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(57)【要約】
【課題】微細構造転写方法およびその装置において、比
較的コンパクトな装置でかつ高いスループットで泡の入
り込みを防止しつつパターンの転写を実現可能にする。
【解決手段】
微細構造を転写する方法において、表面にレジストがコ
ーティングされた被転写体に裏面を真空吸引してスタン
パを密着、加圧させる際に、スタンパを球面状に変形ま
たは湾曲させて密着面を中心部から周辺部に拡大させて
いくことで被転写体とスタンパとの間に気泡の入り込み
を防止した。
【選択図】図５Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面にレジストを塗布した基板の前記両面にパターンが形成された１対のスタンパを押
し当てて該１対のスタンパに形成されたパターンを前記基板の前記両面に塗布したレジス
トに転写する方法であって、
　前記１対のスタンパをそれぞれ凸形状に変形させ、
　該凸形状に変形させた１対のスタンパを前記両面にレジストが塗布された基板の前記両
面に垂直な方向に移動させて前記１対のスタンパの凸形状の中央部から周辺部に向かって
徐々に前記基板の両面に押付け、
　前記１対のスタンパを所定の量押付けた状態で前記１対のスタンパの凸形状の変形を解
除して前記１対のスタンパを前記基板の両面に押付け、
　前記１対のスタンパの凸形状の変形を解除して前記基板の両面に押付けた状態で前記基
板の両面に塗布されたレジストにＵＶ光を照射して前記基板の両面のレジストを露光し、
　前記露光したレジストが硬化した後に前記１対のスタンパを順次前記基板から剥離する
ことを特徴とする微細構造転写方法。
【請求項２】
　前記１対のスタンパを順次前記基板から剥離することを、前記１対のスタンパの一方を
凸状に変形させて前記基板の周辺部から前記一方のスタンパを剥離させ、次に前記１対の
スタンパのうちの他方のスタンパを凸状に変形させて前記基板の周辺部から前記他方のス
タンパを剥離させることを特徴とする請求項１に記載の微細構造転写方法。
【請求項３】
　前記１対のスタンパを順次前記基板から剥離するときに前記１対のスタンパをそれぞれ
凸状に変形させることを、前記１対のスタンパのそれぞれと前記基板に対して反対側の面
の側の空間を真空に排気することにより行うことを特徴とする請求項２に記載の微細構造
転写方法。
【請求項４】
　基板の両面にレジストを塗布し、
　該両面にレジストを塗布した基板の該両面に微細なパターンが形成された１対のスタン
パを押し付けて露光することにより該１対のスタンパのパターンを前記基板の両面に塗布
されたレジストに転写し、
　該パターンが転写されたレジストが硬化した後に前記基板の両面に押し付けた１対のス
タンパを順次前記基板から剥離する
ことにより微細構造を転写する方法であって、
　前記１対のスタンパのパターンを前記基板の両面に塗布されたレジストに転写する工程
において、
　前記１対のスタンパを凸状に変形させた状態で前記基板に押付け、
　前記１対のスタンパを前記基板に押付けた状態で前記スタンパの凸状の変形を解除し、
　該凸状の変形を解除した１対のスタンパを前記基板の両面に押付けた状態でＵＶ光を照
射して前記基板の両面に塗布されたレジストを露光する
ことにより前記１対のスタンパに形成されたパターンを前記基板の両面に塗布されたレジ
ストに転写することを特徴とする微細構造転写方法。
【請求項５】
　前記１対のスタンパのそれぞれ前記基板と向き合う面の反対側の面の側を真空に排気す
ることにより前記１対のスタンパをそれぞれ凸形状に変形させることを特徴とする請求項
１又は４に記載の微細構造転写方法。
【請求項６】
　前記１対のスタンパのそれぞれ前記基板と向き合う面の反対側の面の側を中央部と周辺
部とで弾性率が異なる材料で支持して真空に排気することにより前記１対のスタンパをそ
れぞれ凸形状に変形させることを特徴とする請求項１又は４に記載の微細構造転写方法。
【請求項７】
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　前記弾性率が異なる材料は、前記中心部よりも前記周辺部を支持する材料のほうが弾性
率が大きいことを特徴とする請求項４に記載の微細構造転写方法。
【請求項８】
　基板の両面にレジストを塗布するレジスト塗布ユニットと、
　該レジスト塗布手段により両面にレジストが塗布された基板の両面に微細なパターンが
形成された１対のスタンパを押し付けて前記両面を露光することにより該１対のスタンパ
のパターンを前記基板の両面に塗布されたレジストに転写する転写露光ユニットと、
　前記両面にパターンが転写された基板の前記両面に押し付けられた１対のスタンパのう
ち一方のスタンパから前記基板を剥離して該基板を前記１対のスタンパのうちの他方のス
タンパと一緒に前記転写露光ユニットから搬出する基板搬出ユニットと、
　該基板搬出ユニットで前記転写露光ユニットから搬出された基板を受けて該基板を前記
他方のスタンパから剥離する剥離ユニットと
を備えた微細構造を転写する装置であって、前記転写露光ユニットは、
　前記１対のスタンパをそれぞれ凸状に変形させて該凸状の変形を解除する１対のスタン
パ変形手段と、
　前記１対のスタンパをそれぞれ前記両面にレジストが塗布された基板の前記両面に対し
て垂直な方向に前進又は後退させる１対のスタンパ駆動手段と、　
　前記１対のスタンパ駆動手段により前記１対のスタンパを前記両面にレジストが塗布さ
れた基板に押付けた状態で前記両面にＬＥＤを用いたＵＶ光を照射して前記両面のレジス
トを露光する露光手段と
を有することを特徴とする微細構造転写装置。
【請求項９】
　前記１対のスタンパ変形手段はそれぞれ前記１対のスタンパの何れか一方と対応し、該
何れか一方のスタンパに対応するスタンパ変形手段は、前記一方のスタンパの前記基板と
向き合う面の反対側の面の側を真空に排気する真空排気部と、該真空排気部で真空に排気
された状態で前記一方のスタンパの前記基板と向き合う面の反対側の面の外周部付近を支
持する第1の弾性部材と、前記真空排気部で真空に排気された状態で前記一方のスタンパ
の前記基板と向き合う面の反対側の面の中央部付近を支持する第２の弾性部材とを有する
ことを特徴とする請求項８記載の微細構造転写装置。
【請求項１０】
　前記第1の弾性部材は、前記第２の弾性部材よりも弾性率が大きいことを特徴とする請
求項９記載の微細構造転写装置。
【請求項１１】
　前記１対のスタンパ駆動手段は、前記１対のスタンパ変形手段で凸状に変形させた前記
１対のスタンパを前記両面にレジストが塗布された基板の両面に対して垂直な方向に前進
させて前記凸状に変形させた１対のスタンパを前記両面にレジストが塗布された基板の該
両面に押付けることを特徴とする請求項８記載の微細構造転写装置。
【請求項１２】
　前記１対のスタンパ変形手段はそれぞれ、前記１対のスタンパ駆動手段のうちの一方の
スタンパ駆動手段で前記凸状に変形させたスタンパを前記両面にレジストが塗布された基
板の一方の面に一定量押付けた状態で前記スタンパの凸状の変形を解除することを特徴と
する請求項８記載の微細構造転写装置。
【請求項１３】
　前記転写露光ユニットは、該１対のスタンパ変形手段による前記１対のスタンパの凸状
の変形を解除して前記１対のスタンパを前記１対のスタンパ駆動手段で前記基板の両面に
押付けた状態で該基板の両面にＬＥＤを用いたＵＶ光を照射して前記基板の両面のレジス
トを露光することを特徴とする請求項８記載の微細構造転写装置。
【請求項１４】
　前記転写露光ユニットは、前記１対のスタンパ変形手段による前記１対のスタンパの凸
状の変形を解除して前記１対のスタンパを前記１対のスタンパ駆動手段で前記基板の両面
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に押付けた状態で、前記第２の弾性部材を支持するバックアップガラスおよび前記第２の
弾性部材を通し該基板の両面にＬＥＤから発射されたＵＶ光を照射して前記基板の両面の
レジストを露光することを特徴とする請求項８記載の微細構造転写装置。
【請求項１５】
　前記１対のスタンパ変形手段は、前記露光手段で前記両面にレジストが塗布された基板
の前記両面に前記１対のスタンパを押し付けて露光して前記レジストを硬化させた後に、
前記露光転写ユニットにおいて、前記１対のスタンパ変形手段のうちの一方のスタンパ変
形手段により前記１対のスタンパのうちの一方のスタンパを凸状に変形させて前記基板の
周辺部から前記一方のスタンパと剥離させることにより前記一方のスタンパを前記基板の
一方の面から剥離し、前記剥離ユニットにおいて、前記１対のスタンパ変形手段のうちの
他方のスタンパ変形手段により前記１対のスタンパのうちの他方のスタンパを凸状に変形
させて前記基板の周辺部から前記他方のスタンパと剥離させることにより前記他方のスタ
ンパを前記基板の他方の面から剥離することを特徴とする請求項８記載の微細構造転写装
置。
【請求項１６】
　前記１対のスタンパ変形手段は、それぞれ、前記真空排気部で前記スタンパの前記基板
と向き合う面の反対側の面の側を真空に排気することにより前記１対のスタンパをそれぞ
れ凸状に変形させて前記１対のスタンパをそれぞれ前記基板の両面から剥離することを特
徴とする請求項１５記載の微細構造転写装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被転写体の表面にスタンパに形成された微細構造を転写する方法およびその
装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体集積回路は微細化，集積化が進んでおり、その微細加工を実現するための
パターン転写技術としてフォトリソグラフィ装置の高精度化が進められてきた。しかし、
加工方法が光露光の光源の波長に近づき、リソグラフィ技術も限界に近づいてきた。その
ため、さらなる微細化，高精度化を進めるために、リソグラフィ技術に代わり、荷電粒子
線装置の一種である電子線描画装置が用いられるようになった。   
　電子線を用いたパターン形成は、ｉ線、エキシマレーザー等の光源を用いたパターン形
成における一括露光方法とは異なり、マスクパターンを描画していく方法をとるため、描
画するパターンが多ければ多いほど露光（描画）時間がかかり、パターン形成に時間がか
かることが欠点とされている。そのため、２５６メガ、１ギガ、４ギガと、集積度が飛躍
的に高まるにつれ、その分パターン形成時間も飛躍的に長くなることになり、スループッ
トが著しく劣ることが懸念される。そこで、電子ビーム描画装置の高速化のために、各種
形状のマスクを組み合わせそれらに一括して電子ビームを照射して複雑な形状の電子ビー
ムを形成する一括図形照射法の開発が進められている。この結果、パターンの微細化が進
められる一方で、電子線描画装置を大型化せざるを得ないほか、マスク位置をより高精度
に制御する機構が必要になるなど、装置コストが高くなるという欠点があった。   
　これに対し、微細なパターン形成を低コストで行うためのインプリント技術がある。こ
れは、基板上に形成したいパターンと同じパターンの凹凸を有するスタンパを、被転写基
板表面に形成されたレジスト膜層に対して型押し、スタンパを剥離することで所定のパタ
ーンをレジスト上に転写する技術であり、シリコンウエハをスタンパとして用い、２５ナ
ノメートル以下の微細構造を転写により形成可能であるとしている。そして、インプリン
ト技術は大容量記録媒体の記録ビット形成、半導体集積回路パターン形成等への応用が検
討されてきている。   
　インプリント技術で、大容量記録媒体基板や半導体集積回路基板上に微細パターンを高
精度に転写するには、表面に微小なうねりが発生している被転写基板表面上のパターン転
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写領域に均一に圧力が加わるよう、スタンパを押し付ける必要がある。
【０００３】
　特許文献１には、光ディスクの製造方法において原版にたわみを発生させながら転写を
行うことにより、表面の微細なうねりによる気泡の入り込みを防止することに関する発明
が記載されている。
【０００４】
　特許文献２および３には、スタンパを流体で加圧して湾曲させながら転写することによ
り表面の微細なうねりによる気泡の入り込みを防止することに関する発明が記載されてい
る。
【０００５】
　特許文献４には、ナノインプリントにより微細なパターンを転写する技術において、真
空中または液化ガス中で転写することにより表面の微細なうねりによる気泡の入り込みを
防止し、均一なパターン転写を行うことに関する発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３０３３８５号公報
【特許文献２】特開２００８－２３００２７号公報
【特許文献３】特開２００６－０１８９７５号公報
【特許文献４】特開２００９－２２０５５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記した特許文献１に記載されている転写方式は、機械固定であり、ス
タンパとの摺動部における発塵の影響が考慮されていない。また、微小量を連続的に変形
させることが困難であることによるレジストの濡れ広がりムラが発生する点について、配
慮されていない。
【０００８】
　一方、特許文献２および３に記載されている転写方式では、スタンパ面を流体を用いて
球面状にすることにより、表面の微細なうねりによる気泡の発生は抑えられるものの、流
体の漏れにより発生する発塵により環境の清浄度を低下させてしまうこと、及び構造が複
雑になるなどの問題があった。
【０００９】
　さらに、特許文献４に記載された方法では、雰囲気を真空とすることにより、表面の微
細なうねりによる気泡の入り込みを防止することができるが、全体を真空槽の中に入れな
ければならず装置が大型化してしまうとともに、真空槽への出し入れに時間がかかり、全
体のスループットが低下してしまうという問題があった。
【００１０】
　本発明の目的は、上記した従来技術の課題を解決して、比較的コンパクトな装置でかつ
高いスループットで泡の入り込みを防止しつつパターンの転写を実現可能な微細構造転写
方法およびその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明では、微細構造を転写する方法において、表面にレ
ジストがコーティングされた被転写体に裏面を真空吸引してスタンパを密着、加圧させる
際に、スタンパを球面状に変形または湾曲させて密着面を中心部から周辺部に拡大させて
いくことで被転写体とスタンパとの間に気泡の入り込みを防止した。
【００１２】
　すなわち、上記目的を達成するために本発明では、両面にレジストを塗布した基板の両
面にパターンが形成された１対のスタンパを押し当てて１対のスタンパに形成されたパタ
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ーンを基板の両面に塗布したレジストに転写する方法において、１対のスタンパをそれぞ
れ凸形状に変形させ、この凸形状に変形させた１対のスタンパを両面にレジストが塗布さ
れた基板の両面に垂直な方向に移動させて１対のスタンパの凸形状の中央部から周辺部に
向かって徐々に基板の両面に押付け、１対のスタンパを所定の量押付けた状態で１対のス
タンパの凸形状の変形を解除して１対のスタンパを基板の両面に押付け、１対のスタンパ
の凸形状の変形を解除して基板の両面に押付けた状態で基板の両面に塗布されたレジスト
にＵＶ光を照射して基板の両面のレジストを露光し、露光したレジストが硬化した後に１
対のスタンパを順次基板から剥離するようにした。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために本発明では、基板の両面にレジストを塗布し、この両
面にレジストを塗布した基板の両面に微細なパターンが形成された１対のスタンパを押し
付けて露光することにより１対のスタンパのパターンを基板の両面に塗布されたレジスト
に転写し、このパターンが転写されたレジストが硬化した後に基板の両面に押し付けた１
対のスタンパを順次基板から剥離することにより微細構造を転写する方法において、１対
のスタンパのパターンを基板の両面に塗布されたレジストに転写する工程において、１対
のスタンパを凸状に変形させた状態で基板に押付け、１対のスタンパを基板に押付けた状
態でスタンパの凸状の変形を解除し、この凸状の変形を解除した１対のスタンパを基板の
両面に押付けた状態でＵＶ光を照射して基板の両面に塗布されたレジストを露光すること
により１対のスタンパに形成されたパターンを基板の両面に塗布されたレジストに転写す
るようにした。
【００１４】
　更に、上記目的を達成するために本発明では、基板の両面にレジストを塗布するレジス
ト塗布ユニットと、このレジスト塗布手段により両面にレジストが塗布された基板の両面
に微細なパターンが形成された１対のスタンパを押し付けて両面を露光することにより１
対のスタンパのパターンを基板の両面に塗布されたレジストに転写する転写露光ユニット
と、両面にパターンが転写された基板の両面に押し付けられた１対のスタンパのうち一方
のスタンパから基板を剥離してこの基板を１対のスタンパのうちの他方のスタンパと一緒
に転写露光ユニットから搬出する基板搬出ユニットと、この基板搬出ユニットで転写露光
ユニットから搬出された基板を受けてこの基板を他方のスタンパから剥離する剥離ユニッ
トとを備えた微細構造を転写する装置において、転写露光ユニットは、１対のスタンパを
それぞれ凸状に変形させてこの凸状の変形を解除する１対のスタンパ変形手段と、１対の
スタンパをそれぞれ両面にレジストが塗布された基板の両面に対して垂直な方向に前進又
は後退させる１対のスタンパ駆動手段と、１対のスタンパ駆動手段により１対のスタンパ
を両面にレジストが塗布された基板に押付けた状態で両面にＵＶ光を照射して両面のレジ
ストを露光する露光手段とを備えて構成した。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、比較的コンパクトな装置でかつ高いスループットで表面の微細なうね
りによる気泡の入り込みを防止しつつパターンの転写を実現可能な微細構造転写方法およ
びその装置を実現した。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】微細構造転写装置の全体の構成を説明するブロック図である。
【図２】実施例１において、微細構造転写装置の全体の処理の流れを示すフロー図である
。
【図３Ａ】実施例１において、レジスト塗布ユニットにおいてディスク基板にレジストを
塗布している状態を示す転写部のブロック図である。
【図３Ｂ】実施例１において、レジストが塗布されたディスク基板を転写露光ユニットへ
搬送した状態を示す転写部のブロック図である。
【図３Ｃ】実施例１において、レジストが塗布されたディスク基板に転写露光ユニットで
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スタンパのパターンを転写して露光している状態を示す転写部のブロック図である。
【図３Ｄ】実施例１において、パターンが転写されたディスク基板を剥離ユニットへ搬送
した状態を示す転写部のブロック図である。
【図４】実施例１において、転写露光ユニットにおいてレジストが塗布されたディスク基
板にスタンパのパターンを転写して露光する処理の流れを示すフロー図である。
【図５Ａ】実施例１において、転写露光ユニットにレジストが塗布されたディスク基板が
セットされた状態を示す上面加圧密着ユニットの断面図である。
【図５Ｂ】実施例１において、転写露光ユニットにおいて、レジストが塗布されたディス
ク基板がセットされた転写露光ユニットにおいて上面スタンパの背面の空間を真空に排気
して上面スタンパを凸状に変形させた状態を示す上面加圧密着ユニットの断面図である。
【図５Ｃ】実施例１において、転写露光ユニットにおいて、凸状に変形させた上面スタン
パをレジストが塗布されたディスク基板に押付けている状態を示す上面加圧密着ユニット
の断面図である。
【図５Ｄ】実施例１において、転写露光ユニットにおいて、凸状の変形を開放した上面ス
タンパをレジストが塗布されたディスク基板に押付けながらレジストを露光している状態
を示す上面加圧密着ユニットの断面図である。
【図５Ｅ】実施例１において、転写露光ユニットにおいて、レジストが露光された基板か
ら下面スタンパを剥離した状態を示す上面加圧密着ユニットの断面図である。
【図６】実施例１において、凸状に変形させる前後のスタンパの表面の変形状態を示す図
である。
【図７】実施例２において、加圧露光ユニットにおいて、露光後にディスク基板を下面ス
タンパから剥離する動作の流れを示すフロー図である。
【図８Ａ】実施例２において、露光後に上下スタンパのディスク基板押し付け力を解除し
た状態を示す転写部の転写露光ユニットの断面図である。
【図８Ｂ】実施例２において、露光後に下面スタンパの裏面を真空に排気して下面スタン
パを凸形状に変形させた状態を示す転写部の転写露光ユニットの断面図である。
【図８Ｃ】実施例２において、露光後に下面スタンパの裏面を真空に排気して下面スタン
パを凸形状に変形させた状態で上面加圧密着ユニットを上昇させて下面スタンパをディス
ク基板から完全に剥離した状態を示す転写部の転写露光ユニットの断面図である。
【図９】実施例２において、剥離ユニットにおいて、ディスク基板を上面スタンパから剥
離する動作の流れを示すフロー図である。
【図１０Ａ】実施例２において、ディスク基板を上面スタンパに密着させた状態で上面加
圧密着ユニットを剥離ユニットに搭載した状態を示す転写部の剥離ユニットの断面図であ
る。
【図１０Ｂ】実施例２において、ディスク基板を剥離ユニットで真空吸着した状態で上面
スタンパを凸形状に変形させた状態を示す転写部の剥離ユニットの断面図である。
【図１０Ｃ】実施例２において、ディスク基板を剥離ユニットで真空吸着した状態で上面
加圧密着ユニットを上昇させて上面スタンパをディスク基板から完全に剥離した状態を示
す転写部の剥離ユニットの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る微細構造転写装置を実施するための形態を図を用いて説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１に本発明の第1の実施例における微細構造転写装置１００の構成を示す。装置は主
に、被転写物であるディスク基板１０１の移動を行うディスク供給マテハン１０２、ディ
スク基板１０１の表面に凹凸パターンを転写する転写部１０３、転写終了後にディスク基
板１０１の移動を行うディスク排出用マテハン１０９、全体の制御を行う制御部１２０、
入力装置１３０、モニタ１３１を備えて構成されている。
【００１９】
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　この微細構造転写装置１００によりディスク基板１０１の両面に微細なパターンを形成
する処理の流れを、図２を用いて説明する。
【００２０】
　まず、転写前のディスク基板１０１は、表面に凹凸パターンを転写するためにディスク
供給マテハン１０２により転写前ディスク待機場１１１から転写部１０３におけるディス
ク待機ステージ１０４に移動される（Ｓ２０１）。転写部１０３はディスク待機ステージ
１０４、転写用マテハンユニット１０５、レジスト塗布ユニット１０６、転写露光ユニッ
ト１０７、剥離ユニット１０８及びレジスト塗布ユニット１０６から転写露光ユニット１
０７へ搬送される途中のディスク基板１０１を撮像する撮像ユニット１１０を備えて構成
され、装置の設定生産能力により、単独または複数配置される。　
　ディスク待機ステージ１０４に移送されたディスク基板１０１は転写用マテハンユニッ
ト１０５によりレジスト塗布ユニット１０６に移動し（Ｓ２０２）、ディスク基板１０１
の両面にレジストの塗布が行われる（Ｓ２０３）。この塗布方式にはスピンコートまたは
インクジェットなどが用いられる。塗布終了後ディスク基板１０１はスタンパおよび露光
装置を実装された転写露光ユニット１０７に移動される（Ｓ２０４）。
【００２１】
　移動の際、ディスク基板１０１は撮像ユニット１１０により撮像され（Ｓ２０５）、そ
の画像が制御部１２０で処理されてディスク基板１０１の位置情報が取得され、転写露光
ユニット１０７のスタンパ２０７および２１０（図３Ａ参照）がディスク基板１０１の所
望の位置と接触するようにディスク基板１０１を加圧露光ユニット１０７へ設置する位置
座標を決定する（Ｓ２０６）。
【００２２】
　スタンパ２０７および２１０の表面には微細パターンが形成されており、両面にレジス
ト塗布されたディスク基板１０１と所望の位置にて密着させ、この状態でスタンパ２０７
及び２１０を介して露光光をレジストに照射して露光を行う（Ｓ２０７）。この露光によ
り前述のレジストが固化し、スタンパ２０７及び２１０の表面の微細パターンがディスク
基板１０１の両面のレジストに転写される。
【００２３】
　次に、ディスク基板１０１を上側のスタンパ２０７に密着させた状態で下側のスタンパ
２１０と分離し、上側のスタンパ２０７に密着させた状態で転写用マテハンユニット１０
５により上側のスタンパ２０７とディスク基板１０１とを剥離ユニット１０８に移送され
る（Ｓ２０８）。剥離ユニット１０８では上側のスタンパ２０７とディスク基板１０１と
を分離する（Ｓ２０９）。上側のスタンパ２０７から分離された表面のレジスト層に微細
構造体が形成されたディスク基板１０１を、転写部１０３から排出用マテハン１０９によ
り排出し、転写完了ディスク待機場１１３に格納する（Ｓ２１０）。また、転写露光ユニ
ット１０７に装着されているスタンパ２０７及び２１０は、スタンパ待機ステージ１１２
に格納されているスタンパと、排出用マテハン１０９により、適宜交換される。
【００２４】
　制御部１２０は、供給マテハン１０２及び搬出用マテハン１０９によるディスク基板１
０１のユニット間移動を行う供給マテハン１０２及び搬出用マテハン１０９を制御するマ
テハン制御ユニット１２１と、ディスク基板１０１の両面に塗布されるレジストを供給す
る図示していないレジスト供給ユニットのバルブ、モータ等を制御する制御手段を有し、
レジスト膜厚、成分比の制御を行う塗布制御ユニット１２２と、撮像ユニット１１０で撮
像した転写用マテハンユニット１０５により搬送される途中のディスク基板１０１の画像
を解析する画像処理手段を有してディスク基板１０１の位置およびスタンパ２０７及び２
１０のパターンの位置を算出するアライメント制御ユニット１２３と、スタンパ２０７お
よび２１０の処理枚数のカウントまたは、スタンパの交換を制御するスタンパ制御ユニッ
ト１２４と、ディスク基板１０１とスタンパ２０７及び２１０のとの密着状態を検出する
信号処理手段を有して転写露光ユニット１０７の加圧力を制御する加圧制御ユニット１２
５と、露光時間や露光出力を制御する露光制御ユニット１２６と、スタンパからディスク
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基板を、または転写ユニットからの移動を制御する剥離制御ユニット１２７とを備えてい
る。　
　制御部１２０には、入力手段１３０とモニタ１３１とが接続されている。入力手段１３
０は、ディスク転写枚数などの製造条件や製造に必要な項目などを入力するものである。
モニタ１３１は、装置の状態や条件などの表示、同一のスタンパで処理した累積処理枚数
の表示、入力時の支援画面の表示が可能である。
【００２５】
　次に、表面に微細パターンが形成されたスタンパ２０７及び２１０をレジストが塗布さ
れたディスク基板１０１に密着させることによりスタンパ２０７及び２１０の表面の微細
パターンをディスク基板１０１上のレジストに転写する転写部１０３の処理のより詳細な
動作を図３を用いて説明する。
【００２６】
　図１でも説明したように、転写部１０３は主にレジスト塗布ユニット１０６、転写露光
ユニット１０７、剥離ユニット１０８を備えて構成され、共通のベース板２２０上に設置
されている。
【００２７】
　まず、ディスク基板１０１は制御部１２０のステージ制御ユニット１２１で制御される
転写用マテハンユニット１０５によりディスク待機ステージ１０４からレジスト塗布ユニ
ット１０６における回転塗布用のスピンドル２０３上に設置される。スピンドル２０３は
、レジストが飛散するのを防止するために防護壁２０１で周囲を囲われている。その後、
制御部１２０の塗布制御ユニット１２２で制御してスピンドル２０３を回転させつつ、図
示していないディスペンサからレジスト２０４をディスク基板１０１の両面に塗布し、デ
ィスク基板１０１の両面にレジストの薄膜を形成させる（図３Ａ）。
【００２８】
　レジストの薄膜が形成されたディスク基板１０１を転写用マテハンユニット１０５によ
り転写露光ユニット１０７に移動する。転写露光ユニット１０７は上面加圧密着ユニット
２０５、上面バックアップガラス２０６、上面ＵＶ露光ユニット２１４、上面加圧密着ユ
ニット２０５に取り付けられた上面スタンパ２０７、下面加圧密着ユニット２０８、下面
バックアップガラス２０９、下面ＵＶ露光ユニット２１５、下面加圧密着ユニット２０８
に取り付けられた下面スタンパ２１０を備えて構成され基台２１１の上に設置されている
。レジストの薄膜が形成されたディスク基板１０１は上面スタンパ２０７と下面スタンパ
２１０の間に導入される。（図３Ｂ）
　その後、上面加圧密着ユニット２０５が駆動手段(図５参照)で駆動されて下降し、上面
スタンパ２０７と下面スタンパ２１０に挟まれたディスク基板１０１は上面スタンパ２０
７及び下面スタンパ２１０と密着する。上面スタンパ２０７及び下面スタンパ２１０の表
面には微細パターンが形成されている。両面にレジストが塗布されたディスク基板１０１
と密着した状態で上面ＵＶ露光ユニット２１４と下面ＵＶ露光ユニット２１５とから発射
したＵＶ光（Ｕｌｔｒａ　Ｖｉｏｌｅｔ　Ｌｉｇｈｔ：紫外光）を上面スタンパ２０７及
び下面スタンパ２１０を透過させてレジストに照射することによりレジストを露光する。
この露光により前述のレジストが固化し、スタンパ表面の微細パターンがディスク基板の
両面に転写される。このＵＶ光は複数のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏ
ｄｅ：発光ダイオード）２１６を光源として発射される。（図３Ｃ）
　上面スタンパ２０７及び下面スタンパ２１０に形成されている微細パターンが転写され
たディスク基板１０１は、転写用マテハンユニット１０５により剥離ユニット１０８に移
動する際に、後述するように下面スタンパ２１０から剥離され、上面スタンパ２０７側に
密着された状態となる。剥離ユニット１０８への移動完了後、基台２１２上に設置された
ディスク固定具２１３を用い、転写されたディスク基板１０１を固定する。その後、駆動
手段で上面加圧密着ユニット２０５を上昇させることにより、上面スタンパ２０７と微細
パターンが転写されたディスク基板１０１を分離する。（図３Ｄ）
　上面スタンパ２０７から分離されたディスク基板１０１は、転写用マテハンユニット１
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０５により剥離ユニット１０８から取り出され、転写完了ディスク待機場１１３に格納さ
れる。
【００２９】
　次に、図２におけるＳ２０７のステップ、すなわち、ディスク基板１０１の両面にスタ
ンパのパターンを転写露光する工程、即ち、図３Ｃの工程について、図４のフロー図及び
図５、図６を用いて詳細に説明する。ちなみに上面加圧密着ユニット２０５と下面加圧密
着ユニット２０８は基本的には同一の機構であるので、上面加圧密着ユニット２０５を用
いて説明する。
【００３０】
　上面加圧密着ユニット２０５は上面スタンパ２０７、弾性体で形成されたスタンパ保持
部３０３、加圧ベース３０４、スタンパバックアップ弾性体３０５、上面バックアップガ
ラス２０６、上面ＵＶ露光ユニット２１４を備えている。ここで、スタンパ保持部３０３
の上面スタンパ２０７の側の面と、スタンパバックアップ弾性体３０５の上面スタンパ２
０７の側の面とは高さが同じか又はスタンパバックアップ弾性体３０５のほうが少し低い
状態になっている。また、スタンパ保持部３０３は、スタンパバックアップ弾性体３０５
よりも柔らかい（弾性率が高い）材料で形成されている。
【００３１】
　まず、撮像ユニット１１０で撮像して得たディスク基板１０１の画像を制御部１２０の
アライメント制御ユニット１２３で処理し、その結果得られたディスク基板１０１の位置
情報に基づいて制御部１２０で転写用マテハンユニット１０５を制御して、レジストが塗
布されたディスク基板１０１と上面スタンパ２０７との位置関係が所定の状態になるよう
にディスク基板１０１を露光転写ユニット１０７に配置する（Ｓ４０１）。
【００３２】
　次に、上面スタンパ２０７の背面（微細パターンが形成されていない側の面）の空間を
真空配管３２２で接続された真空排気ポンプ３２１と真空計３２３とを備えて構成される
真空排気手段３２０により真空排気して微負圧（-５～-１５ｋＰａＧ程度）にすることに
より、大気圧との差圧力で上面スタンパ２０７が吸い寄せられて上面スタンパ２０７の外
周部付近が弾性体で形成されたスタンパ保持部３０３に押し付けて保持する（Ｓ４０２）
（図５Ａ）。
【００３３】
　次に、真空計３２３で圧力を監視しながら真空排気手段３２０により真空排気して上面
スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力を更に低下させる。ここでスタンパ保持部３０
３は弾性体で形成されているため、上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力が低下
するとそれによって生じる大気圧との差圧力に応じてスタンパ保持部３０３は上面スタン
パ２０７の周辺部により押されて圧縮され変形する。
【００３４】
　一方、上面スタンパ２０７の中心部付近はスタンパバックアップ弾性体３０５と接触し
、大気圧との差圧力に応じてスタンパバックアップ弾性体３０５が上面スタンパ２０７の
中心部付近により押し付けられて圧縮し変形する。このとき、スタンパ保持部３０３は、
スタンパバックアップ弾性体３０５よりも柔らかい（弾性率が高い）材料で形成、または
、真空を保持しつつ機械的に移動するため、ディスク基板１０１の周辺部と接触している
スタンパ保持部３０３の方が変形量が大きくなり、上面スタンパ２０７はディスク基板１
０１の側に凸状に変形する（Ｓ４０３）。この上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の
圧力は-１０ｋＰａ～-９０ｋＰａ程度で、パターン面積およびスタンパ材質により最適値
を決定する。本実施例では－２０ｋＰａ～－６０ｋＰａにて変形させた（図５Ｂ）。　　
　ここで、図６に上面スタンパ２０７の表面高さをプロットしたグラフ４００を示す。変
形前を４０１に、変形後を４０２に示す。上記にて説明した初期状態のスタンパ２０７は
グラフの４０１の状態である。また、上面スタンパ２０７の背面の空間３０７が真空排気
されて上面スタンパ２０７の外周部付近がスタンパ保持部３０３に押し当てられ、中心部
付近がスタンパバックアップ弾性体３０５に押し当てられて凸形状に変形した上面スタン
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パ２０７は４０２の状態である。
【００３５】
　次に、駆動軸３１２を介して接続されたモータ３１１とモータ３１１の出力を監視する
トルクセンサ３１３とを備えて構成される駆動機構３１０により上面加圧密着ユニット２
０５を駆動して加圧ベース３０４をディスク基板１０１方向へ移動させることにより、凸
状態のスタンパ２０７をディスク基板１０１に密着させる（Ｓ４０４）。上面スタンパ２
０７は凸状態のため、ディスク１０１の中心部から外周部に向かって順次接触していく。
接触後、加圧ベース３０４をディスク１０１方向へ更に移動させることにより、加圧ベー
ス３０４はさらに加圧し、凸状態のスタンパ２０７とディスク基板１０１との密着面積を
増加させる。トルクセンサ３１３で検出されるモータ３１１の出力が所定の出力になり上
面スタンパ２０７のディスク基板１０１への押付け力が設定加圧力に達した後、モータ３
１１の出力を停止して駆動機構３１０による加圧ベース３０４のディスク１０１方向への
移動を停止する（Ｓ４０５）。　
　次に、真空排気手段３２０による上面スタンパ２０７の背面の空間の真空排気を中断し
（Ｓ４０６）、上面スタンパ２０７の背面の空間圧力を上昇させ、凸状に変形させた上面
スタンパ２０７の変形を解除する。その結果、上面スタンパ２０７は元の平坦な状態に戻
り、ディスク基板１０１の全面に完全に密着する（Ｓ４０７）。この際、上面スタンパ２
０７の背面の空間３０７の圧力を　-２０ｋＰａ～１００ｋＰａに設定し、より確実に密
着させる。上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力値は上面スタンパ２０７の形状
および材質、パターン面積により変化する。本実施例では-２０ｋＰａ～０ｋＰａにて密
着させた。これにより上面スタンパ２０７を微少量変形させ、密着面を中心部から周辺部
に拡大させていくことが可能となり、被転写体であるディスク基板１０１と上面スタンパ
２０７との間に気泡の入り込みを防止することができる（図５Ｃ）。　
　密着後、上面ＵＶ露光ユニット２１４を用い、上面バックアップガラス２０６、スタン
パバックアップ弾性体３０５および上面スタンパ２０７を通して、ディスク基板１０１表
面に塗布されたレジストにＵＶ光を照射して露光し、レジストを硬化させる（Ｓ４０８）
（図５Ｄ）。
【００３６】
　レジスト硬化後、下面スタンパ２１０を図示していない押さえ機構で下面加圧密着ユニ
ット２０８の側に押さえ込んだ状態で再度上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力
を低下させ、上面スタンパ２０７にディスク基板１０１を吸着させた状態で駆動機構３１
０により上面加圧密着ユニット２０５を上昇(後退)させる（Ｓ４０９）ことにより、ディ
スク基板１０１から下面スタンパ２１０を剥離する（図５Ｅ）。
【００３７】
　その後、図２で説明したように、ディスク基板１０１を上面スタンパ２０７に吸着した
状態で図示していないハンドリングユニットで図３Ｄに示すように剥離ユニット１０８へ
搬送される。剥離ユニット１０８において、ディスク基板１０１はディスク固定具２１３
により保持される。この状態で上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力を大気圧に
戻し、駆動機構３１０により上面加圧密着ユニット２０５を保持して上昇させると、ディ
スク固定具２１３に保持されているディスク基板１０１は上面スタンパ２０７から完全に
剥離する（Ｓ２０９）。
【実施例２】
【００３８】
　実施例２は実施例１で説明した工程とほとんど同じ工程であるが、Ｓ４０９における上
面加圧密着ユニットを後退させる工程、及び、Ｓ２０９におけるスタンパをディスク基板
から剥離する工程が異なる。また、実施例２では、特に説明していない構成については、
実施例１で説明したものと同じ構成を用いる。
【００３９】
　即ち、上記実施例１においては、Ｓ４０８でレジストを露光した後、Ｓ４０９において
上面加圧密着ユニット２０５を後退させてディスク基板１０１を下面スタンパ２１０から
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剥離するときに、下面スタンパ２１０を図示していない押さえ機構で下面加圧密着ユニッ
ト２０８の側に押さえ込んだ状態で上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の圧力を低下
させて上面スタンパ２０７にディスク基板１０１を吸着させ、上面加圧密着ユニット２０
７を上昇させることによりディスク基板１０１を下面スタンパ２１０から剥離させる方法
を説明したが、実施例２においては、押さえ機構を用いずに、下面スタンパ２１０の背面
の空間を排気手段で真空排気して圧力を低下させ、下面スタンパ２１０を凸状に変形させ
ることにより、下面スタンパ２１０に密着しているディスク基板１０１を外周部から徐々
に剥離させる方式を採用した。
【００４０】
　また、Ｓ２０９で剥離ユニット１０８においてディスク基板１０１を上面スタンパ２０
７から剥離する方法として、実施例１においては、ディスク基板１０１を剥離ユニット１
０８のディスク固定具２１３で保持した状態で上面スタンパ２０７の背面の空間３０７の
圧力を大気圧に戻して、上面加圧密着ユニット２０５を上昇させることにより剥離する方
法について説明したが、実施例２においては、上面スタンパ２０７の背面の空間３０７を
排気手段で真空排気して圧力を低下させ、上面スタンパ２０７を凸状に変形させることに
より、上面スタンパ２０７に密着しているディスク基板１０１を外周部から徐々に剥離さ
せる方式を採用した。
【００４１】
　先ず、実施例２におけるレジストを露光した後にＳ４０９に相当するステップにおいて
、ディスク基板１０１を下面スタンパ２１０から剥離する方式について説明する。本実施
例においては、図８Ａに示すように、下面スタンパ２１０の背面の空間８０１を真空配管
３３２で接続された真空排気ポンプ３３１と真空計３３１とを備えた真空排気手段３３０
で真空排気して圧力を低下させて下面スタンパ２１０を凸状に変形させることにより、下
面スタンパ２１０に密着しているディスク基板１０１を外周部から徐々に剥離させる。本
実施例を、図を用いて説明する。
【００４２】
　本実施例において、Ｓ４０９に相当するレジストを露光した後にディスク基板１０１を
下面スタンパ２１０から剥離する手順を図７に、そのときのディスク基板１０１と上下の
スタンパ２０７と２１０との関係を図８Ａ～Ｃに示す。ディスク基板１０１を下面スタン
パ２１０から剥離する手順としては、先ず、図８Ａに示すように、駆動機構３１０により
上面加圧密着ユニット２０５を少し上昇させて上下のスタンパ２０７と２１０とのディス
ク基板１０１への全面押し付けを解除し（Ｓ７０１）、次に下面スタンパ２１０の裏面空
間３０８を排気手段３３０で真空排気する（Ｓ７０２）。
【００４３】
　下面スタンパ２１０の裏面空間３０８を真空排気すると、大気圧との差により下面スタ
ンパ２１０は下面加圧密着ユニット２０８のスタンパバックアップ弾性体３５１と加圧ベ
ース３５２上のスタンパ保持部３５３とに押し付けられる。上面加圧密着ユニット２０５
と同様に、下面加圧密着ユニット２０８においても、スタンパ保持部３５３はスタンパバ
ックアップ弾性体３５１よりも柔らかい(弾性率が高い)材料で形成されているため、スタ
ンパ保持部３５３の方がスタンパバックアップ弾性体３５１よりも大きく変形する。その
結果、下面スタンパ２１０はスタンパ保持部３５３と接している周辺部のほうがスタンパ
バックアップ弾性体３５１と接している中央部と比べて大きく変形するため、下面スタン
パ２１０は、図８Ｂに示すように中央部が盛り上がっている凸形状に変形する。
【００４４】
　下面スタンパ２１０をこのように変形させることにより周辺部分から徐々にディスク基
板１０１から剥離させ（Ｓ７０３），上面スタンパ２０７の背面の空間３０７を排気手段
で真空排気し圧力を低下させて上面スタンパ２０７を上面加圧密着ユニット２０５に真空
吸着させ（Ｓ７０４），図８Ｃに示すように上面加圧密着ユニット２０５を上昇させるこ
とで真空吸着された上面スタンパ２０７とこの上面スタンパ２０７に密着しているディス
ク基板１０１とを下面スタンパ２１０から完全に剥離し(Ｓ７０５)、図示していない搬送
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手段を用いて剥離ユニット１０８へ搬送する(Ｓ７０６：Ｓ２１０に相当)。
【００４５】
　これにより、レジストを露光した後のディスク基板１０１を、下面スタンパ２１０から
剥離させることができる。
【００４６】
　なお、図８Ａ乃至Ｃにおいては、図３Ａ乃至Ｄで説明したＬＥＤ２１６を用いた上面Ｕ
Ｖ露光ユニット２１４と下面ＵＶ露光ユニット２１５の記載を省略しているが、図８Ａ乃
至Ｃに記載した本実施例においても実施例１の場合と同様にＬＥＤ２１６を用いた上面Ｕ
Ｖ露光ユニット２１４と下面ＵＶ露光ユニット２１５を備えている。
【００４７】
　次に、剥離ユニット１０８において、実施例２における上面スタンパ２０７に密着して
いるディスク基板１０１を上面スタンパ２０７から剥離させる方式について説明する。
【００４８】
　本実施例においては、実施例１で説明したディスク基板１０１を保持するディスク固定
具２１３を用いずに、剥離ユニット１０８に真空配管３４２で接続された真空排気ポンプ
３４１と真空計３４３とを備えた真空排気手段３４０を設けてディスク基板１０１の裏面
側を真空排気して負圧にすることにより剥離ユニット１０８に吸着させて保持する構成と
した。実施例２における処理の流れを図９に、また各処理工程におけるディスク基板１０
１と剥離ユニット１０８及び上面スタンパ２０７との関係を図１０に示す。
【００４９】
　まず、下面スタンパ２１０から剥離されたディスク基板１０１を密着させた上面スタン
パ２０７は上面加圧密着ユニット２０５に真空吸着された状態で剥離ユニット１０８に搬
送され、図１０Ａに示すように剥離ユニット１０８に載置される（Ｓ９０１）。次に、真
空排気手段３４０によりディスク基板１０１と剥離ユニット１０８との間の空間３０９を
排気して負圧の状態にしてディスク基板１０１を剥離ユニット１０８に吸着させる（Ｓ９
０２）。この状態で、上面加圧密着ユニット２０５の側の真空排気手段３２０を作動させ
て上面スタンパ２０７と上面加圧密着ユニット２０５との間の空間３０７の排気を開始し
（Ｓ９０３），図１０Ｂに示すように上面スタンパ２０７を凸形状に変形させて上面スタ
ンパ２０７の周辺部分から中心に向けて徐々にディスク基板１０１から剥離させ（Ｓ９０
４），駆動機構３１０により上面加圧密着ユニット２０５を上昇させることにより、図１
０Ｃに示すようにディスク基板１０１を上面スタンパ２０７から完全に剥離させる（Ｓ９
０５）。上面スタンパ２０７から剥離されたディスク基板１０１は、ディスク排出用マテ
ハン１０９により転写後ディスク待機場１１３に格納される（Ｓ９０６：Ｓ２１０に相当
）。
【００５０】
　本実施例によれば、上面スタンパ２０７及び下面スタンパ２１０の裏面を真空に排気し
て負圧の状態にすることにより凸状に変形させてディスク基板１０１と周辺から中央部に
向かって極短時間で剥離させることが可能になり、スループットを向上させることが可能
になる。
【００５１】
　また、裏面を真空に排気することにより上面スタンパ２０７及び下面スタンパ２１０が
それぞれスタンパ保持部３０３と接触を維持した状態でディスク基板１０１との剥離が行
われるので、上面スタンパ２０７及び下面スタンパ２１０とスタンパ保持部３０３との折
衝区と分離を繰返すことによる発塵を防ぐことができ、よりクリーンな環境で露光を行う
ことが可能になる。
【００５２】
　以上に説明した実施例１及び実施例２の方法により、表面の微細なうねりによる気泡入
り込みを防止し、表面に均一な凹凸パターンが転写されているディスク基板１０１を得る
ことができた。
【００５３】
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　上記に説明したスタンパに形成された微細なパターンのディスク基板１０１への転写を
ディスク基板１０１の両面に同時に行うことにより、ディスク基板１０１の両面に均一な
凹凸パターンを転写することができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１００・・・微細構造転写装置　　１０１・・・ディスク基板　　１０２・・・ディス
ク供給マテハン　　１０３・・・転写部　　１０４・・・ディスク待機ステージ　　　　
１０５・・・転写用マテハンユニット　　１０６・・・レジスト塗布ユニット　　　　　
１０７・・・転写露光ユニット　　１０８・・・剥離ユニット　　１０９・・・排出用マ
テハン　　１１０・・・撮像ユニット　　１２０・・・制御ユニット　　１３０・・・モ
ニタ　　１３１・・・入出力装置　　２０５・・・上面加圧密着ユニット　　　　　　　
２０６・・・上面バックアップガラス　　２０７・・・上面スタンパ　　２０８・・・下
面加圧密着ユニット　　２０９・・・下面バックアップガラス　　２１０・・・下面スタ
ンパ　　２１４・・・上面ＵＶ露光ユニット　　２１５・・・下面ＵＶ露光ユニット　　
２１６・・・ＬＥＤ　　３０３，３５３・・・スタンパ保持部　　３０４，３５２・・・
加圧ベース　　３０５，３５１・・・スタンパバックアップ弾性体　　３１０・・・駆動
機構　　３２０，３３０，３４０・・・真空排気手段。

【図１】 【図２】
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【図５Ｅ】
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