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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体の表面に被転写層を形成する形成部と、
　前記被転写層にパターンを転写するインプリント部と、
　前記形成部に対して、前記被転写層に対する溶解度が空気よりも低い第１の気体を供給
する第１の気体供給部と、
　前記インプリント部に対して、前記被転写層に対する溶解度が空気よりも高い第２の気
体を供給する第２の気体供給部と、
　前記第１の気体の供給と、前記第２の気体の供給と、を制御する制御部と、を備えるこ
とを特徴とするインプリントシステム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記被転写層を形成する際には前記第１の気体を供給し、前記パターン
を転写する際には前記第２の気体を供給するように制御を実行すること、を特徴とする請
求項１記載のインプリントシステム。
【請求項３】
　前記被転写層の温度を制御する温度制御部をさらに備え、
　前記温度制御部は、前記パターンを転写する際には前記被転写層の温度が室温よりも低
くなるようにすること、を特徴とする請求項１または２に記載のインプリントシステム。
【請求項４】
　基体の表面に被転写層を形成する工程と、
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　前記被転写層にパターンを転写する工程と、
を有し、
　前記被転写層を形成する工程において前記被転写層に対する溶解度が空気よりも低い第
１の気体を供給し、
　前記パターンを転写する工程において前記被転写層に対する溶解度が空気よりも高い第
２の気体を供給すること、を特徴とするインプリント方法。
【請求項５】
　前記パターンを転写する工程において前記被転写層の温度が室温よりも低くなるように
すること、を特徴とする請求項４記載のインプリント方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプリントシステムおよびインプリント方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置、光学素子、バイオ関連製品、ハードディスクドライブに組み込まれる磁気
記録媒体などの微細構造体を安価に大量生産できる技術としてインプリント法が知られて
いる。インプリント法は、電子ビームリソグラフィ法などにより凹凸状の三次元パターン
が形成されたインプリント型（テンプレート、スタンパ、モールドなどとも称される）を
基体表面に形成された樹脂などからなる被転写層へ機械的に押し付けることにより、三次
元パターンを被転写層に転写する技術である。　
　この様なインプリント法においては、被転写層は、押圧時には転写ができる程度に柔ら
かく離型時には転写された形状を保持できる程度に固化しているようにされる。　
　そのため、例えば、基体・被転写層とインプリント型とが加熱された状態においてイン
プリント型を被転写層に押しつけ、押しつけた後に冷却して離型させる熱インプリント法
、室温においてインプリント型を被転写層に強い力で押しつける室温インプリント法、イ
ンプリント型を光硬化性樹脂からなる被転写層に押しつけた状態で紫外線などの光を照射
して被転写層を固化させる光インプリント法などが提案されている。
【０００３】
　ここで、インプリント型と被転写層との間に気体が入り込むとインプリント型に形成さ
れた三次元パターンの凹部に樹脂（被転写層）が充填されない部分が生じ、転写性が悪化
するおそれがある。そのため、減圧環境下においてインプリント型を被転写層に押しつけ
ることでインプリント型と被転写層との間に気体が入り込むことを抑制する技術が提案さ
れている（例えば、特許文献１を参照）。　
　しかしながら、生産性を考慮して短時間の内にインプリント型と被転写層との間にある
気体を完全に除去することは困難である。そのため、減圧環境下においてインプリント型
を被転写層に押しつける技術では、高い生産性のもと転写性の向上に限界が生じていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１０１２０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、転写性を向上させることができるインプリントシステムおよびインプリント
方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、基体の表面に被転写層を形成する形成部と、前記被転写層に
パターンを転写するインプリント部と、前記形成部に対して、前記被転写層に対する溶解
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度が空気よりも低い第１の気体を供給する第１の気体供給部と、前記インプリント部に対
して、前記被転写層に対する溶解度が空気よりも高い第２の気体を供給する第２の気体供
給部と、前記第１の気体の供給と、前記第２の気体の供給と、を制御する制御部と、を備
えることを特徴とするインプリントシステムが提供される。
【０００７】
　また、本発明の他の一態様によれば、基体の表面に被転写層を形成する工程と、前記被
転写層にパターンを転写する工程と、を有し、前記被転写層を形成する工程において前記
被転写層に対する溶解度が空気よりも低い第１の気体を供給し、前記パターンを転写する
工程において前記被転写層に対する溶解度が空気よりも高い第２の気体を供給すること、
を特徴とするインプリント方法が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、転写性を向上させることができるインプリントシステムおよびインプ
リント方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係るインプリントシステムを例示するための模式図である。
【図２】比較例に係るインプリント部の作用を例示するための模式工程断面図である。
【図３】充填の様子を例示するための模式図である。
【図４】第２の実施形態に係るインプリントシステムを例示するための模式図である。
【図５】本実施の形態に係るインプリント方法について例示をするためのフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について例示をする。　
　図１は、第１の実施形態に係るインプリントシステムを例示するための模式図である。
　また、図２は、比較例に係るインプリント部の作用を例示するための模式工程断面図で
ある。　　
　なお、図２に例示をするものは、インプリント型を紫外線硬化性樹脂からなる被転写層
に押しつけた状態で紫外線を照射して被転写層を固化させる光インプリント法、いわゆる
ＵＶ(Ultraviolet)インプリント法を用いる場合である。
【００１１】
　まず、図２に例示をする比較例に係るインプリント部の作用について説明する。
　図２（ａ）に示すように、表面に紫外線硬化性樹脂からなる被転写層１０２が形成され
た基体１０１をインプリント型２３のパターン部２３ａと対向させるようにして載置する
。
　次に、図２（ｂ）に示すように、図示しない移動部によりインプリント型２３の位置を
変化させてインプリント型２３のパターン部２３ａを被転写層１０２に機械的に押しつけ
る。　
　次に、図２（ｃ）に示すように、パターン部２３ａを被転写層１０２に押し付けた状態
で紫外線Ｌを照射して被転写層１０２を固化させることで、三次元パターンが転写された
被転写層１０２ａを形成する。　
　次に、図２（ｄ）、（ｅ）に示すように、図示しない移動部によりインプリント型２３
の位置を変化させてインプリント型２３を離型させる。
【００１２】
　ここで、インプリント型２３のパターン部２３ａを被転写層１０２に押しつける際に、
インプリント型２３と被転写層１０２との間に気体Ａ（例えば、空気）が入り込むと、パ
ターン部２３ａの凹部に紫外線硬化性樹脂が充填されない部分が生じる（図２（ｂ）を参
照）。　
　そのため、この様な状態で被転写層１０２を固化させると、図２（ｄ）、（ｅ）に示す
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ように転写された三次元パターンに欠陥が生じたり、転写精度が悪化したりすることにな
る。　そして、図２（ｆ）に示すように、欠陥を有していたり転写精度が悪い被転写層１
０２ａを用いてプラズマエッチング処理Ｐなどを行う場合には、基体１０１に形成される
パターンの寸法精度が悪化したり、欠陥が生じたりすることになる。
【００１３】
　この場合、減圧環境下においてインプリント型２３のパターン部２３ａを被転写層１０
２に押しつけるようにすれば、インプリント型２３と被転写層１０２との間に気体が入り
込むことを抑制することができる。　
　しかしながら、インプリント型２３と被転写層１０２との間にある気体を短時間の内に
完全に除去することは難しい。そのため、減圧環境下においてインプリント型２３を被転
写層１０２に押しつける技術では、高い生産性のもと転写性の向上に限界がある。
【００１４】
　次に、図１に戻って本実施の形態に係るインプリントシステム１について例示をする。
　なお、図１に例示をするインプリントシステム１は、インプリント型２３を紫外線硬化
性樹脂からなる被転写層１０２に押しつけた状態で紫外線を照射して被転写層１０２を固
化させる光インプリント法、いわゆるＵＶ(Ultraviolet)インプリント法を用いて転写を
行うものである。
【００１５】
　図１に示すように、インプリントシステム１には、基体１０１の表面に被転写層１０２
を形成する形成部１０、被転写層１０２に三次元パターンを転写するインプリント部２０
、形成部１０とインプリント部２０との間における基体１０１の搬送を行う搬送部３０、
形成部１０と搬送部３０に対して被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ
１を供給する気体供給部４０、インプリント部２０に対して被転写層１０２に対する溶解
度が空気よりも高い気体Ｇ２を供給する気体供給部５０、被転写層１０２の温度を制御す
る温度制御部２９、制御部６０が設けられている。
【００１６】
　形成部１０には、チャンバ１１、吐出部１２、収納容器１３、載置部１４、移動部１５
、排気部１６などが設けられている。　
　チャンバ１１は、気体供給部４０から供給された被転写層１０２に対する溶解度が空気
よりも低い気体Ｇ１による雰囲気を維持可能となっている。チャンバ１１の内部には、吐
出部１２と載置部１４とが互いに対向するようにして設けられている。そのため、載置部
１４の載置面に基体１０１を保持させた際には、吐出部１２と、基体１０１の被転写層１
０２が形成される面とが互いに対向するようになる。また、チャンバ１１は、搬送部３０
のチャンバ３１と連通している。
【００１７】
　吐出部１２は、収納容器１３から供給された液状の材料１０３を載置部１４に載置され
た基体１０１の表面に向けて吐出する。吐出部１２としては、例えば、インクジェット装
置、スプレー装置などを例示することができる。なお、インクジェット装置、スプレー装
置などにより液状の材料１０３が基体１０１の表面に液滴状に吐出されたとしても、それ
ぞれの液滴が自然流動を生じることにより薄膜（被転写層１０２）が形成されることにな
る。
【００１８】
　収納容器１３は、被転写層１０２を形成するための液状の材料１０３を収納する。本実
施の形態においては、いわゆるＵＶ(Ultraviolet)インプリント法を用いて転写を行うた
め、材料１０３は液状の紫外線硬化性樹脂となる。収納容器１３と吐出部１２とは配管１
３ａを介して接続され、収納容器１３から吐出部１２に液状の材料１０３を供給すること
ができるようになっている。また、収納容器１３と収納部４１とは配管４３ｂを介して接
続され、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１を収納容器１３内に充
填することができるようになっている。なお、図示しない昇降部により収納容器１３の位
置を変化させて収納容器１３内の液面の位置を吐出部１２内の液面の位置より高くするこ
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とで液状の材料１０３を供給するようにしてもよいし、気体Ｇ１により液状の材料１０３
を圧送するようにしてもよい。また、図示しないポンプなどを設けて液状の材料１０３を
供給するようにしてもよい。
【００１９】
　載置部１４は、図示しない静電チャックなどの保持部を有し、載置面に載置された基体
１０１を保持する。なお、図示しない保持部は例示をしたものに限定されるわけではなく
適宜変更することができる。例えば、機械的なチャック、真空チャックなどとすることも
できる。
【００２０】
　移動部１５は、所定の平面内における載置部１４の位置を変化させる。この場合、載置
部１４は案内部１５ａ上に移動可能に設けられ、移動部１５により案内部１５ａに沿って
その位置を変化させることができるようになっている。なお、図１に例示をしたものの場
合には、載置部１４の位置を変化させるようにしているが、吐出部１２の位置を変化させ
るようにしてもよい。すなわち、移動部１５は、吐出部１２と載置部１４との相対的な位
置を変化させるものであればよい。また、移動方式は例示をしたものに限定されるわけで
はなく適宜変更することができる。
【００２１】
　排気部１６は、チャンバ１１内の気体をチャンバ１１外に排出する。排気部１６は必ず
しも設ける必要はないが、排気部１６を設けるようにすればチャンバ１１内の気体（例え
ば、空気）を気体Ｇ１に容易に置換することができる。なお、チャンバ１１内の圧力や排
気量などを制御する制御手段を適宜設けるようにすることもできる。また、本実施の形態
においては、排気部１６によりチャンバ１１を介してチャンバ３１の内部が排気されるが
、排気部を別途設けてチャンバ３１の内部が直接排気されるようにしてもよい。
【００２２】
　インプリント部２０には、チャンバ２１、保持部２２、インプリント型２３、載置部２
４、移動部２５、排気部２６、照光部２７、開閉扉２８などが設けられている。　
　チャンバ２１は、気体供給部５０から供給された被転写層１０２に対する溶解度が空気
よりも高い気体Ｇ２による雰囲気を維持可能となっている。チャンバ２１の内部には、保
持部２２と載置部２４とが互いに対向するようにして設けられている。そのため、載置部
２４の載置面に基体１０１を保持させた際には、保持部２２に保持されたインプリント型
２３のパターン部２３ａと、基体１０１に形成された被転写層１０２とが互いに対向する
ようになる。また、チャンバ２１は、開閉扉２８を介して搬送部３０のチャンバ３１と連
通している。
【００２３】
　保持部２２は、インプリント型２３を保持する。インプリント型２３の保持方法として
は特に限定されるものではなく、例えば、機械的な保持方法、電磁力や静電気力を利用し
た保持方法などを例示することができる。
【００２４】
　インプリント型２３は、平板状を呈する基部２３ｂと、基部２３ｂの一方の主面に形成
された凹凸状のパターン部２３ａとを有する。インプリント型２３の形式は特に限定され
るものではなく、例えば、いわゆるハードモールドやソフトモールドなどとしたり、パタ
ーン部２３ａと基部２３ｂとの間に柔らかい材料からなる層を設けたものなどとしたりす
ることができる。　
　ハードモールドとしては石英、ニッケル（Ｎｉ）、シリコン（Ｓｉ）などの硬い材料を
用いて形成されたものを例示することができる。また、ソフトモールドとしてはポリジメ
チルシロキサン（Polydimethylsiloxane:PDMS）、メタクリル酸メチル樹脂（Polymethylm
ethacrylate：PMMA）などの柔らかい材料を用いて形成されたものを例示することができ
る。また、パターン部２３ａと基部２３ｂとの間に柔らかい材料からなる層を設けたもの
としては、パターン部２３ａと基部２３ｂとが例えば、石英、ニッケル（Ｎｉ）、シリコ
ン（Ｓｉ）などの高剛性で硬さの硬い材料から形成され、パターン部２３ａと基部２３ｂ
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との間に設けられた層がポリジメチルシロキサン（Polydimethylsiloxane:PDMS）、メタ
クリル酸メチル樹脂（Polymethylmethacrylate：PMMA）などの柔らかい材料から形成され
たものを例示することができる。
【００２５】
　この場合、ハードモールドは、硬い材料から形成されているため解像度やパターン転写
精度が高い。しかしながら、平坦度の低い基体１０１上において転写を行う場合、基体１
０１の歪みに対応しきれず大面積を一括して転写することが困難となるおそれがある。　
　ソフトモールドは、柔らかい材料から形成されているため基体１０１の歪みに対応する
ことができる。そのため、大面積を一括して転写することが可能となる。しかしながら、
解像度やパターン転写精度がハードモールドと比べて低くなる。　
　パターン部２３ａと基部２３ｂとの間に柔らかい材料からなる層を設けたものは、柔ら
かい材料からなる層が撓むことで基体１０１の歪みに対応することができる。また、パタ
ーン部２３ａが硬い材料から形成されているため解像度やパターン転写精度を高めること
ができる。しかしながら、構成が複雑となるのでインプリント型２３の製造が難しく製造
コストも高くなる。　
　そのため、インプリント型２３の材質や構成などは、基体１０１の平坦度や大きさ、製
品の製造コストなどを考慮して適宜変更するようにすることが好ましい。　
　ただし、本実施の形態においては、いわゆるＵＶ(Ultraviolet)インプリント法を用い
た転写を行うので、インプリント型２３は紫外線を透過させることのできる材質（例えば
、石英など）から形成されている。
【００２６】
　載置部２４は、図示しない静電チャックなどの保持部を有し、載置面に載置された基体
１０１を保持する。なお、図示しない保持部は例示をしたものに限定されるわけではなく
適宜変更することができる。例えば、機械的なチャック、真空チャックなどとすることも
できる。また、図示しない移動部を設けて所定の平面内における載置部２４の位置を変化
させるようにすることもできる。この場合、保持部２２の位置を変化させるようにしても
よい。すなわち、図示しない移動部は、保持部２２と載置部２４との相対的な位置を変化
させるものであればよい。
【００２７】
　移動部２５は、載置部２４に対する保持部２２の位置を変化させる。そして、保持部２
２に保持されたインプリント型２３を基体１０１の表面に形成された被転写層１０２へ機
械的に押し付けることができるようになっている。移動部２５としては、例えば、動力源
として空圧や油圧を利用したものなどを例示することができる。ただし、移動部２５の駆
動方式は例示をしたものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。
【００２８】
　排気部２６は、チャンバ２１内の気体をチャンバ２１外に排出する。排気部２６は必ず
しも設ける必要はないが、排気部２６を設けるようにすればチャンバ２１内の気体（例え
ば、空気）を気体Ｇ２に容易に置換することができる。
【００２９】
　本実施の形態においては、いわゆるＵＶ(Ultraviolet)インプリント法を用いた転写を
行うので、紫外線を照射するための照光部２７が設けられている。　
　開閉扉２８は、チャンバ２１と搬送部３０のチャンバ３１との連通部分に設けられてい
る。この場合、開閉扉２８を閉じることで、気体Ｇ１がチャンバ２１内に流入することが
妨げられる。また、開閉扉２８を開放することで被転写層１０２が形成された基体１０１
をチャンバ２１内に搬入することができるようになる。
【００３０】
　温度制御部２９は載置部２４の内部に設けられ、載置面に載置、保持された基体１０１
を介して被転写層１０２の温度を制御する。そして、被転写層１０２の温度を制御するこ
とで被転写層１０２から放出される気体Ｇ２の量を制御する。なお、被転写層１０２から
放出される気体Ｇ２の量の制御に関しては後述する。　
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　温度制御部２９は、被転写層１０２の加熱と冷却とを行うことができるものとすること
ができる。例えば、流体を循環させて加熱と冷却とを行うもの、ペルティエ効果を利用す
るもの、ジュール熱を利用した加熱と冷却媒体を循環させて冷却とを行うものなどを例示
することができる。ただし、加熱と冷却の方式は例示をしたものに限定されるわけではな
く適宜変更することができる。　
　また、温度制御部２９は、加熱と冷却のいずれか一方を行うものとすることもできる。
ただし、加熱と冷却とを行うものとすれば温度制御の精度を高めることができるとともに
、温度制御に要する時間を短縮することができる。
【００３１】
　搬送部３０には、チャンバ３１、移動部３２、搬送アーム３３などが設けられている。
　チャンバ３１は、気体供給部４０から供給された被転写層１０２に対する溶解度が空気
よりも低い気体Ｇ１による雰囲気を維持可能となっている。チャンバ３１の一端はチャン
バ１１と連通し、他端は開閉扉２８を介してチャンバ２１と連通している。チャンバ１１
の内部には、移動部３２が設けられている。　
　移動部３２は、搬送アーム３３を進退させて載置部１４から載置部２４に被転写層１０
２が形成された基体１０１を受け渡す。　
　搬送アーム３３の先端には、基体１０１を保持する図示しない保持部が設けられている
。図示しない保持部は、例えば、静電チャック、機械的なチャック、真空チャックなどと
することができる。ただし、これらに限定されるわけではなく適宜変更することができる
。
【００３２】
　気体供給部４０には、収納部４１、制御弁４２、制御弁４３などが設けられている。　
　収納部４１は、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１を収納すると
ともに、気体Ｇ１を供給することができるようになっている。例えば、収納部４１は昇圧
された気体Ｇ１を収納する圧力ボンベなどとすることができる。ただし、これに限定され
るわけではなく適宜変更することができる。　
　気体Ｇ１は、被転写層１０２を形成する材料１０３に応じて適宜選定される。例えば、
材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、クリプトン（Ｋｒ）ガ
ス、アルゴン（Ａｒ）ガス、ヘリウム（Ｈｅ）ガス、ネオン（Ｎｅ）ガスなどの希ガス、
酸素（Ｏ２）ガス、一酸化炭素（ＣＯ）ガス、窒素（Ｎ２）ガス、テトラフルオロカーボ
ン（ＣＦ４）などとすることができる。本発明者らの得た知見によれば、材料１０３が「
レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、ヘリウム（Ｈｅ）ガスが被転写層１０
２に対する溶解度がより低い気体となる。そのため、気体Ｇ１をヘリウム（Ｈｅ）ガスと
することがより好ましい。
【００３３】
　また、収納部４１とチャンバ１１とが制御弁４２を介して配管４４ａで接続されている
。そして、収納部４１と収納容器１３とが制御弁４３を介して配管４４ｂで接続されてい
る。制御弁４２は、チャンバ１１への気体Ｇ１の供給と停止を制御する。制御弁４３は、
収納容器１３への気体Ｇ１の供給と停止を制御する。なお、制御弁４２、制御弁４３の他
にも気体Ｇ１の圧力や流量などを制御する図示しない制御手段を適宜設けるようにするこ
とができる。　
　本実施の形態においては、チャンバ１１を介してチャンバ３１に気体Ｇ１が供給される
が、制御弁や配管などを別途設けて収納部４１からチャンバ３１に直接気体Ｇ１が供給さ
れるようにしてもよい。なお、必ずしもチャンバ１１やチャンバ３１の内部が気体Ｇ１に
より満たされる必要はなく、少なくとも吐出された材料１０３により形成された被転写層
１０２が覆われる程度であればよい。
【００３４】
　気体供給部５０には、収納部５１、制御弁５２などが設けられている。　
　収納部５１は、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２を収納すると
ともに、気体Ｇ２を供給することができるようになっている。例えば、収納部５１は昇圧
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された気体Ｇ２を収納する圧力ボンベなどとすることができる。ただし、これに限定され
るわけではなく適宜変更することができる。
【００３５】
　気体Ｇ２は、被転写層１０２を形成する材料１０３に応じて適宜選定される。例えば、
材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、アンモニア（ＮＨ３）
ガス、塩化水素（ＨＣｌ）ガス、二酸化硫黄（ＳＯ２）ガス、二酸化炭素（ＣＯ２）ガス
などとすることができる。本発明者らの得た知見によれば、材料１０３が「レジスト（紫
外線硬化性樹脂）」である場合には、被転写層１０２や基体１０１に与える影響をも考慮
して、気体Ｇ２を二酸化炭素（ＣＯ２）ガスとすることがより好ましい。
【００３６】
　また、収納部５１とチャンバ２１とが制御弁５２を介して配管５３で接続されている。
制御弁５２は、チャンバ２１への気体Ｇ２の供給と停止を制御する。なお、制御弁５２の
他にも気体Ｇ２の圧力や流量などを制御する図示しない制御手段を適宜設けるようにする
ことができる。なお、必ずしもチャンバ２１の内部が気体Ｇ２により満たされる必要はな
く、少なくとも材料１０３により形成された被転写層１０２が覆われる程度であればよい
。
【００３７】
　制御部６０は、吐出部１２、載置部１４、移動部１５、排気部１６、載置部２４、移動
部２５、排気部２６、照光部２７、開閉扉２８、温度制御部２９、移動部３２、制御弁４
２、制御弁４３、制御弁５２などと電気的に接続され、それぞれの動作を制御する。　
　そして、例えば、制御部６０は、制御弁４２の開閉制御を行うことで気体Ｇ１の供給と
停止を制御したり、制御弁４３の開閉制御を行うことで気体Ｇ２の供給と停止を制御した
り、温度制御部２９の制御を行うことで被転写層１０２の温度を制御したりする。　
　また、例えば、後述するように、制御部６０は、被転写層１０２を形成する際には気体
Ｇ１を供給し、パターンを転写する際には気体Ｇ２を供給するように制御を実行する。ま
た、制御部６０は、パターンを転写する際には被転写層１０２の温度が室温よりも低くな
るように制御を実行する。
【００３８】
　次に、インプリントシステム１の作用について例示をする。　　　
　まず、形成部１０のチャンバ１１に設けられた図示しない搬送口を介して、図示しない
搬送装置により基体１０１がチャンバ１１内に搬入され、載置部１４の載置面に載置され
る。載置された基体１０１は載置部１４に設けられた図示しない保持部により保持され、
移動部１５により載置部１４（基体１０１）が所定の位置に移動する。　
　次に、図示しない搬送口が閉じられ、排気部１６によりチャンバ１１内、チャンバ３１
内の気体が排出される。そして、制御弁４２を介して気体供給部４０からチャンバ１１内
へ被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１（例えば、材料１０３が「レ
ジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合にはヘリウム（Ｈｅ）ガスなど）が供給される
。また、気体Ｇ１は、チャンバ１１を介して搬送部３０のチャンバ３１内にも供給される
。また、制御弁４３を介して気体供給部４０から収納容器１３に気体Ｇ１が供給される。
この際、気体供給部４０から供給された気体Ｇ１により収納容器１３が満たされるので、
収納容器１３に収納された材料１０３に気体が溶解することが抑制される。そして、収納
容器１３に収納された液状の材料１０３は、吐出部１２に供給される。
【００３９】
　次に、載置部１４の載置面に載置された基体１０１の表面に向けて吐出部１２から液状
の材料１０３が吐出される。基体１０１の表面に液滴状に吐出された材料１０３は、自然
流動により拡がることで薄膜（被転写層１０２）が形成される。この際、気体供給部４０
から供給された気体Ｇ１により被転写層１０２が覆われるので、被転写層１０２に気体が
溶解することが抑制される。　
　そして、移動部１５により基体１０１の位置を移動させることで、基体１０１上の所定
の領域または全面に被転写層１０２が形成されるようにする。
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【００４０】
　次に、開閉扉２８を開いて形成部１０の載置部１４からインプリント部２０の載置部２
４に被転写層１０２が形成された基体１０１を受け渡す。すなわち、移動部３２により搬
送アーム３３を進退させて載置部１４から載置部２４に基体１０１を受け渡す。受け渡さ
れたことで載置部２４の載置面に載置された基体１０１は図示しない保持部により保持さ
れる。
【００４１】
　次に、開閉扉２８が閉じられ、排気部２６によりチャンバ２１内の気体が排出される。
そして、制御弁５２を介して気体供給部５０からチャンバ２１内に被転写層１０２に対す
る溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２（例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹
脂）」である場合には二酸化炭素（ＣＯ２）ガスなど）が供給される。この際、気体供給
部５０から供給された気体Ｇ２により被転写層１０２、インプリント型２３のパターン部
２３ａが覆われる。
【００４２】
　次に、移動部２５により保持部２２に保持されたインプリント型２３を移動し、パター
ン部２３ａを基体１０１の表面に形成された被転写層１０２へ機械的に押し付ける。押し
付けられた被転写層１０２はパターン部２３ａに充填される。
【００４３】
　図３は、充填の様子を例示するための模式図である。　　
　図３（ａ）に示すように、パターン部２３ａを被転写層１０２へ押し付ける前の気体Ｇ
２の圧力をＰ０とする。　
　次に、図３（ｂ）に示すように、パターン部２３ａを被転写層１０２へ押し付けると毛
細管現象により被転写層１０２がパターン部２３ａに充填されていく。この際、毛管力を
Ｐｃとすると、被転写層１０２の界面を上昇させる力はＰ０＋Ｐｃとなる。　
　図３（ｃ）に示すように、被転写層１０２の界面が上昇することでパターン部２３ａ内
に入り込んだ気体Ｇ２の圧力が上昇し、被転写層１０２の界面を上昇させる力Ｐ０＋Ｐｃ
と気体Ｇ２の圧力Ｐ１が釣り合った位置で界面の上昇が停止する。　
　ここで、気体Ｇ２は、被転写層１０２に対する溶解度が高いものとされているので、図
３（ｄ）に示すように、気体Ｇ２が被転写層１０２に溶解する。　
　そして、パターン部２３ａ内に入り込んだ気体Ｇ２が被転写層１０２に溶解することで
、被転写層１０２の界面がさらに上昇し、被転写層１０２がパターン部２３ａに充填され
る。この場合、前述したように、被転写層１０２の形成、材料１０３の収納、被転写層１
０２が形成された基体１０１の搬送を被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気
体Ｇ１中で行うようにしているので、被転写層１０２中に溶解している気体の量を低減さ
せることができる。そのため、気体Ｇ２を被転写層１０２に容易に溶解させることができ
る。
【００４４】
　次に、照光部２７によりインプリント型２３を介して被転写層１０２に紫外線が照射さ
れる。紫外線が照射されることで被転写層１０２が固化される。　
　ここで、パターン部２３ａ内に入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２に溶解させる際に
は、被転写層１０２の温度を低くして一度溶解させた気体Ｇ２が被転写層１０２から放出
される量を低減させるようにすることが好ましい。その様にすれば、パターン部２３ａの
凹部に被転写層１０２を充填する時間を短縮することができる。　
　本発明者らの得た知見によれば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」であ
る場合には、被転写層１０２の温度を室温以下（２５℃以下）とすれば一度溶解させた気
体Ｇ２が被転写層１０２から放出される量を低減させることができる。　
　そのため、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、温度制御
部２９により基体１０１を介して被転写層１０２の温度が室温以下（２５℃以下）となる
ように制御するようにしている。
【００４５】
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　次に、インプリント型２３を離型させる。すなわち、移動部２５により保持部２２に保
持されたインプリント型２３を移動し、パターン部２３ａを被転写層１０２から離隔させ
る。　
　ここで、被転写層１０２に溶解している気体Ｇ２の量が余り多くなると、ボイドが発生
したり、アッシング処理時にポッピングが発生したりする要因となるおそれがある。　
　そのため、本実施の形態においては、温度制御部２９により基体１０１を介して被転写
層１０２の温度を上昇させて、溶解している気体Ｇ２を放出させるようにしている。この
場合、例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、被転写
層１０２の温度を１００℃程度まで上昇させるようにすることが好ましい。　
　なお、被転写層１０２の温度を上昇させて、溶解している気体Ｇ２を放出させることは
、インプリント型２３を離型させる際、およびインプリント型２３を離型させた後の少な
くともいずれかにおいて行うようにすることができる。　
　この場合、インプリント型２３を離型させる際に被転写層１０２の温度を上昇させて、
溶解している気体Ｇ２を放出させるようにすれば、放出された気体Ｇ２により離型が容易
となる。　
　被転写層１０２への転写が終了した場合には、図示しない搬送装置により転写が終了し
た基体１０３が搬出される。
【００４６】
　本実施の形態に係るインプリントシステム１によれば、被転写層１０２に対する溶解度
が空気よりも高い気体Ｇ２中においてインプリント型２３のパターン部２３ａを被転写層
１０２に押し付けることができる。そのため、インプリント型２３と被転写層１０２との
間に入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２に溶解させることができる。その結果、パター
ン部２３ａの凹部に被転写層１０２が充填されない部分が生じることを抑制することがで
きる。　
　また、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２中に被転写層１０２、
パターン部２３ａがあればよいので、チャンバ２１内の気体を完全に除去する場合と比べ
て加工時間を短くすることができる。そのため、高い生産性のもと転写性の向上を図るこ
とができる。
【００４７】
　また、本実施の形態に係るインプリントシステム１によれば、被転写層１０２に対する
溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１中で基体１０１の表面に被転写層１０２を形成すること
ができる。そのため、被転写層１０２に溶解している気体の量を減らすことができるので
、前述した被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２を被転写層１０２に
容易に溶解させることができる。　
　この場合、被転写層１０２を形成させるための材料１０３の収納や、被転写層１０２が
形成された基体１０１の搬送を被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１
中で行うようにすることができるので、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い
気体Ｇ２を被転写層１０２にさらに容易に溶解させることができる。
【００４８】
　また、被転写層１０２の温度を制御することができるので、被転写層１０２に溶解した
気体Ｇ２の放出量を制御することができる。　
　例えば、パターン部２３ａ内に入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２に溶解させる際に
、被転写層１０２の温度を低くすることで（材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂
）」である場合には室温以下（２５℃以下））、一度溶解させた気体Ｇ２が被転写層１０
２から放出される量を低減させることができる。そのため、パターン部２３ａの凹部に被
転写層１０２を充填する時間を短縮することができる。　
　また、インプリント型２３を離型させる際、またはインプリント型２３を離型させた後
に被転写層１０２の温度を上昇させることで、溶解している気体Ｇ２を放出させるように
することができる。そのため、ボイドが発生したり、アッシング処理時にポッピングが発
生したりすることを抑制することができる。
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【００４９】
　なお、図１に例示をしたインプリントシステム１は、形成部１０とインプリント部２０
とが１つずつ設けられた場合であるがこれに限定されるわけではない。例えば、形成部１
０とインプリント部２０とを複数設け、搬送部３０によりそれぞれの間の搬送を行うよう
にすることもできる。
【００５０】
　次に、第２の実施形態に係るインプリントシステムについて例示をする。　
　図４は、第２の実施形態に係るインプリントシステムを例示するための模式図である。
なお、図１に例示をしたものと同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜
省略する。　
　図４に例示をするインプリントシステム７０は、基体１０１の表面に被転写層１０２を
形成する形成部と、被転写層１０２に三次元パターンを転写するインプリント部とが１つ
のチャンバ７１に設けられた場合である。　
　インプリントシステム７０には、チャンバ７１、吐出部１２ａ、収納容器１３、移動部
１５ｂ、保持部２２、インプリント型２３、載置部２４、移動部２５、排気部２６、照光
部２７、温度制御部２９、気体供給部４０、気体供給部５０、制御部６０ａなどが設けら
れている。
【００５１】
　チャンバ７１は、気体供給部４０から供給された気体Ｇ１、気体供給部５０から供給さ
れた気体Ｇ２による雰囲気を維持可能となっている。　
　吐出部１２ａは、収納容器１３から供給された液状の材料１０３を載置部２４に載置さ
れた基体１０１の表面に向けて吐出する。吐出部１２ａとしては、例えば、インクジェッ
ト装置、スプレー装置などを例示することができる。吐出部１２ａと収納容器１３とは可
撓性の配管１３ｂを介して接続され、収納容器１３から吐出部１２ａに液状の材料１０３
を供給することができるようになっている。　
　移動部１５ｂは、載置部２４の載置面と略平行な方向に吐出部１２ａの位置を変化させ
る。この場合、吐出部１２ａには案内部１５ｃが接続され、案内部１５ｃにより移動方向
を規制しつつ吐出部１２ａの位置を変化させることができるようになっている。　
　制御部６０ａは、吐出部１２ａ、移動部１５ｂ、載置部２４、移動部２５、排気部２６
、照光部２７、温度制御部２９、制御弁４２、制御弁４３、制御弁５２などと電気的に接
続され、それぞれの動作を制御する。　
　そして、例えば、制御部６０ａは、制御弁４２の開閉制御を行うことで気体Ｇ１の供給
と停止を制御したり、制御弁４３の開閉制御を行うことで気体Ｇ２の供給と停止を制御し
たり、温度制御部２９の制御を行うことで被転写層１０２の温度を制御したりする。　
　また、例えば、制御部６０ａは、被転写層１０２を形成する際には気体Ｇ１を供給し、
パターンを転写する際には気体Ｇ２を供給するように制御を実行する。また、制御部６０
ａは、パターンを転写する際には被転写層１０２の温度が室温よりも低くなるように制御
を実行する。
【００５２】
　次に、インプリントシステム７０の作用について例示をする。　　　
　まず、チャンバ７１に設けられた図示しない搬送口を介して、図示しない搬送装置によ
り基体１０１がチャンバ７１内に搬入され、載置部２４の載置面に載置される。載置され
た基体１０１は載置部２４に設けられた図示しない保持部により保持される。　
　次に、図示しない搬送口が閉じられ、排気部２６によりチャンバ７１内の気体が排出さ
れる。そして、制御弁４２を介して気体供給部４０からチャンバ７１内へ被転写層１０２
に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１（例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬
化性樹脂）」である場合にはヘリウム（Ｈｅ）ガスなど）が供給される。また、制御弁４
３を介して気体供給部４０から収納容器１３に気体Ｇ１が供給される。この際、気体供給
部４０から供給された気体Ｇ１により収納容器１３が満たされるので、収納容器１３に収
納された材料１０３に気体が溶解することが抑制される。そして、収納容器１３に収納さ
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れた液状の材料１０３は、吐出部１２ａに供給される。
【００５３】
　次に、移動部１５ｂにより吐出部１２ａが所定の位置に移動する。そして、載置部２４
の載置面に載置された基体１０１の表面に向けて吐出部１２ａから液状の材料１０３が吐
出される。基体１０１の表面に液滴状に吐出された材料１０３は、自然流動により拡がる
ことで薄膜（被転写層１０２）が形成される。この際、気体供給部４０から供給された気
体Ｇ１により被転写層１０２が覆われるので、被転写層１０２に気体が溶解することが抑
制される。　
　そして、移動部１５ｂにより吐出部１２ａの位置を移動させることで、基体１０１上の
所定の領域または全面に被転写層１０２が形成されるようにする。
【００５４】
　次に、排気部２６によりチャンバ７１内の気体Ｇ１が排出される。そして、制御弁５２
を介して気体供給部５０からチャンバ７１内に被転写層１０２に対する溶解度が空気より
も高い気体Ｇ２（例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合に
は二酸化炭素（ＣＯ２）ガスなど）が供給される。この際、気体供給部５０から供給され
た気体Ｇ２により被転写層１０２、インプリント型２３のパターン部２３ａが覆われる。
【００５５】
　次に、移動部２５により保持部２２に保持されたインプリント型２３を移動し、パター
ン部２３ａを基体１０１の表面に形成された被転写層１０２へ機械的に押し付ける。パタ
ーン部２３ａを被転写層１０２へ押し付けると毛細管現象により被転写層１０２がパター
ン部２３ａに充填されていく。　
　ここで、気体Ｇ２は、被転写層１０２に対する溶解度が高いものとされているので、パ
ターン部２３ａ内に気体Ｇ２が入り込んだとしても入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２
に溶解させることができる。　
　また、パターン部２３ａ内に入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２に溶解させる際には
、被転写層１０２の温度を低くして一度溶解させた気体Ｇ２が被転写層１０２から放出さ
れる量を低減させるようにする。その様にすれば、パターン部２３ａの凹部に被転写層１
０２を充填する時間を短縮することができる。　
　例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、温度制御部
２９により基体１０１を介して被転写層１０２の温度が室温以下（２５℃以下）となるよ
うに制御する。
【００５６】
　次に、照光部２７によりインプリント型２３を介して被転写層１０２に紫外線が照射さ
れる。紫外線が照射されることで被転写層１０２が固化される。　
　次に、インプリント型２３を離型させる。すなわち、移動部２５により保持部２２に保
持されたインプリント型２３を移動し、パターン部２３ａを被転写層１０２から離隔させ
る。
【００５７】
　ここで、インプリント型２３を離型させる際、およびインプリント型２３を離型させた
後の少なくともいずれかにおいて、温度制御部２９により基体１０１を介して被転写層１
０２の温度を上昇させて、溶解している気体Ｇ２を放出させる。例えば、材料１０３が「
レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、被転写層１０２の温度を１００℃程度
まで上昇させる。その様にすれば、被転写層１０２に溶解している気体Ｇ２の量を低減さ
せることができるので、ボイドの発生やアッシング処理時におけるポッピングの発生など
を抑制することができる。　
　この場合、インプリント型２３を離型させる際に被転写層１０２の温度を上昇させて、
溶解している気体Ｇ２を放出させるようにすれば、放出された気体Ｇ２により離型が容易
となる。
【００５８】
　被転写層１０２への転写が終了した場合には、図示しない搬送装置により転写が終了し
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た基体１０３が搬出される。
【００５９】
　本実施の形態に係るインプリントシステム７０においても前述したインプリントシステ
ム１と同様の効果を享受することができる。また、本実施の形態によれば、インプリント
システム１に設けられている搬送部３０を設ける必要はない。そのため、スペース効率を
向上させることができる。
【００６０】
　なお、図１や図４に例示をしたインプリントシステムにおいては、被転写層１０２の形
成にインクジェット装置（インクジェット法）、スプレー装置（スプレー法）などを用い
る場合を例示したがこれに限定されるわけではない。基体１０１の表面に薄膜（被転写層
１０２）を形成することができるものを適宜選択することができる。例えば、ディスペン
ス法、スピンコート法、ロールコータ法などを実施可能な装置を用いて基体１０１の表面
に被転写層１０２を形成するようにすることができる。ディスペンス法、スピンコート法
、ロールコータ法などを実施可能な装置については、既知の技術を適用することができる
のでこれらの説明は省略する。
【００６１】
　また、図１や図４で例示をしたインプリントシステムにおいては、いわゆるＵＶ(Ultra
violet)インプリント法を実施可能な装置を用いて転写を行う場合を例示したがこれに限
定されるわけではない。例えば、熱インプリント法、室温インプリント法を実施可能な装
置を用いて転写を行うようにすることができる。　
　この場合、熱インプリント法においては、材料１０３を熱可塑性樹脂などとし、被転写
層１０２を加熱、軟化させた状態でインプリント型２３のパターン部２３ａを機械的に押
し付け、押し付けた状態で冷却、固化させることで転写を行うようにすればよい。この際
、被転写層１０２の加熱や冷却は温度制御部２９により行うようにすることができる。　
　また、室温インプリント法においては、室温においてインプリント型２３を被転写層１
０２に強い力で押し付けるようにすればよい。この際、インプリント型２３の押し付けは
移動部２５により行うようにすることができる。
【００６２】
　また、図１や図４に例示をしたインプリントシステムにおいては、チャンバ（チャンバ
１１、チャンバ２１、チャンバ３１、チャンバ７１）が設けられる場合を例示したがこれ
に限定されるわけではない。被転写層１０２が覆われるように気体Ｇ１、気体Ｇ２を供給
するようにすれば必ずしもチャンバを設ける必要はない。ただし、チャンバを設けるよう
にすれば気流などの外乱要因の影響を抑制したり、気体Ｇ１、気体Ｇ２の消費量を抑制し
たりすることができる。
　また、図１や図４に例示をしたインプリントシステムにおいては、インプリント型２３
と被転写層１０２との大きさが略同一の場合を例示したがこれに限定されるわけではない
。例えば、インプリント型２３が被転写層１０２より小さい場合に、押し付ける領域を変
化させて繰り返しインプリント処理する方法（いわゆるステップアンドリピート）につい
ても適用させることができる。
【００６３】
　次に、本実施の形態に係るインプリント方法について例示をする。　　
　図５は、本実施の形態に係るインプリント方法について例示をするためのフローチャー
トである。　
　まず、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１の雰囲気中において基
体１０１の表面に液状の材料１０３を供給して被転写層１０２を形成する（ステップＳ１
）。　　
　この際、被転写層１０２を形成するための材料１０３は、気体Ｇ１の雰囲気中に収納さ
れているようにすることが好ましい。
【００６４】
　気体Ｇ１は、被転写層１０２を形成する材料１０３に応じて適宜選定される。例えば、
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材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、クリプトン（Ｋｒ）ガ
ス、アルゴン（Ａｒ）ガス、ヘリウム（Ｈｅ）ガス、ネオン（Ｎｅ）ガスなどの希ガス、
酸素（Ｏ２）ガス、一酸化炭素（ＣＯ）ガス、窒素（Ｎ２）ガス、テトラフルオロカーボ
ン（ＣＦ４）などとすることができる。本発明者らの得た知見によれば、材料１０３が「
レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、ヘリウム（Ｈｅ）ガスが被転写層１０
２に対する溶解度がより低い気体となる。そのため、気体Ｇ１としてヘリウム（Ｈｅ）ガ
スを用いるようにすることがより好ましい。
【００６５】
　この様にすれば、被転写層１０２や材料１０３に気体が溶解することが抑制されるので
被転写層１０２中に溶解している気体の量を低減させることができる。そのため、ステッ
プＳ２において気体Ｇ２を被転写層１０２に容易に溶解させることができる。
【００６６】
　次に、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２の雰囲気中においてイ
ンプリント型２３のパターン部２３ａを被転写層１０２へ機械的に押し付ける（ステップ
Ｓ２）。　
　気体Ｇ２は、被転写層１０２を形成する材料１０３に応じて適宜選定される。例えば、
材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場合には、アンモニア（ＮＨ３）
ガス、塩化水素（ＨＣｌ）ガス、二酸化硫黄（ＳＯ２）ガス、二酸化炭素（ＣＯ２）ガス
などとすることができる。本発明者らの得た知見によれば、材料１０３が「レジスト（紫
外線硬化性樹脂）」である場合には、被転写層１０２や基体１０１に与える影響をも考慮
して、気体Ｇ２として二酸化炭素（ＣＯ２）ガスを用いるようにすることがより好ましい
。　
　この様にすれば、パターン部２３ａ内に気体Ｇ２が入り込んだとしても入り込んだ気体
Ｇ２を被転写層１０２に溶解させることができる。　
　また、被転写層１０２の温度を低くして一度溶解させた気体Ｇ２が被転写層１０２から
放出される量を低減させるようにする。例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性
樹脂）」である場合には、被転写層１０２の温度を室温以下（２５℃以下）とすることが
できる。
【００６７】
　次に、被転写層１０２を固化させる（ステップＳ３）。　
　次に、インプリント型２３を離型させる（ステップＳ４）。　
　ここで、インプリント型２３を離型させる際、およびインプリント型２３を離型させた
後の少なくともいずれかにおいて、被転写層１０２の温度を上昇させて、溶解している気
体Ｇ２を放出させる。例えば、材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）」である場
合には、被転写層１０２の温度を１００℃程度まで上昇させる。その様にすれば、被転写
層１０２に溶解している気体Ｇ２の量を低減させることができるので、ボイドの発生やア
ッシング処理時におけるポッピングの発生などを抑制することができる。　
　この場合、インプリント型２３を離型させる際に被転写層１０２の温度を上昇させて、
溶解している気体Ｇ２を放出させるようにすれば、放出された気体Ｇ２により離型が容易
となる。
【００６８】
　すなわち、本実施の形態に係るインプリント方法は、基体１０１の表面に被転写層１０
２を形成する工程と、被転写層１０２にパターンを転写する工程と、を有し、被転写層１
０２を形成する工程において被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１を
供給し、パターンを転写する工程において被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高
い気体Ｇ２を供給するようにしている。　
　この場合、パターンを転写する工程において被転写層１０２の温度が室温よりも低くな
るようにすることができる。
【００６９】
　本実施の形態によれば、インプリント型２３と被転写層１０２との間に入り込んだ気体
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Ｇ２を被転写層１０２に溶解させることができる。そのため、パターン部２３ａの凹部に
被転写層１０２が充填されない部分が生じることを抑制することができる。　
　また、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２中に被転写層１０２、
パターン部２３ａがあればよいので、雰囲気中の気体を完全に除去する場合と比べて加工
時間を短くすることができる。そのため、高い生産性のもと転写性の向上を図ることがで
きる。
【００７０】
　また、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１中で基体１０１の表面
に被転写層１０２を形成するようにしているため、被転写層１０２に溶解している気体の
量を減らすことができる。そのため、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気
体Ｇ２を被転写層１０２に容易に溶解させることができる。　
　この場合、被転写層１０２を形成させるための材料１０３の収納や、被転写層１０２が
形成された基体１０１の搬送を被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも低い気体Ｇ１
中で行うようにすれば、被転写層１０２に対する溶解度が空気よりも高い気体Ｇ２を被転
写層１０２にさらに容易に溶解させることができる。
【００７１】
　また、パターン部２３ａ内に入り込んだ気体Ｇ２を被転写層１０２に溶解させる際に、
被転写層１０２の温度を低くすることで（材料１０３が「レジスト（紫外線硬化性樹脂）
」である場合には室温以下（２５℃以下））、一度溶解させた気体Ｇ２が被転写層１０２
から放出される量を低減させることができる。そのため、パターン部２３ａの凹部に被転
写層１０２を充填する時間を短縮することができる。　
　また、インプリント型２３を離型させる際、またはインプリント型２３を離型させた後
に被転写層１０２の温度を上昇させることで、溶解している気体Ｇ２を放出するようにし
ているので、ボイドが発生したり、アッシング処理時にポッピングが発生したりすること
を抑制することができる。
【００７２】
　なお、被転写層１０２の形成にはインクジェット法、スプレー法、ディスペンス法、ス
ピンコート法、ロールコータ法などを適宜用いることができる。　
　また、転写には光インプリント法（例えば、いわゆるＵＶ(Ultraviolet)インプリント
法など）、熱インプリント法、室温インプリント法などを適宜用いることができる。
【００７３】
　次に、本実施の形態に係る微細構造体の製造方法について例示をする。　　
　微細構造体の製造方法としては、例えば、半導体装置の製造方法を例示することができ
る。ここで、半導体装置の製造工程には、いわゆる前工程における成膜・レジストマスク
の形成・エッチング・レジスト除去などにより基体（ウェーハ）表面にパターンを形成す
る工程、検査工程、洗浄工程、熱処理工程、不純物導入工程、拡散工程、平坦化工程など
がある。また、いわゆる後工程においては、ダイシング、マウンティング、ボンディング
、封入などの組立工程、機能や信頼性の検査工程などがある。　
　この場合、例えば、レジストマスクの形成において前述したインプリントシステム、イ
ンプリント方法を用いることで高い生産性のもと転写性の向上を図ることができる。また
、生産性の向上、生産コストの低減などをも図ることができる。
【００７４】
　なお、前述した本実施の形態に係るインプリントシステム、インプリント方法以外のも
のは、各工程における既知の技術を適用できるので、それらの詳細な説明は省略する。　
　また、微細構造体の製造方法の一例として、半導体装置の製造方法を例示したがこれに
限定されるわけではない。例えば、光学素子、バイオ関連製品、ハードディスクドライブ
に組み込まれる磁気記録媒体、液晶表示装置などのフラットパネルディスプレイ、位相シ
フトマスク、ＭＥＭＳ分野におけるマイクロマシーンなどの分野においても適応が可能で
ある。
【００７５】
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　以上、本実施の形態について例示をした。しかし、本発明はこれらの記述に限定される
ものではない。　
　前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備
えている限り、本発明の範囲に包含される。　
　例えば、インプリントシステム１、インプリントシステム７０などが備える各要素の形
状、寸法、数、配置などは、例示をしたものに限定されるわけではなく適宜変更すること
ができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、可能な限りにおいて組み合わせること
ができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される
。
【符号の説明】
【００７６】
　１　インプリントシステム、１０　形成部、１１　チャンバ、１２　吐出部、１３　収
納容器、１４　載置部、１５　移動部、１６　排気部、２０　インプリント部、２１　チ
ャンバ、２２　保持部、２３　インプリント型、２３ａ　パターン部、２４　載置部、２
５　移動部、２６　排気部、２７　照光部、２８　開閉扉、２９　温度制御部、３０　搬
送部、４０　気体供給部、４１　収納部、４２　制御弁、４３　制御弁、５０　気体供給
部、５１　収納部、５２　制御弁、６０　制御部、６０ａ　制御部、７０　インプリント
システム、７１　チャンバ、１２ａ　吐出部、１５ｂ　移動部、１０１　基体、１０２　
被転写層、１０３　材料、Ｇ１　気体、Ｇ２　気体

【図１】 【図２】
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