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(57)【要約】
【課題】　モールドに力を加えてパターン領域を変形さ
せる手法では、アクチュエータにより加えられる力の限
界により、所望の大きさに変形させて形状補正すること
ができない可能性がある。
【解決手段】　基板上にインプリント材のパターンを形
成するインプリント処理を行うインプリント装置に用い
られるモールドであって、前記インプリント材に接触す
ることで前記パターンを形成するためのパターン領域と
、前記パターン領域の周りに設けられた周辺部と、を有
し、前記周辺部には、前記パターン領域を中心とした対
角線状に、他の領域よりも厚みが薄い低剛性構造が設け
られている。これにより、変形量を大きくすることがで
き、インプリント処理時に形状補正を行いやすくするこ
とができる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にインプリント材のパターンを形成するインプリント処理を行うインプリント装
置に用いられるモールドであって、
　前記インプリント材に接触することで前記パターンを形成するためのパターン領域と、
　前記パターン領域の周りに設けられた周辺部と、を有し、
　前記周辺部には、前記パターン領域を中心とした対角線状に、他の領域よりも厚みが薄
い低剛性構造が設けられていることを特徴とするモールド。
【請求項２】
　前記低剛性構造は、前記モールドの厚み方向に貫通するスリットであることを特徴とす
る請求項１に記載のモールド。
【請求項３】
　前記低剛性構造は、前記モールドの厚み方向に溝が設けられた溝構造であることを特徴
とする請求項１に記載のモールド。
【請求項４】
　前記溝は、前記モールドの両面に設けられていることを特徴とする請求項３に記載のモ
ールド。
【請求項５】
　前記溝は、前記モールドの前記パターン領域が設けられた面とは反対側の面に設けられ
ていることを特徴とする請求項３に記載のモールド。
【請求項６】
　前記モールドは、矩形形状であり、
　前記低剛性構造は、少なくとも前記モールドの４つの角部から前記パターン領域の側に
延伸して設けられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のモール
ド。
【請求項７】
　前記低剛性構造は、前記モールドの厚み方向から見たときに、前記パターン領域と重な
らないように設けられていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のモ
ールド。
【請求項８】
　前記低剛性構造は、前記インプリント装置に設けられた前記モールドの側面に力を加え
るアクチュエータにより力が加えられることによって、前記パターン領域に力が収束する
ように設けられていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のモールド
。
【請求項９】
　前記パターン領域が設けられた側の面とは反対側の面には、前記パターン領域より広い
領域の凹形状領域が設けられており、
　前記低剛性構造の前記パターン領域の側の端部は、前記モールドの厚み方向からみたと
きに、前記凹形状領域には重ならないように配置されていることを特徴とする請求項１乃
至８のいずれか１項に記載のモールド。
【請求項１０】
　パターン領域が設けられたモールドを用いて、基板上にインプリント材のパターンを形
成するインプリント処理を行うインプリント装置であって、
　前記モールドを保持するモールド保持部と、
　前記モールドと前記基板との相対位置を計測する計測部と、
　前記保持部に保持されたモールドの側面に力を与えるアクチュエータと、
　前記計測部で計測された相対位置に基づいて、前記アクチュエータを制御する制御部と
、を有し、
　前記モールド保持部には、前記パターン領域の周辺部に、前記パターン領域を中心とし
た対角線状に、他の領域よりも厚みが薄い低剛性構造が設けられたモールドを保持できる
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ことを特徴とするインプリント装置。
【請求項１１】
　前記インプリント装置は、前記モールド保持部に保持されたモールドの情報を取得する
モールド情報取得手段をさらに有し、
　前記制御部は、前記モールド情報取得手段で取得された情報に応じた前記アクチュエー
タの制御を行うことを特徴とする請求項１０に記載のインプリント装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記モールド情報取得手段で取得された情報から前記低剛性構造を有し
ているモールドであると特定された場合には、前記低剛性構造を有していないと特定され
た場合と異なる前記アクチュエータの制御を行うことを特徴とする請求項１１に記載のイ
ンプリント装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のリソグラフィ装置を用いて基板上にパターン
を形成する工程と、
　前記工程でパターンを形成された前記基板を加工する工程と、を含み、
　加工された前記基板から物品を製造することを特徴とする物品の製造方法。
【請求項１４】
　基板上のインプリント材に接触することでパターンを形成するためのパターン領域と、
前記パターン領域の周りに設けられた周辺部と、を有しするモールドと、前記モールドを
保持するモールド保持部と、前記モールドと前記基板との相対位置を計測する計測部と、
前記モールド保持部に保持された前記モールドの側面に力を与えるアクチュエータと、前
記計測部で計測された相対位置に基づいて、前記アクチュエータを制御する制御部と、を
有するインプリント装置によるインプリント方法であって、
　前記基板上に未硬化のインプリント材を供給する供給工程と、
　前記インプリント材に前記モールドを接触させる接触工程と、
　前記制御部により、前記アクチュエータの制御を行う制御工程と、
　前記インプリント材を硬化させる硬化工程と、
　前記基板から前記モールドを離型させる離型工程と、
　を有し、
　前記モールドの前記周辺部に、前記パターン領域を中心とした対角線状に、他の領域よ
りも厚みが薄い低剛性構造が設けられている場合には、前記制御工程において、前記低剛
性構造に応じた前記アクチュエータの制御を行うことを特徴とするインプリント方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モールド、インプリント装置、物品の製造方法、インプリント方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスやＭＥＭＳなどの微細化の要求が進み、従来のフォトリソグラフィー技
術に加えて、基板上に数ナノメートルオーダーの微細なパターン（構造体）を形成できる
インプリント技術が注目されている。インプリント技術は、基板上に未硬化のインプリン
ト材を供給（塗布）し、かかるインプリント材とモールド（型とも称する）とを接触させ
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インプリント材のパターンを基
板上に形成する微細加工技術である。
【０００３】
　そして、このようなインプリント材を用いたインプリント装置で製造される半導体デバ
イス等も、基板上に微細な凹凸パターンによる回路パターンを何層にも重ねて製造される
ため、上下層のパターンの高い重ね合わせ精度が求められている。そのため、モールドの
パターンが設けられているパターン領域を変形させた状態や、基板のショット領域を変形
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させた状態でパターンを形成することで、所望の形状に補正することが検討されている。
【０００４】
　特許文献１には、モールド側面に圧電素子などの形状補正手段を設け、外部からの力を
モールドに加えてパターン領域を変形させた状態でパターン形成することで、所望の形状
に補正することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４５９４３０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されるようなモールドに力を加えてパターン領域を変
形させる手法では、形状補正手段により加えられる力の限界により、所望の大きさに変形
させることができない可能性がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、モールドに力を加えた際にパターン領域が変形する変形量を大きく
することで、インプリント処理時の形状補正の範囲を拡大できる構成を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、基板上にインプリント材のパターンを形成する
インプリント処理を行うインプリント装置に用いられるモールドであって、前記インプリ
ント材に接触することで前記パターンを形成するためのパターン領域と、前記パターン領
域の周りに設けられた周辺部と、を有し、前記周辺部には、前記パターン領域を中心とし
た対角線状に、他の領域よりも厚みが薄い低剛性構造が設けられていることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、モールドに力を加えた際にパターン領域が変形する変化量を大きくす
ることができ、インプリント処理時の形状補正の範囲を拡大することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）本発明の実施形態にかかるインプリント装置の構成を模式的に示す図であ
る。（ｂ）インプリント装置のアライメント処理を行う際の機能構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】１つの基板の複数ショット領域にパターンを形成する処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図３】（ａ）モールド１をＺ軸方向から見た平面図である。（ｂ）モールド１を矢印Ｂ
方向（Ｙ方向）から見た平面図である。（ｃ）モールド１の図３（ａ）に示すＣ－Ｃ‘断
面である。
【図４】図３（ａ）に示すモールドの低剛性構造を示すＡ－Ａ‘断面であり、（ａ）スリ
ット構造として設けられた低剛性構造（ｂ）上下に溝が設けられた低剛性構造（ｃ）パタ
ーン領域ＰＲの反対側に溝が設けられた低剛性構造である。
【図５】（ａ）低剛性構造を有しないモールドに力が加えられた際の様子を説明する比較
例である。（ｂ）本発明に係る低剛性構造を有するモールドに力が加えられた際の様子を
説明する図である。
【図６】モールド１がインプリント装置にロードおよびアンロードされる際のインプリン
ト装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】インプリント装置を用いて基板にパターンを形成して物品を製造する処理の流れ
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を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。なお、各図
において、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１２】
　本明細書および添付図面では、基板の表面に平行な方向をＸＹ平面とするＸＹＺ座標系
において方向を示す。ＸＹＺ座標系におけるＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸にそれぞれ平行な方向をＸ
方向、Ｙ方向、Ｚ方向とし、Ｘ軸周りの回転、Ｙ軸周りの回転、Ｚ軸周りの回転をそれぞ
れθＸ、θＹ、θＺとする。Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に関する制御または駆動は、それぞれＸ軸
に平行な方向、Ｙ軸に平行な方向、Ｚ軸に平行な方向に関する制御または駆動を意味する
。また、θＸ軸、θＹ軸、θＺ軸に関する制御または駆動は、それぞれＸ軸に平行な軸の
周りの回転、Ｙ軸に平行な軸の周りの回転、Ｚ軸に平行な軸の周りの回転に関する制御ま
たは駆動を意味する。また、位置は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の座標に基づいて特定されうる情
報であり、姿勢は、θＸ軸、θＹ軸、θＺ軸の値で特定されうる情報である。位置決めは
、位置および／または姿勢を制御することを意味する。位置合わせは、基板およびモール
ド（型）の少なくとも一方の位置および／または姿勢の制御を含む。
【００１３】
　インプリント装置は、基板のショット領域の上のインプリント材とモールドのパターン
領域とを接触させ、インプリント材に硬化用のエネルギーを与えることによりインプリン
ト材を硬化させる。これにより、モールドのパターン領域の凹凸パターンが転写された硬
化物のパターンが基板の上に形成される。
【００１４】
　インプリント材には、硬化用のエネルギーが与えられることにより硬化する硬化性組成
物（未硬化状態の樹脂と呼ぶこともある）が用いられる。硬化用のエネルギーとしては、
電磁波、熱等が用いられる。電磁波としては、例えば、その波長が１０ｎｍ以上１ｍｍ以
下の範囲から選択される、赤外線、可視光線、紫外線などの光である。
【００１５】
　硬化性組成物は、光の照射により、あるいは、加熱により硬化する組成物である。この
うち、光により硬化する光硬化性組成物は、重合成化合物と光重合開始材とを少なくとも
含有し、必要に応じて非重合成化合物または溶剤を含有してもよい。非重合成化合物は、
増感剤、水素供与体、内添型離型剤、界面活性剤、酸化防止剤、ポリマ成分などの群から
選択される少なくとも一種である。
【００１６】
　インプリント材は、スピンコータやスリットコータにより基板上に膜状に付与される。
あるいは、液体噴射ヘッドにより、液滴状、あるいは複数の液滴が繋がってできた島状ま
たは膜状となって基板上に付与されてもよい。インプリント材の粘度（２５℃における粘
度）は、例えば、１ｍＰａ・ｓ以上１００ｍＰａ・ｓ以下である。
【００１７】
　図１（ａ）には、本発明に係るインプリント装置１０の構成を示す概略図が示されてい
る。インプリント装置１０は、交換可能なモールド１を保持しモールド１の位置決めを行
うモールド位置決め機構３と、基板２を保持し基板２を位置決めする基板位置決め機構４
を備える。さらにインプリント装置１０は、基板２のショット領域とモールド１のパター
ン領域ＰＲとの形状差を低減する形状補正部９とを備える。また、インプリント装置１０
は、基板２のショット領域のマークとモールド１のパターン領域ＰＲのマークとの相対位
置を計測する計測部５と、インプリント材を硬化させる硬化部６と、基板２のショット領
域の上にインプリント材を供給する供給部７とを備える。また、インプリント装置１０は
、モールド位置決め機構３、基板位置決め機構４、形状補正部９、計測部５、供給部（デ
ィスペンサ）７および硬化部（照射部）６を制御する制御部８を備える。制御部８は、例
えば、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの略。
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）などのＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅの略。）、又は
、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔの略。）、又は、プログラムが組み込まれた汎用コンピュータ、又は、これら
の全部または一部の組み合わせによって構成される。
【００１８】
　図１（ｂ）には、本発明に係るインプリント装置１０のインプリント装置のアライメン
ト処理を行う際の機能構成の一例を示すブロック図である。アライメント機構３０は、モ
ールド位置決め機構３および基板位置決め機構４で構成される相対位置決め機構２０と、
モールド情報取得部４０と、形状補正部９で構成されている。
【００１９】
　モールド１は、例えば、石英など紫外線を透過させることが可能な材料で構成できる。
そして、モールド１の基板２の側の面、すなわちインプリント材に接触する面にパターン
領域ＰＲを有しており、パターン領域ＰＲは、基板２のショット領域の上に供給されたイ
ンプリント材に転写するための凹凸パターンを有する。このような基板２は、例えば、半
導体（例えば、シリコン、化合物半導体）、ガラス、セラミックス、金属、樹脂等で構成
される。また、基板２は、母材の上に１または複数の層を有することができ。この場合、
母材は、例えば、半導体、ガラス、セラミックス、金属、樹脂等で構成される。なお、基
板２には、必要に応じて、インプリント材と基板２との密着性を向上させるために密着層
が設けられる。
【００２０】
　モールド位置決め機構３は、モールド保持部３ａと、モールド保持部３ａを駆動するこ
とによってモールド１を駆動するモールド駆動機構３ｂとで構成されている。モールド保
持部３ａは、例えば、真空吸引力または静電力などによってモールド１を保持する。モー
ルド駆動機構３ｂは、例えば、リニアモータ、エアシリンダなどのアクチュエータを含み
、モールド１を保持したモールド保持部３ａを駆動する。モールド駆動機構３ｂは、モー
ルド１（モールド保持部３ａ）を複数の軸（例えば、Ｚ軸、θＸ軸、θＹ軸の３軸、好ま
しくは、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ軸、θＹ軸、θＺ軸の６軸）について駆動するように構
成される。なお、本実施形態でもちいられるモールド保持部３ａは、モールド１を真空吸
着または静電力などによって保持する際に、後述の低剛性構造を有したとしても確実に保
持できるように構成されている。
【００２１】
　基板位置決め機構４は、基板２を保持する基板保持部４ａと、基板保持部４ａを駆動す
ることによって基板２を駆動する基板駆動機構４ｂとを含みうる。基板保持部４ａは、例
えば、真空吸引力またはや静電力などによって基板２を保持する。基板駆動機構４ｂは、
リニアモータ、エアシリンダなどのアクチュエータを含み、基板２を保持した基板保持部
４ａを駆動する。基板駆動機構４ｂは、基板２（基板保持部４ａ）を複数の軸（例えば、
Ｘ軸、Ｙ軸、θＺ軸の３軸、好ましくは、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、θＸ軸、θＹ軸、θＺ軸の
６軸）について駆動するように構成されうる。
【００２２】
　モールド位置決め機構３および基板位置決め機構４は、モールド１と基板２との間の相
対位置および相対姿勢が調整されるようにモールド１および基板２の少なくとも一方を駆
動する相対位置決め機構２０を構成する。相対位置決め機構２０による相対位置の調整は
、基板２の上のインプリント材に対するモールド１のパターン領域ＰＲの接触、および、
硬化したインプリント材（硬化物のパターン）からのモールド１のパターン領域ＰＲの分
離のための駆動を含む。相対位置決め機構２０は、モールド１のパターン領域ＰＲと基板
２のショット領域との間の相対的なシフトおよび回転に関する誤差成分を低減するための
アライメントを行うために使用されうる。
【００２３】
　形状補正部９は、モールド１のパターン領域ＰＲおよび基板２のショット領域の少なく
とも一方を変形させることによって基板２のショット領域とモールド１のパターン領域Ｐ
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Ｒとのアライメント誤差を補正するために用いられる。すなわち形状補正部９は、モール
ド１のパターン領域ＰＲと基板２のショット領域との間の相対的な形状差に関する誤差成
分を低減するためのアライメントを行うために使用される。本実施形態においては、形状
補正部９は、モールド１の側面に力を加えてパターン領域ＰＲの形状を変形させる複数の
アクチュエータの例を用いて説明する。また、形状補正部９として基板２を加熱すること
によって基板２のショット領域を変形させる構成も設けてもよい。
【００２４】
　アライメント機構３０は、相対位置決め機構２０および形状補正部９およびモールド情
報取得部４０で構成され、モールド１のパターン領域ＰＲと基板２のショット領域との間
の相対的なシフトおよび回転、ならびに、相対的な形状差に関する誤差成分を低減する。
【００２５】
　基板２の加熱は、例えば、基板２に光を照射することなどによってなされうる。
【００２６】
　モールド情報取得部４０は、インプリント装置１０に装着されたモールドの形状補正部
９による力でどの程度変形するかを特定可能な情報、具体的には後述の低剛性構造を有す
るモールドであるか否かを特定することができるモールド情報を取得する。
【００２７】
　計測部５は、例えば、基板２のショット領域のマークとモールド１のパターン領域ＰＲ
のマークとの相対的な位置を計測する。ここで、計測部５は、各々が基板２のショット領
域のマークとモールド１のパターン領域のマークとで構成される複数のマーク対のそれぞ
れについて、ショット領域のマークとパターン領域ＰＲのマークとの相対的な位置からア
ライメント誤差（距離）を計測しうる。計測部５は、例えば、パターン領域ＰＲの四隅に
設けられたマークと基板２のショット領域２ａの四隅に設けられたマークとを検出部によ
って検出しうる。これにより、計測部５は、基板２のショット領域とモールド１のパター
ン領域ＰＲとのアライメント誤差を検出する。
【００２８】
　供給部７は、基板２の上にインプリント材を供給（塗布）する。基板２の上に対するイ
ンプリント材の供給は、例えば、基板位置決め機構４によって基板２を移動させながら供
給部７からインプリント材を吐出することによってなされうる。供給部７は、インプリン
ト装置１０の外部に設けられてもよい。硬化部６は、基板２のショット領域の上のインプ
リント材とモールド１のパターン領域ＰＲとが接触した状態で、インプリント材の硬化用
のエネルギー（例えば、紫外線等の光）を供給あるいは照射することによってインプリン
ト材を硬化させる。これにより、インプリント材の硬化物からなるパターンが形成される
。
【００２９】
　図２は、１つの基板に複数のショット領域にパターンを形成するインプリント処理の流
れが示されている。このインプリント処理は、制御部８によって制御される。なお、モー
ルド保持部３ａへモールド１をロードする処理、モールド保持部３ａからモールド１をア
ンロードする処理については図６を用いて後述する。また、基板保持部４ａへの基板２の
ロード、基板保持部４ａからの基板２のアンロードについては、説明を省略する。
【００３０】
　ステップＳ１１では、制御部８は、ロードされている基板２の複数のショット領域（以
下、対象ショット領域）にインプリント材が供給されるように供給部７および基板位置決
め機構４（基板駆動機構４）を制御する。
【００３１】
　ステップＳ１２では、制御部８は、モールド１のパターン領域ＰＲの直下に対象ショッ
ト領域が配置されるように基板位置決め機構４（基板駆動機構４ｂ）を制御する。
【００３２】
　ステップＳ１３（押印工程）では、制御部８は、対象ショット領域上のインプリント材
とモールド１のパターン領域ＰＲとが接触するように相対位置決め機構２０（例えば、モ
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ールド位置決め機構３）を制御する。
【００３３】
　ステップＳ１４（計測工程）では、制御部８は、複数のマーク対のそれぞれについて、
基板２の対象ショット領域のマークとモールド１のパターン領域ＰＲのマークとの相対的
な位置を計測するように計測部５を制御する。計測部５はモールド１のパターン領域ＰＲ
と基板２にあらかじめ設けられた、複数のアライメントマークを計測する。制御部８は、
計測された各アライメントマークの相対位置をシフト、回転、倍率などの成分に分解し、
モールド１のパターン領域ＰＲと基板２との位置ずれ量および形状差を求める。
【００３４】
　ステップＳ１５（アライメント工程）では、制御部８は、基板２の対象ショット領域と
モールド１のパターン領域ＰＲとの位置ずれ量および形状差が低減されるようにアライメ
ント機構３０を制御する。具体的にはステップＳ１４の（計測工程）で計測された相対位
置から求まるシフトと回転成分は相対位置決め機構２０によって補正する。そのほかの倍
率成分による形状差を表す成分はアクチュエータ９によって補正される。具体的には、ア
クチュエータ９は、モールド情報取得部４０で取得されるモールド情報で定まる制御パラ
メータと、計測部５による計測から求まる倍率成分の情報とに基づいて、倍率補正を行う
。
【００３５】
　ステップＳ１６（露光工程）では、制御部８は、対象ショット領域の上のインプリント
材を硬化させるように硬化部６を制御する。これにより、インプリント材の硬化物からな
るパターンが対象ショット領域の上に形成される。
【００３６】
　ステップＳ１７（離型工程）では、制御部８は、インプリント材の硬化物からなるパタ
ーンとモールド１のパターン領域ＰＲとが分離されるように相対位置決め機構２０（例え
ば、モールド位置決め機構３）を制御する。
【００３７】
　ステップＳ１８では、制御部８は、基板２の複数のショット領域のうち次にパターンを
形成すべきショット領域があるか判断し、次のショット領域がある場合には、そのショッ
ト領域を対象ショット領域としてステップＳ１１～Ｓ１７を実行する。
【００３８】
　次に、図３を用いて、アクチュエータ９により形状補正されるモールド１の構造につい
て説明する。図３は、モールド１と複数のアクチュエータ９（９Ｌ，９Ｒ，９Ｆ，９Ｂ）
とを示している。図３（ａ）は、モールド１をＺ軸方向（厚み方向）から見た平面図であ
る。図３（ｂ）は、モールド１を矢印Ｂ方向（Ｙ方向）から見た平面図である。図３（ｃ
）は、モールド１の図３（ａ）に示すＣ－Ｃ‘断面である。
【００３９】
　複数のアクチュエータ９は、矩形形状に設けられたモールド１のＸ方向とＹ方向の４つ
の側面それぞれに、力を加えることができる構成となっており、図３（ａ）に示すように
各側面に、複数のアクチュエータ９Ｌ，９Ｒ，９Ｆ，９Ｂがそれぞれ設けられている。図
３（ａ）の例ではモールド１の各側面に４つアクチュエータ９が配置されている。さらに
各側面の複数のアクチュエータは、モールド保持部に支持されており、対応する側面に対
して矢印で示す方向の力を均等に加えることができる。つまり、ステップＳ１４において
、Ｘ方向に形状差があると判断された場合には、主に、アクチュエータ９Ｌ、９Ｒが力を
加える。一方、Ｙ方向に形状差があると判断された場合には、主に、アクチュエータ９Ｂ
、９Ｆが力を加える。なお、矩形形状のモールド１の４側面すべてにアクチュエータを設
けなくとも、Ｘ方向とＹ方向に補正できるように少なくとも２つのアクチュエータを設け
て、形状補正してもよい。このようなアクチュエータ９としては、一般的には発熱量が小
さく、応答性に優れたピエゾアクチュエータを用いることができる。
【００４０】
　モールド１は、図３（ｃ）に示すように、基板２上のインプリント材に接触する側の第
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１面１０２、第１面１０２とは反対側の第２面１０４を含む基材で構成されている。モー
ルド１の第１面１０２は、凹凸パターンを含むパターン領域ＰＲと、パターン領域ＰＲの
周囲の第１周辺部領域１１０とを含む。パターン領域ＰＲは、基板上のインプリント材と
接触する領域であって、第１周辺部領域１１０から第２面１０４の側とは反対側に突出し
た凸構造を有する。これにより、モールド１と基板上のインプリント材とを接触させた際
に、未硬化のインプリント材がパターン領域ＰＲからはみ出すことを表面張力によって低
減することができる。従って、基板上の硬化したインプリント材の外形を高精度に規定す
ることができる。また、モールド１の第２面１０４には、インプリント処理時にパターン
領域ＰＲがインプリント材に接触させやすくするために用いられる凹形状領域１１と、凹
形状領域１１の周囲の第２周辺部領域１１１を含む。なお、Ｚ軸方向からみたときに、凹
形状領域１１は、パターン領域ＰＲより広い領域となるように設けられており、凹形状領
域１１の中央部分に位置するようにパターン領域ＰＲが配置されている。
【００４１】
　さらにモールド１には、図３（ａ）に示すように、パターン領域ＰＲを中心とした（凹
形状領域１１を中心とした）対角線状にモールド１のＸ方向およびＹ方向の剛性を低減さ
せる低剛性構造１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが設けられている。具体的には、それぞれの低剛
性構造１ａ～１ｄは、対称的に矩形形状に設けられたモールド１の４つの角部それぞれか
ら凹形状領域１１に延伸するように、他の領域よりも厚みが薄い構造として設けられてい
る。なお、本実施形態において、他の領域よりも厚みが薄い構造とは、後述のスリットの
ように貫通している構造も含む。
【００４２】
　このような低剛性構造１ａ～１ｄは、アクチュエータ９によってモールド１の側面に加
えられる力を、モールド１のパターン領域ＰＲの外側には伝搬しづらくなるようにするこ
とを目的とする構造である。すなわち、側面に加えられる力を効率的にパターン領域ＰＲ
に伝えることができ、パターン領域ＰＲの変形量を大きくすることができる構造である。
【００４３】
　図４に、低剛性構造として機能させることができるモールド１の構造を例示する。図４
は図３（ａ）のＡ－Ａ‘断面を示したものであり、図４（ａ）に示す低剛性構造１ａ～１
ｄは、モールド１の厚み方向（Ｚ方向）を完全に貫通するスリット（切れ込み）とした構
成である。図４（ｂ）に示す低剛性構造１ａ～１ｄは、モールドの厚み方向（Ｚ方向）に
第１面１０２と第２面１０４の両面に溝構造（凹部構造）を設けた構成である。図４（ｃ
）に示す低剛性構造１ａ～１ｄは、モールドの厚み方向（Ｚ方向）に第２面１０４の側か
ら溝構造（凹部構造）を設けた構成である。
【００４４】
　低剛性構造により力をパターン領域に伝えやすくする効果としては、図４（ａ）のスリ
ット構造がもっとも効果が大きく、図４（ｂ）（ｃ）の溝構造は薄肉部の厚さで効果が決
まる。
【００４５】
　なお、パターン領域ＰＲ側の面に段差を設けていない図４（ｃ）の構成は、基板２側の
面が平面であるため、基板２とモールド１との間の気流に影響を及ぼさないで済むという
効果がある。また、図４（ａ）のスリット構造のようにモールド１の表裏が貫通している
場合、インプリント装置外の洗浄装置でモールド１を洗浄する際において、洗浄液が裏面
に回りこむ可能性があり、洗浄装置の改修が必要となる場合がある。そのため、経済性を
考慮し従来洗浄装置などを流用したいような場合には、溝構造を採用すればよい。このよ
うに、種々の事情を考慮し、低剛性構造の構成を決定することが好ましい。
【００４６】
　凹形状領域１１の部分は、モールド１の厚みが薄くなっているため、モールド１の信頼
性確保のため低剛性構造１ａ～１ｄの端部ｔは、Ｚ軸方向視において凹形状領域１１には
重ならないように、少なくとも一定距離を離して設けることが好ましい。また、低剛性構
造１ａ～１ｄのそれぞれの端部ｔは、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に関して凹形状領域１１と
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第２周辺部領域１１１の境界とほぼ一致するように位置するように設けることが好ましい
。これにより、アクチュエータ９によって与えられる力をより効率的にパターン領域ＰＲ
に伝えることができる。
【００４７】
　なお凹形状領域１１は、モールド１に必ず設けなければならない構造ではなく、凹形状
領域１１を設けない場合には、低剛性構造１ａ～１ｄの端部ｔは、Ｚ軸方向視においてパ
ターン領域ＰＲに重ならなければ、パターン領域ＰＲ直近に位置するように設けてもよい
。
【００４８】
　次に、図５を用いて、低剛性構造の効果について説明する。ここで説明簡略化のために
、Ｘ方向にのみアクチュエータ９により力を加えた状態を用いて説明する。
【００４９】
　図５（ａ）は、従前のモールド低剛性構造を有さないモールド１とアクチュエータ９Ｌ
、９Ｒを示している。アクチュエータ９Ｌ、９Ｒはモールド１に圧縮させる力を加える。
すると、図中の矢印のように、モールド１全体を平均的に圧縮させるように力が伝搬する
。したがって、圧縮応力はモールド１全体で略均等に発生する。
【００５０】
　図５（ｂ）は本発明の特徴部である低剛性構造１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄを有するモール
ド１とアクチュエータ９Ｌ、９Ｒを示している。アクチュエータ９Ｌ、９Ｒがモールド１
に圧縮させる力を加えると、図５（ｂ）の矢印に示すように、モールド１のパターン領域
ＰＲに向かって収束するように圧縮させる力が伝搬し、パターン領域ＰＲ周辺の圧縮応力
が高まる。つまり、低剛性構造１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄを有するモールド１の方が、アク
チュエータ９によって同じ大きさの力を加えたとしても、パターン領域ＰＲの圧縮応力は
大きくなるので、変形量も大きくなる。変形量が大きければ、より大きな形状差を補正す
ることができる。すなわち、加えられる力に対応するモールドのパターン領域ＰＲの変化
量が比例関係にあるような場合には、低剛性構造を有するモールドの方が、低剛性構造を
有しないモールドに比べて比例係数が大きいといえる。
【００５１】
　以上のように、低剛性構造を有するモールド１を有するインプリント装置では、アクチ
ュエータ９によるモールド１のパターン領域ＰＲの変形量を大きくすることが可能となる
。つまり、同じ大きさの力を加えた場合でもアクチュエータ９によって形状差を補正でき
る範囲を拡大することが可能となる。これによって、所望の形状補正が行えるようになり
、重ね合わせ精度を改善し、歩留まりを向上させることができる。
【００５２】
　次に、図６を用いて、モールド１がインプリント装置１０にロードおよびアンロードさ
れる際のインプリント装置における処理の流れを説明する。インプリント処理に用いられ
るモールド１は、所望のパターンがインプリントできるように、適宜交換することができ
、モールド１が交換さするタイミングで本処理が行われる。このモールド１のロードおよ
びアンロード処理は、制御部８によって制御される。
【００５３】
　ステップＳ２１では、制御部８は、モールド１をインプリント装置１０内部に搬入し、
モールド保持部３ａに取り付けるよう制御する。
【００５４】
　ステップＳ２２では、制御部８のモールド情報取得部４０は、ステップＳ２１で搬入さ
れモールド保持部３ａに保持されたモールド１のモールド情報を取得する。そして、取得
されたモールド情報に基づいて、搬入されたモールドが低剛性構造を有するモールドであ
るか特定する。
【００５５】
　なお、低剛性構造を有するかの情報は、例えば、ＧＵＩでユーザーが入力した情報から
取得してもよい。または、モールド１に２次元バーコードなどを貼り付け、そこに低剛性
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構造を有するかの情報を記録しておき、モールド１の搬入時に２次元バーコードを読み込
んで取得してもよい。あるいは、モールド１がインプリント装置１０に移載される際に、
工場の生産管理システムからネットワークを介して低剛性構造を有するかの情報を受け取
ってもよい。また。モールド１が低剛性構造を有する場合にはあわせて、低剛性構造の形
状や寸法に関する情報を追加で有するとさらに良い。
【００５６】
　ステップＳ２３では、制御部８は、ステップＳ２２で取得したモールド情報に基づいて
、制御パラメータを決定する。具体的にはステップＳ２２で取得したモールド情報から低
剛性構造を有するモールド１であると判断された場合には、図５（ｂ）を用いて説明した
低剛性構造による効果を考慮した制御パラメータを使用パラメータとして決定する。一方
、モールド情報からステップＳ２１でロードされたモールド１が低剛性構造を有しないモ
ールド１であると特定された場合には、図５（ａ）に示すパターンＰＲの変形に即した制
御パラメータを使用パラメータとして決定する。すなわち、モールド１が低剛性構造を有
している場合には、低剛性構造を有していないモールド１の場合と、異なる制御が行われ
る。また、制御パラメータは、パターンＰＲが適切に変形するように、１つの側面に設け
られた複数のアクチュエータにおいて異なる制御がなされるように、それぞれ個別に設け
られていることが好ましい。
【００５７】
　なお、アクチュエータ９がモールド１に対して加える力に対して、低剛性構造を有さな
い場合と有する場合での変形量の比で制御ゲインを調整してもよい。例えば、低剛性構造
を有さない場合に対して低剛性構造を有する場合の変形量が２倍大きくなる場合には、低
剛性構造のモールド１が搬入されたときに設定されている制御パラメータの制御ゲインを
１／２倍（＝０．５倍）とする。このような変形量の比は、低剛性構造の形状、寸法によ
って変わりうるため、モールド情報に形状、寸法情報が含まれる場合には、これらを加味
して、変形量の比を決めてもよい。このような変形量の比は、あらかじめ実験によって求
めておいてもよいし、有限要素法などのシミュレーションを用いて求めておいてもよい。
【００５８】
　ステップＳ２４では、制御部８は、図４で説明したインプリント処理を行う。図４のス
テップＳ１５で用いられる制御パラメータは、ステップＳ２３で決定された制御パラメー
タである。
【００５９】
　ステップＳ２５では、制御部８は、モールド１の交換指示に応じて、モールド１をイン
プリント装置外にアンロードするように制御する。
【００６０】
　以上のようなモールド情報を取得した制御を行うことにより、低剛性構造を有するモー
ルドと低剛性構造を有しないモールドのいずれも共通のインプリント装置１０で使用する
ことができる。
【００６１】
　以上説明したインプリント装置１０を用いて形成される硬化物のパターンは、各種物品
の少なくとも一部に恒久的に、或いは各種物品を製造する際に一時的に、用いられる。
【００６２】
　物品とは、電気回路素子、光学素子、ＭＥＭＳ、記録素子、センサ、或いは、型等であ
る。電気回路素子としては、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、フラッシュメモリ、ＭＲＡＭのような
、揮発性或いは不揮発性の半導体メモリや、ＬＳＩ、ＣＣＤ、イメージセンサ、ＦＰＧＡ
のような半導体素子等が挙げられる。型としては、インプリント用のモールド等が挙げら
れる。
【００６３】
　硬化物のパターンは、上記物品の少なくとも一部の構成部材として、そのまま用いられ
るか、或いは、レジストマスクとして一時的に用いられる。基板の加工工程においてエッ
チング又はイオン注入等が行われた後、レジストマスクは除去される。
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　次に、上述のインプリント装置によって基板にパターンを形成し、該パターンが形成さ
れた基板を処理し、該処理が行われた基板から物品を製造する物品製造方法について説明
する。図７（ａ）に示すように、絶縁体等の被加工材２ｚが表面に形成されたシリコンウ
エハ等の基板１ｚを用意し、続いて、インクジェット法等により、被加工材２ｚの表面に
インプリント材３ｚを付与する。ここでは、複数の液滴状になったインプリント材３ｚが
基板上に付与された様子を示している。
【００６５】
　図７（ｂ）に示すように、インプリント用のモールド４ｚを、その凹凸パターンが形成
された側を基板上のインプリント材３ｚに向け、対向させる。図７（ｃ）に示すように、
インプリント材３ｚが付与された基板１とモールド４ｚとを接触させ、圧力を加える。イ
ンプリント材３ｚはモールド４ｚと被加工材２ｚとの隙間に充填される。この状態で硬化
用のエネルギーとして光をモールド４ｚを介して照射すると、インプリント材３ｚは硬化
する。
【００６６】
　図７（ｄ）に示すように、インプリント材３ｚを硬化させた後、モールド４ｚと基板１
ｚを引き離すと、基板１ｚ上にインプリント材３ｚの硬化物のパターンが形成される。こ
の硬化物のパターンは、モールドの凹部が硬化物の凸部に、モールドの凸部が硬化物の凹
部に対応した形状になっており、即ち、インプリント材３ｚにモールド４ｚの凹凸パター
ンが転写されたことになる。
【００６７】
　図７（ｅ）に示すように、硬化物のパターンを耐エッチングマスクとしてエッチングを
行うと、被加工材２ｚの表面のうち、硬化物が無いか或いは薄く残存した部分が除去され
、溝５ｚとなる。図６（ｆ）に示すように、硬化物のパターンを除去すると、被加工材２
ｚの表面に溝５ｚが形成された物品を得ることができる。ここでは硬化物のパターンを除
去したが、加工後も除去せずに、例えば、半導体素子等に含まれる層間絶縁用の膜、つま
り、物品の構成部材として利用してもよい。
【００６８】
　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。
【符号の説明】
【００６９】
　１　モールド
　ＰＲ　パターン領域
　２　基板
　３　位置決め機構
　４　基板位置決め機構
　５　計測部
　６　硬化部
　７　供給部
　８　制御部
　９　アクチュエータ
　１０　インプリント装置
　２０　相対位置決め機構
　３０　アライメント機構
　４０　モールド情報取得部
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