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(57)【要約】
様々な実施形態は、規則的に間隔をおいて配置される細
孔を有する微孔性の微粒子フィルタを製作するためのデ
バイスおよび方法を開示しており、そこでは、シート膜
基板がマスクを通すことによって高エネルギー粒子の放
射に曝露され、損傷した領域が適切な現像剤の中で除去
される。必要とされる被写界深度は、回折を最小化する
ための高エネルギー粒子と、適切に小さな直径を有する
高エネルギー粒子の供給源とを用いることによって達成
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微孔性フィルタ膜を製作するためのリソグラフィー曝露デバイスであって、該微孔性フ
ィルタ膜は、堅牢な基板によって支持されておらず、該リソグラフィー曝露デバイスは、
　膜基板を、少なくとも１つの高エネルギー粒子を備えるビームに曝露するための手段と
、
　該膜基板を運搬するための手段と、
　該膜基板と該少なくとも１つの高エネルギー粒子の少なくとも１つの供給源との間に配
置されるマスクであって、少なくとも１つの粒子を備える該ビームは、該マスクを通って
伝導される、マスクと
　を備える、リソグラフィー曝露デバイス。
【請求項２】
　前記デバイスは、少なくとも１つの細孔を備えるフィルタ膜を製作する、請求項１に記
載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項３】
　前記マスクは、実質的に静止状態にある、請求項１に記載のリソグラフィー曝露デバイ
ス。
【請求項４】
　前記膜基板を運搬するための前記手段は、該膜基板を固定するクランプをさらに備える
、請求項１に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項５】
　前記膜基板を運搬するための前記手段は、該膜基板を段階的な方式で進め、該膜基板は
、段階ごとに前記マスクの略長さだけ進められる、請求項１に記載のリソグラフィー曝露
デバイス。
【請求項６】
　エッチング液曝露システムをさらに備える、請求項１に記載のリソグラフィー曝露デバ
イス。
【請求項７】
　曝露の前に高放射率被覆を前記フィルタ膜基板に付与するための手段をさらに備える、
請求項１に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項８】
　曝露の後に前記高放射率被覆を前記フィルタ膜基板から除去するための手段をさらに備
える、請求項７に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項９】
　請求項１に従ったデバイスによって生成されるフィルタ膜。
【請求項１０】
　前記高エネルギー粒子は、イオン、光子、電子、中性の高エネルギー原子および高エネ
ルギー分子のうちの少なくとも１つから選択される、請求項１に記載のリソグラフィー曝
露デバイス。
【請求項１１】
　微孔性フィルタ膜を製作するためのリソグラフィー曝露デバイスであって、該微孔性フ
ィルタ膜は、堅牢な基板によって支持されておらず、該リソグラフィー曝露デバイスは、
　少なくとも部分的に膜基板上に導かれる放射線供給源であって、該放射線供給源の放射
される放射線は、少なくとも１つの高エネルギー粒子のビームを備える、放射線供給源と
、
　該膜基板を運搬するためのデバイスであって、少なくとも１つの供給リールおよび少な
くとも１つの巻取リールを備える、デバイスと、
　該膜基板と該少なくとも１つの高エネルギー粒子の少なくとも１つの供給源との間に配
置されるマスクであって、少なくとも１つの粒子を備える該ビームは、該マスクを通って
伝導される、マスクと
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　を備える、リソグラフィー曝露デバイス。
【請求項１２】
　前記マスクは、実質的に静止状態である、請求項１１に記載のリソグラフィー曝露デバ
イス。
【請求項１３】
　前記膜基板を運搬するための前記デバイスは、該膜基板を固定するクランプをさらに備
える、請求項１１に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項１４】
　エッチング液曝露システムをさらに備える、請求項１１に記載のリソグラフィー曝露デ
バイス。
【請求項１５】
　曝露の前に高放射率被覆を前記フィルタ膜基板に付与するためのデバイスをさらに備え
る、請求項１１に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項１６】
　曝露の後に高放射率被覆を前記フィルタ膜基板から除去するためのデバイスをさらに備
える、請求項１５に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項１７】
　請求項１１に従ったデバイスによって生成されるフィルタ膜。
【請求項１８】
　前記ビームは、約１０ｋｅＶ超のエネルギーを有するヘリウムイオンを備える、請求項
１１に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項１９】
　前記ビームは、約１０ｋｅＶ超のエネルギーを有する水素イオンを備える、請求項１１
に記載のリソグラフィー曝露デバイス。
【請求項２０】
　前記クランプは、静電気クランプである、請求項１１に記載のリソグラフィー曝露デバ
イス。
【請求項２１】
　微孔性フィルタ膜フィルタを製作するための方法であって、該微孔性フィルタ膜は、堅
牢な基板によって支持されておらず、該方法は、
　該膜基板を隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、
　少なくとも部分的に該マスクを通って導かれる、少なくとも１つの放射線供給源から放
射される少なくとも１つの高エネルギー粒子を備える少なくとも１つのビームによって、
該膜基板を損傷するステップと、
　該損傷した膜基板をエッチング液によって除去するステップと
　を包含する、方法。
【請求項２２】
　前記膜基板を段階的な方式で運搬する前記ステップは、該膜基板を段階ごとに前記マス
クの略長さだけ進める、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　各ステップの少なくとも一部分部分の間には、前記膜基板は、実質的に静止状態にある
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の方法に従って生成されるフィルタ膜。
【請求項２５】
　微孔性膜フィルタを製作するための方法であって、該方法は、
　中間マスク層およびレジスト被覆を膜基板に付与するステップと、
　該膜基板を隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、
　少なくとも部分的に該マスクを通って導かれる、少なくとも１つの放射線供給源から放
射される少なくとも１つの高エネルギー粒子を備える少なくとも１つのビームに、該レジ
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スト被覆を曝露するステップと、
　該レジスト被覆を現像するステップと、
　該中間マスク層を通って該レジストのパターンをエッチングするステップと、
　該中間マスク層のパターンを該膜基板にエッチングするステップと
　を包含する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明者）
　Ｊｏｈｎ　Ｃ．　Ｗｏｌｆｅ　（テキサス州、ヒューストン）
　Ｐａｕｌ　Ｒｕｃｈｈｏｅｆｔ　（テキサス州、ヒューストン）
　（政府の後援）
　本発明は、ＮＳＦ賞ＥＣＳ－０４０４３０８に基づいて、部分的に政府の支援によって
なされた。
【０００２】
　（１．発明の分野）
　本発明は、規則的に間隔をおいて配置されたマイクロ細孔の高密度アレイを有する膜と
、マクロポーラス（ｍａｃｒｏｐｏｒｏｕｓ）支持体とを備える微粒子フィルタを製造す
るための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（２．背景技術の説明）
　リソグラフィー装置またはデバイスは、所望のパターンを基板上に、通常膜基板などの
基板のターゲット部分の上に付与するマシンである。例えば、リソグラフィーデバイスは
、集積回路（ＩＣ）の製造において用いられ得る。その例において、マスクまたはレチク
ルとも呼ばれるパターニングデバイスは、ＩＣの個々の層の上に形成される回路パターン
を生成するために用いられ得る。このパターンは、基板（例えば、シリコンウェハ）上の
ターゲット部分（例えば、１つまたはいくつかのダイ（ｄｉｅ）の部分を備える）の上に
転送され得る。パターンの転送は、一般に、基板上に提供された放射線感応性（ｒａｄｉ
ａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）材料（レジスト）層の上への画像の結像化を介して行
われる。一般に、単一の基板は、連続してパターニングされる隣接のターゲット部分のネ
ットワークを含んでいる。公知のリソグラフィー装置は、いわゆるステッパーを含み、そ
こでは、各ターゲット部分が、全体のパターンをターゲット部分の上に同時に曝露するこ
とによって照射され、そしていわゆるスキャナを含み、そこでは、各ターゲット部分が、
放射線ビームを通して所与の方向（「走査」方向）にパターンを走査する一方で、同時に
この方向と同方向または反対方向に基板を走査することによって、照射される。パターン
を基板上に押すことによって、パターニングデバイスから基板にパターンを転送すること
もまた可能である。
【０００４】
　極めて小さな直径の小さい直線的スルーホールを有する膜フィルタの形成と、そのよう
な多孔性体および／または微孔性膜を作る方法とは周知である。微孔性膜は、ガラス、水
晶またはポリマー膜の中に粒子の経路に対応する欠陥の連鎖を生成する粒子によって生成
され得る。これらの欠陥は、それらのまわりの領域を様々な化学薬剤に対して非常に敏感
にする。これらの薬剤への比較的短い継続時間の露出は、細孔を様々な位置に生成するこ
とを可能にする。より長い露出は、細孔の数を増大させることを可能にする。従って、様
々な従来技術のプロセスにおいて、化学腐食またはエッチングの継続時間は、生成される
細孔の直径（すなわち、フィルタの濾過特性）の制御を容易にする。
【０００５】
　様々な方法は、細孔またはホールを提供するために、実質的にまっすぐな経路に沿った
照射損傷と損傷した材料の化学的な除去との組み合わせを含み、すなわち、エッチングに
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よって除去される放射線損傷材料の痕跡を生成するために、固体を重い高エネルギー粒子
と衝突させることと、膜内にイオン化痕跡を形成し、適切なエッチング溶液への曝露によ
って除去することと、より大きい細孔サイズの範囲を作るために、イオン痕跡を広げるこ
とを可能にする２段階エッチング処理などとの組み合わせを含む。一般に、細孔は、バッ
クフラッシング（ｂａｃｋ　ｆｌｕｓｈｉｎｇ）を助けるために円錐形の形状を有するよ
うに構築されてきた。
【０００６】
　しかしながら、しばしば、開示されたように構築されたフィルタは、他のフィルタ技術
に比べて、単位面積あたりの高いまたはより高い特定の流動抵抗に悩まされてきた。その
結果として、特定の濾過流動を達成するために、低い抵抗のフィルタよりも大きい面積お
よび／またはより高い差動圧力が必要である。この問題に対する一解決策は、より薄いフ
ィルタ膜が同じ濾過圧力に耐えることを可能にする、微孔性フィルタ膜用のマクロポーラ
ス支持体の使用であった。流動抵抗が厚さの低減に比例して低減されることが観察されて
いる。同様に、非特許文献１は、フィルタ膜を形成するための、エッチングされた細孔の
規則的なアレイの使用を開示する。これは、イオン化痕跡によって形成されたランダムな
アレイによって可能となるよりも高い細孔密度を可能にする。なぜならば、フィルタの選
択性を損なう、細孔がオーバーラップする可能性を取り除くからである。流動抵抗は、細
孔密度の増加に反比例して低減される。主として、支持体を有するフィルタは、平坦な固
体の基板上に形成されており、それによって、少なくとも平坦な基板の追加的材料費と、
付随する固有の変動を有する複数の製作プロセスステップと、多数の小さな別々の膜を互
いに接合またはタイル張りすることによる大きな面積の膜の製作とを有する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｋｅｐｉｎｇ　Ｈａｎ、Ｗｅｎｄｏｎｇ　Ｘｕ、Ａｒｉｅｌ　Ｒｕｉｚ
、Ｐａｕｌ　Ｒｕｃｈｈｏｅｆｔ、およびＳｈａｎｋａｒ　Ｃｈｅｌｌａｍ、「Ｆａｂｒ
ｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉ
ｃ　Ｍｉｃｒｏｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｕｓｉｎｇ　Ａｐｅｒｔｕ
ｒｅ　Ａｒｒａｙ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｍｂｒａｎ
ｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ、Ｖｏｌ．２４９　Ｉｓｓｕｅｓ　１－２、ｐａｇｅｓ　１９３－２
０６　（２００５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、連続プロセスでフィルタ膜を生成することを通してプロセスの変動を最小化す
ること、増大および／または高められた細孔密度を有するフィルタ膜を生成すること、堅
牢な支持体を必要性としないフィルタ膜を生成することなどのうちの少なくとも１つを達
成することは、フィルタ膜を生成する当該分野に有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（発明の概要）
　本発明の様々な実施形態は、概して、微孔性フィルタ膜を製作するリソグラフィー曝露
デバイスに関し、該デバイスは、膜基板を、少なくとも１つの高エネルギー粒子を備える
ビームに曝露するための手段と、該膜基板を運搬するための手段と、該膜基板と該少なく
とも１つの高エネルギー粒子の少なくとも１つの供給源との間に配置されるマスクとを備
え、少なくとも１つの粒子を備える該ビームは、マスクを通って伝導される。
【００１０】
　さらなる実施形態は、微孔性フィルタ膜を製作するリソグラフィー曝露デバイスを備え
、該デバイスは、少なくとも部分的に膜基板上に導かれる放射線供給源であって、該放射
線供給源から放射される放射線は、少なくとも１つの高エネルギー粒子のビームを備える
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、放射線供給源と、少なくとも１つの供給リールおよび少なくとも１つの巻取リールを備
える、該膜基板を運搬するデバイスと、該膜基板と該少なくとも１つの高エネルギー粒子
の少なくとも１つの供給源との間に配置されるマスクとを備え、少なくとも１つの粒子を
備える該ビームは、マスクを通って伝導される。
【００１１】
　さらなる実施形態は、本明細書中に開示されるようなプロセスに従ってデバイスによっ
て、および本明細書中に開示されるようなデバイスによって生成されたフィルタ膜を備え
る。
【００１２】
　さらなる実施形態は、膜フィルタを製作するためのプロセスを包含し、該プロセスは、
膜基板を隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、少なくとも部分的に該マス
クを通って導かれる、少なくとも１つの放射線供給源から放射される少なくとも１つの高
エネルギー粒子を備える少なくとも１つのビームによって該膜基板を損傷するステップと
、該損傷した膜基板をエッチング液によって除去するステップとを包含する。
【００１３】
　なおさらなる実施形態は、微孔性膜フィルタを製作するためのプロセスを包含し、該プ
ロセスは、中間マスク層およびレジスト被覆を膜基板に付与するステップと、該膜基板を
隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、少なくとも部分的に該マスクを通っ
て導かれる、少なくとも１つの放射線供給源から放射される少なくとも１つの高エネルギ
ー粒子を備える少なくとも１つのビームに該レジスト被覆を曝露するステップと、該レジ
スト被覆を現像するステップと、該中間マスク層を通って該レジストのパターンをエッチ
ングするステップと、該中間マスク層のパターンを該膜基板へとエッチングするステップ
とを包含する。
【００１４】
　本発明のより大きな理解は、以下の詳細な説明および添付の特許請求の範囲を参照する
ことにより受け取られ得る。
【００１５】
　上記された方法ならびに本発明の他の利点および目的が得られるために、簡潔に上記さ
れた本発明のさらなる詳細な説明が、添付の図面において例示されるそれらの特定の実施
形態を参照することによって示される。これらの図面が本発明の典型的な実施形態のみを
描き、従って、本発明の範囲を限定することを考慮されないことが理解される。添付の図
面の使用を通じて、本発明の追加の特殊性および詳細が記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施形態の例示であり、そこでは、高エネルギー粒子のビーム
が、開口によって穿孔された実質的に平面のマスクに突き当たり、非平面の膜基板を、規
則的に間隔をおいて配置された領域の極めて均一なアレイにおいて損傷する。
【図２】図２は、適切な溶媒中で現像の後の、図１の実施形態に従った高エネルギー粒子
のビームを受けた膜基板の例示である。
【図３】図３は、高エネルギー粒子の曝露の間の、放射冷却を向上させるために、高放射
率被覆が膜に付与される本発明の実施形態の例示である。
【図４】図４は、粒子の点供給源によって生成されたシャドーの例示である。
【図５】図５は、供給源の様々な点から発出する粒子によって生成されたシャドーの例示
である。
【図６】図６は、イオン曝露の間に基板の動きを抑制する静電気クランプの実施形態の例
示である。
【図７】図７は、微孔性フィルタを製造するオープンリール式装置の実施形態の例示であ
る。
【図８】図８は、マイラー膜フィルタのエッチング深さの例示であり、高温の２０％ＫＯ
Ｈ／Ｈ２Ｏ溶液中で現像され、５０ｋｅＶのＨｅ＋イオンの量の関数として例示する。
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【図９】図９は、５０ｋｅＶの初期エネルギーに対するマイラー膜フィルタのＨｅ＋イオ
ン軌跡の例示である。
【図１０】図１０は、ａ）４００ｋｅＶ、ｂ）６００ｋｅＶ、およびｃ）９００ｋｅＶの
初期エネルギーに対するマイラー膜フィルタのＨ＋イオン軌跡の例示である。
【図１１】図１１は、ａ）０．８μｍのステンシルの開口を有する微粒子フィルタを製作
するためのステンシルマスクと、ｂ）５０ｋｅＶのヘリウムイオンによってプリントされ
、高温の２０％ＫＯＨ／Ｈ２Ｏ溶液で現像された織り目のあるポリエステル（マイラー）
薄膜との走査電子顕微鏡写真である。曝露の間、薄膜はコーナーをテープによってプラテ
ンにゆるく取り付けられた。薄膜の平面度は約２ｍｍであった。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（発明の詳細な説明）
　本明細書中に示された詳細は、例として、本発明の好適な実施形態の例示的な議論だけ
の目的のためであり、本発明の様々な実施形態の原理および概念的な局面の、最も有用で
、かつ容易に理解される説明と考えられるものを提供するという理由のために提示される
。この見地から、本発明の構造的な詳細を、本発明の基本的な理解に必要であるよりも詳
細に示すことはしない。図面および／または例とともに理解される説明は、本発明のいく
つかの形態が実際の場でどのように具現化され得るかを当業者に明らかにする。
【００１８】
　以下の例において明らかに、かつ明瞭に修正されない限り、または意味の適用が任意の
構造を無意味かまたは本質的に無意味にするときには、以下の定義および説明は、意味さ
れ、そして任意の将来の構造において制御することを意図される。用語の構造がそれを無
意味かまたは本質的に無意味にする場合には、定義は、ウェブスターの辞書、第３版から
取られるべきである。
【００１９】
　本明細書中に用いられるときには、すべてのパーセンテージは、特に述べられない限り
、重量パーセンテージである。
【００２０】
　本明細書中に用いられるときには、用語「放射」は、粒子の形態の射線、波動として放
射または伝導されるエネルギーを意味し、かつ示している。
【００２１】
　概して、本発明の様々な実施形態は、大きな領域または増大された領域のフィルタ膜を
ポリマーのシート材料から製造するためのプロセスおよびシステムを提供する。さらに、
本発明の様々な実施形態は、生成されたままのフィルタ膜に関する。本発明のプロセス、
システムおよびフィルタの実施形態は、概して、連続プロセスでフィルタ膜を生成するこ
とを通じて、プロセスの変動およびコストを最小化すること、細孔のオーバーラップをな
くして増大された細孔密度および／または高められた細孔密度を有するフィルタ膜を生成
すること、フィルタ膜を堅牢な支持体の必要性なしに生成すること、大きな領域のフィル
タを、小さな別々のフィルタを互いに接続またはタイル張りする必要性なしに生成するこ
と、などを通じて、最小化されたプロセスの変形およびコストのうちの少なくとも１つを
提供する。
【００２２】
　様々な実施形態において、高エネルギー粒子が、ポリマーの膜基板を損傷するために用
いられ、これに限定するものではないが、ＫＯＨの高温の溶液などの適切なエッチング液
が、損傷した基板材料を除去するために用いられる。ホールの実質的に均一なアレイが、
マスクを通した高エネルギー粒子の曝露によって形成される。一実施形態において、ホー
ルのアレイは、基板材料にわたって均一である。
【００２３】
　本発明の膜基板は、支持されるかまたは支持されずに生成され得る。一実施形態におい
て、膜基板は、自立したポリマーシートとして処理される。代替案の一実施形態において
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は、マクロポーラスのバッキング（ｂａｃｋｉｎｇ）が、強度特性を向上させるために、
基板の少なくとも一部分に存在する。
【００２４】
　様々な実施形態において、膜基板は、押し出し成形、鋳造、スピンコーティング、蒸着
、エピタキシー、化学気相堆積、スパッタリングおよび／または当該分野で一般的な任意
の他のプロセスによって堆積される。一実施形態において、本発明の膜基板の典型的な厚
さは、約２０μｍ～約５００ｎｍである。代替案の一実施形態において、本発明の膜基板
の厚さは、約１００ｎｍ～約５μｍである。代替案の一実施形態において、本発明の膜基
板の厚さは、約１０ｎｍ～約１０μｍである。代替案の一実施形態において、本発明の膜
基板の厚さは、約５ｎｍ～約１５μｍである。しかしながら、概して、本発明の膜の様々
な実施形態は、任意の厚さで形成され得る。
【００２５】
　堆積技術は、当該技術分野、特に、半導体技術分野においてよく理解されており、何ら
の実質的な突出部または他の不規則性のない実質的に平坦な膜基板の生産品が容易に入手
可能である。しかしながら、実質的に平坦な膜基板が要求されない用途では、押し出し成
形、鋳造、スプレー、ゾルゲルメッキなどが、膜基板を形成するための使用が可能である
。概して、本発明の様々な実施形態においては、当該分野において公知の任意の技術が用
いられ得る。
【００２６】
　本発明の様々な実施形態の膜フィルタは、該膜が実質的に均一な厚さの実質的に平坦な
層を備えており、該層の表面が何らの突出部または何らの他の不規則性が実質的にないと
いう点で特徴付けられる。膜の適切な厚さおよび均一性は、様々なプロセスから高い相対
的なフラックスに抵抗するために最適化が可能な特性である。流量を向上させるために、
フィルタは、可能な限り低い抵抗を提示するべきであり、従って、本発明の好適な実施形
態においては、膜の厚さが平均の細孔サイズよりも少なく、かつ細孔密度が１平方センチ
メートルあたり１００万よりも大きい膜を備える。
【００２７】
　一般に、フィルタ膜の選択性の特性は、その最も大きな細孔（１つ以上の）によって決
定される。従って、可能な限り均一な細孔サイズ分布を有することが望ましい。大きな選
択性を提供するために、本発明に従ったフィルタの特定の実施形態においては、上記のよ
うに、細孔が比較的平滑なエッジを有する穿孔からなり、膜が比較的鋭い、約５％未満の
標準偏差内のよく限定された細孔サイズ分布を特徴とするという点において特徴付けられ
る。代替案の一実施形態において、標準偏差は約３％未満である。代替案の一実施形態に
おいて、標準偏差は約１％未満である。
【００２８】
　他の実施形態は、ホールのサイズが、基板内に形成された任意の他のホールのサイズと
５％以下の違いであるように、比較される。代替案の一実施形態において、サイズの相違
は約３％未満である。代替案の一実施形態において、サイズの相違は約１％未満である。
代替案の一実施形態において、サイズの相違は約０．５％未満である。一般に、膜は、ホ
ールサイズの均一性によってよりよい動作特性を可能とする。しかしながら、様々な実施
形態は、必要に応じて特定のプロセスおよび／または膜に対して均一でないホールサイズ
を生成することができる。
【００２９】
　膜フィルタに対する用途に依存して、膜における穿孔が円筒形、テーパ形などであるよ
うに構築され得る。テーパ形の実施形態は、特に「バックフラッシング」用途において有
用であり、詰まった穿孔が逆方向の圧力パルスによって容易に再開される。
【００３０】
　本発明の様々な実施形態の膜フィルタに適する材料は、これに限定するものではないが
、ポリウレタン、ポリ四フッ化エチレン（テフロン（登録商標））、ポリアミド、ポリア
ミド、ポリビニール、ポリメタクリル酸メチル、ポリプロピレン、ポリオレフィン、ポリ
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カーボネート、ポリエステル、セルロース、ポリホルムアルデヒド、およびポリスルホン
などのポリマー材料が好適とされる。さらなる実施形態は、ヘパリン被覆等々の生体適合
性被覆を備えることが可能である。
【００３１】
　支持体は、ねじれた細孔構造、焼結されたセラミック材料、焼結された金属粉、または
ポリマーのねじれた膜を有するマクロポーラス、および後のステージにおいて開口が作ら
れる最初は緻密な材料、例えば、半導体ウェハにおける金属支持体または非有機のディス
クであり得る。本発明の膜基板の全体の強度は、下側の支持体における数多くの比較的薄
い支持ブリッジによって増大され得る。支持体を利用する様々な実施形態においては、膜
層と支持体層との間の中間層が、接合の強化および応力低減のために堆積され得る。接合
強化層は、膜および支持体の材料の性質に依存して、二酸化けい素および二酸化チタンで
あり得る。様々な実施形態において、中間層は、エッチング停止層としてさらに作用し得
る。
【００３２】
　一般に、膜基板内のホール形成において、高エネルギー粒子（イオン、光子、電子、中
性の高エネルギー原子および／または分子のような）の任意の供給源は、これらに限定す
るものではないが、光子、Ｈｅ＋、Ｈ＋、適切な等価物などを用いることができる。高エ
ネルギー粒子の実質的に並列のビームが、ステンシルの開口によって穿孔された実質的に
平面のマスクに突き当たるように導かれる。一実施形態において、ステンシルは、マスク
を貫く一連の均一で均等に分散されたホールを含んでいる。代替案の一実施形態において
、ステンシルの開口は、特定の形状またはデザインを有する。マスクのホールまたはステ
ンシル開口を通過する高エネルギー粒子の部分は、マスクの近くに配置された膜基板を損
傷する。様々な実施形態において、膜基板は本質的に平面である。代替案の一実施形態に
おいて、膜基板は非平面である。
【００３３】
　膜基板を高エネルギー粒子のビームに曝露した後、基板は、膜基板の損傷した部分を除
去するために、適切な溶媒中で洗浄され得、それによって、ホールが現われる。これらの
ステップの間の膜基板の変形は、本発明の制約の下で受容可能である。
【００３４】
　本発明の方法の代替案の一実施形態において、特に高エネルギー粒子の曝露に対して感
応性のある材料が堆積されたマスキング層は、高エネルギー粒子のリソグラフィー技術に
よって所望のパターンにもたらされる補助層として利用される。マスキング層は、膜層と
接触し、その結果として、マスキング層のパターンの膜層への転送を非常に高い精度によ
って可能にする。さらに代替案の一実施形態において、中間のマスキング層が利用され得
る。
【００３５】
　様々な実施形態において、本発明の膜フィルタは生体適合性を有する。一実施形態にお
いて、生体適合性膜の特性は、その表面が細孔サイズ未満の表面粗さ状態の平滑さであり
、それによって、膜上および穿孔における粒子またはセルの膠着を抑制することである。
従って、本発明の生体適合性膜の様々な実施形態は、セル－セル分離技術および他の医学
および生物医学の目的に対して使用が可能なフィルタを備える。
【００３６】
　本発明に従ったフィルタの実施形態においては、支持体および膜は、同じまたは同様な
成分を有する等価な材料、例えば、ポリカーボネートから構成される。この種類のフィル
タは、支持体と膜との間の良好な密着を有し、広い温度範囲において適用可能である。
【００３７】
　あるいは、発明の様々な実施形態に従ったフィルタにおいて用いられる種類の膜は、そ
れ自体、限外濾過層の支持体として非常に良好に作用し得る。一般に２００ｎｍ未満の厚
さを有する非常に薄い限外濾過層は、限外濾過フィルタを構成するために、膜の穿孔の内
または上に堆積され得る。しかしながら、限外濾過層の厚さは、特定のプロセスに適する
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ように変更され得る。
【００３８】
　様々な実施形態において、本発明の実施形態に基づいて処理される薄膜は、高エネルギ
ー粒子の曝露が実行される間、本質的には静止状態に保持される。一実施形態において、
図５に示されるような静電気クランプが、膜基板上に堆積された薄い金属薄膜を固定する
ために用いられ、それによって、膜基板をクランプに対して本質的に静止状態に保持する
。
【００３９】
　さらに、膜基板上の堆積を利用する実施形態に対しては、所望の用途に応じて、本プロ
セスの例示的な実施形態は、制御された組成の複数の金属の同時堆積または連続的堆積を
利用し得る。他の例示的な実施形態は、例えば、正確に位置決めされたカーボンナノチュ
ーブの整然としたアレイを成長させるために、小さな金属触媒粒子（例えば、ニッケル）
を利用し得る。プロセスはまた、多層構造を形成するために、様々な気体、イオンおよび
／または前駆物質の間の変更を可能にし得る。
【００４０】
　そのようなものとして、本発明の様々な実施形態は、微孔性フィルタ膜を製作するリソ
グラフィー曝露デバイスを備え、該リソグラフィー曝露デバイスは、膜基板を、少なくと
も１つの高エネルギー粒子を備えるビームに曝露するための手段と、該膜基板を運搬する
ための手段と、該膜基板と該少なくとも１つの高エネルギー粒子の少なくとも１つの供給
源との間に配置されるマスクとを備え、該ビームは、該マスクを通って伝導される少なく
とも１つのイオンを備えている。さらなる実施形態は、少なくとも１つの約１マイクロメ
ートルの細孔を有する少なくとも１つの細孔を備えているフィルタ膜を備える。様々な実
施形態において、マスクは実質的に静止状態である。様々な実施形態において、クランプ
が、該膜基板を固定するために用いられる。
【００４１】
　本発明の様々な実施形態において、放射線の任意の供給源が用いられ得る。一実施形態
において、ヘリウムイオン供給源が照射のために用いられる。一実施形態において、水素
イオン供給源が照射のために用いられる。しかしながら、一般に、任意の放射線供給源が
用いられ得る。
【００４２】
　適切なエネルギーレベルは、膜基板に完全に浸透するための十分なエネルギーレベルで
ある。エネルギーは、膜内のマイクロ細孔の特定の形状に合わせるために調整され得る。
様々な実施形態において、エネルギーは５００ｋｅＶ超である。様々な代替案の実施形態
において、エネルギーは３００ｋｅＶ超である。様々な代替案の実施形態において、エネ
ルギーは１００ｋｅＶ超である。様々な代替案の実施形態において、エネルギーは５０ｋ
ｅＶ超である。様々な代替案の実施形態において、エネルギーは２５ｋｅＶ超である。様
々な代替案の実施形態において、エネルギーは１０ｋｅＶ超である。一般に、任意のエネ
ルギーレベルが、特定の用途に適するように用いられ得る。
【００４３】
　様々な実施形態において、本発明の実施形態のリソグラフィー曝露デバイスは、膜基板
を段階的な方式で運搬するシステムを備え、該膜基板は、段階毎に該マスクの略長さだけ
進められる。
【００４４】
　曝露の後に、エッチング液システム（例えば、高温のＫＯＨ溶液または有機溶媒）が、
損傷した膜基板を除去するために用いられる。
【００４５】
　さらなる実施形態は、膜フィルタを製作するためのプロセスを包含し、該プロセスは、
膜基板を隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、該マスクを通って少なくと
も部分的に集束された、少なくとも１つの放射線供給源から放射された少なくとも１つの
イオンを備える少なくとも１つのビームによって、該膜基板を損傷するステップと、該損
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傷した膜基板をエッチング液によって除去するステップとを包含する。
【００４６】
　さらなる実施形態は、曝露の前に該フィルタ膜基板への高放射率被覆の付与を包含する
。そのようなものとして、異なるさらなる実施形態は、曝露の後に該フィルタ膜基板から
高放射率被覆の除去を包含する。水溶性の高放射率被覆の例は、黒いテンペラ塗料である
。ほとんどの他の塗料、特に二酸化チタン粒子を組み込む塗料はまた、高い放射率を有し
、適切な溶媒中で除去され得る。シリコーンもまた高い放射率を有する。除去可能な高放
射率被覆の選択は、被覆を除去するために用いられる溶媒に耐える膜の能力に依存する。
例えば、テフロン（登録商標）膜は、アセトンおよび市販の塗料除去溶媒に耐えることが
できるのに対して、ポリエステル膜は耐えることができない。
【００４７】
　さらなる実施形態は、本明細書中に開示される様々な方法および装置に従って生成され
るフィルタ膜を備える。
【００４８】
　様々な実施形態において、２つ以上のエッチングステップが実行され、その結果として
、薄膜が２つ以上のエッチング液によってエッチングされる。界面活性剤が、当業者によ
って理解されるように、事前エッチング液またはエッチング液に追加されることが可能で
あり、それらの濡れ特性を改善し、コーン角（ｃｏｎｅ　ａｎｇｌｅ）を減らす。
【００４９】
　本発明の様々なプロセスによって生成されるフィルタは、サイズに少なくとも部分的に
基づいた分離が所望される任意のプロセスまたは装置における使用に適する。そのような
ものとして、様々な実施形態は、例えば、限定としてではなく、ウイルス、嚢胞、バクテ
リアなどの非常に小さなサイズの材料を分離するための使用に対して幅広い適用範囲を見
出す。本発明のプロセスによって生成される様々な膜のさらなる産業用の実施形態は、飲
料水および廃水の浄化、調剤、食物、燃料、化学薬品、気体分離限外濾過フィルタ（１つ
以上の）などを包含する。
【００５０】
　本発明の様々な実施形態は、膜フィルタを製作するためのプロセスを包含し、該プロセ
スは、膜基板を隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、該マスクを通って少
なくとも部分的に導かれた、少なくとも１つの放射線供給源から放射された少なくとも１
つの高エネルギー粒子を備える少なくとも１つのビームによって、該膜基板を損傷するス
テップと、該損傷した膜基板をエッチング液によって除去するステップとを包含する。
【００５１】
　なおさらなる実施形態は、微孔性膜フィルタを製作するためのプロセスを包含し、該プ
ロセスは、中間マスク層およびレジスト被覆を膜基板に付与するステップと、該膜基板を
隣接のマスクに段階的な方式で運搬するステップと、該マスクを通って少なくとも部分的
に導かれた、少なくとも１つの放射線供給源から放射された少なくとも１つの高エネルギ
ー粒子を備える少なくとも１つのビームによって、該レジスト被覆を曝露するステップと
、該レジスト被覆を現像するステップと、該中間マスク層を通って該レジストのパターン
をエッチングするステップと、該中間マスク層のパターンを該膜基板へとエッチングする
ステップとを包含する。
【００５２】
　本発明は、その精神または本質的特性から逸脱することなく他の特定の形態において具
現化され得る。記載された実施形態は、すべての点において、限定としてではなく、単に
例示として考慮される必要がある。例えば、セラミック材料が、膜基板として機能するこ
とが期待されている。しかしながら、本発明がオープンリール式の製作プロセスを想定す
るので、これらの実施形態は、言及されなかったけれども、受容可能である。従って、本
発明の範囲は、上記の説明ではなく、添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求
の範囲の均等物の意味および範囲内にある、特許請求の範囲に対するすべての変更は、そ
の特許請求の範囲内に包含されるはずである。さらに、本明細書中に言及されている、す
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べての公開された文書、特許、および出願は、それらの全体が提示されたかのように、本
明細書によって参考として援用される。
【実施例】
【００５３】
　（実施例）
　図１は、高エネルギー粒子のビーム（３）が、ステンシルの開口（４）によって穿孔さ
れた実質的に平面のマスク（２）に突き当たる例示である。伝導された小ビーム（５）の
構造化されたビームは、規則的に間隔をおいて配置された領域の極めて均一なアレイにお
いて非平面の膜基板（１）を損傷する。
【００５４】
　図１は、高エネルギー粒子（イオン、電子、または中性の高エネルギー原子または分子
）の実質的に並列のビーム（３）が、ステンシルの開口（４）によって穿孔された実質的
に平面のマスク（２）に突き当たる曝露プロセスを例示する。伝導された小ビーム（５）
は、規則的に間隔をおいて配置された領域の極めて均一なアレイにおいて非平面の膜基板
（１）を損傷する構造化されたビームを形成する。図２は、適切な溶媒中で現像の後に、
非平面の膜基板（１）が、規則的に間隔をおいて配置された細孔（６）の極めて均一なア
レイによって透過性となることを示す。基板は現像の間にその最初の形状から変形され得
る。
【００５５】
　図２は、適切な溶媒中で現像の後の膜基板の例示であり、非平面の膜基板（１）が、規
則的に間隔をおいて配置された細孔（６）の極めて均一なアレイによって透過される。
【００５６】
　一般に、高エネルギー粒子への膜の曝露は、ビームのエネルギーおよびフラックス密度
に比例して膜を加熱する。好適な実施形態において、例えば、商業的に利用可能な５００
ｋｅＶで動作するＨ＋イオン供給源を用いると、０．１５Ｗ／ｃｍ２のパワー密度を厚さ
３μｍのポリマー膜上に達成することは可能である。高エネルギー粒子のビームが
【００５７】
【数１】

以下の高真空において動作するので、この熱を除去するための唯一の方法は、放射を介す
る方法である。１（ｕｎｉｔｙ）の放射率に対しては、膜のピーク温度上昇は４０℃未満
であり、すべてのポリマーが耐え得る温度である。しかしながら、０．１の放射率に対し
ては、温度は３００℃にまで上昇し、その温度は、ポリエステルなどのより温度に敏感な
ポリマーを激しく損傷する。従って、高エネルギー粒子ビームへの曝露の前に、高い熱放
射率被覆を膜基板の一面に付与することは有利であり得る。被覆は、高エネルギー粒子に
よって照射される側と反対側に付与されるべきである。一実施形態において、そのような
被覆の放射率は、約０．９超である。代替案の一実施形態において、そのような被覆の放
射率は、約０．８超である。代替案の一実施形態において、そのような被覆の放射率は、
約０．５超である。しかしながら、当業者は、特定の用途に適する放射率を選択し得る。
高放射率被覆は、曝露の後に、好ましくは膜基板の損傷した領域の除去の間に、容易に除
去されるべきである。ＴｉＯ２粒子を含んでいる塗料を含む高放射率被覆の多くの例が存
在する。水溶性塗料（例えば、黒いテンペラ）は、現像の間に除去され得る。スプレー被
覆は、膜基板の片面のみを被覆するための実用的で、安価な方法を提供する。図７は、本
発明の一実施形態の例示であり、そこでは、高エネルギー粒子の曝露の間の放射冷却を向
上させるために、高放射率被覆（１９）が膜に付与される。被覆の放射率は、その厚さに
依存する。好適な実施形態において、厚さは、１０μｍと１２５μｍとの間である。
【００５８】
　非平面の基板をパターニングすることに対して、伝導された小ビームの寸法は、形態構
造（ｔｏｐｏｇｒａｐｈｙ）の高さに沿って本質的に不変であるべきである。下記される



(13) JP 2010-521291 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

ようなポリマーシート材料の処理において、平面度が１ｍｍよりよいことは期待されない
。さらに、高い張力の下で、ほとんどの基板は張力しわを形成する。該しわは、張力を軽
減した後に、直ちに消失する、機械のたて方向のひだである。ねじれ（ｂｕｃｋｅｌ）を
有する基板は通常、平坦な基板よりもかなり大きな張力しわを形成する。薄膜がマスクの
下を通過するときに、張力しわの頂点は、マスクをこすり、マスクを壊すことがあり得る
。従って、様々な実施形態は、マスクから５～１０ｍｍの距離でのパターニングを予期し
ている。そのようなものとして、様々な実施形態が、そのような大きな被写界深度（ｄｅ
ｐｔｈ－ｏｆ－ｆｉｅｌｄ；ＤｏＦ）（特定の形状（ｆｅａｔｕｒｅ）サイズが形成され
得る最大の距離として規定される）で画像を形成できることは重要な考慮である。
【００５９】
　投射システムの様々な実施形態において、主として高エネルギー粒子供給源の有限のサ
イズによってＤｏＦが限定される高エネルギー粒子近接リソグラフィーを備えるシステム
が用いられ得る。図３は、基板５１上のマスク５２の画像のエッジが、粒子の点供給源５
７のために鮮鋭で、かつ明確であることを示す。図４は、拡張された供給源６０のために
、基板６１上のマスク６２のシャドーのエッジが、供給源の様々な点から発出するイオン
により作り出されたオーバーラップ画像によってぼやけさせられることを示す。この半影
のぼけの幅βは、プリントされる画像における解像度限界とほぼ等しい。明らかに、β＝
ｄσ／Ｌであり、ここで、σは供給源の直径であり、ｄはマスクから基板までの距離であ
り、Ｌは供給源からマスクまでの距離である。デュオプラズマトロンイオン供給源におい
て、例えばＤｏＦは、最小の分解可能な形状よりも１０，０００倍を超えて大きいことが
あり得、従って、１マイクロメートルサイズの形状が、マスクから１０ｍｍの位置に配置
された表面上にプリントされ得る。このことは、自立した膜が、１マイクロメートル細孔
の開口を作り出すために、５～１０ｍｍの許容範囲内に平坦に保持されるだけでよいこと
を意味している。これは、Ｖａｎ　Ｒｉｊｎによって論じられた１００ｎｍの平面度許容
範囲よりも１００，０００倍以上ゆるい制約である。
【００６０】
　図６は、イオン曝露の間に基板の動きを防止する静電気クランプの概念の例示である。
伝導基板プラテン１０９は、電気的絶縁スペーサ１１２によって、２つの伝導領域１１０
と１１１とに分割される。ポリマーの膜材料は、頂上の表面を電気伝導性にするために、
薄い金属薄膜１１３によって被覆される。伝導領域１１０および１１１に印加された電圧
によって生成される静電気力が次いで、ポリマーをプラテンに固定する。
【００６１】
　様々な実施形態において、膜基板と基板プラテン１０９とは、電気的絶縁スペーサ１１
２によって、２つの領域１１０と１１１とに分割される。ポリマーの膜材料は、頂上の表
面を電気伝導性にするために、薄い金属薄膜１１３によって被覆され得、そして異なる電
圧が、領域１１０と１１１とに印加される。プラテンと金属薄膜との間の静電力が次いで
、ポリマーをプラテンに固定する。プラテンの平面度は、被写界深度（ＤｏＦ）の仕様に
適合するだけでよい。さらに、クランプは、完全に平坦なポリマー薄膜を作る必要がない
。隙間（ｖｏｉｄ）およびしわは、それらがＤｏＦ仕様に適合する限り許容され得る。
【００６２】
　ここで図６を参照すると、オープンリール式の製造装置が、微孔性フィルタを連続的な
方法で製造するために開示される。ポリマーの給送材料２１０が、供給リール２１３から
、一連の給送ローラーテンショナ２１４と、キャプスタンドライブ２１６と、アイドラー
２１８とを介して基板プラテン２９０上に給送され、該基板プラテン２９０上で、ポリマ
ーの給送材料２１０が、イオンビーム２３０にステンシルマスク２００を通して曝露され
る。曝露の後に、膜は、テンショナ２１７と、キャプスタンドライブ２１９と、アイドラ
ー２１５とを通過し、巻取リール２２０に巻き取られる。
【００６３】
　様々な実施形態において、本発明の実施形態に基づいて処理される薄膜は、高エネルギ
ー粒子の曝露が起こっている間は、静止状態に保持される。このことは、図５に示される
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ーサ１１２によって、２つの領域１１０と１１１とに分割される。ポリマーの膜材料は、
頂上の表面を電気伝導性にするために、薄い金属薄膜１１４によって被覆され得、そして
異なる電圧が、領域１１０と１１１とに印加される。プラテンと金属薄膜との間の静電力
が次いで、ポリマーをプラテンに固定する。プラテンの平面度は、ＤｏＦ仕様に適合する
だけでよい。さらに、クランプは、完全に平坦なポリマーの薄膜を作る必要がない。隙間
およびしわは、それらがＤｏＦ仕様に適合する限り許容され得る。
【００６４】
　一実施形態において、実験は、５０ｋｅＶのＨｅ＋イオンビーム照射によって、２０％
のＫＯＨ／Ｈ２Ｏ現像剤を用いる、ポリエチレンテラフタレート（ｔｅｒａｐｈｔｈａｌ
ａｔｅ）（マイラー）薄膜のパターニングを示した。図８は、４０℃および６０℃の現像
温度に対する現像の深さをイオンの量の関数として示す。１５００オングストロームを除
去するために必要な量は、約６μＣ／ｃｍ２である。エッチングの深さは、一般的に膜フ
ィルタを製作するために必要とされる深さよりも小さい。このことは、これらの低エネル
ギーイオンが、薄膜内の約２００ｎｍで停止する（図９）からである。イオンの軌跡の末
端近くのイオンの拡散はまた関心事である。なぜならば、それはプリントされたマスク画
像の解像度を低下させる可能性があるからである。水素イオン（陽子）は、この見地から
使用が可能である。図１０は、４００ｋｅＶ、６００ｋｅＶ、および９００ｋｅＶの陽子
が、これに限定するものではないが、３、４、および／または５マイクロメートルのよう
な、異なる厚さのマイラー薄膜に浸透するために、十分な範囲を有し、ぼけは０．１マイ
クロメートル未満であることを示す。
【００６５】
　図１１ａ）は、０．８ｘ１．６μｍ２の開口を有するシリコン窒化物ステンシルマスク
である。図１１ｂ）は、マイラーのシート材料のサンプルにプリントされた、ａ）のステ
ンシルマスクの５０ｋｅＶのＨｅ＋画像である。１ｘ１インチ２のマイラーシートは、コ
ーナーをテープによってホルダーにゆるく取り付けられた。しわのあるサンプルの平面度
は、２ｍｍと見積もられた。薄膜は、高温のＫＯＨ（４０℃）中で現像された。ヘリウム
イオンのエネルギーが、マイラー薄膜に完全に浸透するためには不十分であったけれども
、この顕微鏡写真は、大きな被写界深度わたってヘリウムイオンによる、マイラーの直接
的なパターニングを明らかに示している。
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