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(57)【要約】
【課題】 ヒートモード記録を利用して、原盤上に形成
される凹凸パターンの断面形状の制御を容易にする。
【解決手段】 基板１０１、露光により状態変化する感
熱材料層１０２、および感熱材料層に接するように配置
された少なくとも１つの記録補助層１０３を有する記録
原盤を使用し、記録補助層の熱伝導率、光学定数および
厚さ等を任意に選択することによって、熱的および光学
的に感熱材料層の露光状態を制御し、原盤上に形成され
る凹凸パターンの断面形状を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板、露光による温度変化によって状態の変化する材料からなる感熱材料層、および当
該感熱材料層とは異なる材料から成る、記録補助層を含む記録原盤に露光を施して、当該
感熱材料層に状態変化した部分を形成すること、当該感熱材料層の当該状態変化した部分
と状態変化していない部分とでエッチングレートの異なる条件で第一のエッチングを実施
することを含む、光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項２】
前記記録原盤において、前記記録補助層が前記感熱材料層と前記基板との間に配置され
ている請求項１に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
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【請求項３】
前記記録原盤において、前記記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記基板を構成す
る材料の熱伝導率と異なる請求項２に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項４】
前記記録原盤において、前記記録補助層が露光に使用する波長の光の吸収率を増大させ
る、請求項２または３に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項５】
前記記録原盤において、前記感熱材料層が前記記録補助層と前記基板との間に配置され
ている請求項１に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項６】
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前記記録補助層が前記第一のエッチングによって除去される、請求項５に記載の光情報
記録媒体の原盤製造方法。
【請求項７】
前記記録原盤において、前記記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記記録原盤の表
面が接する媒質の熱伝導率と異なる請求項５または６に記載の光情報記録媒体の原盤製造
方法。
【請求項８】
前記記録原盤において、前記記録補助層が第一の記録補助層と第二の記録補助層とから
成り、当該第一の記録補助層が前記感熱材料層と前記基板との間に配置され、当該感熱材
料層が当該第一の記録補助層と第二の記録補助層との間に配置されている、請求項１に記
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載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項９】
前記記録原盤において、前記第一の記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記基板を
構成する材料の熱伝導率と異なる、請求項８に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１０】
前記記録原盤において、前記第二の記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記記録原
盤の表面が接する媒質の熱伝導率と異なる請求項８または９に記載の光情報記録媒体の原
盤製造方法。
【請求項１１】
前記記録原盤において、前記記録補助層が露光に使用する波長の光の吸収率を増大させ
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る、請求項８〜１０のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１２】
前記記録原盤において、金属反射層が、前記感熱材料層および前記記録補助層のいずれ
よりも前記基板に近い位置に配置されている請求項１〜１１のいずれか１項に記載の光情
報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１３】
前記記録原盤において、前記記録補助層が前記金属反射層と前記感熱材料層との間に配
置され、当該記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記反射層を構成する材料の熱伝導
率よりも小さい請求項１２に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１４】
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前記第一のエッチングが、前記感熱材料層の前記状態変化した部分と前記状態変化して
いない部分のうちエッチングレートの高い部分のエッチングレートよりも、前記記録補助
層のエッチングレートが低くなる条件で実施される、請求項１、２、３、４、８、９、１
０、１１、１２および１３のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１５】
前記第一のエッチングにより前記感熱材料層を選択的に除去した後に、前記感熱材料層
をマスクとして利用する第二のエッチングを実施すること、および前記第二のエッチング
後、前記感熱材料層を除去する第三のエッチングを実施することをさらに含む、請求項１
、２、３、４、８、９、１０、１１、１２、１３および１４のいずれか１項に記載の光情
報記録媒体の原盤製造方法。
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【請求項１６】
前記記録原盤が前記感熱材料層と前記基板との間に前記記録補助層が位置する構成を有
し、前記第二のエッチングにより前記記録補助層をエッチングする深さをｄ１、前記第二
のエッチング前の前記感熱材料層の平均厚さをｄ２としたときに、前記第二のエッチング
が、前記感熱材料層に対する前記記録補助層のエッチング選択比がｄ１／ｄ２より大きく
なる条件で実施される、請求項１５に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１７】
前記第二のエッチングが、前記記録補助層に接し、かつ、前記基板に近い位置に配置さ
れる層に対する前記記録補助層のエッチング選択比が１より大きくなるように実施される
、請求項１５または１６に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
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【請求項１８】
前記記録原盤において、前記露光に使用する光の波長での屈折率が１．３５以上１．６
５以下である材料から成る光透過層が、前記感熱材料層および前記記録補助層のいずれよ
りも前記基板から遠い位置に配置されており、当該光透過層が前記露光後に除去される請
求項１〜１７のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項１９】
前記記録原盤において、前記感熱材料層が、ＴｅおよびＳｂのいずれか一方または両方
、Ａｕ、Ｐｔ、ＡｇおよびＣｕから選択される１または複数の元素、ならびにＯを含み、
前記記録補助層が、ＺｎＳおよびＳｉＯ２ のいずれか一方または両方を含み、前記露光が
レーザ光を用いて実施され、前記第一のエッチングがアルカリエッチングである請求項１
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〜１８のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項２０】
前記記録原盤において、前記記録補助層が、樹脂材料を含む請求項１〜１９のいずれか
１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法。
【請求項２１】
前記記録原盤において、前記記録補助層が無機材料を含み、蒸着法またはスパッタ法に
より形成されている請求項１〜２０のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方
法。
【請求項２２】
前記第一のエッチングによって原盤上に形成される凹部または凸部の傾斜角が５０度以
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上７３度以下となる請求項１〜２１のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方
法。
【請求項２３】
請求項１〜２２のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法により製造され
る原盤。
【請求項２４】
請求項１〜２２のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法により製造され
る原盤を用いて製造されるスタンパ。
【請求項２５】
請求項１〜２２のいずれか１項に記載の光情報記録媒体の原盤製造方法により製造され
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る原盤を用いて製造される光情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、記録原盤に凹凸パターンを形成するために、ヒートモード記録を用いる光情
報記録媒体の原盤製造に関する。
【背景技術】
【０００２】
図１０を用いて、従来の光情報記録媒体の原盤製造方法およびスタンパ製造方法を説明
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する。まず、基板１００１上にフォトレジスト１００２を薄膜状に形成して記録原盤１０
０３を作製する。この記録原盤１００３にレーザ光または電子線等（記録光）１０１０を
用いた露光により、案内溝および情報ピット等の所望パターンを潜像１００４として形成
する（図１０（Ａ））。露光後の記録原盤にエッチングを施すことにより、潜像１００４
として記録された所望パターンが凸または凹として形成された原盤１００５を製造する（
図１０（Ｂ））。ＤＶＤおよびその次世代の光情報記録媒体の原盤製造においては、紫外
線レーザによる露光、およびアルカリ溶液によるウエットエッチングが広く用いられてい
る。フォトレジストの露光による光化学反応を利用した潜像の形成は、フォトンモード記
録とも呼ばれる。スタンパは、原盤１００５上に導電膜１００６を形成し（図１０（Ｃ）
）、導電膜１００６の表面にメッキにより金属層１００７を形成し（図１０（Ｄ））、金
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属層１００７を剥離して、さらに打ち抜き加工等を施すことにより得られる。光情報記録
媒体のディスク基板は、スタンパを用いた射出成形により製造される。図１０（Ａ）〜（
Ｄ）は、ポジ型のフォトレジストを用いて原盤を製造する方法を示す。ネガ型のフォトレ
ジストを用いる場合も、原盤に形成される凹凸が逆となる点（図１０（Ｅ））以外はポジ
型のフォトレジストを用いて説明した方法と同じ方法を適用して原盤を製造できる。
【０００３】
フォトレジストの代わりに、感熱性材料から成る層を基板１００１上に形成し、感熱材
料層をヒートモード記録して、原盤を製造する方法も提案されている（例えば特許文献１
参照）。ヒートモード記録とは、露光による温度変化によって引き起こされる物質の状態
変化を利用して所定のパターンを記録する方法をいう。ここで、物質の「状態変化」とは

30

、物質の物理的および／または化学的性質が変化することをいう。光情報記録媒体の原盤
の製造において、ヒートモード記録は、エッチングにより凹部となる部分（またはエッチ
ング後に凸となる部分）を形成するために実施される。ヒートモード記録を利用する場合
には、同波長の光を用いてフォトンモード記録を実施する場合と比較して、凹凸の輪郭が
より明瞭なパターンを得ることができる。これは、露光による感熱材料の状態変化は、そ
の材料がある一定温度以上に達したときに生じ、一定温度に達しなかった部分では昇温さ
れたとしても状態変化が生じないことによる。したがって、ヒートモード記録を利用する
ことにより、より微細なパターンの形成が可能である。なお、ヒートモード記録を利用し
た製品としては、書換型光情報記録媒体が既に存在する。書換型光情報記録媒体において
は、情報の記録（即ち、ピットの形成）が、温度変化によって引き起こされる記録層の光
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学定数の変化を利用して行われている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０−９７７３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
前述のように、ヒートモード記録を利用することによって、原盤表面における輪郭が明
瞭な凹凸パターンを形成できる。しかしながら、ヒートモード記録を利用して形成した凹
部は、後述する図１１に示すように、凹部の側面が緩やかに傾斜した断面形状を有する、
即ち、傾斜角１１０４が小さくなる傾向にある。傾斜角の小さい凹部（具体的には、案内
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溝および信号ピット等）が形成された原盤を用いてスタンパを製造し、当該スタンパを用
いて光情報記録媒体を製造すると、光情報記録媒体の案内溝および信号ピット等からの信
号の振幅が小さくなるという不都合がある。
【０００６】
また、光情報記録媒体の原盤に形成される凹凸パターンは、金属スタンパの製造および
樹脂成形の際に転写されて、最終的に光情報記録媒体において、案内溝および信号ピット
等を構成する。したがって、所望の案内溝等を形成するためには、使用される転写プロセ
スに応じて最適な傾斜角１１０４を原盤上に形成することが重要である。しかしながら、
傾斜角を自在に制御することは、ヒートモード記録だけでなく、フォトンモード記録を用
いた光情報記録媒体の原盤記録においても、困難であった。
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【０００７】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、ヒートモード記録を利用して、より
傾斜角の大きい凹部または凸部を形成することを目的とし、さらには、傾斜角を自在に制
御することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
図１１を用いて、ヒートモード記録を用いて製造した光情報記録媒体の原盤において凹
凸パターンの傾斜角が小さくなる理由について本発明者が得た知見を説明する。ヒートモ
ード記録を光情報記録媒体の原盤記録に応用した場合、感熱性の記録材料からなる感熱材
料層１１０１の一方の主表面が大気１１０２と、他方の主表面が基板１１０３と接するこ
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とになる。一般に大気と固体の基板とでは熱伝導率が異なるために、露光による感熱材料
の昇温の度合いが大気側と基板側とで異なる。即ち、図１１に示す例では、感熱材料層１
１０１の表面付近に熱がより溜まりやすくなって、昇温により状態変化する部分は、感熱
材料層１１０１の表面付近に偏在する。その結果、凹部においてエッチング前の感熱材料
層の厚さに対するエッチング後の感熱材料層の厚さの割合の面方向における変化（即ち、
状態変化していない部分と状態変化した部分との境界の傾き）が小さくなる。その結果、
凹部の傾斜角１１０４が小さくなる。ここで、凹部の傾斜角とは、凹部の深さの２分の１
のところにおける凹部の側面の接線と原盤の主表面に平行な面とがなす角度であって、エ
ッチング後に残っている部分の側で測定される角度をいう。さらに、感熱材料層の昇温の
度合は、露光に用いられる波長の光を、感熱材料が吸収し得る能力（即ち、光吸収率）に
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よっても影響され、かかる光吸収率もまた、感熱材料層の両方の主表面に接する物質によ
って変化する。本発明者は、感熱材料層の両方の主表面に接する物質（空気を含む）の熱
伝導率および／または光学定数を調節することにより、所望の断面形状の凹凸が得られる
との考えに基づいて、本発明を完成させた。
【０００９】
本発明は、第１の光情報記録媒体の原盤製造方法として基板、露光による温度変化によ
って状態の変化する材料から成る感熱材料層、および当該感熱材料層とは異なる材料から
成る記録補助層を含む記録原盤に、当該感熱材料層に露光を施して、状態変化した部分を
形成すること、ならびに当該状態変化した部分のエッチングレートと状態変化していない
部分のエッチングレートが異なる条件で第一のエッチングを実施することを含む、光情報
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記録媒体の原盤製造方法を提供する。本発明の当該方法は、感熱材料層に熱的および／ま
たは光学的作用を及ぼす記録補助層を設けた記録原盤を用いることを特徴とする。かかる
特徴によれば、ヒートモード記録を利用して凹凸パターンを形成する場合でも、従来にな
い急峻な断面形状を持つ凹凸パターンの形成が可能となる。また、記録補助層の材料およ
び厚さを適宜選択することによって、容易に凹凸パターンの断面形状を制御できる。記録
補助層は、好ましくは、感熱材料層の主表面と接するように設けられる。
【００１０】
上述のとおり、感熱材料は、露光による温度変化（具体的には昇温）によって状態の変
化する材料である。ここで、「状態の変化」とは、感熱材料の化学的および／または物理
的性質が変化することをいう。「状態変化した部分」は、例えば、相変化した部分または
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熱架橋した部分等となる。また、本明細書において、「露光」とは、光の照射だけでなく
、電子線照射等も含む意味で使用される。さらに、本明細書において、「断面形状」とは
、特に断りのない限り厚さ方向の断面の形状を指し、「表面」とは、特に断りのない限り
、厚さ方向に垂直な広い面（即ち、主表面）を指すことに留意されたい。さらにまた、以
下の説明を含む本明細書においては、光情報記録媒体の原盤を単に「原盤」と呼ぶ場合が
あり、感熱材料層中に状態変化した部分を露光により所定のように形成することを、「記
録」と呼ぶ場合がある。
【００１１】
本発明はまた第２の原盤製造方法として、上記第１の原盤製造方法であって、前記記録
原盤において、前記記録補助層が前記感熱材料層と前記基板との間に配置されていること

10

を特徴とする方法を提供する。その場合には、記録の際に、感熱材料層を基板側から熱的
および／または光学的に制御することが可能となる。
【００１２】
本発明は、第３の原盤製造方法として、上記第１または第２の製造方法であって、前記
記録原盤において、前記記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記基板を構成する材料
の熱伝導率と異なっていることを特徴とする方法を提供する。基板を構成する材料の熱伝
導率を考慮して記録補助層の材料および厚さを変えることにより、感熱材料層の基板側の
放熱性を容易に制御することが可能となり、それにより、記録原盤に形成される凹凸パタ
ーンの断面形状および記録感度の制御が可能となる。
【００１３】
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本発明は、第４の原盤製造方法として、上記第２または第３の製造方法であって、前記
記録原盤において、前記記録補助層が、露光に使用する波長の光における前記感熱材料層
の光吸収率を増大させるように形成されていることを特徴とする方法を提供する。そのよ
うな記録原盤は、具体的には、記録補助層の光学定数（ｎ＋ｉκ、ｎ：屈折率、κ：消衰
係数）を基板および感熱材料の光学定数に応じて、適宜選択することにより形成すること
ができる。かかる記録原盤によれば、記録の際の感熱材料層の記録感度を高めることがで
きる。また、感熱材料層の深さ方向の記録光吸収量の分布を制御することができ、それに
よって、凹凸パターンの断面形状を制御することもできる。
【００１４】
本発明は、第５の原盤製造方法として、第１の原盤製造方法であって、前記記録原盤に
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おいて、前記感熱材料層が記録補助層と基板との間に位置することを特徴とする方法を提
供する。第５の方法で使用される記録原盤は、基板に近い感熱材料層の表面を下側表面と
したときに、感熱材料層の上側表面に記録補助層が位置する構成を有する。この記録原盤
を使用すると、記録の際に、感熱材料層を記録原盤の露光表面側から熱的および／または
光学的に制御することが可能となる。
【００１５】
本発明は、第６の原盤製造方法として、上記第５の原盤製造方法であって、前記記録原
盤の前記記録補助層を前記第一のエッチングの際に除去することを特徴とする方法を提供
する。この方法においては、かかる条件で第一のエッチングを実施できるよう、記録補助
層および感熱材料層の材料、ならびにエッチング液を選択する。第６の方法によれば、第
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一のエッチングを行う前に前記記録補助層を除去する必要が無くなり、原盤製造の工程数
を減らすことが可能となる。
【００１６】
本発明は、第７の原盤製造方法として、上記第５または第６の原盤製造方法であって、
前記記録原盤において、前記記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記記録原盤の表面
が接する媒質の熱伝導率と異なることを特徴とする方法を提供する。この第７の方法は、
記録補助層が感熱材料層の上に位置する記録原盤を使用する場合の好ましい形態である。
記録原盤の外部媒質の熱伝導率に基づいて、記録補助層の材料および厚さを変えることに
より、感熱材料層の記録原盤の露光表面側の放熱性を容易に制御することが可能となり、
それにより凹凸パターンの断面形状および記録感度の制御が可能となる。
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【００１７】
本発明は、第８の原盤製造方法として、本発明の第１の光情報記録媒体の原盤製造方法
であって、前記記録原盤において、前記記録補助層が第一の記録補助層と第二の記録補助
層とから成り、第一の記録補助層が感熱材料層と基板との間に配置され、感熱材料層が第
一の記録補助層と第二の記録補助層との間に配置されていることを特徴とする方法を提供
する。２つの記録補助層が感熱材料層を挟んでいる記録原盤を使用することによって、記
録の際に、感熱材料層を、基板側および記録原盤の露光表面側の双方から、熱的および／
または光学的に制御することが可能となる。
【００１８】
本発明は、第９の原盤製造方法として、本発明の第８の光情報記録媒体の原盤製造方法
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であって、前記記録原盤において、前記第一の記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前
記基板を構成する材料の熱伝導率と異なることを特徴とする方法を提供する。第９の方法
によりもたされる効果は上記第３の方法によりもたらされる効果と同じである。
【００１９】
本発明は、第１０の原盤製造方法として、上記第８または第９の原盤製造方法であって
、前記記録原盤において、前記第二の記録補助層を構成する材料の熱伝導率が前記記録原
盤の露光表面が接する媒質の熱伝導率と異なることを特徴とする方法を提供する。第１０
の方法によりもたらされる効果は上記第７の方法によりもたされる効果と同じである。
【００２０】
本発明は、第１１の原盤製造方法として、前記第８から第１０のいずれか１つの原盤製
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造方法であって、前記記録原盤において、前記記録補助層が露光に使用する光の波長での
前記感熱材料層の光吸収率を増大させることを特徴とする方法を提供する。第１１の方法
によりもたらされる効果は上記第５の方法によりもたらされる効果と同じである。
【００２１】
本発明は、第１２の原盤製造方法として、上記第１から第１１のいずれか１つの原盤製
造方法であって、前記記録原盤において、金属反射層が、前記感熱材料層および前記記録
補助層のいずれよりも前記基板に近い位置に配置されていることを特徴とする方法を提供
する。第１２の方法で使用される記録原盤においては、記録原盤の露光される表面からよ
り遠い位置がより下に位置すると規定した場合に、金属反射層が、感熱材料層および記録
補助層のいずれよりも下に位置する。金属反射層を設けることによって、記録の際の感熱
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材料層の光吸収率を高めることができる。
【００２２】
本発明は、第１３の原盤製造方法として、本発明の第１２の原盤製造方法であって、前
記記録原盤において、前記記録補助層が前記金属反射層と前記感熱材料層との間に配置さ
れ、当該記録補助層を構成する材料の熱伝導率が、前記金属反射層を構成する材料の熱伝
導率より小さいことを特徴とする方法を提供する。金属反射層は一般に高い熱伝導率を有
するため、これが感熱材料層と接すると、感熱材料層の放熱性が高くなる。第１３の原盤
製造方法においては、金属反射層に起因して感熱材料層の放熱性が高められることを、熱
伝導率の小さい記録補助層によって抑制することが可能となる。
【００２３】
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本発明は、第１４の原盤製造方法として、上記第１、２、３、４、８、９、１０、１１
、１２または１３の原盤製造方法であって、前記第一のエッチングが、前記感熱材料層の
前記状態変化した部分と前記状態変化していない部分のうちエッチングレートの高い方の
エッチングレートよりも、前記記録補助層のエッチングレートが低くなる条件で実施され
ることを特徴とする方法を提供する。第１４の製造方法は、即ち、記録補助層が感熱材料
層と基板との間に位置する記録原盤を使用する場合に実施される。第１４の原盤製造方法
においては、第一のエッチングの際に、記録補助層の表面が荒らされるのを抑制できるの
で、前記凹凸パターンの底部の表面をより平滑にすることができる。
【００２４】
本発明は、第１５の原盤製造方法として、上記第１、２、３、４、８、９、１０、１１

50

(8)

JP 2005‑11489 A 2005.1.13

、１２、１３、または１４の原盤製造方法であって、前記第一のエッチングにより前記感
熱材料層を選択的に除去した後に、前記感熱材料層をマスクとして利用する第二のエッチ
ングを実施すること、および前記第二のエッチング後、前記感熱材料層を除去する第三の
エッチングを実施することを特徴とする方法を提供する。感熱材料層のエッチングにより
凹凸パターンを形成する場合には、感熱材料層の表面が荒らされて感熱材料層に良好な凹
凸パターンが得られないことがある。第１５の方法によれば、第二のエッチングによって
記録補助層に凹凸が形成され、第三のエッチングによって記録補助層の平滑な表面が露出
するため、良好な凹凸パターンを形成することができる。
【００２５】
本発明は、第１６の原盤製造方法として、上記第１５の原盤製造方法であって、前記記
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録原盤が前記感熱材料層と前記基板との間に前記記録補助層が位置する構成を有し、前記
第二のエッチングにより前記記録補助層をエッチングする深さをｄ１、前記第二のエッチ
ング前の前記感熱材料層の平均厚さをｄ２としたときに、前記第二のエッチングが、前記
感熱材料層に対する前記記録補助層のエッチング選択比がｄ１／ｄ２より大きい条件で実
施されることを特徴とする方法を提供する。ここで、「深さｄ１」とは、エッチング後の
凹部の最も深い部分の深さをいい、第二のエッチング前の感熱材料層の平均厚さｄ２とは
、第一のエッチングにより状態変化した部分が凹部となる場合には、凹部の存在しない部
分の平均厚さをいい、状態変化した部分が凸部となる場合には、凸部の平均高さをいう。
また、エッチング選択比は、エッチングレートの比に相当する。第１６の方法においては
、第二のエッチングの際の記録補助層のエッチングレートをｒa
ングレートをｒh

e a t

とした場合に、ｒa

u x

／ｒh

e a t

u x

、感熱材料層のエッチ
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＞ｄ１／ｄ２であることを要する。第

１６の方法によれば、前記第二のエッチングの際にエッチングマスクとして働く前記感熱
材料層が、エッチング中に消失することがなく、前記第二のエッチングによって良好な凹
凸パターンを形成することができる。第１６の方法は、感熱材料層と基板との間に記録補
助層を有する記録原盤のいずれにも適用できる。したがって、第１６の方法は、前述した
第一の記録補助層と第二の記録補助層の間に感熱材料層が位置する構成の記録原盤にも適
用できる。
【００２６】
本発明は、第第１７の原盤製造方法として、上記第１５または第１６の原盤製造方法で
あって、前記第二のエッチングが、前記記録補助層に接し、かつ、前記基板に近い位置に
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配置される層に対する前記記録補助層のエッチング選択比が１より大きい条件で実施され
ることを特徴とする方法を提供する。記録補助層に接し、かつ基板に近い位置に配置され
る層は、記録原盤の露光面から基板に向かう方向を下向きとした場合には、記録補助層の
下側表面に隣接する層である。かかる層は、例えば、前述の金属反射層である。第１７の
方法においては、前記第二のエッチングの際に、前記記録補助層の下層の表面が荒らされ
ることが抑制されるので、当該下層の表面が第二のエッチング中に露出する場合に、凹部
の底面がより平滑である良好な凹凸パターンが形成される。
【００２７】
本発明は、第１８の原盤製造方法として、上記第１から第１７のいずれか１つの原盤製
造方法であって、前記記録原盤において、前記露光に使用する光の波長における屈折率が
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１．３５以上１．６５以下の材料から成る光透過層が、前記感熱材料層および前記記録補
助層のいずれよりも前記基板から遠い位置に配置され、当該光透過層が前記露光後に除去
されることを特徴とする方法を提供する。第１８の原盤製造方法において、上記特定の屈
折率を有する材料から成る光透過層は、民生機器用の光ディスクにおける保護層に相当す
る。したがって、光透過層を形成することによって、大量生産されている民生機器用の対
物レンズを用いて、記録原盤に光の焦点を合わせることができる。このことは、安価な民
生機器用の対物レンズを、原盤記録に用いることを可能にする。
【００２８】
本発明は、第１９の原盤製造方法として、上記第１から第１８のいずれか１つの原盤製
造方法であって、前記記録原盤において、前記感熱材料層が、ＴｅおよびＳｂのいずれか
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一方または両方、Ａｕ、Ｐｔ、ＡｇおよびＣｕから選択される１または複数の元素、なら
びにＯを含み、前記記録補助層が、ＺｎＳおよびＳｉＯ２ のいずれか一方または両方を含
み、前記露光がレーザ光を用いてなされ、前記第一のエッチングがアルカリエッチングで
あることを特徴とする方法を提供する。第１９の原盤製造方法においては、前記露光およ
び前記第一のエッチングを実施するために常套的に用いられている装置を使用することが
可能である。即ち、ここで示される材料から成る感熱材料層および記録補助層を有する記
録原盤を使用することによって、一層当たり４．７ＧＢの記録容量を持つ直径１２ｃｍの
ＤＶＤの製造に用いられる装置と同様の装置を用いて、記録密度が従来のフォトンモード
記録と比較して５倍以上に高い原盤の製造が可能となる。
【００２９】
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本発明は、第２０の原盤製造方法として、上記第１から第１９のいずれか１つの原盤製
造方法であって、前記記録原盤において、前記記録補助層が、樹脂材料から成ることを特
徴とする方法を提供する。樹脂材料は無機材料に比べて熱伝導率が小さいために、例えば
金属反射層と記録補助層とが接する場合のように、熱伝導率の小さい記録補助層を形成す
るのに好ましく用いられる。また、同じ溶媒に溶かすことのできる複数の樹脂材料を混ぜ
ることにより、所望の特性の材料を容易に得られる。
【００３０】
本発明は、第２１の原盤製造方法として、上記第１から第２０のいずれか１つの原盤製
造方法であって、前記記録原盤において、前記記録補助層が、蒸着法またはスパッタ法に
より形成された無機材料から成ることを特徴とする方法を提供する。蒸着法またはスパッ
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タ法を、例えば、複数の材料を混合して形成したターゲットまたは複数個のターゲットを
用いて同時に実施することにより、複数の異なる無機材料を混合して記録補助層を容易に
形成することができ、それにより、所望の特性の記録補助層を容易に得ることができる。
【００３１】
本発明は、第２２の原盤製造方法として、上記第１から第２１の原盤製造方法であって
、前記第一のエッチングによって原盤上に形成される凹部または凸部の傾斜角を５０度以
上７３度以下とすることを特徴とする方法を提供する。ここで、凹部の傾斜角とは凹部の
深さの２分の１のところで側面の接線と原盤の主表面に平行な面とが、エッチング後に残
った部分の側でなす角度をいい、凸部の傾斜角とは、凸部の高さの２分の１のところで側
面の接線と原盤の主表面に平行な面とが、エッチング後に残った部分の側でなす角度をい
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う。本発明の原盤製造方法によれば、記録原盤の記録補助層の材料等を適宜選択すること
により、従来のヒートモード記録を利用する原盤製造方法では形成が困難であった高い傾
斜角の凹凸パターンを原盤上に製造することができるので、より解像度の高い原盤記録が
可能となる。
【００３２】
本発明はまた、本発明の製造方法に従って製造される原盤を用いて製造されるスタンパ
を提供する。スタンパは、従来の技術に関連して説明したような常套の方法を用いて、原
盤の表面にさらに導電膜および金属層を形成することにより作製される。
【００３３】
本発明はまた、本発明の製造方法に従って製造される原盤または当該原盤から製造され

40

るスタンパを用いて製造される光情報記録媒体を提供する。光情報記録媒体は、例えば、
ＤＶＤおよび短波長のレーザ光を用いて記録する次世代の光ディスク等である。
光情報記録媒体は、再生専用のものであってよく、または一度だけ記録可能なものであっ
てよく、または書換型のものであってもよい。
【発明の効果】
【００３４】
本発明の光情報記録媒体の原盤製造方法を用いれば、原盤上に形成される凹凸パターン
の断面形状を容易に制御できる。また、本発明の製造方法は、記録原盤の材料および構造
を適宜選択することにより、記録原盤への記録の際の記録感度を向上させること、ヒート
モード記録に使用する感熱材料の選択肢を広げること、ならびに安価な対物レンズを用い
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て原盤記録を実施することを可能にする。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。なお、特に断りのない限
り、ある層に関して「下」という用語は、記録原盤を基板が下となるように配置したとき
に、基板に近い方向を指すために用いられる。
【００３６】
（実施の形態１）
実施の形態１として、感熱材料層と基板との間に位置する記録補助層を有する記録原盤
を用いて、光情報記録媒体の原盤を製造する方法を図１〜図４を参照して説明する。図１

10

（Ａ）は、記録原盤の一例の断面を示す。図１（Ａ）に示す記録原盤１０４において、基
板１０１は、ガラス、シリコン、または樹脂等から成る。この基板１０１上に、例えば、
誘電体または樹脂等から成る記録補助層１０２を、例えば、スパッタ法やスピンコート法
などにより形成する。この記録補助層１０２の上に、記録補助層１０２と接するように、
感熱材料層１０３を形成する。感熱材料層１０３は、露光による昇温により状態変化する
材料から成り、例えば、スパッタ法やスピンコート法等により形成される。図示した記録
原盤は、実施の形態１の製造方法を実施するのに最小限必要とされる構成に相当する。し
たがって、記録原盤は、記録補助層が感熱材料層よりも下に位置し、かつ記録補助層によ
り状態変化した部分の断面形状を制御し得る限りにおいて、例えば、記録補助層と感熱材
料層との間に位置する界面層（例えば、厚さ１ｎｍ未満の薄い層）、または反射層等、図

20

示していない構成要素を含んでもよい。金属反射層１０７を含む記録原盤１０４の一例を
図１（Ｉ）に示す。
【００３７】
図１（Ｂ）〜（Ｈ）は、記録原盤に光を照射することによって、感熱材料層１０３に昇
温により状態変化した部分１０５が形成された記録原盤を示す。ここでは、状態変化して
いない部分を符号１０６で示す。ここで、記録原盤１０４への記録方法について図２を用
いて説明する。記録原盤２０１は、回転台２０２に載せられて、回転台２０２とともに回
転させられる。光源２０３から発せられた記録光２０６は、レンズ２０４によって記録原
盤２０１表面に集光される。必要であれば、記録光２０６は光源２０３内で変調および／
または偏向されていてもよい。記録中、記録ヘッド２０５と回転台２０２とは相対的に平

30

行移動し、記録原盤上にスパイラル状に状態変化した部分が順次形成されるように記録が
行われる。記録光２０６としては、レーザ光または電子線束等を用いることができる。図
２に示すような装置を用いる、この原盤記録方法は、従来から採用されているものであっ
て、それ自体新規なものではないから詳細な説明は省略する。また、ここで説明した以外
の原盤記録方法であっても、感熱材料層１０３が昇温により状態変化することを利用して
所望のパターンを記録する方法であれば、いずれの方法を用いてもよい。
【００３８】
図１（Ｂ）〜（Ｄ）は、記録補助層１０２の厚さを一定として、熱伝導率が異なる材料
を用いて記録補助層１０２を形成した場合の、感熱材料層１０３の状態変化した部分１０
５の断面形状を模式的に示している。記録補助層１０２を構成する材料の熱伝導率は、図

40

１（Ｂ）＞図１（Ｃ）＞図１（Ｄ）の順で高い。図１（Ｂ）〜（Ｄ）より、記録補助層１
０２を構成する材料の熱伝導率によって、状態変化した部分１０５の断面形状が変化する
ことがわかる。記録補助層が感熱材料層と基板との間に位置する記録原盤において、記録
補助層を構成する材料の熱伝導率だけを変化させると、熱伝導率が小さいほど、感熱材料
層の基板側表面から放出される熱量がより小さくなる。即ち、記録補助層の熱伝導率が小
さいほど、感熱材料層の表面からより深い部分が昇温することが可能となるので、図１（
Ｄ）に示すように、状態変化した部分と状態変化していない部分との境界がより急な傾き
を有することとなる。
【００３９】
図１（Ｅ）および（Ｆ）は、熱伝導率が基板１０１を構成する材料よりも小さい材料で
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記録補助層１０２を形成したときに、記録補助層１０２の厚さを変化させることによって
、感熱材料層１０３の状態変化した部分１０５の断面形状がどのように変わるかを模式的
に示している。図１（Ｅ）に示す記録原盤は、記録補助層１０２の厚さがより大きいため
に、感熱材料層１０３から熱が放出されることをより抑制し、状態変化した部分と状態変
化していない部分との間の境界の傾きがより大きくなる。図１（Ｇ）および（Ｈ）は、熱
伝導率が基板１０１を構成する材料よりも大きい材料で記録補助層１０２を形成したとき
に、記録補助層１０２の厚さを変化させることによって、状態変化した部分１０５がどの
ように変化するかを模式的に示す。記録補助層１０２の熱伝導率を基板１０１の熱伝導率
よりも大きくすることによって、記録補助層を設けない場合と比較して、状態変化した部
分と状態変化していない部分との境界の傾きがより緩やかになる。また、記録補助層１０

10

２の厚さが大きい程、状態変化した部分と状態変化していない部分との間の境界の傾きが
より小さくなる。図１（Ｅ）〜（Ｈ）に示すように、記録補助層１０２の厚さを変化させ
ることにによっても、記録時の昇温により状態変化した部分１０５の分布を変化させ得る
ことが分かる。なお、図１（Ｂ）〜（Ｈ）は、記録補助層の熱伝導率および厚さが、感熱
材料層の状態変化した部分の断面形状にどのように影響するかという傾向を表す模式図で
あることに留意されたい。実際に得られる断面形状は基板を構成する材料の熱伝導率の具
体的な数値、この数値と記録補助層を構成する材料の熱伝導率の具体的な数値との差、記
録補助層の実際の厚さ等によって決定される。
【００４０】
状態変化した部分１０５を形成した後に、記録原盤１０４に第一のエッチングを施す。
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第一のエッチングは、記録時の昇温により状態変化した部分１０５と状態変化していない
部分１０６とでエッチングレートが異なる条件にて実施する。第一のエッチングの例とし
ては、反応性イオンエッチングなどのドライエッチング、および酸またはアルカリ等によ
るウエットエッチング等が挙げられる。尤も、第一のエッチングの具体的な方法はこれら
に限定されず、状態変化した部分１０５と状態変化していない部分１０６とでエッチング
レートが異なる条件にて実施できる方法であれば、いずれの方法を用いてもよい。
【００４１】
図３にエッチング前の記録原盤およびエッチング後に得られる原盤を示す。図３（Ａ）
および（Ｂ）はエッチング前の記録原盤を示す。図３（Ｃ）および（Ｄ）は、それぞれ図
３（Ａ）および（Ｂ）に示す記録原盤を、状態変化した部分１０５のエッチングレートが
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状態していない部分１０６のエッチングレートよりも高くなる条件にてエッチングを実施
して得られる原盤を示す。この場合、状態変化した部分１０５は原盤において、凹部を形
成する。この凹部の傾斜角は、それぞれ３０１で表される角度に相当する。前述のとおり
、凹部の傾斜角は、凹部の深さｔの２分の１のところにおける凹部の側面の接線ｋと原盤
の主表面に平行な面ｐとが、エッチング後に残っている部分の側でなす角度をいう。した
がって、図３（Ｃ）に示すように、凹部が原盤表面に向かって広がっている漏斗形状であ
る場合に、傾斜角は鋭角となる。図３（Ｅ）および（Ｆ）は、それぞれ図３（Ａ）および
（Ｂ）に示す記録原盤を、状態変化した部分１０５のエッチングレートが状態変化してい
ない部分１０６のエッチングレートよりも低くなる条件にてエッチングを実施して得られ
る原盤を示す。この場合、状態変化した部分１０５は、原盤において凸部を形成する。こ

40

の凸部の傾斜角は、それぞれ３０２で表される角度に相当する。前述のとおり、凸部の傾
斜角は、凸部の高さｈの２分の１のところにおける凸部の側面の接線ｊと原盤の主表面に
平行な面ｐとが、エッチング後に残っている部分の側でなす角度をいう。したがって、図
３（Ｆ）に示すように、凸部が下側に向かって面積が広くなっている円錐形状である場合
に、傾斜角は鋭角となる。図３に示すように、エッチングによって、状態変化した部分１
０５が、そのままの形状で凹または凸として形成された原盤を作成することができる。
【００４２】
第一のエッチングは、記録補助層１０２のエッチングレートが状態変化した部分１０５
と状態変化していない部分１０６のうちエッチングレートの高い方よりも低くなる条件に
て実施されることが好ましい。即ち、図３（Ｃ）および（Ｄ）のように、状態変化した部
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分をエッチングにより凹部とする場合には、記録補助層のエッチングレートは状態変化し
た部分のエッチングレートよりも低いことが好ましい。図３（Ｅ）および（Ｆ）のように
、状態変化した部分を凸部とする場合には、記録補助層のエッチングレートは、状態変化
していない部分のエッチングレートよりも低いことが好ましい。記録補助層のエッチング
レートが低いことが望ましい理由は、第一に、エッチングにより形成される凹凸パターン
において凹部の底面（一般に、記録補助層の露出表面となる）がより平坦になることであ
る。凹部の底面が平坦であると、この原盤またはこの原盤を転写して得たスタンパから製
造される光情報記録媒体において、凹凸パターンを光学的に再生する際にノイズ成分の小
さい信号を得られる。第二に、第一のエッチングの際に、記録補助層１０２のエッチング
される量が少ないほど、記録時に潜像として作成されるパターンに、より忠実な凹凸パタ

10

ーンをエッチングにより形成することができることである。そのことは、本発明に基づい
て凹凸パターンの断面形状をより効果的に制御することを可能にする。したがって、第一
のエッチングにおいて、記録補助層のエッチングレートは、状態変化した部分および状態
変化していない部分のエッチングレートのいずれよりも低い（即ち、最も低い）ことが好
ましく、ゼロであってもよい。実施の形態１として示す図３は、記録補助層１０２のエッ
チングレートが実質的にゼロである例を示しているが、本発明は、第一のエッチングの際
の記録補助層１０２のエッチングレートが０よりも大きい形態をも含むことに留意すべき
である。
【００４３】
以上において説明したように、本発明の方法は、記録補助層の熱伝導率および厚みを選
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択することにより、最終的に原盤に形成される凹凸パターンの断面形状を制御することを
可能にする。断面形状を表すパラメータとして、上述した傾斜角を用いることができる。
記録により形成したパターン（単に「記録パターン」と呼ぶことがある）が凹として形成
される場合も、凸として形成される場合も、傾斜角が９０度であると、より微細な記録パ
ターンをより安定に形成しやすく、また、原盤から製造される光情報記録媒体の信号特性
を良好なものとすることができる。原盤からスタンパをさらに作成する場合には、傾斜角
は０度よりも大きいことを条件として９０度よりも小さいことが好ましく、５０度〜７３
度であることがより好ましい。傾斜角が９０度未満であると、原盤からスタンパへの凹凸
パターンの転写およびスタンパから樹脂基板への凹凸パターンの転写が容易となるという
利点がある。但し、ここで挙げた数値範囲は一般的なものであって、傾斜角の最適な値は
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、原盤を用いて行われるその後の工程、および最終的に作成される光情報記録媒体の使用
法により異なることに留意されたい。所望の傾斜角がいずれの値であっても、本発明の方
法を用いれば、材料の選択肢の少ない感熱材料を変えることなく、記録補助層によって、
容易に傾斜角を制御することが可能になる。また、従来のヒートモードによる原盤記録に
比べて、より大きな傾斜角の凹部または凸部を得ることが可能となる。
【００４４】
実施の形態１はまた、感熱材料層１０３の記録感度を向上させて、様々な原盤構成を実
現することを可能にする。例えば、記録補助層１０２の熱伝導率が基板１０１のそれより
も小さい場合には、記録補助層１０２を設けることにより、状態変化した部分１０５の断
面形状を変化させ得るだけでなく、記録時の感度を向上させることもできる。より具体的
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にいえば、記録補助層を感熱材料層の下側に好ましくは隣接させるように設けることによ
って、感熱材料層の露光に使用される波長の光の吸収率を高くする作用をする層を感熱材
料層の下方に配置することが可能となる。例えば、基板１０１をシリコン基板とすること
によって、そのような光学的効果を得ることができる。シリコン基板は、熱伝導率が一般
的なガラスや樹脂に比べて２桁も高いために、感熱材料層とシリコン基板とが接する原盤
にヒートモード記録を実施することは困難である。本発明の方法において、記録補助層を
熱伝導率の小さい材料で形成すれば、このシリコン基板で記録原盤を作製することを可能
にする。シリコン基板はまた、清浄であるという点からも好ましく用いられる。シリコン
基板以外の熱伝導率の高い基板を必要に応じて用いることもまた可能である。あるいはま
た、感熱材料層の記録感度を向上させるために、図１（Ｉ）に示すように、基板１０１と
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記録補助層１０２との間に、Ａｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｒ、Ｎｉ等の金属
元素から選択される１以上の元素もしくはそれらの混合物または化合物などから成る、熱
伝導率の非常に大きい金属反射層１０７を設けることも容易となる。
【００４５】
また、感熱材料層１０３の光吸収率を増大させることは、記録補助層１０２を構成する
材料の光学定数および記録補助層１０２の厚さを適切に選択することによっても可能であ
る。光学定数は、例えば、記録に用いる光の波長における記録補助層１０２を構成する材
料の屈折率を適宜調節することによって適切に選択される。記録補助層の適切な光学定数
は、基板１０１、記録補助層１０２、および感熱材料層１０３の間の光学的な効果（例え
ば、反射および干渉効果）を考慮して決定される。また、記録原盤を構成する各層の光学

10

的な効果を考慮して、各層の光学定数の組み合わせが適切となるように記録原盤を構成す
ることによって、感熱材料層１０３の光吸収率を深さ方向で制御することもでき、それに
より原盤上に形成される凹凸パターンの断面形状を制御することもできる。
【００４６】
本発明の方法に従って、原盤上に形成される凹凸パターンの断面形状を制御する具体例
を図４を参照して説明する。図４（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、露光前の記録原盤を
示す。ここでは、基板４０１として、ソーダガラス基板を用いた例を説明する。ソーダガ
ラス以外の基板４０１材料としては、例えば、石英ガラス、シリコン、ポリカーボネート
樹脂、アクリル樹脂、およびオレフィン樹脂等がある。基板４０１の材料としては、平板
を形成できる材料であればいずれの材料も用いることができる。ここで、基板４０１の厚

20

さは、６．０ｍｍである。基板４０１の厚さは、これに限定されず、例えば０．４〜１０
．０ｍｍの範囲内から選択される。基板の光学定数によって、記録補助層４０３によりも
たらされる光学的な効果は変化するため、それを考慮して記録補助層の厚さを下記に示す
値から変更することが好ましい場合もある。
【００４７】
感熱材料層４０２は、スパッタ法により、ＴｅＯ１

． ０

Ｐｄ３

． ０

で表される材料で形

成した。また、その厚さは４５ｎｍとした。Ｔｅの代わりに、Ｓｂ、Ｓｅ、Ｓｎ、Ｇｅ、
Ｍｏ、ＷまたはＴｉ等を用いることもできる。また、Ｐｄに代えて、他の金属元素、例え
ば、Ａｕ、Ａｇ、ＣｕまたはＰｄ等の貴金属を用いてよい。これらの貴金属を含む材料で
感熱材料層を形成することにより、エッチングの際の残膜率（状態変化した部分が凹部と

30

なる場合には、未露光部（即ち、状態変化していない部分）のエッチング前の厚さに対す
るエッチング後の厚さの割合）を上げることができる。感熱材料層４０２を構成するのに
適した材料は、一般式、Ｍ

１
Ｘ

ＯＭ

２
Ｙ

（式中、Ｍ

１

は、Ｔｅ、Ｓｂ、Ｓｅ、Ｓｎ、Ｇｅ

、Ｍｏ、ＷおよびＴｉから選択される１または複数の金属であり、Ｍ

２

は、Ｍ

１

以外の金

属元素であり、好ましくはＡｕ、Ａｇ、ＣｕおよびＰｄから選択される１または複数の元
素であり、０．３＜Ｘ＜１．７、０．０５＜Ｙ＜０．５２である）で表される。尤も、感
熱材料層４０２を構成する材料は、この式で表されない材料であってもよい。また、感熱
材料層４０２の厚さも、原盤に形成すべき凹凸パターンに応じて変化させることができる
。
【００４８】
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図４（Ａ）に示す記録原盤において、記録補助層４０３ａは、スパッタ法により形成さ
れた、ＺｎＳとＳｉＯ２ とをモル比で４：１の割合で含む層であり、その厚さは４５ｎｍ
である。図４（Ｂ）に示す記録原盤において、記録補助層４０３ｂは、スパッタ法により
形成されたＳｉＯ２ から成る層であり、その厚さは４５ｎｍである。記録補助層４０３ａ
および４０３ｂの厚さは、４５ｎｍに限定されるわけではなく、感熱材料層４０２の記録
波長での光吸収率が最大となるように感熱材料層４０２の材料および厚さに応じて選択す
ることが記録感度を高めるためには好ましい。例えば、感熱材料層４０２ａを材料を変化
させずに、厚さが６０ｎｍなるように形成した場合には、記録補助層４０３ａの厚さが３
５ｎｍのときに記録感度が最大となった。
【００４９】
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これらの２つの記録原盤に、波長４０５ｎｍのレーザ光とＮＡ０．９の対物レンズとを
用いてピット列および案内溝に対応するパターンが状態変化した部分として形成されるよ
うに露光した。次いで、１．７％のＴＭＡＨ（水酸化テトラメチルアンモニウム）による
ウエットエッチングを６０秒間行った。その結果、図４（Ａ）および（Ｂ）に示す記録原
盤から、それぞれ図４（Ｃ）および（Ｄ）に示す原盤が得られた。ここで使用したエッチ
ング液は一例であり、ＴＭＡＨの濃度は、例えば、１．０％〜２．４％の範囲から選択す
ることができる。あるいは、ＴＭＡＨの代わりに、例えば、ＫＯＨおよびＮａＯＨ等の他
のアルカリ水溶液を用いても同様にエッチングを実施できる。エッチングによって、状態
変化した部分が凹となり、原盤上に直径９０ｎｍの円形ピットや幅７０ｎｍの案内溝が安
定に形成された。このような凹部の形成は、一層当たり２５ＧＢ以上の記録容量を持つ直

10

径１２ｃｍの光情報記録媒体を製造するのに十分な解像度が達成されたことを意味する。
【００５０】
原盤上に形成された凹部の傾斜角４０４は、図４（Ｃ）に示す原盤においては７３度、
図４（Ｄ）に示す原盤においては２８度であった。また、記録時の感度は、図４（Ａ）に
示す記録原盤の場合が、図４（Ｂ）に示すものよりも高く、前者は後者の約２倍となった
。これらのことから、本発明の方法に従って記録補助層４０３を形成した記録原盤を使用
し、さらに、例えば記録補助層の材料の組成比を変えることによって、原盤に形成される
凹部の断面形状の傾斜角４０４を例えば２８度から７３度の任意の値に制御すること、な
らびに記録感度を例えば約２倍の幅で制御することが可能であることが分かる。さらに、
本発明の方法によれば、従来の方法に従って、石英ガラスまたはソーダガラスから成る基
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板に感熱材料層のみを配置した記録原盤を用いてヒートモード記録した原盤において実現
することが困難であった、５０度以上の高い傾斜角を実現できることも分かる。
【００５１】
ここでは、ＺｎＳとＳｉＯ２ の組成比を変えて記録補助層を形成した例を用いて本発明
の方法を説明した。記録補助層を構成する材料は、これらに限定されない。記録補助層は
、例えば、ＺｎＳｅ等のセレン化物、Ｓｉ−Ｏ、Ｇｅ−Ｏ、Ａｌ−Ｏ、Ｚｎ−Ｏ、Ｙ−Ｏ
、Ｌａ−Ｏ、Ｔｉ−Ｏ、Ｚｒ−Ｏ、Ｈｆ−Ｏ、Ｎｂ−Ｏ、Ｔａ−Ｏ、Ｃｒ−Ｏ、Ｍｏ−Ｏ
、Ｗ−Ｏ、Ｓｎ−Ｏ、Ｉｎ−Ｏ、Ｓｂ−Ｏ、およびＢｉ−Ｏ等の酸化物、Ｓｉ−Ｎ、Ｇｅ
−Ｎ、Ａｌ−Ｎ、Ｚｎ−Ｎ、Ｔｉ−Ｎ、Ｚｒ−Ｎ、Ｈｆ−Ｎ、Ｎｂ−Ｎ、Ｔａ−Ｎ、Ｃｒ
−Ｎ、Ｍｏ−Ｎ、Ｗ−Ｎ、Ｓｎ−Ｎ、およびＩｎ−Ｎ等の窒化物、Ｓｉ−Ｏ−Ｎ、Ｇｅ−
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Ｏ−Ｎ、Ａｌ−Ｏ−Ｎ、Ｔｉ−Ｏ−Ｎ、Ｚｒ−Ｏ−Ｎ、Ｈｆ−Ｏ−Ｎ、Ｎｂ−Ｏ−Ｎ、Ｔ
ａ−Ｏ−Ｎ、Ｃｒ−Ｏ−Ｎ、Ｍｏ−Ｏ−Ｎ、Ｗ−Ｏ−Ｎ、Ｓｎ−Ｏ−Ｎ、およびＩｎ−Ｏ
−Ｎ等の窒酸化物、Ｇｅ−Ｃ、Ｃｒ−Ｃ、Ｓｉ−Ｃ、Ａｌ−Ｃ、Ｔｉ−Ｃ、Ｚｒ−Ｃ、お
よびＴａ−Ｃ等の炭化物、Ｓｉ−Ｆ、Ａｌ−Ｆ、Ｍｇ−Ｆ、Ｃａ−Ｆ、およびＬａＦ等の
弗化物、ならびに先に例示したＺｎＳおよびＳｉＯ２ で構成される群から選択される一ま
たは複数の材料、またはそれらの混合材料を、スパッタ法や蒸着法を用いて成膜すること
によって、形成してよい。
【００５２】
あるいは、記録補助層は、有機材料で形成してよく、例えば、アクリル樹脂、エポキシ
樹脂、またはそれらの混合物から成る層であってよい。樹脂材料から成る記録補助層は、
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例えば、スピンコート法により成膜する方法で形成される。さらに、樹脂材料を使用する
場合にも、混合比または組成比を選択することによって、記録補助層４０３の熱伝導率お
よび光学定数を制御して、凹凸パターンの断面形状の制御を実施することができる。勿論
、ここで説明した方法以外の方法を用いて、記録補助層の熱伝導率および光学定数の少な
くとも一方を適当に選択することで、原盤上に形成される凹凸パターンの断面形状（具体
的には傾斜角）を制御することは可能である。
【００５３】
（実施の形態２）
実施の形態２として、感熱材料層の上側表面（基板から遠い側の表面）に記録補助層を
有する記録原盤を用いて、原盤を製造する方法を図５を参照して説明する。図５（Ａ）は
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、記録原盤の一例を示す。この記録原盤５０４は、基板５０１上に感熱材料層５０２を形
成し、さらに感熱材料層５０２上に、記録補助層５０３を形成することにより形成される
。図５（Ａ）において、５０６は外部媒質（即ち、露光の際の雰囲気）を指し、これは一
般には空気である。記録原盤５０４を構成する基板５０１の材料および感熱材料層５０２
の材料および形成方法については、実施の形態１に関連して説明したとおりである。記録
補助層５０３は、実施の形態１に関連して説明した材料および方法により形成される膜で
あってよい。あるいは、記録補助層５０３は液体であってもよい。具体的には、露光を、
記録補助層５０３となる液体を配置した（例えば塗布した）状態、または当該液体に記録
原盤を浸漬した状態にて実施することによっても、この実施の形態２を実施することがで
きる。図示した記録原盤は、実施の形態２の製造方法を実施するのに最小限必要とされる
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構成に相当する。したがって、記録原盤は、感熱材料層が記録補助層と基板との間に位置
する構成を有する限りにおいて、例えば、前述のような界面層または反射層等、図示して
いない構成要素を含んでもよい。
【００５４】
図５（Ｂ）〜（Ｈ）は、記録原盤に光を照射することによって、感熱材料層５０２に昇
温により状態変化した部分５０５と状態変化していない部分５０７とが形成された記録原
盤を示す。記録原盤への記録方法は第１の実施の形態に関連して説明したとおりであるか
ら省略する。図５（Ｂ）〜（Ｄ）は、記録補助層５０３の厚さを一定として、熱伝導率が
異なる材料を用いて記録補助層を形成した場合の、感熱材料層５０２の状態変化した部分
５０５の断面形状を模式的に示している。記録補助層５０３を構成する材料の熱伝導率は
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、図５（Ｂ）＞図５（Ｃ）＞図５（Ｄ）の順で高い。図５（Ｂ）〜（Ｄ）より、記録補助
層５０３を構成する材料の熱伝導率によって、状態変化した部分５０５の断面形状が変化
することがわかる。記録補助層が感熱材料層の上に位置する記録原盤において、記録補助
層を構成する材料の熱伝導率だけを変化させると、熱伝導率が小さいほど、感熱材料層の
表面付近に熱が溜まりやすくなる。即ち、記録補助層の熱伝導率が小さいほど、感熱材料
層の表面から深い部分で昇温しにくくなるので、図５（Ｄ）に示すように、状態変化した
部分と状態変化していない部分との境界がより緩やかな傾きを有することとなる。
【００５５】
図５（Ｅ）および（Ｆ）は、記録補助層５０３を熱伝導率が外部媒質５０６の熱伝導率
よりも小さい材料で形成したときに、記録補助層５０３の厚さを変化させることによって
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、感熱材料層５０２の状態変化した部分５０５の断面形状がどのように変わるかを模式的
に示している。図５（Ｅ）に示す記録原盤は、記録補助層５０３の厚さがより大きいため
に、感熱材料層５０２の表面から熱が放出されることをより抑制し、状態変化した部分と
状態変化していない部分との間の境界の傾きがより小さくなる。図５（Ｇ）および（Ｈ）
は、熱伝導率が外部媒質５０６よりも大きい材料で記録補助層５０３を形成したときに、
記録補助層５０３の厚さを変化させることによって、状態変化した部分５０５の断面形状
がどのように変化するかを模式的に示す。記録補助層５０３の熱伝導率を外部媒質５０６
の熱伝導率よりも大きくすることによって、記録補助層を設けない場合と比較して、状態
変化した部分と状態変化していない部分との傾きがより大きくなる。また、記録補助層５
０３の厚さが大きいほど、状態変化した部分と状態変化していない部分との間の境界の傾
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きはより大きくなる。一般に感熱材料層５０２が曝されている外部媒質５０６は固体や液
体に比べて非常に熱伝導率の低い空気である。その場合、記録補助層５０３の熱伝導率を
外部媒質よりも小さくすることは一般に困難であるから、状態変化した部分の断面形状の
制御は、図５（Ｇ）および（Ｈ）に示すように実現される。ただし、ＬＩＬ（液浸レンズ
法）による原盤記録等のように外部媒質５０６として液体を用いる場合には、状態変化し
た部分５０５の制御は、図５（Ｅ）〜（Ｈ）のいずれに示すようにも実現可能である。こ
のように、記録補助層を感熱材料層の上に設ける場合にも、記録補助層５０３の厚さを変
化させることによっても、記録時の昇温により状態変化した部分５０５の分布を変化させ
得ることが分かる。なお、なお、図５（Ｂ）〜（Ｈ）は、記録補助層の熱伝導率および厚
さが、感熱材料層の状態変化した部分の断面形状にどのように影響するかという傾向を表
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す模式図であることに留意されたい。実際に得られる断面形状は外部媒質の熱伝導率の具
体的な数値、この数値と記録補助層を構成する材料の熱伝導率の具体的な数値との差、記
録補助層の実際の厚さ等によって決定される。
【００５６】
次に、記録後の記録原盤５０４から記録補助層５０３を除去する処理を行う。記録補助
層５０３の除去は、好ましくは感熱材料層５０２に及ぼす影響が小さくなるように実施さ
れる。記録補助層５０３の主成分が、例えば、ノボラック樹脂、アクリル樹脂、またはポ
リカーボネート樹脂等の有機物であり、感熱材料層５０２の主成分が、例えば、Ｔｅ、Ｓ
ｂ、Ｓｅ、Ｓｎ、ＧｅまたはＭｏ等の化合物のような無機材料である場合には、例えば、
有機溶剤によるウエットエッチングまたは、酸素もしくは希ガス等を使ったプラズマエッ

10

チングが好ましく実施される。これらのエッチングを用いれば、記録補助層５０３のエッ
チングレートの方が感熱材料層５０２のエッチングレートよりも十分大きくなり、効率的
に記録補助層５０３のみを除去することが可能である。また、感熱材料層５０２を構成す
る材料が水溶性でない場合には、記録補助層５０３を、例えば、ポリビニルアルコール、
ポリエチレンオキサイド、またはポリアクリル酸ナトリウム等の水溶性の材料で形成する
と、容易に記録補助層５０３のみを除去することが可能となる。また、感熱材料層５０２
を構成する材料がアルカリ可溶でなければ、記録補助層５０３を、例えば、ノボラック樹
脂またはアクリル樹脂等のアルカリ可溶の材料で形成すると、容易に記録補助層５０３の
みを除去することが可能となる。また、感熱材料層５０２を構成する材料が酸可溶でなけ
れば、記録補助層５０３を酸可溶の材料で形成すると、容易に記録補助層５０３のみを除
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去することが可能となる。
【００５７】
次に、記録時の昇温により状態変化した部分５０５と状態変化していない部分５０７と
でエッチングレートの異なる条件にて、第一のエッチングを実施する。第一のエッチング
の例は、先に実施の形態１に関連して説明したとおりであるから、ここでは省略する。ま
た、この実施の形態２においても、第一のエッチングは、基板５０１のエッチングレート
が、状態変化した部分５０５と状態変化していない部分５０７のうちエッチングレートの
高い方よりも低くなる条件にて実施することが好ましい。その理由については、実施の形
態１において、説明したとおりであるからここでは省略する。この第一のエッチングによ
り、記録時の昇温により状態変化した領域５０５が凸または凹として原盤上に形成される
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。
【００５８】
以上においては、記録補助層５０３の除去と感熱材料層５０２のエッチングを別工程と
して実施する形態を説明した。別法として、記録補助層５０３の除去と感熱材料層５０２
のエッチングを同時に行うこともできる。その場合、工程数が減ることによって、汚染の
可能性およびコストを低減することができる。具体的には、例えば、感熱材料層５０２が
ＴｅまたはＳｂの化合物等から成り、記録時の昇温により状態変化した部分５０５と状態
していない部分５０７とでアルカリエッチングの際のエッチングレートが大きく異なる層
であり、記録補助層５０３が、例えば、ノボラック樹脂またはアクリル樹脂等のアルカリ
可溶の材料から成る場合には、アルカリエッチングによって、記録補助層５０３の除去と
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感熱材料層５０２のエッチングを同時に実施できる。また、感熱材料層５０２のエッチン
グを酸を用いて実施する場合には、記録補助層５０３を酸可溶の材料で形成すればよい。
感熱材料層５０２のエッチングを水溶液を用いて実施する場合には、記録補助層５０３を
、例えば、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキサイド、またはポリアクリル酸ナト
リウム等の水溶性の材料で形成すれば、１回の処理で感熱材料層５０２のエッチングと記
録補助層５０３の除去を実施できる。他にも様々な方法がある。いずれの方法を採用する
場合も、エッチングを、記録補助層５０３のエッチングレートが感熱材料層５０２のエッ
チングレートより大きくなるように実施することによって、効率的に記録補助層５０３を
除去できる。また、記録補助層５０３の除去と感熱材料層５０２のエッチングを同時に実
施する場合には、記録補助層５０３のエッチングレートは、状態変化した部分５０５と状
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態変化していない部分５０７のエッチングレートのうち低い方よりも高いことが好ましい
。それにより、エッチング後に感熱材料層において残る部分（即ち、状態変化した部分５
０５と状態変化していない部分５０７のエッチングレートのうち低い方）の表面荒れの程
度を低くできる。
【００５９】
このように、実施の形態２で説明した本発明の方法を用いれば、感熱材料層の材料を変
更することなく、容易に、原盤上の凹凸パターンの断面形状を制御することが可能となる
。
【００６０】
（実施の形態３）

10

実施の形態３として、２つの記録補助層を感熱材料層を挟むように配置した記録原盤を
用いて、光情報記録媒体の原盤を製造する方法を図６を参照して説明する。図６（Ａ）は
、記録原盤の一例を示す。記録原盤６０５は、基板６０１上に、第一の記録補助層６０２
を形成し、第一の記録補助層６０２上に感熱材料層６０３を形成し、感熱材料層６０３上
に第二の記録補助層６０４を形成することにより得られる。記録原盤６０５を構成する基
板６０１の材料および感熱材料層６０３の材料および形成方法は、実施の形態１に関連し
て説明したとおりである。また、第一の記録補助層６０２および第二の記録補助層６０４
も、実施の形態１に関連して説明した材料および方法により形成される。第二の記録補助
層６０４は、実施の形態２に関連して説明したように液体であってもよく、その場合は、
記録の際に液体を塗布または浸漬により供給する必要がある。図示した記録原盤は、実施

20

の形態３の製造方法を実施するのに最小限必要とされる構成に相当する。したがって、記
録原盤は、感熱材料層が２つの記録補助層で挟まれるように構成されている限りにおいて
、例えば、記録補助層と感熱材料層との間に位置する界面層、または反射層等、図示して
いない構成要素を含んでもよい。
【００６１】
例えば、図６（Ｂ）に示すように、基板６０１と第一の記録補助層６０２との間に、金
属反射層６０６を設けてよい。金属反射層６０６の材料および形成方法は、実施の形態１
に関連して説明したとおりである。また、この形態においても、実施の形態１に関連して
説明したように、第一の記録補助層６０２の存在により、金属反射層６０６による熱的な
悪影響を小さくして、光学的な効果を得ることが可能となる。
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【００６２】
図６（Ａ）および（Ｂ）に示す記録原盤６０５および６０５ａには、所望のパターンが
記録される。その方法は、実施の形態１と同じである。次いで、第二の記録補助層６０４
を除去し、さらに第一のエッチングを実施して、凹凸パターンが形成された原盤を得る。
あるいは、第二の記録補助層６０４の除去と第一のエッチングを同時に実施してもよい。
いずれの方法も先に実施の形態３に関連して説明したとおりであるから、ここでは省略す
る。
【００６３】
記録原盤６０５において、第一の記録補助層６０２は実施の形態１で説明した記録補助
層１０２と同じように機能させることができ、第二の記録補助層６０４は実施の形態２で

40

説明した記録補助層５０３と同じように機能させることができる。したがって、記録原盤
６０５を用いることによって、実施の形態１および実施の形態２によりもたらされる利点
を同時に得ることができ、記録補助層を１つだけを形成した記録原盤を用いる場合と比較
して、原盤上の凹凸パターンの断面形状および記録時の感度をより自在に制御することが
できる。
【００６４】
（実施の形態４）
実施の形態４として、感熱材料層に凹凸を形成する第一のエッチングの後、さらに第二
のエッチングを実施する方法を、図７を参照して説明する。実施の形態４では、実施の形
態１または実施の形態３で使用される記録原盤を用いて、それぞれ、実施の形態１または
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実施の形態３と同様の方法で感熱材料層に凹凸パターンを形成する。図７（Ａ）に、感熱
材料層７０１の記録時の昇温により状態変化した部分が凹部として形成された記録原盤７
０４ａを、図７（Ｂ）に、感熱材料層７０１の記録時に昇温した部分が凸部として形成さ
れた記録原盤７０４ｂを、それぞれ断面図で示す。いずれの記録原盤においても、感熱材
料層７０１は記録補助層７０２上に形成されている。記録補助層７０２の下側表面に隣接
している層７０３は、実施の形態１および実施の形態３に関連して説明したように、一般
的には基板または金属反射層であるが、これらに限定されない。以下、図７（Ａ）に示す
状態変化した部分が凹として形成される記録パターンが形成された記録原盤を用いて実施
の形態４を説明する。
【００６５】

10

実施の形態４においては、第一のエッチングを実施した後の記録原盤に、感熱材料層７
０１をマスクとした第二のエッチングを行う。第二のエッチングにおいては、第一のエッ
チング後に残った感熱材料層７０１の部分がマスクとして作用し、第一のエッチング後に
露出している記録補助層７０２の部分を除去して凹部を形成する。第二のエッチングは、
反応性イオンエッチング、プラズマエッチング、または酸もしくはアルカリ等によるウエ
ットエッチング等であってよい。感熱材料層７０１を、例えば、Ｔｅ、Ｓｂ、Ｓｅ、Ｓｎ
、ＧｅまたはＭｏ等の化合物である無機材料で形成し、記録補助層７０２を、例えば、ノ
ボラック樹脂、アクリル樹脂、またはポリカーボネート樹脂等の有機物で形成する場合に
は、第二のエッチングは、プラズマエッチング、または有機溶剤によるウエットエッチン
グであることが、実施が容易であることから、好ましい。あるいは、記録補助層７０２を
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ＳｉＯ２ で形成し、フッ素系のガスまたは液体でＳｉＯ２ を選択的に除去する方法によっ
て第二のエッチングを実施することも好ましい。
【００６６】
図７（Ｃ）に第二のエッチング後の記録原盤を示す。図７（Ｃ）において、ｄ１は記録
補助層７０２をエッチングする深さに相当する。第二のエッチングは、マスクが消失する
ことを防止するように実施することが好ましい。マスクが消失すると、記録補助層７０２
のマスクされるべき部分がエッチングされて所望の凹凸パターンを形成できなくなるとい
う不都合がある。したがって、第二のエッチングは、第二のエッチング前の感熱材料層７
０１の平均的な厚みをｄ２（図７（Ａ）参照）としたときに、感熱材料層７０１に対する
記録補助層７０２のエッチング選択比を（ｄ１／ｄ２）以上となるように実施することが
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好ましい。図７（Ｂ）に示すような記録原盤を第二のエッチングに付すと、凸部がマスク
となって、記録補助層７０２に凹部が形成されることとなる（図示せず）。
【００６７】
また、図７（Ｄ）に示すように、下層７０３の表面が露出するまで第二のエッチングを
行う場合は、さらに、下層７０３に対する記録補助層７０２のエッチング選択比が１より
大きいことが好ましい。そのようにエッチング選択比を選択することで、第二のエッチン
グにより露出される下層７０３の表面が、第二のエッチングにより荒らされる程度を小さ
くし得るため、凹部の底が平滑である良好なパターンが得られる。例えば、記録補助層７
０２がＳｉＯ２ を含み、下層７０３がＳｉから成る場合には、例えばフルオロカーボン等
のフッ素系材料による反応性イオンエッチングを第二のエッチングとして実施することに
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よって下層７０３が露出する場合でも第二のエッチングによる表面の荒れを少なくし得る
。記録補助層７０２が、例えば、ノボラック樹脂、アクリル樹脂またはポリカーボネート
樹脂等の有機物から成り、下層７０３がガラスまたはシリコン等の無機材料から成る場合
には、プラズマエッチング、または有機溶剤によるウエットエッチングを第二のエッチン
グとして実施することが、下層７０３を露出させる場合にも好ましい。また、下層７０３
が、上述の金属反射層である場合には、下層７０３に対する記録補助層７０２のエッチン
グ選択比を大きくしやすい。したがって、下層７０３を金属反射層とする構成の記録原盤
は、実施の形態４において好ましく用いられる。
【００６８】
次に、第三のエッチングを実施して、マスクとして用いた感熱材料層７０１を除去して
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、原盤を得る。第三のエッチングの例としては、反応性イオンエッチングおよびプラズマ
エッチング等のドライエッチング、ならびに酸またはアルカリ等によるウエットエッチン
グ等が挙げられる。第三のエッチングは、好ましくは、記録補助層７０２に対する感熱材
料層７０１のエッチング選択比が１よりも大きくなるように実施することが好ましい。そ
のようにエッチング選択比を選択することによって、第三のエッチングにより記録補助層
７０２がエッチングされる度合いを低くし得るため、原盤上に良好なパターンが形成され
る。第二のエッチングにより下層７０３が露出している場合、もしくは第三のエッチング
により下層７０３が露出する場合には、第三のエッチングは、下層７０３に対する感熱材
料層７０１のエッチング選択比も１より大きくなるように実施することがさらに好ましい
。第三のエッチングにより下層７０３がエッチングされる程度を低くして、原盤上に良好

10

なパターンを形成するためである。一例を挙げると、感熱材料層７０１がＴｅの酸化物か
ら成り、記録補助層７０２がＳｉＯ２ から成り、下層７０３がＳｉから成る場合、第三の
エッチングとして、ＴＭＡＨまたはＫＯＨ等のアルカリによるエッチングを実施すれば、
記録補助層７０２および下層７０３にほとんどダメージを与えることなくマスクとしての
感熱材料層７０１を除去することができる。
【００６９】
実施の形態４の方法によれば、感熱材料層を除去することにより平坦な記録補助層の表
面が露出されて、記録補助層に良好な凹凸パターンを形成することができる。したがって
、実施の形態４の方法は、実施の形態１または実施の形態３の方法に従って第一のエッチ
ングを実施している間に感熱材料層の表面が荒れたり、スカムが発生するなどして、良好
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な凹凸パターンが得られない場合に特に有用である。また、実施の形態４の方法は、実施
の形態１または実施の形態３の方法で製造した原盤を更に別工程（例えば、メッキなど）
に付す際に、感熱材料層の材料が当該別工程で問題を生じさせる場合にも、好ましく用い
られる。このように、実施の形態４の方法を用いれば、ヒートモード記録による光情報記
録媒体の原盤製造に用いる感熱材料の選択肢をより広くすることが可能となる。
【００７０】
（実施の形態５）
実施の形態５として、感熱材料層の上に光透過層を形成した記録原盤を用いる方法を説
明する。図８（Ａ）に、実施の形態５で使用される記録原盤を断面図にて示す。記録原盤
８０５は、基板８０１上に、記録補助層８０４を形成し、記録補助層８０４の上に感熱材
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料層８０２を形成し、感熱材料層８０２上に、光透過層８０３を形成することにより得ら
れる。記録原盤８０５を構成する基板８０１の材料、感熱材料層８０２および記録補助層
８０４の材料および形成方法は、実施の形態１に関連して説明したとおりである。光透過
層８０３の具体的な材料および形成方法は、後述する。図示した記録原盤８０４の構成は
、実施の形態５の製造方法を実施するのに最小限必要とされる構成の一例である。したが
って、記録原盤は、光透過層が最上層として形成されている限りにおいて、例えば、界面
層または反射層等、図示していない構成要素を含んでもよい。また、記録補助層８０４に
代えて又はこれとともに、感熱材料層の上に記録補助層が形成されていてもよく、その場
合、光透過層は、当該記録補助層の上に形成される。
【００７１】

40

光透過層の材料および形成方法を説明する前に、光透過層を形成することの利点を、図
９を参照して説明する。図９は、一般的な光情報記録媒体９０１の構造を示す。図９に示
す光情報記録媒体９０１は、原盤上に形成された凹凸パターンが、直接的に又は間接的に
転写されている基板９０２、基板９０２上に形成された少なくとも一層の信号層９０３、
および信号層９０３上に形成された透明な保護層９０４を有する。信号層９０３は、例え
ば、書き換え型および追記型の記録媒体においては、カルコゲン化合物または色素から成
る層を含み、必要に応じて記録再生特性を向上させるために、金属またはシリコン等から
成る反射層を更に有する。再生専用の光記録媒体においては、基板に形成された凹凸が信
号情報となり、信号層９０３は、この信号情報を反射光の位相差として読み出すために設
けられる反射層である。いずれの形態の光情報記録媒体９０１も、再生および記録はとも
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に、対物レンズ９０５によって集光される光９０６（例えばレーザ光）によって行われる
。
【００７２】
光情報記録媒体の記録および再生に使用される対物レンズ９０５は、ＤＶＤおよびＣＤ
等の普及に伴い、比較的安価に提供されている。そこで、この対物レンズ９０５を、原盤
を製造する際の露光に使用できれば、原盤製造のコストを低下させることが可能である。
しかし、従来の原盤記録方法では、記録光が集光されるべき層が記録原盤表面に配置され
る、あるいは光情報記録媒体９０１の保護層９０４とは光学的に全く異なる層によりカバ
ーされている等の理由のために、球面収差の影響で、光情報記録媒体の再生および記録に
使用する対物レンズを、原盤記録に用いることは不可能であった。そのため、原盤記録は

10

、原盤記録専用として製造される非常に高価な対物レンズを必要としていた。
【００７３】
本発明の方法は、ヒートモード記録の可能な感熱材料を記録原盤に用いることにより、
光情報記録媒体の再生および記録に一般的に用いられる光および対物レンズと実質的に同
程度の波長の記録光および対物レンズのＮＡを用いて原盤記録を実施することを可能にす
るものである。即ち、本発明の方法は、民生機器で用いられている対物レンズを原盤記録
に使用することをより容易にする。しかし、そのような対物レンズを実際に使用すること
は、前述したように球面収差の影響等により困難である。そこで、本発明者らは、原盤の
構成自体を光情報記録媒体と同じものとすることによって、そのようなレンズの使用が可
能になると考えた。これが、光透過層８０３を設ける理由である。即ち、民生機のドライ
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ブに搭載される安価な対物レンズを原盤記録の対物レンズとして使用できるようにするこ
とが実施の形態５の方法の利点である。
【００７４】
したがって、光透過層８０３は、その光学定数および厚さが光情報記録媒体の保護層９
０４と同程度である層となるように形成される。一般的に、光情報記録媒体の保護層９０
４はポリカーボネート樹脂等の樹脂で形成される。保護層９０４は、次世代の光情報記録
媒体の記録および再生に使用される予定である波長４０５ｎｍ付近において、１．４〜１
．６程度の屈折率を有する。したがって、本発明で用いる光透過層８０３もまた、同程度
の波長の光の屈折率がそれに近い材料、例えば、１．３５以上１．６５以下の材料で形成
することが好ましい。具体的には、光透過層８０３を構成する材料として、例えば、ポリ
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カーボネート樹脂、アクリル樹脂、石英ガラス、およびソーダガラス等が挙げられるが、
これらに限定されるものではなく、上記の屈折率を有するいずれの材料でも形成すること
ができる。光透過層８０３の厚さは、使用する対物レンズに応じて選択される。光透過層
８０３は、その屈折率の制御よりも厚さの制御の方が容易であるため、光透過層８０３の
厚みにより球面収差等の調整を行うとよい。さらに、球面収差の微調整を行いたい場合は
、対物レンズと光源との間に、球面収差補正機構を設ければよい。
【００７５】
光透過層８０３は、スピンコート法等により、硬化性樹脂を含む液体材料を塗布した後
に、溶剤の揮発または紫外線の照射等により硬化性樹脂を硬化させることによって形成し
てよい。あるいは、光透過層８０３は、シート状の透明材料を粘着シートまたは接着剤に
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よって接着する方法によって形成してよい。あるいは、光透過層８０３は、図８（Ｂ）〜
図８（Ｄ）に示す方法で記録原盤に形成してよい。図８（Ｂ）は、真空雰囲気８０７中で
シート状の材料を記録原盤表面に被せ、シート状材料を基板８０１に接着剤８０６で接合
する方法を示す。図８（Ｃ）は、袋状のシート材料で記録原盤を包み込み、真空吸引によ
りシートと記録原盤を密着させた後に封止する方法を示す。図８（Ｄ）は、記録原盤を露
光するときに、基板および回転台２０２に形成された開口部８０８を通じてシート状の透
明材料を真空吸着させる方法を示す。光透過層８０３は、露光の際にその下に位置する層
（図８においては感熱材料層であり、感熱材料層の上に記録補助層が形成されている場合
には記録補助層）と密着していることを要し、露光の前に、その下に位置する層と接合し
ている必要は必ずしもない。
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【００７６】
記録原盤への記録方法は実施の形態１に関連して説明したとおりである。記録後、光透
過層８０３を除去する。光透過層８０３は、光透過層８０３が、例えば、硬化性樹脂を含
む液体材料を硬化させて形成したものである場合には、溶媒を用いて、あるいはプラズマ
エッチング法等により除去できる。光透過層８０３が、例えば、シート状の透明材料を粘
着シートまたは接着剤によって感熱材料層８０２に接着されることにより形成される場合
は、例えば剥離しやすい接着剤を用いておいて接着を実施し、剥離によりシート状の材料
を除去してもよい。この場合、接着剤の残渣を、溶媒を用いて、またはプラズマエッチン
グ等により除去してよい。あるいは、例えば、図８（Ｂ）、（Ｃ）、および（Ｄ）に示す
ように、光透過層がその下の層（例えば、感熱材料層８０２）に固着されていない場合に
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は、剥離または真空の解除等により、容易に光透過層を取り外すことができる。
【００７７】
光透過層８０３を除去した後の記録原盤の処理（具体的にはエッチング）は、記録原盤
の構成に応じて、実施の形態１〜４に関連して説明した方法を用いて実施され、それによ
り光情報記録媒体の原盤を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
本発明の原盤製造方法は、ヒートモード記録を利用して、微細な凹凸パターンをその断
面形状を制御して形成することを可能とするものである。したがって、当該方法により製
造された原盤は、微細な凹凸パターンを有することが必要とされる、例えば青色レーザ光
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のような短波長の光を用いて信号を記録および／または再生する光情報記録媒体の製造に
適している。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１（Ａ）および（Ｉ）は、本発明の原盤製造方法で用いられる記録原盤の一例
の断面図であり、図１（Ｂ）〜（Ｈ）は、それぞれ露光後の記録原盤の断面図である。
【図２】図２は、原盤記録を実施する装置および原盤記録方法を示す模式図である。
【図３】図３（Ａ）および（Ｂ）は第一のエッチング前の記録原盤の断面図であり、（Ｃ
）〜（Ｆ）は第一のエッチング後に得られる原盤の断面図である。
【図４】図４（Ａ）および（Ｂ）は、第一のエッチング前の記録原盤の断面図であり、（
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Ｃ）および（Ｄ）は、第一のエッチングの後に得られる原盤の断面図である。
【図５】図５（Ａ）は、本発明の原盤製造方法で用いられる記録原盤の別の例の断面図で
あり、（Ｂ）〜（Ｈ）はそれぞれ露光後の記録原盤の断面図である。
【図６】図６（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の原盤製造方法で用いられる記録原盤のさら
に別の例の断面図である。
【図７】図７（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の原盤製造方法に従って第二のエッチングを
実施する場合の第二のエッチング前の記録原盤の断面図であり、図７（Ｃ）および（Ｄ）
は、第二のエッチング後の記録原盤の断面図である。
【図８】図８（Ａ）は、本発明の原盤製造方法で用いられる記録原盤の別の例であり、（
Ｂ）〜（Ｄ）はそれぞれ（Ａ）に示す記録原盤の製造方法を示す模式図である。
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【図９】図９は、一般的な光情報記録媒体の断面図である。
【図１０】図１０（Ａ）〜（Ｄ）は、従来のポジ型原盤製造方法およびスタンパの製造方
法を示す模式図であり、図１０（Ｅ）は、ネガ型原盤の断面図である。
【図１１】図１１は、ヒートモード記録により製造した従来の原盤を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０１

基板

１０２

記録補助層

１０３

感熱材料層

１０４

記録原盤
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(22)
１０５

状態変化した部分

１０６

状態していない部分

１０７

金属反射層

２０１

記録原盤

２０２

回転台

２０３

光源

２０４

レンズ

２０５

記録ヘッド

２０６

記録光

３０１

傾斜角

４０１

基板

４０２

感熱材料層

４０３ａ
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記録補助層

４０３ｂ

記録補助層

４０４

傾斜角

５０１

基板

５０２

感熱材料層

５０３

記録補助層

５０４

記録原盤

５０５

状態変化した部分

５０６

外部媒質

５０７

状態していない部分

６０１

基板

６０２

第一の記録補助層

６０３

感熱材料層

６０４

第二の記録補助層

６０５

記録原盤

６０５ａ

20

記録原盤

６０６

金属反射層

７０１

感熱材料層

７０２

記録補助層

７０３

下層

７０４ａ

記録原盤

７０４ｂ

記録原盤

８０１

基板

８０２

感熱材料層

８０３

光透過層

８０４

記録補助層

８０５

記録原盤

８０６

接着剤

８０７

真空雰囲気

８０８

開口部

９０１

光情報記録媒体

９０２

基板

９０３

信号層

９０４

保護層

９０５

対物レンズ

９０６

光

１００１

基板

１００２

フォトレジスト

30

40
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１００３

記録原盤

１００４

潜像

１００５

原盤

１００６

導電膜

１００７

金属層

１０１０

記録光

１１０１

感熱材料層

１１０２

大気

１１０３

基板

１１０４

傾斜角

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】
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