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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工用成形型を形成する方法であって、
　少なくとも第１の構造化表面を有する基材を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程
と、
　前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、
　式Ｉの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、
　前記式Ｉは、
【化１】

　であり、
　式中、Ｒａは独立して、Ｈ、ＯＨ、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ



(2) JP 5161310 B2 2013.3.13

10

20

30

40

　ｎは３～３０００の整数である、工程と、
　シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記基
材の前記第１の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積し、前記加工用成形型を形成する
、工程と、を含む方法。
【請求項２】
　成形物品を形成する方法であって、
　第１世代の前駆体を使用することによって形成されたマスター成形型から作られ、第２
世代の前駆体を使用することによって形成された、少なくとも第１の構造化表面を有する
未処理の加工用成形型を用意する工程と、
　前記未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、
　前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、
　式Ｉの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、
　前記式Ｉは、
【化２】

であり、
　式中、Ｒａは独立して、Ｈ、ＯＨ、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ
　ｎは３～３０００の整数である、工程と、
　シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記第
１の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形型を形成する、工程と
、
　第３世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第１の表面の少なくとも一部分と接触させ
て、前記加工用成形型の前記第１の構造化表面の反転である成形物品を形成する工程と、
を含む方法。
【請求項３】
　成形物品を連続して形成する方法であって、
　第１世代の前駆体を使用することによって形成されたマスター成形型から作られ、第２
世代の前駆体を使用することによって形成された、少なくとも第１の構造化表面を有する
未処理の加工用成形型を用意する工程と、
　前記未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、
　前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、
　式Ｉの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、
　前記式Ｉは、
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【化３】

であり、
　式中、Ｒａは独立して、Ｈ、ＯＨ、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ
　ｎは３～３０００の整数である、工程と、
　シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、
　前記剥離層を前記第１の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形
型を形成する、工程と、
　段階的に連続するプロセスまたは実質的に連続するプロセスを使用することによって成
形物品を作り出し、前記加工用成形型を備える連続ツールを形成する工程と、
　第３世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第１の表面の少なくとも一部分と連続して
接触させて、前記加工用成形型の前記第１の構造化表面の反転である前記成形物品を形成
する工程と、を含む方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、成形型を形成及び利用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　成形型及び成形プロセスは、幅広く使用及び研究されている。機械ツール産業は、多種
多様な詳細かつ有用なパターンを有する成形型を作ることができる。最近まで、成形型は
、一般に金属から作製されていた。金属成形型を顧客の仕様に機械加工することは、非常
に時間の掛かるプロセスであり得る。必要とされる時間が非常に長いことから、産業界に
おいて、ポリマー成形型の研究が行われるようになった。ポリマー成形型は、製造するの
は非常に速いが、耐久性が低い、離型特性が悪い、及び成形型から成形物品への材料の付
着という欠点を有し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、より優れた耐久性及び離型特性を有し、成形型からの材料の付着がない又
は最小限であるポリマー成形型が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　少なくとも第１の構造化表面を有する基材をチャンバ内の電極上に配置する工程と、電
極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、液体シリコーンの蒸気をプラズマに導
入する工程と、シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、剥離層
を基材の第１の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積し、加工用成形型を形成する、工
程と、を含む方法が本明細書に開示される。
【０００５】
　また、少なくとも第１の構造化表面を有する未処理の加工用成形型をチャンバ内の電極
の近くに配置する工程であって、電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、液
体シリコーンの蒸気をプラズマに導入する工程と、シリコーン含有ポリマーを含む剥離層
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を堆積させる工程であって、剥離層を未処理の加工用成形型の第１の構造化表面の少なく
とも一部分上に堆積し、加工用成形型を形成する工程と、加工用成形型の第１の構造化表
面の反転である成形物品を形成するために、第３世代の前躯体を加工用成形型の第１の表
面の少なくとも一部分と接触させる工程と、を含む、成形物品を形成する方法が開示され
る。
【０００６】
　また、少なくとも第１の構造化表面を有する未処理の加工用成形型をチャンバ内の電極
の近くに配置する工程であって、電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、液
体シリコーンの蒸気をプラズマに導入する工程と、シリコーン含有ポリマーを含む剥離層
を堆積させる工程であって、剥離層を未処理の加工用成形型の第１の構造化表面の少なく
とも一部分上に堆積し、加工用成形型を形成する工程と、加工用成形型を含む連続ツール
を形成する工程と、加工用成形型の第１の構造化表面の反転である成形物品を形成するた
めに、第３世代の前躯体を加工用成形型の第１の表面の少なくとも一部分と連続して接触
させる工程と、を含む、成形物品を連続して形成する方法が開示される。
【０００７】
　また、本明細書に開示及び例証される方法を使用して作製される物品も開示される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　添付図面と共に以下の本開示の様々な実施形態の詳細な説明を検討することで、本開示
をより完全に理解することができる。
【０００９】
　図は正確な縮尺であるとは限らない。図で用いられる同様の番号は同様の構成部品を指
す。しかしながら、所定の図中の構成要素を指す数字の使用は、同じ数字を付けられた別
の図中の構成要素を限定することを意図するものではないことが理解されよう。
【図１】本明細書に開示される方法の一実施形態。
【図２ａ】マスター成形型と、加工用成形型と、成形物品との間の関係を図式的に示す。
【図２ｂ】マスター成形型と、加工用成形型と、成形物品との間の関係を図式的に示す。
【図３】本明細書に開示される方法の一実施形態。
【図４ａ】マスター成形型から加工用成形型を作製する工程を図式的に示す。
【図４ｂ】マスター成形型から加工用成形型を作製する工程を図式的に示す。
【図５】例示的な加工用成形型。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次の記述において、本明細書の一部を構成する添付の図面を参照し、幾つかの特定の実
施形態を例として示す。本発明の範囲又は趣旨を逸脱せずに、その他の実施形態が考えら
れ、実施され得ることを理解すべきである。したがって、以下の「発明を実施するための
形態」は、限定する意味で理解すべきではない。
【００１１】
　本発明で使用する全ての科学用語及び専門用語は、特に指示がない限り、当該技術分野
において一般的に使用される意味を有する。本明細書にて提供される定義は、本明細書で
しばしば使用されるある種の用語の理解を促進しようとするものであり、本開示の範囲を
限定するものではない。
【００１２】
　他に指示がない限り、本明細書及び特許請求の範囲で使用される形状、量、物理特性を
表わす数字は全て、どの場合においても用語「約」によって修飾されるものとして理解さ
れるべきである。それ故に、そうでないことが示されない限り、前述の明細書及び添付の
特許請求の範囲で示される数値パラメーターは、当業者が本明細書で開示される教示内容
を用いて、目標対象とする所望の特性に応じて、変化し得る近似値である。
【００１３】
　端点による数値範囲の詳述には、その範囲内に組み入れられる全ての数が包含され（例
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えば１～５には、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５が包含される）
並びにその範囲内のあらゆる範囲が包含される。
【００１４】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」
及び「ｔｈｅ」は、その内容が特に明確に指示しない限り、複数の指示対象を有する実施
形態を包含する。本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される場合、用語「又
は」は、その内容が特に明確に指示しない限り、一般に「及び／又は」を包含する意味で
用いられる。
【００１５】
　本明細書で使用される場合、「アルキル」という用語は、飽和炭化水素である、アルカ
ンのラジカルである一価の基を指す。アルキルは、直鎖、分枝状、環状、又はこれらの組
み合わせであることができ、典型的には、１～２０個の炭素原子を有する。幾つかの実施
形態では、アルキル基は、１～１８個、１～１２個、１～１０個、１～８個、１～６個、
又は１～４個の炭素原子を含有する。アルキル基の例としては、メチル、エチル、ｎ－プ
ロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－ペンチル、ｎ
－ヘキシル、シクロヘキシル、ｎ－ヘプチル、ｎ－オクチル、及びエチルヘキシルが挙げ
られるが、これらに限定されない。また、「アルキル」という用語は、置換基及び非置換
基の両方を含む。
【００１６】
　本明細書で使用される場合、「アルコキシ」という用語は、式－－ＯＲの一価の基を指
し、ここで、Ｒは、アルキル基である。
【００１７】
　加工用成形型を形成する方法が本明細書に開示される。一実施形態では、加工用成形型
を形成する方法は、基材の少なくとも一部分上に剥離層を堆積させる工程を含む。一般に
、基材上に剥離層を堆積させるために、化学蒸着プロセスを利用することができる。一実
施形態では、基材上に剥離層を堆積させるために、プラズマ増強化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）
、遠隔プラズマ増強化学蒸着（ＲＰＥＣＶＤ）、又はイオン増強プラズマ化学堆積（ＩＥ
ＰＣＤ）を利用することができる。一般に、ＰＥＣＶＤプロセスは、剥離層を最終的に堆
積する反応気体で充填された２つの電極間にある空間を持つ、２つの電極間での交流（Ａ
Ｃ）又は直流（ＤＣ）放電を使用して、プラズマを形成する。ＰＥＣＶＤを実施するため
に一般に利用される、いかなるシステムも、本明細書において利用することができる。
【００１８】
　一例示的なＰＥＣＶＤシステムは、反応チャンバとも称されるチャンバを含む。一実施
形態では、チャンバは、真空にすることができ、チャンバの少なくとも一部分にわたって
プラズマを発生させるための手段を有することができ、プラズマを発生する条件を維持す
ることができる。つまり、チャンバは、圧力、１つ以上の気体の流量、電源電極に供給さ
れる電力、電界の強度、プラズマ含有反応種の製剤、イオン衝撃の強度、及び反応種から
剥離層を堆積させる速度を含むが、これらに限定されない、様々な条件を制御できるよう
にする環境を提供することができる。
【００１９】
　一実施形態では、チャンバは、アルミニウムで作製することができ、アルミニウムは、
低スパッタ収率を有し、したがって、一般に、非常にわずかな汚染がチャンバの表面から
生じる。しかしながら、また、銅、ガラス、又はステンレススチール等の他の適した材料
もチャンバに使用され得る。チャンバは、いずれかの適した体積を有することができる。
一実施形態では、チャンバは、約８５リットル（３フィート３）の体積を有することがで
きる。チャンバは、一般に利用される、いずれの種類の構成をも有することができる。ま
た、一例示的なＰＥＣＶＤシステムは、電源電極及び接地電極を含む。２つの電極は、対
称であっても非対称であってもよい。一実施形態では、電極の一方又は両方は、例えば、
水によって冷却されてもよい。本明細書に開示される方法を使用して基材をコーティング
するために、修正することができる、又は利用することができる、一例示的な市販される
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システムには、プラズマサーモ（Plasmatherm）ＰＥ　３０３２（プラズマサーモ社（Pla
smatherm, Inc.）、フロリダ州セントピーターズバーグ（St. Petersburg））が挙げられ
る。別の方法としては、本明細書に開示される方法を使用して基材をコーティングするた
めに、２００７年２月２１日に出願された、名称が「有機発光ダイオードデバイスのため
の防湿コーティング（MOISTURE BARRIER COATINGS FOR ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE D
EVICES）」の米国特許公報第２００８０１９６６６４号（開示は、参照することによって
本明細書に組み込まれる）に記載されるシステムを利用することができる。
【００２０】
　本明細書に開示される例示的な一方法を、図１に図式的に示す。方法は、工程１１０、
電極の近くに基材を配置する工程と、工程１２０、電極に電力を供給してプラズマを発生
させる工程と、工程１３０、液体シリコーンの蒸気をプラズマに導入する工程と、工程１
４０、基材の少なくとも一部分上に剥離層を堆積させる工程とを含む。当業者は、本明細
書を一読することによって、他の工程（本明細書に開示される幾つか、本明細書に開示さ
れない幾つか、又は両方）は、図１に開示される工程の前、後、それと同時、又はその間
（又はこれらのいずれかの組み合わせ）に実施することができることを理解するであろう
。
【００２１】
　図１の工程１１０に示されるように、コーティングされる基材は、電極の近くに配置さ
れる。当業者は、本明細書を一読することによって、基材を電極の近くに配置することは
、基材を電極上に電極と接触させて、又は電極の周辺に配置することも含むことを理解す
るであろう。基材の電極との接触は、必ずしも必要ではなく、電極と接触する場合は、そ
れを維持する必要はない。細長い物品の場合、所望により、基材は、チャンバを通して連
続して引っ張られてもよい。一実施形態では、コーティングされる基材は、電源電極又は
接地電極上に配置することができる。一実施形態では、コーティングされる基材は、電源
電極上に配置される。システムが非対称の電極（電源電極全体に大きなイオンシースが現
れるように、電源電極の領域が接地電極より小さい）を有する一実施形態では、基材のイ
オン衝撃を生じさせるために、基材は、電源電極に位置することができる。イオン衝撃は
、堆積される剥離層を稠密化し、それによって、剥離層の硬度及び耐久性を改善すること
ができる。
【００２２】
　コーティングすることが望ましい、いかなる基材も、本明細書に開示される方法に利用
することができる。一実施形態では、基材は、ポリマーである。基材として使用されるポ
リマー材料は、熱硬化性ポリマー材料又は熱可撓性ポリマー材料のいずれかであってよい
。熱硬化性ポリマー材料は、一般に、化学変化及び材料の硬度の増加をもたらす、架橋反
応が起こったものである。一般に、熱硬化性ポリマー材料は、不溶解性、不溶性であり、
加熱されても流れにくく、冷却されてもそれらの元の化学状態に戻らない。熱硬化性ポリ
マー材料は、熱硬化性ポリマー材料、架橋可能な材料を含む材料の前躯体から形成するこ
とができる。架橋可能な材料は、架橋させるだけで熱硬化性ポリマー材料を形成すること
ができる。また、熱硬化性ポリマー材料の前躯体は、重合可能である。重合可能な材料は
、重合及び架橋させて、熱硬化性ポリマー材料を形成する必要がある。熱可撓性ポリマー
材料は、一般に、熱が印加されると物理変化が起こるものである、すなわち、材料は、結
合すると流れ、冷却するとその初期の非流動状態に戻る。基材として利用することができ
る、又は基材を形成するために利用することができる具体的な材料は、以下により完全に
例示される。
【００２３】
　一般に、本明細書に開示される方法に利用され、本明細書に開示される方法を使用して
形成される基材は、加工用成形型として機能することができる。本明細書で使用される場
合、マスター成形型、又は第１世代の成形型は、加工用成形型（以下に記載される）を作
製するために利用することができる。また、加工用成形型は、本明細書において、第２世
代の成形型、又は第１世代の成形型であるマスター成形型の複製とも称され得る。加工用
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成形型は、成形物品を作製するために使用することができる。また、成形物品は、第３世
代の成形型、第２世代の成形型の複製、又は加工用成形型の複製とも称され得る。
【００２４】
　本明細書で利用される基材は、一般に、少なくとも１つの構造化表面を有する。少なく
とも１つの構造化表面は、一般に、成形物品に望まれるパターン又はパターンの一部分の
反転であるパターンを有することができる。少なくとも１つの構造化表面を構成する特徴
は、概して、例えば、ナノメートルからセンチメートルの寸法を有することができる。一
実施形態では、少なくとも１つの構造化表面を構成する特徴は、概して、ナノメートルか
らマイクロメートルの寸法を有することができる。
【００２５】
　一実施形態では、加工用成形型の特徴は、概して、約５ナノメートル（ｎｍ）～約１ミ
リメートルの寸法を有することができる。一実施形態では、加工用成形型の特徴は、概し
て、約５ナノメートル～約５００マイクロメートルの寸法を有することができる。一実施
形態では、加工用成形型の特徴は、概して、約１００ナノメートル～約５００マイクロメ
ートルの寸法を有することができる。一実施形態では、加工用成形型の特徴は、概して、
約５０ナノメートル～約２００マイクロメートルの寸法を有することができる。一実施形
態では、加工用成形型の特徴は、概して、約１００ナノメートル～約２００マイクロメー
トルの寸法を有することができる。
【００２６】
　一実施形態では、加工用成形型は、概して、約１０未満のアスペクト比（高さ対幅の比
）を有することができる特徴を有することができる。一実施形態では、加工用成形型は、
概して、約５未満のアスペクト比を有することができる特徴を有することができる。一実
施形態では、加工用成形型は、概して、約３未満のアスペクト比を有することができる特
徴を有することができる。一実施形態では、加工用成形型は、概して、約２未満のアスペ
クト比を有することができる特徴を有することができる。
【００２７】
　加工用成形型は、当業者に一般に既知の方法及び技術を使用して形成することができる
。かかる一方法は、マスター成形型又は第１世代の成形型の使用を含む。マスター成形型
は、一般に、加工用成形型の反転である、又は成形物品に形成されることが望まれるパタ
ーン若しくはパターンの一部分と同一の構造化表面を有することができる。マスター成形
型と、加工用成形型と、成形物品との間の関係は、図２ａ及び図２ｂに図示される。図２
ａに見られるように、マスター成形型２１０及び関連する加工用成形型２２０は、互いの
反転であるパターンを有する。より具体的に、マスター成形型２１０は、突出部２１５を
有し、加工用成形型２２０は、対応する凹部２２５を有する。当業者は、マスター成形型
が、反対に凹部を有することができ、加工用成形型が、対応する突出部を有することがで
きることを理解するであろう。図２ｂは、加工用成形型２２０と成形物品２３０との間の
関係を図示する。図２ｂに見られるように、加工用成形型２２０は、凹部２２５を有し、
成形物品２３０は、対応する突出部２３５を有する。当業者は、加工用成形型が、反対に
突出部を有し、成形物品が、凹部を有することができることを理解するであろう。また、
マスター成形型２１０と成形物品２３０（図２ａ及び図２ｂ）を比較することによって、
マスター成形型２１０が、成形物品２３０と実質的に同一のパターンを有することも明ら
かである。
【００２８】
　マスター成形型は、当業者に一般に既知の方法及び技術を使用して形成することができ
る。かかる一方法は、マスター成形型を作り出すために、初期に、構造化アレイ等の構造
を基材上に形成する工程を含む。構造化アレイ内の構造は、当業者に既知のコンピュータ
支援設計及び製造（ＣＡＤ／ＣＡＭ）ソフトウェアを使用して設計及び配設され得る。い
ったんパターンが設計されると、これを、例えば、二光子等の多光子暴露プロセス、化学
又は機械エッチング、レーザー切断、フォトリソグラフィ、ステレオリソグラフィ、マイ
クロ機械加工、刻み付け、切断、折筋付け、彫り込み、ダイヤモンド旋盤等の一般的に利
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用される技術を使用する、数々のプロセスのいずれかによって、適した材料内に作り出す
ことができる。様々な寸法、幾何学的構成、表面輪郭、又はこれらの組み合わせの構造を
有するパターンを柔軟かつ制御可能に提供することができる限り、いかなるプロセス又は
プロセスの組み合わせも使用され得る。
【００２９】
　パターンは、概して限定されず、例えば、突出構造、凹型構造、連続及び不連続の溝、
並びにこれらの組み合わせを含み得る。構造によって形成されるパターンは、規則的であ
っても不規則であってもよく、これらのパターン内の個々の構造は、１つ以上の形状、角
度、寸法、又はこれらの組み合わせにおいて同一であっても異なってもよい。
【００３０】
　マスター成形型を作製するために使用される材料は、多種多様であってよい。場合によ
っては、構造を正確に作り出すことをできるようにするのに十分に剛性で、平らかつ安定
した、いずれの材料も使用することができる。広くは、使用される材料は、かかる構造を
正確に形成及び転写できるものである。適した基材材料には、金属類、シリコン、ガラス
類、石英、セラミック材料、又はポリマー材料が挙げられるが、これらに限定されない。
マスター成形型がポリマー材料から形成される一実施形態では、ポリマー材料を形成する
ために、第１世代の前躯体が使用され得る。
【００３１】
　マスター成形型を製作する別の例示的な方法は、全体が参照することによって本明細書
に組み込まれる、２００７年５月１７日に出願された、名称「抽出構造を用いた導光体を
作製するためのプロセス及びそれによって生成される導光体（PROCESS FOR MAKING LIGHT
 GUIDES WITH EXTRACTION STRUCTURES AND LIGHT GUIDES PRODUCED THEREBY）」の同一出
願人によるＰＣＴ国際公開第ＷＯ２００７１３７１０２号に見ることができる。
【００３２】
　いったんマスター成形型が形成されると、次いでこれを、加工用成形型を形成するため
に使用することができる。マスター成形型から加工用成形型を作るために一般的に利用さ
れる方法を、本明細書で利用することができる。使用される特定の方法は、少なくとも一
部分において、加工用成形型が作製される材料に依存し得る。加工用成形型がポリマーで
ある一実施形態では、マスター成形型から加工用成形型を形成する例示的な一方法は、第
２世代の前躯体をマスター成形型の少なくとも一部分と接触させる工程を含む。一般に、
第２世代の前躯体をマスター成形型の少なくとも一部分と接触させる工程は、マスター成
形型上のパターンの少なくとも一部分を被覆する、充填する、又はその両方を行うように
機能することができる。次いで第２世代の前躯体は、加工用成形型を形成するために、例
えば、引き剥がすことによってマスター成形型から取り外すことができる。加工用成形型
は、マスター成形型上のパターンの少なくとも一部分の反転画像を有する。加工用成形型
は、自立型、可撓性、又はその両方であってよいが、必ずしもそうである必要はない。
【００３３】
　本明細書で使用される場合、可撓性加工用成形型は、マスター成形型の平坦な表面に対
して測定して、少なくとも約３０°の角度（別の実施形態では、少なくとも約４５～７０
°の角度）で、亀裂、変形、又はその中に複製された構造化パターンの変化等の大幅な損
傷なく、マスター成形型から引き剥がすことによって取り外すことができる、加工用成形
型を指すことができる。また、例えば、剛性基材が加工用成形型に取り付けられる場合、
加工用成形型は、マスター成形型から平行に取り外すことができることに留意されたい。
加工用成形型は、例えば、加工用成形型をその周辺の周囲で持ち上げる、又はその１つの
先端を引き上げて剥がすことによって、マスター成形型から取り外されてもよい。引き剥
がし速度は、第２世代の前躯体、マスター成形型の材料（一実施形態では、第１世代の前
躯体から形成される）、マスター成形型内の構造の密度、並びに他の要因によって、大き
く異なり得る。一般に、マスター成形型内の構造の密度が高い程、加工用成形型は、ゆっ
くりとマスター成形型から取り外されるべきである。
【００３４】
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　一実施形態では、第２世代の前躯体は、熱硬化性ポリマー材料を形成する。熱硬化性ポ
リマー材料は、また、本明細書において、加工用成形型の文脈で第２世代の前躯体とも称
され得る、熱硬化性ポリマー材料の前躯体から形成することができる。第２世代の前躯体
は、架橋可能な材料を含むことができる。架橋可能な材料は、重合させることができ、そ
のため、それらは、熱硬化性ポリマー材料を形成するように、架橋させる（すなわち、硬
化させる）だけでよいか、又は架橋可能な材料は、重合可能であってよく、そのため、そ
れらは、熱硬化性ポリマー材料を形成するように、重合及び架橋させる必要があるか、又
は第２世代の前躯体は、架橋可能な材料及び重合可能な材料の両方を含むことができる。
【００３５】
　一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料のガラス転移温度（Ｔｇ）は、約３５℃以上で
あってよい。一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料のガラス転移温度（Ｔｇ）は、約４
５℃以上であってよい。一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料のガラス転移温度（Ｔｇ
）、約５０℃以上であってよい。一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料のガラス転移温
度（Ｔｇ）は、約５５℃以上であってよい。
【００３６】
　例示的な第２世代の前躯体には、エポキシ類、メラミン類、アクリレート類、アルキド
樹脂類、ポリウレタン前躯体、エポキシアクリレート類、及びこれらの組み合わせが挙げ
られるが、これらに限定されない。また、例示的な第２世代の前躯体は、熱可撓性ポリイ
ミド類（すなわち、熱可撓性ポリイミド類は、熱硬化性ポリイミド類を形成するために、
架橋させることができる）を含む。一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料は、重合可能
な材料、例えば、アクリレート基、エポキシ基、ウレタン基、又はこれらの幾つかの組み
合わせを含むモノマーから得ることができる。一実施形態では、熱硬化性ポリマー材料は
、超分岐アクリレート類、ウレタンアクリレート類、又はこれらの組み合わせを含むモノ
マーから得ることができる。
【００３７】
　一実施形態では、第２世代の前躯体は、マスター成形型と接触することができる粘度を
有する。一実施形態では、マスター成形型と効率的に接触することができない粘度を有す
る第２世代の前躯体は、粘度が望ましく変化する温度で、マスター成形型に接触させるこ
とができる。例えば、マスター成形型と容易に接触するには高すぎる粘度を有する第２世
代の前躯体は、粘度が低減し、より効果的に接触できるようになる上昇温度で接触させる
ことができる。
【００３８】
　例示的な熱可撓性材料には、ポリエステル、ポリイミド、ポリカーボネート類、ポリ塩
化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルメタクリレート、及びこれらの組
み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３９】
　また、加工用成形型は、例えば、金属、ガラス、セラミック、又は半導体であってよい
。当業者は、本明細書を一読することによって、かかる材料を使用して加工用成形型を作
製する方法を認識するであろう。使用することができる適した金属材料には、銅、アルミ
ニウム、白金、ステンレススチール、金、ニッケル、チタン、鉄、金属類のいずれかの合
金類、又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。金属は、例えば
、加工用成形型を形成するためにマスター成形型に押し付けられる、シート形態にするこ
とができる。適したセラミック、ガラス、又は半導体加工用成形型は、例えば、様々な無
機材料を含む強化可能な組成物を、マスター成形型と接触させて定置することによって調
製することができる。強化可能な組成物は、加工用成形型を形成するために、マスター成
形型と接触している間に強化することができる。強化材料の形成は、多くの場合、強化可
能な組成物への熱の印加、及びそれからの水等の液体の除去を含む。つまり、加工用成形
型は、マスター成形型と隣接して配置される間に、強化可能な組成物を乾燥させることに
よって形成することができる。
【００４０】
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　加工用成形型を形成するために使用される第２世代の前躯体は、所望により、マスター
成形型に適用される前又は後のいずれかで、脱気されてもよく、適用後、材料は、いずれ
かの適した技術によって、例えば、重合される、架橋される、乾燥される、又はこれらの
いずれかの組み合わせが行われてもよい。例えば、一実施形態では、第２世代の前躯体は
、光化学又は熱プロセスによって硬化されてもよい。一実施形態では、第２世代の前躯体
は、紫外（ＵＶ）放射線等の放射線源によって硬化され得る。例えば、一実施形態では、
第２世代の前躯体は、材料を室温（又はそれが適用された温度）からより高い温度に加熱
する熱源によって硬化又は乾燥され得る。一実施形態では、より高い温度とは、マスター
成形型に損傷を与えない温度である。
【００４１】
　一実施形態では、加工用成形型は、マスター成形型からの構造が正確に複製される自立
フィルムを形成するのに十分な厚さを有することができる。自立フィルムは、例えば、裏
材からのいかなる追加の支持なく、それに形成される特徴を保持するフィルムである。し
たがって加工用成形型は、マスター成形型内のパターンの少なくとも一部分の逆の画像で
ある第２のパターンを含む（例えば、マスター成形型が図２ａに見られるような突出構造
のアレイを含む場合、加工用成形型は、図２ａに見られるような対応する凹部又は窪みの
アレイを有する）。一実施形態では、加工用成形型は、厚さが約２ｍｍ～１ｃｍの自立フ
ィルムであってよい。一実施形態では、加工用成形型は、約２ｍｍ～約８ｍｍの厚さを有
することができる。一実施形態では、加工用成形型は、約２ｍｍ～約３ｍｍの厚さを有す
ることができる。
【００４２】
　また、本明細書に開示される方法は、基材の少なくとも一部分上に剥離層を堆積させる
工程も含む。基材上に剥離層を堆積させる工程は、一般に、シリコーン含有ポリマーを含
む剥離層を、ＰＥＣＶＤを使用して堆積させる工程を含む。一般に、ＰＥＣＶＤプロセス
又はシステムは、プラズマを形成し、そのプラズマからプラズマを収容するチャンバ内の
表面上に、剥離層を堆積させる。プラズマ内の種は、加工用成形型の表面上で反応する。
プラズマ堆積は、プラズマ内の種が、共有結合を介して、加工用成形型の表面に不規則に
付着されるようにする。堆積される剥離層は、通常、露呈される全加工用成形型の上全体
に完全な層を構成するが、露呈される加工用成形型全体の上に完全な層未満の層を構成す
る場合もある。剥離層は、通常、堆積される材料から形成される、シリコーン含有ポリマ
ー材料等のポリマー材料を含む。
【００４３】
　基材又は加工用成形型上に剥離層を堆積させる工程は、工程１２０、電極に電力を供給
してプラズマを形成する工程によって実施される。電極に電力を供給してプラズマを形成
する工程は、例えば、電極に電源を供給し、電源を作動させてプラズマを形成することに
よって実施することができる。一般に、電極に電力を供給してプラズマを形成する工程は
、本明細書に開示される方法中のいかなる時点でも実施することができる。一実施形態で
は、電極に電力を供給する工程は、基材が電極の近くに配置される前、及び液体シリコー
ンの蒸気をプラズマに導入する前に実施することができる。つまり、プラズマを形成する
工程は、基材を導入する前、液体シリコーンの蒸気をプラズマに導入する前、又は両方で
実施することができる。一実施形態では、電極に電力を供給する工程は、液体シリコーン
の蒸気をプラズマに導入する工程の前に、又はそれと同時に実施することができる。一実
施形態では、電力は、加工用成形型を下塗りするために、剥離層が堆積され始める、液体
シリコーンの蒸気の導入の前に、アルゴン又は酸素等の非剥離層堆積気体の存在下で最初
に印加される。かかる一連の工程は、剥離層の加工用成形型への接着、及び剥離層の全体
的な耐久性の改善をもたらすことができる。
【００４４】
　上述されるように、本明細書に開示される方法は、ＰＥＣＶＤシステムを実施すること
ができる。ＰＥＣＶＤシステムは、電源を含むか、又は電源に取り付けられるように構成
される。電極に供給される電力は、ＡＣ源であってもＤＣ源であってもよい。一実施形態
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では、電源は、例えば、ＲＦ源である。チャンバに導入される剥離層形成気体を含有する
プラズマは、電力を供給することによって発生され、持続される。
【００４５】
　一実施形態では、電力は、約０．００１～１００ＭＨｚの範囲の周波数で動作するＲＦ
発振器によって、少なくとも１つの電極に供給することができる。一実施形態では、ＲＦ
電源は、約０．０１～５０ＭＨｚの範囲の周波数で電力を供給する。一実施形態では、Ｒ
Ｆ電源は、約１３．５６ＭＨｚ又はそのいずれかの整数（例えば、１、２、又は３）倍の
周波数で電力を供給する。ＲＦ電源は、１３．５６ＭＨｚのオシレータのようなＲＦ発振
器であり得る。一実施形態では、ＲＦ発振器等の電源は、約１０Ｗ～５０００Ｗの電力レ
ベルで動作させることができる。
【００４６】
　コーティングされる基材又は加工用成形型は、チャンバ内に配置されるか、又はそれを
通過してもよい。幾つかの実施形態では、複数個の加工用成形型は、同時に、又は連続し
てプラズマに暴露されてもよい。一実施形態では、コーティングされる加工用成形型は、
コーティングを妨害する汚染物質を除去するために、前洗浄されてもよいが、必ずしもそ
うする必要はない。有用な前洗浄方法は、酸素プラズマへの暴露である。この前洗浄のた
めに、反応器内の圧力は、約１．３Ｐａ（１０ミリトール）～２７Ｐａ（２００ミリトー
ル）に維持されてよい。プラズマは、約５００ワット（Ｗ）～３０００ＷのＲＦ電力レベ
ルで発生される。例えば、アルゴン、空気、窒素、水素、若しくはアンモニア、又はこれ
らの混合物等の他の気体が前洗浄に使用されてもよい。
【００４７】
　一実施形態では、剥離層は、少なくとも１つの電極に供給される電力をパルス化するこ
とによって堆積させることができる。一般に、パルス堆積は、ＲＦ発振器がオン及びオフ
にサイクルされるプロセスを指す。いずれかの適したデューティーサイクルを使用するこ
とができる。一実施形態では、プラズマ堆積は、ＲＦ発振器の９０％のデューティーサイ
クルを用いて実施することができ、９０％は、ＲＦ発振器がオンとなる時間を指す。パル
ス周波数は、約１Ｈｚ～約１００Ｈｚで変化されてもよい。一実施形態では、パルス周波
数は、約１０Ｈｚである。パルスプラズマ堆積は、剥離層のプラズマ堆積中に生じ得る（
常にではないが）粒子形成を減少させる、又は排除するように機能すること、剥離層の圧
縮力を低減すること、又はこの組み合わせが可能である。
【００４８】
　また、本明細書に開示される方法は、液体シリコーンの蒸気をプラズマに導入する工程
、図１の工程１３０を含む。一般に、液体シリコーン分子は、プラズマに導入するために
気化される前に、チャンバに導入することができる。チャンバ内で、気化した液体シリコ
ーン分子は、アルゴン又はヘリウム等の不活性気体から発生されるプラズマの一部となる
。上述されるように、本明細書で利用することができるＰＥＣＶＤシステムは、一般に、
チャンバ、接地電極、及び電源電極を含む。チャンバは、一般に、気体がチャンバに制御
可能に導入されるように構成される。一般に、基材のコーティング中に存在し、基材上に
堆積する気体及び液体（又は気化液体）は、本明細書において、剥離層形成気体と称され
る。
【００４９】
　一実施形態では、チャンバは、空気及びいかなる不純物も除去するために、材料を導入
する前に所望の程度まで真空にすることができるが、必ずしもそうする必要はない。これ
は、チャンバに接続されるポンプスタックに置くことができる、真空ポンプによって達成
され得る。チャンバの圧力を変化させるために、不活性気体（アルゴン等）がチャンバに
導入されてもよい。いったんチャンバが真空にされると、注入管を介して材料をチャンバ
に入れることができる。
【００５０】
　液体シリコーン分子は、既知の液体移動技術を使用して液体を導入することによって、
チャンバに導入することができる。一実施形態では、液体シリコーン分子は、単にチャン
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バ内に置くことができ、一実施形態では、液体シリコーン分子は、液体ポンプシステムを
介してチャンバに送り込むことができる。いずれの有用な手段によっても、液体シリコー
ン分子をチャンバに供給することができる。一実施形態では、液体シリコーン分子は、電
源に電気的に接続されるグラファイト又は炭素布上に置くことができ、したがってファラ
デーケージによってプラズマから遮蔽されている状態で、チャンバ内で気化することがで
きる（炭素布に電流を流して炭素布を加熱することによって）。一実施形態では、液体シ
リコーン分子を気化するために、炭素加熱布に、最大で数アンペア（Ａ）の電流を印加す
ることができる。２．５４ｃｍ（１インチ）幅の炭素布を利用する一実施形態では、１～
２アンペアの電流、例えば１．７Ａの電流を維持することができる。
【００５１】
　一実施形態では、液体シリコーン分子は、シリコンを含む分子であり、大気条件で液体
であり、気化することができ、重合することができる。
【００５２】
　一実施形態では、液体シリコーン分子は、少なくとも１つのシリコン原子を含む、反復
モノマー単位の主鎖を有する。一実施形態では、液体シリコーン分子は、式Ｉ：
【００５３】
【化１】

【００５４】
　であり、
　式中、Ｒａは独立して、Ｈ、ＯＨ、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、Ｘは
、Ｈ、アルキル、－Ｓｉ（Ｒａ）３、－Ｓｉ（Ｒａ）２－Ｙであるか、又はＸ及びＹは共
に単結合を形成するかし、Ｙは、Ｈ、－ＯＨ、Ｃｌ、Ｆ、Ｂｒ、Ｉ、－ＮＨ２、アリール
、－ＯＳｉ（Ｒａ）３であるか、又はＸ並びにＹは共に単結合を形成するかし、かつｎは
、３～１３，０００の整数である。Ｘ及びＹが共に単結合を形成する一実施形態では、分
子は、実際には環状である。
【００５５】
　上述されるように、ｎは、３～１３，０００の整数であってよい。一実施形態では、ｎ
は、３～３０００の整数である。一実施形態では、ｎは、３～２０００の整数である。一
実施形態では、ｎは、３～１０００の整数である。一実施形態では、ｎは、３～５００、
３～１００、５～１００、又は１０～１００の整数である。
【００５６】
　一般に、本明細書で使用することができる液体シリコーン分子の分子量（Ｍｎ）は、約
１００～約１，０００，０００の範囲であってよい。一実施形態では、本明細書で使用す
ることができる液体シリコーン分子の分子量（Ｍｎ）は、約２００～３００，０００の範
囲であってよい。一実施形態では、本明細書で使用することができる液体シリコーン分子
の分子量（Ｍｎ）は、約２００～１００，０００の範囲であってよい。一実施形態では、
本明細書で使用することができる液体シリコーン分子の分子量（Ｍｎ）は、約５００～１
０，０００の範囲であってよい。
【００５７】
　一実施形態では、液体シリコーン分子は、式ＩＩ：
【００５８】
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【化２】

【００５９】
　であり、
　式中、Ｒａは独立して、Ｈ、ＯＨ、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ
ｎは、１～１３，０００の整数である。一般に、式ＩＩの化合物は、一般的に、「シリコ
ーンオイル」と称される。液体シリコーンオリゴマーが式ＩＩである一実施形態では、ｎ
は、３～３０００の整数であってよい。式ＩＩは、式Ｉの一部である。
【００６０】
　一実施形態では、液体シリコーンオリゴマーは、式ＩＩＩ：
【００６１】
【化３】

【００６２】
　であり、
　式中、ｎは、３～３０００の整数である。式ＩＩＩの一例示的な化合物には、ポリジメ
チルシロキサンが挙げられる。一般的に利用されるポリジメチルシロキサンは、一般に、
約１～約１００の分子量を有する。式ＩＩＩは、式Ｉ及び式ＩＩの一部である。
【００６３】
　また、液体シリコーン分子と組み合わせて、二次反応物がチャンバに添加されてもよい
。一実施形態では、二次反応物は、液体シリコーン分子と実質的に同時に、又は液体シリ
コーン分子とは異なる時点でチャンバに添加することができる。一実施形態では、二次反
応物は、液体シリコーン分子の前又は液体シリコーン分子の後にチャンバに添加すること
ができる。
【００６４】
　一実施形態では、二次反応物は、気体である。気体二次反応物は、少なくとも一部分に
おいて、反応器の寸法、電極の表面積、処理される物品の多孔性、剥離層の所望の厚さ、
及び他の要因に依存し得る、所望の流量でチャンバに添加することができる。流量は、一
般に、コーティングを実施するのに適した圧力、典型的に０．１３Ｐａ～１３０Ｐａ（０
．００１トール～１．０トール）を確立するのに十分であるように選択することができる
。４５ｃｍ×４５ｃｍ×７．５ｃｍの内部寸法を有する正方形の反応器では、流量は、典
型的に、約５０～約２５０立法センチメートル毎分（ＳＣＣＭ）である。コーティングの
圧力及び温度（典型的に０．１３～１３３Ｐａ（０．００１～１．０トール）（本明細書
に記載される全ての圧力は、絶対圧力である）、並びに５０℃未満の温度では、剥離層形
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成気体は、一般に、いかなる重合もない、それらの原形のままである。
【００６５】
　一実施形態では、気体二次反応物は、シリコン含有気体、酸素、又はアルカン若しくは
アルケン等の炭化水素を含むことができる。液体シリコーン分子と組み合わせて、異なる
、及び様々な量のかかる構成要素を利用することができる。二次反応物の量は、それによ
って形成される剥離層の特性に影響を与える可能性がある。
【００６６】
　一実施形態では、気体二次反応物として酸素が利用される。二次反応物として酸素を利
用することは、フィルムの有利な特性に寄与し得る。一実施形態では、二次反応物として
酸素ガスを含むことによって、より高い表面エネルギーを有するフィルムを供給すること
ができる。一般に、二次反応物としてＯ２を含むことによって、フィルムの表面張力を高
める（液体シリコーンオリゴマーのみからのフィルムと比較して）ことができる。一般に
、Ｏ２は、フィルムの表面上に、表面張力を高めるヒドロキシル基を形成することによっ
て、表面張力を高めるように機能することができる。より高い表面エネルギーを有するフ
ィルムは、第３世代の前躯体による加工用成形型表面の濡れを向上するため、有利であり
得る。成形型表面のより優れた濡れは、一般に、より忠実な成形物品を提供することがで
きる。
【００６７】
　一実施形態では、二次反応物は、シリコン含有気体である。シリコン含有気体の添加は
、剥離層に含まれるシリコーン含有ポリマーの架橋度を向上するように機能することがで
きる。また、シリコン含有気体は、剥離層の表面張力を高めるように機能することもでき
る。一実施形態では、二次反応物は、式：Ｓｉ（Ｒａ）３Ｒｂを有するシリコン含有気体
であり、式中、Ｒａは独立して、Ｈ、アルキル、又はアルコキシであり、Ｒｂは独立して
、Ｈ、アルキル、アルコキシ、又は－ＯＳｉ（Ｒａ）３、又は－Ｓｉ（Ｒａ）３である。
一実施形態では、単一シリコン含有気体内の全てのＲａ置換基は、同一であり、一実施形
態では、単一シリコン含有気体内の少なくとも１つのＲａ置換基は、異なる。一実施形態
では、Ｒａ及びＲｂは、同一であり、一実施形態では、Ｒａ及びＲｂは、異なる。一実施
形態では、シリコン含有気体は、テトラメチルシラン（「ＴＭＳ」とも称される）、Ｓｉ
（ＣＨ３）４、テトラオルトシリケート（「ＴＥＯＳ」とも称される）、Ｓｉ（ＯＣＨ２

ＣＨ３）４、ヘキサメチルジシロキサン、Ｓｉ（ＣＨ３）３－Ｏ－Ｓｉ（ＣＨ３）３、ヘ
キサメチルジシラン（ＣＨ３）３Ｓｉ－Ｓｉ（ＣＨ３）３、シラン、ＳｉＨ４、又はこれ
らの組み合わせである。一実施形態では、シリコン含有気体は、テトラメチルシラン、Ｓ
ｉ（ＣＨ３）４である。
【００６８】
　一実施形態では、液体シリコーン分子と組み合わせて、炭化水素化合物を使用すること
ができる。一実施形態では、炭化水素化合物は、コーティング条件で気体である、アルカ
ン又はアルケン化合物であってよい。一実施形態では、気体としてチャンバに導入するこ
とができる、いずれかの気体アルカン又はアルケンを利用することができる。一実施形態
では、炭化水素化合物は、Ｃ５低級アルカン又はアルケン化合物である。添加することが
できる例示的なアルカン及びアルケン化合物には、ブタン、プロパン、ペンタン、ペンテ
ン、ペンタジエン、ブタン、ブタジエン、又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これ
らに限定されない。炭化水素化合物の添加は、加工用成形型上にダイヤモンド状炭素（Ｄ
ＬＣ）特性を有する剥離層を提供するために利用することができるが、必ずしもそうする
必要はない。添加される場合、シリコン含有気体対アルカン化合物の体積百分率が約１０
％対約９０％となる量の炭化水素化合物を添加することができる。
【００６９】
　基材、又はより具体的に加工用成形型上に形成される剥離層は、一般に、シリコーン含
有ポリマーを含む。一実施形態では、また、フィルムは、他の構成要素も含むことができ
る。一実施形態では、また、チャンバに導入される他の構成要素（気体二次反応物等）、
液体シリコーン分子（又は気体二次反応物）の分解生成物、又はこれらの組み合わせも剥
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離層に含むことができる。
【００７０】
　一実施形態では、剥離層は加工用成形型の表面の少なくとも一部分上で、概して、実質
的に均一なコーティング厚さを有する。実質的に均一な厚さを有する剥離層は、より均一
な成形物品をもたらすことができる。一般に、剥離層がより厚くなる程、それらは、剥離
層自体の圧縮によって影響を受ける可能性がある。厚すぎる剥離層上の圧縮力は、加工用
成形型を長期間使用した後、成形物品にしわをもたらす可能性がある。一実施形態では、
成形物品のしわの寄った表面は、有利な特性を提供し得、例えば、利得ディフューザーは
、かかる不規則な部分構造から利益を得る可能性がある。より薄い剥離層は、一般に、よ
り厚い剥離層ほど利益を提供しない。例えば、剥離層の厚さが減少すると、剥離層によっ
てもたらされる耐久性は、最小化される可能性がある。
【００７１】
　一実施形態では、剥離層は、加工用成形型の構造化表面の少なくとも一部分上に形成さ
れる。一実施形態では、剥離層は、加工用成形型の実質的に全表面上に形成される。一般
に、加工用成形型の表面のより大きな被覆範囲は、剥離層からのより優れた利点をもたら
す。
【００７２】
　剥離層の厚さは、計算、測定、又は両方によって推定することができる。一般に、剥離
層の厚さは、少なくとも一部分において、剥離層の堆積速度に依存する。堆積速度は、平
らなシリコン（Ｓｉ）ウエファーを対照試料として使用して、断定することができる。平
らなＳｉウエファー上の厚さは、次いで、例えば、薄膜白色光干渉法を使用して断定する
ことができる。いったんＳｉウエファー上の剥離層の厚さが断定されると、パターン形成
された基材上の剥離層の厚さは、パターン形状を熟考することによって断定することがで
きる。加工用成形型が、不規則又は複雑な構造を有する一実施形態では、パターン形成さ
れた表面上の剥離層の厚さを計算することは、困難であり得る。かかる場合のＳｉウエフ
ァー上の剥離層の厚さは、パターン形成された表面上の剥離層の厚さの有効な推定値を提
供することができる。
【００７３】
　一実施形態では、剥離層は、概して、約１ｎｍ～約１０００ｎｍの厚さである。一実施
形態では、剥離層は、概して、約５ｎｍ～約３００ｎｍの厚さである。一実施形態では、
剥離層は、概して、約５ｎｍ～約１００ｎｍの厚さである。一実施形態では、剥離層は、
概して、約５ｎｍ～約５０ｎｍの厚さである。剥離層の厚さは、少なくとも一部分におい
て、電極に供給される電力、チャンバに導入される剥離層形成気体の量、加工用成形型が
プラズマに暴露される時間、並びに他の要因によって制御することができる。一般に、堆
積時間は、多くの場合、剥離層の厚さに線形的に相関する。当業者は、本明細書を一読す
ることによって、制御されるパラメーター、及び所望の剥離層厚さを得るために、どのよ
うにそれらを制御するかを理解するであろう。
【００７４】
　このような別の例示的な方法は、少なくとも第１の構造化表面を有する基材をチャンバ
内の電極の近く（例えば、上）に配置する工程であって、電極に電力を供給してプラズマ
を発生させる工程と、チャンバ内で液体シリコーン分子を気化する工程と、シリコーン含
有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、剥離層を基材の第１の構造化表面の
少なくとも一部分上に堆積し、加工用成形型を形成する工程と、を含む。別の例示的な方
法は、少なくとも第１の構造化表面を有する未処理の加工用成形型をチャンバ内の電極の
近く（例えば、上）に配置する工程であって、電極に電力を供給してプラズマを発生させ
る工程と、チャンバ内で液体シリコーンモノマーを気化する工程と、シリコーン含有ポリ
マーを含む剥離層を堆積させる工程であって、剥離層を基材の第１の構造化表面の少なく
とも一部分上に堆積し、加工用成形型を形成する工程と、加工用成形型の第１の構造化表
面の反転である成形物品を形成するために、第３世代の前躯体を加工用成形型の第１の表
面の少なくとも一部分と接触させる工程と、を含む、成形物品を形成する方法を含む。
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【００７５】
　また、本明細書に開示される方法は、連続して行うことができる。連続すると記載され
る手段は、概して、接触させるプロセスが、実質的に連続（これは、成形物品を作製する
ために使用される、接触させる工程中に、プロセスが停止しないことを意味する）し得る
、又は段階的に連続（接触させる工程中、前、又は後に、一時停止が存在してよい）し得
ることを意味する。一実施形態では、実質的に連続的な方法が利用される。
【００７６】
　段階的に連続するプロセスの例には、射出成形、樹脂トランスファー成形、圧縮成形等
が挙げられる。実質的に連続するプロセスの例には、ロール・ツー・ロールプロセスが挙
げられる。実質的に連続するプロセスでは、連続ツールを形成するために、加工用成形型
が利用され得る。連続ツールの一例には、ロール・ツー・ロールプロセスを使用して、キ
ャリアフィルム上に成形物品を作り出すために、回転ドラム上に取り付けられた加工用成
形型が挙げられる。また、加工用成形型は、（例えば）回転ドラム上に配置される前に、
例えば、寸法又は形状に切断することによって所望されるように変形されてもよい。
【００７７】
　一例示的な本明細書に開示される方法は、図３に開示される方法を含む。かかる方法は
、工程４１０、電極の近くに加工用成形型を配置する工程と、工程４２０、電極に電力を
供給してプラズマを形成する工程と、工程４３０、液体シリコーン分子を気化する工程と
、工程４４０、加工用成形型上に剥離層を堆積させる工程と、工程４５０、加工用成形型
を含むツールを形成する工程と、工程４６０、第３世代の前躯体を加工用成形型と接触さ
せる工程と、更に成形物品が形成される場合に、工程４７０、成形物品を加工用成形型か
ら取り外す工程と、工程４６０を再び実施する工程と、更に成形物品が作製されない場合
に、方法を完了する工程と、を含む。
【００７８】
　本明細書に記載される方法を使用して形成される加工用成形型は、成形物品を作り出す
ために利用することができる。また、本明細書に記載される加工用成形型を使用して形成
される成形物品は、本明細書において複製と称することができる。成形物品を形成する方
法は、成形物品を形成するために、第３世代の前躯体、一実施形態ではポリマー前躯体を
加工用成形型の第１の表面の少なくとも一部分と接触させる工程を含む。
【００７９】
　一般に、本明細書に記載されるように、加工用成形型を使用して成形物品を形成するた
めに使用することができる、いかなる材料も、加工用成形型の少なくとも一部分と接触さ
せることができる。一実施形態では、第３世代の前躯体は、加工用成形型と接触させるこ
とができ、かつ強化される、又は強化することができる材料であってよい。一実施形態で
は、第３世代の前躯体は、コーティングされる、広がる、又は加工用成形型と接触させる
ことができる粘度を有し、成形物品を形成するために、続いて強化される、又は強化する
ことができる材料であってよい。一実施形態では、第３世代の前躯体は、加工用成形型と
接触させることができ、かつ強化される、又は強化することができる材料であってよい。
一実施形態では、第３世代の前躯体は、コーティングされる、広がる、又は加工用成形型
を接触させることができる粘度を有し、成形物品を形成するために、続いて強化される、
又は強化することができる材料であってよい。一実施形態では、接触される材料、又は第
３世代の前躯体は、重合可能な材料、重合材料、又は両方を含むことができる。第３世代
の前躯体は、熱硬化性ポリマー材料、重合及び架橋材料を形成するもの、又は重合される
が架橋されない熱可撓性材料を形成するものであってよい。
【００８０】
　第３世代の前躯体は、一般に利用されるいずれかの方法で、加工用成形型と接触させる
ことができる。一実施形態では、第３世代の前躯体を、加工用成形型の少なくとも一部分
上に堆積させることができる。図４ａは、かかる工程を図示する。図４ａに見られるよう
に、第３世代の前躯体５４０は、加工用成形型５２０の少なくとも一部分上に適用される
。いったん第３世代の前躯体５４０が加工用成形型５２０から取り外されると、図４ａの
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矢印によって示されるように、第３世代の前躯体は、成形物品５５０を形成する。
【００８１】
　一実施形態では、第３世代の前躯体を、裏材の少なくとも一部分上に堆積させることが
でき、第３世代の前躯体及び加工用成形型を互いに接触させることができる。図４ｂは、
かかる工程を図示する。図４ｂに見られるように、第３世代の前躯体５４０は、裏材５３
０の少なくとも一部分に適用される。上に第３世代の前躯体５４０が置かれた裏材５３０
は、図４ｂの２つの矢印によって示されるように、及び図４ｂの第２の枠に示されるよう
に、次いで加工用成形型５２０と接触させることができる。加工用成形型５２０は、図４
ｂの１つの矢印によって示されるように、裏材５３０上に置かれた成形物品５５０を作り
出すために、次いで第３世代の前躯体５４０から引き剥がされる。裏材５３０は、成形物
品５５０と接触したまま（図４ｂに示される）であってよく、又はそれから分離（図中に
示さず）することができる。
【００８２】
　本明細書で利用されるポリマー前躯体（例えば、第１世代の前躯体、第２世代の前躯体
、又は第３世代の前躯体）は、ポリマー又はモノマーを含むことができる。一実施形態で
は、第３世代の前躯体は、重合材料を含むことができる。一実施形態では、第３世代の前
躯体は、重合可能な材料、例えばモノマー又はオリゴマーを含むことができる。一実施形
態では、第３世代の前躯体は、重合材料及び重合可能な材料の組み合わせを含むことがで
きる。第３世代の前躯体がモノマーを含む一実施形態では、第３世代の前躯体は、加工用
成形型と接触した時点で重合させることができる。第３世代の前躯体がポリマーのみを含
む一実施形態では、第３世代の前躯体は、加工用成形型と接触した時点で重合される必要
はない（しかし、熱硬化性ポリマー材料の前躯体の場合、架橋される必要がある）。第３
世代の前躯体は、架橋可能であってもよいが、必ずしもそうである必要はない。
【００８３】
　利用することができる第３世代の前躯体の具体的な種類は、少なくとも一部分において
、作製される最終成形物品に依存する場合がある。第３世代の前躯体は、重合材料、重合
可能な材料、又は両方の材料を含むことができる。成形物品は重合のみを行うことができ
てもよく（熱可撓性成形物品）、又は重合及び架橋させることができてもよい。（熱硬化
性成形物品）。利用することができる例示的な第３世代の前躯体には、ポリカーボネート
類、ウレタンアクリレート類及びポリメチルメタクリレート等のポリアクリレート類、ポ
リスチレン、シリコーンポリマー類、ポリオレフィン類、ポリイミド類、及び熱可撓性ウ
レタン類が挙げられるが、これらに限定されない。
【００８４】
　一実施形態では、前躯体が第３世代の加工用成形型と接触される前に、それに他の構成
要素を添加することができる。一般に、第３世代の前躯体の１つ以上の特性を修正し、加
工用成形型からの成形物品の形成を向上するために、第３世代の前躯体にかかる任意の構
成要素を添加することができる。かかる任意の構成要素の一例には、加工用成形型上での
第３世代の前躯体の濡れを改善することができる材料が挙げられるが、これに限定されな
い。濡れを改善するために利用することができる一例示的な材料には、第３世代の前躯体
の表面張力を低減させることができる材料が挙げられる。例示的な材料には、シリコーン
含有アクリレートモノマー（第３世代の前躯体の約０．３～５重量％の量で）、及び例え
ば、フッ素含有界面活性剤（例えばＦＣ４４３０（３Ｍ社（3M Co.）、ミネソタ州セント
ポール（St. Paul））等の界面活性剤（第３世代の前躯体の約０．１～１重量％、及び一
実施形態では、第３世代の前躯体の約０．６重量％未満の量で）が挙げられる。
【００８５】
　本明細書に記載される方法を使用して作製される典型的な物品には、例えば、光管理フ
ィルムのための柱状構造、マイクロ流体デバイス、センサー、リング共振器、経皮薬物送
達のための極微針、蛾眼反射防止表面、及び研磨物品が挙げられる。一実施形態では、本
明細書に開示される方法は、導光体等の光学材料を製造するために利用することができる
。例えば、ミクロ構造を含む導光体は、ポリカーボネート類、ウレタンアクリレート類及
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びポリメチルメタクリレート等のポリアクリレート類、ポリスチレン、シリコーンポリマ
ー類、ポリオレフィン類、及び熱可撓性ウレタン類を含む、多種多様な材料から製作する
ことができる。一実施形態では、ポリアクリレート類及びポリカーボネート類等の光学的
に好適な高屈折率材料を利用することができる。例示的な導光体は、背面照明ディスプレ
イ（例えば、光源、光ゲートデバイス（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ））、及び導
光体を含む）、及びキーパッド（例えば、光源、少なくとも一部分が光を透過する感圧性
スイッチのアレイ、及び導光体を備える）において特に有用であり得る。また、導光体は
、小型バッテリーによって電力が供給される発光ダイオード（ＬＥＤ）で照明される超小
型若しくは小型ディスプレイ又はキーパッドデバイス用の、点から面、又は線から面まで
の背面導光体としても有用である場合がある。適したディスプレイデバイスには、携帯電
話、ポケットベル（登録商標）、個人用デジタル補助装置、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等のためのカラー又はモノクロＬＣＤデバイ
スが挙げられるが、これらに限定されない。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等のフラ
ットパネルディスプレイが挙げられる。適した背面照明キーパッドデバイスには、携帯電
話、ポケットベル（登録商標）、個人用デジタル補助装置、電卓、車両用ディスプレイ等
のためのキーパッドが挙げられる。
【００８６】
　図５は、本明細書に開示される方法を使用して形成することができる、一例示的な加工
用成形型を図示する。図５に見られる加工用成形型６００は、成形型基材６１０と、その
上に形成された構造化表面６２０とを含む。この例示的な加工用成形型は、２つの別個の
部分である成形型基材６１０及び構造化表面６２０を含むが、当業者は、本明細書を一読
することによって、構造化表面を基材材料内に形成することができることを理解するであ
ろう。また、例示的な加工用成形型６００は、構造化表面６２０上に置かれた剥離層６３
０も含む。剥離層６３０のない基材６１０及び構造化表面６２０は、未処理の加工用成形
型の一実施例である。
【００８７】
　一実施形態では、加工用成形型上に堆積される剥離層は、加工用成形型又は加工用成形
型を使用して形成される成形物品に、１つ以上の有利な特性を提供するように機能するこ
とができる。一実施形態では、剥離層は、例えば、所望の剥離特性、向上した耐久性、高
忠実度を有する成形物品を作り出す能力、及び加工用成形型又は剥離層材料の顕著な付着
なく成形物品を作り出す能力を有する、加工用成形型を提供することができる。
【００８８】
　一実施形態では、加工用成形型上に堆積される剥離層は、成形物品を形成するために接
触される材料（例えば、第３世代の前躯体）からの望ましい剥離特性を有する加工用成形
型を提供するように機能することができる。剥離及び抗接着は、全体を通して、概して交
換可能に使用される。一般に、成形物品からの優れた剥離特性を有する加工用成形型が望
ましい。優れた剥離特性を有する加工用成形型は、一般に、低引き剥がし力を有する。引
き剥がし力測定値は、当業者が既知であるように測定することができる。引き剥がし力を
測定する例示的な一方法には、ＩＭＡＳＳ社（IMASS, Inc.）（マサチューセッツ州アコ
ード（Accord））から市販される、モデルＳＰ－２０００等のスリップ／引き剥がし試験
機の使用が挙げられる。モデルＳＰ－２０００スリップ／引き剥がし試験機を使用して実
施することができる引き剥し試験測定をめぐる具体的なパラメーターには、１８０°の引
き剥し角度及び３０．５ｃｍ／分（１２インチ／分）の引き剥がし速度を含む。
【００８９】
　一実施形態では、加工用成形型は、約１１８ｇ／ｃｍ（３００グラム／インチ）未満の
加工用成形型と成形物品との間の引き剥がし力を有する。一実施形態では、加工用成形型
は、約３９ｇ／ｃｍ（１００グラム／インチ）未満の加工用成形型と成形物品との間の引
き剥がし力を有する。一実施形態では、加工用成形型は、約２０ｇ／ｃｍ（５０グラム／
インチ）未満の加工用成形型と成形物品との間の引き剥がし力を有する。一実施形態では
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、加工用成形型は、約１２ｇ／ｃｍ（３０グラム／インチ）未満の加工用成形型と成形物
品との間の引き剥がし力を有する。一実施形態では、加工用成形型は、約４ｇ／ｃｍ（１
０グラム／インチ）未満の加工用成形型と成形物品との間の引き剥がし力を有する。
【００９０】
　一実施形態では、本明細書に開示される方法を使用して形成される加工用成形型は、経
時的に大幅に低下しない、加工用成形型と成形物品との間の剥離特性を有する。例えば、
加工用成形型は、経時的に増加しない加工用成形型と成形物品との間の接着を望ましく有
することができる。これは、加工用成形型の耐久性の指標であってよい。一実施形態では
、加工用成形型と成形物品との間の引き剥がし力は、複数の成形物品を成形した後に、５
０％を超えて増加しない。一実施形態では、加工用成形型と成形物品との間の引き剥がし
力は、複数の成形物品を成形した後に、２０％を超えて増加しない。一実施形態では、加
工用成形型と成形物品との間の引き剥がし力は、複数の成形物品を成形した後に、１０％
を超えて増加しない。一実施形態では、複数の成形物品の形成は、少なくとも１０個の成
形物品の形成を指す。
【００９１】
　一実施形態では、剥離層は、向上した耐久性を有する加工用成形型を提供する。加工用
成形型の耐久性は、成形物品を形成し、使用しても望ましい特性を維持するように機能す
る、加工用成形型の能力を指す。加工用成形型の耐久性は、成形物品を形成するための加
工用成形型の全ての使用において有利である場合があるが、加工用成形型を連続的な方法
に使用する場合に特に有利である場合がある。本明細書の方法を使用して形成される加工
用成形型の耐久性を評価する例示的な一方法には、老化実験が挙げられる。老化実験は、
概して、加工用成形型の使用の影響を加速する。かかる加速された使用をシミュレートす
る一方法は、長期間にわたり、加工用成形型を上昇温度にさらすことである。例えば、加
工用成形型を、約５５℃～７０℃の温度に約８時間～約２４時間さらしてもよい。いった
ん加工用成形型がかかる条件にさらされると、加工用成形型を使用して再び成形物品が形
成されてよく（すなわち、加工用成形型を第３世代の前躯体と接触させ、第３世代の前躯
体を硬化する）、又は加工用成形型の耐久性を評価するために、加工用成形型に更なる引
き剥がし試験が実施されてよい。老化をシミュレートするために、このサイクル（オーブ
ン内の時間及び成形物品の形成）を、複数回繰り返すことができる。
【００９２】
　また、加工用成形型の耐久性は、リアルタイムで監視することができ、例えば、加工用
成形型から生成される成形物品の数、加工用成形型から生成される成形物品のフィート数
（連続的な方法において）、加工用成形型が行った回転の数（ロール上で加工用成形型を
利用する連続的な方法において）、又はこれらの幾つかの組み合わせを監視することがで
きる。加工用成形型は、加工用成形型が、特定の量の成形物品を生成した後に、依然とし
て成形物品を形成するために効率的に利用することができる（例えば、成形物品から剥離
することができる）、疲労の明らかな徴候（亀裂、しわ、又は成形物品への付着等）を示
さない、又はこれらの幾つかの組み合わせである場合、特定の量の成形物品（例えば、生
成される成形物品の長さ又は加工用成形型の回転数）に対して耐久性があるといえる。
【００９３】
　一実施形態では、本明細書に開示される方法を使用して形成される加工用成形型は、連
続的な方法で、少なくとも約３００回転（例えば、加工用成形型が回転ツールの一部分と
して使用される際）利用することができる。一実施形態では、本明細書に開示される方法
を使用して形成される加工用成形型は、連続的な方法で、少なくとも約１５００回転（例
えば、加工用成形型が回転ツールの一部分として使用される際）利用することができる。
一実施形態では、本明細書に開示される方法を使用して形成される加工用成形型は、少な
くとも約３０００回転（例えば、加工用成形型が回転ツールの一部分として使用される際
）利用することができる。
【００９４】
　一実施形態では、本明細書に開示される加工用成形型は、高忠実度の成形物品を作り出
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す能力を提供する。一般に、高忠実度の成形物品は、それらが形成された加工用成形型を
非常に正確に表現したものである。物品を成形する目的が、加工用成形型の精密な複製を
作り出すことであるため、高忠実度の成形物品は、有利である。一般に、高忠実度は、成
形される第３世代の前躯体の加工用成形型の表面を濡らす能力に影響される。第３世代の
前躯体が表面をより濡らすことができると、成形物品の欠陥につながり得る気泡又は空洞
が存在する可能性がより少なくなる。成形物品の忠実度に影響する可能性のある要因には
、第３世代の前躯体の粘度、第３世代の前躯体による加工用成形型の濡れ、毛管力、及び
これらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。毛管力は、加工用成形型内
の特徴の寸法が小さくなるにつれて、一実施形態では、加工用成形型の特徴が数十ナノメ
ートルに近づくにつれて、より重要となる可能性がある。第３世代の前躯体による加工用
成形型の濡れの悪さは、常にではないが、粗面を有する成形物品をもたらす場合がある。
【００９５】
　一実施形態では、本明細書に開示される加工用成形型は、加工用成形型又は加工用成形
型上に堆積された剥離層から成形物品自体への材料の付着が最小である、測定可能な付着
がない、又は付着がない成形物品の作出をもたらす。加工用成形型又は加工用成形型上に
堆積される剥離層を構成する材料の付着は、概して、成形物品を形成する際の不利点であ
ると見なされる。付着した材料は、成形物品に対して実施し得る更なる処理を妨害する恐
れがあるか、成形物品に欠陥を生じる恐れがあるか、成形物品の関連特性に悪影響を及ぼ
す恐れがあるか、加工用成形型の耐久性を最小化する恐れがあるか、又はこれらの組み合
わせの恐れがある。
【００９６】
　一実施形態では、また、本明細書に開示される加工用成形型は、加工用成形型とその上
に堆積される剥離層との間の良好な固着を有する。これは、加工用成形型の耐久性を向上
及び／又は維持するため、加工用成形型からの付着を最小限にするため、又はこれらの組
み合わせのために重要である場合がある。広くは、高エネルギープラズマ状態を使用して
層を生成する蒸着プロセスは、基材とその上に堆積される層との間の強力な接着をもたら
す。
【００９７】
　一実施形態では、本明細書に開示され、形成される加工用成形型は、紫外（ＵＶ）線に
暴露される際にさえ、有利な安定性を有する。一実施形態では、本明細書に開示されるよ
うに形成される加工用成形型は、加工用成形型が、紫外線に暴露されても概して安定であ
るため、第３世代の前躯体が紫外線を使用して硬化されるプロセスに使用することができ
る。加工用成形型の耐久性が、ＵＶ硬化型成形材料を使用することによって悪影響を受け
ないため、多くのプロセスに有利である可能性がある。
【００９８】
　一実施形態では、また、加工用成形型上に形成される剥離層は、第３世代の前躯体が加
工用成形型自体に到達するのを阻止する、又は最小限するための障壁も提供することがで
きる。加工用成形型に到達する第３世代の前躯体の量を最小限にすることで、加工用成形
型の耐久性を向上することができるため、これは、有利である可能性がある。一実施形態
では、加工用成形型上に形成される剥離層は、加工用成形型上に形成される境界層よりも
優れた障壁特性を提供することができる。また、剥離層は、形成される境界層よりも優れ
た成形型との接着を有する可能性が高く、それによって、更なる利点を提供する。
【実施例】
【００９９】
　材料及び方法：
　特に言及されない限り、全ての化学物質は、アルドリッチ（Aldrich）から入手され、
更に精製することなく使用された。
【０１００】
　数々の実施例（特定の実施例に言及される）は、上に様々な剥離層を形成するための加
工用成形型として、３Ｍ（登録商標）ビキュイティ（Vikuiti）（商標）輝度上昇フィル
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ムＩＩ（Brightness Enhancement Film II）（ＢＥＦ－ＩＩ９０／２４）を利用した。Ｂ
ＥＦ－ＩＩ９０／２４は、角度が９０°のプリズム、２４マイクロメートルピッチを有す
る。本明細書において使用された特定のビキュイティ（Vikuiti）（商標）輝度上昇フィ
ルムＩＩ（Brightness Enhancement Film II）（本明細書において、「ＢＥＦ」と称され
る）は、５１マイクロメートル（２ミル）のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）裏材
を有した。
【０１０１】
　本明細書に特に指示がない限り、液体シリコーン分子は、ファラデーケージを用いてプ
ラズマから遮蔽されている状態で、チャンバ内の電極に電気的に接続されたチャンバの両
側のカーボンリボン上に置かれた。一実施形態では、約１．７Ａの電流が利用され、これ
は、概して、液体シリコーン分子を約３５０℃に加熱した。実施例に利用された液体シリ
コーン分子は、ＤＭＳ－Ｔ１１シリコーンオイル（ゲレスト社（Gelest, Inc.）、ペンシ
ルバニア州モーリスビル（Morrisville））であり、本明細書において、単に「ＤＭＳ」
と称される。
【０１０２】
　プラズマコーティングは、開示が参照することによって本明細書に組み込まれる、米国
特許公開第２００８０１９６６６４号に記載される、社内構成プラズマチャンバを使用し
て実施された。コーティング厚さは、基準基材として、平らなシリコンウエファーを用い
、オーシャンオプティクス（Ocean Optics）のＵＳＢ－２０００機器を使用して（光の干
渉を介して）測定された。ＢＥＦ上のフィルムの平面厚さは、測定値であり、したがって
、フィルムの厚さ（ＢＥＦの構造を考慮した）は、平面厚さ／√２として計算することが
できる。
【０１０３】
　数々の実施例（特定の実施例に言及される）は、ポリマー物品を形成するために加工用
成形型上に置かれた材料として、「樹脂１」を利用した。樹脂１は、１％のイルガキュア
（IRGACURE）（登録商標）８１９光開始剤（チバスペシャリティケミカルズ（Ciba Speci
alty Chemicals）、スイス国バーゼル（Basel））を有する、比率が３：１（重量％）の
フォトマー（PHOTOMER）（登録商標）６２１０脂肪族ウレタンジアクリレート（コグニス
社（Cognis Corp.）、ペンシルバニア州アンブラー（Ambler））及びＳＲ２３８　１，６
ヘキサンジオールジアクリレート（ＨＤＤＡ）（サートマー社（Sartomer Company, Inc.
）、ペンシルバニア州エクストン（Exton））であった。
【０１０４】
　数々の実施例（特定の実施例に言及される）は、下塗りしたＰＥＴフィルムを利用した
。本明細書に言及される下塗りしたＰＥＴフィルムは、５１マイクロメートル（２ミル）
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムであり、デュポン（DuPont）（デュポン
（DuPont）、デラウェア州ウィルミントン（Wilmington））からＰＥＴ＃６１８として入
手可能である。
【０１０５】
　加工用成形型が利用され、樹脂（第２世代の前躯体）を加工用成形型に塗布し、樹脂で
コーティングされた加工用成形型を下塗りしたＰＥＴフィルム（上述されるような）で被
覆し、樹脂を広げ、いかなる気泡も除去するために、次いで下塗りしたＰＥＴフィルムに
圧力を印加することによって、成形物品が形成された。樹脂は、次いで、フュージョンＵ
Ｖシステムズ社（Fusion UV Systems, Inc.）のＵＶ硬化システム（フュージョンＵＶシ
ステムズ社（Fusion UV Systems, Inc.）、メリーランド州ゲイサーズバーグ（Gaithersb
urg））を使用して硬化された（別途注記がある場合を除く）。水素（Ｈ）又は重水素（
Ｄ）バルブは、６００Ｗで利用され、ウェブ速度は、６メートル／分（２０フィート／分
）（ｆｐｍ）に設定された。
【０１０６】
　次の手順によって老化がシミュレートされた。加工用成形型の一体型構造、樹脂及び下
塗りしたＰＥＴフィルムは、約５５℃～７０℃に設定されたオーブンに、一定時間、例え
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ば８～２４時間置かれた。次いで樹脂は、ＵＶ硬化され（上述されるように）、成形物品
は、加工用成形型から引き剥がされた。これらの工程（一体型構造をオーブンに置く工程
、ＵＶ硬化する工程、及び成形物品を取り外す工程）を１回実施することを、１サイクル
と称する。全老化時間は、単一加工用成形型を含む一体型構造がオーブン内に存在した総
時間を指し、これは複数の同様のオーブン時間によって達成される必要はなく、複数の異
なるオーブン時間によって達成することができた。
【０１０７】
　成形物品及び加工用成形型の品質を断定するために、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）及び光
学顕微鏡が常に使用された。
【０１０８】
　（実施例１）
　ＢＥＦフィルム（約１３×１８ｃｍ（５×７インチ））は、気体アルゴンを用いて、２
５０立法センチメートル／分（ＳＣＣＭ）の流量、３．３Ｐａ（２５ミリトール）の圧力
、及び１０００ワットのＲＦ電力で２０秒間下塗りされた。上述されるように、ＤＭＳ（
２ｍＬ）は、アルゴンプラズマに気化され、プラズマは、約３０秒間維持された。剥離層
の厚さは、約２００ｎｍであると上述されるように断定された。いったんコーティングさ
れると、加工用成形型は、エタノールで洗浄され（表面上に存在するいかなる残留シリコ
ーンオイルも除去するために）、圧縮空気で乾燥され、次いでテフロン（登録商標）テー
プ（３Ｍ＃５４９０）を使用してＡｌプレート上に取り付けられた。成形物品を形成する
ために、０．６％の３Ｍ（商標）ノベック（Novec）（商標）ＦＣ４４３０フッ素系界面
活性剤と共に樹脂１が使用された。成形物品を形成する際の容易な剥離、及び成形物品の
優れた忠実度が観測された。
【０１０９】
　（実施例２～５）
　実施例２の加工用成形型は、ＢＥＦフィルムであり、実施例３の加工用成形型は、ポリ
イミド加工用成形型であった。ポリイミド加工用成形型は、構造化ポリイミドであり、こ
れは、１２７マイクロメートル（５ミル）ポリイミドＨフィルム（デュポン（DuPont）、
デラウェア州ウィルミントン（Wilmington））を使用して、反転である円錐のパターンを
有するように、エキシマーレーザー切断によって切断された。円錐は、約６０°の角度、
約４０マイクロメートルの直径、及び約３５マイクロメートルの高さを有した。成形型は
、気体アルゴンを用いて、２５０立法センチメートル／分（ＳＣＣＭ）の流量、３．３Ｐ
ａ（２５ミリトール）の圧力、及び６００ワットのＲＦ電力で１０秒間下塗りされた。上
述されるように、ＤＭＳ（２ｍＬ）は、気化され、流量が２００ＳＣＣＭの酸素が、プラ
ズマに導入され、剥離層は、約３０秒間コーティングされた。チャンバ内の圧力は、７．
３Ｐａ（５５ミリトール）であり、ＲＦ電力は、６００ワットに設定された。剥離層の厚
さは、約２００ｎｍであると上述されるように断定された。
【０１１０】
　いったんコーティングされると、加工用成形型は、最初にエタノールで洗浄され（表面
上に存在するいかなる残留シリコーンオイルも除去するために）、圧縮空気で乾燥され、
次いでテフロン（登録商標）テープ（３Ｍ＃５４９０）を使用してＡｌプレート上に取り
付けられた。樹脂１は、加工用成形型の上に置かれ、成形物品は、上述されるように形成
された。ＵＶ硬化後、ＰＥＴフィルム上の成形物品は、加工用成形型から引き剥がされた
。両方の試料は、加工用成形型からの容易な剥離を示した。また、少なくとも２００時間
の老化後、両方の試料で、良好な剥離、優れた耐久性、及び優れた複製忠実度が観測され
た。
【０１１１】
　実施例４（ＢＥＦ加工用成形型）及び実施例５（ポリイミド加工用成形型）は、酸素の
流量が１００ＳＣＣＭに変更されたことを除き、同一の方法で実施された。少なくとも２
００時間の老化後、両方の成形型で、良好な剥離、優れた耐久性、及び優れた複製忠実度
（樹脂１を用いた）が観測された。
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【０１１２】
　（実施例６及び７）
　ＢＥＦ加工用成形型（実施例６）及びポリイミド加工用成形型（実施例７）（両方とも
約１３×１８ｃｍ（５×７インチ））は、２つの層状コーティングを形成するために、Ｄ
ＭＳ－Ｔ１１及びテトラメチルシラン（ＴＭＳ）を使用して、次の条件下でプラズマコー
ティングされた。成形型は、気体アルゴンを用いて、２５０立法センチメートル／分（Ｓ
ＣＣＭ）の流量、３．３Ｐａ（２５ミリトール）の圧力、及び６００ワットのＲＦ電力で
１０秒間下塗りされた。第１の層は、約１３０ＳＣＣＭのＴＭＳの流量で、２ｍＬのＤＭ
Ｓを上述されるように気化し、約３０秒間コーティングすることによって形成された。第
２の層は、テトラメチルシラン（ＴＭＳ）を１３０ＳＣＣＭの流量で、６００ワットで１
０秒間導入することによって形成された。シリコーン／ＴＭＳ層の厚さは、約２００ｎｍ
であり、ＴＭＳ最上層の厚さは、約３０ｎｍであった。
【０１１３】
　樹脂１は、加工用成形型の最上に置かれ、成形物品は、上述されるように形成された。
少なくとも２００時間の老化の後、良好な剥離、優れた耐久性、及び優れた複製忠実度が
観測された。
【０１１４】
　（実施例８）
　加工用成形型を形成するために、直径が約１００マイクロメートル、及び高さが約２５
マイクロメートルの六角形に密集した凸状構造を有するニッケル（Ｎｉ）マスター成形型
が利用された。樹脂１は、１２７マイクロメートル（５ミル）ＰＥＴ裏材に塗布され、Ｎ
ｉマスター成形型に対してＵＶ硬化された。Ｎｉ成形型から引き剥がした後、加工用成形
型が形成された。加工用成形型は、直径が約１００マイクロメートル、及び高さが約２５
マイクロメートルの六角形に密集した凸状構造を有した。
【０１１５】
　１３×１５ｃｍ（５×６インチ）の加工用成形型（上述されるような）は、実施例５に
使用されたものと同一の条件を使用して、プラズマコーティングされた。いったんコーテ
ィングされると、加工用成形型は、エタノールで洗浄され（表面上に存在するいかなる残
留シリコーンオイルも除去するために）、圧縮空気で乾燥された。
【０１１６】
　加工用成形型は、３Ｍ（登録商標）＃８４０３テープを使用して、直径が３０．５ｃｍ
（１２インチ）のＣｒ仕上げ金属ロールに取り付けられた。金属ロールは、温度５５℃に
予熱された。複製に樹脂１が利用され、下塗りしたＰＥＴフィルム（デュポン（DuPont）
＃６１８）が裏材として使用された。ウェブ速度は、１２メートル／分（４０フィート／
分）から２４メートル／分（８０フィート／分）に変更された。合計４７５５メートル（
１５，６００フィート）を走らせた（～５，０００回転）。使用された加工用成形型は、
いったんイソプロパノールアルコール（ＩＰＡ）を用いて洗浄されると、依然として優れ
た状態であった。本加工用成形型を使用する際、高耐久性及び容易な剥離（モノマーの良
好な濡れを伴って）が観測された。
【０１１７】
　５０００回転後、成形型は、Ｘ線光電子分光（ＸＰＳ又はＥＳＣＡ）分析で断定して、
表面上に１８％のＳｉ（及び０．９％のＳｎ）を示した。表面は、最初、表面上に３５％
のＳｉ（及び０％のＳｎ）を示した（いかなる成形物品も形成される前）。９１４メート
ル（３０００フィート）、２７４３メートル（９０００フィート）、３６５８メートル（
１２，０００フィート）、及び４７５５メートル（１５，６００フィート）で取り出した
成形物品の試料上では、ＸＰＳによってＳｉは検出されなかった（Ｓｉの検出限界：＜０
．５原子％）。
【０１１８】
　（実施例９）
　本実施例では、加工用成形型として、ＢＥＦフィルム（９０度のプリズム角度、及び２
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４マイクロメートルピッチ）と類似するダイヤモンド旋削（ＤＴ）パターンを有する５×
５ｃｍ（２×２インチ）のＣｕクーポンが利用された。加工用成形型は、気体アルゴンを
用いて、２５０立法センチメートル／分（ＳＣＣＭ）の流量、３．３Ｐａ（２５ミリトー
ル）の圧力、及び１０００ワットのＲＦ電力で１０秒間下塗りされた。上述されるように
、ＤＭＳ（２ｍＬ）は、気化され、流量が１００ＳＣＣＭの酸素が、プラズマに導入され
、剥離層は、約３０秒間コーティングされた。いったんコーティングされると、加工用成
形型は、エタノールで洗浄され（表面上に存在するいかなる残留シリコーンオイルも除去
するために）、圧縮空気で乾燥された。
【０１１９】
　樹脂１は、加工用成形型の最上に置かれ、成形物品は、上述されるように形成された。
ＵＶ硬化後、ＰＥＴフィルム（成形物品が付着した）は、容易に引き剥がされた。成形物
品は、ＳＥＭでも明らかなように、高忠実度を示した。
【０１２０】
　加工用成形型は、老化され、上述されるように、成形物品を形成するために使用された
。加工用成形型は、少なくとも合計２００時間の老化後、良好な剥離を示した。
【０１２１】
　したがって、成形型を形成する方法及び前記成形型を使用して物品を形成する方法の実
施形態が開示される。本開示が、開示されたもの以外の実施形態で実施され得ることは、
当業者には理解されよう。開示された実施形態は、図示の目的のために示され、制限のた
めに示されてはおらず、本開示は以下の特許請求の範囲によってのみ制限される。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図５】
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