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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モールドを保持する保持装置であって、
　前記モールドを引きつけて保持する保持部と、
　前記モールドの側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそ
れぞれに力を加えて、前記モールドを変形させる複数のアクチュエーターと、
　前記側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそれぞれの位
置を検出する複数の検出器と、
　前記モールドを変形させるために、前記複数の検出器の検出結果に基づいて前記複数の
アクチュエーターを制御する制御部と、を有し、
　前記側面の複数箇所のそれぞれにおいて、前記複数の検出器のそれぞれによって検出さ
れる第１領域は、前記複数のアクチュエーターのそれぞれによって力を加えられる第２領
域の内側にある、ことを特徴とする保持装置。
【請求項２】
　気体を供給する供給配管と、をさらに有し、
　前記複数のアクチュエーターは、前記側面に接触して前記側面の複数箇所のそれぞれに
力を加え、
　前記複数の検出器は、前記側面に接触せずに前記側面の複数箇所のそれぞれの位置を検
出し、
　前記供給配管の供給口は、前記気体が前記第１領域と前記複数の検出器のそれぞれとの
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間に供給されないように、前記第２領域の外側に配置されている、ことを特徴とする請求
項１に記載の保持装置。
【請求項３】
　前記気体を回収する回収配管と、をさらに有し、
前記回収配管の回収口は、前記第２領域の外側に配置されている、ことを特徴とする請求
項２に記載の保持装置。
【請求項４】
　モールドを保持する保持装置であって、
　前記モールドを引きつけて保持する保持部と、
　前記モールドの側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそ
れぞれに力を加える複数のアクチュエーターと、
　前記側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそれぞれの位
置を検出する複数の検出器と、
　前記複数のアクチュエーターを制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、前記複数の検出器の検出結果に基づいて、前記複数のアクチュエーター
を駆動して、前記モールドの位置を調整し、
　かつ、前記複数の検出器の検出結果に基づいて、前記複数のアクチュエーターを駆動し
て、前記モールドを変形させ前記モールドの倍率を調整する、ことを特徴とする保持装置
。
【請求項５】
　前記制御部は、前記モールドの位置を調整した後、前記モールドを変形させ前記モール
ドの倍率を調整することを特徴とする請求項４に記載の保持装置。
【請求項６】
　基板上の未硬化のインプリント材及び前記モールドのうち一方を他方へ押し付けて前記
インプリント材を硬化させ、前記基板上にパターンを形成するインプリント装置であって
、
　前記モールドを保持する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の保持装置、
を含むことを特徴とするインプリント装置。
【請求項７】
　基板上の未硬化のインプリント材及びモールドのうち一方を他方へ押し付けて前記イン
プリント材を硬化させ、前記基板上にパターンを形成するインプリント装置であって、
　前記モールドを引きつけて保持する保持部と、
　前記モールドの側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそ
れぞれに力を加える複数のアクチュエーターと、
　前記側面に対向するように前記保持部に支持され、前記側面の複数箇所のそれぞれの位
置を検出する複数の検出器と、
　前記複数のアクチュエーターを制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、前記押し付けの開始後から前記硬化の開始前までの期間において、
前記複数の検出器の検出結果に基づいて、前記複数のアクチュエーターを駆動して、前記
モールドの位置を調整し、
　かつ、前記複数の検出器の検出結果に基づいて、前記複数のアクチュエーターを駆動し
て、前記モールドを変形させ前記モールドの倍率を調整する、ことを特徴とするインプリ
ント装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のインプリント装置を用いて基板上にパターンを形成する工程
と、
　前記工程においてパターンを形成された前記基板を加工する工程と、
を含むことを特徴とする物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、保持装置、インプリント装置及び物品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの微細化の要求が進み、従来のフォトリソグラフィ技術に加え、モール
ドと基板上の未硬化樹脂とを互いに押し付けて、モールドに形成された微細な凹凸パター
ンに対応する樹脂のパターンを基板上に形成する微細加工技術が注目を集めている。この
技術は、インプリント技術とも呼ばれ、基板上に数ナノメートルオーダーの微細な構造体
を形成することができる。例えば、インプリント技術の一つとして、光硬化法がある。光
硬化法は、まず、基板（ウエハ）上のショット領域（インプリント領域）に紫外線硬化樹
脂（インプリント樹脂、光硬化樹脂）を塗布する。次に、この樹脂（未硬化樹脂）とモー
ルドとを互いに押し付ける。そして、紫外線を照射して樹脂を硬化させたうえで離型する
ことにより、樹脂のパターンが基板上に形成される。
【０００３】
　上記技術を採用したインプリント装置は、一般に半導体プロセス中で発生するパターン
の倍率誤差を補正する倍率補正機構を備える。この倍率補正機構は、駆動部や該駆動部の
駆動量を制御するためのセンサー等により構成され、モールドの外周部を取り囲むように
複数箇所に設置される。この場合、駆動部は、モールドに対して外力を与えることで、モ
ールド自体を変形させ、モールドに形成されたパターン形状を補正する。このとき、パタ
ーン形状は、パターン同士の重ね合わせ精度に影響を与えるため、パターンの微細化に対
応するために数ｎｍ以下の高精度な補正が必要である。例えば、特許文献１は、モールド
の側面に圧縮力を加えて倍率補正を行う補正装置を開示している。また、特許文献２は、
モールドの側面に圧縮力を加えるアクチュエーターをモールドの側面と支持構造体との間
に設置し、アクチュエーターと支持構造体との間に設置された力センサーによりアクチュ
エーターの駆動量を制御するインプリント装置を開示している。
【０００４】
　更に、樹脂をモールドの凹凸パターンに充填する際に、充填部の気泡を抑制し、形成さ
れるパターンの欠陥を減少させるために、モールドの外周部から充填部に向けてヘリウム
等のガスを必要量供給することが望ましい。したがって、インプリント装置は、通常、モ
ールド付近にガス供給装置を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００８－５０４１４１号公報
【特許文献２】特開２００９－１４１３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に示す補正装置は、アクチュエーター及びリンク機構により構成され、モー
ルドの外周部側面を取り囲むように、計１６個設置されている。しかしながら、パターン
の高精度な形状補正が要求される場合には、更に設置個数が増加する可能性がある。この
補正装置に加えて、インプリント装置では、モールドの外周部の複数箇所に、上述のよう
なガス供給装置やモールドの位置を計測する位置センサー等を設置する。したがって、こ
の場合、モールドの外周部のスペースは、各種機構を配置するには十分とは言えず、更な
るセンサーの設置場所を確保できない。また、ガス供給装置の配管スペースが限られるた
め、ガスの供給量が不十分となる可能性がある。
【０００７】
　また、特許文献２に示すインプリント装置のように、力センサーによって駆動量を制御
する場合は、モールドと駆動部との接触摩擦による影響を受け易い。また、押印動作や離
型動作により生じる種々の力によっては、力センサーの出力値が変化する。したがって、
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この出力値の変化に起因して駆動量の計測誤差が発生し、パターンの高精度な形状補正が
困難となる場合がある。
【０００８】
　更に、モールドの交換時における位置変化も、パターン同士の重ね合わせ精度に影響を
与える。したがって、モールドの交換時の位置ずれを監視し、また、この位置ずれを補正
した際に発生する駆動部からの熱を抑える必要がある。更に、押印動作、及び離型動作時
には、モールドに力が働くため、モールドの変形量及び位置を監視する必要がある。
【０００９】
　本発明は、モールドの形状及び位置の少なくとも一方の調整に有利な保持装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様は、モールドを保持する保持装置であ
って、モールドを引きつけて保持する保持部と、モールドの側面に対向するように保持部
に支持され、側面の複数箇所のそれぞれに力を加えて、モールドを変形させる複数のアク
チュエーターと、側面に対向するように保持部に支持され、側面の複数箇所のそれぞれの
位置を検出する複数の検出器と、モールドを変形させるために、複数の検出器の検出結果
に基づいて複数のアクチュエーターを制御する制御部と、を有し、側面の複数箇所のそれ
ぞれにおいて、複数の検出器のそれぞれによって検出される第１領域は、複数のアクチュ
エーターのそれぞれによって力を加えられる第２領域の内側にある、ことを特徴とする。
特に、前記アクチュエーターは、前記側面に接触する接触部材を有する。
【００１１】
　また、本発明の第２の態様は、モールドを保持する保持装置であって、モールドを引き
つけて保持する保持部と、モールドの側面に対向するように保持部に支持され、側面の複
数箇所のそれぞれに力を加える複数のアクチュエーターと、側面に対向するように保持部
に支持され、側面の複数箇所のそれぞれの位置を検出する複数の検出器と、複数のアクチ
ュエーターを制御する制御部と、を有し、制御部は、複数の検出器の検出結果に基づいて
、複数のアクチュエーターを駆動して、モールドの位置を調整し、かつ、複数の検出器の
検出結果に基づいて、複数のアクチュエーターを駆動して、モールドを変形させモールド
の倍率を調整する、ことを特徴とする。
【００１２】
　更に、本発明の第３の態様は、基板上の未硬化のインプリント材及びモールドのうち一
方を他方へ押し付けてインプリント材を硬化させ、基板上にパターンを形成するインプリ
ント装置であって、モールドを引きつけて保持する保持部と、モールドの側面に対向する
ように保持部に支持され、側面の複数箇所のそれぞれに力を加える複数のアクチュエータ
ーと、側面に対向するように保持部に支持され、側面の複数箇所のそれぞれの位置を検出
する複数の検出器と、複数のアクチュエーターを制御する制御部と、を有し、制御部は、
押し付けの開始後から硬化の開始前までの期間において、複数の検出器の検出結果に基づ
いて、複数のアクチュエーターを駆動して、モールドの位置を調整し、かつ、複数の検出
器の検出結果に基づいて、複数のアクチュエーターを駆動して、モールドを変形させモー
ルドの倍率を調整する、ことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、例えば、モールドの形状及び位置の少なくとも一方の調整に有利な保
持装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係るインプリント装置の構成を示す概略図である。
【図２】第１実施形態に係るモールドの保持装置の構成を示す概略図である。
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【図３】倍率補正機構の構成を示す概略図である。
【図４】第１実施形態に係るインプリント装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】第２実施形態に係るモールドの保持装置の構成を示す概略図である。
【図６】第４実施形態に係るインプリント装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態について図面等を参照して説明する。
【００１６】
（インプリント装置）
　まず、本発明の実施形態に係るインプリント装置の構成について説明する。図１は、イ
ンプリント装置の構成を示す概略図である。本実施形態におけるインプリント装置は、半
導体デバイス製造工程に使用される、被処理基板であるウエハ上（基板上）に対してモー
ルドの凹凸パターンを転写する加工装置であり、インプリント技術の中でも光硬化法を採
用した装置である。なお、以下の図において、モールドに対する紫外線の照射軸に平行に
Ｚ軸を取り、該Ｚ軸に垂直な平面内で後述のモールドベースに対してウエハが移動する方
向にＸ軸を取り、該Ｘ軸に直交する方向にＹ軸を取って説明する。本発明のインプリント
装置１は、照明系ユニット２と、モールド３と、モールド保持装置４と、ウエハ５と、ウ
エハステージ６と、塗布装置７と、モールド搬送装置８と、制御装置９とを備える。
【００１７】
　照明系ユニット２は、インプリント処理の際に、モールド３に対して紫外線１０を照射
する照明手段である。この照明系ユニット２は、光源と、該光源から射出された紫外線を
インプリントに適切な光に調整するための複数の光学素子から構成される。また、モール
ド３は、外周部が矩形であり、ウエハ５に対する対向面に所定のパターン（例えば、回路
パターン等の凹凸パターン）が３次元状に形成された型（型材、金型）である。凹凸パタ
ーンの表面は、ウエハ５の表面との密着性を保つために、高平面度に加工されている。な
お、モールド３の材質は、石英等、紫外線を透過させることが可能な材料である。
【００１８】
　モールド保持装置４は、モールド３を保持、及び固定するための保持装置である。この
モールド保持装置４は、モールド３に圧縮力を加えることにより、モールド３に形成され
た凹凸パターンを所望の形状に補正する倍率補正機構１１と、吸着力や静電力によりモー
ルド３を引きつけて保持するモールドベース（保持部）１２とを備える。また、モールド
保持装置４は、モールドベース１２を駆動する不図示のベース駆動機構を備える。ベース
駆動機構は、具体的には、ウエハ５上に形成された紫外線硬化樹脂にモールド３を押し付
けるために、モールドベース１２をＺ軸方向に駆動する駆動系である。駆動機構に採用す
るアクチュエーターは、少なくともＺ軸方向で駆動するものであれば、特に限定するもの
ではなく、リニアモーターやエアシリンダー等が採用可能である。若しくは、紫外線硬化
樹脂からモールド３を引き離す離型動作の際に、硬化した紫外線硬化樹脂が破壊しないよ
うに高精度に離型動作を行うために、粗動作及び微動作を分割して実施するアクチュエー
ターであっても良い。なお、この押印動作、及び離型動作は、上記のように、一方のモー
ルド３をＺ方向に駆動することで実現しても良いが、例えば、他方のウエハステージ６（
ウエハ５）をＺ方向に駆動することで実現しても良い。
【００１９】
　ウエハ５は、例えば、単結晶シリコンからなる被処理基板であり、被処理面には、成形
部となる紫外線硬化樹脂（以下、単に「樹脂」と表記する）が塗布される。また、ウエハ
ステージ６は、ウエハ５を真空吸着により保持し、かつ、ＸＹ平面内を自由に移動可能な
基板保持手段である。ウエハステージ６を駆動するためのアクチュエーターとしては、リ
ニアモーターが採用可能であるが、特に限定するものではない。また、塗布装置（ディス
ペンサー）７は、ウエハ５上に未硬化の樹脂を塗布する塗布手段である。樹脂は、紫外線
を受光することにより硬化する性質を有する光硬化樹脂（インプリント材）であって、製
造する半導体デバイスの種類により適宜選択される。更に、モールド搬送装置８は、モー
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ルド３を搬送し、モールドベース１２に対してモールド３を設置する搬送手段である。
【００２０】
　制御装置９は、インプリント装置１の各構成要素の動作、及び調整等を制御する制御部
である。制御装置９は、不図示であるが、インプリント装置１の各構成要素に回線により
接続された、磁気記憶媒体等の記憶手段を有するコンピュータ、又はシーケンサ等で構成
され、プログラム又はシーケンスにより各構成要素の制御を実行する。特に、本実施形態
では、制御装置９は、モールドベース１２のクランプ力（引きつけ力）を適宜調整し、か
つ、後述のモールド保持装置４を構成する倍率補正機構１１及びガス供給装置等の動作を
制御する。なお、制御装置９は、インプリント装置１と一体で構成しても良いし、若しく
は、インプリント装置１とは別の場所に設置し、遠隔で制御する構成としても良い。
【００２１】
（第１実施形態）
　次に、本発明の第１実施形態に係るモールド保持装置について説明する。図２は、上記
インプリント装置１に設置される、本実施形態に係るモールド保持装置４の構成を示すウ
エハ５側から見た斜視図である。モールド保持装置４は、モールド３の４方側面の領域に
対してそれぞれ対向するように、複数の倍率補正機構１１と、該倍率補正機構１１と同列
に配置され、モールド３の側面に隣接する領域にガス（気体）を供給（回収）するための
複数の配管１３とを備える。本実施形態では、図２に示すように、倍率補正機構１１をモ
ールド３の１側面に対して５個、即ち、モールド３の周囲に計２０個設置する。同様に、
配管（供給配管、及び回収配管）１３を２つの倍率補正機構１１の間に、モールドの１側
面に対して６箇所、即ち、モールド３の周囲に計２４箇所設置する。なお、倍率補正機構
１１の設置個数は、所望のパターン形状や精度によって適宜変更してもよい。また、配管
１３の個数や形状も、十分な量のガスが供給可能であれば適宜変更してよい。更に、配管
１３は、不図示のガス供給装置からヘリウム等のガスを必要量供給するものであるが、供
給するガスの漏出は、通常ウエハステージ６に設置される位置計測用の干渉計等の測長器
の測長誤差を引き起こす原因となるため、十分な排気（回収）が必要である。
【００２２】
　次に、倍率補正機構１１の構成について説明する。図３は、倍率補正機構１１の構成を
示す概略図であり、特に、図３（ａ）は、図２のＡ―Ａ´断面を示す図であり、図３（ｂ
）は、モールド３側から見た斜視図である。図３に示すように、倍率補正機構１１は、本
体を形成する支持部材２０と、該支持部材２０に設置された接触部材２１とアクチュエー
ター２２とを備える。支持部材２０は、Ｙ軸方向側面がコの字型の立方体部材であり、モ
ールドベース１２の側面に固定される。接触部材２１は、接触面２１ａをモールド３の外
周部の側面内の領域に接触させ、該領域に対して力（圧縮力）を加えるようにＸ軸方向に
移動可能な立方体部材である。以下、接触部材２１（接触面２１ａ）がこの側面内に接触
する領域を「第２領域」と定義する。また、アクチュエーター２２は、接触部材２１の移
動軸と同軸に設置され、接触部材２１に対して駆動力（圧縮力）を伝達する駆動手段であ
る。このアクチュエーター２２としては、例えば、ピエゾ素子、空圧アクチュエーター、
又は直動モーター等が利用可能である。なお、接触部材２１とアクチュエーター２２との
設置位置（相対位置）は、任意であり、本実施形態のように、アクチュエーター２２が接
触部材２１の移動軸と同軸に設置されなくてもよい。
【００２３】
　更に、倍率補正機構１１は、モールド３の位置、及び変形を計測するための位置センサ
ー（検出器）２３を備える。位置センサー２３としては、光学式、渦電流式、又は静電容
量式等のセンサーが利用可能である。ここで、本実施形態の接触部材２１には、接触面２
１ａの中心部から部材内部に向けて孔部２１ｂが形成されており、位置センサー２３は、
孔部２１ｂの内側に配置される。即ち、位置センサー２３が位置を検出するモールド３の
外周部の側面内の領域（以下、「第１領域」と定義する）は、アクチュエーター２２が力
を加える第２領域の内側にある。この場合、更に接触部材２１には、孔部２１ｂに対して
垂直方向に貫設された導入口２１ｃが形成されており、位置センサー２３は、モールドベ
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ース１２に固定され、かつ、導入口２１ｃを介して孔部２１ｂに導入されるセンサー支持
部材２５に保持される。即ち、位置センサー２３は、実質的に接触部材２１には接してお
らず、また、接触部材２１も、位置センサー２３に接することなく移動可能である。なお
、本実施形態では、図３に示すように、接触面２１ａの全面がモールド３の側面の領域に
接する構成としているが、例えば、接触面２１ａのある一部分（例えば、計測位置を中心
とした複数点）が接する構成としてもよい。
【００２４】
　次に、モールド保持装置４を設置したインプリント装置１によるインプリント処理動作
について説明する。図４は、インプリント処理の動作シーケンスを示すフローチャートで
ある。制御装置９は、動作シーケンスを開始すると、まず、モールド搬送装置８によりモ
ールド３をモールドベース１２に設置させる（ステップＳ１０１）。次に、制御装置９は
、モールド保持装置４の各々の倍率補正機構１１のうち少なくとも３箇所の倍率補正機構
１１に設置された３個の位置センサー２３を使用してモールド３の位置を計測させる（ス
テップＳ１０２）。なお、この状態では、倍率補正機構１１の接触部材２１は、モールド
３に接触していない。次に、制御装置９は、位置センサー２３が計測した計測値（出力）
が予め設定した許容範囲に入っているかどうかを判断する（ステップＳ１０３）。ここで
、制御装置９が、計測値が許容範囲に入っていないと判断した場合（ＮＯ）、倍率補正機
構１１を駆動し、所望の位置及び形状の少なくとも一方を目標値として、モールド３の位
置を調整する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４にてモールド３の位置を調整した
後は、再度ステップＳ１０２に戻る。次に、ステップＳ１０３にて、制御装置９が、計測
値が許容範囲に入っていると判断した場合は（ＹＥＳ）、モールド３の凹凸パターンが所
望の形状になるように倍率補正機構１１を駆動し、倍率の補正を実施する（ステップＳ１
０５）。この場合、倍率補正機構１１は、接触部材２１を適宜モールド３に押し付けるこ
とにより、モールド３の形状を凹形に変形させる。このときの変形量は、制御装置９が位
置センサー２３にて計測された計測値に基づいて決定する。
【００２５】
　次に、制御装置９は、ウエハステージ６を駆動してウエハ５を塗布装置７の塗布位置ま
で移動させ、塗布装置７によりウエハ５の表面上に樹脂を塗布させる（ステップＳ１０６
）。次に、制御装置９は、ウエハステージ６を駆動して、ウエハ５を押印位置までの移動
させる（ステップＳ１０７）。次に、制御装置９は、樹脂が塗布されたウエハ５の処理領
域にモールド３を押し付ける押印動作を実施し、モールド３に形成された凹凸パターン内
に樹脂を充填する（ステップＳ１０８）。次に、制御装置９は、この状態で紫外光をモー
ルド３の凹凸パターン内に充填された樹脂に照射し、樹脂をウエハ５の表面上で凝固（硬
化）させる（ステップＳ１０９：硬化処理）。次に、制御装置９は、モールド３をウエハ
５から離す離型動作を実施する（ステップＳ１１０）。そして、制御装置９は、更に次の
インプリント処理があるかどうかを判断し、あると判断した場合は（ＹＥＳ）、再度ステ
ップＳ１０２に移行し、一方、ないと判断した場合は（ＮＯ）、インプリント処理を終了
する（ステップＳ１１１）。
【００２６】
　以上のように、制御装置９は、位置センサー２３によるモールド３の位置及び変形に関
する計測値が予め設定した許容範囲に入っているかどうかを判断する。即ち、位置センサ
ー２３には、良好な計測精度が求められる。そこで、本発明では、位置センサー２３を、
上記のように接触部材２１に接することなく、かつ、計測位置が実際にモールド３に圧縮
力を与える接触面２１ａの中心部となるように配置するので、より計測精度を向上させる
ことができる。更に、本発明では、位置センサー２３を接触部材２１の内部に配置するの
で、配管１３を設置するスペースを広く確保することができる。
【００２７】
　なお、上記樹脂の充填動作、及び離型動作の際、モールド３には力が加わるため、モー
ルド３の位置ずれが発生する可能性がある。そこで、例えば、モールド３の位置及び変形
を、位置センサー２３で逐一監視させてもよい。この場合、制御装置９は、例えば、ステ
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ップＳ１１０での離型動作後、ステップＳ１０２と同様に位置センサー２３でモールド３
の位置を計測し、位置ずれが許容範囲に入っていない場合には、ステップＳ１０４と同様
のモールド３の位置調整を実施すればよい。また、ステップＳ１０４におけるモールド３
の位置調整の別の手段として、制御装置９は、位置センサー２３により計測された位置ず
れ量を、ウエハステージ６を駆動させることにより調整しても良い。また、本実施形態で
は、モールド保持装置４は、複数の配管１３を備えるものとして説明したが、例えば、配
管１３を設置せず、アクチュエーター２２と位置センサー２３との組からなる倍率補正機
構１１を複数有するのみとしてもよい。
【００２８】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態に係るモールド保持装置について説明する。図５は、本実
施形態に係るモールド保持装置の構成を示す概略図である。なお、図５において、図２に
示すモールド保持装置４と同一構成のものには同一の符号を付し、説明を省略する。図５
（ａ）に示すモールド保持装置３０は、モールドベース１２の外周部の側面のうち、隣り
合う２側面に第１実施形態と同様の倍率補正機構１１を設置し、一方、前記２側面に対向
する他の２側面にそれぞれ位置決め板３１ａ、３１ｂを設置する。位置決め板３１ａ、３
１ｂは、モールド３の側面の長さと略同一の長手寸法を有する立方体部材であり、モール
ド３の側面と面で接触する。この構成によれば、第１実施形態のモールド保持装置４と比
較して、倍率補正機構１１の個数を削減することができ、モールド３の凹凸パターンの倍
率補正を簡易的に実施することが可能となる。
【００２９】
　一方、図５（ｂ）に示すモールド保持装置４０は、上記モールド保持装置３０を変形し
たものであり、上記位置決め板３１ａ、３１ｂに対応する第２の位置決め板４１ａ、４１
ｂには、配管１３より供給されたガスを回収するための回収路４２が形成されている。こ
の回収路４２は、第２の位置決め板４１ａ、４１ｂのウエハ５に対向する面に任意の個数
の回収口を有し、該回収口から回収したガスは、回収路４２を通じて不図示のガス回収装
置に導入される。この構成によれば、上記効果に加え、配管１３より供給されたガスを、
配管１３と対向する場所に位置する回収路４２で効率良く回収することができるので、ウ
エハステージ６の周辺に漏出するガス量を減少させることができる。また、図５（ｂ）中
の矢印に示すように、ウエハステージ６の移動方向と、ガスの供給方向とを同一方向とす
ることで、ガスの供給、及び回収の効率を更に向上させることが可能となる。なお、これ
とは反対に、第２の位置決め板４１ａ、４１ｂ側からガスを供給し、倍率補正機構１１側
でガスを回収する構成としても良い。この場合、ウエハステージ６の駆動方向は、図中矢
印とは反対方向とすることが望ましい。
【００３０】
（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態として、第１実施形態の図４におけるステップＳ１０４にて、制
御装置９は、倍率補正機構１１の駆動力を小さくするために、モールド３が落下しない程
度でクランプ力を低減させるようにモールドベース１２を制御しても良い。これにより、
倍率補正機構１１の駆動に伴う発熱を抑えることができる。この場合、制御装置９は、モ
ールド３の形状を調整した後、モールド３が所望の位置からずれないように、モールドベ
ース１２によるクランプ力を元に戻すように制御しうる。なお、モールドベース１２のク
ランプ力を低減させるタイミングは、モールド３の倍率補正時及び位置調整時の少なくと
も一方であり、少なくとも離型動作の際には、制御装置９は、モールド３のクランプ力が
復元するように制御する。なお、樹脂の硬化を開始する前に、または、樹脂の硬化の途中
から、クランプ力が復元するように制御してもよい。ここで、モールドベース１２のクラ
ンプ力の制御、樹脂の充填動作、又は離型動作における、モールド３の位置ずれの監視及
び補正を簡易的に行う場合は、上記第１実施形態の構成に限定されない。この場合、位置
センサー２３によりモールド３の位置及び変形をモニタリングできる構成であれば良いの
で、位置センサー２３のように、接触面２１ａの中心部を監視する必要はない。
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（第４実施形態）
　図６は、図４に示すインプリント処理動作を変更した第４実施形態に係るインプリント
処理動作の一例を示すフローチャートである。図６に示すインプリント処理動作では、図
４に示すインプリント処理動作と比較して、図４のステップＳ１０５に相当する倍率補正
機構１１による凹凸パターンの形状補正のタイミングが異なる。通常、制御装置９は、モ
ールドベース１２にモールド３を保持させた状態で倍率補正機構１１を駆動させるため、
倍率補正機構１１の駆動時にはモールド３とモールドベース１２との間に摩擦力が発生す
る。したがって、この場合、必要となる駆動力が大きくなる。そこで、図６に示すインプ
リント処理動作では、制御装置９は、倍率補正機構１１による倍率補正を前記押印動作の
開始後から樹脂の硬化の開始前までの期間に実施する（ステップＳ２０８）。これにより
、押印動作時には、モールド３は、樹脂を介してウエハ５に接した状態となるので、モー
ルドベース１２によるクランプ力を低減させることができる。したがって、制御装置９は
、このクランプ力を低減させた状態で倍率補正機構１１を駆動するので、必要な駆動力を
小さくすることができ、結果的に、倍率補正機構１１の駆動に伴う発熱を抑えることがで
きる。この場合、制御装置９は、ステップＳ２０８において倍率補正を実施した後に、モ
ールド３の設置位置がずれないよう、モールドベース１２によるクランプ力を戻す。なお
、図６におけるその他の処理動作は、図４における各処理動作に対応しているため、説明
を省略する。
【００３２】
（物品の製造方法）
　物品としてのデバイス（半導体集積回路素子、液晶表示素子等）の製造方法は、上述し
たインプリント装置を用いて基板（ウエハ、ガラスプレート、フィルム状基板）にパター
ンを形成する工程を含む。更に、該製造方法は、パターンが形成された基板をエッチング
する工程を含みうる。なお、パターンドメディア（記録媒体）や光学素子等の他の物品を
製造する場合には、該製造方法は、エッチングの代わりに、パターンが形成された基板を
加工する他の処理を含みうる。本実施形態の物品の製造方法は、従来の方法に比べて、物
品の性能・品質・生産性・生産コストの少なくとも１つにおいて有利である。
【００３３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００３４】
　上記実施形態では、例えば、図２に示すように、倍率補正機構１１は、モールド３の外
周部側面の領域に対して圧縮力を加えるような構成としているが、本発明は、この構成に
限定されない。例えば、倍率補正機構１１を、モールド３のモールドベース１２側に凸部
（不図示）を形成し、その凸部の領域に圧縮力を加えるような構成としてもよい。
【符号の説明】
【００３５】
　３　　　モールド
　１２　　モールドベース
　２２　　アクチュエーター
　２３　　位置センサー
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              特開２０１０－０８０７１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　３３／００－３３／７６、３９／２６－３９／３６、
              　　　　　４１／３８－４１／４４、４３／３６－４３／４２、４３／５０、
              　　　　　４５／２６－４５／４４、４５／６４－４５／６８、４５／７３、
              　　　　　４９／４８－４９／５６、４９／７０、５１／３０－５１／４０、
              　　　　　５１／４４、５３／００－５３／８４、５７／００－５９／１８
              Ｈ０１Ｌ　２１／０２７
              Ｇ０３Ｆ　　７／２０－　７／２４
              Ｇ０３Ｆ　　１／００－　１／８６
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