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(57)【要約】
【課題】加熱硬化後のパターン精度、表面硬度、光透過性および耐熱性に優れたナノイン
プリント用硬化性組成物、これを用いた硬化物およびその製造方法、並びに、液晶表示装
置用部材を提供する。
【解決手段】オキセタン環を有する化合物と、官能性酸無水物と、光ラジカル重合性単量
体と、光ラジカル重合開始剤と、を含有し、組成物中のラジカル重合性官能基を有する化
合物の総含有量が５０～９９．５質量％であることを特徴とするナノインプリント用硬化
性組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オキセタン環を有する化合物と、官能性酸無水物と、光ラジカル重合性単量体と、光ラ
ジカル重合開始剤と、を含有し、組成物中のラジカル重合性官能基を有する化合物の総含
有量が５０～９９．５質量％であることを特徴とするナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項２】
　組成物の粘度が２５℃において３～１８ｍＰａ・ｓであることを特徴とする請求項１に
記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項３】
　前記オキセタン環を有する化合物が、光ラジカル重合性官能基を有することを特徴とす
る請求項１または２に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項４】
　前記官能性酸無水物が、光ラジカル重合性官能基を有することを特徴とする請求項１～
３のいずれか１項に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項５】
　さらに、酸化防止剤を含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
ナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項６】
　組成物中の窒素原子を含むモノマーの含有量が５．０質量％以下であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【請求項７】
　露光及び加熱によって厚さ３．０μｍの薄膜を形成した際に、４００ｎｍ光線透過率が
９５％以上であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のナノインプリン
ト用硬化性組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のナノインプリント用硬化性組成物を硬化させたこ
とを特徴とする硬化物。
【請求項９】
　厚さ３．０μｍにおける４００ｎｍ光線透過率が９５％以上であることを特徴とする請
求項８に記載の硬化物。
【請求項１０】
　請求項８に記載の硬化物を含むことを特徴とする液晶表示装置用部材。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のナノインプリント用硬化性組成物を基材上に塗布
してパターン形成層を形成する工程と、
　前記パターン形成層表面にモールドを押圧する工程と、
　前記パターン形成層に光を照射する工程と、
を含むことを特徴とする硬化物の製造方法。
【請求項１２】
　さらに、光が照射された前記パターン形成層を加熱する工程を含むことを特徴とする請
求項１１に記載の硬化物の製造方法。
【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硬化性組成物、これを用いた硬化物およびその製造方法
、ならびに、該硬化物を用いた液晶表示装置用部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノインプリント法は、光ディスク製作ではよく知られているエンボス技術を発展させ
、凹凸のパターンを形成した金型原器（一般的にモールド、スタンパ、テンプレートと呼
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ばれる）を、レジストにプレスして力学的に変形させて微細パターンを精密に転写する技
術である。モールドを一度作製すれば、ナノ構造等の微細構造が簡単に繰り返して成型で
きるため経済的であるとともに、有害な廃棄・排出物が少ないナノ加工技術であるため、
近年、さまざまな分野への応用が期待されている。
【０００３】
　ナノインプリント法には、被加工材料として熱可塑性樹脂を用いる熱ナノインプリント
法（例えば、非特許文献１参照）と、光硬化性組成物を用いる光ナノインプリント（例え
ば、非特許文献２参照）との２通りの技術が提案されている。熱ナノインプリント法の場
合、ガラス転移温度以上に加熱した高分子樹脂にモールドをプレスし、冷却後にモールド
を離型することで微細構造を基板上の樹脂に転写するものである。この方法は、多様な樹
脂材料やガラス材料にも応用可能であるため、様々な方面への応用が期待されている。例
えば、下記特許文献１および２には、熱可塑性樹脂を用いて、ナノパターンを安価に形成
する熱ナノインプリントの方法が開示されている。
【０００４】
　一方、透明モールドや透明基材を通して光を照射し、光硬化性組成物を光硬化させる光
ナノインプリント法では、モールドのプレス時にパターンを転写する材料を加熱する必要
がなく、室温でのインプリントが可能になる。最近では、この両者の長所を組み合わせた
ナノキャスティング法や３次元積層構造を作製するリバーサルインプリント方法などの新
しい展開も報告されている。
【０００５】
　このようなナノインプリント法においては、以下のような応用技術が提案されている。
第一の技術としては、成型した形状（パターン）そのものが機能を持ち、様々なナノテク
ノロジーの要素部品、あるいは構造部材として応用できる場合である。その例としては、
各種のマイクロ・ナノ光学要素や高密度の記録媒体、光学フィルム、フラットパネルディ
スプレイにおける構造部材などが挙げられる。第二の技術としては、マイクロ構造とナノ
構造との同時一体成型や、簡単な層間位置合わせにより積層構造を構築し、μ－ＴＡＳ（
Micro - Total Analysis System）やバイオチップの作製に応用しようとするものである
。第三の技術としては、高精度な位置合わせと高集積化とにより、従来のリソグラフィに
代わって高密度半導体集積回路の作製や、液晶ディスプレイのトランジスタへの作製等に
適用しようとするものである。前述の技術を含め、これらの応用に関するナノインプリン
ト法の実用化への取り組みが近年活発化している。
【０００６】
　ナノインプリント法の適用例として、まず、高密度半導体集積回路作製への応用例を説
明する。近年、半導体集積回路は微細化、集積化が進んでおり、その微細加工を実現する
ためのパターン転写技術としてフォトリソグラフィ装置の高精度化が進められてきた。し
かし、さらなる微細化の要求に応じて加工方法が光露光の光源の波長に近づき、従前のリ
ソグラフィ技術も限界に近づいてきている。そのため、さらなるパターンの微細化、高精
度化を進めるべくリソグラフィ技術に代えて、荷電粒子線装置の一種である電子線描画装
置が用いられるようになっている。電子線描画装置等による電子線を用いたパターン形成
は、ｉ線、エキシマレーザー等の光源を用いたパターン形成における一括露光方法とは異
なり、マスクパターンを描画していく方法を用いている。このため、描画するパターンが
多ければ多いほど露光（描画）時間がかかり、パターン形成に時間を要することが欠点と
されている。このため、２５６メガ、１ギガ、４ギガと、半導体集積回路の集積度が飛躍
的に高まるにつれ、その分パターン形成時間も飛躍的に長くなり、スループットが著しく
劣ることが懸念される。そこで、電子ビーム描画装置によるパターン形成の高速化のため
、各種形状のマスクを組み合わせ、それらに一括して電子ビームを照射して複雑な形状の
電子ビームを形成する一括図形照射法の開発が進められている。しかしながら、パターン
の微細化が進められる一方で、電子線描画装置を大型化する必要が生じるほか、さらにマ
スク位置をより高精度に制御する機構が必要になるなど、装置コストが高くなるという欠
点が生じていた。
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【０００７】
　これに対し、微細なパターン形成を低コストで行うための技術として、ナノインプリン
トリソグラフィ技術（光ナノインプリント法）を用いることが検討されている。例えば、
下記特許文献１および特許文献３には、シリコンウエハをスタンパとして用い、２５ナノ
メートル以下の微細構造をパターン転写によって形成するナノインプリント技術が開示さ
れている。また、下記特許文献４には、半導体マイクロリソグラフィ分野に適用されるナ
ノインプリントを使ったコンポジット組成物が開示されている。
　この流れに伴って、微細モールドの作製技術、モールドの耐久性、モールドの作製コス
ト、モールドと樹脂との剥離性、インプリント均一性、アライメント精度、検査技術など
半導体集積回路の作製にナノインプリントリソグラフィを適用するための検討が活発化し
始めている。
【０００８】
　次に、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）などのフラット
デイスプレイへの光ナノインプリント法の応用例について説明する。
　ＬＣＤ基板やＰＤＰ基板の大型化や高精細化の動向に伴って、薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）や電極板の製造時に使用する従来のフォトリソグラフィ法に代わる安価なリソグラフ
ィとして光ナノインプリントリソグラフィが、近年注目されており、従来のフォトリソグ
ラフィ法で用いられるエッチングフォトレジストに代わる光硬化性レジストの開発が必要
になってきている。
【０００９】
　また、ＬＣＤなどの構造部材として用いられる透明保護膜材料や液晶ディスプレイにお
けるセルギャップを規定するスペーサーなどに対しても、光ナノインプリントリソグラフ
ィの応用が検討され始めている（例えば、特許文献５および６参照）。このような構造部
材用のレジストは、上述のエッチングレジストとは異なり、最終的にフラットディスプレ
イパネル等のディスプレイ内に残るため、“永久レジスト”、あるいは“永久膜”と称さ
れることがある。
【００１０】
　従来のフォトリソグラフィ技術を適用した永久膜としては、例えば、液晶パネルのＴＦ
Ｔ基板上に設けられる保護膜や、Ｒ，Ｇ、Ｂ層間の段差を低減しＩＴＯ膜のスパッタ製膜
時の高温処理に対する耐性を付与するためにカラーフィルタ上に設けられる保護膜等が挙
げられる。従来、カラーフィルタ用の透明永久膜には、シロキサンポリマー、シリコーン
ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等の光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂が用いられて
いる（下記特許文献７および８参照）。これらの保護膜（永久膜）の形成においては、塗
布膜の均一性、基材との密着性、２００℃を超える加熱処理後の高い光透過性、平坦化特
性、耐溶剤性、耐擦傷製等の種々の特性が要求されている。
【００１１】
　また、液晶ディスプレイに用いられるスペーサーの分野では、従来のフォトリソグラフ
ィ法においては、樹脂、光重合性モノマーおよび開始剤からなる光硬化性組成物が一般的
に広く用いられてきている（例えば、特許文献９参照）。前記スペーサーは、一般には、
カラーフィルタ形成後または前記カラーフィルタ用保護膜形成後に、カラーフィルタ基板
上に光硬化性組成物を用いてフォオトリソグラフィによって１０μｍ～２０μｍ程度の大
きさのパターンを形成し、さらにポストベイクにより加熱硬化して形成される。このよう
な液晶ディスプレイの用いられるスペーサーには、外部圧力に対する高い機械的特性、硬
度、現像性、パターン精度、密着性等の性能が要求される。
【００１２】
　このため、ナノインプリント法を用いた前記透明保護膜やスペーサー等の永久膜（永久
レジスト）の形成に好適な光硬化性組成物の開発が求められている。
【００１３】
　また、光硬化性組成物の塗膜均一性に関しては、基板の大型化に伴い、基板の中央部と
周辺部とにおける塗布膜厚均一性、高解像度化による寸法均一性、膜厚、形状など様々な
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部分において要求が厳しくなっている。
【００１４】
　従来、小型ガラス基板を用いた液晶表示素子製造分野においては、レジスト塗布方法と
して中央滴下後スピンする方法が用いられていた（例えば、非特許文献３参照）。しかし
、中央滴下後スピンする方法では、塗布均一性以外の要求に対応するのが難しい。このた
め、代替技術として第４世代基板以降、特に第５世代基板以降の大型基板に適用可能な吐
出ノズル式による新しいレジスト塗布方法が提案されている。吐出ノズル式によるレジス
ト塗布法は、吐出ノズルと基板とを相対的に移動させることによって基板の塗布面全面に
フォトレジスト組成物を塗布する方法であり、例えば、複数のノズル孔が列状に配列され
た吐出口やスリット状の吐出口を有し、フォトレジスト組成物を帯状に吐出できる吐出ノ
ズルを用いる方法や、基板の塗布面全面にフォトレジスト組成物を塗布した後、該基板を
スピンさせて膜厚を調整する方法が提案されている。したがって、これら液晶表示素子製
造分野に適用するためにも、ナノインプリント用硬化性組成物に対して基材への塗布均一
性が要求されている。
【００１５】
　また、ポジ型フォトレジスト、カラーフィルタ作製用顔料分散フォトレジストや光磁気
ディスクなどの保護膜の塗布性を改良する技術としては、各種界面活性剤等を添加する技
術が知られており（例えば、特許文献１０～１７参照）、半導体集積回路作製用の光ナノ
インプリント用エッチングレジストとして、フッ素系界面活性剤を含む光硬化性樹脂を用
いる例が開示されている（例えば、特許文献１８参照）。しかしながら、永久膜に用いる
顔料、染料、有機溶剤を必須成分としないナノインプリント用硬化性組成物の基板塗布性
を向上させるための方法はこれまで知られていなかった。
【００１６】
　さらに、光ナノインプリント法においては、パターンが形成されたモールド表面凹部の
キャビティ内における光硬化性組成物の流動性を高める必要がある。また、モールドとレ
ジストとの間の剥離性をよくしつつ、レジストと基材（基板、支持体）との間の密着性を
よくする必要がある。しかし、光ナノインプリント用硬化性組成物の、キャビティ内にお
ける流動性、モールドとの剥離性、基材との密着性の全てを同時に満足させるのは困難で
あった。
【００１７】
　光ナノインプリントリソグラフィは、シリコンウエハ、石英、ガラス、フィルムや他の
材料、例えばセラミック材料、金属または、ポリマー等の基板上に液状の光ナノインプリ
ント用硬化性組成物を滴下し、およそ数十ｎｍ～数μｍの膜厚で塗布し、およそ数十ｎｍ
～数十μｍのパターンサイズの微細な凹凸を有するモールドを押しつけて加圧し、加圧し
た状態で光照射して組成物を硬化させた後、塗膜からモールドを離型し、転写されたパタ
ーンを得る方法が一般的である。このようにモールドを塗膜に加圧した状態で光照射を行
う場合、基材またはモールドの少なくとも一方が透明である必要がある。通常は、モール
ド側から光照射する場合が一般的である。この場合、モールド材料には石英、サファイア
等のＵＶ光を透過する無機材料や光透過性の樹脂などが多く用いられる。
【００１８】
　光ナノインプリント法は、熱ナノインプリント法に対して、（１）加熱／冷却プロセス
が不要であり、高スループットが見込まれる、（２）液状組成物を使用するため低加圧で
のインプリントが可能である、（３）熱膨張による寸法変化がない、（４）モールドが透
明でありアライメントが容易である、（５）硬化後、頑強な三次元架橋体が得られるなど
の主な優位点が挙げられる。特にアライメント精度が要求されるような半導体微細加工用
途やフラットパネルディスプレイ分野の微細加工用途には適している。
【００１９】
　また、光ナノインプリント法の他の特徴としては、通常の光リソグラフィに比較して解
像度が光源波長に依存しないため、ナノメートルオーダの微細加工時にも、ステッパや電
子線描画装置などの高価な装置を必要としないのが特徴である。一方で、光ナノインプリ
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ント法は等倍モールドを必要とし、モールドと樹脂が接触するため、モールドの耐久性や
コストについて懸念されている。
【００２０】
　このように、熱式および/または光ナノインプリント法を適用し、マイクロメートル、
あるいはナノメートルサイズのパターンを大面積にインプリントするには、押し付け圧力
の均一性や原盤（モールド）の平坦性が要求されるだけでなく、前述のモールド凹部のキ
ャビティ内への組成物の流動性や押し付けられて流出する組成物の挙動をも制御する必要
がある。
【００２１】
　光ナノインプリントリソグラフィで用いられるモールドは、様々な材料、例えば金属、
半導体、セラミック、ＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）、または一定のプラスチッ
ク等から製造可能である。例えば、特許文献１９に記載の所望の微細構造を有する柔軟な
ポリジメチルシロキサンのモールドが提案されている。このモールドの一表面に３次元の
構造体を形成するために、構造体のサイズおよびその分解能に対する仕様に応じて、様々
なリソグラフィ方法が使用可能である。電子ビームおよびＸ線のリソグラフィは、通常、
３００ｎｍ未満の構造体寸法に使用される。ダイレクトレーザ露光およびＵＶリソグラフ
ィはより大きな構造体に使用される。
　光ナノインプリント法に関しては、モールドと光ナノインプリント用硬化性組成物の剥
離性が重要であり、モールドやモールドの表面処理、具体的には、水素化シルセスキオキ
サンやフッソ化エチレンプロピレン共重合体モールドを使って付着問題を解決する試みな
どがこれまでになされてきた。
【００２２】
　ナノインプリントに適用される光硬化性樹脂は、反応機構の違いからラジカル重合タイ
プとイオン重合タイプとに大別され、さらに、これらのハイブリッドタイプが加えられる
。いずれのタイプの硬化性組成物もナノインプリント用途に用いることが可能であるが、
材料の選択範囲が広いことから、一般にラジカル重合型の硬化性組成物が多く用いられて
いる（例えば、非特許文献４参照）。ラジカル重合型の硬化性組成物としては、ラジカル
重合可能なビニル基や（メタ）アクリル基を有する単量体（モノマー）またはオリゴマー
と、光重合開始剤とを含んだ組成物が一般的に用いられる。ラジカル重合性の硬化性組成
物は、光を照射すると、光重合開始剤により発生したラジカルがビニル基を攻撃して連鎖
重合が進み、ポリマーを形成する。また、２官能以上の多官能基モノマーやオリゴマーを
用いた場合には、架橋構造体を得ることができる。下記非特許文献５においては、低粘度
でＵＶ硬化可能な単量体を用いることにより、低圧、室温でインプリンティングが可能な
組成物が開示されている。
【００２３】
　光ナノインプリントリソグラフィに用いられる材料の要求特性は適用する用途によって
異なる場合が多いものの、プロセス特性についての要望は用途に依らず共通点がある。例
えば、下記非特許文献６に示されている主な要求項目は、塗布性、基板密着性、低粘度（
＜５ｍＰａ・ｓ）、剥離性、低硬化収縮率、速硬化性などである。特に、低圧でのインプ
リントや残膜率の低減等が必要な用途では、低粘度材料であることの要求が強い。一方、
用途別に要求特性を挙げると、例えば光学部材については、光の屈折率や光透過性などが
挙げられる。また、エッチングレジストについては、エッチング耐性や残膜厚低減などが
挙げられる。これらの要求特性をいかに制御し、諸特性のバランスを取るかが材料デザイ
ンの鍵となる。このため、少なくともプロセス材料と永久膜とでは要求特性が大きく異な
るため材料はプロセスや用途に応じて開発する必要がある。このような光ナノインプリン
トリソグラフィ用途に適用する材料として、下記非特許文献６に、約６０ｍＰａ・ｓ（２
５℃）の粘度を有する光硬化性材料が開示されている。同様に、下記非特許文献７には、
モノメタクリレートを主成分とする粘度が１４．４ｍＰａ・ｓの剥離性を向上させた含フ
ッソ感光性樹脂が開示されている。
　しかし、光ナノインプリントで用いられる組成物に関し、粘度に関する要望の記載はあ
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るものの、各用途に適合させるための材料の設計指針についての報告例は、これまでにな
かった。
【００２４】
　また、下記特許文献２０および２１には、レリーフ型ホログラムや回折格子作製のため
に、イソシアネート基を有する重合体を含む光硬化性樹脂を用い、これにエンボス加工を
施す例が開示されている。また、下記特許文献２２には、ポリマー、光重合開始剤、粘度
調整剤を含むインプリント用光ナノインプリント用硬化性組成物が開示されている。
【００２５】
　更に、下記非特許文献８には、（１）官能性アクリルモノマー、（２）官能性アクリル
モノマー、（３）官能性アクリルモノマーと光重合開始剤とを組み合わせた光硬化性ラジ
カル重合性組成物や、光硬化性エポキシ化合物と光酸発生剤とを含む光カチオン重合性組
成物などをナノインプリントリソグラフィに適用し、熱的安定性やモールド剥離性を調べ
た例が開示されている。
　下記非特許文献９には、光硬化性樹脂とモールドとの剥離性、硬化後の膜収縮性、酸素
存在下での光重合阻害による低感度化などの問題を改良するための工夫として（１）官能
アクリルモノマー、（２）官能アクリルモノマー、シリコーン含有１官能アクリルモノマ
ーおよび光重合開始剤を含む光ナノインプリント用硬化性組成物が開示されている。
【００２６】
　下記非特許文献１０には、１官能アクリルモノマーとシリコーン含有１官能モノマーと
光重合開始剤とを含む光ナノインプリント用硬化性組成物を、シリコーン基板上に付与し
、表面処理されたモールドを用いることで、モールド後のパターンの欠陥が低減されるこ
とが開示されている。また、下記非特許文献１１には、シリコーンモノマーと３官能アク
リルモノマーと光重合開始剤とを含む光ナノインプリント用硬化性組成物をシリコーン基
板上に付与し、ＳｉＯ2モールドにより、高解像性、塗布の均一性に優れる組成物が開示
されている。さらに、非特許文献１２には、特定のビニルエーテル化合物と光酸発生剤と
を組み合わせたカチオン重合性組成物により５０ｎｍパターンサイズを形成した例が開示
されている。この組成物は、粘性が低く硬化速度が速いことが特徴であるが、テンプレー
ト引き剥がし性が課題であると述べられている。
【００２７】
　ところが、非特許文献８～１２に示されるように、官能基の異なるアクリルモノマー、
アクリル系ポリマー、ビニルエーテル化合物を光ナノインプリントリソグラフィに適用し
た光硬化性樹脂が様々開示されているものの、硬化性組成物としての好ましい種類、最適
なモノマー種、モノマーの組み合わせ、モノマー若しくはレジストの最適な粘度、好まし
いレジストの溶液物性、レジストの塗布性改良などの材料の設計に関しての指針は十分に
開示されていない。このため、光ナノインプリントリソグラフィ用途に、硬化性組成物を
広く適用するための好ましい材料の組み合わせが知られておらず、種々の用途において満
足できる性能を発揮できる光ナノインプリント用硬化性組成物はこれまでに提案されてい
なかったのが実情である。
【００２８】
　また、非特許文献１１および１２に開示される組成物においては低粘度のものもあるが
、いずれも光硬化してパターンを形成して引き続き加熱処理を施した場合、出来上がった
硬化膜の透過率が低く（着色してしまう）、さらに硬度も不十分であり、永久膜としての
実用的性能が十分とはいえない。
【００２９】
　下記非特許文献１３および１４には、光機能架橋材物質で処理したシリカゾル、（メタ
）アクリルモノマー、光重合開始剤の混合物よりなる無機・有機ハイブリッド材料が提案
されており、光ナノインプリントリソグラフィへの応用が報告されている。さらに、非特
許文献１３および１４には、インプリント材料の２００ｎｍラインのパターン形成例や、
モールド材として６００ｎｍの線幅までパターニング可能であることが報告されている。
しかし、この材料においてもモールドとの剥離性や硬化膜の硬度が十分でないなどの問題
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点があり、必ずしも満足できるものではなかった。また、非特許文献１３および１４の組
成物においても、低粘度の材料も開示されているが、いずれも光硬化してパターンを形成
し引き続き加熱処理を施した後の硬化膜の透過率が低く（すなわち、硬化膜が着色してし
まう）、また硬度も不十分である。
【００３０】
　また、特許文献２３には、モールドとの剥離性をよくするために、フッソ含有硬化性材
料を用いたパターン形成方法が開示されているほか、表面処理が施されたコロイダルシリ
カや、特定の（メタ）アクリルモノマー、レベリング剤、光重合開始剤を含有するハード
コート用組成物が開示されており、膜硬度と低硬化収縮性とを両立させた光ディスクへの
応用が報告されている。しかし、これらの組成物では、モールドとの剥離性や基板塗布性
が不十分であり、光ナノインプリントリソグラフィへの応用が困難である。さらに、光硬
化後に、加熱処理を施した場合にパターンに着色が見られ、透過率が低く、光透過性が求
められる永久膜としては適用しがたい。
【００３１】
　ポリシロキサンを含有する硬化性組成物としてはナノインプリント用途では非特許文献
１５、および特許文献２４で報告されている。また、ポリシロキサンを含有する硬化性組
成物として、特許文献２５においてスタンパ方式による光学物品作成用組成物が報告され
ている。
【００３２】
　以上のように永久膜としての主要技術課題としては、パターン精度、密着性、２００℃
を超える加熱処理後の透明性、高い機械的特性（外部圧力に対する強度）、耐擦傷性、平
坦化特性、耐溶剤性、加熱処理時のアウトガス低減など、多くの課題が挙げられる。ナノ
インプリント用硬化性組成物を永久膜として適用する場合には、従来のアクリル樹脂など
を用いたレジストと同様に、塗布膜の均一性、（２）加熱処理後の透明性、（３）耐擦傷
性の付与が重要である。
【００３３】
【特許文献１】米国特許第５，７７２，９０５号公報
【特許文献２】米国特許第５，９５６，２１６号公報
【特許文献３】米国特許第５，２５９，９２６号公報
【特許文献４】特表２００５－５２７１１０号公報
【特許文献５】特開２００５－１９７６９９号公報
【特許文献６】特開２００５－３０１２８９号公報
【特許文献７】特開２０００－３９７１３号公報
【特許文献８】特開平６－４３６４３号公報
【特許文献９】特開２００４－２４０２４１号公報
【特許文献１０】特開平７－２３０１６５号公報
【特許文献１１】特開２０００－１８１０５５号公報
【特許文献１２】特開２００４－９４２４１号公報
【特許文献１３】特開平４－１４９２８０号公報
【特許文献１４】特開平７－６２０４３号公報
【特許文献１５】特開２００１－９３１９２号公報
【特許文献１６】特開２００５－８７５９号公報
【特許文献１７】特開２００３－１６５９３０号公報
【特許文献１８】特開２００７－８４６２５号公報
【特許文献１９】国際公開ＷＯ９９／２２８４９号パンフレット
【特許文献２０】特開２００４－５９８２０号公報
【特許文献２１】特開２００４－５９８２２号公報
【特許文献２２】特開２００６－１１４８８２号公報
【特許文献２３】特開２０００－１４３９２４号公報
【特許文献２４】特開２００７－７２３７４号公報
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【特許文献２５】特開２００５－９２０９９号公報
【００３４】
【非特許文献１】S.Chou et al.:Appl.Phys.Lett.Vol.67,3114(1995)
【非特許文献２】M.Colbun et al,:Proc.SPIE,Vol. 3676,379 (1999)
【非特許文献３】Electronic Journal 121－123 No.8 (2002)
【非特許文献４】F.Xu et al.:SPIE Microlithography Conference,5374,232(2004)
【非特許文献５】D.J.Resnick et al.:J.Vac.Sci.Technol.B,Vol.21,No.6,2624(2003)
【非特許文献６】最新レジスト材料ハンドブック、P1、103～104（２００５年、情報機構
出版)
【非特許文献７】シーエムシー出版:ナノインプリントの開発と応用P159～160 (2006)
【非特許文献８】N.Sakai et al.:J.Photopolymer Sci.Technol.Vol.18,No.4,531(2005)
【非特許文献９】M.Stewart et al.:MRS Buletin,Vol.30,No.12,947(2005)
【非特許文献１０】T.Beiley et al.:J.Vac.Sci.Technol.B18(6),3572(2000)
【非特許文献１１】B.Vratzov et al.:J.Vac.Sci.Technol.B21(6),2760(2003)
【非特許文献１２】E.K.Kim et al.:J.Vac.Sci.Technol,B22(1),131(2004)
【非特許文献１３】Proc.SPIE Int.Soc.Opt.Eng.,Vol.6151,No.Pt2,61512F(2006)
【非特許文献１４】科学と工業,Vol.80,No.7,322(2006)
【非特許文献１５】Proc.SPIE－Int.Soc.Opt. Eng. 5751(2005),p99
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　光ナノインプリント用硬化性組成物特有の課題としては、上記（１）～（３）の性能以
外に、機械的特性の１つとして（４）高弾性回復率の付与が重要である。さらに、ナノイ
ンプリント用硬化性組成物の組成物を設計する場合、上記（１）～（４）の点に加えて、
同時に（５）モールドの凹部へのレジストの流動性を確保し、無溶剤もしくは少量の溶剤
使用下での低粘度化が必要となること、（６）光硬化後、モールドと容易に剥離すること
ができ、モールドへの付着が生じないこと、を考慮する必要があり、組成物設計の技術的
難易度が一層高くなる。
　本発明者が検討した結果、ポリシロキサンを組成物中に含有させることにより、（４）
高弾性回復率が得られる組成物を設計できることが見出された。
【００３６】
　上述のようにポリシロキサンを含有する硬化性組成物としてはナノインプリント用途で
は非特許文献１５および特許文献２５で報告されている。しかし、これらの文献で報告さ
れている組成物は両者とも粘度が高い。このため、大型基材を用いてナノインプリント方
法で構造体を形成する場合、モールドの凹部へのレジスト（組成物）の流動性低下によっ
て、パターン精度が低下し、更に、基材内での（即ち、基材の中央と端とでの）厚みムラ
が問題になる。しかし、この問題に関しては上記非特許文献１５および特許文献２５では
開示されていない。
【００３７】
　また、上述の通り、ポリシロキサンを含有する硬化性組成物ついて、特許文献２６にス
タンパ方式による光学物品作成用組成物が報告されている。スタンパ方式では一般にスタ
ンパ押し圧が高く、粘度が高い組成物を用いても構造体形成が可能ではある。しかし、光
ナノインプリント用途ではパターン精度が低下する問題や基材面内での厚みムラの問題を
生じてしまう。
【００３８】
　また、これまでインクジェット用組成物や光磁気ディスク用保護膜の用途で知られてい
る組成物、また、エッチングレジストとして用いられる光ナノインプリント用硬化性組成
物は、永久膜の作製に用いられる光ナノインプリント用硬化性組成物と材料に共通部分は
あるものの、高温の加熱処理や、機械的強度の観点などで大きく必要特性が異なってくる
。このため、インクジェット、光磁気ディスク用保護膜、または、エッチングレジスト用
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途で適用する光硬化性樹脂をそのまま永久膜用のレジストとして適用すると、透明性、機
械的強度、耐溶剤性などでなかなか実用性に耐えるものが得られない。このように、光ナ
ノインプリント用の硬化性組成物については、種々の材料が開示されているものの、永久
膜の作製に適した硬化性組成物については十分な設計指針が示されていないのが現状であ
る。
【００３９】
　本発明は、上述の課題を解決するために、光硬化性に優れ、特にフラットパネルディス
プレイ等の透明保護膜やスペーサーなどの永久膜に好適なナノインプリント用硬化性組成
物を提供することにあり、具体的には、加熱硬化後のパターン精度、表面硬度、光透過性
および耐熱性に優れたナノインプリント用硬化性組成物、これを用いた硬化物およびその
製造方法、並びに、液晶表示装置用部材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】
【００４０】
　上記課題のもと、本願発明者らが鋭意検討を行った結果、下記手段により上記課題を解
決しうることを見出した。
【００４１】
［１］　オキセタン環を有する化合物と、官能性酸無水物と、光ラジカル重合性単量体と
、光ラジカル重合開始剤と、を含有し、組成物中のラジカル重合性官能基を有する化合物
の総含有量が５０～９９．５質量％であることを特徴とするナノインプリント用硬化性組
成物。
【００４２】
［２］　組成物の粘度が２５℃において３～１８ｍＰａ・ｓであることを特徴とする［１
］に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【００４３】
［３］　前記オキセタン環を有する化合物が、光ラジカル重合性官能基を有することを特
徴とする［１］または［２］に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【００４４】
［４］　前記官能性酸無水物が、光ラジカル重合性官能基を有することを特徴とする［１
］～［３］のいずれか１つに記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【００４５】
［５］　さらに、酸化防止剤を含有することを特徴とする［１］～［４］のいずれか１つ
に記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【００４６】
［６］　組成物中の窒素原子を含むモノマーの含有量が５．０質量％以下であることを特
徴とする［１］～［５］のいずれか１つに記載のナノインプリント用硬化性組成物。
【００４７】
［７］　露光及び加熱によって厚さ３．０μｍの薄膜を形成した際に、４００ｎｍ光線透
過率が９５％以上であることを特徴とする［１］～［６］のいずれか１つに記載のナノイ
ンプリント用硬化性組成物。
【００４８】
［８］　［１］～［７］のいずれか１つに記載のナノインプリント用硬化性組成物を硬化
させたことを特徴とする硬化物。
【００４９】
［９］　厚さ３．０μｍにおける４００ｎｍ光線透過率が９５％以上であることを特徴と
する［８］に記載の硬化物。
【００５０】
［１０］　［８］に記載の硬化物を含むことを特徴とする液晶表示装置用部材。
【００５１】
［１１］　［１］～［７］のいずれか１つに記載のナノインプリント用硬化性組成物を基
材上に塗布してパターン形成層を形成する工程と、
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　前記パターン形成層表面にモールドを押圧する工程と、
　前記パターン形成層に光を照射する工程と、
を含むことを特徴とする硬化物の製造方法。
【００５２】
［１２］　さらに、光が照射された前記パターン形成層を加熱する工程を含むことを特徴
とする［１１］に記載の硬化物の製造方法。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明によれば、加熱硬化後のパターン精度、表面硬度、光透過性および耐熱性に優れ
たナノインプリント用硬化性組成物、これを用いた硬化物およびその製造方法、並びに、
液晶表示装置用部材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】
【００５４】
　以下において、本発明の内容について詳細に説明する。本願明細書において「～」とは
その前後に記載される数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。
【００５５】
　また、本明細書中において、“（メタ）アクリレート”は“アクリレート”および“メ
タクリレート”を表し、“（メタ）アクリル”は“アクリル”および“メタクリル”を表
し、“（メタ）アクリロイル”は“アクリロイル”および“メタクリロイル”を表す。さ
らに、本明細書中において、“単量体”と“モノマー”は同義である。本発明における単
量体は、オリゴマーおよびポリマーと区別され、重量平均分子量が１，０００以下の化合
物をいう。本明細書中において、“官能基”は重合に関与する基をいう。
　また、本発明でいうナノインプリントとは、およそ数十ｎｍから数十μｍのサイズのパ
ターン転写をいい、ナノオーダーのものに限定されるものではない。
【００５６】
［ナノインプリント用硬化性組成物］
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物（以下、単に「本発明の組成物」ということ
がある）、は、オキセタン環を有する化合物と、官能性酸無水物と、光ラジカル重合性モ
ノマーと、光ラジカル重合開始剤と、を含有し、組成物中のラジカル重合性官能基を有す
る分子の総含有量が５０～９９．５質量％である。
　本発明の組成物は、光ラジカル重合性モノマーと光ラジカル重合開始剤とに加えて、オ
キセタン環を有する化合物と、その硬化剤である官能性酸無水物とを含有するため、光硬
化性に加えて熱硬化性をも有する。これにより、本発明の組成物は、光照射によって組成
物を硬化させた後、さらに加熱工程により加熱することで、表面硬度等をより高めること
ができる。
【００５７】
　また、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、光ナノインプリントリソグラフィ
に広く用いることができ、以下のような特徴を有するものとすることができる。
（１）本発明の組成物は、室温での溶液流動性に優れるため、モールド凹部のキャビティ
内に該組成物が流れ込みやすく、大気が取り込まれにくいためバブル欠陥を引き起こすこ
とがなく、モールド凸部、凹部のいずれにおいても光硬化後に残渣が残りにくい。
（２）本発明の組成物を硬化した後の硬化膜は、機械的性質に優れ、塗膜と基材との密着
性に優れ、かつ、塗膜とモールドとの剥離性に優れるため、モールドを引き剥がす際にパ
ターン崩れや塗膜表面に糸引きが生じて表面荒れを引き起こすことがないため良好なパタ
ーンを形成できる（良好なパターン精度）。
（３）塗布均一性に優れるため、大型基材への塗布・微細加工分野などに適する。
（４）光透過性、残膜性、耐擦傷性などの機械特性、耐溶剤性が高いので、各種の永久膜
としてとして好適に用いることができる、等の特徴を有するものとすることができる。
【００５８】
　このため、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、例えば、これまで展開が難し
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かった半導体集積回路や液晶表示装置用部材（特に、液晶ディスプレイの薄膜トランジタ
、液晶カラーフィルタの保護膜、スペーサー、その他の液晶表示装置用部材の微細加工用
途等）に好適に適用でき、その他の用途、例えば、プラズマディスプレイパネル用隔壁材
、フラットスクリーン、マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）、センサ素子、光ディス
ク、高密度メモリーデイスク等の磁気記録媒体、回折格子ヤレリーフホログラム等の光学
部品、ナノデバイス、光学デバイス、光学フィルムや偏光素子、有機トランジスタ、カラ
ーフィルタ、オーバーコート層、柱材、液晶配向用リブ材、マイクロレンズアレイ、免疫
分析チップ、ＤＮＡ分離チップ、マイクロリアクター、ナノバイオデバイス、光導波路、
光学フィルター、フォトニック液晶等の作製にも幅広く適用することができる。
【００５９】
（ラジカル重合性官能基を有する化合物の含有量）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、組成物中のラジカル重合性官能基を有す
る化合物の総含有量が５０～９９．５質量％である。“ラジカル重合性官能基を有する化
合物”とは、例えば、（メタ）アクリル基、ビニル基、アリル基等のエチレン性不飽和結
合を有するラジカル重合性官能基を有する化合物である。例えば、後述する本発明におけ
るオキセタン環を有する化合物がオキセタン(メタ)アクリレートの場合には、（メタ）ア
クリル基がラジカル重合性官能基であることから、前記ラジカル重合性官能基を有する化
合物に該当する。
【００６０】
　本発明の組成物中におけるラジカル重合性官能基を有する化合物の総含有量が５０質量
％未満であると、光照射を行っても十分に硬化できず、モールドパターンを精度よく転写
することができないうえ、硬化膜の硬度などの物性も不十分である。また、本発明の組成
物中におけるラジカル重合性官能基を有する化合物の総含有量が９５．５質量％を越える
と、光ラジカル重合開始剤や界面活性剤などの添加剤が十分に機能せず、パターン精度や
硬化膜の物性が悪化してしまう。パターン精度と硬化膜物性の観点から、本発明の組成物
中におけるラジカル重合性官能基を有する化合物の総含有量としては、６０～９９質量％
が好ましく、７０～９８質量％がさらに好ましい。
【００６１】
（オキセタン環を有する化合物）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、オキセタン環を有する化合物（以下、単
に「オキセタン化合物」という場合がある）を含有する。本発明の組成物は、オキセタン
環を有する化合物を含有するため、加熱により優れた硬度を得ることができる。
　本発明におけるオキセタン環を有する化合物に含まれるオキセタン環構造（オキセタニ
ル基）の数としては、硬化速度と硬化膜物性の観点から、１～４が好ましく、１～３がさ
らに好ましい。
　また、本発明におけるオキセタン環を有する化合物の総炭素数としては、組成物の粘度
低減の観点から、５～５０が好ましく、５～２０がさらに好ましい。
　本発明におけるオキセタン環を有する化合物の分子量としては、組成物の粘度低減の観
点から、１００～１０００が好ましく、１００～４００がさらに好ましい。
　また、本発明におけるオキセタン環を有する化合物は、光ラジカル重合性官能基を有す
ることが好ましい。前記光ラジカル重合性官能基としては、例えば、エチレン性不飽和結
合を有する官能基が挙げられ、（メタ）アクリル基、ビニル基、アリル基，スチリル基が
好ましい。本発明におけるオキセタン環を有する化合物に含まれる光ラジカル重合性基の
数としては、光照射時のパターン精度と基板との密着性の観点から、１～４が好ましく、
１～２がさらに好ましい。本発明の組成物に含まれるオキセタン環を有する化合物は、１
種であってもよいし、２種以上であってもよい。また、本発明の組成物は、光ラジカル重
合性官能基を有するオキセタン化合物と、これを有しないオキセタン化合物とを併用して
もよい。光ラジカル重合性官能基を有する化合物（ｘ）と、これを有しないオキセタン化
合物（ｙ）とを併用する場合、その含有比（ｘ：ｙ、ｘ基準）としては、光照射後のパタ
ーン精度と加熱時の未反応成分揮発抑制の観点から、１／２～５／１が好ましく、１／１
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～２／１がさらに好ましい。
【００６２】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物において、全組成物中におけるオキセタン環
を有する化合物の含有量は、光照射後のパターン精度の観点から、５～５０質量％が好ま
しく、１０～３０質量％がさらに好ましい。但し、本発明におけるオキセタン環を有する
化合物が光ラジカル重合性官能基を有する場合、その含有量は、上述の通り、本発明の組
成物中におけるラジカル重合性官能基を有する化合物の含有量を考慮して決定することが
できる。この際、光ラジカル重合性官能基を有するオキセタン化合物の含有量は、他のラ
ジカル重合性官能基を有する化合物の含有量との関係や光ラジカル重合性官能基を有しな
いオキセタン化合物の含有量との関係から適宜決定される。
【００６３】
　本発明におけるオキセタニル基を有する化合物としては、例えば、３－エチル－３－ヒ
ドロキシメチルオキセタン（商品名：ＯＸＴ－１０１、東亞合成（株）製）、１，４－ビ
ス[［（３－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］メチル]ベンゼン（商品名：ＯＸＴ－
１２１、東亞合成（株）製）、３－エチル－３－（フェノキシメチル）オキセタン（商品
名：ＯＸＴ－２１１、東亞合成（株）製）、ジ［１－エチル（３－オキセタニル）］メチ
ルエーテル（商品名：ＯＸＴ－２２１、東亞合成（株）製）、３－エチル－３－（２－エ
チルヘキシロキシメチル）オキセタン（商品名：ＯＸＴ－２１２、東亞合成（株）製）、
４，４’－ビス［３－エチル－（３－オキセタニル）メトキシメチル］ビフェニル（商品
名：ＥＴＥＲＮＡＣＯＬＬ　ＯＸＢＰ、宇部興産（株）製）、シルセスキオキサン変性型
オキセタン（商品名：ＯＸ－ＳＱ、東亞合成（株）製）、オキセタン(メタ)アクリレート
（商品名：ＯＸＥ－１０、３０、大阪有機化学（株）製）等が挙げられる。
【００６４】
（官能性酸無水物）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、官能性酸無水物を含有する。本発明にお
ける酸無水物化合物は、前記オキセタン環を有する化合物の硬化剤としての機能を有する
。本発明の組成物は官能性酸無水物を含有することで、加熱硬化後に高い表面硬度を得る
ことができる。
　本発明において「官能性酸無水物」とは、オキソ酸２分子が脱水縮合した化合物であっ
て、加熱などにより他の官能基と化学結合するものを意味する。
　本発明における官能性酸無水物としては、例えば、無水フタル酸類、無水シトラコン酸
類、無水コハク酸類、無水プロピオン酸類、無水マレイン酸類、無水酢酸類等が挙げられ
、粘度低減と組成物安定性の観点から、無水フタル酸類、無水マレイン酸類が好ましい。
【００６５】
　　また、本発明における官能性酸無水物の総炭素数としては、組成物の粘度低減の観点
から、１０～１００が好ましく、１０～５０がさらに好ましい。
　本発明における官能性酸無水物の分子量としては、組成物の粘度低減の観点から、１０
０～１０００が好ましく、１００～５００がさらに好ましい。
【００６６】
　また、本発明における官能性酸無水物は、光ラジカル重合性官能基を有することが好ま
しい。前記光ラジカル重合性官能基としては、例えば、エチレン性不飽和結合を有する官
能基が挙げられ、（メタ）アクリル基、ビニル基、アリル基、スチリル基が好ましい。本
発明における官能性酸無水物に含まれる光ラジカル重合性基の数としては、光照射時のパ
ターン精度と基板との密着性の観点から、１～３が好ましく、１～２がさらに好ましい。
本発明の組成物に含まれる官能性酸無水物は、１種であってもよいし、２種以上であって
もよい。また、本発明の組成物は、光ラジカル重合性官能基を有する官能性酸無水物と、
これを有しない官能性酸無水物とを併用してもよい。光ラジカル重合性官能基を有する化
合物（ｑ）と、これを有しない官能性酸無水物（ｗ）とを併用する場合、その含有比（ｑ
：ｗ、ｑ基準）としては、光照射後のパターン精度と加熱時の未反応成分揮発抑制の観点
から、１／２～５／１が好ましく、１／１～２／１がさらに好ましい。



(14) JP 2009-209337 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

【００６７】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物において、全組成物中における官能性酸無水
物の含有量は、光照射後のパターン精度の観点から、５～５０質量％が好ましく、１０～
３０質量％がさらに好ましい。但し、本発明における官能性酸無水物が光ラジカル重合性
官能基を有する場合、その含有量は、上述の通り、本発明の組成物中におけるラジカル重
合性官能基を有する化合物の含有量を考慮して決定することができる。この際、光ラジカ
ル重合性官能基を有する官能性酸無水物の含有量は、他のラジカル重合性官能基を有する
化合物の含有量との関係や光ラジカル重合性官能基を有しない官能性酸無水物の含有量と
の関係から適宜決定される。
【００６８】
　また、本発明のナノインプリント用硬化性組成物において、本発明におけるオキセタン
環を有する化合物（ａ）と官能性酸無水物（ｂ）との含有比（ａ：ｂ、ａ基準）としては
、未反応官能基の量をできるだけ少なくする観点から、３／１～１／３が好ましく、２／
１～１／２がさらに好ましい。
【００６９】
　本発明における官能性酸無水物としては、例えば、メチル－１，２，３，６－テトラヒ
ドロ無水フタル酸（商品名：エピクロンＢ５７０、大日本インキ化学工業（株）製）、メ
チル－ヘキサヒドロ無水フタル酸（商品名：エピクロンＢ６５０、大日本インキ化学工業
（株）製）、メチル－３，６－エンドメチレン－１，２，３，６－テトラヒドロ無水フタ
ル酸（商品名：ＭＨＡＣ－Ｐ、日立化成工業（株）製）、４－メチルヘキサヒドロ無水フ
タル酸（商品名：リカシッドＭ Ｈ－７００、新日本理化（株）製）、無水シトラコン酸
、ドデセン無水コハク酸（商品名：リカシッドＤＤＳＡ、新日本理化（株）製）、グリセ
ロールビス（無水トリメリテート）モノアセテート（商品名：リカシッドＭＴＡ－１０、
新日本理化（株）製）、日本ゼオン（株）製のクインハード－２００（商品名）、ジャパ
ンエポキシレジン（株）製のエピキュアＹＨ－３０６（商品名）、Ａｌｄｒｉｃｈ試薬（
Ｐ２５２０５、２９４１５２，Ｂ９７５０、Ｂ４６００、４１２２８７、Ｎ８１８、Ｎ１
６０７、３３０７３６）等が挙げられる。
【００７０】
（光ラジカル重合性単量体）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には光ラジカル重合性単量体が含有される。
本発明の組成物は、光ラジカル重合性単量体を含有することで、光照射後に良好なパター
ン精度を得ることができる。本発明において、「光ラジカル重合性単量体」とは、光照射
によって重合反応を起こし，高分子量体を形成することのできる単量体を意味する。
【００７１】
　本発明で用いられる光ラジカル重合性単量体の主な機能としては、組成物の粘度調整や
、硬化膜の機械特性を目的に適宜選択される。組成物の粘度調整の観点からは、低粘度の
光ラジカル重合性単量体を使用することが好ましい。また、硬化物のパターン精度を向上
させるためには組成物の粘度が、通常、１８ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、その
目的では、できうる限り低粘度の重合性単量体を用いることが好ましい。光ラジカル重合
性単量体の粘度は、分子量、分子間相互作用等と関連がありことから、光ラジカル重合性
単量の低粘度化は、低分子量、低分子間相互作用を考慮することで達成することができる
。
【００７２】
　本発明で用いられる光ラジカル重合性単量体は、組成物の粘度の調整の観点から、１０
０ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する化合物が好ましく、５０ｍＰａ・ｓ以下が更に好ましく
、１０ｍＰａ・ｓ以下が特に好ましい。
　本発明における光ラジカル重合性単量体の重量平均分子量は、組成物の粘度の調整の観
点から、５００以下が好ましく、１００～４００がさらに好ましく、１００～３００が特
に好ましい。
【００７３】
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　また、本発明における光ラジカル重合性単量体が有する光ラジカル重合性官能基として
は、例えば、エチレン性不飽和結合を有する官能基が挙げられ、（メタ）アクリル基、ビ
ニル基、アリル基　スチリル基が好ましい。本発明の組成物に含まれる光ラジカル重合性
単量体は、１種であってもよいし、２種以上であってもよい。また、本発明の組成物は、
光ラジカル重合性官能基を有する光ラジカル重合性単量体と、これを有しない光ラジカル
重合性単量体（例えば、カチオン性重合性基を有する重合性単量体）とを併用してもよい
。
【００７４】
　また、硬化膜の機械特性付与の観点からは、２官能以上の多官能単量体の使用が好まし
い。このような多官能単量体は必然的に分子量が大きくなるため粘度が高く、組成物の高
粘度化によりパターン精度が低下することもある。そこで、本発明に用いられる重合性単
量体は、粘度の調整用の低粘度モノマーと硬化膜の機械特性付与の為の多官能モノマーと
の組み合わせや、本発明におけるオキセタン化合物や官能性酸無水物の組み合せを考慮し
て、総合的に選択される。
【００７５】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物において、全組成物中における光ラジカル重
合性単量体の含有量は、光照射後のパターン精度の観点から、２０～９０質量％が好まし
く、３０～７０質量％がさらに好ましい。但し、本発明における光ラジカル重合性単量体
の含有量は、上述の通り、本発明の組成物中におけるラジカル重合性官能基を有する化合
物の含有量を考慮して決定される。
【００７６】
　本発明では、シルセスキオキサン化合物を１種類のみ含んでいても、２種類以上含んで
いてもよい。また、本発明の組成物中、シルセスキオキサン化合物は、１～４０質量％の
割合で含んでいることが好ましく、１～２０質量％の割合で含んでいることがより好まし
い。このような範囲とすることにより、組成物粘度と硬化膜の機械特性を両立できる。
【００７７】
　本発明における光ラジカル重合性単量体としては、エチレン性不飽和結合含有基を１個
有する重合性不飽和単量体（１官能の重合性不飽和単量体）を挙げることができる。具体
的には、２－アクリロイロキシエチルフタレート、２－アクリロイロキシ２－ヒドロキシ
エチルフタレート、２－アクリロイロキシエチルヘキサヒドロフタレート、２－アクリロ
イロキシプロピルフタレート、２－エチル－２－ブチルプロパンジオールアクリレート、
２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシルカルビトール（メタ）ア
クリレート、２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－メトキシエチル（
メタ）アクリレート、３－メトキシブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル
（メタ）アクリレート、アクリル酸ダイマー、ベンジル（メタ）アクリレート、ブタンジ
オールモノ（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ
）アクリレート、セチル（メタ）アクリレート、エチレンオキシド変性（以下「ＥＯ」と
いう。）クレゾール（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコール（メタ）アクリレー
ト、エトキシ化フェニル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、イソアミ
ル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アク
リレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、
ジシクロヘンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）ア
クリレート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、メ
トキシジプロピレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシトリプロピレングリコー
ル（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メト
キシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メチル(メタ)アクリレート、ネオペ
ンチルグリコールベンゾエート(メタ)アクリレート、ノニルフェノキシポリエチレングリ
コール(メタ)アクリレート、ノニルフェノキシポリプロピレングリコール(メタ)アクリレ
ート、オクチル(メタ)アクリレート、パラクミルフェノキシエチレングリコール(メタ)ア
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クリレート、エピクロロヒドリン（以下「ECH」という）変性フェノキシアクリレート、
フェノキシエチル(メタ)アクリレート、フェノキシジエチレングリコール(メタ)アクリレ
ート、フェノキシヘキサエチレングリコール(メタ)アクリレート、フェノキシテトラエチ
レングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリ
エチレングリコール－ポリプロピレングリコール(メタ)アクリレート、ポリプロピレング
リコール(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート、ＥＯ変性コハク酸(メタ)
アクリレート、tｅｒｔ－ブチル(メタ)アクリレート、トリブロモフェニル(メタ)アクリ
レート、ＥＯ変性トリブロモフェニル(メタ)アクリレート、トリドデシル(メタ)アクリレ
ート、ｐ－イソプロペニルフェノール、スチレン、α－メチルスチレン、アクリロニトリ
ル、ビニルカルバゾール、エチルオキセタニルメチルアクリレートが例示される。
　これらの中でも特に、アクリレートモノマーが本発明に好適に用いられる。
【００７８】
　また、本発明における光ラジカル重合性単量体としては、エチレン性不飽和結合含有基
を２個有する２官能重合性不飽和単量体も好ましく用いることができる。前記２官能重合
性不飽和単量体の例としては、ジエチレングリコールモノエチルエーテル（メタ）アクリ
レート、ジメチロールジシクロペンタンジ（メタ）アクリレート、ジ（メタ）アクリル化
イソシアヌレート、１，３－ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタ
ンジオールジ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート、ＥＣＨ変性１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、アリロキシポ
リエチレングリコールアクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、
ＥＯ変性ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、ＰＯ変性ビスフェノールＡジ（メタ
）アクリレート、変性ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性ビスフェノー
ルＦジ（メタ）アクリレート、ＥＣＨ変性ヘキサヒドロフタル酸ジアクリレート、ヒドロ
キシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性ネオペンチルグリコールジアクリレート、プロピレ
ンオキシド（以後「ＰＯ」という。）変性ネオペンチルグリコールジアクリレート、カプ
ロラクトン変性ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコール、ステアリン酸変
性ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ＥＣＨ変性フタル酸ジ（メタ）アクリ
レート、ポリ（エチレングリコール－テトラメチレングリコール）ジ（メタ）アクリレー
ト、ポリ（プロピレングリコール－テトラメチレングリコール）ジ（メタ）アクリレート
、ポリエステル（ジ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、
ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ＥＣＨ変性プロピレングリコールジ
（メタ）アクリレート、シリコーンジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ
（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリシクロ
デカンジメタノール（ジ）アクリレート、ネオペンチルグリコール変性トリメチロールプ
ロパンジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、Ｅ
Ｏ変性トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリグリセロールジ（メタ）
アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジビニルエチレン尿素
、ジビニルプロピレン尿素、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニ
ルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルジ（メタ）アクリレート、が
例示される。
【００７９】
　これらの中で特に、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナン
ジオールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、
テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチル
グリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、
ジシクロペンテニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アク
リレート、ジシクロペンタニルジ（メタ）アクリレート等が本発明に好適に用いられる。
【００８０】
　本発明における光ラジカル重合性単量体としては、エチレン性不飽和結合含有基を３個
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以上有する多官能重合性不飽和単量体も好ましく用いることができる。前記多官能重合性
不飽和単量体の例としては、ＥＣＨ変性グリセロールトリ（メタ）アクリレート、ＥＯ変
性グリセロールトリ（メタ）アクリレート、ＰＯ変性グリセロールトリ（メタ）アクリレ
ート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ＥＯ変性リン酸トリアクリレート、トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性トリメチロールプロ
パントリ（メタ）アクリレート、ＥＯ変性トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレ
ート、ＰＯ変性トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリス（アクリロキ
シエチル）イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、カ
プロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペンタエリス
リトールヒドロキシペンタ（メタ）アクリレート、アルキル変性ジペンタエリスリトール
ペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールポリ（メタ）アクリレート、アル
キル変性ジペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパン
テトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールエトキシテトラ（メタ）アクリレー
ト、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【００８１】
　これらの中で特に、ＥＯ変性グリセロールトリ（メタ）アクリレート、ＰＯ変性グリセ
ロールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、
ＥＯ変性トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ＰＯ変性トリメチロールプ
ロパントリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート
、ペンタエリスリトールエトキシテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテ
トラ（メタ）アクリレート等が本発明に好適に用いられる。
【００８２】
　本発明で用いる光ラジカル重合性単量体としては、ビニルエーテル化合物を用いてもよ
い。
　前記ビニルエーテル化合物は公知のものを適宜選択することができ、例えば、２－エチ
ルヘキシルビニルエーテル、ブタンジオール－１，４－ジビニルエーテル、ジエチレング
リコールモノビニルエーテル、ジエチレングリコールモノビニルエーテル、エチレングリ
コールジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、１，２－プロパン
ジオールジビニルエーテル、１，３－プロパンジオールジビニルエーテル、１，３－ブタ
ンジオールジビニルエーテル、１，４－ブタンジオールジビニルエーテル、テトラメチレ
ングリコールジビニルエーテル、ネオペンチルグリコールジビニルエーテル、トリメチロ
ールプロパントリビニルエーテル、トリメチロールエタントリビニルエーテル、ヘキサン
ジオールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、ペンタエリス
リトールジビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリビニルエーテル、ペンタエリスリ
トールテトラビニルエーテル、ソルビトールテトラビニルエーテル、ソルビトールペンタ
ビニルエーテル、エチレングリコールジエチレンビニルエーテル、トリエチレングリコー
ルジエチレンビニルエーテル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテル、トリエ
チレングリコールジエチレンビニルエーテル、トリメチロールプロパントリエチレンビニ
ルエーテル、トリメチロールプロパンジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトール
ジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリエチレンビニルエーテル、ペンタ
エリスリトールテトラエチレンビニルエーテル、１，１，１－トリス〔４－（２－ビニロ
キシエトキシ）フェニル〕エタン、ビスフェノールＡジビニロキシエチルエーテル等が挙
げられる。
【００８３】
　これらのビニルエーテル化合物は、例えば、Stephen.C.Lapin,Polymers Paint Colour 
Journal.179(4237)、321(1988)に記載されている方法、即ち多価アルコールもしくは多価
フェノールとアセチレンとの反応、または多価アルコールもしくは多価フェノールとハロ
ゲン化アルキルビニルエーテルとの反応により合成することができ、これらは１種単独あ
るいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００８４】
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　また、本発明で用いる光ラジカル重合性単量体としては、スチレン誘導体も採用できる
。スチレン誘導体としては、例えば、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－メトキシ－β－メチル
スチレン、ｐ－ヒドロキシスチレン、等を挙げることができる。
【００８５】
　その他、本発明の１官能重合体と併用できるスチレン誘導体としては、例えば、スチレ
ン、ｐ－メチルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、β－メチルスチレン、ｐ－メチル－β
－メチルスチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メトキシ－β－メチルスチレン、ｐ－ヒド
ロキシスチレン、等を挙げることができる。さらに、本発明においては、ビニルナフタレ
ン誘導体を使用することもでき、例えば、１－ビニルナフタレン、α－メチル－１－ビニ
ルナフタレン、β－メチル－１－ビニルナフタレン、４－メチル－１－ビニルナフタレン
、４－メトキシ－１－ビニルナフタレン等を挙げることができる。
【００８６】
　また、モールドとの剥離性や塗布性を向上させる目的で、トリフルオロエチル(メタ)ア
クリレート、ペンタフルオロエチル(メタ)アクリレート、（パーフルオロブチル）エチル
(メタ)アクリレート、パーフルオロブチル－ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、（
パーフルオロヘキシル）エチル(メタ)アクリレート、オクタフルオロペンチル(メタ)アク
リレート、パーフルオロオクチルエチル(メタ)アクリレート、テトラフルオロプロピル（
メタ）アクリレート等のフッソ原子を有する化合物も本発明における光ラジカル重合性単
量体として使用または本発明における光ラジカル重合性単量体と併用することができる。
【００８７】
　さらに、本発明に用いられる光ラジカル重合性単量体としては、プロペニルエーテルお
よびブテニルエーテルを配合できる。例えば１－ドデシル－１－プロペニルエーテル、１
－ドデシル－１－ブテニルエーテル、１－ブテノキシメチル－２－ノルボルネン、１－４
－ジ（１－ブテノキシ）ブタン、１，１０－ジ（１－ブテノキシ）デカン、１，４－ジ（
１－ブテノキシメチル）シクロヘキサン、ジエチレングリコールジ（１－ブテニル）エー
テル、１，２，３－トリ（１－ブテノキシ）プロパン、プロペニルエーテルプロピレンカ
ーボネート等が好適に適用できる。
【００８８】
　次に、本発明における，ラジカル重合性基とオキセタン環を有する化合物、重合性酸無
水物、光ラジカル重合性単量体（以下、これらを併せて「重合性不飽和単量体」というこ
とがある）の好ましいブレンド形態について説明する。
　１官能の重合性不飽和単量体は、通常、反応性希釈剤として用いられ、本発明の組成物
の粘度を下げるのに有効であり、通常、全重合性不飽和単量体の１０質量％以上添加され
る。好ましくは、２０～８０質量％、より好ましくは、２５～７０質量％、特に好ましく
は、３０～６０質量％の範囲で添加される。
　上記１官能の重合性不飽和単量体は、反応性希釈剤としてより良好であるため、全重合
性不飽和単量体の１０質量％以上添加されることが好ましい。
　不飽和結合含有基を２個有する単量体（２官能重合性不飽和単量体）は、全重合性不飽
和単量体の好ましくは９０質量％以下、より好ましくは８０質量％以下、特に好ましくは
、７０質量％以下の範囲で添加される。１官能および２官能重合性不飽和単量体の割合は
、全重合性不飽和単量体の、好ましくは１～９５質量％、より好ましくは３～９５質量％
、特に好ましくは、５～９０質量％の範囲で添加される。不飽和結合含有基を３個以上有
する多官能重合性不飽和単量体の割合は、全重合性不飽和単量体の、好ましくは８０質量
％以下、より好ましくは７０質量％以下、特に好ましくは、６０質量％以下の範囲で添加
される。重合性不飽和結合含有基を３個以上有する重合性不飽和単量体の割合を８０質量
％以下とすることにより、組成物の粘度を下げられるため好ましい。
【００８９】
（光ラジカル重合開始剤）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には、光ラジカル重合開始剤が含まれる。本
発明の組成物は、光照射によりラジカル重合反応を開始させる光ラジカル重合開始剤を含
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むことで、光照射後のパターン精度を良好なものとすることができる。光ラジカル重合開
始剤本発明に用いられる光ラジカル重合開始剤の含有量としては、全組成物中、例えば、
０．１～１５質量％が好ましく、さらに好ましくは０．２～１２質量％であり、特に好ま
しくは、０．３～１０質量％である。２種類以上の光重合開始剤を用いる場合は、その合
計量が前記範囲となる。
　前記光ラジカル重合開始剤の割合が０．１質量％以上であると、感度(速硬化性)、解像
性、ラインエッジラフネス性、塗膜強度が向上する傾向にあり好ましい。一方、光ラジカ
ル重合開始剤の割合を１５質量％以下とすることにより、光透過性、着色性、取り扱い性
などが向上する傾向にあり、好ましい。これまで、染料および／または顔料を含むインク
ジェット用組成物や液晶デイスプレイカラーフィルタ用組成物においては、好ましい光重
合開始剤および／または光酸発生剤の添加量が種々検討されてきたが、ナノインプリント
用等の光ナノインプリントリソグラフィ用硬化性組成物についての好ましい光重合開始剤
および/または光酸発生剤の添加量については報告されていない。すなわち、染料および
／または顔料を含む系では、これらがラジカルトラップ剤として働くことがあり、光重合
性、感度に影響を及ぼす。その点を考慮して、これらの用途では、光重合開始剤の添加量
が最適化される。一方で、本発明の組成物では、染料および／または顔料は必須成分でな
く、光重合開始剤の最適範囲がインクジェット用組成物や液晶デイスプレイカラーフィル
タ用組成物等の分野のものとは異なる場合がある。
【００９０】
　本発明で用いる光ラジカル重合開始剤は、使用する光源の波長に対して活性を有するも
のが配合され、適切な活性種を発生させるものを用いる。
【００９１】
　本発明で使用される光ラジカル重合開始剤としては、例えば、市販されている開始剤を
用いることができる。これらの例としてはＣｉｂａ社から入手可能なＩｒｇａｃｕｒｅ（
登録商標）２９５９：(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、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）１８４：（
１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）５０：
（１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ベンゾフェノン）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ
（登録商標）６５１：（２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン）、
Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）３６９：（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）ブタノン－１）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）９０７：（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、Ｉｒ
ｇａｃｕｒｅ（登録商標）８１９：（ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェ
ニルフォスフィンオキサイド、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）１８００：（ビス（２，６
－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペンチルフォスフィンオキサイド
，１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標
）１８００：（ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペン
チルフォスフィンオキサイド，２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プロパ
ン－１－オン）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）ＯＸＥ０１：（１，２－オクタンジオン
，１－［４－（フェニルチオ）フェニル］－２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）、Ｄａｒｏ
ｃｕｒ（登録商標）１１７３：（２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プロ
パン－１－オン）、Ｄａｒｏｃｕｒ（登録商標）１１１６、１３９８、１１７４および１
０２０、ＣＧＩ２４２：（エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）
－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－１－（Ｏ－アセチルオキシム）、ＢＡＳＦ社から入
手可能なＬｕｃｉｒｉｎ ＴＰＯ：（２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホス
フィンオキサイド）、Ｌｕｃｉｒｉｎ ＴＰＯ－Ｌ：（２，４，６－トリメチルベンゾイ
ルエトキシフェニルホスフィンオキサイド）、日本シイベルヘグナー社から入手可能なＥ
ＳＡＣＵＲＥ　１００１Ｍ：（１－［４－ベンゾイルフェニルスルファニル］フェニル］
－２－メチル－２－（４－メチルフェニルスルホニル）プロパン－１－オン、Ｎ－１４１
４旭電化社から入手可能なアデカオプトマー（登録商標）Ｎ－１４１４：（カルバゾール
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・フェノン系）、アデカオプトマー（登録商標）Ｎ－１７１７：（アクリジン系）、アデ
カオプトマー（登録商標）Ｎ－１６０６：（トリアジン系）、三和ケミカル製のＴＦＥ－
トリアジン：（２－［２－（フラン－２－イル）ビニル］－４，６－ビス（トリクロロメ
チル）－１，３，５－トリアジン）、三和ケミカル製のＴＭＥ－トリアジン：（２－［２
－（５－メチルフラン－２－イル）ビニル］－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，
３，５－トリアジン）、三和ケミカル製のＭＰ－トリアジン：（２－（４－メトキシフェ
ニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリアジン）、ミドリ化学製
ＴＡＺ－１１３：（２－［２－（３，４－ジメトキシフェニル）エテニル］－４，６－ビ
ス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリアジン）、ミドリ化学製ＴＡＺ－１０８（２
－（３，４－ジメトキシフェニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，３，５－
トリアジン）、ベンゾフェノン、４，４‘－ビスジエチルアミノベンゾフェノン、メチル
－２－ベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニルスルフィド、４－フェ
ニルベンゾフェノン、エチルミヒラーズケトン、２－クロロチオキサントン、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、４－イソプロピルチオキサントン、
２，４－ジエチルチオキサントン、１－クロロ－４－プロポキシチオキサントン、２－メ
チルチオキサントン、チオキサントンアンモニウム塩、ベンゾイン、４，４’－ジメトキ
シベンゾイン、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、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、１，１
，１－トリクロロアセトフェノン、ジエトキシアセトフェノンおよびジベンゾスベロン、
ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、２－ベンゾイルナフタレン、４－ベンゾイル　ビフェニ
ル、４－ベンゾイルジフェニルエーテル、１，４－ベンゾイルベンゼン、ベンジル、１０
－ブチル－２－クロロアクリドン、［４－（メチルフェニルチオ）フェニル］フェニルメ
タン）、２－エチルアントラキノン、２，２－ビス（２－クロロフェニル）４，５，４‘
，５’－テトラキス（３，４，５－トリメトキシフェニル）１，２‘－ビイミダゾール、
２，２－ビス（ｏ－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、トリス（４－ジメチルアミノフェニル）メタン、エチル－４－（ジメチ
ルアミノ）ベンゾエート、２－（ジメチルアミノ）エチルベンゾエート、ブトキシエチル
－４－（ジメチルアミノ）ベンゾエート、等が挙げられる。
【００９２】
　さらに本発明のナノインプリント用硬化性組成物には、光ラジカル重合開始剤の他に、
光増感剤を加えて、ＵＶ領域の波長を調整することもできる。本発明において用いること
ができる典型的な増感剤としては、クリベロ〔J.V.Crivello,Adv.in Polymer Sci,62,1(1
984)〕に開示しているものが挙げられ、具体的には、ピレン、ペリレン、アクリジンオレ
ンジ、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、ベンゾフラビン、Ｎ－ビニルカルバ
ゾール、９，１０－ジブトキシアントラセン、アントラキノン、クマリン、ケトクマリン
、フェナントレン、カンファキノン、フェノチアジン誘導体などを挙げることができる。
【００９３】
（界面活性剤）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は界面活性剤を含んでいてもよい。本発明に
用いられる界面活性剤は、全組成物中、例えば、０．００１～５質量％含有し、好ましく
は０．００２～４質量％であり、さらに好ましくは、０．００５～３質量％である。２種
類以上の界面活性剤を用いる場合は、その合計量が前記範囲となる。の合計量が前記範囲
となる。界面活性剤が組成物中０．００１～５質量％の範囲にあると、塗布の均一性の効
果が良好であり、界面活性剤の過多によるモールド転写特性の悪化を招きにくい。
　前記界面活性剤としては、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤およびフッ素
・シリコーン系界面活性剤の少なくとも１種を含むことが好ましく、フッ素系界面活性剤
とシリコーン系界面活性剤との両方または、フッ素・シリコーン系界面活性剤を含むこと
がより好ましく、フッ素・シリコーン系界面活性剤を含むことが最も好ましい。尚、前記
フッ素系界面活性剤およびシリコーン系界面活性剤としては、非イオン性の界面活性剤が
好ましい。
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　ここで、“フッ素・シリコーン系界面活性剤”とは、フッ素系界面活性剤およびシリコ
ーン系界面活性剤の両方の要件を併せ持つものをいう。
　このような界面活性剤を用いることによって、半導体素子製造用のシリコンウエハや、
液晶素子製造用のガラス角基板、クロム膜、モリブデン膜、モリブデン合金膜、タンタル
膜、タンタル合金膜、窒化珪素膜、アモルファスシリコーン膜、酸化錫をドープした酸化
インジウム（ＩＴＯ）膜や酸化錫膜などの、各種の膜が形成される基板上に本発明のナノ
インプリント硬化性組成物を塗布したときに起こるストリエーションや、鱗状の模様（レ
ジスト膜の乾燥むら）などの塗布不良の問題を解決するが可能となる。また、モールド凹
部のキャビティ内への本発明の組成物の流動性の向上、モールドとレジストとの間の剥離
性の向上、レジストと基板間との密着性の向上、組成物の粘度を下げる等が可能になる。
特に、本発明のナノインプリント組成物は、前記界面活性剤を添加することにより、塗布
均一性を大幅に改良でき、スピンコーターやスリットスキャンコーターを用いた塗布にお
いて、基板サイズに依らず良好な塗布適性が得られる。
【００９４】
　本発明で用いることのできる、非イオン性のフッ素系界面活性剤の例としては、商品名
 フロラード ＦＣ－４３０、ＦＣ－４３１（住友スリーエム（株）製）、商品名サーフロ
ン Ｓ－３８２（旭硝子（株）製）、ＥＦＴＯＰ ＥＦ－１２２Ａ、１２２Ｂ、１２２Ｃ、
ＥＦ－１２１、ＥＦ－１２６、ＥＦ－１２７、ＭＦ－１００（（株）トーケムプロダクツ
製）、商品名 ＰＦ－６３６、ＰＦ－６３２０、ＰＦ－６５６、ＰＦ－６５２０（いずれ
もOMNOVA Solutions, Inc.）、商品名フタージェントＦＴ２５０、ＦＴ２５１、ＤＦＸ１
８ （いずれも（株）ネオス製）、商品名ユニダインＤＳ－４０１、ＤＳ－４０３、ＤＳ
－４５１ （いずれもダイキン工業（株）製）、商品名メガフアック１７１、１７２、１
７３、１７８Ｋ、１７８Ａ、（いずれも大日本インキ化学工業（株）製）が挙げられる。
　また、非イオン性の前記シリコーン系界面活性剤の例としては、商品名ＳＩ－１０シリ
ーズ（竹本油脂（株）製）、メガファックペインタッド３１（大日本インキ化学工業（株
）製）、ＫＰ－３４１（信越化学工業（株）製）が挙げられる。
　また、前記フッ素・シリコーン系界面活性剤の例としては、商品名 Ｘ－７０－０９０
、Ｘ－７０－０９１、Ｘ－７０－０９２、Ｘ－７０－０９３、（いずれも、信越化学工業
（株）製）、商品名メガフアックＲ－０８、ＸＲＢ－４（いずれも、大日本インキ化学工
業（株）製）が挙げられる。
【００９５】
（酸化防止剤）
　さらに、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、酸化防止剤を含むことが好まし
い。本発明に用いられる酸化防止剤の含有量は、全組成物中、例えば、０．０１～１０質
量％であり、好ましくは０．２～５質量％である。２種類以上の酸化防止剤を用いる場合
は、その合計量が前記範囲となる。
　前記酸化防止剤は、熱や光照射による退色およびオゾン、活性酸素、ＮＯx、ＳＯx（Ｘ
は整数）などの各種の酸化性ガスによる退色を抑制するものである。特に本発明では、酸
化防止剤を添加することにより、硬化膜の着色を防止や、分解による膜厚減少を低減でき
るという利点がある。このような酸化防止剤としては、ヒドラジド類、ヒンダードアミン
系酸化防止剤、含窒素複素環メルカプト系化合物、チオエーテル系酸化防止剤、ヒンダー
ドフェノール系酸化防止剤、アスコルビン酸類、硫酸亜鉛、チオシアン酸塩類、チオ尿素
誘導体、糖類、亜硝酸塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、ヒドロキシルアミン誘導体などを挙げ
ることができる。この中でも、特にヒンダードフェノール系酸化防止剤、チオエーテル系
酸化防止剤が硬化膜の着色、膜厚減少の観点で好ましい。
【００９６】
　前記酸化防止剤の市販品としては、商品名 Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０、１０３５、１０
７６、１２２２（以上、チバガイギー（株）製）、商品名 Ａｎｔｉｇｅｎｅ　Ｐ、３Ｃ
、ＦＲ、スミライザーＳ、スミライザーＧＡ８０（住友化学工業（株）製）、商品名アデ
カスタブＡＯ７０、ＡＯ８０、ＡＯ５０３（（株）ＡＤＥＫＡ製）等が挙げられる。これ
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らは単独で用いてもよいし、混合して用いてもよい。
【００９７】
（その他の成分）
　本発明の組成物には前記成分の他に必要に応じて、ポリマー成分、離型剤、有機金属カ
ップリング剤、重合禁止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、老化防止剤、可塑剤、密着促進剤
、熱重合開始剤、光塩基発生剤、着色剤、エラストマー粒子、光酸増殖剤、塩基性化合物
、および、その他流動調整剤、消泡剤、分散剤等を添加してもよい。　
【００９８】
　本発明の組成物では、架橋密度をさらに高める目的で、前記多官能の他の重合性単量体
よりもさらに分子量の大きい多官能オリゴマーを、本発明の目的を達成する範囲で配合す
ることもできる。光ラジカル重合性を有する多官能オリゴマーとしてはエステルアクリレ
ート、ポリウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレート、エポキシアクリレート等
の各種アクリレートオリゴマー、トリメトキシシリルプロピルアクリレートの加水分解縮
合物が挙げられる。オリゴマー成分の添加量としては、組成物の溶剤を除く成分に対し、
０～３０質量％が好ましく、より好ましくは０～２０質量％、さらに好ましくは０～１０
質量％、最も好ましくは０～５質量％である。
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物はインプリント適性、硬化性等の改良を観点
からも、さらにポリマー成分を含有していてもよい。前記ポリマー成分としては側鎖に重
合性官能基を有するポリマーが好ましい。前記ポリマー成分の重量平均分子量としては、
重合性化合物との相溶性の観点から、２０００～１０００００が好ましく、５０００～５
００００がさらに好ましい。ポリマー成分の添加量としては組成物の溶剤を除く成分に対
し、０～３０質量％が好ましく、より好ましくは０～２０質量％、さらに好ましくは０～
１０質量％、最も好ましくは２質量％以下である。また、パターン形成性の観点から樹脂
成分はできる限り少ない法が好ましく、界面活性剤や微量の添加剤を除き、樹脂成分を含
まないことが好ましい。
【００９９】
　剥離性をさらに向上する目的で、本発明の組成物には、離型剤を任意に配合することが
できる。具体的には、本発明の組成物の層に押し付けたモールドを、樹脂層の面荒れや版
取られを起こさずにきれいに剥離できるようにする目的で添加される。離型剤としては従
来公知の離型剤、例えば、シリコーン系離型剤、ポリエチレンワックス、アミドワックス
、テフロンパウダー（テフロンは登録商標）等の固形ワックス、弗素系、リン酸エステル
系化合物等が何れも使用可能である。また、これらの離型剤をモールドに付着させておく
こともできる。
【０１００】
　前記シリコーン系離型剤は、本発明で用いられる前記光硬化性樹脂と組み合わせた時に
モールドからの剥離性が特に良好であり、版取られ現象が起こり難くなる。前記シリコー
ン系離型剤は、オルガノポリシロキサン構造を基本構造とする離型剤であり、例えば、未
変性または変性シリコーンオイル、トリメチルシロキシケイ酸を含有するポリシロキサン
、シリコーン系アクリル樹脂等が該当し、一般的にハードコート用組成物で用いられてい
るシリコーン系レベリング剤の適用も可能である。
【０１０１】
　前記変性シリコーンオイルは、ポリシロキサンの側鎖および／または末端を変性したも
のであり、反応性シリコーンオイルと非反応性シリコーンオイルとに分けられる。反応性
シリコーンオイルとしては、アミノ変性、エポキシ変性、カルボキシル変性、カルビノー
ル変性、メタクリル変性、メルカプト変性、フェノール変性、片末端反応性、異種官能基
変性等が挙げられる。非反応性シリコーンオイルとしては、ポリエーテル変性、メチルス
チリル変性、アルキル変性、高級脂肪エステル変性、親水性特殊変性、高級アルコキシ変
性、高級脂肪酸変性、フッ素変性等が挙げられる。
　一つのポリシロキサン分子に前記したような変性方法の２つ以上を行うこともできる。
【０１０２】
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　前記変性シリコーンオイルは組成物成分との適度な相溶性があることが好ましい。特に
、組成物中に必要に応じて配合される他の塗膜形成成分に対して反応性がある反応性シリ
コーンオイルを用いる場合には、本発明の組成物を硬化した硬化膜中に化学結合よって固
定されるので、当該硬化膜の密着性阻害、汚染、劣化等の問題が起き難い。特に、蒸着工
程での蒸着層との密着性向上には有効である。また、（メタ）アクリロイル変性シリコー
ン、ビニル変性シリコーン等の、光硬化性を有する官能基で変性されたシリコーンの場合
は、本発明の組成物と架橋するため、硬化後の特性に優れる。
【０１０３】
　前記トリメチルシロキシケイ酸を含有するポリシロキサンは表面にブリードアウトし易
く剥離性に優れており、表面にブリードアウトしても密着性に優れ、金属蒸着やオーバー
コート層との密着性にも優れている点で好ましい。
　前記離型剤は１種類のみ或いは２種類以上を組み合わせて添加することができる。
【０１０４】
　離型剤を本発明のナノインプリント用硬化性組成物に添加する場合、組成物全量中に０
．００１～１０質量％の割合で配合することが好ましく、０．０１～５質量％の範囲で添
加することがさらに好ましい。離型剤の含有量が０．０１～５質量％の範囲内にあると、
モールドとナノインプリント用硬化性組成物層との剥離性向上効果が向上し、さらに組成
物の塗工時のはじきによる塗膜面の面荒れの問題が生じたり、製品において基材自身や近
接する層、例えば、蒸着層の密着性を阻害したり、転写時における皮膜破壊等（膜強度が
弱くなりすぎる）が生じるのを抑制することができる。
【０１０５】
　本発明の組成物には、微細凹凸パターンを有する表面構造の耐熱性、強度、或いは、金
属蒸着層との密着性を高めるために、有機金属カップリング剤を配合してもよい。また、
有機金属カップリング剤は、熱硬化反応を促進させる効果も持つため有効である。前記有
機金属カップリング剤としては、例えば、シランカップリング剤、チタンカップリング剤
、ジルコニウムカップリング剤、アルミニウムカップリング剤、スズカップリング剤等の
各種カップリング剤を使用できる。
【０１０６】
　本発明の組成物に用いることのできるシランカップリング剤としては、例えば、ビニル
トリクロロシラン、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シラン、ビニルトリエトキシ
シラン、ビニルトリメトキシシラン等のビニルシラン；γ－メタクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、
γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエト
キシシラン等のエポキシシラン；Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメ
トキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン
、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメト
キシシラン等のアミノシラン；および、その他のシランカップリング剤として、γ－メル
カプトプロピルトリメトキシシラン、γ－クロロプロピルメチルジメトキシシラン、γ－
クロロプロピルメチルジエトキシシラン等が挙げられる。
【０１０７】
　前記チタンカップリング剤としては、例えば、イソプロピルトリイソステアロイルチタ
ネート、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルトリス
（ジオクチルパイロホスフェート）チタネート、テトライソプロピルビス（ジオクチルホ
スファイト）チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネート
、テトラ（２，２－ジアリルオキシメチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタネー
ト、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス（ジオク
チルパイロホスフェート）エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネー
ト、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピルイソステアロ
イルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ（ジオクチルホスフェート）チタネート、
イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、イソプロピルトリ（Ｎ－アミノエチル・ア
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ミノエチル）チタネート、ジクミルフェニルオキシアセテートチタネート、ジイソステア
ロイルエチレンチタネート等が挙げられる。
【０１０８】
　前記ジルコニウムカップリング剤としては、例えば、テトラ－ｎ－プロポキシジルコニ
ウム、テトラ－ブトキシジルコニウム、ジルコニウムテトラアセチルアセトネート、ジル
コニウムジブトキシビス（アセチルアセトネート）、ジルコニウムトリブトキシエチルア
セトアセテート、ジルコニウムブトキシアセチルアセトネートビス（エチルアセトアセテ
ート）等が挙げられる。
【０１０９】
　前記アルミニウムカップリング剤としては、例えば、アルミニウムイソプロピレート、
モノｓｅｃ－ブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムｓｅｃ－ブチレー
ト、アルミニウムエチレート、エチルアセトアセテエートアルミニウムジイソプロピレー
ト、アルミニウムトリス（エチルアセトアセテート）、アルキルアセトアセテートアルミ
ニウムジイソプロピレート、アルミニウムモノアセチルアセトネートビス（エチルアセト
アセテート）、アルミニウムトリス（アセチルアセトアセテート）等を挙げることができ
る。
【０１１０】
　前記有機金属カップリング剤は、本発明のナノインプリント用硬化性組成物の固形分全
量中に０．００１～１０質量％の割合で任意に配合できる。有機金属カップリング剤の割
合を０．００１質量％以上とすることにより、耐熱性、強度、蒸着層との密着性の付与の
向上についてより効果的な傾向にある。一方、有機金属カップリング剤の割合を１０質量
％以下とすることにより、組成物の安定性、成膜性の欠損を抑止できる傾向にあり好まし
い。
【０１１１】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には、貯蔵安定性等を向上させるために、重
合禁止剤を配合してもよい。前記重合禁止剤としては、例えば、ハイドロキノン、ｔｅｒ
ｔ－ブチルハイドロキノン、カテコール、ハイドロキノンモノメチルエーテル等のフェノ
ール類；ベンゾキノン、ジフェニルベンゾキノン等のキノン類；フェノチアジン類；銅類
等を用いることができる。重合禁止剤は、本発明の組成物の全量に対して任意に０．００
１～１０質量％の割合で配合するのが好ましい。
【０１１２】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には紫外線吸収剤を用いることもできる。前
記紫外線吸収剤の市販品としては、Ｔｉｎｕｖｉｎ Ｐ、２３４、３２０、３２６、３２
７、３２８、２１３（以上、チバガイギー（株）製）、Ｓｕｍｉｓｏｒｂ１１０、１３０
、１４０、２２０、２５０、３００、３２０、３４０、３５０、４００（以上、住友化学
工業（株）製）等が挙げられる。紫外線吸収剤は、光ナノインプリント用硬化性組成物の
全量に対して任意に０．０１～１０質量％の割合で配合するのが好ましい。
【０１１３】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には光安定剤を用いることもできる。前記光
安定剤の市販品としては、Ｔｉｎｕｖｉｎ ２９２、１４４、６２２ＬＤ（以上、チバガ
イギー（株）製）、サノールＬＳ－７７０、７６５、２９２、２６２６、１１１４、７４
４（以上、三共化成工業（株）製）等が挙げられる。光安定剤は組成物の全量に対し、０
．０１～１０質量％の割合で配合するのが好ましい。
【０１１４】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には老化防止剤を用いることもできる。前記
老化防止剤の市販品としては、Ａｎｔｉｇｅｎｅ Ｗ、Ｓ、Ｐ、３Ｃ、６Ｃ、ＲＤ－Ｇ、
ＦＲ、ＡＷ（以上、住友化学工業（株）製）等が挙げられる。老化防止剤は組成物の全量
に対し、０．０１～１０質量％の割合で配合するのが好ましい。
【０１１５】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には基板との接着性や膜の柔軟性、硬度等を
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調整するために可塑剤を加えることが可能である。好ましい可塑剤の具体例としては、例
えば、ジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレングリコールジカプリ
レート、ジメチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェート、ジオクチルアジペ
ート、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリン、ジメチルアジペート、ジエチルア
ジペート、ジ（ｎ－ブチル）アジペート、ジメチルスベレート、ジエチルスベレート、ジ
（ｎ－ブチル）スベレート等があり、可塑剤は組成物中の３０質量％以下で任意に添加す
ることができる。好ましくは２０質量％以下で、より好ましくは１０質量％以下である。
可塑剤の添加効果を得るためには、０．１質量％以上が好ましい。
【０１１６】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には基板との接着性等を調整するために密着
促進剤を添加してもよい。前記密着促進剤として、ベンズイミダゾール類やポリベンズイ
ミダゾール類、低級ヒドロキシアルキル置換ピリジン誘導体、含窒素複素環化合物、ウレ
アまたはチオウレア、有機リン化合物、８－オキシキノリン、４－ヒドロキシプテリジン
、１，１０－フェナントロリン、２，２'－ビピリジン誘導体、ベンゾトリアゾール類、
有機リン化合物とフェニレンジアミン化合物、２－アミノ－１－フェニルエタノール、Ｎ
－フェニルエタノールアミン、Ｎ－エチルジエタノールアミン，Ｎ－エチルジエタノール
アミン、Ｎ－エチルエタノールアミンおよび誘導体、ベンゾチアゾール誘導体などを使用
することができる。密着促進剤は、組成物中の好ましくは２０質量％以下、より好ましく
は１０質量％以下、さらに好ましくは５質量％以下である。密着促進剤の添加は効果を得
るためには、０．１質量％以上が好ましい。
【０１１７】
　本発明の組成物を硬化させる場合、必要に応じて熱重合開始剤も添加することができる
。好ましい熱重合開始剤としては、例えば過酸化物、アゾ化合物を挙げることができる。
具体例としては、ベンゾイルパーオキサイド、ｔｅｒｔ－ブチル－パーオキシベンゾエー
ト、アゾビスイソブチロニトリル等を挙げることができる。熱重合開始剤は、組成物中の
好ましくは８．０質量％以下、より好ましくは６．０質量％以下、さらに好ましくは４．
０質量％以下である。熱重合開始剤の添加は効果を得るためには、３．０質量％以上が好
ましい。
【０１１８】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、パターン形状、感度等を調整する目的で
、必要に応じて光塩基発生剤を添加してもよい。光塩基発生剤としては、例えば、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、２，６－ジメチル－３，５－ジ
アセチル－４－（２'－ニトロフェニル）－１，４－ジヒドロピリジン、２，６－ジメチ
ル－３，５－ジアセチル－４－（２'，４'－ジニトロフェニル）－１，４－ジヒドロピリ
ジン等が好ましいものとして挙げられる。
【０１１９】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物には、塗膜の視認性を向上するなどの目的で
、着色剤を任意に添加してもよい。着色剤は、ＵＶインクジェット組成物、カラーフィル
タ用組成物およびＣＣＤイメージセンサ用組成物等で用いられている顔料や染料を本発明
の目的を損なわない範囲で用いることができる。本発明で用いることができる顔料として
は、従来公知の種々の無機顔料または有機顔料を用いることができる。無機顔料としては
、金属酸化物、金属錯塩等で示される金属化合物であり、具体的には鉄、コバルト、アル
ミニウム、カドミウム、鉛、銅、チタン、マグネシウム、クロム、亜鉛、アンチモン等の
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金属酸化物、金属複合酸化物を挙げることができる。有機顔料としては、C.I.Pigment Ye
llow 11, 24, 31, 53, 83, 99, 108, 109, 110, 138, 139,151, 154, 167、C.I.Pigment 
Orange 36, 38, 43、C.I.Pigment Red 105, 122, 149, 150, 155, 171, 175, 176, 177, 
209、C.I.Pigment Violet 19, 23, 32, 39、C.I.Pigment Blue 1, 2, 15, 16, 22, 60, 6
6、C.I.Pigment Green 7, 36, 37、C.I.Pigment Brown 25, 28、C.I.Pigment Black 1, 7
および、カーボンブラックを例示できる。着色剤は組成物の全量に対し、０．００１～２
質量％の割合で配合するのが好ましい。
【０１２０】
　また、本発明のナノインプリント用硬化性組成物では、機械的強度、柔軟性等を向上す
るなどの目的で、任意成分としてエラストマー粒子を添加してもよい。
　本発明の組成物に任意成分として添加できるエラストマー粒子は、平均粒子サイズが好
ましくは１０ｎｍ～７００ｎｍ、より好ましくは３０～３００ｎｍである。例えばポリブ
タジエン、ポリイソプレン、ブタジエン／アクリロニトリル共重合体、スチレン／ブタジ
エン共重合体、スチレン／イソプレン共重合体、エチレン／プロピレン共重合体、エチレ
ン／α－オレフィン系共重合体、エチレン／α－オレフィン／ポリエン共重合体、アクリ
ルゴム、ブタジエン／（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン／ブタジエンブロ
ック共重合体、スチレン／イソプレンブロック共重合体などのエラストマーの粒子である
。またこれらエラストマー粒子を、メチルメタアクリレートポリマー、メチルメタアクリ
レート／グリシジルメタアクリレート共重合体などで被覆したコア／シェル型の粒子を用
いることができる。エラストマー粒子は架橋構造をとっていてもよい。
【０１２１】
　エラストマー粒子の市販品としては、例えば、レジナスボンドＲＫＢ（レジナス化成（
株）製）、テクノＭＢＳ－６１、ＭＢＳ－６９（以上、テクノポリマー（株）製）等を挙
げることができる。
【０１２２】
　これらエラストマー粒子は単独で、または２種以上組み合わせて使用することができる
。本発明の組成物におけるエラストマー成分の含有割合は、好ましくは１～３５質量％で
あり、より好ましくは２～３０質量％、特に好ましくは３～２０質量％である。
【０１２３】
　本発明の組成物には、硬化収縮の抑制、熱安定性を向上するなどの目的で、塩基性化合
物を任意に添加してもよい。塩基性化合物としては、アミンならびに、キノリンおよびキ
ノリジンなど含窒素複素環化合物、塩基性アルカリ金属化合物、塩基性アルカリ土類金属
化合物などが挙げられる。これらの中でも、光重合成モノマーとの相溶性の面からアミン
が好ましく、例えば、オクチルアミン、ナフチルアミン、キシレンジアミン、ジベンジル
アミン、ジフェニルアミン、ジブチルアミン、ジオクチルアミン、ジメチルアニリン、キ
ヌクリジン、トリブチルアミン、トリオクチルアミン、テトラメチルエチレンジアミン、
テトラメチル－１，６－ヘキサメチレンジアミン、ヘキサメチレンテトラミンおよびトリ
エタノールアミンなどが挙げられる。
【０１２４】
　本発明の組成物には、光硬化性向上のために、連鎖移動剤を添加してもよい。前記連鎖
移動剤としては、具体的には、４－ビス（３－メルカプトブチリルオキシ）ブタン、１，
３，５－トリス（３－メルカプトブチルオキシエチル）１，３，５－トリアジン－２，４
，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプ
トブチレート）を挙げることができる。
【０１２５】
　なお、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、調製時における水分量が好ましく
は２．０質量％以下、より好ましくは１．５質量％、さらに好ましくは１．０質量％以下
である。調製時における水分量を２．０質量％以下とすることにより、本発明の組成物の
保存性をより安定にすることができる。
【０１２６】
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　また、本発明のナノインプリント用硬化性組成物には溶剤を用いることもできる。前記
有機溶剤の含有量は、全組成物中、３質量％以下であることが好ましい。すなわち本発明
の組成物は、好ましくは前記のような１官能およびまたは２官能の他の単量体を反応性希
釈剤として含むため、本発明の組成物の成分を溶解させるための有機溶剤は、必ずしも含
有する必要がない。本発明の組成物では、有機溶剤の含有量は、好ましくは３質量％以下
、より好ましくは２質量％以下であり、含有しないことが特に好ましい。このように、本
発明の組成物は、必ずしも、有機溶剤を含むものではないが、反応性希釈剤では、溶解し
ない化合物などを、本発明の組成物として溶解させる場合や粘度を微調整する際など、任
意に添加してもよい。本発明の組成物に好ましく使用できる有機溶剤の種類としては、光
ナノインプリント用硬化性組成物やフォトレジストで一般的に用いられている溶剤であり
、本発明で用いる化合物を溶解および均一分散させるものであればよく、かつこれらの成
分と反応しないものであれば特に限定されない。
【０１２７】
　前記有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール等のアルコール類；テトラヒ
ドロフラン等のエーテル類；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
ルジメチルエーテル、エチレングリコールメチルエチルエーテル、エチレングリコールモ
ノエチルエーテル等のグリコールエーテル類；メチルセロソルブアセテート、エチルセロ
ソルブアセテート等のエチレングリコールアルキルエーテルアセテート類；ジエチレング
リコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリ
コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールエチルメチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等のジエチレング
リコール類；プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールエ
チルエーテルアセテート等のプロピレングリコールアルキルエーテルアセテート類；トル
エン、キシレン等の芳香族炭化水素類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソフチ
ルケトン、シクロヘキサノン、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、２－ヘプ
タノン等のケトン類；２－ヒドロキシプロピオン酸エチル、２－ヒドロキシ－２－メチル
プロピオン酸メチル、２－ヒドロキシ－２－メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エ
チル、ヒドロキシ酢酸エチル、２－ヒドロキシ－２－メチルブタン酸メチル、３－メトキ
シプロピオン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸エチル、３－エトキシプロピオン酸メ
チル、３－エトキシプロピオン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エ
チル等の乳酸エステル類等のエステル類などが挙げられる。
　さらに、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルホルム
アニリド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリ
ドン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニ
ルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、１－オクタノール、１－ノナノール
、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸
ジエチル、γ－ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブア
セテート等の高沸点溶剤を添加することもできる。これらは１種を単独使用してもよく、
２種類以上を併用しても構わない。
　これらの中でも、メトキシプロピレングリコールアセテート、２－ヒドロキシプロピン
酸エチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、乳酸エ
チル、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトン、２－ヘプタノンなどが特に好ましい
。
【０１２８】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、表面張力が、１８～３０ｍＮ／ｍの範囲
にあることが好ましく、２０～２８ｍＮ／ｍの範囲にあることがより好ましい。このよう
な範囲とすることにより、表面平滑性を向上させるという効果が得られる。
　なお、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、調製時における水分量が好ましく
は２．０質量％以下、より好ましくは１．５質量％、さらに好ましくは１．０質量％以下
である。調製時における水分量を２．０質量％以下とすることにより、本発明の組成物の
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保存性をより安定にすることができる。
【０１２９】
（本発明のナノインプリント用硬化性組成物の粘度）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物の粘度について説明する。本発明における粘
度は特に述べない限り、２５℃における粘度をいう。本発明のナノインプリント用硬化性
組成物は、２５℃における粘度が、３～１８ｍＰａ・ｓであることが好ましく、さらに好
ましくは５～１５ｍＰａ・ｓであり、特に好ましくは７～１２ｍＰａ・ｓである。本発明
の組成物の粘度を３ｍＰａ・ｓ以上とすることにより、基板塗布適性の問題や膜の機械的
強度の低下が生じにくい傾向にある。具体的には、粘度を３ｍＰａ・ｓ以上とすることに
よって、組成物の塗布の際に面上ムラを生じたり、塗布時に基板から組成物が流れ出たり
するのを抑止できる傾向にあり、好ましい。また、粘度が３ｍＰａ・ｓ以上の組成物は、
粘度３ｍＰａ・ｓ未満の組成物に較べて調製も容易である。一方、本発明の組成物の粘度
を１８ｍＰａ・ｓ以下とすることにより、微細な凹凸パターンを有するモールドを組成物
に密着させた場合でも、モールドの凹部のキャビティ内にも組成物が流れ込み、大気が取
り込まれにくくなるため、バブル欠陥を引き起こしにくくなり、モールド凸部において光
硬化後に残渣が残りにくくなり好ましい。また、本発明の組成物の粘度が１８ｍＰａ・ｓ
以下であると、微細なパターンの形成に粘度が影響を与えにくい。
　一般的に、組成物の粘度は、粘度の異なる各種の単量体、オリゴマー、ポリマーをプレ
ンドすることで調整可能である。本発明のナノインプリント用硬化性組成物の粘度を前記
範囲内に設計するためには、単体の粘度が５．０ｍＰａ・ｓ以下の組成物を添加して粘度
を調整することが好ましい。
【０１３０】
（硬化物の光透過性）
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、厚さ３．０μｍの薄膜（硬化物）を露光
及び加熱により形成した際における、４００ｎｍ光線透過率が９５％以上であることが好
ましい。ここで、４００ｎｍ光線透過率とは４００ｎｍの波長における光の透過率を意味
する。前記４００ｎｍ光線透過率としては、９７％以上であることが更に好ましい。
　前記４００ｎｍ光線透過率は、例えば、島津製作所（株）製の「ＵＶ－２４００ＰＣ」
等により測定することができる。
【０１３１】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、硬化物の光透過率性（４００ｎｍ光線透
過率）を向上させる（黄変による光透過率の低下を抑制する）観点から、組成物中の窒素
原子を含むモノマーの含有量を５質量％以下とすることが好ましく、３質量％以下とする
ことがさらに好ましく、１質量％以下とすることが特に好ましい。
【０１３２】
　また、前記光透過率性（４００ｎｍ光線透過率）は、上述の酸化防止剤を本発明の組成
物に加えることでも向上させることができる。
【０１３３】
［硬化物の製造方法］
　次に、本発明のナノインプリント用硬化性組成物を用いた硬化物（特に、微細凹凸パタ
ーン）の形成方法について説明する。本発明のナノインプリント用硬化性組成物を基板ま
たは支持体（基材）上に塗布してパターン形成層を形成する工程と、前記パターン形成層
表面にモールドを押圧する工程と、前記パターン形成層に光を照射する工程と、を経て本
発明の組成物を硬化することで、微細な凹凸パターンを形成することができる。特に本発
明においては、硬化物の硬化度を向上させるために、更に、光照射後にパターン形成層を
加熱する工程を含むことが好ましい。即ち、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は
、光および熱によって硬化させることが好ましい。
　本発明の硬化物の製造方法によって得られた硬化物は、パターン精密度、硬化性、光透
過性に優れ、特に、液晶カラーフィルタの保護膜、スペーサー、その他の液晶表示装置用
部材として好適に用いることができる。
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【０１３４】
　具体的には、基材（基板または支持体）上に少なくとも本発明の組成物からなるパター
ン形成層を塗布し、必要に応じて乾燥させて本発明の組成物からなる層（パターン形成層
）を形成してパターン受容体（基材上にパターン形成層が設けられたもの）を作製し、当
該パターン受容体のパターン形成層表面にモールドを圧接し、モールドパターンを転写す
る加工を行い、微細凹凸パターン形成層を光照射および加熱により硬化させる。光照射お
よび加熱は複数回に渡って行ってもよい。本発明のパターン形成方法（硬化物の製造方法
）による光インプリントリソグラフィは、積層化や多重パターニングもでき、通常の熱イ
ンプリントと組み合わせて用いることもできる。
【０１３５】
　なお、本発明のナノインプリント用硬化性組成物の応用として、基板または、支持体上
に本発明の組成物を塗布し、該組成物からなる層を露光、硬化、必要に応じて乾燥(ベー
ク)させることにより、オーバーコート層や絶縁膜などの永久膜を作製することもできる
。
【０１３６】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いられる永久膜（構造部材用のレジスト）におい
ては、ディスプレイの動作を阻害しないようにするため、レジスト中の金属あるいは有機
物のイオン性不純物の混入を極力避けることが望ましく、その濃度としては、１０００ｐ
ｐｍ以下、望ましくは１００ｐｐｍ以下である。
【０１３７】
　以下において、本発明のナノインプリント用硬化性組成物を用いた硬化物の製造方法（
パターン形成方法（パターン転写方法））について具体的に述べる。
　本発明の硬化物の製造方法においては、まず、本発明の組成物を基材上に塗布してパタ
ーン形成層を形成する。
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物を基材上に塗布する際の塗布方法としては、
一般によく知られた塗布方法、例えば、ディップコート法、エアーナイフコート法、カー
テンコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法、エクストルージョンコート法
、スピンコート方法、スリットスキャン法などにより、塗布することにより形成すること
ができる。また、本発明の組成物からなるパターン形成層の膜厚は、使用する用途によっ
て異なるが、０．０５μｍ～３０μｍ程度である。また、本発明の組成物を、多重塗布に
より塗布してもよい。尚、基材と本発明の組成物からなるパターン形成層との間には、例
えば平坦化層等の他の有機層などを形成してもよい。これにより、パターン形成層と基板
とが直接接しないことから、基板に対するごみの付着や基板の損傷等を防止することがで
きる。
【０１３８】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物を塗布するための基材（基板または支持体）
は、種々の用途によって選択可能であり、例えば、石英、ガラス、光学フィルム、セラミ
ック材料、蒸着膜、磁性膜、反射膜、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｆｅなどの金属基板、紙、ＳＯ
Ｇ（スピンオングラスガラス）、ポリエステルフイルム、ポリカーボネートフィルム、ポ
リイミドフィルム等のポリマー基板、ＴＦＴアレイ基板、ＰＤＰの電極板、ガラスや透明
プラスチック基板、ＩＴＯや金属などの導電性基材、絶縁性基材、シリコーン、窒化シリ
コーン、ポリシリコーン、酸化シリコーン、アモルファスシリコーンなどの半導体作製基
板など特に制約されない。また、基材の形状も特に限定されるものではなく、板状でもよ
いし、ロール状でもよい。さらに、後述のように前記基材としては、モールドとの組み合
わせ等に応じて、光透過性、または、非光透過性のものを選択することができる。
【０１３９】
　次いで、本発明の硬化物の製造方法においては、パターン形成層にパターンを転写する
ために、パターン形成層表面にモールドを（押圧）押接する。これにより、モールドの押
圧表面にあらかじめ形成された微細なパターンをパターン形成層に転写することができる
。
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【０１４０】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物を用いた光ナノインプリントリソグラフィは
、モールド材および／または基板の少なくとも一方に、光透過性の材料を選択する。本発
明に適用される光インプリントリソグラフィでは、基材の上に本発明のナノインプリント
用硬化性組成物を塗布してパターン形成層を形成し、この表面に光透過性のモールドを押
圧し、モールドの裏面から光を照射し、前記パターン形成層を硬化させる。また、光透過
性基材上に光ナノインプリント用硬化性組成物を塗布し、モールドを押し当て、基材の裏
面から光を照射し、光ナノインプリント用硬化性組成物を硬化させることもできる。
　前記光照射は、モールドを付着させた状態で行ってもよいし、モールド剥離後に行って
もよいが、本発明では、モールドを密着させた状態で行うのが好ましい。
【０１４１】
　本発明で用いることのできるモールドは、転写されるべきパターンを有するモールドが
使われる。前記モールド上のパターンは、例えば、フォトリソグラフィや電子線描画法等
によって、所望する加工精度に応じてパターンが形成できるが、本発明では、モールドパ
ターン形成方法は特に制限されない。
　本発明において用いられる光透過性モールド材は、特に限定されないが、所定の強度、
耐久性を有するものであればよい。具体的には、ガラス、石英、ＰＭＭＡ、ポリカーボネ
ート樹脂などの光透明性樹脂、透明金属蒸着膜、ポリジメチルシロキサンなどの柔軟膜、
光硬化膜、金属膜等が例示される。
【０１４２】
　本発明の透明基板を用いた場合で使われる非光透過型モールド材としては、特に限定さ
れないが、所定の強度を有するものであればよい。具体的には、セラミック材料、蒸着膜
、磁性膜、反射膜、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｆｅなどの金属基板、ＳｉＣ、シリコーン、窒化
シリコーン、ポリシリコーン、酸化シリコーン、アモルファスシリコーンなどの基板など
が例示され、特に制約されない。また、モールドの形状も特に制約されるものではなく、
板状モールド、ロール状モールドのどちらでもよい。ロール状モールドは、特に転写の連
続生産性が必要な場合に適用される。
【０１４３】
　本発明の硬化物の製造方法で用いられるモールドは、光ナノインプリント用硬化性組成
物とモールド表面との剥離性を向上させるために離型処理を行ったものを用いてもよい。
このようなモールドとしては、シリコーン系やフッソ系などのシランカップリング剤によ
る処理を行ったもの、例えば、ダイキン工業（株）製のオプツールＤＳＸや、住友スリー
エム（株）製のNovec EGC－1720等、市販の離型剤も好適に用いることができる。
【０１４４】
　本発明の組成物を用いて光インプリントリソグラフィを行う場合、本発明の硬化物の製
造方法では、通常、モールド圧力を１０気圧以下で行うのが好ましい。モールド圧力を１
０気圧以下とすることによって、モールドや基板が変形しにくくパターン精度が向上する
傾向にある。また、加圧が低いため装置を縮小できる傾向にある点からも好ましい。モー
ルド圧力は、モールド凸部の光ナノインプリント用硬化性組成物の残膜が少なくなる範囲
で、モールド転写の均一性が確保できる領域を選択することが好ましい。
【０１４５】
　本発明の硬化物の製造方法において、前記パターン形成層に光を照射する工程における
光照射の照射量は、硬化に必要な照射量よりも十分大きければよい。硬化に必要な照射量
は、光ナノインプリント用硬化性組成物の不飽和結合の消費量や硬化膜のタッキネスを調
べて適宜決定される。
　また、本発明に適用される光インプリントリソグラフィにおいて、光照射の際の基板温
度は、通常、室温で行われるが、反応性を高めるために加熱をしながら光照射してもよい
。光照射の前段階として、真空状態にしておくと、気泡混入防止、酸素混入による反応性
低下の抑制、モールドと光ナノインプリント用硬化性組成物との密着性向上に効果がある
ため、真空状態で光照射してもよい。また、本発明の硬化物の製造方法中、光照射時にお
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ける好ましい真空度は、１０-1Ｐａから常圧の範囲である。
【０１４６】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物を硬化させるために用いられる光は特に限定
されず、例えば、高エネルギー電離放射線、近紫外、遠紫外、可視、赤外等の領域の波長
の光または放射線が挙げられる。高エネルギー電離放射線源としては、例えば、コックク
ロフト型加速器、ハンデグラーフ型加速器、リニヤーアクセレーター、ベータトロン、サ
イクロトロン等の加速器によって加速された電子線が工業的に最も便利且つ経済的に使用
されるが、その他に放射性同位元素や原子炉等から放射されるγ線、Ｘ線、α線、中性子
線、陽子線等の放射線も使用できる。紫外線源としては、例えば、紫外線螢光灯、低圧水
銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、キセノン灯、炭素アーク灯、太陽灯等が挙げられる。
放射線には、例えばマイクロ波、ＥＵＶが含まれる。また、ＬＥＤ、半導体レーザー光、
あるいは２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザー光や１９３ｎｍＡｒＦエキシマレーザーな
どの半導体の微細加工で用いられているレーザー光も本発明に好適に用いることができる
。これらの光は、モノクロ光を用いてもよいし、複数の波長の異なる光（ミックス光）で
もよい。
【０１４７】
　露光に際しては、露光照度を１ｍＷ／ｃｍ2～５０ｍＷ／ｃｍ2の範囲にすることが望ま
しい。１ｍＷ／ｃｍ2以上とすることにより、露光時間を短縮することができるため生産
性が向上し、５０ｍＷ／ｃｍ2以下とすることにより、副反応が生じることによる永久膜
の特性の劣化を抑止できる傾向にあり好ましい。露光量は５ｍＪ／ｃｍ2～１０００ｍＪ
／ｃｍ2の範囲にすることが望ましい。５ｍＪ／ｃｍ2以上であると、露光マージンが狭く
なり、光硬化が不十分となりモールドへの未反応物の付着などの問題が発生するのを防止
できる。また。露光量が１０００ｍＪ／ｃｍ2以下であると組成物の分解による永久膜の
劣化を抑制することができる。
　さらに、露光に際しては、酸素によるラジカル重合の阻害を防ぐため、チッソやアルゴ
ンなどの不活性ガスを流して、酸素濃度を１００ｍｇ／Ｌ未満に制御してもよい。
【０１４８】
　本発明の硬化物の製造方法においては、光照射によりパターン形成層を硬化させた後、
硬化させたパターンに熱を加えてさらに硬化させる工程（ポストベーク工程）を含むのが
好ましい。尚、加熱は、光照射後のパターン形成層からモールドを剥離する前後のいずれ
に行ってもよいが、モールドの剥離後にパターン形成層を加熱するほうが好ましい。光照
射後に本発明の組成物を加熱硬化させる熱としては、１５０～２８０℃が好ましく、２０
０～２５０℃がより好ましい。また、熱を付与する時間としては、５～６０分間が好まし
く、１５～４５分間がさらに好ましい。
【０１４９】
　本発明において、光インプリントリソグラフィにおける光照射は、硬化に必要な照射量
よりも十分大きければよい。硬化に必要な照射量は、光ナノインプリントリソグラフィ用
硬化性組成物の不飽和結合の消費量や硬化膜のタッキネスを調べて決定される。
【０１５０】
　また、本発明に適用される光インプリントリソグラフィにおいては、光照射の際の基板
温度は、通常、室温で行われるが、反応性を高めるために加熱をしながら光照射してもよ
い。光照射の前段階として、真空状態にしておくと、気泡混入防止、酸素混入による反応
性低下の抑制、モールドと光ナノインプリントリソグラフィ用硬化性組成物の密着性向上
に効果があるため、真空状態で光照射してもよい。本発明において、好ましい真空度は、
１０-1Ｐａから常圧の範囲で行われる。
【０１５１】
　本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、上記各成分を混合した後、例えば、孔径
０．０５μｍ～５．０μｍのフィルターで濾過することによって溶液として調製すること
ができる。ナノインプリント用硬化性組成物の混合・溶解は、通常、０℃～１００℃の範
囲で行われる。濾過は、多段階で行ってもよいし、多数回繰り返してもよい。また、濾過
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した液を再濾過することもできる。濾過に使用する材質は、ポリエチレン樹脂、ポリプロ
ピレン樹脂、フッソ樹脂、ナイロン樹脂などのものが使用できるが特に限定されない。
【０１５２】
　上述のように本発明の硬化物の製造方法によって形成された硬化物は、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）などに用いられる永久膜（構造部材用のレジスト）やエッチングレジストと
して使用することができる。また、前記永久膜は、製造後にガロン瓶やコート瓶などの容
器にボトリングし、輸送、保管されるが、この場合に、劣化を防ぐ目的で、容器内を不活
性なチッソ、またはアルゴンなどで置換しておいてもよい。また、輸送、保管に際しては
、常温でもよいが、より永久膜の変質を防ぐため、－２０℃から０℃の範囲に温度制御し
てもよい。勿論、反応が進行しないレベルで遮光することが好ましい。
【０１５３】
　また、本発明のナノインプリント用硬化性組成物は、半導体集積回路、記録材料、ある
いはフラットパネルディスプレイなどのエッチングレジストとして適用することも可能で
ある。
　本発明のナノインプリント用組成物をエッチングレジストとして利用する場合には、ま
ず、基材として例えばＳｉＯ2等の薄膜が形成されたシリコンウエハ等を用い、基材上に
本発明の硬化物の製造方法によってナノオーダーの微細なパターンを形成する。その後、
ウェットエッチングの場合にはフッ化水素等、ドライエッチングの場合にはＣＦ4等のエ
ッチングガスを用いてエッチングすることにより、基材上に所望のパターンを形成するこ
とができる。
【実施例】
【０１５４】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使
用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更する
ことができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。
【０１５５】
　下記表１～２に示すように、オキセタン化合物、官能性無水酸物、重合性単量体に加え
て、下記光ラジカル重合開始剤Ｐ－１、下記界面活性剤Ｗ－１およびＷ－２、下記酸化防
止剤Ａ－１およびＡ－２を加えてナノインプリント用硬化性組成物を調製した。尚、表中
の数値（粘度を除く）は質量％である。
【０１５６】
＜オキセタン化合物＞
Ｏ－１：３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン（東亞合成（株）製：ＯＸＴ－１
０１）
Ｏ－２：オキセタンアクリレート（大阪有機化学（株）製：ＯＸＥ－１０）
【０１５７】
＜官能性無水酸物＞
Ｈ－１：メチル－３，６－エンドメチレン－１，２，３，６－テトラヒドロ無水フタル酸
（日立化成工業（株）製：ＭＨＡＣ―Ｐ）
Ｈ－２：酸無水物アクリレート（シグマアルドリッチジャパン（株）製：Ａｌｄｒｉｃｈ
試薬３３０７３６）
【０１５８】
＜光ラジカル重合性単量体＞
Ｍ－１：ベンジルアクリレート（大阪有機化学（株）製：ビスコート#１６０）
Ｍ－２：ネオペンチルグリコールジアクリレート（日本化薬（株）製：ＫＡＲＡＹＡＤ　
ＮＰＧＤＡ）
Ｍ－３：トリメチロールプロパントリアクリレート（東亞合成（株）製：アロニックスＭ
３０９）
【０１５９】
＜Ｎ原子含有重合性単量体＞
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Ｎ－１：Ｎ－ビニルホルムアミド（荒川化学工業（株）製：ビームセット７７０）
【０１６０】
＜光ラジカル重合開始剤＞
Ｐ－１：２，４，６－トリメチルベンゾイル－エトキシフェニル－ホスフィンオキシド（
ＢＡＳＦ社製：Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ－Ｌ）
【０１６１】
＜界面活性剤＞
Ｗ－１：非フッ素系界面活性剤（竹本油脂（株）製：パイオニンＤ６３１５）
Ｗ－２：フッ素系界面活性剤（大日本インキ化学工業（株）製：メガファックＦ７８０Ｆ
）
【０１６２】
＜酸化防止剤＞
Ａ－１：スミライザーＧＡ８０（住友化学（株）製）
Ａ－２：アデカスタブＡＯ５０３（アデカジャパン（株）製）
【０１６３】
　尚、上記化合物のうち、０－２，Ｈ－２，Ｍ－１，Ｍ－２，Ｍ－３，Ｎ－１が、ラジカ
ル重合性官能基を有する化合物に該当し、表中の“ラジカル含有量”は、ラジカル重合性
官能基を有する化合物の全組成物中の含有量を示す。
【０１６４】
【表１】

【０１６５】
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【表２】

【０１６６】
［ナノインプリント用硬化性組成物の評価］
　各実施例および比較例の組成物をについて、粘度、パターン精度、剥離性、膜減り、硬
さ、透過率、について下記評価方法に従って測定・評価を行った。結果を表３および４に
示す。
【０１６７】
＜粘度測定＞
　粘度の測定は、東機産業（株）社製のＲＥ－８０Ｌ型回転粘度計を用い、２５±０．２
℃で測定した。測定時の回転速度は、０．５ｍＰａ・ｓ以上５ｍＰａ・ｓ未満は１００ｒ
ｐｍで行い、５ｍＰａ・ｓ以上１０ｍＰａ・ｓ未満は５０ｒｐｍで行い、１０ｍＰａ・ｓ
以上３０ｍＰａ・ｓ未満は２０ｒｐｍで行い、３０ｍＰａ・ｓ以上６０ｍＰａ・ｓ未満は
１０ｒｐｍで行い、６０ｍＰａ・ｓ以上１２０ｍＰａ・ｓ未満は５ｒｐｍで行い、１２０
ｍＰａ・ｓ以上は１ｒｐｍもしくは０．５ｒｐｍで行った。
【０１６８】
＜パターン精度の観察＞
　各組成物について。膜厚３．０μｍとなるようにガラス基板上にスピンコートした。ス
ピンコートした塗布基膜をＯＲＣ社製の高圧水銀灯（ランプパワー２０００ｍＷ／ｃｍ2

）を光源とするナノインプリント装置にセットし、モールド加圧力０．８ｋＮ、露光中の
真空度は１０Ｔｏｒｒ（（約１．３３×１０4Ｐａ）の条件で、モールドとして、１０μ
ｍのライン／スペースパターンを有し、溝深さが４．０μｍのポリジメチルシロキサン(
東レ・ダウコーニング（株）製の「ＳＩＬＰＯＴ１８４」を８０℃６０分で硬化させたも
の)を材質とするものを用いて押圧し、さらに、モールドの表面から２４０ｍＪ／ｃｍ2の
条件で露光した。露光後、モールドを離し、レジストパターンを得た。更に、得られたレ
ジストパターンをオーブンで２３０℃、３０分間加熱して完全に硬化させた。
　転写後のパターン形状を走査型電子顕微鏡および光学顕微鏡にて観察し、パターン形状
を以下の基準に従って評価した。
◎：モールドのパターン形状の元となる原版のパターンとほぼ同一である。
○：モールドのパターン形状の元となる原版のパターン形状と一部異なる部分（原版のパ
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ターンと１０％未満の範囲）がある。
△：モールドのパターン形状の元となる原版のパターン形状と一部異なる部分（原版のパ
ターンと１０％以上２０％未満の範囲）がある。
×：モールドのパターン形状の元となる原版のパターンとはっきりと異なる、あるいはパ
ターンの膜厚が原版のパターンと２０％以上異なる。
【０１６９】
＜膜減りの評価＞
　各組成物を膜厚３．０μｍとなるようにガラス基板上にスピンコートし、モールドを圧
着せず、窒素雰囲気下で露光量２４０ｍＪ／ｃｍ2で露光した。その後、オーブンで２３
０℃、３０分間加熱して硬化させた。オーブンでベークする前後の膜厚を測定し、その減
少率を求め下記の基準に従って加熱による膜の減少率（膜減り）について評価した。
◎：減少率が５％未満
○：減少率が５％以上、１０％未満
△：減少率が１０％以上、１５％未満
×：減少率が１５％以上
【０１７０】
＜鉛筆硬度の評価＞
　各組成物を膜厚３．０μｍとなるようにガラス基板上にスピンコートし、モールドを圧
着せず、窒素雰囲気下で露光量２４０ｍＪ／ｃｍ2で露光した。その後オーブンで２３０
℃、３０分間加熱して硬化させた膜を用いて、「ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４」に準拠し
た方法で鉛筆硬度の評価を行った。
◎：４Ｈ以上
○：３Ｈ
△：２Ｈ
×：２Ｈ未満
【０１７１】
＜光透過率（着色性）の評価＞
　各組成物を膜厚３．０μｍとなるようにガラス基板上にスピンコートし、モールドを圧
着せず、窒素雰囲気下で露光量２４０ｍＪ／ｃｍ2で露光した。その後オーブンで２３０
℃、３０分間加熱して硬化させた膜を、島津製作所（株）製「ＵＶ－２４００ＰＣ」にて
４００ｎｍにおける透過率を測定した。
◎：透過率が９７％以上であった。
○：透過率が９５％以上、９７％未満であった。
△：透過率が９０以上、９５％未満であった。
×：透過率が９０未満であった。
【０１７２】
【表３】

【０１７３】
【表４】
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【０１７４】
　表３からわかるように、実施例の各組成物はいずれもパターン精度および光透過性が良
好であり、加熱による膜の残膜率（膜減り）および硬度が高いものであった。また、実施
例９と実施例１０との比較から、Ｎ原子含有モノマーが５．０質量％以下のほうが光透過
性（着色）に優れることがわかった。また実施例１１と他の実施例との比較から、酸化防
止剤を含有するほうが光透過性（着色）に優れることがわかった。
【０１７５】
　また表４からわかるように、官能性酸無水物またはオキセタン環を有する化合物を含ま
ない比較例１および２は特に加熱後における膜の減少率が高いことがわかった。また、オ
キセタン環を有する化合物や酸無水物以外の光ラジカル重合性単量体を含まない比較例３
は、各種性能が悪化していた。同様に比較例４および比較例５ではラジカル重合性官能性
基を含有する化合物の含有量が少なすぎるために各種性能が悪化していることがわかる。
特に、比較例４では組成物の粘度が高すぎるためにインプリント適性が悪化している。比
較例６では光ラジカル重合開始剤が含まれていないために硬化が不十分で、各種性能が悪
化している。
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