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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】柱状相（柱状ミクロドメイン）が膜の貫通方向に配向し連続相中に分布するミク
ロ相分離構造を有する高分子薄膜及びその製造方法に関し、広範囲で規則配列パターンを
有する高分子薄膜を提供する。
【解決手段】連続相と、この連続相を貫通する方向に配向し分布する柱状相と、を備える
高分子薄膜において、連続相の成分であるブロック鎖、及び柱状相の成分であるブロック
鎖を少なくとも有する第１高分子ブロック共重合体と、連続相の成分であるブロック鎖、
及び柱状相の成分であるブロック鎖を少なくとも有し重合度が前記第１高分子ブロック共
重合体と異なる第２高分子ブロック共重合体と、が少なくとも配合され、高分子薄膜の膜
厚をＬとし、隣接する前記柱状相の平均中心間距離をｒとした場合、このＬとｒとが所定
の関係式を満たしている。

【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続相中に柱状相が分布している高分子薄膜において、
　前記柱状相が前記高分子薄膜を貫通する方向に配向するとともに略規則的に配列してな
り、
　前記連続相の成分であるモノマーａ１が重合してなるブロック鎖Ａ１、及び前記柱状相
の成分であるモノマーｂ１が重合してなるブロック鎖Ｂ１を少なくとも有する第１高分子
ブロック共重合体と、
　前記連続相の成分であるモノマーａ２が重合してなるブロック鎖Ａ２、及び前記柱状相
の成分であるモノマーｂ２が重合してなるブロック鎖Ｂ２を少なくとも有し重合度が前記
第１高分子ブロック共重合体と異なる第２高分子ブロック共重合体と、が少なくとも配合
され、
　前記高分子薄膜の膜厚をＬとし、隣接する前記柱状相の平均中心間距離をｒとした場合
、次式の関係を満たしていることを特徴とする高分子薄膜。

【数１】

【請求項２】
　請求項１に記載の高分子薄膜において、
　前記第１高分子ブロック共重合体及び前記第２高分子ブロック共重合体の合計のうち前
記第１高分子ブロック共重合体が占める重量分率が６５％以上９５％以下となるように調
整されていることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項３】
　請求項２に記載の高分子薄膜において、
　前記ブロック鎖Ａ１の分子量に対する前記ブロック鎖Ａ２の分子量の比が１．０より大
きくかつ５．０以下となるように前記第１高分子ブロック共重合体及び前記第２高分子ブ
ロック共重合体が調整されていることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、
　前記柱状相が占める体積率が、０．２０以上で０．３５以下となるように、前記第１高
分子ブロック共重合体及び前記第２高分子ブロック共重合体が調整されていることを特徴
とする高分子薄膜。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、
　前記モノマーａ１と前記モノマーａ２とが同一の化学構造を有し、かつ、前記モノマー
ｂ１と前記モノマーｂ２とが同一の化学構造を有することを特徴とする高分子薄膜。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、
　前記第１高分子ブロック共重合体は前記ブロック鎖Ａ１及び前記ブロック鎖Ｂ１におけ
る互いの末端が結合してなる高分子ジブロック共重合体であり、
　前記第２高分子ブロック共重合体は前記ブロック鎖Ａ２及び前記ブロック鎖Ｂ２におけ
る互いの末端が結合してなる高分子ジブロック共重合体であることを特徴とする高分子薄
膜。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、
　前記モノマーａ１及び前記モノマーａ２のうち少なくとも一方がスチレンモノマーであ
って、前記モノマーｂ１及び前記モノマーｂ２のうち少なくとも一方がメチルメタクリレ
ートモノマーであることを特徴とする高分子薄膜。
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【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、
　前記モノマーａ１及び前記モノマーａ２のうち少なくとも一方がメチルメタクリレート
モノマーであって、前記モノマーｂ１及び前記モノマーｂ２のうち少なくとも一方がスチ
レンモノマーであることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、基板の表面に形成
されていることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項１０】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の高分子薄膜において、基板の表面に設け
られた溝に形成されていることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項１１】
　高分子薄膜の連続相中に分布する柱状相が前記高分子薄膜を貫通する方向に配向すると
ともに略規則的に配列してなる高分子薄膜の製造方法において、
　前記連続相の成分であるモノマーａ１が重合してなるブロック鎖Ａ１及び前記柱状相の
成分であるモノマーｂ１が重合してなるブロック鎖Ｂ１を少なくとも有する第１高分子ブ
ロック共重合体と、前記連続相の成分であるモノマーａ２が重合してなるブロック鎖Ａ２
及び前記柱状相の成分であるモノマーｂ２が重合してなるブロック鎖Ｂ２を少なくとも有
し重合度が前記第１高分子ブロック共重合体と異なる第２高分子ブロック共重合体と、が
少なくとも配合されている溶液を、基板の表面に塗布する溶液塗布工程と、
　前記溶液から溶媒を揮発させて前記基板の表面に、膜厚Ｌが次式の関係を満たす塗膜を
形成する塗膜形成工程と、
　前記塗膜を熱処理して、前記連続相及び前記柱状相に相分離させるミクロ相分離工程と
、を含む高分子薄膜の製造方法。
【数２】

（ここで、ｒは柱状相の平均中心間距離である。）
【請求項１２】
　請求項１１に記載の高分子薄膜の製造方法において、
　前記第１高分子ブロック共重合体及び前記第２高分子ブロック共重合体の合計のうち前
記第１高分子ブロック共重合体が占める重量分率が６５％以上９５％以下となるように前
記溶液が調整されていることを特徴とする高分子薄膜。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の高分子薄膜の製造方法において、
　前記ブロック鎖Ａ１の分子量に対する前記ブロック鎖Ａ２の分子量の比が１．０より大
きく、かつ５．０以下となるように、前記第１高分子ブロック共重合体及び前記第２高分
子ブロック共重合体が調整されていることを特徴とする高分子薄膜の製造方法。
【請求項１４】
　請求項９または請求項１０に記載の高分子薄膜の前記連続相又は前記柱状相のうちいず
れか一方の高分子相を選択的に除去し凹凸面を形成する工程、を含むことを特徴とするパ
ターン基板の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のパターン基板の製造方法で製造されたパターン基板に対し、
　除去された前記一方の高分子相の部位に対応する前記基板の表面部位を加工して前記凹
凸面のパターンをこの基板に転写する工程、を含むことを特徴とするパターン基板の製造
方法。
【請求項１６】
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　請求項１４または請求項１５に記載のパターン基板の製造方法により製造されたパター
ン基板に対し、
　前記凹凸面に被転写体を密着させる工程と、
　前記凹凸面のパターンが転写された前記被転写体を剥離する工程と、を含むことを特徴
とするパターン基板の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載のパターン基板の製造方法により製造
されたパターン基板。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のパターン基板の凹凸面を転写する工程を含むことを特徴とする磁気
記録用パターン媒体の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の磁気記録用パターン媒体の製造方法により製造された磁気記録用パ
ターン媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続相中に分布する柱状相（柱状ミクロドメイン）が膜の貫通方向に配向す
るとともに略規則的に配列したミクロ相分離構造を有する高分子薄膜及びその製造方法に
関する。また、このミクロ相分離構造の規則配列パターンの凹凸面を表面に有するパター
ン基板及びその製造方法に関する。さらに、このパターン基板を用いて製造される磁気記
録用パターン媒体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子デバイス、エネルギー貯蔵デバイス、センサー等の小型化・高性能化に伴い
、数ナノメートル～数百ナノメートルのサイズの微細な規則配列パターンを基板上に形成
する必要性が高まっている。このため、このような微細パターンの構造を高精度でかつ低
コストに製造できるプロセスの確立が求められている。
　このような微細パターンの加工方法としては、リソグラフィーに代表されるトップダウ
ン的手法、すなわちバルク材料を微細に刻むことにより形状を付与する方法が一般に用い
られている。例えば、ＬＳＩの製造等の半導体微細加工に用いられる光リソグラフィーは
この代表例である。
【０００３】
　しかしながら、微細パターンの微細度が高まるに従い、このようなトップダウン的手法
の適用は、装置・プロセス両面における困難性が増大する。特に、微細パターンの加工寸
法が数十ナノメートルまで微細になると、パターニングに電子線や深紫外線を用いる必要
があり、装置に莫大な投資が必要となる。また、マスクを適用した微細パターンの形成が
困難になると、直接描画法を適用せざるをえないので、加工スループットが著しく低下し
てしまう問題を回避することができない。
【０００４】
　このような状況のもと、物質が自然に構造を形成する現象、いわゆる自己組織化現象を
応用したプロセスが注目を集めている。特に高分子ブロック共重合体の自己組織化現象、
いわゆるミクロ相分離を応用したプロセスは、簡便な塗布プロセスにより数十ナノメート
ル～数百ナノメートルの種々の形状を有する微細な規則構造を形成できる点で、優れたプ
ロセスである。
【０００５】
　ここで、高分子ブロック共重合体をなす異種の高分子ブロック鎖が互いに混じり合わな
い（非相溶な）場合、これらの高分子ブロック鎖の相分離（ミクロ相分離）により、特定
の規則性を持った微細構造が自己組織化される。
　そして、このような自己組織化現象を利用して微細な規則構造を形成した例としては、
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ポリスチレンとポリブタジエン、ポリスチレンとポリイソプレン、ポリスチレンとポリメ
チルメタクリレートなどの組み合わせからなる高分子ブロック共重合体薄膜をエッチング
マスクとして用い、孔やラインアンドスペースなどの構造を基板上に形成した公知技術が
知られている（例えば、非特許文献１、非特許文献２参照）。
【０００６】
　ところで、高分子ブロック共重合体のミクロ相分離現象によると、球状や柱状のミクロ
ドメインが連続相中に規則的に配列した構造を有する高分子薄膜を得ることができる。
　このようなミクロ相分離構造をエッチングマスク等のパターン基板として利用する場合
、連続相中に柱状相が基板に直立する方向（膜の貫通方向）に配向して規則的に配列して
いることが望ましい。
【０００７】
　なぜならば、柱状相が基板に直立した構造の場合、球状ミクロドメインが基板表面に規
則的に配列した構造に比べて、得られる構造のアスペクト比（基板に並行方向のドメイン
サイズに対する、基板に直立する方向のドメインサイズの比）が自由に調整できるからで
ある。
【０００８】
　一方、球状ミクロドメインを有するミクロ相分離構造をエッチングマスク等のパターン
基板として利用する場合、得られる構造の最大のアスペクト比は１であるので、基板に直
立した柱状相の場合と対比すると、アスペクト比が小さく調節自由度も無いといえる。
【０００９】
　しかしながら、高分子ブロック共重合体のミクロ相分離現象による柱状相構造は、しば
しば膜表面に対して並行に配向した構造を示すものである。
　このように、膜表面に対して並行に配向しやすい柱状相を基板に直立する方向（膜の貫
通方向）に配向させるための従来方法としては次のようなものが挙げられる。
【００１０】
　第１の従来方法は、高分子ブロック共重合体の膜に、膜面を貫通する方向に極めて高い
電界を印加することにより、柱状相を電界の方向へ配向させ、膜表面に直立した構造を得
る方法である(例えば非特許文献３参照）。
　第２の従来方法は、基板表面を化学的に修飾し高分子ブロック共重合体の各ブロック鎖
に対して等しい親和性を持つように処理して柱状相が基板に直立した構造を得る方法であ
る（例えば非特許文献４参照）。
【００１１】
　第３の従来方法は、３成分からなる高分子ブロック共重合体からなる薄膜をその厚みが
連続的に変化するように製膜する方法である。本方法によれば、連続的に変化する薄膜に
おいて、ある厚み領域で柱状相が基板に直立した構造が発現することがあることが知られ
ている（例えば非特許文献５参照）。
【００１２】
　第４の従来方法は、分離膜（選択透過膜）の技術分野において、互いに非相溶な高分子
ブロック鎖からなる高分子ブロック共重合体をミクロ相分離させ、柱状相を選択的に取り
除いて細孔とした多孔質膜を形成する技術が知られている（例えば特許文献１参照）。
【非特許文献１】Science 276 (1997)1401
【非特許文献２】Polymer 44 (2003) 6725
【非特許文献３】Macromolecules 24（1991） 6546
【非特許文献４】Macromolecules 32（1999） 5299
【非特許文献５】Physical Review Letters 89（2002） 035501-1
【特許文献１】特開平５－２８７０８４号公報　（段落００３２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、前記した第１の従来方法では、高分子ブロック共重合体の膜に高電界を印加す
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るには、膜表面に電極を密着させ非常に狭いギャップ間でこの膜に電圧を印加する必要が
あるなど特別の工程あるいは設備が必要であった。
　また、前記した第２の従来方法では、基板表面を高分子ブロック共重合体の各ブロック
鎖に対して等しい親和性を持つように処理するのは一般的に容易でなかった。
　さらに、第３の従来の方法においては、薄膜の厚みに勾配を設ける必要があり、基板全
面に均一に柱状相が基板に直立した構造を得ることができなかった。
　このような点から、これら従来方法を採用して柱状相を膜表面に対して直立させること
は現実的でないといった問題があった。
　このように、高分子ブロック共重合体のミクロ相分離現象を応用して数十ナノメートル
～数百ナノメートルの微細な規則構造を得る方法は簡便でかつ低コストであるが、柱状相
を、膜の貫通方向に配向させることは困難であった。
　そして、第４の従来の方法においては、高分子薄膜の連続相中に分布する柱状相の配列
の規則性は、狭い範囲でしか得られなかった。
【００１４】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とし、高分子ブロック共重合体のミク
ロ相分離現象を用いて、柱状相が、膜の貫通方向に配向するとともに広範囲な規則配列パ
ターンを有する高分子薄膜を提供するものである。そして、この規則配列パターンの凹凸
面を有するパターン基板の製造方法を提供するものである。さらには、このパターン基板
の凹凸面を転写することにより、例えば、記録密度を向上させることができる磁気記録用
パターン媒体を量産する技術を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記した課題を解決するために本発明は、連続相中に柱状相が分布している高分子薄膜
において、前記柱状相が前記高分子薄膜を貫通する方向に配向するとともに略規則的に配
列してなり、前記連続相の成分であるモノマーａ１が重合してなるブロック鎖Ａ１、及び
前記柱状相の成分であるモノマーｂ１が重合してなるブロック鎖Ｂ１を少なくとも有する
第１高分子ブロック共重合体と、前記連続相の成分であるモノマーａ２が重合してなるブ
ロック鎖Ａ２、及び前記柱状相の成分であるモノマーｂ２が重合してなるブロック鎖Ｂ２
を少なくとも有し重合度が前記第１高分子ブロック共重合体と異なる第２高分子ブロック
共重合体と、が少なくとも配合され、前記高分子薄膜の膜厚をＬとし、隣接する前記柱状
相の平均中心間距離をｒとした場合、次式の関係を満たしていることを特徴とする。
【数３】

【００１６】
　このような手段から発明が構成されることにより、膜の並行方向に配向する傾向が強い
柱状相は、高分子重合体の配合の作用および高分子薄膜中における柱状相のパッキングの
作用により、膜の貫通方向に配向することになる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、高分子ブロック共重合体のミクロ相分離現象を用いて、柱状相が、膜の
貫通方向に配向するとともに広範囲において規則配列パターンを有する高分子薄膜を提供
することができる。そして、この規則配列パターンの凹凸面を有するパターン基板の製造
方法を提供することができる。さらには、アスペクト比が大きくかつ微細な規則配列パタ
ーンの凹凸面を備えるエッチングマスク等のパターン基板、記録密度を向上させることが
できる磁気記録用パターン媒体を量産する技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
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（高分子薄膜について）
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　図１（ａ）の立体断面図に示されるように、本実施形態の高分子薄膜Ｃは、連続相Ａと
、柱状ミクロドメイン（以下、柱状相Ｂという）とからなるミクロ層分離構造を有し、基
板２０の表面に配置されている。
【００１９】
　柱状相Ｂは、連続相Ａ中に分布するとともに、図１（ａ）中のＺ軸方向、すなわち基板
２０に直立する方向（膜の貫通方向）に配向している。そして、図１（ｂ）に示されるよ
うに、柱状相Ｂは、高分子薄膜Ｃの水平面（図中ＸＹ平面）において、六方最密構造とな
るように規則配列パターンを形成している。
　ここで、高分子薄膜Ｃの膜厚をＬとし、柱状相の隣接するもの同士の平均中心間距離を
ｒとすると、ｎ＝１，２，３として、膜厚Ｌと平均中心間距離ｒとの間には次式に示す関
係が成立している。
　なお、高分子薄膜Ｃの膜厚Ｌが次式のように規定した範囲内に含まれない場合、高分子
薄膜Ｃは、直立配向を示さない場合がある（図３（ｂ）の比較例、図７（ａ）（ｂ）の記
号Ｃ//

１，Ｃ//
２参照）。

【００２０】
【数４】

【００２１】
　次に、図１（ｂ）を拡大して分子レベルの構造を模式的に表した図２（ａ）に示される
ように、高分子薄膜Ｃは、第１高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重
合体１２が配合されている。
　ここで、図２（ｂ）に示されるように、第１高分子ブロック共重合体１１はモノマーａ
１が重合してなるブロック鎖Ａ１と、モノマーｂ１が重合してなるブロック鎖Ｂ１からな
る。また、第２高分子ブロック共重合体１２はモノマーａ２が重合してなるブロック鎖Ａ
２と、モノマーｂ２が重合してなるブロック鎖Ｂ２からなる。
【００２２】
　ここで、モノマーａ１は、連続相Ａの成分であって、モノマーｂ１及びモノマーｂ２よ
りも、モノマーａ２に対して親和性の高い性質を有している。
　また、モノマーｂ１は、柱状相Ｂの成分であって、モノマーａ１及びモノマーａ２より
も、モノマーｂ２に対して親和性の高い性質を有している。
　そして、モノマーａ２は、連続相Ａの成分であって、モノマーｂ１及びモノマーｂ２よ
りも、モノマーａ１に対して親和性の高い性質を有している。
　また、モノマーｂ２は、柱状相Ｂの成分であって、モノマーａ１及びモノマーａ２より
も、モノマーｂ１に対して親和性の高い性質を有している。
【００２３】
　このため、ブロック鎖Ａ１とブロック鎖Ａ２とが相溶し、ブロック鎖Ｂ１とブロック鎖
Ｂ２とが相溶するようになっている。
　なお、ブロック鎖Ａ１とブロック鎖Ａ２が同一の化学組成を有してもよい。また、ブロ
ック鎖Ｂ１とブロック鎖Ｂ２が同一の化学組成であってもよい。また、高分子薄膜Ｃは、
高分子ブロック共重合体１１，１２以外の成分、例えばこれらのモノマー成分、他の有機
質成分、無機質成分を含んでいてもよい。
【００２４】
　次に、第１高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重合体１２の分子量
および配合量について詳述する。以下、第１高分子ブロック共重合体１１が主成分であり
、第２高分子ブロック共重合体１２が副成分として配合されてなるとして説明をする。
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【００２５】
　まず、ブロック鎖Ｂ１とブロック鎖Ｂ２からなる柱状相Ｂが、ブロック鎖Ａ１及びブロ
ック鎖Ａ２からなる連続相Ａ中に分散したミクロ相分離構造を得るには、ブロック鎖Ｂ１
とブロック鎖Ｂ２が構成する相が高分子薄膜全体積に占める分率が０．２０以上０．３５
以下となるように第１高分子ブロック共重合体１１の分子量、第２高分子ブロック共重合
体１２の分子量、及び第１高分子ブロック共重合体１１と第２高分子ブロック共重合体１
２の配合量を調整することが好ましい。
【００２６】
　次に、基板に対して直立した状態で柱状相Ｂが配向した構造を実現するためには、第１
高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重合体１２の合計のうち、第１高
分子ブロック共重合体１１が占める重量分率が６５％以上９５％以下となるように配合す
ることが望ましい。
【００２７】
　ここで、第１高分子ブロック共重合体１１と第２高分子ブロック共重合体１２とは、互
いに重合度が異なるように構成されていることが望ましい。
　すなわち、ブロック鎖Ａ１の分子量に対するブロック鎖Ａ２の分子量の比が１．０より
大きく、かつ５．０以下となるように、第１高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子
ブロック共重合体１２が調整されていることが望ましい。なお、ブロック鎖Ｂ１およびブ
ロック鎖Ｂ２の分子量については任意でよい。
【００２８】
　このように、第１高分子ブロック共重合体１１と第２高分子ブロック共重合体１２の重
合度が調整されることにより、高分子ブロック共重合体混合物が柱状相構造を形成した際
の系のエネルギーが安定化されるので、後述するようにより広範囲にわたってミクロ相分
離構造の規則配列パターンが得られることになる。
　なお、第１高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重合体１２の重量分
率、並びにブロック鎖Ａ１及びブロック鎖Ａ２の分子量比が前記のように規定した範囲内
に含まれない場合、高分子薄膜Ｃは、広範囲に亘る規則配列パターン及び直立配向を示さ
ない場合がある（図３（ｃ）の比較例、図１０（ａ）（ｂ）参照）。
　しかし、前記のように規定した範囲は、一実施例にすぎないので、本発明が保護される
範囲は、係る規定範囲に限定されるものではない。
【００２９】
　また、高分子ブロック共重合体は適切な方法で合成すればよいが、ミクロ相分離構造の
規則性を向上するためにはできる限り分子量分布が小さくなるような合成手法、例えばリ
ビング重合法を用いることが適切である。
　具体的に、高分子ブロック共重合体に適用することができる高分子を例示する。ここで
、ブロック鎖Ａ１がポリスチレンの場合、ブロック鎖Ａ２には、ポリスチレンを適用する
ことができるほか、このブロック鎖Ａ１であるポリスチレンに相溶する高分子であるポリ
フェニレンエーテル、ポリメチルビニルエーテル、ポリαメチルスチレン、ニトロセルロ
ース等を適用することができる。
【００３０】
　また、ブロック鎖Ａ１がポリメチルメタクリレートの場合、ブロック鎖Ａ２は、ポリメ
チルメタクリレートを適用することができるほか、このブロック鎖Ａ１であるポリメチル
メタクリレートに相溶する高分子であるスチレン-アクリロニトリル共重合体、アクリロ
ニトリル-ブタジエン共重合体、フッ化ビニリデン-トリフロロエチレン共重合体、フッ化
ビニリデン-テトラフロロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン-ヘキサフロロアセトン共
重合体、ビニルフェノール-スチレン共重合体、塩化ビニリデン-アクリロニトリル共重合
体、フッ化ビニリデンホモポリマー等を適用することができる。
【００３１】
　同様に、ブロック鎖Ｂ１、ブロック鎖Ｂ２についても上記組み合わせから選択すること
ができる。なお、以上の高分子でも、分子量や濃度、さらに共重合体の場合は組成によっ



(9) JP 2008-231233 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

ては非相溶になる場合もある。また、温度によっても非相溶になる場合があり、熱処理時
の温度においても相溶状態であることが望ましい。
【００３２】
　なお、上記説明においては第１及び第２高分子ブロック共重合体１１，１２は、ＡとＢ
の二種類のブロック鎖の末端が結合してなるＡＢ型の高分子ジブロック共重合体を例とし
た。
　しかし、本実施形態で用いられる高分子ブロック共重合体は、ＡＢＡ型高分子トリブロ
ック共重合体である場合もある。また、三種以上の高分子ブロック鎖からなるＡＢＣ型高
分子ブロック共重合体である場合もある。さらに、このようにブロック鎖が直列した高分
子ブロック共重合体の他、各ブロック鎖が１点で結合したスター型の高分子ブロック共重
合体である場合もある。
【００３３】
　このような、高分子ブロック共重合体としては、例えばポリブタジエン－ポリジメチル
シロキサン、ポリブタジエン－４－ビニルピリジン、ポリブタジエン－メチルメタクリレ
ート、ポリブタジエン－ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート、ポリブタジエン－ｔ－ブチル
アクリレート、ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリ－４－ビニルピリジン、ポリエチ
レン－ポリメチルメタクリレート、ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリ－２－ビニル
ピリジン、ポリエチレン－ポリ－２－ビニルピリジン、ポリエチレン－ポリ－４－ビニル
ピリジン、ポリイソプレンーポリー２－ビニルピリジン、ポリメチルメタクリレート－ポ
リスチレン、ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリスチレン、ポリメチルアクリレート
－ポリスチレン、ポリブタジエンーポリスチレン、ポリイソプレン－ポリスチレン、ポリ
スチレンポリ－２－ビニルピリジン、ポリスチレンポリ－４－ビニルピリジン、ポリスチ
レンポリジメチルシロキサン、ポリスチレンポリ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ポ
リブタジエン－ポリアクリル酸ナトリウム、ポリブタジエン－ポリエチレンオキシド、ポ
リ－ｔ－ブチルメタクリレート－ポリエチレンオキシド、ポリスチレンポリアクリル酸、
ポリスチレンポリメタクリル酸等が挙げられる。
【００３４】
　基板２０は目的に応じて選択すればよい。すなわち、Ｓｉウエハや石英が好適であるが
、そのほかガラス、ITO、樹脂等、目的に合わせて適切に選択することができる。また、
それら基板の表面に無機物、金属、それらの酸化物、有機物などの薄膜、あるいは単分子
膜を成膜したものを適用することができる。
【００３５】
　図３（ａ）を参照して、高分子薄膜Ｃの製造方法の説明を行う。
　まず、第１高分子ブロック共重合体１１と第２高分子ブロック共重合体１２の混合系を
溶媒に配合して溶解し、高分子混合物の溶液を作製する。そして、この溶液を、スピンコ
ート法、ディップコート法、溶媒キャスト法等の方法により、基板２０の表面に塗布する
（溶液塗布工程）。なお、用いる溶媒は高分子混合物を構成する第１高分子ブロック共重
合体１１と第２高分子ブロック共重合体１２の双方に対して良溶媒であることが望ましい
。そして、高分子ブロック共重合体混合物の溶液から溶媒を揮発させて基板２０の表面に
塗膜Ｃdisを形成する（塗膜形成工程）。
　なお、図３（ａ－１）（ａ－２）（ａ－３）に示すように、塗膜Ｃdisの厚みＬが前記
（１）式を満足するように、高分子混合物の濃度やスピンコートにおける回転数や時間、
ディップコート法における引き上げ速度等を調整することが必要である。
【００３６】
　次に、基板２０に固定された塗膜Ｃdisを熱処理して、図３（ａ－４）（ａ－５）（ａ
－６）に示すように、ミクロ相分離を発現させる（ミクロ相分離工程）。つまり、図３（
ａ－１）（ａ－２）（ａ－３）の段階で固定されている塗膜Ｃdisは、規則性の低い非平
衡構造であるため、熱処理してミクロ相分離させることにより、平衡な構造に変化させ規
則性を高めるものである。この熱処理は、高分子混合物の酸化を防止するために真空や窒
素あるいはアルゴン雰囲気下において、高分子混合物のガラス転移温度以上に加熱するこ
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とにより行うとよい。
【００３７】
　なお、この規則配列パターンの構成要素となる柱状相Ｂの、断面積及び平均中心間距離
ｒは、第１高分子ブロック共重合体１１の分子量及び組成、第２高分子ブロック共重合体
１２の分子量、及び両者の体積率に依存するものであって、これらを変更することで適宜
調整することができる。
【００３８】
　次に、図３を用いて本発明におけるミクロ相分離の原理を、説明する。
　ここで、基板２０に対して柱状相Ｂが、垂直に配向する図３（ａ）を実施例とし、並行
に配向する図３（ｂ）及び垂直配向・並行配向が共存する図３（ｃ）を比較例とし、柱状
相Ｂが薄膜中で形成する構造についてその一般論を説明する。
　ここで、図３中示される、記号Ｃ//

１，Ｃ//
２，Ｃ//

３は、柱状相Ｂが基板２０に並行
に配向した高分子薄膜であることを示している。そして、記号Ｃ//

１は、１層分、Ｃ//
２

は２層分，Ｃ//
３は３層分だけ柱状相Ｂの層が積層した構造を表している。

【００３９】
　そして、この１層分の層間隔は、図２（ａ）に示すように六方格子をとり規則的に配列
する柱状相Ｂの格子間隔ｄに該当し、この格子間隔ｄと、六方最密配列する柱状相Ｂの平
均中心間距離ｒとの間には、次式（２）の関係が成立するものである。
　そうすると、前記式（１）は、格子間隔ｄを用いて次式（３）のように表され、高分子
薄膜Ｃの膜厚Ｌは、０．５ｄ（ｎ＝１の場合）、１．５ｄ（ｎ＝２の場合）、２．５ｄ（
ｎ＝３の場合）を中心とする許容範囲に含まれるように規定されていることが判る。
　なお、ここで、式（３）の下限および上限を定める係数０．３５は実験的に導かれた数
値である。
【００４０】
【数５】

【数６】

【００４１】
　また、図３中の記号Ｃ⊥は、柱状相Ｂが基板２０に垂直に配向した高分子薄膜であるこ
とを示している。そして、図３中の記号Ｃdisは、高分子薄膜がミクロ相分離構造を未形
成でディスオーダー状態である塗膜を示している。
　なお一般に、柱状相Ｂの格子間隔ｄは、高分子ブロック共重合体の分子量や組成で決定
されるため、柱状相Ｂの配向が基板２０に対して垂直であるか並行であるかに依存しない
とされる。
【００４２】
　従って、図３（ｂ－４）に示されるように柱状相Ｂが基板２０に一層分並行に配向して
いるＣ//

１構造をとる場合の膜厚Ｌはｄとなり、図３（ｂ－５）に示されるように柱状相
Ｂが二層分並行に配向しているＣ//

２構造をとる場合の膜厚Ｌは２ｄとなり、図３（ｂ－
６）に示されるように柱状相Ｂが三層分並行に配向しているＣ//

３構造をとる場合の膜厚
Ｌは３ｄとなる。
【００４３】
　このように、塗膜Ｃdisの膜厚Ｌが、格子間隔ｄの整数倍である場合は、基板２０の表
面との相互作用により、柱状相Ｂは、並行に配向しやすくなり基板に対して柱状相Ｂが直
立した配向は実現できない。
　一方、図３（ａ）の実施例に示すように塗膜Ｃdisの厚みが格子間隔ｄの整数倍からず
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れている場合には、柱状相Ｂは塗膜Ｃdisの厚みを保持した状態で基板に並行に配向でき
ず、垂直に配向するものと期待される。
【００４４】
　しかしながら、一般的な手法として１種類の単独系の高分子ブロック共重合体からなる
塗膜Ｃdisを使用した場合においては、図３（ｃ）に示すように、膜内において均一な直
立配向を形成することなく、膜厚が異なる領域にマクロスコピックに分離する。
【００４５】
　図３（ｃ）に示す構造について、図３（ｃ－２）および図３（ｃ－５）を代表して説明
すると、ミクロ相分離すると、図３（ｃ－５）に示されるように、膜厚Ｌ（=１．５ｄ）
が格子間隔ｄの整数倍（１．０ｄ及び２．０ｄ）に変化して、エネルギー的に安定なＣ//
１，Ｃ//

２構造を有するマクロスコピックな領域が発現する。それとともに、Ｃ//
１領域

，及びＣ//
２領域の境界領域の傾斜部分にＣ⊥構造が発現することとなる。

　これは、単独系の高分子ブロック共重合体からなる場合においては、Ｃ//
１構造とＣ//

２構造が共存して膜厚に段差が存在する状態の方が、Ｃ⊥構造を有する均一な膜を形成す
るより系のエネルギーが小さくなるためである。
【００４６】
　すなわち、単独系の高分子ブロック共重合体からなる塗膜Ｃdisでは、塗膜Ｃdisの膜厚
Ｌにかかわらず、柱状相Ｂを垂直に配向させた規則配列パターンを基板全面に亘って均一
に形成することが困難であるといえる。
【００４７】
　本発明者らは鋭意検討を行った結果、混合系の高分子ブロック共重合体からなる塗膜Ｃ

disでは、塗膜Ｃdisの膜厚Ｌを格子間隔ｄの整数倍からずれた値に制御することにより、
柱状相Ｂを垂直に配向させた規則配列パターンを基板全面に亘って均一に形成することが
可能であることを発見し本発明を成すに至った。
【００４８】
　すなわち、混合系の高分子ブロック共重合体を用いた場合、塗膜Ｃdisの膜厚Ｌが格子
間隔ｄの整数倍である場合においては図３（ｂ）に示すように柱状相Ｂは基板に対して平
行に配向する一方、塗膜Ｃdisの膜厚Ｌが格子間隔ｄの整数倍からずれている場合におい
ては図３（ａ）に示すように柱状相Ｂは基板に対して直立した状態で配向することを発見
した。
【００４９】
　これは以下に示す２つの効果が相作用して実現できたものである。
　まず、第１の効果は高分子ブロック共重合体の混合に伴い、柱状相Ｂがヘキサゴナルに
規則配列した状態が安定化される効果である。すなわち、高分子ブロック共重合体の混合
物を用いると、図２（ａ）で示されるように、破線で示される単位格子領域の重心位置が
重合度の高いブロック鎖Ａ２により占有され、その周辺位置を重合度の低いブロック鎖Ａ
１により占有されるため、連続相中の分子密度が均一化する。そのため、柱状相Ｂがヘキ
サゴナルにパッキングした規則構造が安定化する。
【００５０】
　次に、第２の効果は、薄膜中における柱状相Ｂのパッキングの効果である。格子間隔ｄ
の数倍程度以下の厚みの膜中において膜と平行に柱状相Ｂがパッキングした場合、柱状相
Ｂが数層のみ積み重なった構造となり、十分な広がりを有するヘキサゴナル配列を形成す
ることができない。一方、直立した状態で配向した場合においては、柱状相Ｂの広がりは
膜厚で拘束されることが無く、十分な広がりを持つヘキサゴナル配列が実現できる。
【００５１】
　すなわち、混合系の高分子ブロック共重合体を用いた場合、柱状相Ｂがヘキサゴナルに
パッキングした状態が安定化するため、その配列が膜内において広範囲に採りうるように
、基板に対して柱状相Ｂが直立した状態で配向する。以上の原理により、図３（ａ）に示
すように柱状相Ｂは基板に対して直立した状態で配向することが可能となったと考えられ
る。
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【００５２】
　柱状相Ｂのヘキサゴナル配列を十分に安定化するためには、混合する高分子ブロック共
重合体の配合量と分子量を以下の範囲内に調製する必要がある。
　まず、配合量に関しては、高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重合
体１２は、第１高分子ブロック共重合体が全体に占める重量分率が６５％以上９５％以下
、すなわち第２高分子ブロック共重合体が全体に占める重量分率が３５％以下５％以上と
することが望ましい。
【００５３】
　これは、第２高分子ブロック共重合体が５％より少ないと図２（ａ）で示されるように
、破線で示される単位格子領域の重心領域に達するブロック鎖Ａ２の量が少なくヘキサゴ
ナル配列が十分に安定化されないためである。また、第２高分子ブロック共重合体が３５
％を超える場合、単位格子領域の重心領域以外におけるブロック鎖Ａ２の濃度が大きくな
りすぎ、ヘキサゴナル配列が乱れるためである。
【００５４】
　次に、分子量については、ブロック鎖Ａ１の分子量に対するブロック鎖Ａ２の分子量の
比が１．０より大きく、かつ５．０以下となるように、第１高分子ブロック共重合体及び
第２高分子ブロック共重合体が配合されていることが望ましい。
【００５５】
　これは、図２（ａ）で示されるように、破線で示される単位格子領域の重心領域にブロ
ック鎖Ａ２が達するためにはブロック鎖Ａ１の１．０倍より大きな分子量が必要であるた
めである。また、Ａ２の分子量がブロック鎖Ａ１の分子量の５．０倍より大きくなると、
配合した第１の高分子ブロック共重合体と第２の高分子ブロック共重合体が相溶せずに分
離してしまうことが多いため望ましくない。
【００５６】
（パターン基板について）
　次に、図４を参照して、高分子薄膜Ｃのミクロ相分離構造を用いてパターン基板を作成
する種々の方法について説明する。ここで、パターン基板とは、その表面にミクロ相分離
構造の規則配列パターンに対応する凹凸面が形成されているものを指す。
　まず、図４（ａ）に示すミクロ相分離構造中、柱状相Ｂの高分子相を選択的に除去して
、図４（ｂ）に示すような、複数の微細孔Ｈが規則配列パターンを形成した多孔質薄膜Ｄ
を得る。
　なお、図示しないが、連続相Ａの高分子相を選択的に除去して、複数の柱状構造体（柱
状相Ｂ）が規則配列パターンを形成した高分子薄膜を得ることもできる。このように、複
数の微細孔Ｈ又は柱状構造体が規則配列パターンを形成する多孔質薄膜Ｄが基板２０上に
形成されて、パターン基板２１が製造されたことになる。
【００５７】
　また、詳しく述べないが、図４（ｂ）において、残存した他方の高分子相（図では連続
相Ａからなる多孔質薄膜Ｄ）を基板２０の表面から剥離して、単独の多孔質薄膜Ｄをパタ
ーン基板として製造することもできる。
【００５８】
　ところで、図４（ｂ）に示すように、高分子薄膜Ｃを構成する連続相Ａ又は柱状相Ｂの
いずれか一方の高分子相を選択的に除去する方法としては、リアクティブイオンエッチン
グ（ＲＩＥ）、又はその他のエッチング手法により各高分子相間のエッチングレートの差
を利用する方法を用いる。
【００５９】
　次に、図４（ｃ）（ｄ）を参照して、パターン基板の製造方法の他の例を説明する。
　図４（ｂ）に示す連続相Ａのように残存した他方の高分子相（多孔質薄膜Ｄ）をマスク
として基板２０をＲＩＥやプラズマエッチング法でエッチング加工する。すると、図４（
ｃ）に示すように、微細孔Ｈを介して選択除去された高分子相の部位に対応する前記基板
の表面部位が加工され、ミクロ分離構造の規則配列パターンが基板２０の表面に転写され
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ることになる。そして、このパターン基板２０の表面に残存した多孔質薄膜ＤをＲＩＥま
たは溶媒で除去すると、図２（ｄ）に示すように、柱状相Ｂに対応した規則配列パターン
を有する微細孔Ｈが表面に形成されたパターン基板２２が得られることになる。
【００６０】
　次に、図４（ｅ）（ｆ）を参照して、パターン基板の製造方法に係る他の実施形態につ
いて説明する。
　図４（ｂ）に示す連続相Ａのように残存した他方の高分子相（多孔質薄膜Ｄ）を、図４
（ｅ）のように被転写体３０に密着させて、ミクロ相分離構造の規則配列パターンを被転
写体３０の表面に転写する。その後、図４（ｆ）に示すように、被転写体３０をパターン
基板２１から剥離することにより、多孔質薄膜Ｄの規則配列パターンが転写されたレプリ
カ（パターン基板３１）を得る。
【００６１】
　ここで、被転写体３０の材質は、金属であればニッケル、白金、金等、無機材料であれ
ばガラスやチタニア等、用途に応じて選択すればよい。被転写体３０が金属製の場合、ス
パッタ、蒸着、めっき法、又はこれらの組み合わせにより、被転写体３０をパターン基板
２１の凹凸面に密着させることが可能である。
　また、被転写体３０が無機物質の場合は、スパッタやＣＶＤ法のほか、例えばゾルゲル
法を用いて密着させることができる。ここで、めっきやゾルゲル法は、ミクロ相分離構造
における数十ナノメートルの微細な規則配列パターンを正確に転写することが可能であり
、非真空プロセスによる低コスト化も望める点で好ましい方法である。
　以上述べたパターン基板の製造方法により、アスペクト比が大きくかつ微細な規則配列
パターンの凹凸面を表面に有するパターン基板２１，２２，３１を製造することができる
。
【００６２】
　ところで、表面が大面積にわたりフラットな基板２０に形成された高分子薄膜Ｃは、柱
状相Ｂの配列規則性が異なる領域が多数集まったグレイン状の構造をとる場合がある。ま
た、そのグレイン内においても、ミクロドメインの配列に点欠陥や線欠陥が存在する場合
がある。そのため、大面積にわたり高度な規則性が要求される用途、例えば後記する磁気
記録用パターン媒体の加工等にはそのままでは適用することができない可能性も存在する
。
【００６３】
　そこで、図５に示すように、基板４０はその表面に、溝４２及びガイド４３が形成され
るようにする（図５（ａ））。このように基板４０の表面が加工されていることにより、
溝４２において形成される高分子薄膜Ｃには、連続相Ａ中の柱状相Ｂの規則配列パターン
の規則性を乱す粒界が発生しなくなる。
　さらにこのガイド４３の高さを、前記式（１）を満たすＬの値に準じて設定すれば、溝
４２に所定の膜厚Ｌの塗膜Ｃdisを作製することも容易になる（図５（ｂ））。
【００６４】
　このような溝４２及びガイド４３を基板４０の表面に形成する方法としては、フォトリ
ソグラフィー法等が挙げられる。そして、このガイド４３に囲まれている、すなわち拘束
された溝４２の空間内でミクロ相分離構造を発現させることにより、欠陥・グレイン・粒
界等の発生を抑えた高分子薄膜Ｃを基板４０上に形成することができる（図５（ｃ））。
　さらに、図４で説明した方法等により、基板４０の表面に凹凸面を形成すれば、パター
ン基板４１が得られる（図５（ｄ））。
【００６５】
　図６は、ガイド５３を用いて、基板５０上に規則配列パターンの凹凸面を形成する他の
例を示している。
　ここで、基板５０は、石英製のガラスディスク円板等である。この基板５０上に厚さ５
０ｎｍのＳｉＯ２層５１をＣＶＤ法により製膜し、さらにこのＳｉＯ２層５１の表面に厚
み４５ｎｍのアクリレート系光硬化性のレジスト膜５２が塗布してある（図６（ａ））。
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【００６６】
　次に、定法のフォトリソグラフィープロセスを適用することにより、基板表面のレジス
ト膜５２に同心円状のガイド５３を所定間隔で形成する（図６（ｂ））。そして、隣り合
うガイド５３，５３の間の溝に塗膜Ｃｄｉｓを形成する（図６（ｃ））。さらに、熱処理
してミクロ相分離を発現させるとともに（図６（ｄ））、いずれか一方の相（柱状相又は
連続相）を選択的に除去する。
【００６７】
　さらに、残存した他方の相をマスクとしてＳｉＯ２層５１をエッチングし（図６（ｅ）
）、最後に、基板表面に残存した他方の相とレジスト膜５２とを酸素アッシングにより除
去する。以上の方法により、規則配列パターンの凹凸面を有するパターン基板５４を得る
（図６（ｆ））。
【００６８】
　前記した製造方法により得られたパターン基板２１，２２，３１，４１，５４は、その
表面に形成される規則配列パターンの凹凸面が微細でかつアスペクト比が大きいことから
、種々の用途に適用される。
　例えば、製造されたパターン基板の表面を、ナノインプリント法等により被転写体に繰
り返し密着させることにより、同じ規則配列パターンを表面に有するパターン基板のレプ
リカを大量に製造するような用途に供することができる。
【００６９】
　以下に、ナノインプリント法によりパターン基板の凹凸面の微細な規則配列パターンを
被転写体に転写する方法について示す。
　第１の方法は、作製したパターン基板を被転写体（図示せず）に直接インプリントして
規則配列パターンを転写する方法である（本方法を、熱インプリント法という）。この方
法は、被転写体が直接インプリントすることが可能な材質である場合に適する。例えばポ
リスチレンに代表される熱可塑性樹脂を被転写体とする場合、熱可塑性樹脂のガラス転移
温度以上に加熱した後に、パターン基板をこの被転写体に押し当てて密着させ、ガラス転
移温度以下まで冷却した後にパターン基板を被転写体の表面から離型するとレプリカを得
ることができる。
【００７０】
　また、第２の方法として、パターン基板がガラス等の光透過性の材質である場合は、光
硬化性樹脂を被転写体（図示せず）として適用する（本方法を、光インプリント法という
）。この光硬化性樹脂をパターン基板に密着させた後に光を照射すと、この光硬化性樹脂
は硬化するので、パターン基板を離型して、硬化後の光硬化性樹脂（被転写体）をレプリ
カとして用いることができる。
【００７１】
　さらに、このような光インプリント法において、ガラス等の基板を被転写体（図示せず
）とする場合、パターン基板と被転写体の基板とを重ねた隙間に光硬化性樹脂を密着させ
て光を照射する。そして、この光硬化性樹脂を硬化させた後に、パターン基板を離型して
、表面に凹凸を有する硬化後の光硬化性樹脂をマスクにして、プラズマやイオンビーム等
でエッチング加工して、基板上に規則配列パターンを転写する方法もある。
【００７２】
（磁気記録用パターン媒体について）
　本実施形態の説明に先立って、磁気記録メディアについて言及する。磁気記録メディア
は、データの記録密度を向上させることが常に要求されている。このため、データを刻む
基本単位となる磁気記録メディア上のドットも、微小化するとともに隣接するドットの間
隔も狭くなり、高密度化している。
【００７３】
　ちなみに、記録密度が１テラビット／平方インチの記録媒体を構成するためには、ドッ
トの配列パターンの周期は約２５ナノメートルになるようにする必要があるとされている
。このように、ドットの高密度化が進むと、一つのドットをＯＮ／ＯＦＦするために付与
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された磁気が、隣接するドットに影響を及ぼすことが懸念される。
　そこで、隣接するドットの方から漏洩してくる磁気の影響を排除するために、磁気記録
メディア上のドットの領域を物理的に分断して配列パターンを形成する方法が検討されて
いる。
【００７４】
　つまり、ここで述べる磁気記録用パターン媒体は、本発明により製造されたパターン基
板の規則配列パターンを利用して、このような磁気記録メディアのドットの配列パターン
を形成するものである。
　この磁気記録用パターン媒体用の基板にはガラス製やアルミニウム製のもの等が用いら
れる。そして、この基板の表面を図６に示すようにしてパターン基板５４を得た後、スパ
ッタ等の方法を用いて磁気記録層をその表面に形成することにより磁気記録メディアを製
造することができる。
【００７５】
　また一方で、図６に示されるパターン基板５４から、光インプリント又は熱インプリン
ト等のナノインプリント法により、磁気記録用パターン媒体を加工する方法も考えられる
。
　具体的には、規則配列パターンが形成される前の磁気記録用パターン媒体の基板に、熱
可塑性樹脂又は光硬化性樹脂を塗膜し、この塗膜に凹凸の規則配列パターンを転写する。
このように規則配列パターンの凹凸が転写された塗膜をマスクにして、プラズマやイオン
ビーム等でエッチング加工すれば、規則配列パターンの凹凸が基板上に形成されるわけで
ある。この方法によれば、コストや生産性の観点からより好適である。
【００７６】
　ところで、以上の説明において、高分子薄膜Ｃについて、その表面に規則配列パターン
の凹凸面を有するパターン基板２１，２２，３１を製造する用途を中心に述べてきた。し
かし、高分子薄膜Ｃは、このような用途に限定されるわけではなく、例えば、フィルタと
して単体で用いられる多孔質薄膜Ｄを製造するような用途も存在する。
【実施例１】
【００７７】
　第１実施例では、ポリメチルメタクリレート（PMMA）からなる柱状相Ｂが、ポリスチレ
ン（PS）からなる連続相Ａ中に配列する構造を有する高分子薄膜Ｃを基板２０上に形成さ
せる例を示す（図１参照）。
　本実施例では、第１高分子ブロック共重合体１１及び第２高分子ブロック共重合体１２
（適宜、図２（ｂ）参照）として、モノマーがPSとPMMAからなり分子量の異なる２種類の
高分子ジブロック共重合体（PS-b-PMMA）の混合系を用いた。
　この際用いた２種類のPS-b-PMMAに関して以下に詳述する。まず、第１のPS-b-PMMAを構
成する各ブロック鎖の数平均分子量Mnは、PSブロック鎖が35,500、PMMAブロック鎖が12,2
00であった。また、第１のPS-b-PMMA全体としての分子量分布Mw/Mnは1.04であった。
　次に、第２のPS-b-PMMAを構成する各ブロック鎖の数平均分子量Mnは、PSブロック鎖が4
6,000、PMMAブロック鎖が21,000であった。また、第２のPS-b-PMMA全体としての分子量分
布Mw/Mnは1.09であった。
【００７８】
　第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-PMMAとを重量比で4：1の割合で混合し、PMMAが全体積に
占める分率φPMMAが0.27の混合系の高分子ブロック共重合体の高分子混合物を作製した。
　得られた高分子混合物は主成分である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合が８０％で
あった。また、連続相を形成するＰＳブロック鎖に関して以下のように構成されていた。
すなわち、主成分である第１のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnに対する副
成分である第２のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnの比が1.3となるように構
成されていた。
【００７９】
　この作製した高分子混合物をトルエンの溶媒に溶解し、濃度1.0～3.0重量％の高分子混
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合溶液を調整した。この高分子混合溶液をシリコン基板２０（適宜、図３参照）の表面に
滴下してスピンコートした後に溶媒を揮発させて、基板２０の表面に塗膜Ｃdisを製膜し
た。この際、濃度とスピンコートの回転数を調整することにより、膜厚Ｌが18nm、29nm、
39nm、52nm、62nmの値を示す混合系の塗膜Ｃdisを得た（図７（ａ）第１列参照）。ここ
で、これら膜厚Ｌの値は、それぞれ、図３中の、（ａ－１）、（ｂ－１）、（ａ－２）、
（ｂ－２）、（ａ－３）の場合に対応する。
【００８０】
　次に基板２０の表面に製膜した塗膜Ｃdisの表面を原子間力顕微鏡で観察した。その結
果、塗膜Ｃdisの表面は均一であり基板２０の表面が均一な厚みで被覆されていることを
確認した。なお、前記した膜厚Ｌは、塗膜Ｃdisを鋭利な刃で一部剥離し原子間力顕微鏡
で塗膜Ｃdisが存在する部分と剥離した部分の段差を測定することにより値を得た。
【００８１】
　基板２０には、Siウエハを用いた。予め基板２０は実験に供する前に濃硫酸と過酸化水
素水の3:1混合溶液（ピラニア溶液）に90℃で10分間浸漬することにより表面を十分に洗
浄した。
【００８２】
　次に、塗膜Ｃdisを製膜した基板２０を真空雰囲気下、170℃で24時間熱処理することに
より高分子薄膜Ｃ中にミクロ相分離構造を発現させた（図３（ａ－４，５，６），（ｂ－
４，５）参照）。そして、得られた高分子薄膜Ｃの構造を光学顕微鏡（Optical Microsco
pe；以下、ＯＭという）と原子間力顕微鏡（Atomic Force Microscope；以下、ＡＦＭと
いう）により観察した。
【００８３】
　ＯＭ観察により、まず、熱処理により高分子薄膜Ｃにマクロスコピックに膜厚が異なる
領域が発現したかどうかを調査した。その結果、図７（ａ）第２列に示すように、すべて
の膜厚のサンプルにつきＯＭ観察ではコントラストが得られず全面均一な色調を示した。
　以上の結果より、高分子ブロック共重合体の高分子混合物を用いた場合、ミクロ相分離
発現後においても均一な膜厚が保持されていることが確認された。
【００８４】
　ミクロ相分離発現後の高分子薄膜Ｃを鋭利な刃で一部剥離しＡＦＭ観察により高分子薄
膜Ｃが存在する部分と剥離した部分の段差を測定し、膜厚を計測した。その結果を図７（
ａ）第３列に示す。先に測定した、熱処理前の塗膜Ｃdisの初期膜厚（図７（ａ）第１列
）と比較したところ、同一の値であることを確認した。
【００８５】
　次に、ＡＦＭ観察により高分子薄膜Ｃ中のミクロ相分離構造に由来する凸凹を観察した
。観察は、高分子薄膜Ｃの表面にUV光を6分間照射することにより表面をアッシングしPMM
A相を5nm程度除去することにより高分子薄膜Ｃ表面にミクロ相分離構造に由来する凸凹を
作製し実施した。その結果を、図７（ａ）第５列に示すとともに図８に代表的なＡＦＭ観
察像を示す。
【００８６】
　図８（ａ）は、初期膜厚が２９ｎｍの場合のＡＦＭ観察像で、直径約１５nmの柱状の凹
形状が、膜表面に寝た構造が支配的である像が観察されている。この凹形状はPMMA相がUV
によりエッチングされて形成したものであり、PMMAの柱状相がPSの連続相中で膜表面に対
して寝た構造を主にとっていることが明らかになった。この図８（ａ）のＡＦＭ像は、図
３の比較例（ｂ－４）の場合に該当するものである。
【００８７】
　図８（ｂ）は、初期膜厚が３９ｎｍの観察像で、膜表面に直径が約１５nmの円形の凹形
状が規則的に配列した構造が観察されている。ここで、円形の凹部はほぼ六方最密構造と
なるように配列し、その中心間距離はほぼ２９nmであった。この凹形状はPMMA相がUVによ
りエッチングされたものであり、PMMAからなる柱状相がPSからなる連続相で膜表面に対し
て直立して分布することが明らかになった。この図８（ｂ）のＡＦＭ像は、図３の実施例
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（ａ－５）の場合に該当するものである。
【００８８】
　図８（ｃ）は、初期膜厚が５２ｎｍの観察像で、直径約１５nmの柱状の凹形状が、膜表
面に寝た構造が支配的である像が観察されている。この凹形状はPMMA相がUVによりエッチ
ングされて形成したものであり、PMMAの柱状相がPSの連続相中で膜表面に対して寝た構造
を主にとっていることが明らかになった。この図８（ｃ）のＡＦＭ像は、図３の比較例（
ｂ－５）の場合に該当するものである。
【００８９】
　図８（a）～図８（ｃ）から柱状相の平均中心間距離ｒを画像解析により測定し、六方
格子を仮定し前記式（２）に基づいて格子間隔ｄを求めたところ、それらの値はすべてｄ
＝２５nmであった。
【００９０】
　図７（ａ）の第４列に、熱処理後の膜厚Ｌと格子間隔ｄとの比（Ｌ／ｄ）を示す。膜厚
Ｌが前記した式（３）を満足している試料、すなわち、比（Ｌ／ｄ）が0.7倍、1.5倍及び
2.5倍の試料においては、ＡＦＭ観察結果から、基板全面に均一に柱状相が基板に対して
直立した状態で配向していることが判明した。
　これに対して、この比（Ｌ／ｄ）が式（３）を外れる1.1倍及び2.0倍においては、柱状
相が基板全面に均一に寝た状態で配向していることが判明した。
【００９１】
　図７（ｂ）は、図７（ａ）の場合とは反対に、PSからなる柱状相がPMMAからなる連続相
で膜表面に対して直立して分布するように、混合系の高分子ブロック共重合体を組成が逆
になるように調整した場合の結果を示す図である。
　この場合の高分子薄膜Ｃの作製方法や、これらの実験方法は、すでに図７（ａ）で説明
した方法と同様であるので記載を省略する。
【００９２】
　用いた第１のPS-b-PMMAは、PSブロック鎖の数平均分子量Mnが20,200、PMMAブロック鎖
が50,500で、全体としての分子量分布Mw/Mnは1.07であった。第２のPS-b-PMMAは、PSブロ
ック鎖が26,000、PMMAブロック鎖が68,000で、全体としての分子量分布Mw/Mnは1.18であ
った。そして、第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-PMMAを重量比で4：1の割合で混合し、PSが
全体積に占める分率φPSが0.28の混合系の高分子ブロック共重合体を得た。
【００９３】
　得られた高分子混合物は主成分である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合が８０％で
あった。また、連続相を形成するＰＭＭＡブロック鎖に関して以下のように構成されてい
た。すなわち、主成分である第１のPS-b-PMMAのＰＭＭＡブロック鎖の数平均分子量Mnに
対する副成分である第２のPS-b-PMMAのＰＭＭＡブロック鎖の数平均分子量Mnの比が1.3と
なるように構成されていた。
　なお、本系においては、柱状相の格子間隔ｄはすべてｄ＝３０nmとなった。
【００９４】
　図６（ｂ）の場合も、図６（ａ）の場合と同様、膜厚Ｌが前記した式（１）を満足して
いる試料、すなわち、膜厚Ｌが格子間隔ｄの0.7倍、1.5倍、及び2.4倍の試料においては
、基板全面に均一に柱状相が基板に対して直立した状態で配向している結果が得られた。
【００９５】
（比較例）
　前記した実施例では、第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-PMMAを重量比で4：1の割合で混合
した混合系の試料を用い、式（１）または式（３）を満足する膜厚に調整することにより
柱状相Ｂが基板２０の表面に対して直立して配向する例を示した。
　そこで２種類の高分子ブロック共重合体を混合した効果を調査する目的で、以下の比較
実験を実施した。PMMAの体積率は0.25である。
　試料として実施例で用いた第１のPS-ｂ-PMMA単独とし、膜厚Ｌが25nm、30nm、41nmの値
を示す単独系の塗膜Ｃdisを用いた（図７（ｃ）第１列参照）。なお第１のPS-ｂ-PMMAか
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らなる単独系の塗膜Ｃdisを基板２０に製膜する方法は、実施例で示した方法と同一であ
るので記載を省略する。
【００９６】
　ここで、単独系の塗膜Ｃdisの膜厚Ｌの値25nm、30nm、41nmは、それぞれ図３の（ｂ－
１）、（ｃ－２）、（ｂ－２）に対応する。
　次に、これら単独系の塗膜Ｃdisを製膜した基板２０とともに前記した実施例と同様の
熱処理をすることにより高分子薄膜Ｃ中にミクロ相分離構造を発現させた。得られた高分
子薄膜Ｃの構造のＯＭ観察とＡＦＭ観察をした。結果を図７（ｃ）、図９（ａ）～（ｃ）
に示す。
【００９７】
　初期膜厚が２５nm及び４１nmの試料を熱処理後にＯＭ観察したところ、図７（ｃ）第２
列目に示すように、膜全面が均一な色調で観察され、基板全面に均一な膜厚の薄膜が形成
できていることが判明した。次に、試料の表面をＵＶエッチングし、AFMによりミクロド
メインの段差構造を観察したところ、初期膜厚が２５ｎｍの試料は図９（ａ）、初期膜厚
が４１ｎｍの試料は図９（ｂ）に示す観察像が得られ、どちらの試料についても柱状相が
基板に対して寝た構造を発現していることが判明した。
　図９（a）、図９（ｂ）から隣接する柱状相の平均中心間距離ｒを画像解析により測定
し、六方格子を仮定し格子間隔ｄを求めたところ、すべてｄ＝２０nmの値が得られた。
【００９８】
　次に、膜厚が３０ｎｍの試料を同様の方法でＯＭ観察したところ、図７（ｃ）第２列目
、図９（ｃ）に示すように、色調の異なる領域が基板表面に海島状に分布している様子が
観察された。この結果から、基板表面の薄膜が膜厚の厚い部分と薄い部分にマクロに分離
している可能性が示唆された。
　そこで、ＡＦＭにより膜厚の分布を測定したところ、熱処理前には３０ｎｍの均一であ
った膜が、熱処理後においては、４０nmの領域と２２ｎｍの領域に分離していることが確
認された。
【００９９】
　次に、この膜厚が厚くなった４０nm領域と薄くなった２２ｎｍ領域の界面構造をＡＦＭ
により詳細に観察した。観察はＡＦＭの位相コントラストモードで実施した。その結果、
膜厚の厚い部分と薄い部分ではともに柱状相が基板に対して並行に配列しており、その境
界部分の一部で直立構造が認められた（図９（ｃ）参照）。
　図７（ｃ）第３列、第４列に、熱処理後の膜厚Ｌと、この膜厚Ｌ及び格子間隔ｄの比と
をあわせて示す。この図７に示すように、膜厚が格子間隔ｄの1.2倍及び2.1倍においては
、基板全面に均一に柱状相が寝た状態で配向している。これに対して、初期膜厚が40nmの
試料に関しては、熱処理を施すと膜厚が格子間隔ｄの1.1倍と2.0倍の領域にマクロスコピ
ックに分離したことが判明した。
【０１００】
　以上の結果より、高分子ブロック共重合体を単独系で用いた比較例の場合、実施例（図
8（ｂ））に示すような、基板表面の全面にわたって均一な直立した柱状相構造を得るこ
とができないことが証明された。
【実施例２】
【０１０１】
　本実施例では、PMMAからなる柱状相Ｂが、PSからなる連続相Ａ中に配列する構造を有す
る高分子薄膜Ｃを基板２０上に形成させる場合において、第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-
PMMAの混合比（重量分率）の影響を検討した結果を示す。
【０１０２】
　本実施例には実施例１で用いたものと同じ高分子ブロック共重合体の組み合わせを用い
た。すなわち、第１のPS-b-PMMAを構成する各ブロック鎖の数平均分子量Mnは、PSブロッ
ク鎖が35,500、PMMAブロック鎖が12,200であった。また、第１のPS-b-PMMA全体としての
分子量分布Mw/Mnは1.04であった。また、第２のPS-b-PMMAを構成する各ブロック鎖の数平
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均分子量Mnは、PSブロック鎖が46,000、PMMAブロック鎖が21,000であった。また、第２の
PS-b-PMMA全体としての分子量分布Mw/Mnは1.09であった。
【０１０３】
　本高分子混合系は連続相を形成するＰＳブロック鎖に関して以下のように構成されてい
た。すなわち、主成分である第１のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnに対す
る副成分である第２のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnの比が1.3となるよう
に構成されていた（図１０（ａ）第２列）。
　第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-PMMAを種々の割合で混合し、第１のPS-b-PMMAを主成分
とし、第２のPS-b-PMMAを副成分とする複数の高分子混合物を作製した。その際、主成分
である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合を６０％～９５％の範囲となるようにした（
図１０（ａ）第１列）。調製した高分子混合物における副成分である第２のPS-b-PMMAが
全体に占める割合および、およびが柱状ミクロドメインを構成するPMMAが全体積に占める
分率φPMMAを図１０（ａ）第３列に示す。
【０１０４】
　実施例１と同様の方法に従い、シリコン基板表面に種々の厚みを有する高分子混合系を
塗布し、アニールすることによりミクロ相分離構造を発現させた。次に、得られた薄膜の
構造を実施例１と同様の手法により観察し、柱状ミクロドメインの配向状態と柱状ミクロ
ドメインの格子間隔ｄを測定した。また、熱処理後の薄膜の厚みLを測定した。
【０１０５】
　図１０（ａ）第７列に式１においてｎ＝２の関係を有したサンプルについて、柱状ミク
ロドメインの配向を観察した結果を示す。図１０（ａ）より、主成分である第１のPS-b-P
MMAが全体に占める割合が、７０％、８０％および９０％の試料については、基板全面に
亘り均一に柱状ミクロドメインが直立し配向している様子が確認された。それに対して、
主成分である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合が６０％の試料については、柱状ミク
ロドメインが直立した領域と基板に平行に配列した領域が混在することが確認された。同
様に、主成分である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合が９５％の試料についても柱状
ミクロドメインが直立した領域と基板に平行に配列した領域が混在することが確認された
。
【０１０６】
　以上の結果より、L＝1.5ｄの関係を有する場合において基板全面に均一に柱状ミクロド
メインが直立した配向を有する構造を得るためには主成分である第１のPS-b-PMMAが全体
に占める割合を６５％以上９０％以下とする必要があることが判明した。
【実施例３】
【０１０７】
　本実施例では、PMMAからなる柱状相Ｂが、PSからなる連続相Ａ中に配列する構造を有す
る高分子薄膜Ｃを基板２０上に形成させる場合において、第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-
PMMAとにおけるＰＳブロック鎖の分子量比の影響を検討した結果を示す。
【０１０８】
　実験には主成分である第１のPS-ｂ-PMMAとしてPSブロック鎖が35,500、PMMAブロック鎖
が12,200、分子量分布Mw/Mnは1.04の高分子ブロック共重合体を用いた。また、副成分と
して以下に示す高分子ブロック共重合体を第２のPS-ｂ-PMMAとして混合した。すなわち第
２のPS-ｂ-PMMAとして、PS(260,000)-ｂ-PMMA(63,500)、PS(140,000)-ｂ-PMMA(60,000)、
PS(52,000)-ｂ-PMMA(52,000)、PS(46,000)-ｂ-PMMA(21,200)およびPS(12,800)-ｂ-PMMA(1
2,900)を用いた。ここでかっこ内に示した数値は各ブロック鎖の数平均分子量Mnである。
また、分子量分布Mw/Mnはそれぞれ1.07、1.16、1.10、1.09、および1.05であった。
【０１０９】
　図１０（ｂ）に示すように、主成分である第１のPS-b-PMMAが全体に占める割合は８０
％～９０％となるように各高分子混合系を調製した。調製した高分子混合物について、主
成分である第１のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnに対する副成分である第
２のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖の数平均分子量Mnの比（図１０（ｂ）第２列；以下、「
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ＰＳブロック鎖分子量比」という）、およびが柱状ミクロドメインを構成するPMMAが全体
積に占める分率φPMMAを示す（図１０（ｂ）第３列）。
【０１１０】
　実施例１と同様の方法に従い、シリコン基板表面に種々の厚みを有する高分子混合系を
塗布し、アニールすることによりミクロ相分離構造を発現させた。次に、得られた薄膜の
構造を実施例１と同様の手法により観察し、柱状ミクロドメインの配向状態と柱状ミクロ
ドメインの格子間隔ｄを測定した。また、熱処理後の薄膜の厚みLを測定した。
【０１１１】
　図１０（ｂ）第７列に式１においてｎ＝２の関係を有したサンプルについて、柱状ミク
ロドメインの配向を観察した結果を示す。ＰＳブロック鎖分子量比が4.5、1.5、1.3の試
料については柱状ミクロドメインが直立した状態で配向した均一な構造が確認された。
【０１１２】
　それに対して、ＰＳブロック鎖分子量比が0.4については柱状ミクロドメインが直立し
た領域と基板に平行に配列した領域が混在することが確認された。また、ＰＳブロック鎖
分子量比が7.3の試料については、第１のPS-b-PMMAと第２のPS-b-PMMAが均一に混合する
ことなく、巨視的に相分離し均一な膜が得られなかった。
【０１１３】
　以上の結果より、L＝1.5ｄの関係を有する場合において基板全面に均一に柱状ミクロド
メインが直立した配向を有する構造を得るためには、主成分である第１のPS-b-PMMAのＰ
Ｓブロック鎖の数平均分子量Mnに対する副成分である第２のPS-b-PMMAのＰＳブロック鎖
の数平均分子量Mnの比が1.0より大きく5.0以下とする必要があることが判明した。
【実施例４】
【０１１４】
　次に、パターン基板を製造した実施例について示す。まず、図４（ａ）～（ｂ）に示す
工程に従い、高分子薄膜Ｃ中の柱状相Ｂを分解除去し、基板２０の表面に多孔質薄膜Ｄを
形成する例について示す。
　図６（ａ）に結果が示される、初期膜厚が４５nmの、PMMAからなる柱状相Ｂが膜表面に
対して直立（膜の貫通方向に配向）した構造をとった高分子薄膜Ｃに対し、RIEによりPMM
A相を除去する操作を行い、多孔質薄膜Ｄを得た。ここで酸素のガス圧力は１Pa、出力は2
0Wとした。エッチング処理時間は９０秒とした。
【０１１５】
　作製した多孔質薄膜Ｄの表面形状を走査型電子顕微鏡を用いて観察した。
　その結果、多孔質薄膜Ｄには膜の貫通方向に配向して柱状の微細孔Ｈが形成されている
ことが確認された。ここで、微細孔Ｈの直径は約15nmであり、それらがほぼ六方最密構造
となるように配列した状態が観察された。また、微細孔Ｈが形成する六方格子の格子間隔
はほぼ２８nmであった。ここで、多孔質薄膜Ｄの厚みをその一部を鋭利な刃物で基板２０
の表面から剥離し、基板２０の表面と多孔質薄膜Ｄ表面の段差をＡＦＭ観察で測定したと
ころ、その値は４０nmであった。
【０１１６】
　得られた微細孔Ｈのアスペクト比は２．６であり、球状ミクロドメイン構造では得られ
ない大きな値が実現されている。なお、高分子薄膜Ｃの膜厚が、RIEの実施前で４５nmあ
ったものが、４０nmに減少したのは、RIEの実施によりPMMA相とともにPS連続相Ａも若干
エッチングされたためと考えられる。
【０１１７】
　次に、図７（ｂ）に結果が示される、初期膜厚が４６nmの、PSからなる柱状相Ｂが膜表
面に対して直立（膜の貫通方向に配向）した構造をとった高分子薄膜Ｃに対し、RIEによ
りPMMAからなる連続相Ａを除去する操作を行い、前記した同じ条件で多孔質薄膜Ｄを作製
した。
　そして、作製した多孔質薄膜Ｄの表面形状を走査型電子顕微鏡を用いて観察した結果、
基板２０表面には基板表面に直立した状態で微細柱が形成されていることが判明した。こ
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こで、微細柱の直径は約20nmであり、それらがほぼ六方最密構造となるように配列した状
態が観察された。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態に係る高分子薄膜を示す斜視断面図であり、（ｂ）は
上面図である。
【図２】（ａ）は図１（ｂ）を部分拡大して分子レベルの構造を表した模式図であり、（
ｂ）は高分子ブロック共重合体の概念図である。
【図３】（ａ）は熱処理によりミクロ相分離を発現させた場合、柱状相が垂直方向に配向
する実施例を示す図であり、（ｂ）はミクロ相分離により柱状相が並行方向に配向する比
較例を示す図であり、（ｃ）はミクロ相分離により柱状相が並行方向及び垂直方向に配向
する比較例を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｆ）は本発明に係るパターン基板の製造方法の実施形態を示す工程図
である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は本発明に係るパターン基板の製造方法の実施形態を示す工程図
である。
【図６】（ａ）～（ｆ）は本発明に係るパターン基板の製造方法の実施形態を示す工程図
である。
【図７】（ａ）はＰＳが連続相となるように、ＰＭＭＡが柱状相となるようにして重合度
の異なる２種の混合系の高分子ブロック共重合体を使用して、塗膜Ｃdisの膜厚に対する
ミクロ相分離構造の様子を示し、（ｂ）は２種の混合系の高分子ブロック共重合体の組成
が（ａ）の場合と逆転するように高分子ブロック共重合体を調整した塗膜Ｃdisの膜厚に
対するミクロ相分離構造の様子を示し、（ｃ）は１種の単独系の高分子ブロック共重合体
からなる塗膜Ｃdisの膜厚に対するミクロ相分離構造の様子を示す。
【図８】（ｂ）は本発明の実施例を示し、２種の混合系の高分子ブロック共重合体からな
る塗膜Ｃdisの膜厚Ｌが、数式の関係を満たしている場合のＡＦＭ像であって、（ａ）（
ｃ）は比較例を示すものであって膜厚Ｌが数式の関係を満たしていない場合のＡＦＭ像で
ある。
【図９】（ａ）（ｂ）（ｃ）は比較例を示すものであって１種の単独系の高分子ブロック
共重合体からなる塗膜Ｃdisからミクロ相分離現象を発現させた場合のＡＦＭ像である。
【図１０】本発明で規定される関係式がｎ＝２をとる場合において、（ａ）第１高分子ブ
ロック共重合体及び前記第２高分子ブロック共重合体の重量分率を可変した場合の柱状相
の配向の様子を観察した結果を示す図であり、（ｂ）ブロック鎖Ａ１及びブロック鎖Ａ２
の分子量比を可変した場合の柱状相の配向の様子を観察した結果を示す図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１１　　第１高分子ブロック共重合体
　１２　　第２高分子ブロック共重合体
　２０，４０，５０　基板
　２１，２２，３１，４１，５４　パターン基板
　３０　　被転写体
　４２　　溝
　４３，５３　　ガイド
　Ａ　　　連続相
　Ａ１　　第１高分子ブロック共重合体のブロック鎖
　Ａ２　　第２高分子ブロック共重合体のブロック鎖
　Ｂ　　　柱状相
　Ｂ１　　第１高分子ブロック共重合体のブロック鎖
　Ｂ２　　第２高分子ブロック共重合体のブロック鎖
　Ｃ　　　高分子薄膜
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　Ｃ⊥　　垂直配向構造
　Ｃ//　　並行配向構造
　Ｃｄｉｓ　塗膜
　Ｄ　　　多孔質薄膜
　Ｈ　　　微細孔
　Ｌ　　　膜厚
　ａ１　　モノマー
　ａ２　　モノマー
　ｂ１　　モノマー
　ｂ２　　モノマー
　ｄ　　　格子間隔
　ｒ　　　平均中心間距離

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】
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