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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノインプリントリソグラフィによるパターン形成方法であって、
　基板に、光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物を含む膜形成組成物を、
スピンコートにより積層する積層工程と、
　前記膜形成組成物が積層された基板に、凹凸構造のパターンが形成されたモールドを、
前記膜形成組成物の層に対向して押し付け、前記膜形成組成物の層を前記モールドの前記
凹凸構造のパターンに変形させる変形工程と、
　前記モールドと前記膜形成組成物の層が当接した状態で、前記モールドを介して前記膜
形成組成物の層に電磁波を照射してレジストを形成するとともに、前記モールドの前記凹
凸構造のパターンを前記レジストに転写する転写工程と、
　前記モールドを前記レジストからリリースするリリース工程と、
　プラズマおよび／または反応性イオンの照射により、前記レジストの少なくとも一部を
除去するエッチング工程と、を含むパターン形成方法。
【請求項２】
　前記転写工程は、減圧下または真空下にて行われる請求項１記載のパターン形成方法。
【請求項３】
　前記凹凸構造のパターンが転写されたレジストを焼成する焼成工程をさらに含む請求項
１または２記載のパターン形成方法。
【請求項４】
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　前記エッチング工程は、前記レジストの少なくとも一部と同時にまたは逐次、前記基板
のエッチングを行うものである請求項１から３いずれか記載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記高分子ケイ素化合物は、電磁波に感応して開裂する官能基を有し、電磁波照射によ
って硬化反応を生じることを特徴とする請求項１から４いずれか記載のパターン形成方法
。
【請求項６】
　前記高分子ケイ素化合物は、シロキサン系高分子化合物、シリコンカーバイド系高分子
化合物、ポリシラン系高分子化合物、およびシラザン系高分子化合物またはこれらの任意
の混合物である請求項１から５いずれか記載のパターン形成方法。
【請求項７】
　前記高分子ケイ素化合物は、重量平均分子量が１０００以上５００００以下であること
を特徴とする請求項１から６いずれか記載のパターン形成方法。
【請求項８】
　前記高分子ケイ素化合物は、下記化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランから選択さ
れる少なくとも１種を出発原料として含む化合物の縮重合物であることを特徴とする請求
項１から７いずれか記載のパターン形成方法。
【化１】

（式中、
　Ｒ１は、水素、炭素数１から２０のアルキル基またはアリール基であり、そのうちの少
なくとも１つは、電磁波に感応して開裂する官能基を有しており、
　Ｒ２は、炭素数１から５のアルキル基であり、
　ｎは、１～３の整数を示す。）
【請求項９】
　前記電磁波に感応して開裂する官能基は、エポキシ基、アクリル基、メタクリル基、お
よびオキセタニル基からなる群より選ばれる１種以上である請求項５または８記載のパタ
ーン形成方法。
【請求項１０】
　前記電磁波は、紫外線または紫外線より短波長の光線である請求項５、８、または９記
載のパターン形成方法。
【請求項１１】
　前記膜形成組成物が、電磁波に感応する炭化水素系化合物をさらに含む請求項１から１
０いずれか記載のパターン形成方法。
【請求項１２】
　前記膜形成組成物が、光重合開始剤をさらに含む請求項１から１１いずれか記載のパタ
ーン形成方法。
【請求項１３】
　前記膜形成組成物が、酸発生剤および／またはアルカリ発生剤をさらに含む請求項１か
ら１２いずれか記載のパターン形成方法。
【請求項１４】
　前記膜形成組成物が、界面活性剤をさらに含む請求項１から１３いずれか記載のパター
ン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノインプリント用の膜形成組成物を用いたパターン形成方法に関する。よ
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り詳しくは、光硬化反応を生じる機能を備えるナノインプリント用の膜形成組成物を用い
たパターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ技術は、半導体デバイスプロセスのコアテクノロジーであり、近年の半導
体集積回路（ＩＣ）の高集積化に伴い、さらなる配線の微細化が進行している。とりわけ
、素子の集積度が１０００万個を超える超ＬＳＩと呼ばれる半導体集積回路（ＩＣ）にお
いては、微細加工リソグラフィ技術は必須である。
【０００３】
　ここで、超ＬＳＩを実現するための微細加工リソグラフィ技術としては、これまで、Ｋ
ｒＦレーザー、ＡｒＦレーザー、Ｆ２レーザー、Ｘ線、遠紫外線等による光露光リソグラ
フィが用いられてきた。そして、これらの光露光リソグラフィ技術により、数十ｎｍオー
ダーまでのパターンの形成が可能となった。
【０００４】
　しかしながら、光露光リソグラフィ技術に使用される装置は高価であるため、微細化の
高度化に伴い、露光装置自身の初期コストが増大していた。また、これら光露光リソグラ
フィには、光波長と同程度の高解像度を得るためのマスクが必要であり、そのような微細
形状を有するマスクは、価格が高価なものであった。更に、高集積化の要求は尽きること
なく、更なる微細化が求められている。
【０００５】
　このような状況のもと、１９９５年にＰｒｉｎｃｅｔｏｎ大学のＣｈｏｕらによって、
ナノインプリントリソグラフィが提案された（特許文献１参照）。ナノインプリントリソ
グラフィは、所定の回路パターンを形成したモールドを、表面にレジストが塗布された基
板に対して押し付け、モールドのパターンをレジストに転写する技術である。
【０００６】
　Ｃｈｏｕらによって最初に提案されたナノインプリントリソグラフィは、レジストとし
て熱可塑性樹脂であるポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）が用いられ、レジストを変形
させる前に加熱によりレジストを軟化させておき、次いで、モールドを押し付けてレジス
トを変形させ、その後、レジストを冷却して固化させる工程を経ることから、「熱サイク
ルナノインプリントリソグラフィ」と呼ばれている。熱サイクリナノインプリントリソグ
ラフィによって、これまでの光露光リソグラフィでは到達が困難であった１０ｎｍ以下の
転写が可能となり、その解像度は、モールドの作成精度によって決まることが実証された
。すなわち、モールドさえ入手できれば、光露光リソグラフィより簡便に、また、安価な
装置によって、ナノメートルオーダーの微細構造の形成ができるようになった。
【０００７】
　しかしながら、熱サイクルナノインプリントリソグラフィは、レジストの昇温、冷却に
かかる時間によるスループットの低下、温度差による寸法変化、転写パターンの精度の低
下、および熱膨張によるアライメントの低下などの問題を抱えていた。
【０００８】
　そこで、熱可塑性樹脂によるレジストの代わりに、紫外線で形状が硬化する光硬化樹脂
を用いたナノインプリントリソグラフィが提案された。このプロセスは、光硬化樹脂から
なるレジストにモールドを押し付け、次いで、紫外線を照射して樹脂を硬化させ、その後
、モールドを離すことによりパターンを得る。この手法は、光を利用してレジストを硬化
させることから、「光ナノインプリントリソグラフィ」と呼ばれている。
【０００９】
　光ナノインプリントリソグラフィは、紫外線等の光照射のみでパターンを得ることがで
き、加熱・冷却を実施する必要がないことから、熱サイクルナノインプリントリソグラフ
ィにおける上記の問題を解決することができた。併せて、石英、サファイア等の光透過す
る透明材料によってモールドが形成されるため、モールドを透過しての位置合わせを容易
に行うことが可能となった。
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【００１０】
　別のナノインプリントリソグラフィとして、レジストとしてスピンオングラス（ＳＯＧ
）等の高粘性材料を使用するものが提案されている（特許文献２参照）。このプロセスは
、高粘性材料からなるレジストを基板に塗布し、次いで、モールドを押し付け、その後、
モールドを剥離することによりパターンを得る。高粘性を有する材料であるため、場合に
よっては、熱や光を加える必要なく、レジストの形状を保持することができる。室温にて
パターンを得ることから、「室温ナノインプリントリソグラフィ」と呼ばれている。
【００１１】
　室温ナノインプリントリソグラフィは、材料の選択によっては、レジストの加熱・冷却
時間、および光硬化させるための光照射時間が必要ないため、高いスループットを実現す
ることが可能となった。
【特許文献１】米国特許第５７７２９０５号明細書
【特許文献２】特開２００３－１００６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、ナノインプリントリソグラフィにおいては、一般的に、レジストによるパタ
ーン形状が形成された後、レジストの凹部となる薄い残膜を、ドライエッチングにより除
去する工程が実施される。レジストの薄い残膜をエッチング除去することにより、基板の
表面が露出する。引き続き、レジストをマスクとして、露出した基板部分に対して更なる
エッチングを実施することにより、基板にパターンを形成する。基板へのパターン形成が
完了した後、マスクとして使用されたレジストは、溶解処理等により基板上から除去され
、最終的に、パターンが刻まれた基板を得る。
【００１３】
　このような基板のエッチング工程においては、マスクとなるレジストに対する基板のエ
ッチング率を高くするという選択性が必要となる。すなわち、マスクとなるレジストには
エッチング耐性を持たせ、選択比を大きくすることが必要となる。
【００１４】
　ところで、光ナノインプリントリソグラフィにおいて用いられている紫外線硬化能を有
するレジスト材料というのは、一般に、エポキシ系、ウレタン系、イミド系等の有機系樹
脂である。このような有機系樹脂は、酸素（Ｏ２）ガスを用いたエッチングにおいては、
レジストに含まれる炭素がエッチングガスに含まれる酸素と反応することから、レジスト
の分解が促進し、その結果、エッチング耐性は劣り、選択比が小さくなってしまっていた
。このため、これら有機系樹脂をレジストとしてエッチングする際には、選択比の大きく
なるフッ素（Ｆ２）等のガスが採用されることが多く、昨今の環境問題の点からすれば望
ましいものではない。
【００１５】
　更に、光ナノインプリントリソグラフィにおいては、モールドと光硬化樹脂の付着力が
強い。このため、基板に形成された転写パターンの剥離が生じてしまい、更なる改善が求
められていた。
【００１６】
　この一方で、高粘性材料をレジストとして使用する室温ナノインプリントリソグラフィ
においては、基板上のレジストに転写されたパターン形状の保持時間、また、モールドに
形成されたパターンのレジストへの転写性の点において、更なる改善が求められていた。
【００１７】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、酸素ガスに対するエッチン
グ耐性に優れるとともに、転写パターンの剥離を防止し、基板上における保持時間につい
ての問題を解消し、転写性にも優れるナノインプリント用の膜形成組成物を用いたパター
ン形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
　本発明者らは上記課題を解決するため、光ナノインプリントリソグラフィと室温ナノイ
ンプリントリソグラフィの両者の利点を損なうことなく、両者の問題点を補う必要がある
ことに着目して、鋭意研究を重ねた。その結果、光硬化反応を生じる機能を備える高分子
ケイ素化合物を用いることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成す
るに至った。より具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。
【００１９】
　（１）　光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物を含むことを特徴とする
ナノインプリント用の膜形成組成物。
【００２０】
　（１）のナノインプリント用の膜形成組成物は、光硬化反応を生じる機能を備える高分
子ケイ素化合物を含む。このため、光ナノインプリントリソグラフィと室温ナノインプリ
ントリソグラフィの利点を維持しつつ、それぞれの問題点を克服することができる。すな
わち、レジストパターン形成における高いスループットを維持し、得られたレジストパタ
ーンの形状保持時間を気にすることなく、また、環境問題に適応可能な酸素ガスによるエ
ッチング耐性を有する、数ナノメートル以下の微細構造のレジストパターンを実現するこ
とができる。
【００２１】
　（２）　前記高分子ケイ素化合物は、電磁波に感応して開裂する官能基を有し、電磁波
照射によって硬化反応を生じることを特徴とする（１）に記載の膜形成組成物。
【００２２】
　ここで、「電磁波に感応して開裂する官能基」とは、電磁波の照射を受けて開裂し、重
合可能となる官能基をいう。（２）の膜形成組成物は、電磁波に感応して開裂する官能基
を有することから、電磁波の照射により開裂した官能基が重合することにより、硬化反応
を生じる機能を有する。この概念には、他の光感応性の物質（例えば、後述の光重合開始
剤、光酸発生剤、光アルカリ発生剤等の物質）により発生するラジカル、酸、アルカリに
より開裂し、重合可能な基も含むものとする。
【００２３】
　（３）　前記高分子ケイ素化合物は、シロキサン系高分子化合物、シリコンカーバイド
系高分子化合物、ポリシラン系高分子化合物、およびシラザン系高分子化合物より選ばれ
る１種以上である（１）または（２）記載の膜形成組成物。
【００２４】
　（４）　前記高分子ケイ素化合物は、重量平均分子量が１０００以上５００００以下で
あることを特徴とする（１）から（３）いずれか記載の膜形成組成物。
【００２５】
　（４）の膜形成組成物は、高分子ケイ素化合物の重量平均分子量が１０００以上５００
００以下の範囲のものである。１０００以上にすることにより膜形成能を向上させること
ができ、一方で５００００以下にすることにより平坦性を向上させることができる。さら
に、１０００以上５００００以下の範囲であれば、本発明に必要となる光硬化反応を適度
に備えさせることができる。重量平均分子量は、１０００以上１００００以下がより好ま
しく、１２００以上５０００以下が更に好ましい。
【００２６】
　（５）　前記高分子ケイ素化合物は、下記化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランか
ら選択される少なくとも１種を出発原料として含む化合物の縮重合物であることを特徴と
する（１）から（４）いずれか記載の膜形成組成物。
【化１】

（式中、
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　Ｒ１は、水素、炭素数１から２０のアルキル基またはアリール基であり、そのうちの少
なくとも１つは、電磁波に感応して開裂する官能基を有しており、
　Ｒ２は、炭素数１から５のアルキル基であり、
　ｎは、１～３の整数を示す。）
【００２７】
　（５）の膜形成組成物は、アルコキシシランの少なくとも１種を出発原料とした縮重合
物を、光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物として含有するものである。
アルコキシシランを出発原料とした縮重合物は、主鎖にシロキサン結合（Ｓi－Ｏ結合）
を有するシロキサン系高分子化合物となる。このシロキサン結合を有する縮重合物は、基
板との密着性が良好であることから、モールドリリース時のレジストパターンの剥離を防
止することができる。更に、シロキサン結合を有する縮重合物は、酸素ガス以外のガスに
対するエッチング耐性にも優れることから、エッチングガスの選択幅が広がり、特定のガ
スの種類によらず基板へのパターンの形成が可能となる。
【００２８】
　（６）　前記電磁波に感応して開裂する官能基は、エポキシ基、アクリル基、メタクリ
ル基、およびオキセタニル基からなる群より選ばれる１種以上である（２）から（５）記
載の膜形成組成物。
【００２９】
　（７）　前記電磁波は、紫外線または紫外線より短波長の光線もしくは粒子線である（
２）から（６）いずれか記載の膜形成組成物。
【００３０】
　（８）　前記電磁波に感応する炭化水素系樹脂をさらに含む（２）から（７）いずれか
記載の膜形成組成物。
【００３１】
　ここで、「電磁波に感応する炭化水素系樹脂」とは、電磁波の照射を受けて、炭化水素
系樹脂自身が重合し、または、前記高分子ケイ素化合物と共重合し、これにより硬化する
反応を生じる機能を有する樹脂である。（８）の膜形成組成物によれば、電磁波に感応し
て硬化する炭化水素系樹脂を含むことから、電磁波への感応がより敏感になり、より容易
に硬化させることができる。また、有機系樹脂を配合することにより、得られるレジスト
の選択比を調整することが可能となる。
【００３２】
　（９）　光重合開始剤をさらに含む（１）から（８）いずれか記載の膜形成組成物。
【００３３】
　光重合開始剤は、「電磁波に感応して開裂する官能基」を開裂させて、重合を促進させ
る機能を有するものである。したがって、（９）の膜形成組成物によれば、光重合開始剤
を含むことにより、電磁波への感応がより敏感になり、より容易に硬化させることができ
る。
【００３４】
　（１０）　酸発生剤および／またはアルカリ発生剤をさらに含む（１）から（９）いず
れか記載の膜形成組成物。
【００３５】
　酸発生剤および／またはアルカリ発生剤は、「電磁波に感応して開裂する官能基」を開
裂させて、重合を促進させる機能を有するものである。したがって、（１０）の膜形成組
成物によれば、酸発生剤および／またはアルカリ発生剤を含むことにより、電磁波への感
応がより敏感になり、より容易に硬化させることができる。
【００３６】
　また、酸発生剤および／またはアルカリ発生剤は、アルコキシシランのアルコキシ基に
おける加水分解を促進するための、触媒としての機能を有する。アルコキシシランは、ゾ
ルゲル反応によりシロキサン結合（Ｓｉ－Ｏ結合）のネットワークを形成する。このため
、膜形成組成物にアルコキシシランが含まれる場合には、酸発生剤および／またはアルカ
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リ発生剤の存在により、アルコキシシランの加水分解が促進され、このため、引き続き起
こる縮重合反応が進行しやすくなる。その結果、膜の硬化反応をより容易におこなうこと
が可能となる。
【００３７】
　（１１）　界面活性剤をさらに含む（１）から（１０）いずれか記載の膜形成組成物。
【００３８】
　（１１）の膜形成組成物によれば、界面活性剤を含有することから、基板への塗布性を
向上させることができる。界面活性剤が存在することにより、例えば、膜形成組成物が高
粘度である場合であっても、基板上への膜形成組成物の展開性を向上させることができる
。
【００３９】
　（１２）　ナノインプリントリソグラフィにおいて用いられる感光性レジストであって
、（１）から（１１）いずれか記載の膜形成組成物を硬化させることにより得られる感光
性レジスト。
【００４０】
　（１２）の感光性レジストによれば、電磁波によって硬化していることから、レジスト
パターンの形状保持時間を気にする必要がない。また、高分子ケイ素化合物の硬化物は、
基板との密着性が良好であるため、モールドリリース時に転写パターンが剥離されること
を回避でき、したがって、パターンの不良率が低下したレジストを得ることができる。更
に、高分子ケイ素化合物の硬化物によるレジストは、酸素のみならず、種々のエッチング
ガスに対する耐性が高いことから、エッチングガスの種類を選ぶことなく基板のエッチン
グが可能となる。
【００４１】
　（１３）　ナノインプリントリソグラフィによるパターン形成方法であって、基板に、
（１）から（１１）いずれか記載の膜形成組成物を、積層する積層工程と、前記膜形成組
成物が積層された基板に、凹凸構造のパターンが形成されたモールドを、前記膜形成組成
物層に対向して押し付け、前記膜形成組成物層を前記モールドの前記凹凸構造のパターン
に変形させる変形工程と、前記モールドと前記膜形成組成物層が当接した状態で、前記膜
形成組成物層に電磁波を照射してレジストを形成するとともに、前記モールドの前記凹凸
構造のパターンを前記レジストに転写する転写工程と、を含むパターン形成方法。
【００４２】
　（１４）　前記転写工程は、減圧下または真空下にて行われる（１３）記載のパターン
形成方法。
【００４３】
　（１４）のパターン形成方法によれば、転写工程が減圧下または真空下にて行われるた
め、モールドと基板の接触時に、大気中の泡が取り込まれることを防止できる。このため
、気泡混入によるレジストパターンの不良および劣化を回避することが可能となる。
【００４４】
　（１５）　前記凹凸構造のパターンが転写されたレジストを焼成する焼成工程をさらに
含む（１３）または（１４）記載のパターン形成方法。
【００４５】
　（１５）のパターン形成方法によれば、転写されたレジストを焼成する工程を有するこ
とにより、膜形成組成物から形成されるレジストの硬化を補助することができる。
【００４６】
　（１６）　前記転写工程の後に、前記モールドを前記レジストからリリースするリリー
ス工程と、プラズマおよび／または反応性イオンの照射により、前記レジストの少なくと
も一部を除去するエッチング工程と、を含む（１３）から（１５）いずれか記載のパター
ン形成方法。
【００４７】
　（１６）のパターン形成方法によれば、モールドをリリースした後の基板上のレジスト
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に対し、プラズマおよび／または反応性イオンを照射して、レジストの少なくとも一部を
エッチングにより除去するものである。
【００４８】
　ここで、「レジストの少なくとも一部」とは、レジストの凹部（すなわちモールドの凸
部が接触して形成された部分）の薄膜を、プラズマおよび／または反応性イオンによるド
ライエッチングにより除去して、基板の表面を露出させることを意味する。
【００４９】
　（１７）　前記エッチング工程は、前記レジストの少なくとも一部と同時にまたは逐次
、前記基板のエッチングを行うものである（１６）記載のパターン形成方法。
【００５０】
　（１８）　（１３）から（１７）いずれか記載のパターン形成方法により得られるナノ
構造体。
【００５１】
　（１８）のナノ構造体は、使用されるモールドの精度に依って、数ナノメートル以下の
微細構造を有する構造体とすることができる。このため、（１８）のナノ構造体は、超微
細構造が必要とされる分野において、好ましく使用することができる。
【００５２】
　（１９）　前記ナノ構造体は、半導体デバイス、配線基板、光学素子、および分析デバ
イスのいずれかである（１８）記載のナノ構造体。
【００５３】
　（２０）　（１）から（１１）いずれか記載の膜形成組成物が積層された基板に、凹凸
構造のパターンが形成されたモールドを、前記膜形成組成物層に対向して、所望の形状に
なるように押し付け、加圧させる加圧ステップと、前記モールドと前記膜形成組成物層を
当接させた状態で、前記膜形成組成物層に電磁波を照射して、レジストを形成させるとと
もに前記モールドの前記凹凸構造のパターンを前記レジストに転写させる転写ステップと
、前記モールドを前記レジストからリリースさせるリリースステップと、を含むナノイン
プリントリソグラフィによるパターン形成のためのプログラムであって、前記加圧ステッ
プにおける荷重を制御し、前記転写ステップにおける荷重、温度、および時間を制御する
ことにより、ナノインプリントリソグラフィによるパターン形成をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【００５４】
　（２０）のプログラムによれば、加圧ステップによる荷重とともに、転写ステップにお
ける荷重、温度、および時間を制御することが可能となる。このため、（２０）のプログ
ラムを実行することにより、基板、使用する膜形成組成物、および対象となる微細パター
ン等の条件により、予め加圧ステップと転写ステップを制御し、所望のパターン形成を自
動化することが可能となる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明で用いられるナノインプリント用の膜形成組成物によれば、光ナノインプリント
リソグラフィと室温ナノインプリントリソグラフィの両者の利点を発揮しつつ、両者の問
題点を解消したナノインプリントリソグラフィを実現することができる。すなわち、本発
明で用いられる膜形成組成物によれば、酸素ガスに対するエッチング耐性に優れるととも
に転写パターンの剥離を防止し、基板上における保持時間についての問題を解消し、転写
性にも優れたレジストを得ることができる。更に、本発明で用いられる膜形成組成物から
形成されるレジストは、酸素以外のガスに対するエッチング耐性にも優れることから、エ
ッチングガスの選択幅が広がり、特定のガスの種類によらず基板へのパターンの形成が可
能となる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
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　以下、本発明の一実施形態としてのナノインプリントリソグラフィによるパターン形成
方法について、図面を参照しながら説明する。ここでは、本発明の組成物から形成される
構造体をレジストとして用いる例を挙げるが、これに限らず、形成された構造体をそのま
ま、あるいはエッチング等により形状を整えることによりその他の用途に使用することが
できる。
【００５７】
＜ナノインプリントリソグラフィによるパターン形成方法＞
　図１は、本発明の実施形態であるナノインプリントリソグラフィの工程図である。本実
施形態においては、積層工程（図１（ａ））、変形工程（図１（ｂ））、転写工程（図１
（ｃ））、リリース工程（図１（ｄ））、エッチング工程（図１（ｅ））、レジスト除去
工程（図１（ｆ））が存在する。以下、それぞれの工程を説明する。
【００５８】
［積層工程］
　図１（ａ）は、積層工程を示す図である。積層工程とは、基板１に、本発明の膜形成組
成物２を積層する工程である。
【００５９】
　本実施形態において用いられる本発明の膜形成組成物２は、一般に高粘度の組成物であ
ることが好ましい。また、レジストは、その後実施される基板のエッチング工程において
、マスクとして機能するものであるため、厚みを均一として基板からの距離を均一にして
おくことが好ましい。このため、膜形成組成物２を基板１上に積層する際には、通常、ス
ピンコートが実施される。スピンナーによるスピンコートによれば、高粘度の膜形成組成
物であっても、均一に積層することが可能となる。
【００６０】
［変形工程］
　図１（ｂ）は、変形工程を示す図である。変形工程とは、積層工程により膜形成組成物
２が積層された基板１に、凹凸構造のパターンが形成されたモールド３を、膜形成組成物
層２に対向して押し付け、膜形成組成物層２をモールド３の凹凸構造のパターンに変形さ
せる工程である。
【００６１】
　本実施形態の変形工程においては、ナノインプリントリソグラフィで通常実施されてい
るのと同様に、モールド３を、基板１の膜形成組成物層２に押し付ける。モールド３には
、凹凸構造のパターンが形成されているため、膜形成組成物層２は、モールド３の形状に
変形される。
【００６２】
　変形工程においては、後に実施するエッチング工程の精度を向上させるために、モール
ド３の凹部（すなわちレジストの凸部）の角部にまで膜形成組成物２が充填されることが
好ましい。また、後に実施するエッチング工程において、レジストの凹部（すなわちモー
ルド３の凸部が接触する部分）のレジスト膜厚は、薄くなることが好ましい。したがって
、変形工程においては、モールド３の押し付け荷重を制御することが好ましい。
【００６３】
［転写工程］
　図１（ｃ）は、転写工程を示す図である。転写工程とは、モールド３と膜形成組成物層
２が当接した状態で、膜形成組成物層２に電磁波（矢印で図示）を照射してレジストを形
成するとともに、モールド３の凹凸構造のパターンをレジストに転写する工程である。
【００６４】
　転写工程においては、本発明の膜形成組成物２が有する光硬化反応を生じる機能を使用
することにより、モールド３の凹凸構造のパターンを、膜形成組成物２から形成されるレ
ジストに転写する。光硬化反応は、電磁波を照射することにより生じさせることができる
。
【００６５】
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　また、転写工程は、減圧下または真空下にて行われることが好ましい。減圧下または真
空下にて行うことにより、モールド３と基板１（膜形成組成物層２）との接触時に、大気
中の泡が取り込まれることを防止することができ、気泡混入によるレジストパターンの不
良および劣化を回避することが可能となる。
【００６６】
　転写工程においては、得られるレジストの精度に影響することから、荷重、温度、時間
を制御することが好ましい。具体的には、モールドの押し付け荷重、基板の温度、電磁波
照射の時間等を制御する。
【００６７】
［焼成工程］
　焼成工程とは、転写工程によりモールドのパターンが転写されたレジストを、加熱によ
り焼成する工程である。本発明においては、電磁波の照射により膜形成組成物２を硬化さ
せるものであるが、焼成工程をさらに含むことにより、膜形成組成物２の硬化を補助する
ことができる。
【００６８】
　例えば、膜形成組成物２がアルコキシシランの縮合物を含む場合には、焼成工程の存在
によりガラス状となる。尚、本発明における焼成工程は、電磁波の照射による転写工程の
補助的工程であることから、短時間の加熱であればよい。
【００６９】
［リリース工程］
　図１（ｄ）は、リリース工程を示す図である。リリース工程とは、転写工程の後に、モ
ールド３をレジスト（膜２）から剥離する工程である。リリース工程により、レジストパ
ターンが形成された基板１を得ることができる。
【００７０】
［エッチング工程］
　図１（ｅ）は、エッチング工程を示す図である。エッチング工程とは、リリース工程に
よってモールド３が剥離された基板１に対し、プラズマおよび／または反応性イオン（矢
印で図示）を照射して、レジスト（膜形成組成物２の硬化物）の少なくとも一部をエッチ
ングにより除去する工程である。
【００７１】
　エッチング工程においては、少なくとも、レジストの凹部（すなわちモールド３の凸部
が接触して形成された部分）の薄膜４を除去する。薄膜４をエッチング除去することによ
り、基板１の表面が露出する。さらに、同時に、または逐次、基板１のエッチング工程を
実施してもよい。
【００７２】
　エッチング工程において使用されるプラズマおよび／または反応性イオンのガスは、ド
ライエッチング分野で通常用いられているガスであれば、特に限定されるものではない。
基板とレジストの選択比により、好適なガスを適宜選択することが可能である。
【００７３】
　特に、本発明においてレジストとなる高分子ケイ素化合物を含む組成物の硬化物は、各
種ガスに対するエッチング耐性が高い。このため、ガスの選択幅が広がり、使用する基板
の種類によって、エッチングガスを選択することが可能となる。例えば、Ｓｉ－Ｃ系基板
の場合には、酸素ガスによるエッチング、また、Ｓｉ－Ｏ系基板の場合には、フッ素ガス
によるエッチングを採用することができる。
【００７４】
［レジスト除去工程］
　図１（ｆ）は、レジスト除去工程を示す図である。レジスト除去工程とは、基板１のエ
ッチングが完了した後に、基板上に存在するレジスト（膜形成組成物２の硬化物）を除去
する工程である。
【００７５】
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　レジスト除去工程は、特に限定されるものではなく、基板１から不要となったレジスト
（膜形成組成物２の硬化物）を除去する処理を行うものであればよい。例えば、レジスト
（膜形成組成物２の硬化物）を溶解できる溶液を用いて、基板を洗浄する処理等を挙げる
ことができる。
【００７６】
＜膜形成組成物＞
　以下に、本発明のナノインプリント用の膜形成組成物について説明する。本発明の膜形
成組成物は、光硬化反応を生じる機能を備える組成物であり、光硬化反応を生じる機能を
有する高分子ケイ素化合物を含むものである。
【００７７】
［光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物］
　本発明の膜形成組成物において、光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物
は、電磁波に感応して開裂する官能基を有し、電磁波照射よって硬化反応を生じる高分子
ケイ素化合物であることが好ましい。ここでいう電磁波としては、特に紫外線（ＵＶ光）
が取り扱い易さの面で好ましい。
【００７８】
　電磁波に感応して開裂する官能基としては、特に限定されるものではないが、例えば、
エポキシ基、アクリル基、メタクリル基、オキセタニル基等を挙げることができる。これ
らの官能基は、１種のみであってもよいし、複数種が混在していてもよい。上記官能基は
、エステル結合、エーテル結合、アミド結合で中断されてもよい、炭素数１～２０のアル
キル基またはアリール基で高分子ケイ素化合物に結合されている。特に、高分子ケイ素化
合物におけるＳｉ原子に結合していることが好ましい。
【００７９】
　高分子ケイ素化合物１分子における電磁波に感応して開裂する官能基の含有個数は、１
個以上３個以下が好ましく、さらに好ましくは１個以上２個以下である。電磁波に感応し
て開裂する官能基の含有個数が１個未満の場合には、本発明の膜形成組成物に光硬化反応
を付与することができず、一方で、３個より多く含まれると、シロキサン結合が減少する
ため好ましくない場合がある。
【００８０】
　高分子ケイ素化合物としては、特に限定されるものではないが、本発明においては、例
えば、主鎖にＳｉ－Ｏ結合を有するシロキサン系高分子化合物、主鎖にＳｉ－Ｃ結合を有
するシリコンカーバイド系高分子化合物、主鎖にＳｉ－Ｓｉ結合を有するポリシラン系高
分子化合物、および主鎖にＳｉ－Ｎ結合を有するシラザン系高分子化合物よりなる群から
選ばれる１種以上である。また、これらの任意の混合物を用いることもできる。用いられ
る基板との選択比が大きくなるよう、適宜、化合物を選択することが可能である。
【００８１】
　本発明において用いられる光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物の重量
平均分子量は、１０００以上５００００以下の範囲が好ましい。１０００以上にすること
により膜形成能を向上させることができ、一方で５００００以下にすることにより平坦性
を向上させることができる。さらに、１０００以上５００００以下の範囲であれば、本発
明に必要となる光硬化反応を適度に備えさせることができるとともに、十分な膜の強度を
持たせることができる。重量平均分子量は、１０００以上１００００以下がより好ましく
、１２００以上５０００以下が更に好ましい。
【００８２】
　（シロキサン系高分子化合物）
　本発明の膜形成組成物における、光硬化反応を生じる機能を有する高分子ケイ素化合物
としてのシロキサン系高分子化合物は、下記化学式（Ａ）で示されるアルコキシシランの
うちの少なくとも１種を出発原料とする縮重合物であることが好ましい。
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【化２】

（式中、
　Ｒ１は、水素、炭素数１から２０のアルキル基またはアリール基であり、そのうちの少
なくとも１つは、電磁波に感応して開裂する官能基を有しており、
　Ｒ２は、炭素数１から５のアルキル基であり、
　ｎは、１～３の整数を示す。）
【００８３】
　上記Ｒ１における上記電磁波に感応して開裂する官能基としては、上記の通り、例えば
、アクリル基、メタクリル基等のエチレン性二重結合を有する官能基、エポキシ基、オキ
セタニル基を有する官能基が挙げられる。このＲ１は、エーテル結合、エステル結合、ア
ミド結合で中断されていてもよい。
【００８４】
　上記（Ａ）で表される化合物の具体例としては、
（ａ１）ｎ＝１の場合、モノアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、モノメタクリロ
キシプロピルトリメトキシシラン、モノグリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、モ
ノビニルトリメトキシシラン、モノアクリロキシプロピルトリエトキシシシラン、モノメ
タクリロキシプロピルトリエトキシシシラン、モノグリシジロキシプロピルトリエトキシ
シシラン、モノビニルトリエトキシシラン、モノアクリロキシプロピルトリプロポキシシ
ラン、モノメタクリロキシプロピルトリプロポキシシラン、モノグリシジロキシプロピル
トリプロポキシシラン、モノビニルトリプロポキシシラン、モノアクリロキシプロピルト
リブトキシシラン、モノメタクリロキシプロピルトリブトキシシラン、モノグリシジロキ
シプロピルトリブトキシシラン、モノビニルトリブトキシシラン等を挙げることができ、
（ａ２）ｎ＝２の場合、ジアクリロキシプロピルジメトキシシラン、ジメタクリロキシプ
ロピルジメトキシシラン、ジグリシジロキシプロピルジメトキシシラン、ジビニルジメト
キシシラン、ジアクリロキシプロピルジプロポキシシラン、ジメタクリロキシプロピルジ
プロポキシシラン、ジグリシジロキシプロピルジプロポキシシラン、ジビニルジプロポキ
シシラン、ジアクリロキシプロピルジブトキシシラン、ジメタクリロキシプロピルジブト
キシシラン、ジグリシジロキシプロピルジブトキシシラン、ジビニルジブトキシシラン等
を挙げることができ、
（ａ３）ｎ＝３の場合、トリアクリロキシプロピルモノメトキシシラン、トリメタクリロ
キシプロピルモノメトキシシラン、トリグリシジロキシプロピルモノメトキシシラン、ト
リビニルモノメトキシシラン、ジアクリロキシプロピルジエトキシシラン、ジメタクリロ
キシプロピルジエトキシシラン、ジグリシジロキシプロピルジエトキシシラン、ジビニル
ジエトキシシラン、トリアクリロキシプロピルモノエトキシシラン、トリメタクリロキシ
プロピルトリモノエトキシシラン、トリグリシジロキシプロピルモノエトキシシラン、ト
リビニルモノエトキシシラン、トリアクリロキシプロピルモノプロポキシシラン、トリメ
タクリロキシプロピルモノプロポキシシラン、トリグリシジロキシプロピルモノプロポキ
シシラン、トリビニルモノプロポキシシラン、トリアクリロキシプロピルモノブトキシシ
ラン、トリメタクリロキシプロピルモノブトキシシラン、トリグリシジロキシプロピルモ
ノブトキシシラン、トリビニルモノブトキシシラン等を挙げることができる。
【００８５】
　また、上記（Ａ）の化合物と、上記（Ａ）以外のアルコキシシランとの混合物の加水分
解縮合物も、好ましいシロキサン系高分子化合物として挙げられる。
【００８６】
　上記（Ａ）以外のアルコキシシランとしては、下記化学式（Ｂ）で示されるアルコキシ
シランが挙げられる。
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【化３】

（式中、
　Ｒ３は、水素、炭素数１から２０のアルキル基またはアリール基であり、
　Ｒ４は、炭素数１から５のアルキル基であり、
　ｍは、０～３の整数を示す。）
【００８７】
　上記一般式（Ｂ）で表される化合物の具体例としては、
（ｂ１）ｍ＝０の場合、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキ
シシラン、テトラブトキシシラン等を挙げることができ、
（ｂ２）ｍ＝１の場合、モノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシシラン
、モノメチルトリプロポキシシラン、モノエチルトリメトキシシラン、モノエチルトリエ
トキシシラン、モノエチルトリプロポキシシラン、モノプロピルトリメトキシシラン、モ
ノプロピルトリエトキシシランなどのモノアルキルトリアルコキシシラン
、モノフェニルトリメトキシシラン、モノフェニルトリエトキシシランなどのモノフェニ
ルトリアルコキシシラン等を挙げることができ、
（ｂ３）ｍ＝２の場合、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチ
ルジプロポキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチ
ルジプロポキシシラン、ジプロピルジジメトキシシラン、ジプロピルジエトキシシラン、
ジプロピルジプロポキシシランなどのジアルキルジアルコキシシラン
、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどのジフェニルジアルコ
キシシラン等を挙げることができ、
（ｂ４）ｍ＝３の場合、トリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、トリメ
チルプロポキシシラン、トリエチルメトキシシラン、トリエチルエトキシシラン、トリエ
チルプロポキシシラン、トリプロピルメトキシシラン、トリプロピルエトキシシランなど
のトリアルキルアルコキシシラン、トリフェニルメトキシシラン、トリフェニルエトキシ
シランなどのトリフェニルアルコキシシラン等を挙げることができる。
【００８８】
　上記一般式（Ａ）および／または（Ｂ）で示されるアルコキシシランは、加水分解によ
りアルコキシ基が水酸基となり、アルコールが生成する。その後、アルコールの２分子が
縮合することにより、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉのネットワークが形成され、主鎖にシロキサン結合
（Ｓi－Ｏ結合）を有するシロキサン系高分子化合物となる。
【００８９】
　化学式（Ａ）および／または（Ｂ）で示されるアルコキシシランの縮重合は、重合モノ
マーとなるアルコキシシランを、有機溶媒中、酸触媒の存在下で反応させることにより得
られる。重合モノマーとなる化学式（Ａ）および／または（Ｂ）で示されるアルコキシシ
ランは、１種のみの使用でも、また複数種を組み合わせて縮重合してもよい。
【００９０】
　縮重合の前提となるアルコキシシランの加水分解の度合いは、添加する水の量により調
整することができるが、一般的には、前記化学式（Ａ）および／または（Ｂ）で示される
アルコキシシランの合計モル数に対して、１．０～１０．０倍モル、好ましくは１．５～
８．０倍モルの割合で添加する。水の添加量が１．０倍モル以上にすることにより加水分
解度を高めることができ、被膜形成を容易にすることができる。一方で、１０．０倍モル
以下にすることによりゲル化を抑制し、保存安定性を向上させることができる。
【００９１】
　また、化学式（Ａ）および／または（Ｂ）で示されるアルコキシシランの縮重合におい
て用いられる酸触媒としては、特に限定されるものではなく、従来慣用的に使用されてい
る有機酸、無機酸いずれも使用することができる。有機酸としては、酢酸、プロピオン酸
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、酪酸等の有機カルボン酸を挙げることができ、無機酸としては、塩酸、硝酸、硫酸、燐
酸等が挙げられる。酸触媒は、アルコキシシランと水との混合物に直接添加するか、また
は、アルコキシシランに添加すべき水とともに酸性水溶液として添加してもよい。
【００９２】
　加水分解反応は、通常５～１００時間程度で完了する。また、室温から８０℃を超えな
い加熱温度において、化学式（Ａ）および／または（Ｂ）で示される１種以上のアルコキ
シシランを含む有機溶剤に酸触媒水溶液を滴下して反応させることにより、短い反応時間
で反応を完了させることも可能である。加水分解されたアルコキシシランは、その後、縮
合反応を起こし、その結果、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉのネットワークを形成する。
【００９３】
　上記化学式（Ａ）のアルコキシシランと化学式（Ｂ）のアルコキシシランとを混合する
場合には、光硬化性を有する範囲で化学式（Ｂ）のアルコキシシランを混合すればよいが
、化学式（Ａ）のアルコキシシランが１０モル％以上であることが好ましい。
【００９４】
｛電磁波｝
　本発明に使用される電磁波は、上記の電磁波に感応して開裂する官能基に作用して、膜
形成組成物を硬化させるものであれば、特に限定されるものではない。例えば、紫外線や
遠紫外線等の可視光よりも短波長の光線、Ｘ線やγ線等の放射線、電子線等の粒子線を挙
げることができる。これらの中では、紫外線を好ましく使用することができる。
【００９５】
［その他成分］
｛電磁波に感応する炭化水素系化合物｝
　本発明の膜形成組成物には、任意成分として、電磁波に感応する炭化水素系化合物を配
合することが好ましい。電磁波に感応して硬化する炭化水素系化合物とは、電磁波の照射
を受けて、炭化水素系化合物自身が重合し、または、前記高分子ケイ素化合物と共重合し
、これにより硬化する反応を生じる機能を有する化合物である。本発明においては、この
ような機能を有する炭化水素系化合物であれば、特に限定されるものではなく、公知の化
合物を使用することが可能である。炭化水素系化合物における電磁波に感応する機能は、
例えば、上記の電磁波に感応して開裂する官能基を炭化水素系化合物に導入することによ
り得ることができる。
【００９６】
　この炭化水素系化合物としては、例えば、エチレン性不飽和二重結合、エポキシ基、オ
キセタニル基を有する化合物が挙げられる。このエチレン性不飽和二重結合を有する化合
物は、付加重合硬化するようなエチレン性不飽和二重結合を少なくとも１つ有する化合物
であって、前記のエチレン性不飽和二重結合を有する単量体又は側鎖若しくは主鎖にエチ
レン性不飽和二重結合を有する重合体である。また、前記単量体はいわゆる高分子物質に
相対する差違化した概念であって、狭義の「単量体」にとどまらず、二量体、三量体、オ
リゴマーを含有する。
【００９７】
　前記単量体としては、例えば、不飽和カルボン酸、脂肪族（ポリ）ヒドロキシ化合物と
不飽和カルボン酸とのエステル、芳香族（ポリ）ヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸と
のエステル、不飽和カルボン酸と多価カルボン酸および前述の脂肪族（ポリ）ヒドロキシ
化合物、芳香族（ポリ）ヒドロキシ化合物等の多価ヒドロキシ化合物とのエステル化反応
により得られるエステル、不飽和カルボン酸アミド、不飽和カルボン酸ニトリル等が挙げ
られる。
【００９８】
　具体的にはメチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチル
メタクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート、２－ヒドロキシ
エチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、エチレングリコールモノメ
チルエーテルアクリレート、エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート、エ
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チレングリコールモノエチルエーテルアクリレート、エチレングリコールモノエチルエー
テルメタクリレート、グリセロールアクリレート、グリセロールメタクリレート、アクリ
ル酸アミド、メタクリル酸アミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、２－エチル
ヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ベ
ンジルメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジア
クリレート、エチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレ
ート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレ
ート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ブチレングリコールジメタクリレー
ト、プロピレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジメタクリレート、ト
リメチロールエタントリアクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、トリ
メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、テ
トラメチロールプロパンテトラアクリレート、テトラメチロールプロパンテトラメタクリ
レート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレ
ート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリ
レート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタメ
タクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールヘ
キサメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオ
ールジメタクリレート、カルドエポキシジアクリレート、カルドエポキシジメタクリレー
ト、これら例示化合物のアクリレート、メタクリレートを、フマレート、マレエート、ク
ロトネート、イタコネートに代えたものや、アクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、マレ
イン酸、クロトン酸、イタコン酸、ヒドロキノンモノアクリレート、ヒドロキノンモノメ
タクリレート、ヒドロキノンジアクリレート、ヒドロキノンジメタクリレート、レゾルシ
ンジアクリレート、レゾルシンジメタクリレート、ピロガロールジアクリレート、ピロガ
ロールトリアクリレート、アクリル酸とフタル酸およびジエチレングリコールとの縮合物
、アクリル酸とマレイン酸およびジエチレングリコールとの縮合物、メタクリル酸とテレ
フタル酸およびペンタエリスリトールとの縮合物、アクリル酸とアジピン酸およびブタン
ジオールとグリセリンとの縮合物、エチレンビスアクリルアミド、エチレンビスメタクリ
ルアミド、フタル酸ジアリルのアリルエステル、ジビニルフタレートなどが挙げられる。
【００９９】
　また、側鎖もしくは主鎖にエチレン性不飽和二重結合を有する重合体としては、例えば
、不飽和二価カルボン酸とジヒドロキシ化合物との重縮合反応により得られるポリエステ
ル、不飽和二価カルボン酸とジアミンとの重縮合反応により得られるポリアミド、イタコ
ン酸、プロピリデンコハク酸、エチリデンマロン酸とジヒドロキシ化合物との重縮合反応
により得られるポリエステル、イタコン酸、プロピリデンコハク酸、エチリデンマロン酸
とジアミンとの重縮合反応により得られるポリアミド、フェノールノボラック型エポキシ
アクリレート、フェノールノボラック型エポキシメタクリレート、クレゾールノボラック
型エポキシアクリレート、クレゾールノボラック型エポキシメタクリレート、ビスフェノ
ールＡ型エポキシアクリレート、ビスフェノールＳ型エポキシアクリレート、ウレタンア
クリレートオリゴマー、ウレタンメタクリレートオリゴマーなどが挙げられる。前記エポ
キシ（メタ）アクリレート樹脂にさらに多塩基酸無水物を反応させたものであってもよい
。また、側鎖にヒドロキシ基やハロゲン化アルキル基のごとき反応活性を有する官能基を
有する重合体、例えばポリビニルアルコール、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタクリレー
ト）、ポリエピクロルヒドリンなどとアクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、マレイン酸
、クロトン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸との高分子反応により得られる重合体な
ども使用できる。中でも、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単量体を特
に好ましく用いることができる。
【０１００】
　これらの炭化水素系化合物は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて
用いてもよい。
【０１０１】
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　この炭化水素系化合物の量は、特に限定されるものではないが、上記高分子ケイ素化合
物１００重量部に対して、１～５０重量部含まれることが好ましく、１０～３０重量部含
まれることがより好ましい。上記の下限値以上にすることにより、光硬化性を向上させる
ことができる。また、上記の上限値以下にすることにより、フッ素ガスへの耐性の低下を
抑制することができる。
【０１０２】
｛光重合開始剤｝
　光重合開始剤としては、特に限定されるものではなく、膜形成組成物に含まれる樹脂の
種類、または官能基の種類によって、適宜選択することができる。光カチオン開始剤、光
ラジカル開始剤、光アニオン開始剤等、膜形成組成物の状況に併せて、必要な光重合開始
剤を選択すればよい。
【０１０３】
　上記光重合開始剤としては、例えば、２，２－ビス（２－クロロフェニル）－４，５，
４’、５’－テトラフェニル－１，２’－ビイミダゾール（以下、Ｂ－ＣＩＭ（保土ヶ谷
化学社製））、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２，２－ジメトキシ－１
，２－ジフェニルエタン－１－オン、２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕
－２－モルフォリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４
－モルフォリノフェニル）－ブタン－１－オン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェ
ニルプロパン－１－オン、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキ
シド、１－〔４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル〕－２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－プロパン－１－オン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジメチルチオキ
サントン、３，３－ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン、ベンゾフェノン、２－クロ
ロベンゾフェノン、４，４’－ビスジメチルアミノベンゾフェノン（以下、ミヒラーズケ
トン）、４，４’－ビスジエチルアミノベンゾフェノン（以下、ＥＡＢ－Ｆ（保土ヶ谷化
学社製））、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン
－１－オン、１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１
－オン、４－ベンゾイル－４’－メチルジメチルスルフィド、４－ジメチルアミノ安息香
酸、４－ジメチルアミノ安息香酸メチル、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－ジメ
チルアミノ安息香酸ブチル、４－ジメチルアミノ安息香酸－２－エチルヘキシルエステル
、４－ジメチルアミノ安息香酸－２－イソアミルエステル、アセトフェノン、２，２－ジ
エトキシアセトフェノン、ｐ－ジメチルアセトフェノン、ｐ－ジメチルアミノプロピオフ
ェノン、トリクロロアセトフェノン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルアセトフェノン、ベンジルジ
メチルケタール、ベンジル－β－メトキシエチルアセタール、１－フェニル－１，２－プ
ロパンジオン－２－（ｏ－エトキシカルボニル）オキシム、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチ
ル、ビス（４－ジメチルアミノフェニル）ケトン、４，４’－ビスジエチルアミノベンゾ
フェノン、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテ
ル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイン－ｎ－ブチルエーテル、ベンゾインイ
ソブチルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、ｐ－ジメチルアミノアセトフェノン、チ
オキサントン、２－メチルチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、ジベンゾ
スベロン、α，α－ジクロロ－４－フェノキシアセトフェノン、ペンチル－４－ジメチル
アミノベンゾエート、２，４－ビス（トリクロロメチル）－６－（３－ブロモ－４－メト
キシ）フェニル－ｓ－トリアジン、２，４－ビス（トリクロロメチル）－６－（ｐ－メト
キシ）スチリル－ｓ－トリアジン等のトリアジン化合物などを挙げることができる。
【０１０４】
　また、上記の他に、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジエチルチ
オキサンテン、２－メチルチオキサンテン、２－イソプロピルチオキサンテン等のイオウ
化合物や、２－エチルアントラキノン、オクタメチルアントラキノン、１，２－ベンズア
ントラキノン、２，３－ジフェニルアントラキノン等のアントラキノン類や、アゾビスイ
ソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキシド、クメンパーオキシド等の有機過酸化物や、
２－メルカプトベンゾイミダール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカプト
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ベンゾチアゾール等のチオール化合物等を用いることもできる。
【０１０５】
　これらの光重合開始剤は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用い
てもよい。　この光重合開始剤の量は、特に限定されるものではないが、上記高分子ケイ
素化合物１００重量部に対して、０．１～３０重量部含まれることが好ましく、１～１５
重量部含まれることがより好ましい。上記の下限値以上にすることにより、光硬化性を向
上させることができる。また、上記の上限値以下にすることにより、形成されたパターン
表面における平滑性が良好になる傾向があり、好ましい。
【０１０６】
｛酸発生剤および／またはアルカリ発生剤｝
　本発明の膜形成組成物は、酸発生剤および／またはアルカリ発生剤を配合することが好
ましい。本発明において好ましく用いられる酸発生剤および／またはアルカリ発生剤は、
特に限定されるものではなく、膜形成組成物の組成等によって、公知の化合物から適宜選
択することが可能である。特に、本発明においては、電磁波に感応して酸および／または
アルカリを発生する化合物（光酸発生剤および／または光アルカリ発生剤）を配合するこ
とが好ましい。
【０１０７】
　この光酸発生剤としては、例えば、オニウム塩、ジアゾメタン誘導体、グリオキシム誘
導体、ビススルホン誘導体、β－ケトスルホン誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジ
ルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、Ｎ－ヒドロキシイミド化合物のスル
ホン酸エステル誘導体などの公知の酸発生剤を用いることができる。
【０１０８】
　前記オニウム塩としては、具体的には、トリフロオロメタンスルホン酸テトラメチルア
ンモニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸テトラメチルアンモニウム、ノナフルオロブ
タンスルホン酸テトラｎ－ブチルアンモニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸テトラフ
ェニルアンモニウム、ｐ－トルエンスルホン酸テトラメチルアンモニウム、トリフルオロ
メタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒ
ｔ－ブトキシフェニル）フェニルヨードニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ジフェニルヨー
ドニウム、ｐ－トルエンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルヨード
ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタン
スルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）ジフェニルスルホニウム、トリフルオロ
メタンスルホン酸ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウム、トリ
フルオロメタンスルホン酸トリス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、ｐ
－トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒ
ｔ－ブトキシフェニル）ジフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ビス（ｐ－ｔ
ｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸トリス（ｐ
－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェ
ニルスルホニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス
ルホン酸トリメチルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、ト
リフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホ
ニウム、ｐ－トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）ス
ルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、ｐ－トルエ
ンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロヘ
キシルフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホ
ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタン
スルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、トリフル
オロメタンスルホン酸（２－ノルボニル）メチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニ
ウム、エチレンビス［メチル（２－オキソシクロペンチル）スルホニウムトリフルオロメ
タンスルホナート］、１，２’－ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウム
トリフレート等が挙げられる。
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【０１０９】
　前記ジアゾメタン誘導体としては、ビス（ベンゼンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（
ｐ－トルエンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（キシレンスルホニル）ジアゾメタン、ビ
ス（シクロヘキシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（シクロペンチルスルホニル）ジア
ゾメタン、ビス（ｎ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソブチルスルホニル）
ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－プロピルス
ルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｔｅｒ
ｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、ビ
ス（イソアミルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－アミルスルホニル）ジアゾメ
タン、ビス（ｔｅｒｔ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスルホニ
ル－１－（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスルホニル
－１－（ｔｅｒｔ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、１－ｔｅｒｔ－アミルスルホニル
－１－（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン等が挙げられる。
【０１１０】
　前記グリオキシム誘導体としては、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジメ
チルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジフェニルグリオキシ
ム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス
－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－２，３－ペンタンジオングリオキシム、ビス－Ｏ－
（ｐ－トルエンスルホニル）－２－メチル－３，４－ペンタンジオングリオキシム、ビス
－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタン
スルホニル）－α－ジフェニルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α
－ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－２，３－ペン
タンジオングリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－２－メチル－３，４－
ペンタンジオングリオキシム、ビス－Ｏ－（メタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキ
シム、ビス－Ｏ－（トリフルオロメタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス
－Ｏ－（１，１，１－トリフルオロエタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビ
ス－Ｏ－（ｔｅｒｔ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（パ
ーフルオロオクタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（シクロヘキ
サンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ベンゼンスルホニル）－α
－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－フルオロベンゼンスルホニル）－α－ジメチ
ルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼンスルホニル）－α－ジメチ
ルグリオキシム、ビス－Ｏ－（キシレンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス
－Ｏ－（カンファースルホニル）－α－ジメチルグリオキシム等が挙げられる。
【０１１１】
　前記ビススルホン誘導体としては、ビスナフチルスルホニルメタン、ビストリフルオロ
メチルスルホニルメタン、ビスメチルスルホニルメタン、ビスエチルスルホニルメタン、
ビスプロピルスルホニルメタン、ビスイソプロピルスルホニルメタン、ビス－ｐ－トルエ
ンスルホニルメタン、ビスベンゼンスルホニルメタン等が挙げられる。
【０１１２】
　前記β－ケトスルホン誘導体としては、２－シクロヘキシルカルボニル－２－（ｐ－ト
ルエンスルホニル）プロパン、２－イソプロピルカルボニル－２－（ｐ－トルエンスルホ
ニル）プロパン等が挙げられる。
【０１１３】
　ジスルホン誘導体としては、ジフェニルジスルホン誘導体、ジシクロヘキシルジスルホ
ン誘導体等のジスルホン誘導体を挙げることができる。
【０１１４】
　前記ニトロベンジルスルホネート誘導体としては、ｐ－トルエンスルホン酸２，６－ジ
ニトロベンジル、ｐ－トルエンスルホン酸２，４－ジニトロベンジル等のニトロベンジル
スルホネート誘導体を挙げることができる。
【０１１５】
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　前記スルホン酸エステル誘導体としては、１，２，３－トリス（メタンスルホニルオキ
シ）ベンゼン、１，２，３－トリス（トリフルオロメタンスルホニルオキシ）ベンゼン、
１，２，３－トリス（ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼン等のスルホン酸エステル
誘導体を挙げることができる。
【０１１６】
　前記Ｎ－ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体としては、Ｎ－ヒドロキ
シスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドトリフルオ
ロメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエタンスルホン酸エステル
、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスク
シンイミド２－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－ペンタ
ンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－オクタンスルホン酸エステル
、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスク
シンイミドｐ－メトキシベンゼンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２
－クロロエタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドベンゼンスルホン酸
エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２，４，６－トリメチルベンゼンスルホン酸エ
ステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－ナフタレンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロ
キシスクシンイミド２－ナフタレンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－２－フェニル
スクシンイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシマレイミドメタンスルホン酸
エステル、Ｎ－ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－２－
フェニルマレイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシグルタルイミドメタンス
ルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシグルタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒ
ドロキシフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドベンゼン
スルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステ
ル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシナフ
タルイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン
酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドメタンス
ルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドト
リフルオロメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジ
カルボキシイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル等が挙げられる。
【０１１７】
　また、光アルカリ発生剤としては、例えば、トリフェニルメタノール、ベンジルカルバ
メートおよびベンゾインカルバメート等の光活性なカルバメート；Ｏ－カルバモイルヒド
ロキシルアミド、Ｏ－カルバモイルオキシム、アロマティックスルホンアミド、アルファ
ーラクタムおよびＮ－（２－アリルエチニル）アミド等のアミドならびにその他のアミド
；オキシムエステル、α－アミノアセトフェノン、コバルト錯体等を挙げることができる
。このうち、２－ニトロベンジルシクロヘキシルカルバメート、トリフェニルメタノール
、ｏ－カルバモイルヒドロキシルアミド、ｏ－カルバモイルオキシム、［［（２，６－ジ
ニトロベンジル）オキシ］カルボニル］シクロヘキシルアミン、ビス［［（２－ニトロベ
ンジル）オキシ］カルボニル］ヘキサン１，６－ジアミン、４－（メチルチオベンゾイル
）－１－メチル－１－モルホリノエタン、（４－モルホリノベンゾイル）－１－ベンジル
－１－ジメチルアミノプロパン、Ｎ－（２－ニトロベンジルオキシカルボニル）ピロリジ
ン、ヘキサアンミンコバルト（ＩＩＩ）トリス（トリフェニルメチルボレート）、２－ベ
ンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン等が好ましい
ものとして挙げられる。
【０１１８】
　これらの光重合開始剤は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用い
てもよい。
【０１１９】
　この酸発生剤および／またはアルカリ発生剤の量は、特に限定されるものではないが、
上記高分子ケイ素化合物１００重量部に対して、０．１～３０重量部含まれることが好ま
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しく、１～１５重量部含まれることがより好ましい。上記の下限値以上にすることにより
、光硬化性を向上させることができる。また、上記の上限値以下にすることにより、形成
されたパターン表面における平滑性が良好になる傾向があり、好ましい。
【０１２０】
｛界面活性剤｝
　本発明の膜形成組成物には、界面活性剤を配合することが好ましい。界面活性剤の存在
により、基板に対する塗布性、展開性を向上させることが可能となる。
【０１２１】
｛溶剤｝
　本発明の膜形成組成物は、塗布性および膜厚均一性を向上させる目的で、溶剤を含むこ
とが好ましい。この溶剤としては、従来より一般的に使用されている有機溶剤が使用でき
る。具体例としては、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチ
ルアルコール、３－メトキシ－３－メチル－１－ブタノール、３－メトキシ－１－ブタノ
ールのような一価アルコール；メチル－３－メトキシプロピオネート、エチル－３－エト
キシプロピオネートのようなアルキルカルボン酸エステル；エチレングリコール、ジエチ
レングリコール、プロピレングリコールのような多価アルコール；エチレングリコールモ
ノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプ
ロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメ
チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレ
ングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル
アセテートのような多価アルコール誘導体；酢酸、プロピオン酸のような脂肪酸；アセト
ン、メチルエチルケトン、２－ヘプタノンのようなケトンなどを挙げることができる。こ
れらの有機溶剤は、単独で用いてもよいし２種以上組み合わせて用いてもよい。
【０１２２】
　この溶剤の量は、特に限定されるものではないが、上記高分子ケイ素化合物、光重合開
始剤、酸発生剤および／またはアルカリ発生剤等の溶剤以外の成分（固形分）の濃度が５
～１００質量％になるようにすることが好ましく、２０～５０質量％になるようにするこ
とがより好ましい。この範囲にすることにより塗布性を向上させることができる。
【０１２３】
｛その他｝
　また、本発明においては、本発明の効果を損なわない範囲で、その他の樹脂、添加剤等
を配合することが可能である。その他の配合成分は、レジストに付与したい機能等によっ
て、適宜選択することが可能である。
【実施例】
【０１２４】
　次に、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるも
のではない。
【０１２５】
　＜実施例１＞
　テトラエトキシシラン１モル、モノアクリロキシプロピルトリメトキシシラン０．５モ
ル、およびモノビニルトリメトキシシラン０．５モルを、イソプロピルアルコール１７０
ｇに溶解した。次いで、純水１９０ｇと、濃硝酸０．０２ｇを加え、室温で６時間撹拌し
た。得られた組成物を、ＳｉＯ２換算固形分値が７％となるように、イソプロピルアルコ
ールにより希釈した。引き続き、得られた液１００ｇに対して、光重合開始剤として、イ
ルガキュア－３６９（チバスペシャルティーケミカルズ社製：２－ベンジル－２－ジメチ
ルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）ブタン－１－オン）を１ｇ加え、塗布液を
調製した。
【０１２６】
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　＜比較例１＞
　メチルトリメトキシシラン２９．５ｇ、テトラメトキシシラン３３．０ｇ、およびアセ
トン：イソプロピルアルコール＝２：１の混合溶媒８３．０ｇを混合し、撹拌した。ここ
に、水５４．６ｇ、および６０％硝酸４．７μＬを加え、更に３時間撹拌した。その後、
２６℃で２日間熟成させた。得られた組成物を、ＳｉＯ２換算固形分値が７％となるよう
に、アセトン：イソプロピルアルコール＝２：１の混合溶媒で希釈し、塗布液を得た。
【０１２７】
　＜紫外線照射＞
　実施例１および比較例１により得られた塗布液を、シリコンウェハー上に、スピンナー
を用いて、２０００ｒｐｍで塗布した後、乾燥させた。引き続き、紫外光光源として日本
電池社製ＵＶ装置を用いて、紫外線を照射した。実施例１において得られた塗布液は、光
硬化したが、比較例１で得られた塗布液は、光硬化しなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明により得られるナノ構造体は、使用されるモールドの精度に依って、数ナノメー
トル以下の微細構造を有する構造体となる。このため、半導体デバイス、配線基板、回折
格子、偏光素子等の光学素子、あるいはキャピラリーカラム等の分析デバイス等の超微細
構造が必要とされる分野において、好ましく使用される。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】ナノインプリントリソグラフィの工程を示す図である。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　　　基板
　２　　　膜形成組成物
　３　　　モールド
　４　　　膜形成組成物の硬化物の薄膜



(22) JP 5000112 B2 2012.8.15

【図１】



(23) JP 5000112 B2 2012.8.15

10

20

フロントページの続き

    審査官  倉持　俊輔

(56)参考文献  特開２００５－０９２０９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／０１８７３３９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００４－３１９７６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０５４９４８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－１３６１０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５２７１１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５２７２３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３４４９１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８８８４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１００６０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０３６２６９（ＷＯ，Ａ１）　　
              Kyung M. Choi and John A. Rogers，A Photocurable Poly(dimethyl siloxane) Chemistry Des
              igned for Soft Lithographic Molding and Printing in the Nanometer Regime，Journal of A
              merican Chemical Society，米国，American Chemical Society，２００３年　３月１８日，Vol
              .125，pp.4060-4061，実験詳細に関するSupporting Informationも含む。
              Masanori Komuro et al.，Imprint Characteristics by Photo-Induced Solidification of Liq
              uid Polymer，Japanese Journal of Applied Physics，日本，The Japan Society of Applied P
              hysics，２０００年１２月，Vol.39，pp.7075-7079

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　２１／０２７，
              Ｂ２９Ｃ　５９／０２，５９／１６，
              Ｂ８２Ｂ　　１／００，３／００，
              Ｇ０３Ｆ　　７／０７５


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

