の間のギャップを一様
に保つという要件がある。一般に、テンプレート１５０の底面が実質的に平らであること
を保証するために、テンプレート１５０は電子ビーム・リソグラフィを使用してオプティ
カル・フラット・ガラスから作られる。しかし、ウェハ基板は、その表面状態に小さな微
小規模のばらつきをもたらす「ポテト・フライ」効果を示すことがある。本発明は、真空
チャック４７８の形（図１２に示すような）をしたデバイスを用いて、インプリント中に
発生することがあるウェハ基板の表面全体にわたるばらつきを無くする。
【００６８】
　真空チャック４７８は、２つの主要な目的を果たす。先ず、真空チャック４７８を利用
して、インプリント中に基板を所定の位置に保持し、さらにインプリント・プロセス中、
基板が確実に平らなままであるようにする。さらに、真空チャック４７８で、処理中に基
板の裏面に微粒子が確実に存在しないようにする。微粒子は、デバイスをだめにし生産歩
留りを下げる問題を引き起こすことがあるので、このことはインプリント・リソグラフィ
にとって重要である。図１１Ａおよび１１Ｂは、２つの実施形態に従ったこの目的に適し
た真空チャックの変形物を示す。
【００６９】
　図１１Ａにおいて、「ポテト・フライ」効果ならびに処理中の基板の他のたわみを無く
するピン型真空チャック４５０を、多数のピン４５２を持つものとして示す。基板を所定
の位置に保つように基板を引く手段として、真空導管４５４を設ける。真空導管４５４を
通して加えられる力で基板が実質的に反らないように、ピン４５２間の間隔を保つ。同時
に、ピン４５２の先端部は、その表面に微粒子が積る機会を少なくするように十分に小さ
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くする。
【００７０】
　このようにして、ピン型真空チャック４５０に関して、非常に多数のピン４５２を使用
して、基板の局部的な反りが起こらないようにする。同時に、ピン・ヘッドは非常に小さ
くすべきである。その理由は、微粒子がピン４５２間のギャップの間に入る可能性が高く
なって、基板自体の形状を望ましくなく変化させることが起こるのを防ぐからである。
【００７１】
　図１１Ｂは、表面全体にわたって溝４６２の付いた溝型真空チャック４６０を示す。多
数の溝４６２は、ピン型真空チャック４５０のピン４５４に似た機能を行う。図示のよう
に、溝４６２は、壁形４６４か、または滑らかな湾曲した断面４６６を持つことができる
。溝型真空チャック４６０の溝４６２の断面は、エッチング・プロセスで調整することが
できる。また、各溝の間隔および大きさは、数百ミクロンほどに小さくすることができる
。各溝４６２への真空流は、一般にチャック表面に対して平行に走る多数の溝を横切る細
い真空導管を通して行われる。細い真空導管は、エッチング・プロセスで溝とともに作る
ことができる。
【００７２】
　図１２は、ピン型真空チャック４５０と溝型真空チャック４６０の両方の製造プロセス
を示す。オプティカル・フラット４７０を使用すると、研削および研磨のステップを追加
することは、このプロセスに必要でない。オプティカル・フラット４７０の指定された場
所に穴開けして、真空流用の穴４７２を作る。この真空流用の穴４７２は、マスキングし
パターン形成（４７４）した後でエッチングして（４７６）、オプティカル・フラットの
上面に所望の形状（ピンまたは溝）を生成する。それから、よく知られている方法を使用
して、この表面を処理することができる（４７９）。
【００７３】
　上で述べたように、インプリント層からテンプレート１５０を分離することは、インプ
リント・リソグラフィの決定的な重要な最終ステップである。テンプレート１５０と基板
はほとんど完全に方向付けされているので、テンプレート１５０、インプリント層、およ
び基板を組み立てると、接近したオプティカル・フラットの間の一様な接触となり、これ
は通常大きな分離を必要とする。可撓性のテンプレートまたは基板の場合は、分離させる
ことは単なる「剥離プロセス」であることがある。しかし、高分解能重ね合せアライメン
トの観点から、可撓性のテンプレートまたは基板は望ましくない。石英のテンプレートと
シリコンの基板であれば、剥離プロセスを容易には実施することができない。インプリン
ト層からテンプレートを分離することは、次の２つの方法の１つか、図１３Ａ，１３Ｂお
よび１３Ｃで示すようなそれらの組合せかいずれかで、うまく行うことができる。
【００７４】
　理解し易くするために、図１Ａおよび１Ｂにしたがって、テンプレート、転写層、およ
び基板をそれぞれ参照するのに、参照数字１２、１８、および２０を使用する。基板２０
の紫外線硬化後、テンプレート１２か基板２０かいずれかを故意に傾けて、テンプレート
１２とインプリント層が載っている転写層１８との間に楔５００を生じさせることができ
る。本発明の方向付けステージ２５０は、真空チャック４７８で基板２０を所定の位置に
保持したままで、この目的のために使用することができる。傾斜軸がテンプレート－基板
境界面近くにある場合、傾斜運動中のテンプレート１２と基板２０の間の相対的な動きは
重要ではない。テンプレート１２と基板２０の間の楔５００が十分に大きくなると、完全
にＺ方向の動きを使用して基板２０からテンプレート１２を分離することができる。この
「剥しと引っ張り」の方法によって、望ましくない剥し取りなしに、所望の形状４４は転
写層１８と基板２０に完全な状態のままで残されることになる。
【００７５】
　所望の形状を破壊することなく基板２０からテンプレート１２を分離する他の方法を図
１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃで示す。１つまたは複数のピエゾ・アクチュエータ５０２をテン
プレートに隣接して備え、テンプレート１２と基板２０の間に相対的な傾きを生じさせる
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ことができる（図１４Ａ）。アクチュエータ５０２を伸ばしたときに（図１４Ｂ）、テン
プレート１２が基板２０から押し離されるように、ピエゾ・アクチュエータ５０２の自由
端は基板２０と接触している。テンプレート１２と基板２０の間のＺ方向の動きと組み合
わさって（図１４Ｃ）、そのような局部的な変形によって、テンプレート１２と基板２０
の間に「剥離」と「引っ張り」の効果が生じる。インプリント層がピエゾ・アクチュエー
タ５０２の表面に貼り付かないようにするために、テンプレート１２の下面の処理と同様
に、ピエゾ・アクチュエータ５０２の自由端側を表面処理することができる。
【００７６】
　以上をまとめると、本発明は、高温または高圧の使用を必要としないでインプリント・
リソグラフィをうまく行うためのシステム、プロセスおよび関係デバイスを開示する。テ
ンプレートとこのテンプレートから所望の形状を転写すべき基板との間のギャップを精密
に制御することが、本発明を使用して達成される。さらに、所望の形状を破壊または剥ぎ
取ることなく、基板（およびインプリント層）からテンプレートを分離することができる
。また、本発明は、インプリント・リソグラフィ中に、基板を所定の位置に保持する方法
を好適な真空チャックの形で開示する。
【００７７】
　本発明は、例証の実施形態を参照して説明したが、この説明は、限定する意味で解釈す
るように意図されていない。例証の実施形態ならびに本発明の他の実施形態の様々な修正
および組合せは、この説明を参照すると当業者には明らかになるであろう。したがって、
添付の特許請求の範囲はそのような修正または実施形態を全て含むことが意図されている
。
【符号の説明】
【００７８】
１２０　ハウジング
１２２　ベースプレート
１２６　第１たわみ部材
１２８　第２たわみ部材
１３０　テンプレート支持
１５０　テンプレート
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