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(57)【要約】
　光反応性組成物の少なくとも一部を少なくとも２つの
光子を同時に吸収させるのに十分な光に撮像的に露光す
ることを含む方法であって、これにより組成物が露光さ
れる箇所で少なくとも１つの酸又はラジカル開始化学反
応を誘発する。撮像的露光は、複数個の光抽出構造体の
少なくとも表面を画定するのに有効なパターンで行われ
る。光抽出構造体のアレイはそれぞれ少なくとも１つの
形状因子を有し、形状因子はアレイ全体に渡って変化し
てよい。少なくとも１つの光抽出構造体は、切頭非球面
体の幾何学的形状を有していてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）光反応性組成物を提供する工程であって、該光反応性組成物が、
　　（１）酸又はラジカル開始化学反応を受けることが可能な少なくとも１つの反応性種
と、
　　（２）少なくとも１つの多光子光開始剤系と、を含む、工程と、
　（ｂ）前記組成物の少なくとも一部を少なくとも２つの光子を同時に吸収させるのに十
分な光に撮像的に露光する工程であって、これにより少なくとも１つの酸又はラジカル開
始化学反応を誘発し、該組成物が、前記光に露光され、該撮像的露光が、光抽出構造体の
アレイの少なくとも表面を画定するのに有効なパターンで行われ、該光抽出構造体のそれ
ぞれが、少なくとも１つの形状因子を有し、該光抽出構造体のアレイが、均一又は不均一
な分布を有する工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法が、前記組成物の生じた露光部分又は生じた非露光部分を除くことにより該組
成物を現像する工程を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法が、前記組成物の少なくとも一部を撮像的に露光した後、該組成物の少なくと
も一部を任意の残りの未反応光反応性組成物の少なくとも一部が反応するのに十分な光に
非撮像的に露光する工程を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記形状因子が、高さ、長さ、幅、及び幾何学的形状から選択される、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記幾何学的形状が、錐体、非球面体、切頭非球面体、切頭錐体、及びこれらの組み合
わせから選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記幾何学的形状が、底面及び側壁を有し、該側壁が該底面において９０°未満の垂直
正接角度を示す、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの前記光抽出構造体の前記形状因子の少なくとも１つが、別の該光抽出
構造体の少なくとも１つの対応する形状因子と異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記分布が不均一である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記分布が不均一であり、前記形状因子の少なくとも１つが前記アレイ全体に渡って変
化する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記形状因子が高さである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記形状因子が前記アレイ全体に渡って規則的に変化する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記光抽出構造のアレイの面密度が該アレイ全体に渡って変化し、及び／又は少なくと
も１つの形状因子が該アレイ全体に渡って変化する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記光抽出構造体の少なくとも過半数が、３００ミクロン未満の高さ、５００ミクロン
未満の長さ又は幅、及び操作波長の半分未満の平均表面粗さを有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記アレイが５～７５％の範囲のフィルファクタを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記光抽出構造体の少なくとも２つが平行でない主軸線を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記反応性種が、硬化性種である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記反応性種が、非硬化性種である、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記多光子光開始剤系が、光化学的有効量の
　（ａ）同時に少なくとも２つの光子を吸収できる少なくとも１つの多光子光増感剤と、
　（ｂ）所望により前記光増感剤の電子励起状態に電子を供与できる該多光子光増感剤と
異なる少なくとも１つの電子供与体と、
　（ｃ）該光増感剤の電子励起状態から電子を受容することにより光増感され、少なくと
も１つのフリーラジカル及び／又は酸を形成できる少なくとも１つの光開始剤と、を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記方法が、前記光反応性組成物を基材に供給し、該組成物と該基材の間に境界面を位
置決めする工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記撮像的露光が、所望の三次元光抽出構造体の複数個の平面スライスの少なくとも周
辺を走査し、同時にスライス厚さ未満の光抽出構造体の表面粗さを実現するように該スラ
イス厚さを変化させることにより行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記方法が、一光子法を使用して行われる非撮像的露光を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項２２】
　前記アレイが、マスター型を含み、該マスター型が、複製用のツールを製造するために
使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ツールが、導光体を製造するために使用される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　（ａ）光反応性組成物を提供する工程であって、該光反応性組成物が、
　　（１）酸又はラジカル開始化学反応を受けることが可能な少なくとも１つの硬化性種
と、
　　（２）光化学的有効量の
　　　（ｉ）フルオレセインより大きい二光子吸収断面を有する多光子光増感剤、
　　　（ｉｉ）所望によりアルキルアリールホウ酸塩類、三級芳香族アルキルアミン類及
びこれらの混合物から選択される少なくとも１つの電子供与体、及び
　　　（ｉｉｉ）ヨードニウム塩類、スルホニウム塩類及びこれらの混合物から選択され
る少なくとも１つの光開始剤、とを含む少なくとも１つの多光子光開始剤系と、を含む、
工程と、
　（ｂ）前記組成物の少なくとも一部を少なくとも２つの光子を同時に吸収させるのに十
分な光に撮像的に露光する工程であって、これにより該組成物が前記光に露光された箇所
で、少なくとも１つの酸又はラジカル開始化学反応が誘発され、該撮像的露光が、光抽出
構造体のアレイの少なくとも表面を画定するのに有効なパターンで行われ、該光抽出構造
体のそれぞれが、高さ、長さ、幅、及び幾何学的形状から選択される少なくとも１つの形
状因子を有し、該光抽出構造体のアレイが不均一な分布を有し、該光抽出構造体のアレイ
が、前記アレイ全体に渡って面密度及び／又は少なくとも１つの該形状因子に変化を示す
、工程と、
　（ｃ）前記組成物の生じた非露光部分の少なくとも一部を除くことにより、該組成物を
現像する工程と、を含む、方法。
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【請求項２５】
　前記組成物の少なくとも一部を撮像的に露光し、該組成物を現像した後、前記方法が、
該組成物の少なくとも一部を、前記光反応性組成物の任意の残りの非露光部分の少なくと
も一部の反応を行うのに十分な光に非撮像的に露光する工程を含む、請求項２４に記載の
方法。
【請求項２６】
　前記方法が、前記光反応性組成物を基材に供給する工程、及び該組成物と該基材との間
に境界面を位置決めする工程を更に含み、前記撮像的露光が、所望の三次元光抽出構造体
の複数個の平面スライスの少なくとも周辺を走査し、同時にスライス厚さ未満の光抽出構
造体の表面粗さを実現するように該スライス厚さを変化させることにより行われる、請求
項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記形状因子の少なくとも１つが前記アレイ全体に渡って変化する、請求項２４に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記形状因子の少なくとも１つが前記アレイ全体に渡って規則的に変化する、請求項２
４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記面密度と少なくとも１つの前記形状因子との両方が前記アレイ全体に渡って変化す
る、請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記幾何学的形状が、錐体、非球面体、切頭非球面体、切頭錐体、及びこれらの組み合
わせから選択される、請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体を備えた光抽出構造体アレイであって、該
光抽出構造体のそれぞれが主軸線及び少なくとも１つの形状因子を有し、該複数個の光抽
出構造体が、該複数個全体に渡る、面密度と、少なくとも１つの該形状因子と、該主軸線
とにおいて、変化を示す、光抽出構造体アレイ。
【請求項３２】
　前記変化が、前記面密度と、前記形状因子と、前記主軸線との中の少なくとも１つにお
いて、前記複数個の光抽出構造体全体に渡って不規則的である、請求項３１に記載の光抽
出構造体アレイ。
【請求項３３】
　前記光抽出構造体の少なくとも１つが、切頭錐体、切頭非球面体、及びこれらの組み合
わせから選択される幾何学的形状を有する、請求項３１に記載の光抽出構造体アレイ。
【請求項３４】
　不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体を備えた光抽出構造体アレイであって、該
光抽出構造体のそれぞれが幾何学的形状を有し、少なくとも１つの該光抽出構造体の該幾
何学的形状が切頭非球面体である、光抽出構造体アレイ。
【請求項３５】
　請求項３１に記載の光抽出構造体アレイを備えた、導光体。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の光抽出構造体アレイを備えた、導光体。
【請求項３７】
　請求項３５に記載の導光体を備えた、光学デバイス。
【請求項３８】
　請求項３６に記載の導光体を備えた、光学デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　（優先権の主張）
　本願は、２００６年５月１８日に出願された米国仮出願第６０／７４７，６０９号の優
先権を主張するものであり、その仮出願の内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、光抽出構造体、光抽出構造体アレイ、及び／又は光抽出構造体アレイのマス
ター型を製造する方法に関し、別の観点では、この方法により製造された光抽出構造体、
光抽出構造体アレイ、及び／又は光抽出構造体アレイのマスター型に関する。本発明は、
光抽出構造体アレイを備えた導光体、及び導光体を備えた物品にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　種々のデバイスが電子ディスプレイ及びキーパッドの照明用に提案されている。これら
のデバイスには、背面照明パネル、前面照明パネル、コンセントレータ、反射材、構造化
された表面フィルム、及び光を方向転換、視準、分配、ないしは別の方法で操作するため
のその他の光学デバイスが挙げられる。受動光学構成要素（例えば、レンズ、プリズム、
ミラー、及び光抽出構造体）は、既知であり、光学系に使用され、光学放射線を収集、分
配、又は修正する。
【０００４】
　光の効率的な使用は、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップコンピュータで使用
されるようなバッテリー電源の電子ディスプレイ及びキーパッドにおいて特に重要である
。照明効率を向上させることにより、バッテリーの耐用期間の延長、及び／又はバッテリ
ーの小型化が可能になる。照明効率を向上させ、背面照明液晶ディスプレイの見かけ上の
輝度を高めるために、一般にプリズム状フィルムが使用されている。キーパッドでは、こ
の目的のために、一般に複数の光源（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））が使用されて
いる。
【０００５】
　電子ディスプレイ及びキーパッドにおいて、照明の質も重要な考慮事項である。背面照
明ディスプレイ又はキーパッドにおける照明の質の１つの目安には、輝度の均一性が挙げ
られる。ディスプレイ（及び、幾分程度は低いが、キーパッド）は、一般に接近して注視
されたり、あるいは長時間使用されるため、比較的小さな輝度の差異も容易に認識される
可能性がある。このような輝度にばらつきのある機種は、ユーザーを悩ませたり、いらだ
たせる恐れがある。不均一性を和らげたり、隠すために、光散乱素子（例えば、拡散板）
が使用される場合がある。しかしながら、このような散乱素子は、ディスプレイ又はキー
パッドの輝度全体に悪影響を及ぼす恐れがある。
【０００６】
　輝度の均一性を実現するため、もう１つの選択肢として複数の光源が使用可能であるが
、この方法にはバッテリーの耐用期間が短くなるという短所が伴う。従って、複数個の光
抽出構造体を備えた導光体の開発も含め、より限られた数の光源から光を効率的に分配す
る種々の手段を開発することに一部の関心が寄せられている。このような光抽出構造体、
並びに光抽出構造体アレイは、多くの異なる技術で製造されているが、各技術にはそれぞ
れ異なる長所と短所が存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明者らは、様々な異なる用途の品質、コスト及び／又は性能要求を満たす
ことができる導光体を製造するために使用可能な方法に対する要望があることを認識して
いる。とりわけ、本発明者らは、輝度の均一性及びバッテリーの長期耐用期間（又はバッ
テリーの小型化）を可能にする効率的な導光体の提供に使用できる光抽出構造体及び光抽
出構造体アレイを製造できる方法に対する要望を認識している。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　簡潔に言えば、ある態様では、本発明は、光抽出構造体アレイ又は光抽出構造体アレイ
のマスター型を製造する方法を提供する。本方法は、光反応性組成物を提供する工程を含
み、光反応性組成物は、（ａ）酸又はラジカル開始化学反応を行うことが可能な少なくと
も１つの反応性種と、（ｂ）少なくとも１つの多光子光開始剤系とを含む。好ましくは、
反応性種は、硬化性種（より好ましくは、モノマー類、オリゴマー類及び反応性ポリマー
類からなる群から選択される硬化性種）である。
【０００９】
　組成物の少なくとも一部は、少なくとも２つの光子を同時に吸収させるのに十分な光に
撮像的に露光可能であり、それによって少なくとも１つの酸又はラジカル開始化学反応が
誘発され、組成物が光に露光される。
【００１０】
　撮像的露光は、光抽出構造体のアレイの少なくとも表面を画定するのに有効なパターン
で実行可能であり、光抽出構造体のそれぞれは少なくとも１つの形状因子を有し、光抽出
構造体のアレイの分布は均一でも不均一であってもよい。一般に、分布は不均一である可
能性があり、及び／又は少なくとも１つの光抽出構造体の形状因子は別の少なくとも１つ
の光抽出構造体の形状因子と異なっている可能性がある。
【００１１】
　組成物は、場合により、組成物の生じた露光部分又は生じた非露光部分を除くことによ
り現像可能である。場合により、組成物の少なくとも一部を撮像的に露光した後、組成物
の少なくとも一部を残りの未反応光反応性組成物のどれかの少なくとも一部を反応させる
のに十分な光に非撮像的に露光することができる。
【００１２】
　好ましくは、アレイの分布は不均一であり、少なくとも１つの形状因子（好ましくは、
高さ）が、光抽出構造体のアレイ全体に渡って（又はアレイ内の配置に応じて）少なくと
もある程度（好ましくは、規則的に）異なっている。少なくとも１つの光抽出構造体の高
さ（又は別の寸法）及び／又は幾何学的形状が、アレイ内の他の少なくとも１つの光抽出
構造体の高さ及び／又は幾何学的形状と異なっている場合、形状因子が異なっていると言
える。アレイ内の２つの光抽出構造体が重ね合わせ可能にスケール変更できない場合、幾
何学的形状が異なっていると言える。好ましくは、光抽出構造体のアレイの面密度はアレ
イ全体に渡って異なっており、及び／又は少なくとも１つの形状因子がアレイ全体に渡っ
て異なっている（より好ましくは、面密度及び少なくとも１つの形状因子が共にアレイ全
体に渡って異なっており、更に好ましくは、面密度及び高さが共にアレイ全体に渡って異
なっており、最も好ましくは、アレイ全体に渡って光抽出構造体の高さが増すにつれて面
密度が増加する）。
【００１３】
　多光子光製造方法は、異なる光学特性を有する光抽出構造体アレイ（例えば、光抽出の
空間的変化を示すアレイ）の製造に十分適用可能なことが知られている。驚いたことに、
本発明の方法は、単一アレイの様々な個々の光抽出構造体特性を製造する際に融通性と制
御を提供でき、更には好ましくは低レベルの平均表面粗さを実現するために使用でき、同
時に業界で許容できる製造速度又は「処理能力」を維持できる。又、そのような融通性と
制御が、様々なフィルファクタ及び／又は様々な分布の均一度を備えるアレイの生産を容
易にできる。
【００１４】
　本発明の方法は、比較的低コストの材料（例えば、ポリマー類）の使用を包含し、比較
的容易に光電子デバイスの製造に使用される製造方法に統合できる。又、前記方法は、経
済的な複製（例えば、マスター型の製造により）を可能にする。更に、前記方法は、幾何
学的形状及び高さが様々に異なる（つまり、形状因子が異なる）光抽出構造体、並びに対
称性（又は非対称性）及びフィルファクタが様々に異なるアレイを弾力的にかつ制御可能
に製造可能であり、それによってこのような各タイプの光抽出構造体及び光抽出構造体ア
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レイは別個の制御された光学特性を有する。
【００１５】
　従って、本発明の方法の少なくとも一部の実施形態は、種々の異なる用途の品質、コス
ト、及び／又は性能要求を満たすことができ、更に、とりわけ輝度の均一性及びバッテリ
ーの長期耐用期間（又はバッテリーの小型化）を可能にする効率的な導光体を提供するこ
とができる、光抽出構造体アレイの製造方法に関する上記の要望に適合する。本発明の方
法で製造された光抽出構造体アレイは、例えば、背面照明ディスプレイ及び背面照明キー
パッドなど、多くの光学的用途で使用するのに好適であることができる。
【００１６】
　別の態様では、本発明は次のものも提供する：
　不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体を備えた光抽出構造体アレイであって、光
抽出構造体がそれぞれ主軸線及び少なくとも１つの形状因子を有し、複数個の光抽出構造
体が全体に渡って面密度、少なくとも１つの形状因子、及び主軸線に変化を示す、光抽出
構造体アレイ；
　不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体を備えた光抽出構造体アレイであって、光
抽出構造体がそれぞれ幾何学的形状を有し、少なくとも１つの光抽出構造体の幾何学的形
状が切頭非球面体である、光抽出構造体アレイ；
　アレイを備えた導光体；及び
　導光体を備えた光学デバイス（例えば、背面照明ディスプレイ又は背面照明キーパッド
）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　定義
　本特許出願で使用する場合：
　「平均表面粗さ」は、光抽出構造体の実際の表面特性の平均偏差及びその平均表面特性
を意味する。
【００１８】
　「硬化」は、重合及び／又は架橋を引き起こすことを意味する。
【００１９】
　「電子励起状態」は、分子の電子基底状態よりエネルギーが高い電子状態を意味する。
電子励起状態は、電磁放射線の吸収により達成可能であり、１０－１３秒を超す寿命を有
する。
【００２０】
　「露光システム」は、光学系に光源を加えたものを意味する。
【００２１】
　「フィルファクタ」（光抽出構造体アレイに関する）は、入射化学線を修正するアレイ
の面積の部分又はパーセンテージを意味する。
【００２２】
　「光抽出構造体」は、光を誘導又は分配可能な（少なくとも約１マイクロメートルの長
さ、幅、及び高さを有する）ミクロ構造体を意味する（例えば、導光体内に光を分配した
り、導光体から光を誘導する、凸型又は凹型ミクロ構造体）。
【００２３】
　「マスター型」は、複製用ツールの製造に使用可能な初代製造の物品を意味する。
【００２４】
　「多光子吸収」は、同エネルギーの１つの光子を吸収してもエネルギー的に達成不可能
な反応性の電子励起状態に達するように、２つ以上の光子を同時に吸収することを意味す
る。
【００２５】
　「光学系」は、光を制御するためのシステムを意味する。光学系には、レンズなどの屈
折光学素子、ミラーなどの反射光学素子、及び回折格子などの回折光学素子から選択され



(8) JP 2009-537870 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

る少なくとも１つの素子が含まれる。光学素子には、拡散板、導波路、及びその他の光学
分野で既知の素子が含まれてもよい。
【００２６】
　（光開始剤系の構成要素の）「光化学的に効果的な量」は、選択した露光条件（例えば
、密度、粘度、色、ｐＨ、屈折率、又はその他の物理化学的特性における変化で分かるよ
うな）で、反応性種を少なくとも部分的に反応させることができる十分な量を意味する。
【００２７】
　「光増感剤」は、光開始剤の活性化に必要なエネルギーより低いエネルギーの光を吸収
し、光開始剤と相互作用して光開始性種を生成することにより、光開始剤の活性化に必要
なエネルギーを低下させる分子を意味する。
【００２８】
　（光抽出構造体に関する）「形状因子」は、構造の寸法（長さ、幅、又は高さ）若しく
は幾何学的形状を意味する。
【００２９】
　「同時」は、１０－１４秒以下の時間内に発生する２つの事象を意味する。
【００３０】
　「十分な光」は、多光子吸収を引き起こすのに十分な強度で適切な波長の光を意味する
。
【００３１】
　「三次元の光パターン」は、光エネルギー分布が、容積として、又は単一平面ではなく
多平面上に存在する光学画像を意味する。
【００３２】
　反応種
　光反応組成物内で使用するのに好適な反応種には、硬化性の化学種と非硬化性の化学種
の双方が挙げられる。硬化性の化学種が一般に好ましく、又硬化性の化学種には、例えば
、付加重合性モノマー及びオリゴマーと付加架橋性ポリマー（例えばアクリレート、メタ
クリレート、及びスチレンなどの特定のビニル化合物を含む、ラジカル重合性又は架橋性
のエチレン系不飽和の化学種）、更には、カチオン重合性モノマー及びオリゴマーとカチ
オン架橋性ポリマー（この化学種は最も一般的には酸開始されており、又この化学種には
、例えばエポキシ、ビニルエーテル、シアネートエステルなどが挙げられる）、その他同
種のもの、並びにそれらの混合物が挙げられる。
【００３３】
　好適なエチレン系不飽和の化学種については、例えば、パラツォット（Palazzotto）ら
によって米国特許第５，５４５，６７６号において第１欄６５行から第２欄２６行で述べ
られており、モノアクリレート、ジアクリレート、ポリアクリレート及びメタクリレート
（例えば、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、イソプロ
ピルメタクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、ステアリルアクリレート、アリルアク
リレート、グリセロールジアクリレート、グリセロールトリアクリレート、エチレングリ
コールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコール
ジメタクリレート、１，３－プロパンジオールジアクリレート、１，３－プロパンジオー
ルジメタクリレート、トリメチロールトリアクリレート、１，２，４－ブタントリオール
トリメタクリレート、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、ペンタエリスリ
トールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリト
ールテトラメタクリレート、ソルビトールヘキサアクリレート、ビス［１－（２－アクリ
ルオキシ）］－ｐ－エトキシフェニルジメチルメタン、ビス［１－（３－アクリルオキシ
－２－ヒドロキシ）］－ｐ－プロポキシフェニルジメチルメタン、トリスヒドロキシエチ
ル－イソシアヌレートトリメタクリレート、分子量が約２００～５００のポリエチレング
リコールのビスアクリレート及びビスメタクリレート、米国特許第４，６５２，２７４号
のものなどのアクリル化モノマーと米国特許第４，６４２，１２６号のものなどのアクリ
ル化オリゴマーとの共重合性混合物）、不飽和酸アミド（例えば、メチレンビスアクリレ
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ート、メチレンビスメタクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビスアクリルアミド、ジ
エチレントリアミン、トリスアクリルアミド及びベータメタクリルアミノエチルメタクリ
レート）、ビニル化合物（例えば、スチレン、ジアリルフタレート、ジビニルスクシネー
ト、ジビニルアジペート、及びジビニルフタレート）、その他同種のもの、並びにそれら
の混合物が挙げられる。好適な反応性ポリマーには、例えば１から約５０のアクリル（メ
タクリート）基をポリマー鎖ごとに有する、ペンダントアクリレート（メタクリレート）
基を有するポリマーが挙げられる。そのようなポリマーの例には、サートマー（Sartomer
）社から入手可能なＳａｒｂｏｘ（商標）樹脂（例えば、Ｓａｒｂｏｘ（商標）４００、
４０１、４０２、４０４、及び４０５）などの芳香族酸（メタクリレート）アクリレート
半エステル樹脂が挙げられる。フリーラジカル化学によって硬化可能な他の有用な反応性
ポリマーには、ヒドロカルビル主鎖と、米国特許第５，２３５，０１５号（アリ（Ali）
ら）において記載されているものなど、ラジカル重合可能な官能性を付与されたペンダン
トペプチド基とを有するポリマーが挙げられる。２つ以上のモノマー、オリゴマー、及び
／又は反応性高分子の混合物を、所望に応じて使用することができる。好ましいエチレン
不飽和性の化学種には、アクリレート、芳香族酸（メタクリレート）アクリレート半エス
テル樹脂、及び、ヒドロカルビル主鎖と、ラジカル重合化可能な官能性を付与されたペン
ダントペプチド基とを有するポリマーが挙げられる。
【００３４】
　好適なカチオン反応性の化学種については、例えばオクスマン（Oxman）らによって米
国特許第５，９９８，４９５号及び６，０２５，４０６号において記載されており、又こ
の化学種はエポキシ樹脂を含んでいる。そのような材料は、概してエポキシドと呼ばれる
ものであり、低分子量のエポキシ化合物と高分子量型のエポキシドとがあり、脂肪族、脂
環式、芳香族、又は複素環式となりうる。これらの材料は一般に、平均して、分子１個あ
たり少なくとも１個（好ましくは少なくとも約１．５個、より好ましくは少なくとも約２
個）の重合可能なエポキシ基を有している。ポリマーエポキシドには、末端エポキシ基を
有する線状ポリマー（例えば、ポリオキシアルキレングリコールのジグリシジルエーテル
）、骨格オキシラン単位を有するポリマー（例えば、ポリブタジエンポリエポキシド）、
ペンダントエポキシ基を有するポリマー（例えば、グリシジルメタクリレートポリマー又
はコポリマー）が挙げられる。エポキシドは、純粋化合物とすることができ、又、分子１
個当たり１個、２個、又はそれ以上のエポキシ基を含有する化合物の混合物とすることが
できる。これらのエポキシ含有材料は、主鎖及び置換基の種類において、非常に多様とな
りうる。例えば、主鎖は任意の種類とすることができ、又、その主鎖上の置換基は、カチ
オン硬化を室温で実質的に妨げることのない任意の基とすることができる。許容しうる置
換基の実例には、ハロゲン、エステル基、エーテル、スルホネート基、シロキサン基、ニ
トロ基、リン酸基、及び同種のものが挙げられる。エポキシ含有材料の分子量は、約５８
から約１００，０００以上まで様々となりうる。
【００３５】
　有用な他のエポキシ含有材料には、以下の式のグリシジルエーテルモノマーが挙げられ
る。
【００３６】
【化１】

【００３７】
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　上式で、Ｒ’はアルキル又はアリールであり、ｎは１から８の整数である。その実例は
、多価フェノールをエピクロロヒドリンなどの過剰なクロロヒドリンと反応させることに
よって得られる、多価フェノールのグリシジルエーテル（例えば、２，２－ビス－（２，
３－エポキシプロポキシフェノール）－プロパンのグリシジルエーテル）である。この種
のエポキシドの更なる例が、米国特許第３，０１８，２６２号に、又、「エポキシ樹脂ハ
ンドブック（Handbook of Epoxy Resins）」、リー及びネビル（Lee and Neville）著、
ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９６７）に記載され
ている。
【００３８】
　多数の商業的に入手可能なエポキシモノマー又は樹脂を使用することができる。容易に
入手可能なエポキシドには、オクタデシレンオキシド、エピクロロヒドリン、スチレンオ
キシド、ビニルシクロヘキセンオキシド、グリコール、グリシジルメタクリレート、ビス
フェノールＡのジグリシジルエーテル（例えば、オハイオ州コロンバス（Columbus）のヘ
キシオンスペシャルティケミカルズ社（Hexion Specialty Chemicals, Inc.）から「ＥＰ
ＯＮ　８１５Ｃ」、「ＥＰＯＮ　８１３」、「ＥＰＯＮ　８２８」、「ＥＰＯＮ　１００
４Ｆ」、及び「ＥＰＯＮ　１００１Ｆ」の商標表記で入手可能なもの）、及びビスフェノ
ールＦのジグリシジルエーテル（例えば、スイス国バーゼル（Basel）のチバスペシャル
ティケミカルズホールディング社（Ciba Specialty Chemicals Holding Company）から「
ＡＲＡＬＤＩＴＥ　ＧＹ２８１」の商標表記で、又、オハイオ州コロンバス（Columbus）
のヘキシオンスペシャルティケミカルズ社（Hexion Specialty Chemicals, Inc.）から「
ＥＰＯＮ　８６２」の商標表記で入手可能なもの）が挙げられるが、これらに限定するも
のではない。他の芳香族エポキシ樹脂には、マサチューセッツ州ニュートン（Newton）の
マイクロケム社（MicroChem Corp.）から入手可能なＳＵ－８樹脂が挙げられる。
【００３９】
　他の例示的なエポキシモノマーには、ビニルシクロヘキセンジオキシド（ペンシルベニ
ア州ウェストチェスター（West Chester）のＳＰＩサプライズ社（SPI Supplies）から入
手可能）、４－ビニル－１－シクロヘキセンジオキシドジエポキシド（ウィスコンシン州
ミルウォーキー（Milwaukee）のアルドリッチケミカル社（Aldrich Chemical Co.）から
入手可能）、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３，４－エポキシシクロヘキセン
（例えば、ミシガン州ミッドランド（Midland）のダウケミカル社（Dow Chemical Co.）
から商標表記「ＣＹＲＡＣＵＲＥ　ＵＶＲー６１１０」として入手可能なもの）、３，４
－エポキシ－６－メチルシクロヘキシルメチル－３，４－エポキシ－６－メチル－シクロ
ヘキサンカーボネート、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル－５，５－スピロ－３，
４－エポキシ）シクロヘキサン－メタジオキサン、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシ
ルメチル）アジペート（例えば、ダウケミカル社（Dow Chemical Co.）から商標表記「Ｃ
ＹＲＡＣＵＲＥ　ＵＶＲ－６１２８」として入手可能なもの）、ビス（３，４－エポキシ
－６－メチルシクロヘキシルメチル）アジペート、３，４－エポキシ－６－メチルシクロ
ヘキサンカルボキシレート、及びジペンテンジオキシドが挙げられる。
【００４０】
　更に他の例示的なエポキシ樹脂として、エポキシ化ポリブタジエン（例えば、ペンシル
ベニア州エクストン（Exton）のサートマー社（Sartomer Co., Inc.）から商標表記「Ｐ
ＯＬＹ　ＢＤ６０５Ｅ」として入手化なもの）、エポキシシラン（例えば、ウィスコンシ
ン州ミルウォーキー（Milwaukee）のアルドリッチケミカル社（Aldrich Chemical Co.）
から商業的に入手可能な３，４－エポキシシクロヘキシルエチルトリメトキシシラン及び
３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）、難燃性エポキシモノマー（例えば、ミ
シガン州ミッドランド（Midland）のダウケミカル社（Dow Chemical Co.）から入手可能
な、臭素化ビスフェノール型エポキシモノマーであって、商標表記「ＤＥＲ－５４２」と
して入手可能なもの）、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル（例えば、チバス
ペシャルティケミカルズ社（Ciba Specialty Chemicals）から商標表記「ＡＲＡＬＤＩＴ
Ｅ　ＲＤ－２」として入手可能なもの）、臭素化ビスフェノールＡ－エピクロロヒドリン
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系エポキシモノマー（例えば、ヘキシオンスペシャルティケミカルズ社（Hexion Special
ty Chemicals, Inc.）から商標表記「ＥＰＯＮＥＸ　１５１０」として入手可能なもの）
、フェノール－ホルムアルデヒドノボラックのポリグリシジルエーテル（例えば、ダウケ
ミカル社（Dow Chemical Co.）から商標表記「ＤＥＮ－４３１」及び「ＤＥＮ－４３８」
として入手可能なもの）、並びに、アトフィナケミカルズ社（Atofina Chemicals）（ペ
ンシルベニア州フィラデルフィア（Philadelphia））から商標表記「ＶＩＫＯＬＯＸ」及
び「ＶＩＫＯＦＬＥＸ」として入手可能な、エポキシ化した亜麻仁油及び大豆油などのエ
ポキシ化した植物油が挙げられる。
【００４１】
　更なる好適なエポキシ樹脂には、ヘキシオンスペシャルティケミカルズ社（Hexion Spe
cialty Chemicals, Inc.）（オハイオ州コロンバス（Columbus））から商標表記「ＨＥＬ
ＯＸＹ」として商業的に入手可能なアルキルグリシジルエーテルが挙げられる。例示的な
モノマーには、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　７」（Ｃ８～Ｃ１０アルキルグリシジ
ルエーテル）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　８」（Ｃ１２～Ｃ１４アルキルグリシ
ジルエーテル）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　６１」（ブチルグリシジルエーテル
）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　６２」（クレシルグリシジルエーテル）、「ＨＥ
ＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　６５」（ｐ－ｔ－ブチルフェニルグリシジルエーテル）、「
ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　６７」（１，４－ブタンジオールのジグリシジルエーテ
ル）、「ＨＥＬＯＸＹ　６８」（ネオペンチルグリコールのジグリシジルエーテル）、「
ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　１０７」（シクロヘキサンジメタノールのジグリシジル
エーテル）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　４４」（トリメチロールエタントリグリ
シジルエーテル）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　４８」（トリメチロールプロパン
トリグリシジルエーテル）、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　８４」（脂肪族ポリオー
ルのポリグリシジルエーテル）、及び、「ＨＥＬＯＸＹ　ＭＯＤＦＩＥＲ　３２」（ポリ
グリコールジエポキシド）が挙げられる。
【００４２】
　他の有用なエポキシ樹脂は、グリシドールのアクリル酸エーテル（グリシジルアクリレ
ート及びグリシジルメタクリレートなど）と１つ以上の共重合性ビニル化合物とのコポリ
マーを含んでいる。そのようなコポリマーの例が、１：１のスチレン－グリシジルメタク
リレート及び１：１のメチルメタクリレート－グリシジルアクリレートである。他の有用
なエポキシ樹脂類は、周知であり、エピクロロヒドリン類、アルキレンオキシド類（例え
ば、プロピレンオキシド）、スチレンオキシド、アルケニルオキシド類（例えば、ブタジ
エンオキシド）及びグリシジルエステル類（例えば、エチルグリシデート（glycidate）
のようなエポキシド類を包含する。
【００４３】
　有用なエポキシ官能性ポリマーには、ゼネラルエレクトリック社（General Electric C
ompany）から商業的に入手可能な、米国特許第４，２７９，７１７号（エクバーグ（Eckb
erg）ら）に記載されているものなどのエポキシ官能性シリコーンが挙げられる。これら
は、ケイ素原子の１モル％～２０モル％がエポキシアルキル基（好ましくは、米国特許第
５，７５３，３４６号（レイア（Leir）ら）に記載されているように、エポキシシクロヘ
キシルエチル）で置換されたポリジメチルシロキサンである。
【００４４】
　又、種々のエポキシ含有材料の配合物を利用することもできる。そのような配合物は、
エポキシ含有化合物（低分子量（２００未満）、中分子量（約２００から１０００）、及
び高分子量（約１０００超）など）の２つ以上の重量平均分子量分布を備えていてもよい
。その代わりに又はそれに加えて、エポキシ樹脂は、異なる化学的性質（脂肪族及び芳香
族など）又は官能性（極性及び無極性など）を有するエポキシ含有材料の配合物を含むこ
とができる。他のカチオン反応性ポリマー（ビニルエーテル及び同種のものなど）を、所
望に応じて更に混和することができる。
【００４５】



(12) JP 2009-537870 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

　好ましいエポキシには、芳香族グリシジルエポキシ（例えば、ヘキシオンスペシャルテ
ィケミカルズ社（Hexion Specialty Chemicals, Inc.）から入手可能なＥＰＯＮ樹脂、及
びマイクロケム社（MicroChem Corp.）（マサチューセッツ州ニュートン）から入手可能
なＸＰ　ＫＭＰＲ１０５０ストリッパブルＳＵ－８（XP KMPR 1050 strippable SU-8）な
どのＳＵ－８樹脂）、及びこれらの混合物が挙げられる。より好ましいのは、ＳＵ－８樹
脂及びこれらの混合物である。
【００４６】
　又、好適なカチオン反応性の化学種には、ビニルエーテルモノマー、オリゴマー、及び
反応性ポリマー（例えば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ｔ－ブチルビ
ニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル（
ニュージャージー州ウェイン（Wayne）のインターナショナルスペシャルティプロダクツ
社（International Specialty Products）から入手可能なＲＡＰＩ－ＣＵＲＥ　ＤＶＥ－
３）、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、及びノースカロライナ州グリーンズ
ボロ（Greensboro）のモーフレックス社（Morflex, Inc.）によるＶＥＣＴＯＭＥＲジビ
ニルエーテル樹脂（例えば、ＶＥＣＴＯＭＥＲ　１３１２、ＶＥＣＴＯＭＥＲ　４０１０
、ＶＥＣＴＯＭＥＲ　４０５１、及びＶＥＣＴＯＭＥＲ　４０６０、並びに他の製造業者
から入手可能なそれらの等価物）、並びにそれらの混合物が挙げられる。又、１つ以上の
ビニルエーテル及び／又は１つ以上のエポキシ樹脂の（任意の比率における）配合物を利
用することもできる。又、ポリヒドロキシ官能性材料（例えば米国特許第５，８５６，３
７３号（カイサキ（Kaisaki）ら）に記載されているものなど）を、エポキシ－及び／又
はビニルエーテル官能性材料と共に利用することもできる。
【００４７】
　非硬化性の化学種には、例えば、酸又はラジカル誘起反応の際に溶解度が増加しうる反
応性ポリマーが挙げられる。そのような反応性ポリマーには、例えば、光生成した酸によ
って可溶性の酸基へと変換されうるエステル基を持つ非水溶性ポリマー（例えば、ポリ（
４－ｔ－ブトキシカルボニルオキシスチレン））が挙げられる。又、非硬化性の化学種に
は、Ｒ．Ｄ．アレン（R. D. Allen）、Ｇ．Ｍ．ワルラフ（G. M. Wallraff）、Ｗ．Ｄ．
ヒンスバーグ（W. D. Hinsberg）、及びＬ．Ｌ．シンプソン（L. L. Simpson）によって
、「化学増幅フォトレジスト用途のための高性能アクリルポリマー（High Performance A
crylic Polymers for Chemically Amplified Photoresist Applications）」、Ｊ．Ｖａ
ｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂ，９，３３５７（１９９１）に記載された化学増幅フォ
トレジストが挙げられる。化学増幅フォトレジストの構想は、特に０．５サブミクロン（
又は更に０．２サブミクロン）の機構を伴うマイクロチップ製造に、現在では広く用いら
れている。そのようなフォトレジスト系においては、触媒性の化学種（典型的には水素イ
オン）を照射によって生成することができ、この照射によって化学反応の電子なだれが誘
発される。この電子なだれは、より多くの水素イオン又は他の酸性の化学種を生成する反
応を水素イオンが開始し、それによって反応速度が増幅されるときに発生する。典型的な
、酸を触媒とする化学増幅フォトレジスト系の例には、脱保護（例えば、米国特許第４，
４９１，６２８号に記載されているｔ－ブトキシカルボニルオキシスチレンのレジスト、
テトラヒドロピラン（ＴＨＰ）メタクリレート系の物質、米国特許第３，７７９，７７８
号に記載されているものなどのＴＨＰフェノール物質、Ｒ．Ｄアレン（R. D Allen）らに
よってＰｒｏｃ．ＳＰＩＥ　２４３８，４７４（１９９５）に記載されているものなどの
ｔ－ブチルメタクリレート系の物質、その他同種のもの）、解重合（例えば、ポリフタル
アルデヒド系の物質）、及び転位（例えば、ピナコール転位に基づく物質）が挙げられる
。
【００４８】
　所望により、異なる種類の反応種の混合物を光反応性組成物中に利用してもよい。例え
ば、ラジカル反応種とカチオン反応種の混合物も又有用である。
【００４９】
　光開始剤系
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　この光開始剤系は多光子光開始剤系であるが、これは、そのような系を使用することに
より、光の集束ビームの焦点領域に重合作用を制限又は限定することが可能となるからで
ある。そのような系は好ましくは、少なくとも１つの多光子光増感剤と、少なくとも１つ
の光開始剤（又は電子受容体）と、任意選択による少なくとも１つの電子供与体とを含む
二成分又は三成分系である。そのような多成分系は感度の向上をもたらすことができ、光
反応をより短い期間で成し遂げることが可能であり、それによって、サンプル及び／又は
露光系の１つ以上の成分の動きに起因する問題が生じる可能性が減じられる。
【００５０】
　好ましくは、多光子光開始剤系は、光化学的に効果的な量の、（ａ）少なくとも２個の
光子を同時に吸収することが可能であり、任意選択であるが好ましくはフルオロセインよ
りも大きな二光子吸収断面を有する、少なくとも１つの多光子光増感剤と、（ｂ）多光子
光増感剤とは異なるものであり、電子励起状態の光増感剤に電子を供与することが可能な
、任意選択による少なくとも１つの電子供与体化合物と、（ｃ）電子励起状態の光増感剤
から電子を受容することによって光増感することが可能であり、結果として、少なくとも
１つのラジカル及び／又は酸を形成する、少なくとも１つの光開始剤と、を含んでいる。
【００５１】
　或いは、多光子光開始剤系は、少なくとも１つの光開始剤を含んだ一成分系とすること
もできる。一成分多光子光開始剤系として有用な光開始剤には、アシルホスフィンオキシ
ド（例えば、チバ社（Ciba）から商標名Ｉｒｇａｃｕｒｅ（商標）８１９として販売され
ているもの、並びにＢＡＳＦ社（BASF Corporation）によって商標名Ｌｕｃｉｒｉｎ（商
標）ＴＰＯ－Ｌとして販売されている２，４，６トリメチルベンゾイルエトキシフェニル
ホスフィンオキシド）、及び、共有結合されたスルホニウム塩部分を有するスチルベン誘
導体（例えば、Ｗ．Ｚｈｏｕ（チョウ）らによってＳｃｉｅｎｃｅ　２９６、１１０６（
２００２）に記載されているもの）が挙げられる。ベンジルケタールなど、他の従来の紫
外線（ＵＶ）光開始剤を利用することもできるが、それらの多光子光開始感度は一般に比
較的低いものとなる。
【００５２】
　二成分及び三成分多光子光開始剤系において有用な多光子光増感剤、電子供与体、及び
光開始剤（又は電子受容体）について以下で説明する。
【００５３】
　（１）多光子光増感剤
　光反応組成物の多光子光開始剤系における使用に好適な多光子光増感剤は、十分な光に
露光されると少なくとも２つの光子を同時に吸収しうるものである。好ましくは、光増感
剤は、フルオレセインよりも大きい（即ち、３’，６’－ジヒドロキシスピロ［イソベン
ゾフラン－１（３Ｈ），９’－［９Ｈ］キサンテン］３－オンよりも大きい）二光子吸収
断面積を有している。一般に、好ましい断面は、Ｃ．ズ（Xu）及びＷ．Ｗ．ウェブ（W. W
. Webb）によりＪ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．Ｂ、１３巻、４８１頁（１９９６年）（それ
は、マーダー（Marder）及びペリー（Perry）によりＰＣＴ国際公開特許ＷＯ９８／２１
５２１、８５頁１８～２２列に引用されている）に記載された方法で測定される約５０×
１０－５０ｃｍ４秒／光子を超えることができる。
【００５４】
　より好ましくは、光増感剤の二光子吸収断面は、フルオレセインの約１．５倍を超え（
又は、或いは、上記方法で測定される約７５×１０－５０ｃｍ４秒／光子を超える）；更
により好ましくはフルオレセインの約２倍を超え（又は、或いは、約１００×１０－５０

ｃｍ４秒／光子を超える）；最も好ましくはフルオレセインの約３倍を超える（又は、或
いは、約２００×１０－５０ｃｍ４秒／光子を超える）。
【００５５】
　好ましくは、光増感剤は、反応種への可溶性を有するか（反応種が液体である場合）、
或いは、反応種との、又組成物中に含められた任意の結合剤（以下で説明する）との相溶
性を有している。最も好ましくは、光増感剤は又、米国特許第３，７２９，３１３号に記
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を、光増感剤の一光子吸収スペクトルと重なり合う波長範囲（一光子吸収条件）における
連続照射下で増感させることもできる。
【００５６】
　好ましくは、光増感剤は又、幾分かは貯蔵性の考慮事項に基づいて選択することもでき
る。従って、特定の光増感剤の選択は、利用する特定の反応種に（更に、電子供与体組成
物及び／又は光開始剤の選定に）ある程度依存しうるものである。
【００５７】
　特に好ましい多光子光増感剤には、ローダミンＢ（即ち、Ｎ－［９－（２－カルボキシ
フェニル）－６－（ジエチルアミノ）－３Ｈ－キサンテン－３－イリデン］－Ｎ－エチル
エタンアミニウムクロライド又はヘキサフルオロアンチモネート）、並びに、例えばマー
ダー（Marder）及びペリー（Perry）らによって国際特許公開ＷＯ９８／２１５２１及び
ＷＯ９９／５３２４２に記載されている４つの種別の光増感剤など、大きな多光子吸収断
面積を呈するものが挙げられる。４つの種別は以下のように述べることができ、即ち、（
ａ）２つの供与体が共役π（パイ）電子ブリッジに連結されている分子、（ｂ）２つの供
与体が、１つ以上の電子受容基で置換された共役π（パイ）－電子ブリッジに連結されて
いる分子、（ｃ）２つの受容体が共役π（パイ）－電子ブリッジに連結されている分子、
並びに、（ｄ）２つの受容体が、１つ以上の電子供与基で置換された共役π（パイ）－電
子ブリッジに連結されている分子である（ここで、「ブリッジ」は、２つ以上の化学基を
連結する分子断片を意味し、「供与体」は、低いイオン化ポテンシャルを有する原子また
は原子団であって、共役π（パイ）－電子ブリッジに結合されうるものを意味し、「受容
体」は、高い電子親和力を有する原子または原子団であって、共役π（パイ）－電子ブリ
ッジに結合されうるものを意味する）。
【００５８】
　上述の４つの種別の光増感剤は、標準ウィッティヒ条件下でアルデヒドをイリドと反応
させることによって、又は、国際特許公開ＷＯ９８／２１５２１に詳述されているマクマ
リー反応を使用することによって調製することができる。
【００５９】
　その他の化合物が、大きな多光子吸収断面積を有するものとして、ラインハート（Rein
hardt）らによって述べられているが（例えば、米国特許第６，１００，４０５号、第５
，８５９，２５１号、及び第５，７７０，７３７号）、それらの断面積は上記以外の方法
で決定されたものである。
【００６０】
　好ましい光増感剤には、以下の化合物（及びそれらの混合物）が挙げられる。
【００６１】
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【化２】

【００６２】
　（２）電子供与体化合物
　光反応性組成物の多光子光開始剤系に有用な電子供与体化合物は、電子を光増感剤の電
子励起状態に供与できるこれらの化合物（光増感剤自身以外）である。そのような化合物
は、任意選択により、光開始剤系の多光子感光性を増大させ、それによって光反応性組成
物の光反応を成し遂げるのに必要な露光を減少させるために使用することができる。電子
供与体化合物は好ましくは、ゼロより大きく且つｐ－ジメトキシベンゼンの酸化電位以下
である酸化電位を有している。好ましくは、酸化電位は、標準的な飽和カロメル電極（「
Ｓ．Ｃ．Ｅ．」）に対して約０．３ボルトと１ボルトの間である。
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【００６３】
　電子供与体化合物は又、好ましくは反応種への可溶性を有しており、（上述のように）
幾分かは貯蔵性の考慮事項に基づいて選択される。好適な供与体は一般に、望ましい波長
の光に露光されると、光反応性組成物の硬化速度又は画像濃度を増加させることが可能で
ある。
【００６４】
　カチオン反応性の化学種を取り扱うとき、電子供与体化合物は、その塩基性が相当なも
のである場合、カチオン反応に悪影響を及ぼしうることが、当業者には理解されよう。（
例えば、米国特許第６，０２５，４０６号（オクスマン（Oxman）ら）における第７欄６
２行から第８欄４９行の論述を参照。）
　一般に、特定の光増感剤及び光開始剤と共に使用するのに好適な電子供与体化合物は、
（例えば、米国特許第４，８５９，５７２号（ファリド（Farid）ら）において述べられ
ている）３つの成分の酸化電位及び還元電位を比較することによって選択することができ
る。そのような電位は、実験的に（例えば、Ｒ．Ｊ．コックス（R. J. Cox）によって「
写真感度（Photographic Sensitivity）」の第１５章（Chapter 15）、Ａｃａｄｅｍｉｃ
　Ｐｒｅｓｓ（１９７３）で述べられている方法によって）測定することができ、又、Ｎ
．Ｌ．ワインバーグ（Weinburg）監修、有機電解合成の技術パートＩＩ、化学の技術、５
巻（１９７５年）、及びＣ．Ｋ．マン（Mann）及びＫ．Ｋ．バーンズ（Barnes）非水系に
おける電気化学反応（１９７０年）から得ることができる。これらの電位は、相対的なエ
ネルギー関係を反映するものであり、電子供与体化合物を選択する指針として使用するこ
とができる。
【００６５】
　好適な電子供与体化合物には、例えば、Ｄ．Ｆ．イートン（Eaton）によって、「光化
学の進歩（Advances in Photochemistry）」、Ｂ．ボマン（Voman）ら編集、第１３巻（V
olume 13）、ページ４２７～４８８、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ、Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ（１９８６）に、オクスマン（Oxman）らによって米国特許第６，０２５，４
０６号において第７欄４２行～６１行に、又、パラツォット（Palazzotto）らによって米
国特許第５，５４５，６７６号において第４欄１４行から第５欄１８行で述べられている
ものが挙げられる。そのような電子供与体化合物には、アミン（トリエタノールアミン、
ヒドラジン、１，４－ジアゾビシクロ［２．２．２］オクタン、トリフェニルアミン（及
びそのトリフェニルホスフィンとトリフェニルアルシンの類似体）、アミノアルデヒド、
及びアミノシランを含む）、アミド（ホスホルアミドを含む）、エーテル（チオエーテル
を含む）、尿素（チオ尿素を含む）、スルフィン酸とその塩、ヘキサシアノ鉄ＩＩ酸塩、
アスコルビン酸とその塩、ジチオカルバミン酸とその塩、キサントゲン酸塩、エチレンジ
アミン四酢酸の塩、（アルキル）ｎ（アリール）ｍボレートの塩（ｎ＋ｍ＝４）（テトラ
アルキルアンモニウム塩が好ましい）、ＳｎＲ４化合物（ここで、各Ｒは、個別に、アル
キル基、アラルキル（特にベンジル）基、アリール基、及びアルカリル基から選ばれる）
などの種々の有機金属化合物（例えば、ｎ－Ｃ３Ｈ７Ｓｎ（ＣＨ３）３、（アリル）Ｓｎ
（ＣＨ３）３、及び（ベンジル）Ｓｎ（ｎ－Ｃ３Ｈ７）３のような化合物）、フェロセン
、その他同種のもの、並びにそれらの混合物が挙げられる。電子供与体化合物は、未置換
とすることができ、又、１つ以上の非妨害置換基で置換することもできる。特に好ましい
電子供与体化合物は、電子供与体原子（窒素原子、酸素原子、リン原子、またはイオウ原
子など）と、電子供与体原子に対してアルファ位置にある炭素原子又はケイ素原子に結合
された除去可能な水素原子とを含んでいる。
【００６６】
　好ましいアミン電子供与体化合物には、アルキルアミン、アリールアミン、アルカリル
アミン、アラルキルアミン（例えば、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブ
チルアミン、トリエタノールアミン、アミルアミン、ヘキシルアミン、２，４－ジメチル
アニリン、２，３－ジメチルアニリン、ｏ－トルイジン、ｍ－トルイジン、ｐ－トルイジ
ン、ベンジルアミン、アミノピリジン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’



(17) JP 2009-537870 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

－ジエチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジエ
チル－１，３－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジエチル－２－ブテン－１，４－ジアミン
、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－１，６－ヘキサンジアミン、ピペラジン、４，４’－トリメチレ
ンジピペリジン、４，４’－エチレンジピペリジン、ｐ－Ｎ，Ｎ－ジメチル－アミノフェ
ネタノール及びｐ－Ｎ－ジメチルアミノベンゾニトリル）、アミノアルデヒド（例えば、
ｐ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノベンズアルデヒド、ｐ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノベンズアル
デヒド、９－ジュロリジンカルボキシアルデヒド、及び４－モルホリノベンズアルデヒド
）、及び、アミノシラン（例えば、トリメチルシリルモルホリン、トリメチルシリルピペ
リジン、ビス（ジメチルアミノ）ジフェニルシラン、トリス（ジメチルアミノ）メチルシ
ラン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノトリメチルシラン、トリス（ジメチルアミノ）フェニルシ
ラン、トリス（メチルシリル）アミン、トリス（ジメチルシリル）アミン、ビス（ジメチ
ルシリル）アミン、Ｎ，Ｎ－ビス（ジメチルシリル）アニリン、Ｎ－フェニル－Ｎ－ジメ
チルシリルアニリン、及びＮ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ジメチルシリルアミン）、並びにそれ
らの混合物が挙げられる。三級芳香族アルキルアミン、特に、少なくとも１つの電子求引
性基を芳香環上に有するものが、とりわけ良好な貯蔵性をもたらすことが判明している。
又、良好な貯蔵性は、室温で固体となるアミンを使用しても得られている。良好な写真感
度は、１つ以上のジュロリジニル部分を含んでいるアミンを使用して得られている。
【００６７】
　好ましいアミド電子供与体化合物には、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエ
チルアセトアミド、Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルアセトアミド、ヘキサメチルホスホルアミ
ド、ヘキサエチルホスホルアミド、ヘキサプロピルホスホルアミド、トリモルホリノホス
フィンオキシド、トリピペリジノホスフィンオキシド、及びそれらの混合物が挙げられる
。
【００６８】
　好ましいアルキルアリールボレート塩には、次のものが挙げられる。
【００６９】
　Ａｒ３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（Ｃ２Ｈ５）４

　Ａｒ３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）４

　Ａｒ３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ｎ－Ｃ４Ｈ９）４

　Ａｒ３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｌｉ＋

　Ａｒ３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（Ｃ６Ｈ１３）４

　Ａｒ３Ｂ－－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）３（ＣＨ２）２ＣＯ２（ＣＨ２）２ＣＨ３

　Ａｒ３Ｂ－－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）３（ＣＨ２）２ＯＣＯ（ＣＨ２）２ＣＨ３

　Ａｒ３Ｂ－－（ｓｅｃ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）３（ＣＨ２）２ＣＯ２（ＣＨ２）２

ＣＨ３

　Ａｒ３Ｂ－－（ｓｅｃ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（Ｃ６Ｈ１３）４

　Ａｒ３Ｂ－－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（Ｃ８Ｈ１７）４

　Ａｒ３Ｂ－－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）４

　（ｐ－ＣＨ３Ｏ－Ｃ６Ｈ４）３Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ｎ－Ｃ４Ｈ９）４

　Ａｒ３Ｂ－－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（ＣＨ３）３（ＣＨ２）２ＯＨ
　ＡｒＢ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）３Ｎ＋（ＣＨ３）４

　ＡｒＢ－（Ｃ２Ｈ５）３Ｎ＋（ＣＨ３）４

　Ａｒ２Ｂ－（ｎ－Ｃ４Ｈ９）２Ｎ＋（ＣＨ３）４

　Ａｒ３Ｂ－（Ｃ４Ｈ９）Ｎ＋（Ｃ４Ｈ９）４

　Ａｒ４Ｂ－Ｎ＋（Ｃ４Ｈ９）４

　ＡｒＢ－（ＣＨ３）３Ｎ＋（ＣＨ３）４

　（ｎ－Ｃ４Ｈ９）４Ｂ－Ｎ＋（ＣＨ３）４

　Ａｒ３Ｂ－（Ｃ４Ｈ９）Ｐ＋（Ｃ４Ｈ９）４

　（式中、Ａｒは、フェニル、ナフチル、置換（好ましくは、フッ素置換）フェニル、置
換ナフチル及び多数の縮合芳香環を有するその類の基）加えてテトラメチルアンモニウム
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ｎ－ブチルトリフェニルホウ酸塩及びテトラブチルアンモニウムｎ－ヘキシル－トリス（
３－フルオロフェニル）ホウ酸塩、並びにこれらの混合物が挙げられる。
【００７０】
　好適なエーテル電子供与体化合物には、４，４’－ジメトキシビフェニル、１，２，４
－トリメトキシベンゼン、１，２，４，５－テトラメトキシベンゼンなど、その他同種の
もの、及びそれらの混合物が挙げられる。好適な尿素系電子供与体化合物には、Ｎ，Ｎ’
－ジメチル尿素、Ｎ，Ｎ－ジメチル尿素、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル尿素、テトラメチルチオ
尿素、テトラエチルチオ尿素、テトラ－ｎ－ブチルチオ尿素、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－ブチルチ
オ尿素、Ｎ，Ｎ’－ジ－ｎ－ブチルチオ尿素、Ｎ，Ｎ－ジフェニルチオ尿素、Ｎ，Ｎ’－
ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジエチルチオ尿素、その他同種のもの、及びそれらの混合物が挙
げられる。
【００７１】
　ラジカル誘起反応に対する好ましい電子供与体化合物には、１つ以上のジュロリジニル
部分を含んだアミン、アルキルアリールボレート塩、及び芳香族スルフィン酸の塩が挙げ
られる。しかしながら、そのような反応では、電子供与体化合物を、所望により（例えば
、光反応性組成物の貯蔵性を改善するために、又は、分解能、コントラスト、及び相反性
を修正するために）、除外することもできる。酸誘起反応のための好ましい電子供与体化
合物には、４－ジメチルアミノ安息香酸、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、３－ジメ
チルアミノ安息香酸、４－ジメチルアミノベンゾイン、４－ジメチルアミノベンズアルデ
ヒド、４－ジメチルアミノベンゾニトリル、４－ジメチルアミノフェネチルアルコール、
及び１，２，４－トリメトキシベンゼンが挙げられる。
【００７２】
　（３）光開始剤
　光反応性組成物の反応種に好適な光開始剤（即ち、電子受容体化合物）は、電子励起状
態の多光子光増感剤から電子を受容し、結果として、少なくとも１つのフリーラジカル及
び／又は酸が形成されることによって感光化することが可能な光開始剤である。そのよう
な光開始剤には、ヨードニウム塩（例えば、ジアリールヨードニウム塩）、スルホニウム
塩（例えば、所望によりアルキル基又はアルコキシ基で置換されており、又任意選択によ
り、隣接アリール部分を橋渡ししている２，２’オキシ基を有するトリアリールスルホニ
ウム塩）、その他同種のもの、及びそれらの混合物がある。
【００７３】
　光開始剤は、好ましくは反応種への可溶性を有しており、又好ましくは貯蔵性を有して
いる（即ち、光増感剤及び電子供与体化合物の存在下で、反応種中に溶解したとき、反応
種の反応を自発的に促進しない）。従って、特定の光開始剤の選択は、上述のように、選
定する特定の反応種、光増感剤、及び電子供与体化合物にある程度依存しうるものである
。反応種が、酸開始化学反応を受けうる場合、光開始剤はオニウム塩（例えば、ヨードニ
ウム塩又はスルホニウム塩）である。
【００７４】
　好適なヨードニウム塩には、パラツォット（Palazzotto）らによって米国特許第５，５
４５，６７６号の第２欄２８行から４６行において述べているヨードニウム塩が挙げられ
る。好適なヨードニウム塩は又、米国特許第３，７２９，３１３号、第３，７４１，７６
９号、第３，８０８，００６号、第４，２５０，０５３号及び第４，３９４，４０３号に
も記載されている。ヨードニウム塩は、単塩（例えば、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－又はＣ４Ｈ

５ＳＯ３
－などのアニオンを含有する）又は金属錯体塩（例えば、ＳｂＦ６

－、ＰＦ６
－

、ＢＦ４
－、テトラキス（パーフルオロフェニル）ホウ酸塩、ＳｂＦ５ＯＨ－又はＡｓＦ

６
－を含有する）であってもよい。所望により、ヨードニウム塩の混合物を使用すること

ができる。
【００７５】
　有用な芳香族ヨードニウム錯塩光開始剤には、ジフェニルヨードニウムテトラフルオロ
ボレート、ジ（４－メチルフェニル）ヨードニウムテトラフルオロボレート、フェニル－
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４－メチルフェニルヨードニウムテトラフルオロボレート、ジ（４－ヘプチルフェニル）
ヨードニウムテトラフルオロボレート、ジ（３－ニトロフェニル）ヨードニウムヘキサフ
ルオロホスフェート、ジ（４－クロロフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェー
ト、ジ（ナフチル）ヨードニウムテトラフルオロボレート、ジ（４－トリフルオロメチル
フェニル）ヨードニウムテトラフルオロボレート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオ
ロホスフェート、ジ（４－メチルフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、
ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロヒ酸塩、ジ（４－フェノキシフェニル）ヨードニ
ウムテトラフルオロボレート、フェニル－２－チエニルヨードニウムヘキサフルオロホス
フェート、３，５－ジメチルピラゾリル－４－フェニルヨードニウムヘキサフルオロホス
フェート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩、２，２’－ジフェニ
ルヨードニウムテトラフルオロボレート、ジ（２，４－ジクロロフェニル）ヨードニウム
ヘキサフルオロホスフェート、ジ（４－ブロモフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホ
スフェート、ジ（４－メトキシフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジ
（３－カルボキシフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジ（３－メトキ
シカルボニルフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジ（３－メトキシス
ルホニルフェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジ（４－アセトアミドフ
ェニル）ヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジ（２－ベンゾチエニル）ヨードニ
ウムヘキサフルオロホスフェート、及びジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモ
ン酸塩、その他同種のもの、並びにそれらの混合物が挙げられる。芳香族ヨードニウム錯
塩は、ベーリンガー（Beringer）らのＪ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．８１、３４２（１９
５９）の教示に従って、対応する（例えばジフェニルヨードニウム重硫酸塩などの）芳香
族ヨードニウム単塩のメタセシスによって調製することができる。
【００７６】
　好ましいヨードニウム塩には、ジフェニルヨードニウム塩（ジフェニルヨードニウムク
ロライド、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、及びジフェニルヨード
ニウムテトラフルオロボレートなど）、ジアリールヨードニウムヘキサフルオロアンチモ
ン酸塩（例えば、サートマー社（Sartomer Co., Inc.）から入手可能なＳａｒＣａｔ（商
標）ＳＲ　１０１２）、及びそれらの混合物が挙げられる。
【００７７】
　有用なスルホニウム塩には、米国特許第４，２５０，０５３号（スミス（Smith））の
第１欄６６行から第４欄２行に記載されているスルホニウム塩が挙げられ、このスルホニ
ウム塩は次の式で表すことができる。
【００７８】
【化３】

【００７９】
　（式中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立して約Ｃ４～約Ｃ２０炭素原子を有する
芳香族基（例えば、置換又は非置換フェニル、ナフチル、チエニル及びフラニル、ここで
置換反応は、アルコキシ、アルキルチオ、アリールチオ、ハロゲンなどのような基をとも
なっていてもよい）及びＣ１～約Ｃ２０炭素原子を有するアルキル基から選択される）に
より表わすことができる。ここで用いているように、「アルキル」という用語は、置換ア
ルキル（例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、アルコキシ、又はアリールのような基で置換さ
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れたもの）を包含する。Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３のうちの少なくとも１つは芳香族であり、
又好ましくは各々がそれぞれ芳香族である。Ｚは、共有結合、酸素、硫黄、－Ｓ（＝Ｏ）
－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－（Ｏ＝）Ｓ（＝Ｏ）－、及び－Ｎ（Ｒ）－からなる群から選択さ
れ、Ｒは、アリール（フェニルなど、約６個～約２０個の炭素のもの）、アシル（アセチ
ル、ベンゾイルなど、約２個～約２０個の炭素のもの）、炭素－炭素結合、又は－（Ｒ４

－）Ｃ（－Ｒ５）－であり、Ｒ４とＲ５は別個に、水素と、１個～約４個の炭素原子を有
するアルキル基と、約２個～約４個の炭素原子を有するアルケニル基とからなる群より選
択される。Ｘ－は、以下に述べるようなアニオンである。
【００８０】
　スルホニウム塩に（又他の種類の光開始剤のいずれかに）好適なアニオンＸ－には、例
えば、イミド、メチド、ホウ素中心、リン中心、アンチモン中心、ヒ素中心、及びアルミ
ニウム中心のアニオンなど、様々なアニオンの種類が挙げられる。
【００８１】
　好適なイミド及びメチドのアニオンの例示的で且つ非限定的な例には、（Ｃ２Ｆ５ＳＯ

２）２Ｎ－、（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）２Ｎ－、（Ｃ８Ｆ１７ＳＯ２）３Ｃ－、（ＣＦ３ＳＯ２

）３Ｃ－、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ－、（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）３Ｃ－、（ＣＦ３ＳＯ２）２（
Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）Ｃ－、（ＣＦ３ＳＯ２）（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）Ｎ－、（（ＣＦ３）２ＮＣ

２Ｆ４ＳＯ２）２Ｎ－、（ＣＦ３）２ＮＣ２Ｆ４ＳＯ２Ｃ－（ＳＯ２ＣＦ３）２、（３，
５－ビス（ＣＦ３）Ｃ６Ｈ３）ＳＯ２Ｎ－ＳＯ２ＣＦ３、Ｃ６Ｈ５ＳＯ２Ｃ－（ＳＯ２Ｃ
Ｆ３）２、Ｃ６Ｈ５ＳＯ２Ｎ－ＳＯ２ＣＦ３、その他同種のものが挙げられる。この種類
の好ましいアニオンには、式（ＲｆＳＯ２）３Ｃ－が挙げられ、ここで、Ｒｆは、１個～
約４個の炭素原子を有するパーフルオロアルキルラジカルである。
【００８２】
　実例として限定するものではないが、好適なホウ素中心アニオン類の例としては、Ｆ４

Ｂ－、（３，５－ビス（ＣＦ３）Ｃ６Ｈ３）４Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）４Ｂ－、（ｐ－ＣＦ３

Ｃ６Ｈ４）４Ｂ－、（ｍ－ＣＦ３Ｃ６Ｈ４）４Ｂ－、（ｐ－ＦＣ６Ｈ４）４Ｂ－、（Ｃ６

Ｆ５）３（ＣＨ３）Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）３（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｂ－、（ｐ－ＣＨ３Ｃ６Ｈ４

）３（Ｃ６Ｆ５）Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）３ＦＢ－、（Ｃ６Ｈ５）３（Ｃ６Ｆ５）Ｂ－、（Ｃ
Ｈ３）２（ｐ－ＣＦ３Ｃ６Ｈ４）２Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）３（ｎ－Ｃ１８Ｈ３７Ｏ）Ｂ－、
及びその類が挙げられる。好ましいホウ素中心のアニオンは一般に、ホウ素に付随した３
つ以上のハロゲン置換芳香族炭化水素ラジカルを含んでおり、フッ素が最も好ましいハロ
ゲンである。好ましいアニオンの例示的で且つ非限定的な例には、（３，５－ビス（ＣＦ

３）Ｃ６Ｈ３）４Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）４Ｂ－、（Ｃ６Ｆ５）３（ｎ－Ｃ４Ｈ９）Ｂ－、（
Ｃ６Ｆ５）３ＦＢ－、及び（Ｃ６Ｆ５）３（ＣＨ３）Ｂ－が挙げられる。
【００８３】
　他の金属又は半金属中心を含有する好適なアニオン類としては、例えば、（３，５－ビ
ス（ＣＦ３）Ｃ６Ｈ３）４Ａｌ－、（Ｃ６Ｆ５）４Ａｌ－、（Ｃ６Ｆ５）２Ｆ４Ｐ－、（
Ｃ６Ｆ５）Ｆ５Ｐ－、Ｆ６Ｐ－、（Ｃ６Ｆ５）Ｆ５Ｓｂ－、Ｆ６Ｓｂ－、（ＨＯ）Ｆ５Ｓ
ｂ－及びＦ６Ａｓ－が挙げられる。他の有用なホウ素中心の非求核塩、並びに他の金属又
は半金属を含んだ他の有用なアニオンが、当業者には（前述の一般式から）容易に明らか
となるため、前述の列挙は全てを網羅しようとしたものではない。
【００８４】
　好ましくは、アニオンＸ－は、テトラフルオロボレート、ヘキサフルオロホスフェート
、ヘキサフルオロヒ酸塩、ヘキサフルオロアンチモン酸塩、及びヒドロキシペンタフルオ
ロアンチモン酸塩から選択される（例えば、エポキシ樹脂などのカチオン反応性の化学種
と共に使用するため）。
【００８５】
　好適なスルホニウム塩光開始剤の例には、次のものが挙げられる。
【００８６】
　トリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
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　メチルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
　ジメチルフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩
　ジフェニルナフチルスルホニウムヘキサフルオロヒ酸塩
　トリトリルスルホニウム（tritolysulfonium）ヘキサフルオロホスフェート
　アニシルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩
　４－ブトキシフェニルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
　４－クロロフェニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　トリ（４－フェノキシフェニル）スルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　ジ（４－エトキシフェニル）メチルスルホニウムヘキサフルオロヒ酸塩
　４－アセトニルフェニルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
　４－チオメトキシフェニルジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　ジ（メトキシスルホニルフェニル）メチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩
　ジ（ニトロフェニル）フェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩
　ジ（カルボメトキシフェニル）メチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　４－アセトアミドフェニルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
　ジメチルナフチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート
　トリフルオロメチルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート
　ｐ－（フェニルチオフェニル）ジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩
　１０－メチルフェノキサチイニウムヘキサフルオロホスフェート
　５－メチルチアンスレニニウムヘキサフルオロホスフェート
　１０－フェニル－９，９－ジメチルチオキサンテニウムヘキサフルオロホスフェート
　１０－フェニル－９－オキソチオキサンテニウムテトラフルオロボレート
　５－メチル－１０－オキソチアンスレニウムテトラフルオロボレート
　５－メチル－１０，１０－ジオキソチアンスレニウムヘキサフルオロホスフェート
　好ましいスルホニウム塩には、トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸
塩（例えば、サートマー社（Sartomer Company）から入手可能なＳａｒＣａｔ（商標）Ｓ
Ｒ１０１０）、トリアリールスルホニウムヘキサフルオロホスフェート（例えば、サート
マー社（Sartomer Company）から入手可能なＳａｒＣａｔ（商標）ＳＲ１０１１）、及び
トリアリールスルホニウムヘキサフルオロホスフェート（例えば、サートマー社（Sartom
er Company）から入手可能なＳａｒＣａｔ（商標）ＫＩ８５）などのトリアリール置換塩
が挙げられる。
【００８７】
　好ましい光開始剤には、ヨードニウム塩（より好ましくはアリールヨードニウム塩）、
スルホニウム塩、及びそれらの混合物が挙げられる。より好ましいのは、アリールヨード
ニウム塩及びそれらの混合物である。
【００８８】
　光反応性組成物の調製
　反応種、多光子光増感剤、電子供与体化合物、及び光開始剤は、上述の方法によって又
は当該技術分野において既知の他の方法で調製することができ、又、多数のものが商業的
に入手可能である。これらの４つの構成成分は、「安全光」の条件下で、混合の任意の順
序及び方法を使用して（任意選択的に、かき混ぜ又は攪拌を用いて）混合することができ
るが、ときには（貯蔵寿命及び熱的安定性の観点から）光開始剤を最後に（且つ、他の構
成成分の溶解を促進するために任意選択で用いられる加熱工程の後に）添加するのが好ま
しい。溶媒を組成物の構成成分と相当に反応しないように選定するという条件で、所望に
より溶媒を使用することができる。好適な溶媒には、例えば、アセトン、ジクロロメタン
、及びアセトニトリルが挙げられる。又、反応種自体が、ときには他の構成成分の溶媒と
して働くことができる。
【００８９】
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　光開始剤系の３つの成分は、光化学的に効果的な量（上記で定義した）で存在する。一
般に、その組成物は、固体の総重量（即ち、溶媒以外の構成成分の総重量）に基づいて、
少なくとも約５重量％（好ましくは、少なくとも約１０重量％、より好ましくは、少なく
とも約２０重量％）から約９９．７９重量％まで（好ましくは約９５重量％まで、より好
ましくは約８０重量％まで）の１つ以上の反応種と、少なくとも約０．０１重量％（好ま
しくは少なくとも約０．１重量％、より好ましくは少なくとも約０．２重量％）から約１
０重量％まで（好ましくは約５重量％まで、より好ましくは約２重量％まで）の１つ以上
の光増感剤と、任意選択による約１０重量％まで（好ましくは約５重量％まで）の１つ以
上の電子供与体化合物（好ましくは少なくとも約０．１重量％、より好ましくは約０．１
重量％から約５重量％）と、約０．１重量％から約１０重量％の１つ以上の電子受容体化
合物（好ましくは約０．１重量％から約５重量％）とを含むことができる。
【００９０】
　種々様々な補助剤を、望まれる最終用途に応じて光反応性組成物に含めることができる
。好適な補助剤には、溶媒、希釈剤、樹脂、結合剤、可塑剤、顔料、染料、無機又は有機
の補強又は増量充填剤（組成物の総重量に基づいて約１０重量％から９０重量％の好まし
い量）、チキソトロープ剤、指示薬、阻害剤、安定化剤、紫外線吸収剤、その他同種のも
のが挙げられる。そのような補助剤の量及び種類、並びにそれらの補助剤を組成物に添加
する方式は、当業者なら周知であろう。
【００９１】
　非反応性高分子結合剤を組成物に、例えば、粘度を制御するために、またフィルム形成
能をもたらすために含めることは、本発明の範囲内となる。そのような高分子結合剤は一
般に、反応種と相溶性を有するように選定することができる。例えば、反応種に使用され
ているものと同じ溶媒に可溶であり、反応種の反応過程に悪影響を及ぼしうる官能基のな
い高分子結合剤を利用することができる。結合剤は、望ましいフィルム形成特性及び溶液
レオロジーを達成するのに好適な分子量（例えば、約８．３Ｅ－２１ｇ（５，０００ダル
トン）～１．６Ｅ－１８ｇ（１，０００，０００ダルトン）、好ましくは約１．７Ｅ－２
０ｇ（１０，０００ダルトン）～８．３Ｅ－１９ｇ（５００，０００ダルトン）、より好
ましくは約２．５Ｅ－２０ｇ（１５，０００ダルトン）～４．２Ｅ－１９ｇ（２５０，０
００ダルトン）の分子量）のものにすることができる。好適な高分子結合剤には、例えば
、ポリスチレン、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（スチレン）－ｃｏ－（アクリロ
ニトリル）、セルロースアセトブチレート、その他同種のものが挙げられる。
【００９２】
　露光に先立って、結果として生じた光反応性組成物を、所望により、当業者に既知の種
々のコーティング方法（例えば、ナイフコーティング及びスピンコーティングを含む）の
うちのいずれかを用いて基板上にコーティングすることができる。基板は、種々様々なフ
ィルム、シート、及び他の表面材（シリコンウェハ及びガラスプレートを含む）から、特
定の用途及び利用する露光の方法に応じて選定することができる。好ましい基板は一般に
、均一な厚さを有する光反応性組成物の層を調製しうるように十分に平坦なものである。
コーティングがさほど望ましくない用途の場合、光反応性組成物を、別法としてバルク形
式で露光させることができる。
【００９３】
　露光システム及びその使用
　発明の方法を実施するにあたり、光反応性組成物は、多光子吸収が行われる条件で光に
露光され、それにより露光前の光反応性組成物と比べて異なる溶解度特性（例えば、特定
の溶媒中でより小さい又はより大きい溶解度）の領域をもたらす。前記露光は、十分な光
の強度を得ることができる任意の既知の手段で達成できる。
【００９４】
　使用することができるシステムの１つの代表的なタイプを図１に示す。図１について説
明すると、製造システム１０は、光源１２、最終光学素子１５（所望によりビームの開き
を制御するガルボミラー（galvo-mirror）及び望遠鏡を含む）を備える光学系１４及び移
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動可能ステージ１６を含む。ステージ１６は、一、二、又は典型的に三次元に移動できる
。ステージ１６に実装される基材１８は、その上に光反応性組成物２４の層２０を有する
。光源１２から生ずる光線２６は、光学系１４を通過し、最終光学素子１５を通って離れ
、それを層２０内の点Ｐに集中させる、それにより光の強度の三次元空間分布を組成物内
に制御し、点Ｐの付近の光反応性組成物２４の少なくとも一部をそれが光線２６に露光直
前よりも少なくとも１つの溶媒中でより可溶性に又はより可溶性でなくする。
【００９５】
　光学系１４の１つ以上の要素の移動と組合せてステージ１６を移動又は光線２６を向け
る（例えば、ガルボミラー（galvo-mirror）及び望遠鏡を使用してレーザー光線を移動す
る）ことにより、焦点Ｐを走査でき又は所望の形状に対応する三次元パターンに形を変え
ることができる。次に、生じた光反応性組成物２４の反応又は部分的に反応した部分が、
所望の形状の三次元構造体を製作する。例えば、単一通過で１つ以上の光抽出構造体の表
面輪郭（約１容量ピクセル又はボクセルの厚さに相当する）を露光又は撮像でき、それの
現像により光抽出構造体の表面を形成できる。
【００９６】
　表面輪郭の撮像的露光は、所望の三次元構造体の平面スライスの少なくとも周辺を走査
し、次に複数個の好ましくは平行の平面スライスを走査し、構造体を仕上げることにより
行うことができる。スライス厚さは、光学品質の光抽出構造体を提供するために、十分低
レベルの表面粗さを実現するよう制御可能である。例えば、より小さいスライス厚さは、
より大きい構造テーパの領域で望ましく、高い構造忠実度の実現に役立つことができるが
、より大きいスライス厚さは、より小さい構造テーパの領域で利用され、有用な製造時間
の維持に役立つことができる。このように、スライス厚さ未満の表面粗さ（好ましくは、
スライス厚さの約１／２未満、より好ましくはスライス厚さの約１／４未満）は、製造速
度（処理能力又は単位時間当たりに製造される構造体の数）を犠牲にすることなく達成で
きる。
【００９７】
　光反応性組成物をボクセル高さと同じ又はそれ以上の寸法規模である程度の非平面性を
示す基材にコーティングする場合、光学的又は物理的に不良の構造体を回避するため非平
面性の補償をするのが望ましい場合がある。これは、基材と露光される光反応性組成物の
部分の間の境界面の位置を位置決めし（例えば、共焦点境界面ロケータシステム、干渉法
又は蛍光境界面ロケータシステムを使用して）、次に光学系１４の位置を適切に調節し、
光線２６を境界面に集中させることにより達成できる。（このような方法は、同時係属及
び同時申請の特許出願、代理人整理番号６１４３８ＵＳ００２号に詳細に記載されており
、その明細は参照により本明細書に組み込まれる。）好ましくは、この手順は、アレイの
２０個の構造体ごとの中から少なくとも１個の構造体について（より好ましくはアレイの
１０個ごとの中から少なくとも１個、最も好ましくは構造体ごとに）踏襲されてもよい。
【００９８】
　光源１２は、多光子吸収を行うのに十分な光の強度を製造するいかなる光源であっても
よい。好適な光源としては、例えば、アルゴンイオンレーザー（例えば、コヒラント（Co
herent）から商品名「イノバ（INNOVA）」として入手可能なもの）により励起されるフェ
ムト秒近赤外チタンサファイア発振器（例えば、カリフォルニア州サンタクララ（Santa 
Clara）のコヒラント（Coherent）から商品名「ミラオプティマ（MIRA OPTIMA）９００－
Ｆ」として入手可能なもの）が挙げられる。７６ＭＨｚで操作するこのレーザーは、２０
０フェムト秒未満のパルス幅を有し、７００～９８０ナノメートルで同調可能であり、１
．４ワットまでの平均出力を有する。別の有用なレーザーが、カリフォルニア州マウンテ
ンビュー（Mountain View）のスペクトラ・フィジックス（Spectra-Physics）から商品名
「マイタイ（MAI TAI）」として入手でき、７５０～８５０ナノメートルの範囲内で同調
可能であり、８０メガヘルツの反復周波数、約１００フェムト秒（１×１０－１３秒）の
パルス幅、１ワットまでの平均出力を有する。
【００９９】
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　しかし、光反応性組成物に使用される多光子吸収剤に適した波長で多光子吸収を行うの
に十分な強度を備える任意の光源（例えば、レーザー）を利用できる。前記波長は、一般
に約３００～約１５００ナノメートルの範囲内、好ましくは約４００から約１１００ナノ
メートル、より好ましくは約６００から約９００ナノメートル、より好ましくは約７５０
から約８５０ナノメートルまでであってよい。典型的に、光フルエンス（例えば、パルス
化レーザーのピーク強度）は、約１０６Ｗ／ｃｍ２を超える。光フルエンスの上限は、一
般に光反応性組成物のアブレーション閾値により規定される。例えば、Ｑ－スイッチＮｄ
：ＹＡＧレーザー（例えば、スペクトラ・フィジックス（Spectra-Physics）から商品名
「クウオンタ－レイプロ（QUANTA-RAY PRO）」として入手可能なもの）、可視波長染料レ
ーザー（例えば、スペクトラ・フィジックス（Spectra-Physics）から商品名「クウオン
タ－レイプロ（QUANTA-RAY PRO）」を有するＱ－スイッチＮｄ：ＹＡＧレーザーにより励
起されるスペクトラ・フィジックス（Spectra-Physics）から商品名「シラー（SIRAH）」
として入手可能なもの）及びレーザーで励起されるＱ－スイッチダイオード（例えば、ス
ペクトラ・フィジックス（Spectra-Physics）から商品名「ＦＣＢＡＲ」として入手可能
なもの）も利用されてよい。
【０１００】
　好ましい光源は、約１０－８秒未満（より好ましくは約１０－９秒未満、最も好ましく
は約１０－１１秒未満）のパルス長を有する近赤外パルス化レーザーである。上記のピー
ク強度及びアブレーション閾値が満たされる限り他のパルス長が使用されてもよい。例え
ば、パルス化放射線は、約１キロヘルツから約５０メガヘルツまで又は更にそれ以上のパ
ルス周波数を有する。連続波レーザーも使用されてよい。
【０１０１】
　光学系１４は、例えば、屈折光学素子（例えば、レンズ又はマイクロレンズアレイ）、
反射光学素子（例えば、再帰反射器又は集束ミラー）、回折光学素子（例えば、回折格子
、相マスク及びホログラム）、分散形光学素子（例えば、プリズム及び回折格子）、拡散
板、ポッケルスセル、導波路等を含むことができる。前記光学素子は、集束、ビーム送達
、ビーム／モード整形、パルス整形及びパルスタイミングに有用である。一般に、光学素
子の組合せが利用でき、他の適切な組合せが、当業者により認識されることになる。最終
光学素子１５は、例えば、１つ以上の屈折、反射及び／又は回折光学素子を含むことがで
きる。ある実施形態では、（例えば、顕微鏡検査で使用されるような）対物レンズを、例
えば、カールツァイス北米（Carl Zeiss, North America）（ニューヨーク州ソーンウッ
ド（Thornwood））などの供給業者から手軽に入手でき、最終光学素子１５として使用す
ることができる。例えば、製造システム１０は、開口数（ＮＡ）０．７５の対物レンズ（
例えば、カールツァイス北米（Carl Zeiss, North America）から商品名「２０Ｘ　ＦＬ
ＵＡＲ」として入手可能なもの）を備えた走査共焦点顕微鏡（例えば、バイオラドラボラ
トリーズ（Bio-Rad Laboratories）（カリフォルニア州ハーキュレス）から商品名「ＭＲ
Ｃ６００」として入手可能なもの）を有していてもよい。
【０１０２】
　高集束光を提供するため、しばしば比較的大きい開口数を有する光学系を使用すること
が望ましい場合がある。しかし、所望の強度特性（及びその空間配置）を提供する光学素
子の任意の組合せが利用できる。
【０１０３】
　一般に露光時間は、光反応性組成物内で反応性種の反応を引き起こすために使用される
露光システムの種類（及び開口数、光強度空間分布の形状、レーザーパルス時のピーク光
の強度（ほぼピーク光の強度に相当するより高い強度及びより短いパルス持続時間）など
のそれに伴う変数）並びに光反応性組成物の性質により決まる。一般に、焦点近辺でのよ
り高いピーク光の強度は、ほかの全てが同じである場合、より短い露光時間を可能にする
。一般に一次元撮像又は「書込み」速度は、約１０－８～１０－１５秒（例えば、約１０
－１１～１０－１４秒）及び約１０２～１０９パルス／秒（例えば、約１０３～１０８パ
ルス／秒）のレーザーパルス持続時間の使用により約５～１００，０００μ／秒であるこ
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とができる。
【０１０４】
　露光された光反応性組成物の溶媒現像を容易にし、製造された光抽出構造体を得るため
、光の閾値投与量（すなわち、閾値投与量）が利用できる。この閾値投与量は、典型的に
プロセス固有であって、例えば、波長、パルス周波数、光の強度、具体的な光反応性組成
物、製造された具体的な構造体又は溶媒現像に使用されるプロセスなどの変数により決め
ることができる。従って、それぞれの組のプロセスパラメーターは、典型的に閾値投与量
により特徴付けることができる。閾値より高い光の投与量が使用でき、有益である場合が
あるが、より高い投与量（閾値投与量を超える１回）は、典型的により遅い書込み速度及
び／又はより高い光の強度の状態で使用できる。
【０１０５】
　光の投与量の増加は、プロセスにより発生するボクセルの容量及びアスペクト比を増加
させる傾向がある。従って、低アスペクト比のボクセルを得るため、一般に、閾値投与量
の約１０倍未満、好ましくは閾値投与量の約４倍未満、より好ましくは閾値投与量の約３
倍未満である光投与量を使用することが好ましい。低アスペクト比のボクセルを得るため
、光線２６の放射状強度特性は、好ましくはガウス形である。
【０１０６】
　多光子吸収によって、光線２６は、非露光光反応性組成物のものと異なる溶解特性を有
する物質の容積領域を製造する光反応性組成物内の反応を誘発する。次に、生じた異なる
溶解度のパターンは、例えば露光又は非露光領域のいずれかを取り除くことで従来の現像
方法により実現できる。
【０１０７】
　露光された光反応性組成物は、例えば、露光された光反応性組成物を溶媒中に定置し、
より高い溶媒溶解度の領域を溶解し、溶媒ですすぎ、蒸発させ、酸素プラズマエッチング
し、他の既知の方法及びそれらの組合せにより現像されてもよい。露光された光反応性組
成物を現像するために使用することができる溶媒としては、例えば、水（例えば、１～１
２の範囲内のｐＨを有する）水と有機溶媒類（例えば、メタノール、エタノール、プロパ
ノール、アセトン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリドン、そ
の類及びこれらの混合物）の相溶性ブレンド、及び有機溶媒などの水性溶媒が挙げられる
。代表的な有用な有機溶媒としては、アルコール類（例えば、メタノール、エタノール及
びプロパノール）、ケトン類（例えば、アセトン、シクロペンタノン及びメチルエチルケ
トン）、芳香族類（例えば、トルエン）、ハロカーボン類（例えば、塩化メチレン及びク
ロロホルム）、ニトリル類（例えば、アセトニトリル）、エステル類（例えば、エチルア
セテート及びプロピレングリコールメチルエーテルアセテート）、エーテル類（例えば、
ジエチルエーテル及びテトラヒドロフラン）、アミド類（例えば、Ｎ－メチルピロリドン
）、その類およびそれらの混合物が挙げられる。
【０１０８】
　多光子吸収条件下で光への露光後であるが溶媒現像前で、任意選択の焼付けが、例えば
、エポキシ型反応性種などの一部の光反応性組成物に有用な場合がある。典型的な焼付け
条件としては、約４０℃～約２００℃の範囲内の温度、約０．５分～約２０分の範囲内の
時間が挙げられる。
【０１０９】
　所望により、光抽出構造体アレイの表面輪郭だけの露光、好ましくはそれに次いで溶媒
現像の後、化学線を使用した非撮像的露光を行い、残りの未反応光反応性組成物の反応を
行ってもよい。前記非撮像的露光は、好ましくは一光子法を使用して行うことができる。
【０１１０】
　複雑な三次元の光抽出構造体及び光抽出構造体アレイは、この方法で調製可能である。
【０１１１】
　光抽出構造体アレイ
　本発明の方法は、種々のサイズ及び幾何学的形状又は表面外形部（例えば、凸構造及び
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凹構造の両方を含む）の光抽出構造体を備えたアレイを弾力的に制御可能に提供するため
に使用できる。また一方、前記方法は、少なくとも１つの形状因子がアレイ内の位置の関
数としてある程度変化する光抽出構造体アレイ及び／又は光抽出構造体の分布が不均一で
ある光抽出構造体アレイを提供するのに特に好適である。例えば、アレイ全体に渡って光
抽出構造体の高さ及び／又は間隔の空間的変化が制御されたアレイは、光抽出の均一性及
び効率を修正するのに有効である。
【０１１２】
　例えば、本方法は、凸構造の高さ（又は凹構造の深さ）が約５ミクロン～約３００ミク
ロン（好ましくは約５０ミクロン～約２００ミクロン、より好ましくは約７５ミクロン～
約１５０ミクロン）の範囲、及び／又は最大長さ及び／又は最大幅が約５ミクロン～約５
００ミクロン（好ましくは約５０ミクロン～約３００ミクロン、より好ましくは約１００
ミクロン～約３００ミクロン）の範囲である光抽出構造体を備えたアレイを製造するのに
使用可能である。広範囲のフィルファクタ（１００パーセントまで）を達成できる。多く
の用途では、約１パーセント～１００パーセント（好ましくは約５パーセント～約７５パ
ーセント）のフィルファクタが有効である。
【０１１３】
　様々な幾何学的形状（例えば、錐体、非球面体、切頭非球面体、及び切頭錐体）を有す
る光抽出構造体をアレイのフィルファクタを１００パーセントにまでして製造することが
できる（ここで、「切頭」形状とは、底面に加えて、平坦な頂部面を形成可能なもう１つ
の切頭面を有する形状である）。形状は複雑であってもよい（例えば、非球面体及びピラ
ミッド又は錐体を積み重ねて組み合わせたものなど、単一構造に複数の形状の部分を併せ
持つ形状）。好ましい幾何学的形状には、切頭で対称形のもの（例えば、切頭錐体、切頭
非球面体、及びこれらの組み合わせ）が挙げられる。
【０１１４】
　幾何学的形状は、底面、１以上の面（例えば、側壁を形成する面）、及び頂部（例えば
、平坦な表面（切頭により形成される面など）又は点であってもよい）などの構造的要素
を有する場合がある。このような要素は、本質的にいずれの形状であってもよい（例えば
、底面、側面、及び頂部は、円形、楕円形、又は多角形（規則的又は不規則的）であって
もよく、その結果得られる側壁は、本質的に放物線状、双曲線状、直線状、又はそれらの
組み合わせの（底面に対して垂直な）縦断面を特徴としてもよい）。側壁は構造の底面に
対して垂直でないことが好ましい（例えば、底面における垂直正接角度（vertical tange
nt angle）が約１０°～約８０°（好ましくは約２０°～約７０°、より好ましくは約３
０°～約６０°）であると有用な場合がある）。光抽出構造体は、底面の中心と上部の中
心とを結ぶ主軸線を有する場合がある。望ましい輝度や視界に応じて、約８０°以下（好
ましくは約２５°以下）の傾斜角度（主軸線と底面との角度）を実現できる。
【０１１５】
　本発明の方法は、１回の書き込みプロセスで、複数の構造設計を有する、模様付き又は
ランダムで不均質な光抽出構造体アレイのマスター型を製造するのに使用可能である。λ
／２（好ましくはλ／４、より好ましくはλ／１０、最も好ましくはλ／２０）の平均表
面粗さを実現できる（ここで、λ（ラムダ）は、構造体が設計される光の波長、以下「操
作波長」である）。
【０１１６】
　アレイのフィルファクタは、輝度及び均一性を制御するために変化させてもよい。構造
の実装配置又は分布は、規則的（例えば、正方形又は六角形）でも不規則的であってもよ
い。アレイを構成する構造の形状因子は、アレイ全体に渡って異なっていてもよい。例え
ば、高さは、（均一な光抽出を実現するように）特定の構造で光源からの距離に応じて異
なっていてもよい。継続的に均一な光出力を維持するため（更に、輝点を最小限に抑える
か無くすため）、形状因子及び／又は面密度が不規則的に変化するアレイを調製してもよ
い。面密度及び少なくとも１つの形状因子は共にアレイ全体に渡って変化することが好ま
しい（より好ましくは、両者が変化し、少なくとも一方が不規則的に変化する）。本明細
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書で使用するとき、「規則的な変化」とは、アレイ全体に渡って単位距離ごとに定義され
た（例えば、数学的に既定された）量で（例えば、直線的、指数的、又はべき級数に従っ
て）変化することを意味する。
【０１１７】
　本発明の方法は、主軸線が平行でない少なくとも２つの光抽出構造体を備えたアレイ（
以降「傾斜構造」アレイと呼ぶ」）の製造にも使用可能である。このようなアレイは、ア
レイ全体に渡って構造間の傾斜角度が独立して変化してもよい。
【０１１８】
　従って、好ましい光抽出構造体アレイは、不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体
を備え、光抽出構造体がそれぞれ主軸線及び少なくとも１つの形状因子を有し、複数個の
光抽出構造体に渡って面密度、少なくとも１つの形状因子、及び主軸線に変化を示す。（
より好ましくは、少なくとも１つの光抽出構造体の幾何学的形状が切頭錐体、切頭非球面
体、及びこれらの組み合わせから選択され、及び／又は複数個によって示される変化が面
密度、形状因子、及び主軸線のうちの少なくとも１つに対して複数個に渡って不規則的で
ある。）このようなアレイは、例えば、複数個の光抽出構造体に渡る主軸線の変化に従っ
て抽出光を多方向に誘導するのに有効である。
【０１１９】
　別の好ましい光抽出構造体アレイは、不均一な分布を有する複数個の光抽出構造体を備
え、光抽出構造体がそれぞれ幾何学的形状を有し、少なくとも１つの光抽出構造体の幾何
学的形状が切頭非球面体である。（より好ましくは、アレイ内の各光抽出構造体の幾何学
的形状が、非球面体、切頭非球面体、及びこれらの組み合わせから選択される。）このよ
うなアレイは、例えば、（アレイの比較的光源に近い領域で単に光抽出構造体の密度を減
らすことだけを伴うやり方により生じる可能性がある）離散的な輝点や輝線を出現させる
ことなく、均一な抽出光出力を実現するのに有効である。出力の均一性は、例えば、光抽
出構造体を比較的高密度（例えば、間隔が約２００マイクロメートル未満、好ましくは約
１５０マイクロメートル未満）に保つことに加えて、アレイの比較的光源に近い領域で切
頭により光抽出構造体の効率を低下させることで、このような輝点を生じることなく実現
することができる。
【０１２０】
　マスター型からの複製ツールの調製
　金型挿入体などの複製ツールは、上記のように調製した光抽出構造体アレイをマスター
型として使用することにより調製可能である。つまり、別の材料をマスター型に配置して
、アレイの逆の像を有する金型挿入体を調製することができる。その後、引き続き次のア
レイの調製に使用可能な金型挿入体を外し、マスター型を取り出すことができる。金型挿
入体は、アレイの逆の像の形状の型空間を有するであろう。金属製の複製ツールは、ニッ
ケルなどの金属をマスター型に電気メッキ又は電鋳した後、マスター型を取り外すことに
より、マスター型から製造可能である。シリコーン製の複製ツールは、マスター型にシリ
コーン樹脂を硬化させた後、マスター型を取り外すことにより製造可能である。
【０１２１】
　導光体及び光学デバイス
　本発明の光抽出構造体アレイを備えた導光体は、ポリカーボネート、ポリアクリレート
（ポリメチルメタクリレートなど）、ポリスチレン、及びガラスなどの光学的に好適な広
範な種々の材料から製造可能であり、好ましい材料はポリアクリレート及びポリカーボネ
ートなどの高屈折率のものである。導光体は、好ましくは、上記の複製ツールに注入形成
可能な樹脂を金型形成、型押し、硬化、ないしは別の方法で成型することにより製造され
る。最も好ましくは、注入形成及び硬化技術を使用する。導光体を金型形成、型押し、又
は硬化する方法は、当業者には周知であろう。望ましい場合には、導光体の１以上の面の
少なくとも一部（例えば、光抽出構造体の内面又は凹面）に既知の方法でコーティング（
例えば、薄い金属の反射コーティング）を適用してもよい。個々の導光体の設計は、望ま
しい場合には、ブリオートリサーチオーガニゼーション社（Breault Research Organizat
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ion, Inc.）の「ＡＳＡＰ」、オプティカルリサーチアソシエイツ社（Optical Research 
Associates, Inc.）の「コードＶ（Code V）」及び「ライトツールズ（Light Tools）」
、ｉ－サイトミッションテクノロジー社（i-Cyt Mission Technology, Inc.）のオプティ
カルソフトウェアディビジョン（Optica Software Division）の「ライカ（Rayica）」、
ラムダリサーチ社（Lambda Research, Inc.）の「トレースプロ（Trace Pro）」、及びゼ
マックスディベロップメント社（Zemax Development Corporation）の「ゼマックス（ZEM
AX）」などの好適なレイトレーシングモデリングソフトウェアを使用することで実際に製
造する必要なく評価することができる。
【０１２２】
　本発明の導光体は、背面照明ディスプレイ（例えば、光源、光ゲートデバイス（液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）など）、及び導光体を有するもの）及びキーパッド（例えば、光源
、少なくとも一部が光を透過する感圧性スイッチの配列、及び導光体を有するもの）に特
に有用な場合がある。導光体は、小型バッテリーから電力供給される発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）で照明される超小型又は小型のディスプレイ又はキーパッドデバイス用の、点から
面（point to area）又は線から面（line to area）までの背面導光体として有用である
。好適なディスプレイデバイスには、例えば、携帯電話、ポケットベル（登録商標）、携
帯情報端末、時計、腕時計、電卓、ラップトップコンピュータ、車両向けディスプレイ用
のカラー又はモノクロＬＣＤデバイスが挙げられる。その他のディスプレイデバイスには
、ラップトップコンピュータディスプレイ又はデスクトップフラットパネルディスプレイ
などのフラットパネルディスプレイが挙げられる。好適な背面照明キーパッドデバイスに
は、例えば、携帯電話、ポケットベル（登録商標）、携帯情報端末、電卓、車両向けディ
スプレイ用のキーパッドが挙げられる。
【０１２３】
　ＬＥＤに加えて、ディスプレイ及びキーパッド用の他の好適な光源には、蛍光ランプ（
例えば、冷陰極蛍光ランプ）、白熱灯、エレクトロルミネッセントライトなどが挙げられ
る。光源は、導光体の光遷移領域に機械加工、成型、ないしは別の方法で形成されたスロ
ット、キャビティ、又は開口部に任意の好適な方法で機械的に固定可能である。しかしな
がら、好ましくは、光源と周辺の光遷移領域との間に空気間隙又は空気境界面を無くすた
め、光源は光遷移領域に埋設、埋め込み、又は固着され、それによって光の損失が減少し
、導光体から放出される光出力が向上する。このような光源の実装は、例えば、十分な量
の好適な埋設、埋め込み、又は固着材料を用いて光源を光遷移領域のスロット、キャビテ
ィ、又は開口部に固着することで達成可能である。スロット、キャビティ、又は開口部は
、光遷移領域の上部、下部、側面、又は背面に存在してもよい。固着は、例えば、熱接着
、熱かしめ加工、超音波溶接、プラスチック溶接など、追加の材料を組み込まない種々の
方法によっても達成可能である。固着の別の方法には、光源周辺での挿入成形及び注型が
挙げられる。
【実施例】
【０１２４】
　本発明の目的及び利点は、以下の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に、本発明を不当
に制限するものと解釈すべきではない。別段の指定がない限り、全ての手法は、乾燥窒素
環境下で、乾燥し脱酸素された溶媒及び試薬を用いて実施したものである。別段の注記の
ない限り、溶媒および試薬はすべて、米国ウィスコンシン州ミルウォーキーのアルドリッ
チケミカル（Aldrich Chemical Co., Milwaukee, WI）から得たものであり、または得る
ことができるものである。
【０１２５】
　本明細書で使用するとき、
　「ＳＲ１０１２」は、ペンシルベニア州エクストン（Exton）のサートマー社（Sartome
r Co., Inc.）から得られたジアリールヨードニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩を指
し、
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　「ストリッパブルＳＵ－８（Strippable SU-8）」は、マサチューセッツ州ニュートン
（Newton）のマイクロケム社（MicroChem Corp.）から得られたＳＵ－８　ＸＰ　ＫＭＰ
Ｒエポキシ製ネガフォトレジストを指し、
　「ＳＵ－８」は、マサチューセッツ州ニュートン（Newton）のマイクロケム社（MicroC
hem Corp.）から得られたＳＵ－８　２１５０エポキシ製ネガフォトレジストを指す。
【０１２６】
　（実施例１）
　光抽出構造体アレイの製造
　円形のシリコンウェハ（直径１０．２ｃｍ（４インチ）、フロリダ州ウエストパームビ
ーチ（West Palm Beach）のウェハワールド社（Wafer World, Inc.）から入手）を、約１
０分間、濃硫酸と３０重量％水性過酸化水素の３：１容量／容量（ｖ／ｖ）混合物に漬け
ることにより洗浄した。ウェハを次に脱イオン水、続いてイソプロパノールですすぎ、そ
の後、空気流下で乾燥した。次に、ウェハをＸＰオムニコート（XP OmniCoat）プライマ
ー（マサチューセッツ州ニュートンのマイクロケム社（MicroChem Corp.））で５秒間５
００回転／分（ＲＰＭ）、続いて２５秒間２７００ＲＰＭでスピンコートした。その後、
ウェハを２００℃のホットプレート上に１分間置いて乾燥した。
【０１２７】
　光増感剤染料であるＮ，Ｎ，Ｎ－トリス（７－（２－ベンゾチアゾリル）－９，９－ジ
エチル－２－フルオレニル）アミン（米国特許第６，３００，５０２号（カンナン（Kann
an）ら）の実施例２０に合成方法と共に記載されている）とＳＲ１０１２のシクロペンタ
ノン溶液（ニューハンプシャー州ウィンダム（Windham）のランカスターシンセシス（Lan
caster Synthesis）から入手可能）の濃厚溶液を調製した。溶液をシリンジで０．２マイ
クロメートル（μｍ）のポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）フィルターカートリッ
ジに通し、ストリッパブルＳＵ－８（Strippable SU-8）に加え、０．５％光増感剤染料
及び１．０％ＳＲ－１０１２の溶液（固体の総重量に基づく）を生成した。次に、得られ
た溶液を１．０μｍのガラス繊維フィルター、続いて０．７μｍのガラス繊維フィルター
に通して濾過した。
【０１２８】
　濾過した溶液を、プライマー処理したシリコンウェハ上に緑色のガスケットテープでマ
スクした５ｃｍ×５ｃｍ（内寸）の領域へ流し込んだ。ウェハを週末中、室温で乾燥させ
た後、強制空気オーブンに入れ、６５℃で３０分間、続いて９５℃で９０分間、更に６５
℃で３０分間加熱し、ほぼ溶媒を含まない（以降、「乾燥」）コーティング厚が約３００
μｍのコーティングシリコンウェハを得た。
【０１２９】
　ウェハの裏側をイソプロピルアルコールで洗い、くずを除去した。次に、ウェハを多孔
質炭素真空チャック（平坦度が１μｍ超過）に実装した。その後、二光子製造システムを
作動し、垂直位置に固定した光信号を生成した（製造システムでは、垂直方向に信号を移
動するためのｚ制御は作動させなかった）。光信号の焦点をウェハの表面上に定めると共
焦点応答を引き起こす唯一の状態が生じるように共焦点顕微鏡システムを組み合わせて、
ウェハ表面から反射を作り出すような検出機構として信号を使用した。感光材料のコーテ
ィングとウェハとの境界面に対して垂直方向にシステムを一直線に配置した。
【０１３０】
　乾燥したコーティングの二光子重合を、８００ｎｍの波長、８０ｆｓの公称パルス幅、
８０ＭＨｚのパルス繰返し周波数、及び約１Ｗの平均電力で動作するダイオード励起チタ
ンサファイアレーザー（カリフォルニア州マウンテンビュー（Mountain View）のスペク
トラ・フィジックス社（Spectra-Physics））を使用して、以下の方式で実施した。コー
ティングされたウェハをコンピュータ制御三軸ステージ（ペンシルベニア州ピッツバーグ
（Pittsburgh）のエアロテク社（Aerotech, Inc.）から入手）上に定置した。レーザービ
ームを中性濃度フィルターで弱め、ｘ、ｙ、及びｚ軸制御用の望遠鏡を有するガルボスキ
ャナー（ニューハンプシャー州ウィンダム（Windham）のナットフィールドテクノロジー
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社（Nutfield Technology, Inc.）から入手可能）と、乾燥コーティングの表面に直接適
用したレンズ（ニコンＣＦＩプランアクロマート５０Ｘ（Nikon CFI Plan Achromat 50X
）オイル対物レンズ（oil objective）Ｎ．Ａ．０．９０、対物距離０．４００ｍｍ、焦
点距離４．０ｍｍ）とを使用して、乾燥コーティング内に焦点を定めた。平均電力を、対
物レンズの出力部で、波長校正したフォトダイオード（マサチューセッツ州ウィルミント
ン（Wilmington）のオフルオプトロニクス社（Ophir Optronics, Ltd.）社から入手した
）を使用して測定し、平均電力が約９ｍＷであることが判明した。
【０１３１】
　次に、ＣＡＤプログラム（カリフォルニア州サンラファエロ（San Raphael）のオート
デスク（Autodesk）から入手可能なオートデスクインベンター（AUTODESK INVENTOR））
を使用して作製し、切頭錐体構造を記述したソフトウェアファイルを、二光子製造システ
ムのレーザー走査ソフトウェアにロードした。走査ソフトウェアにより、表面粗さが小さ
い構造体の最終重合アレイを得るのに十分小さい垂直分割で、所定の構造が平面にスライ
スされた。スライス厚さはソフトウェアで５００ｎｍに選択し、ほぼ完全に硬化した構造
を提供するよう、各平面スライスを２ミクロンの陰影間隔で網掛けした。次に、システム
を作動してレーザービームを走査し、感光材料のコーティングを重合させて、切頭錐体構
造を画定した。システムを自動操作し、光抽出の均一性及び効率が最適になるように構造
体の位置を最適化したソフトウェアモデルを使用して、光抽出構造体を（切頭錐体の形状
で）所定の位置（携帯電話のキーパッドの感圧スイッチ（ボタン）の位置に対応）に定置
した。得られたアレイの分布に加えて、ボタン位置に対応する構造体の各集団の分布も、
不均一であった。二光子レーザースキャナーで撮像した後、感光材料を９５℃で硬化した
。次に、得られた硬化アレイをマイクロケムＳＵ－８（MicroChem SU-8）現像剤を使用し
て約９０分間現像した。図２に、得られた現像アレイの一部の側面の操作電子顕微鏡写真
を示す。
【０１３２】
　（実施例２）
　光抽出構造体アレイの製造
　円形のシリコンウェハ（直径１０．２ｃｍ（４インチ）、フロリダ州ウエストパームビ
ーチ（West Palm Beach）のウェハワールド社（Wafer World, Inc.）から入手）を、ＸＰ
オムニコート（XP OmniCoat）プライマー（マサチューセッツ州ニュートンのマイクロケ
ム社）を５秒間５００回転／分（ＲＰＭ）で、続いて２５秒間２７００ＲＰＭでスピンコ
ートした。その後、ウェハを２００℃のホットプレート上に１分間置いて乾燥した。
【０１３３】
　光増感剤染料であるＮ，Ｎ，Ｎ－トリス（７－（２－ベンゾチアゾリル）－９，９－ジ
エチル－２－フルオレニル）アミン（米国特許第６，３００，５０２号（カンナン（Kann
an）ら）の実施例２０に合成方法と共に記載されている）とＳＲ１０１２のシクロペンタ
ノン溶液（ニューハンプシャー州ウィンダム（Windham）のランカスターシンセシス（Lan
caster Synthesis）から入手可能）の濃厚溶液を調製した。溶液をシリンジで０．２マイ
クロメートル（μｍ）のポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）フィルターカートリッ
ジに通し、ＳＵ－８に加え、０．５％光増感剤染料及び１．０％ＳＲ－１０１２の溶液（
固体の総重量に基づく）を作製した。次に、得られた溶液を１．０μｍのガラス繊維フィ
ルター、続いて０．７μｍのガラス繊維フィルターに通して濾過した。濾過した溶液をス
ピンコーティングでシリコンウェハにコーティングした後、８０℃で１０分間溶媒を除去
し、厚さ約３０μｍの乾燥コーティングを得た。
【０１３４】
　ウェハの裏側をイソプロピルアルコールで洗い、くずを除去した。次に、ウェハを多孔
質炭素真空チャック（平坦度が１μｍ未満）に実装した。その後、二光子製造システムを
作動し、垂直位置に固定した光信号を生成した（製造システムでは、垂直方向に信号を移
動するためのｚ制御は作動させなかった）。光信号の焦点をウェハの表面上に定めると共
焦点応答を引き起こす唯一の状態が生じるように共焦点顕微鏡システムを組み合わせて、
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ウェハ表面から反射を作り出すような検出機構として信号を使用した。感光材料のコーテ
ィングとウェハとの境界面に対して垂直方向にシステムを一直線に配置した。
【０１３５】
　乾燥したコーティングの二光子重合を、８００ｎｍの波長、８０ｆｓの公称パルス幅、
８０ＭＨｚのパルス繰返し周波数、及び約１Ｗの平均電力で動作するダイオード励起チタ
ンサファイアレーザー（カリフォルニア州マウンテンビュー（Mountain View）のスペク
トラ・フィジックス社（Spectra-Physics））を使用して、以下の方式で実施した。コー
ティングされたウェハをコンピュータ制御三軸ステージ（ペンシルベニア州ピッツバーグ
（Pittsburgh）のエアロテク社（Aerotech, Inc.）から入手）上に定置した。レーザービ
ームを中性濃度フィルターで弱め、ｘ、ｙ、及びｚ軸制御用の望遠鏡を有するガルボスキ
ャナー（ニューハンプシャー州ウィンダム（Windham）のナットフィールドテクノロジー
社（Nutfield Technology, Inc.）から入手可能）と、乾燥コーティングの表面に直接適
用したレンズ（ニコンＣＦＩプランアクロマート５０Ｘ（Nikon CFI Plan Achromat 50X
）オイル対物レンズ（oil objective）Ｎ．Ａ．０．９０、対物距離０．４００ｍｍ、焦
点距離４．０ｍｍ）とを使用して、乾燥コーティング内に焦点を定めた。平均電力を、対
物レンズの出力部で、波長校正したフォトダイオード（マサチューセッツ州ウィルミント
ン（Wilmington）のオフルオプトロニクス社（Ophir Optronics, Ltd.）社から入手した
）を使用して測定し、平均電力が約１６ｍＷであることが判明した。
【０１３６】
　次に、ＣＡＤプログラム（カリフォルニア州サンラファエロ（San Raphael）のオート
デスク（Autodesk）から入手可能なオートデスクインベンター（AUTODESK INVENTOR））
を使用して作製し、発光ダイオード（ＬＥＤ）光源に比較的近い領域の切頭非球面体構造
及びＬＥＤ光源から最も遠い領域の非切頭非球面体構造を記述したソフトウェアファイル
を、二光子製造システムのレーザー走査ソフトウェアにロードした。走査ソフトウェアに
より、表面粗さが小さい構造体の最終重合アレイを得るのに十分小さい垂直分割で、所定
の構造が平面にスライスされた。スライス厚さはソフトウェアで５００ｎｍに選択し、ほ
ぼ完全な硬化構造体を提供するよう、各平面スライスを２ミクロンの陰影間隔で網掛けし
た。次に、システムを作動してレーザービームを走査し、感光材料のコーティングを重合
させて、構造体を画定した。システムを自動操作し、光抽出の均一性及び効率が最適にな
るように構造体の位置を最適化したソフトウェアモデルを使用して、光抽出構造体を（切
頭及び非切頭非球面体の形状で）所定の位置（後述）に定置した。得られたアレイの分布
は不均一であった。
【０１３７】
　光抽出構造体アレイは、非球面体（底面半径が４０ミクロン、高さが８ミクロンの放物
面体）及び切頭非球面体から構成された。光抽出構造体には３つの領域があり、各領域は
異なる面密度（ＬＥＤからの距離が増すと面密度が増加）及び形状因子（高さ及び／又は
幾何学的形状）を有した。各領域は１０ミリメートル（ｍｍ）四方であった。全体座標系
上で、（Ｘ，Ｙ）座標空間を使用し、領域１の右下角を（１５ｍｍ，－５ｍｍ）に、領域
２の右下角を（５ｍｍ，－５ｍｍ）に、領域３の右下角を（－５ｍｍ，－５ｍｍ）に配置
した。光源ＬＥＤは、Ｘ方向の逆向きに発光するように（２０ｍｍ，０ｍｍ）に配置した
。
【０１３８】
　領域１の光抽出構造体（切頭非球面体）の高さは５ミクロンであり、領域２の光抽出構
造体の高さは６ミクロンであった。領域３の光抽出構造体（非球面体）は非切頭であった
。
【０１３９】
　得られたアレイの各領域の面密度は、Ｙ方向の光抽出構造体間では均一な間隔（ｓｙ）
で、Ｘ方向の光抽出構造体（ｉ＋１）及び（ｉ）では不均一な間隔（ｓｘｉ）で表される
ことができる。この不均一な間隔は、ｓｘ（ｉ）＝ｓｙ（（ｉ＋１）ｐ－ｉｐ）の式に従
って変化し、式中、ｉは光抽出構造体の番号である（番号は領域の一番右側に位置する構
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造を０とし、以降、その左側の構造体毎に１つずつ増加する）。領域１はｓｙ＝５５５マ
イクロメートル、ｐ＝０．６５４２、領域２はｓｙ＝２６３マイクロメートル、ｐ＝０．
７９４８、領域３はｓｙ＝１４９マイクロメートル、ｐ＝０．８９４８であった。
【０１４０】
　二光子レーザースキャナーで撮像した後、感光材料を９５℃で１５分間硬化した。次に
、得られた硬化アレイをマイクロケム（MicroChem）社のＳＵ－８現像剤を使用して約１
０分間現像し、乾燥して、原型ツールを形成した。
【０１４１】
　シリコーン（ＧＥ　ＲＴＶ６１５　２液シリコーン（GE RTV 615 2-part silicone）、
ニューヨーク州ウォーターフォードのゼネラルエレクトリック社（General Electric Co
））を、最終製品の導光体の外形に相当する厚さ約３ｍｍのダムを形成するように光抽出
構造体アレイの周囲にサンドブラスト用テープを配置したマスターツールに注型して形成
した。シリコーンを真空オーブンで１５分間脱気し、シリコーンの上部に剥離ライナーを
載せ、シリコーンを８０℃で１．５時間硬化した。シリコーンをマスターツールから取り
外し、ドーターツールを形成した。サンドブラスト用テープを使用してシリコーンドータ
ーツールの周囲に高さ約３ｍｍのダムを形成し、紫外線（ＵＶ）硬化可能なアクリレート
（フォトマー６２１０（Photomer 6210）、オハイオ州シンシナティのコグニス（Cognis
））をシリコーンドーターツールに注入し、５０℃の真空オーブンで１５分間脱気した。
脱気した構造物を剥離ライナーで覆い、ＵＶライト（Ｈバルブ（H bulb）、メリーランド
州ガイザースバーグ（Gaithersburg）のフュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV System
s））下に１２ｃｍ／秒（２４フィート／分）で５回通過させて硬化した。得られた硬化
アクリレートをシリコーンから分離し、ミクロ複製ツールを形成した。サンドブラスト用
テープ（約２ｍｍ）を使用してミクロ複製ツールの周囲にダムを形成し、ツールにシリコ
ーン（ＧＥ　ＲＴＶ６１５　２液シリコーン（GE RTV 615 2-part silicone））を充填し
た。シリコーンを真空オーブンで１５分間脱気し、フィルムで覆い、８０℃で１．５時間
硬化した。得られた硬化シリコーンをツールから取り外し、片側に光抽出構造体（非球面
体及び切頭非球面体）のパターンを有するシリコーン導光体（屈折率１．４１）を形成し
た。導光体の端部は、上記の座標系において、Ｘ＝－２０ｍｍ、Ｘ＝２０ｍｍ、Ｙ＝－３
０ｍｍ、及びＹ＝３０ｍｍであった。非球面体の光抽出構造体の底面はそれぞれ導光体の
底面上に位置し、非球面体はその高さの分だけ導光体内に伸長していた。切頭非球面体の
光抽出構造体は、導光体内への伸長部分が非球面体の底面に平行な平面で切られた非球面
体から構成された。
【０１４２】
　シリコーン導光体を（光抽出構造体から下方に屈折した光を導光体内に反射させて戻す
ように）白紙上に置き、電源に接続した１個の白色ＬＥＤに連結した。導光体は上面から
観察した場合、領域全体に渡って（目視で）本質的に輝点がなく、比較的均一な光の強度
を示した。
【０１４３】
　本明細書で引用した特許、特許文献、および公報に含有される参照された記述内容は、
その全体が、それぞれ個別に組み込まれているかのように、参照として組み込まれる。本
発明に対する様々な予見できない修正及び変更は、本発明の範囲及び精神から逸脱するこ
となく当業者に明らかとなるであろう。本発明は本明細書に記載の例示の実施形態及び実
施例に必要以上に限定されるものではなく、このような実施例及び実施形態は単なる例と
して提示されていると理解されるべきである。
【０１４４】
　本発明のこれら及びその他の特徴、態様及び利益は、次の説明、添付した請求項及び添
付図面でよりよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】発明の方法を実施するのに有用な代表的な多光子光製造装置の略図。



(33) JP 2009-537870 A 2009.10.29

【図２】本発明の光抽出構造体アレイの実施形態の走査電子顕微鏡写真（側面図）。この
実施形態は、本発明の方法で製造されたものであり、別記の実施例１に記載されている。

【図１】 【図２】
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