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明 細 書

光記録媒体の製造方、法

技術分野

０００1 本発明は、光記録媒体の製造方法等に関する。詳しくは、記録再生機能層を設け

る光記録媒体を製造する方法等に関する。

背景技術

０００2 近年、C C 、書き換え型 等の光記録媒体 (以下「

光デイスク」れづ場合がある。)の更なる高記録密度ィビが要求されている。

０００3 この光デイスクの容量を大きくするための手段として、記録層を2層以上設ける方法

がある。記録層を2層以上設ける場合、記録層と記録層との間に中間層を設けるのが

通常である。

一方、基板上に設けられた反射層の上、又は、反射層及び記録層の上に、 ・

の厚さを有するカバー層を備えた、次世代の高密度光デイスクも実用化されてレ巧
(ブルーレイデイスク( s ) O ( a O ca )等)。こ

れらの高密度光デイスクでは、青紫色のレーザ光を高 (開口数、例えば ・85)

を有する対物レンズにより集光し、この集光したレーザ光を上記カバー層側から照射

することにより、情報信号の記録及び 又は再生が行なわれる。このよぅな光デイスク

は、膜面人射型の光デイスクと呼ばれている。これらの膜面人射型の光デイスクでも、

記録層を2層以上設け、光デイスクの更なる記録密度の向上が試みられている。この

場合においても、異なる記録層と記録層の間に中間層を設けるのが通常である。

０００4 中間層に関する技術を紹介する文献として、特許文献 がある。

同文献においては、樹脂スタンパ ０の案内溝に形成した樹脂材料 ０4 (硬ィビ

後の樹脂材料 は、同文献の図4で2０4と表されている。)を硬ィビさせている。そして

、樹脂材料 2０4を積層した樹脂スタンパと第 の基盤 を、シート状粘着材であ

る樹脂材料 ０5で貼り合わせている。その後、樹脂スタンパを剥離している。そして

、樹脂材料 にはスタンパとの接着力が弱いものが好ましく、樹脂材料 との剥離し

やすさを考慮して、スタンパに離型を良好にする処理を施しても良い旨が記載されて



いる。

０００5 特許文献1 特開2００3 ０34０2号公報 (段落 ００2０～００27 、図3、図5)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、本発明者の検討にょれば、特許文献 の方法では、スタンパ (ょり具

体的には、樹脂スタンパ ) と樹脂材料 (転写層) との剥離が良好にできない場合が

あることが判明した。特に、スタンパにポリヵ一ボネートのょぅな極性の高い材料 (転写

層との接着力が大きくなる材料)を用いると、良好な剥離が行いにくレ亡とが判明した

０００7 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものである。即ち、本発明の目的は、凹凸形

状を有する中間層を備えた光記録媒体を製造する際に、スタンパと転写層との剥離

を良好に行ぅことができる光記録媒体の製造方法及び製造装置を提供することであ

る。

課題を解決するための手段

０００8 上記実情に鑑み、本発明者が鋭意検討した結果、スタンパ上に形成された紫外線

硬化性樹脂の膜の硬化方法を工夫することにょり、スタンパと転写層との剥離を良好

にできることを見出した。具体的には、先ず、スタンパ上に形成した紫外線硬ィヒ，注樹

脂の膜に紫外線を照射して半硬ィビさせる。次に、酸素濃度を低減させた雰囲気下で

、紫外線を照射して紫外線硬化性樹脂の膜をさらに硬ィビさせて転写層を形成する。

これにょり、スタンパと転写層との剥離を良好にできることを見出して、本発明に到達

した。

０００9 即ち、本発明の要旨は、凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する中

間層を備えた光記録媒体の製造方法であって、基板を有する第 記録媒体を得る第

記録媒体製造工程と、中間層の凹凸形状に対応した転写用凹凸形状を表面に有

するスタンパの表面上に紫外線硬化性樹脂の膜を設け、紫外線硬化性樹脂の膜に

紫外線を照射して紫外線硬化性樹脂の膜を半硬ィビさせた後、酸素濃度を低減させ

た雰囲気下で紫外線を照射して紫外線硬化性樹脂の膜をさらに硬ィビさせることにょ

って転写層を形成して転写層積層スタンパを得る転写層積層スタンパ製造工程と、



転写層と第 記録媒体との間に下中間層を存在させた状態で、転写層積層スタンパ

と第 記録媒体とを接合する接合工程と、スタンパを転写層から剥離する剥離工程と

、を有することを特徴とする光記録媒体の製造方法にある。

００1０ ここで、第 記録媒体製造工程において、基板上に記録再生機能層を形成すること

により第 記録媒体を製造し、接合工程において、転写層と記録再生機能層との間

に下中間層を存在させた状態で、転写層積層スタンパと第 記録媒体とを接合するこ

とが好ま 、。

また、第 記録媒体製造工程において、基板上に複数の記録再生機能層を形成す

ることにより第 記録媒体を製造し、接合工程において、転写層と、基板から最も遠く

に位置する記録再生機能層との間に下中間層を存在させた状態で、転写層積層ス

タンパと第 記録媒体とを接合することが好ま 、。

００11 ここで、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜の半硬化は、酸素が存在する雰囲気下で紫外線の

照射を〒ぅことが好ま 、。

また、酸素濃度を低減させた雰囲気としては、窒素雰囲気であることが好ま 、。

次に、下中間層は、第 記録媒体製造工程において、第 記録媒体上に形成され

ることが好ま 、。

また、接合工程は、減圧雰囲気下で行われることが好ま 、。

００12 ここで、接合工程において、硬ィヒ，注樹脂を第 記録媒体上に塗布した後に、硬ィビ

性樹脂と転写層とを向かい合ぅよぅにして硬ィヒ，注樹脂上に転写層積層スタンパを載

置し、硬ィヒ，注樹脂を延伸することによって下中間層を形成することが好ま 、。

また、硬ィヒ，注樹脂として、紫外線硬ィヒ，注樹脂であることが好ま 、。

さらに、接合工程は大気中で行われることが好ま 、。

また、スタンパは、ポリカーボネート系樹脂製であることが好ま 、。

また、スタンパを転写層から剥離した後、転写層上に上部記録再生機能層を形成

することが好ま 、。

ここで、記録再生機能層は、基板側から反射層及び記録層をこの順に設けることが

好ま 、。

さらに、本発明によれば、凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する



中間層を備えた光記録媒体を製造するための製造装置であって、中間層の凹凸形

状に対応した転写用凹凸形状を表面に有するスタンパの表面上に紫外線硬ィヒ，注樹

脂の膜を設け、紫外線硬化性樹脂の膜に紫外線を照射して紫外線硬化性樹脂の膜

を半硬ィビさせる第一硬ィロ手段と、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線を照射し

て紫外線硬化性樹脂の膜をさらに硬ィビさせることによって転写層を形成する第二硬

ィロ手段と、を有することを特徴とする光記録媒体の製造装置が提供される。

００13 尚、紫外線硬化性樹脂の膜が半硬化しているか否かは、例えば、紫外線硬化性樹

脂の膜の硬ィロ度合いで判断することができる。具体的には、残存二重結合の割合を

赤外分光光度計 ( )で測定することによっておよそ定量できる。残存二重結合の割

合は、スタンパ上に設けられた紫外線硬化性樹脂の膜の表面の硬ィロ前後における

赤外分光測定を 、竹 、硬化前後の二重結合の量の比率を算出して得ることができる

。従って、例えば、半硬ィビしている状態としては、スタンパ上に設けられた紫外線硬

化性樹脂の膜の表面の、半硬ィロ処理を行った後における硬ィロ度 (硬ィロ前後の二重

結合の量の比率) が5０ 以下れづ場合を挙げることができる。

００14 一方、紫外線硬化性樹脂の膜が半硬化しているか否かを定性的に判断する方法

の一つとして、半硬ィロ処理を行った後において、スタンパ上に設けられた紫外線硬

化性樹脂の膜の表面が粘性を持つ状態を挙げることができる。具体的には、半硬化

処理を行った後において、スタンパ上に設けられた紫外線硬化性樹脂の膜の表面を

指で触った場合に、べとつくよぅな状態を挙げることができる。

また、酸素濃度が低減された雰囲気下とは、具体的には、酸素濃度が5 以下の

雰囲気をいぅ。

発明の効果

００15 本発明によれば、スタンパと転写層との剥離性が改良された生産効率の高い製造

方法が提供される。

発明を実施するための最良の形態

００16 以下、本発明をブルーレイディスク等の、膜面人射型の媒体構成を中心に詳細に

説明するが、本発明は以下の説明に限定されるものではなく、その要旨の範囲内に

おいて種々に変更して実施することができる。



００17 ・製造方法

凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層を備えた光記録媒

体の製造方法は、以下の工程を有する。

( )基板を有する第 記録媒体を得る、第 記録媒体製造工程。

(2) 中間層の凹凸形状に対応した転写用凹凸形状を表面に有するスタンパの表面

上に紫外線硬化性樹脂の膜を設け、紫外線硬化性樹脂の膜に紫外線を照射してこ

の紫外線硬化性樹脂の膜を半硬ィビさせた後、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫

外線を照射し、上記紫外線硬化性樹脂の膜をさらに硬ィビさせることによって転写層を

形成して転写層積層スタンパを得る転写層積層スタンパ製造工程。

(3) 転写層と第 記録媒体との間に下中間層を存在させた状態で、転写層積層スタ

ンパと第 記録媒体とを接合する接合工程。

(4)スタンパを転写層から剥離する剥離工程。

００18 また、本発明においては、上記 ( )の第 記録媒体製造工程で得る第 記録媒体と

して、下記3つの態様を考えることができる。

㈲基板のみの態様

( )基板上に記録再生機能層を有する態様 (記録再生機能層を 層とする態様)

( )基板上に複数の記録再生機能層を有する態様

これらのぅち、㈲の態様においては、基板上に凹凸形状を有する中間層が形成さ

れることになるので、予め基板上に凹凸形状を設けなくてもよい。一方、( )及び ( )

の態様においては、基板上に 又は複数の記録再生機能層が設けられることになる

ので、基板の表面に予め凹凸形状を設けておくことが好ま 、。

なお、上記㈲ 、( ) ( )のいずれの態様においても、中間層の形成は基本的に

同じ方法を用いることになる。そこで、まず上記 ( )の態様を用いて、本発明に用レ吃
れる光記録媒体の製造方法について具体的な説明を行ぅ。その後、上記㈲ 、( )の

態様を第 記録媒体に用いる場合について説明する。

・ 層の記録再生機能層を有する第 記録媒体を用いる場合

本実施の形態においては、第 記録媒体として、基板上に記録再生機能層が形成

されたものを用いる。このよぅな第 記録媒体を用いて凹凸形状を表面に有し、下中



間層及び転写層を有する中間層を備えた光記録媒体を得る場合、下中間層をどの

段階で存在させるかによって、下記2つの製造方法に分けることができる。第 の製

造方法は、下中間層を第 記録媒体製造工程において形成する場合である。また、

第2の製造方法は、接合工程において下中間層を形成する場合である。以下に、そ

れぞれの製造方法について詳細に説明する。

００19 ・第 の製造方法

本実施の形態では、第 記録媒体製造工程において、下中間層が記録再生機能

層上に形成される。

図 及び図2は、本実施の形態が適用される光記録媒体の製造方法の好ま 、一

例を説明するための模式的断面図である。具体的には、図 及び図2 には、上記 ( )

～(4 )の各工程のぅち、図 ( ) が上記工程 ( ) に、図 (b ) が上記工程 (2) にそれぞ

れ対応する一例が示されている。また、図 に続き、図2 には、図2 c が上記工程 (3

) に、及び図2 d が上記工程 (4 ) にそれぞれ対応している。尚、通常、光記録媒体

は円盤形状を有し、中心にセンターホールが形成されているが、図 及び図2ではセ

ンターホールの記載を省略している。同様に、通常、スタンパは円盤形状を有し、中

心にセンターホールが形成されているが、図 及び図2ではセンターホールの記載を

省略している。

００2０ 各図面の概略を説明する。

図 ( ) には、表面に凹凸形状を有する基板 上に記録再生機能層2を有する第

記録媒体 ００が示されている。そして、第 記録媒体 ００上に下中間層3 が形成され

ている。

００2 1 図 (b) には、表面に紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5 が設けられたスタンパ4 に、紫外線

を照射して紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5を半硬ィビさせる工程 (b ) と、酸素濃度を

低減させた雰囲気の一例として、窒素パージ雰囲気 ( a s e e a o

s e e) で紫外線 を照射して紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5をさらに硬ィビさせて転

写層6を得る工程 (b と、が示されている。これら工程を経て転写層積層スタンパ

2００が形成される。

００2 2 図2 c ) には、転写層6 と第 記録媒体 ００(記録再生機能層2 ) との間に下中間層



3を存在させた状態で、転写層積層スタンパ2００と第 記録媒体 ００とを接合する、

接合工程が示されている。具体的には、転写層積層スタンパ2００を、転写層6と下中

間層3とが向き合ぅよぅにして下中間層3上に載置する工程 (c と、下中間層3と転

写層6とを接着する工程 (c とが示されている。

００23 図2 (d) には、スタンパ4を転写層6から剥離する、剥離工程が示されている。スタン

パ4の剥離により、中間層7が形成される。

尚、各図面において共通の構成要素については同一の符号を用いて表わしている

。以下、図 及び図2を参照しながら、上記各工程についてさらに詳細に説明する。

００24 ( )第 記録媒体 ００を得る工程

図 (a) は、第 記録媒体 ００の概要を説明するための図である。図 (a) に示すよ

ぅに、第 記録媒体 ００は、基板 上に記録再生機能層2を形成することによって得ら

れる。そして、第 記録媒体 ００上に、下中間層3をさらに設ける。

００25 ( ・基板

基板 の材料としては、適度な加工性と剛性を有するプラスチック、金属、ガラス等

を用いることができる。基板面人射型の構成の場合には、通常、記録・再生用のレー

ザ光に対して透明性が求められることとなる。一方、膜面人射型の構成の場合には、

記録・再生用のレーザ光に対して透明性や複屈折に対する制限がなくなる。また、そ

の表面に案内溝を形成する場合には、以下のよぅにすればよい。具体的には、金属

やガラスを基板の材料として用いる場合には、通常、その表面に光硬化性や熱硬ィビ

性の薄い樹脂層を設け、そこに溝を形成する。この点、プラスチック材料を用い、射

出成型によって、基板 の形状と表面の案内溝を一挙に形成することが、製造上は

好ましい。

００26 射出成型できるプラスチック材料としては、従来C や で用いられているポリカ

ーボネート樹脂、ポリオレフイン樹脂、アクリル樹脂、ェポキシ樹脂等を用いることがで

きる。

基板 の厚みは、特に制限されないが、通常０・5 以上、 ・2 以下の範囲と

するのが好ましい。

００27 基板 には、通常、トラッキング用の案内溝が形成されている (例えば、図 (a) の拡



大図参照)。トラッキング用の案内溝は、通常、同心円状又はスパイラル状の溝として

基板 上に設けられる。案内溝のトラックピ、ソチは、光記録媒体の記録再生に用いる

レーザ光の波長によって異なる。具体的には、C 系の光記録媒体では、トラックピッ
チは通常 ・5 以上、 ・6 以下である。 系の光記録媒体では、トラック

ピッチは通常０・7 以上、 ・8 以下、である。青色レーザー用の光記録媒体

では、トラックピ、ソチは通常０・ 以上、 ・ 以下である。

一方、溝の深さも光記録媒体の記録再生に用いるレーザ光の波長によって異なる

。具体的には、C 系の光記録媒体では、溝深さは通常 O 以上、 ０ 以下で

ある。 系の光記録媒体では、溝深さは通常 O 以上、2００ 以下である。

青色レーザー用の光記録媒体では、溝深さは通常 O 以上、2００ 以下である

尚、図 (a) には図示していないが、基板 としては、一般的に、中心にセンターホ

ールを有する環形状のものを用いる。環形状は特に制限されず、円盤形状、楕円形

状、多角形等、様々な形状を考えることができる。但し、基板 は通常、円盤形状とす

る。この場合、基板 の直径を8０ 又は 2０ 程度とするのが通常である。

(2・記録再生機能層

先ず、図 (a) に示すよぅに、上述の基板 上に、光により記録又は再生が可能な記

録再生機能層2を形成する。

記録再生機能層2は、情報信号を記録再生可能又は再生可能となるよぅに構成さ

れた層であり、単層であっても複数の層からなってもよい。記録再生機能層2は、光

記録媒体が、再生専用の媒体 ( O 媒体)である場合と、一度の記録のみ可能な追

記型の媒体 (W e ce媒体)である場合と、記録消去を繰り返び了なえる書き換

え可能型の媒体 ( e、㎡ ab e媒体)である場合とによって、それぞれの目的に応じた

層構成を採用することができる。また、記録再生機能層2は、記録・再生用のレーザ

光の入射方向によって、基板面人射型と膜面人射型とに分けることができる。本発明

においては、青色レーザーの使用と高密度記録との観点から、膜面人射型の記録再

生機能層2を用いることが好ま 、。このため、以下の説明においては、記録再生機

能層2の一例として、膜面人射型の構成を用いる場合について説明する。



００32 (再生専用媒体の例)

再生専用の媒体においては、記録再生機能層2は、通常、同心円又はスパイラル

状に設けられたプリピ、ソトを有する基板上に設けられた反射層をいぅ。反射層の材料

としては通常、 、 等の金属又は合金が用いられる。記録再生機能層2は、

スパッタ法により 、 A 反射層を基板上に成膜して反射層を形成することにより

得られる。

００33 (追記型の媒体の例

追記型の媒体で膜面人射型の媒体においては、記録再生機能層2は、通常、基板

上に設けた、少なくとも記録層を有する単層又は多層構造を指す。具体的には、通

常、反射層及び記録層がこの順に設けられている。さらに、記録層の上下の少なくと

も一方に無機材料 (例えば、金属もしくは半導体の酸ィロ物、窒ィロ物、炭化物 又はこ

れらの混合物東らにはZ SとS との混合物等)で形成されるバッファー層を設け

てもよい。この場合、反射層、記録層、及びバッファー層が記録再生機能層2となる。

００34 反射層の材料としては、通常、 、 等の金属又は合金が用いられる。反射

層の形成方法は、再生専用の媒体と同様とすればよい。また、バッファー層は、通常

スパッタ法によって形成される。

００35 上記追記型の媒体における記録層の材料としては、通常、有機色素が用いられる

。このよぅな有機色素としては、大環状アザアヌレン系色素 (フタロシアニン色素、ナフ

タロシアニン色素、ポルフイリン色素など) 、ポリメチン系色素 (シアニン色素、メロシア

ニン色素、スクワリリウム色素など) 、アントラキノン系色素、アズレニウム系色素、含金

属アゾ系色素、含金属インドアニリン系色素などが挙げられる。特に含金属アゾ系色

素は、耐久性に優れる傾向にあるため好ま 、。

００36 有機色素により記録層を形成する場合は、通常、塗布方法で形成する。塗布方法

としては、有機色素を適当な溶媒に溶解した溶液によるスピンコート、スプレーコート

、デイップコート、ロールコート等が挙げられる。この際、溶媒としては、通常、ジアセト

ンアルコール、3 ヒドロキシー 3 メチルー 2 ブタノン等のケトンアルコール溶媒、

メチルセロソルブ、エチルセロソルブ等のセロソルブ溶媒、テトロフルオロプロ，ツー

ル、オクタフルオロペンタノール等のパーフルオロアルキルアルコール溶媒、乳酸メ



チル、イソ酪酸メチル等のヒドロキシェチル溶媒が使用される。

００3 7 記録層の厚さは、記録方法等により適した膜厚が異なるため、特に限定されないが

、十分な変調度を得るために、通常 以上、好ましくは 以上、特に好ましくは

O 以上である。但し、光を透過させるれづ観点から、記録層の厚さは、通常

以下、好ましくは ・5 以下、より好ましくは O O 以下である。

００3 8 (追記型の媒体の例2)

追記型の媒体で膜面入射型の媒体における他の具体例においては、記録再生機

能層2は、通常、基板上に設けられた、反射層、誘電体層、記録層、及び誘電体層を

指す。

００3 9 反射層の材料としては、通常、 、 等の金属又は合金が用いられる。反射

層の形成方法は、再生専用の媒体と同様とすればよい。

００4０ 誘電体層の材料としては、通常、無機材料 (f 表的には、Z S S O やGeC )

が用いられる。誘電体層の膜厚は、通常０・ 以上、また、通常5O 以下とする

。誘電体層は、必要に応じて、異なる無機材料を複数層積層して形成してもよい(例

えば、Z S S O，層及びGeC 層の積層構造としてもよい)。誘電体層は、通常、

スパッタリングすることによって形成される。

００4 1 記録層は、通常、無機材料の膜 (例えば、Ge e Ge S b eの様な力ルコゲン系

合金膜、S Ge bなどの2層膜、 Ge S b などの (部分) 窒ィロ膜、

e O O などの (部分) 酸ィロ膜 が用いられる。記録層の膜厚は、通常 以上

、好ましくは2 以上とする。また、記録層の膜厚は通常5 O 以下、好ましくは2０

以下とされる。記録層は、通常、スパッタリングによって形成される。

００42 (書き換え可能型の媒体の例 )

書き換え可能型の媒体で膜面人射型の媒体においては、記録再生機能層2は、通

常、基板上に設けられた、反射層、誘電体層、記録層、及び誘電体層を指す。

００43 反射層、誘電体層、及び記録層としては、上記 「追記型の媒体の例2」と同様にす

ればよい。但し、記録層は、記録・消去を可逆的に行えるよぅな材料とする必要がある

。このよぅな材料としては、例えば、S b e系、Ge e系、GeSb e系、 Sb e系、

S b e系 Sb e系 GeSb 系 GeSbS 系 GeSb e系 GeSbS e系



等の材料が挙げられる。

００44 (書き換え可能型の媒体の例2)

書き換え可能型の媒体としての他の具体例として、光磁気記録媒体 ( Oデイス力
を挙げることもできる。

００45 (3・下中間層

次いで、図 ( ) に示すよぅに、上述の第 記録媒体 ００(記録再生機能層2) に

、下中間層3を形成する。本発明における下中間層3とは、「層」の形態となってレめ
ものを指す。例えば、下中間層3が液体状又は粘性体 ( sco s)状の樹脂材料で形

成されるときは、この樹脂材料が乾燥又は硬ィビしているか否かに関わらず、「層」の形

態を有していれば「下中間層3」となる。

尚、記録再生機能層2と下中間層3との間に、必要に応じて他の層を存在させても

よレ亡とはレづまでもない。

００46 下中間層3に用いる材料は、特に制限はない。工業的には、樹脂材料が用いられ

るのが通常である。樹脂材料としては、より具体的には、硬化性樹脂を挙げることが

できる。硬化性樹脂としては、例えば、放射線硬ィヒ，注樹脂や熱硬化性樹脂がある。こ

れら材料の中で、工業的に好ま 、のは、放射線硬化性樹脂である。放射線硬化性

樹脂としては、電子線や紫外線の照射で硬ィビする材料を挙げることができるが、工業

生産性を考慮すると、紫外線硬化性樹脂を用いることが好ま 、。

００47 下中間層3は、一般的に以下の3つの性質を有することが望まれる。

第一に、記録再生機能層2に入射するレーザ光に対して光透過性を有するよぅに

するために、上記レーザ光に対して十分な透明性を確保できる材料を用いることが

好ま 、。ここで、本実施の形態が適用される光記録媒体において、「光透過性 (又

は透明) 」とは、記録再生機能層2に照射されるレーザ光の波長に対して十分な透過

性を有することを意味する。「光透過性 (又は透明) 」とは、具体的には、記録・再生の

ための光の波長 (例えば、4０S ) に対して、通常7０ 以上、好ましくは8０ 以上

、より好ましくは9０ 以上の透過性があることをいぅ。尚、光透過性の上限は、理想的

に ００ である。

００48 第二に、光記録媒体全体の反りを抑制するために、柔らかい又は収縮率が小 、刮



材料を用いることが好ま 、。後述するよぅに、転写性や転写層上に形成される記録

再生機能層の記録特性を良好にするために、転写層に用いる紫外線硬化性樹脂と

して、収縮率の大きい材料を用いる場合がある。この場合においては、光記録媒体

全体が反りやすくなる傾向になる。従って、下中間層3に、常温での弾性率が小 、刮
樹脂 (やわらかい性質を有する樹脂 )や、収縮率の 、さい樹脂を用いることが好まし

より具体的には、光記録媒体全体の反りをより良好に抑えるために、下中間層3に

用いる樹脂は、常温での弾性率が小さくかつ収縮率の 、さい樹脂を用いることが好

ま 、。

００49 上記観点から、下中間層3に用いる樹脂の3０Cにおける弾性率は、通常 5

Pa以下、好ましくは 3 Pa以下、より好ましくは7 Pa以下、さらに好ましくは

68０ Pa以下、特に好ましくは65 Pa以下とする。3 Cにおける弾性率を上記範

囲とすれば、下中間層3を形成する際に発生することがある基板 の反りを効果的に

抑制することができる。

一方、下中間層3に用いる樹脂の3 Cにおける弾性率は、現実的には、4 Pa

以上となる。尚、弾性率とは、一般的な動的粘弾性測定機にて測定された動的弾性

率である。

００5０ また、下中間層3に用いる樹脂の収縮率は、通常4 以下、好ましくは3・5 以下

、さらに好ましくは3 以下とする。下中間層3に用いる樹脂の収縮率を上記範囲とす

れば、基板 の反りを効果的に抑制することができる。但し、収縮率は、理想的には

である。ここで、収縮率とは、比重法により測定した収縮率である。また、収縮率は

J Sの 7 26・ 等に従って測定することもできる。

００5 1 第三に、転写層6 (詳細は後述する。) との密着性を確保するために十分な接着性

を有する材料を下中間層3に用いることも好ま 、。転写層6と密着性を確保する観

点からは、転写層6及び下中間層3に用いる材料の種類を揃える (具体的には紫外

線硬化性樹脂とする) 、下中間層3の表面に接着層を設ける等の手法を用いることが

できる。

００52 また、図 (a) には図示していないが、本実施の形態において、下中間層3は単層



構造であっても、複数層を積層した構造であってもよい。複数層を積層した構造とし

て、それぞれの層に用いる樹脂の種類を適宜制御することにより、下中間層3全体の

弾性率や収縮率を精密に制御して、基板 の反りをより低減しやすくなる利点が発揮

される。

００5 3 下中間層3を構成する樹脂層の数は、特に限定されない。基板 の反りを良好に抑

制するためには、樹脂層の数は、通常 ０層以下、好ましくは5層以下、より好ましくは

4層以下とする。一方、樹脂層の数は、 層以上とする。但し、生産効率の観点からは

、下中間層3を構成する樹脂層の数は、 層以上、5層以下とすることが好ま 、。生

産効率の観点から特に好ま 、のは、下中間層3を 層構造とすることである。

００54 下中間層3の膜厚は、特に制限されず、用いられる光記録媒体の種類に応じて所

定の範囲を適宜用いればよい。例えば、中間層7の膜厚は、通常 5 以上、好ま

しくは2０ 以上とする。一方、中間層7の膜厚は、通常8 4 以下、好ましくは7０

ば 以下とする。より具体的には、青色レーザーを用いたブルー・レイ・ディスク (

一 a d s )の場合、中間層7の膜厚は、好ましくは、2０u 以上、3０u 以下とさ

れる。 、書き換え型 の場合は、中間層7の膜厚は、好ましくは、4０ば

以上、7０ 以下である。そして、一般的には、後述する転写層6の膜厚を０

より大きく、2０ 以下とするので、下中間層3の膜厚は、中間層7の膜厚から転写

層6の膜厚を引いた残りの厚さになる。

００5 5 以下に、下中間層3 に樹脂材料を用いる場合について説明する。樹脂としては、例

えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂 (遅

延硬ィロ型を含む) 等を挙げることができる。材料は、上記樹脂から適宜選択すればよ

熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等は、通常、適当な溶剤に溶解して塗布液を調製

する。その後、この塗布液を塗布し、乾燥 (加熱)することによって、下中間層3を形成

することができる。

紫外線硬化性樹脂は、通常、そのまま若しくは適当な溶剤に溶解して塗布液を調

製する。その後、この塗布液を塗布し、紫外光を照射して硬ィビさせることによって、下

中間層3を形成することができる。



上記材料は単独または混合して用いても良い。

００5 6 塗布方法としては、スピンコート法やキヤスト法等の塗布法等の方法が用いられ、こ

の中でもスヒ 、ノコート法が好ま 。高粘度の樹脂を用いた下中間層3は、スクリーン

印刷等によっても塗布形成できる。紫外線硬ィヒ，注樹脂は、2０C～4０Cにおいて液

状であるものを用いると、生産性の観点から、溶媒を用いることなく塗布しやすくなる

ので好ま 、。また、塗布液の粘度は2０ Pa・s～5 Pa・s となるよぅに調製す

るのが好ま 、。より好ましくは、塗布液の粘度を Pa・s 以下とすることである。

００5 7 尚、図 (a) では図示を省略しているが、基板 が円盤形状を有し、中心にセンター

ホールが形成されている場合にスヒノコート法を用いて下中間層3を形成する場合

には、以下の方法を用いて下中間層3を形成することが好ま 、。つまり、センターホ

ールの外径よりも大きい所定の半径位置において、粘性を有する樹脂をリング状に

滴下 (d s e ce)することにより塗布する。そして、その後スヒノコートを〒ぅことが好ま
、のである。

００5 8 樹脂材料としては紫外線硬ィヒ，注樹脂を用いることが好ま 、。紫外線硬ィヒ，注樹脂

は、透明度が高く、硬化時間が短く製造上有利な点で好ま 、。紫外線硬ィヒ，注樹脂

としては、ラジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂とカチオン系紫外線硬ィヒ，注樹脂とが挙げら

れ、いずれも使用することができる。

００5 9 カチオン系紫外線硬ィヒ，注樹脂は、収縮率が 、さい性質を有するので、光記録媒体

の反りを低減するために用いることが好ま 、。以下、ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂

及びカチオン系紫外線硬ィヒ，注樹脂について説明する。

００6０ ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂は、紫外線硬ィヒ，注ィロ合物と光重合開始剤を含む組

成物が用いられる。紫外線硬ィヒ，注ィロ合物としては、単官能 (メタ) アクリレート及び多

官能 (メタ) アクリレートを重合性モノマ一成分として用いることができる。これらは、各

々、単独または2種類以上併用して用いることができる。ここで、アクリレートとメタアク

リレートとを併せて (メタ) アクリレートと称する。

００6 1 単官能 (メタ) アクリレートとしては、例えば、置換基としてメチル、エチル、プロピル、

ブチル、アミル、2 エチルヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、ヘキサデシル、オ

クタデシル、シクロヘキシル、ベンジル、メトキシエチル、ブトキシエチル、フェノキシエ



チル、ノニルフェノキシエチル、テトラヒドロフルフリル、グリシジル、2 ヒドロキシエチ

ル、2 ヒドロキシプロピル、3 クロロー 2 ヒドロキシプロピル、ジメチルアミノエチル

、ジエチルアミノエチル、ノニルフェノキシエチルテトラヒドロフルフリル、カプロラクトン

変性テトラヒドロフルフリル、イソボルニル、、ジ、ンクロペンタニル、、ジ、ンクロペンテニル、

ジシクロペンテ二ロキシエチル等の基を有する (メタ)アクリレート等が挙げられる。

００62 多官能 (メタ)アクリレートとしては例えば、 、3 ブチレングリコール、 、4 ブタン

ジオール、 、5 ペンタンジオール、3 メチル 5 ペンタンジオール、 、6

ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、 、8 オクタンジオール、 、9 ノナン

ジオール、トリシクロデカンジメタノール、エチレングリコール、ポリエチレングリコール
。、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロヒ

レングリコール等のジ (メタ)アクリレート、トリス (2 ヒドロキシエチル)イソシアヌレート

のジ (メタ)アクリレート等が挙げられる。

００63 また、ネオペンチルグリコール モルに4モル以上のエチレンオキサイド若しくはプロ

ピレンオキサイドを付加して得たジオールのジ (メタ)アクリレート、ビスフェノール

モルに2モルのエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たジオ

ールのジ (メタ)アクリレート、トリメチロールプロパン モルに3モル以上のエチレンオ

キサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たトリオールのジまたはトリ(メタ)ア

クリレート、ビスフェノールA モルに4モル以上のエチレンオキサイド若しくはプロピレ

ンオキサイドを付加して得たジオールのジ (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、ペンタェリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタェリスリトール

のポリ(メタ)アクリレート、エチレンオキサイド変性リン酸 (メタ)アクリレート、エチレンオ

キサイド変性アルキルィヒリン酸 (メタ)アクリレート等が挙げられる。

００64 また、これらの重合性モノマ一と同時に併用できるものとしては、重合性オリゴマー

として、ポリエステル (メタ)アクリレート、ポリエーテル (メタ)アクリレート、エポキシ (メタ

)アクリレート、ウレタン (メタ)アクリレート等が挙げられる。

００65 更に、ラジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂には、通常、光重合開始剤を配合する。光重

合開始剤としては、分子開裂型または水素引き抜き型のものが好ま 、。このような

光重合開始剤として、分子開裂型としては、例えば、ベンゾインイソブチルエーテル、



2、4 ジエチルチオキサントン、2 イソプロピルチオキサントン、ベンジル、2、4、6

一トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフインオキシド、2 ベンジルー 2 ジメチル

アミノ一 モルフォリノフェニル) ブタン一 一オン、ビス (2 6 ジメトキシベ

ンゾイル) 、4、4 トリメチルペンチルフォスフインオキシド等が挙げられる。

００66 さらに、 ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ベンゾインエチルエーテル、ベ

ンジルジメチルケタール、2 ヒドロキシー 2 メチル一 一フェニルプロパン一 一オ

ン、 イソプロピルフェニル) ヒドロキシー 2 メチルプロパン一 一オン

及び2 メチル一 メチルチオフェニル) モルフォリノプロパン一 一オ

ン等を併用しても良い。水素引き抜き型光重合開始剤としては、例えば、ベンゾフェ
ノン、4 フェニルベンゾフェノン、イソフタルフェノン、4 ベンゾイルー4 一メチルー

ジフェニルスルフイド等が挙げられる。

００67 また、これらの光重合開始剤とともに、増感剤を併用することができる。増感剤として

は、例えば、トリメチルアミン、メチルジメタノールアミン、トリエタノールアミン、 ジエ

チルアミノアセトフェノン、 ジメチルアミノ安息香酸エチル、 ジメチルアミノ安息

香酸イソアミル、 、 ジメチルベンジルアミン及び4、4 一ビス (ジエチルアミノ)ベ

ンゾフェノン等が挙げられる。

００68 カチオン系紫外線硬ィヒ，性樹脂としては、例えば、カチオン重合型の光重合開始剤

を含むエポキシ樹脂が挙げられる。エポキシ樹脂としては、例えば、ビスフェノール

一エピクロールヒドリン型、脂環式エポキシ、長鎖脂肪族型、臭素ィヒエポキシ樹脂、

グリシジルエステル型、グリシジルエーテル型、複素環式系等が挙げられる。エポキ

シ樹脂としては、遊離した塩素及び塩素イオン含有率が少ないものを用いるのが好

ま 、。塩素の量は、 重量 以下が好ましく、より好ましくは ・5重量 以下である

００69 カチオン重合型の光重合開始剤としては、スルホニウム塩、ョ一ドニウム塩、ジアゾ

ニウム塩等が挙げられる。ョ一ドニウム塩としては、例えば、ジフェニルョ一ドニウムヘ

キサフルオロホスフェード、ジフェニルョ一ドニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジ

フェニルョ一ドニクムテトラフルオロボレート、ジフェニルョ一ドニクムテトラキス (ぺンタ

フルオロフェニル)ボレート、ビス (ドデシルフェニル)ョ一ドニウムヘキサフルオロホス



フェート、ビス (ドデシルフェニル)ョ一ドニウムヘキサフルオロアンチモネート、ビスげ

デシルフェニル ョ一ドニウムテトラフルオロボレート、ビス (ドデシルフェニル)ョ一ドニ

ウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル)ボレート等が挙げられる。

００7０ さらに、4 メチルフェニルー4 メチルエチル)フェニルョ一ドニウムヘキサフ

ルオロホスフェート、4 メチルフェニルー4 メチルエチル)フェニルョ一ドニウ

ムヘキサフルオロアンチモネート、4 メチルフェニルー4 メチルエチル)フェ

ニルョ一ドニウムテトラフルオロボレート、4 メチルフェニルー4 メチルエチル

)フェニルョ一ドニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル)ボレート等が挙げられる。

００7 1 カチオン型紫外線硬ィヒ，注樹脂 ００重量部当たりの光重合型開始剤の割合は、通

常、 ・ 重量部～2０重量部であり、好ましくは ・2重量部～5重量部である。尚、紫

外線光源の波長城の近紫外領域や可視領域の波長をより有効に利用するため、公

知の光増感剤を併用することができる。この際の光増感剤としては、例えばアントラセ

ン、フェノチアジン、ベンジルメチルケタール、ベンゾフェノン、アセトフェノン等が挙

げられる。

００72 また、紫外線硬ィヒ，注樹脂には、必要に応じてさらにその他の添加剤として、熱重合

禁止剤、ヒンダードフェノール、ヒンダードアミン、ホスファイト等に代表される酸ィロ防

止剤、可塑剤、及びエポキシシラン、メルカプトシラン、(メタ)アクリルシラン等に代表

されるシランかソプリング剤等を、各種特性を改良する目的で配合することもできる。

これらは、紫外線硬ィヒ，注ィロ合物への溶解性に優れたもの、紫外線透過性を阻害しな

いものを選択して用いる。

００73 (2)転写層積層スタンパ2００を得る工程

本実施の形態においては、スタンパ4の表面上に転写層6を形成して転写層積層

スタンパ2００を得る。具体的には、スタンパ4上に紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を設け、

紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5に紫外線 を照射して紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を半硬

ィビさせた後、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線 を照射して紫外線硬化性

樹脂の膜5をさらに硬ィビさせることによって転写層6を形成する。

この工程について、図 (b を参照しながら説明する。尚、図 (b では、紫外線

の照射により硬ィビする前の膜を紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5と呼び、紫外線 の照射



により硬ィビした後の膜を転写層6と呼んでいる。転写層6には、記録再生機能層2に

入射するレーザ光に対して光透過性を有するよぅにするために、上記レーザ光に対

して十分な透明性を確保できる材料を用いることが好ま 、。ここで、本実施の形態

において、「光透過性 (又は透明) 」とは、記録再生機能層2に照射されるレーザ光の

波長に対して十分な透過性を有することを意味する。「光透過性 (又は透明) 」とは、

具体的には、記録・再生のための光の波長 (例えば、4０S ) に対して、通常7０

以上、好ましくは8０ 以上、より好ましくは9０ 以上の透過性があることをいぅ。尚、

光透過性の上限は、理想的に ００ である。

００74 先ず、図 (b) (b ) に示すよぅに、表面に紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5が設けられた

スタンパ4に、紫外線 を照射して紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を半硬ィビさせる。

００75 ・スタンパ4

スタンパ4は、中間層7に形成されることになる凹凸の形状 (凹凸形状) に対応した

形状 (転写用凹凸形状)の凹凸(転写用凹凸)を表面に有する。

スタンパ4の材料としては、光記録媒体の製造コストを考慮して、通常、樹脂が用い
られる。また、スタンパ4側から紫外線 を照射して紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を硬ィビ

させる場合等を考慮して、スタンパ4は光に対して十分な光透過性を有することが好

ま 、。具体的には、波長4００ において、透過率が8０ 以上であることが好まし

く、9０ 以上であることがより好ま 、。透過率の上限は、理想的に ００ である。

スタンパ4を樹脂で形成する場合、用いる樹脂として様々な材料を挙げることができ

る。例えば、通常の光デイスクの基板として用いられるポリカーボネート系樹脂やアク

リル系樹脂をそのまま用いることができる。他には、スタンパ4と転写層6との剥離性を

確保するために、スタンパ4の材料としてポリオレフイン系樹脂やポリスチレン系樹脂

を用いて、スタンパ4の表面エネルギーを低減することが行われる。このよぅな、表面

エネルギーが低減されたスタンパ4として実際に実用ィビされているのは、非品質環状

ポリオレフイン樹脂 (例えば、ゼオネックス (Z O X 登録商標 )およびゼオノア (Z

O O 登録商標 )である (いずれも日本ゼオン株式会社製 )。

００76 非品質環状ポリオレフインは、良好な剥離性を有し工業的に優れた材料である。し

かしながら、非品質環状ポリオレフインは、特殊な材料ゆえ高価であるために、スタン



パ4のコストが増大する傾向になる。そして、樹脂製のスタンパ4 は、通常使い捨てと

されるために、光記録媒体全体に占めるスタンパ4のコスト負担が大きくなるのが実情

である。このため、できるだけ安価な樹脂を用いることが好ま 、。一般的には、コスト

の観点からポリカーボネート系樹脂やアクリル系樹脂を用いることが好ましく、剥離性

の観点からポリオレフイン系樹脂やポリスチレン系樹脂を用いることが好ま 、。

００7 7 ところで、本発明においては、転写層6を得るにあたり、先ず紫外線硬ィヒ，注樹脂の

膜 5を半硬化させる。そして、その後さらに紫外線 を照射して紫外線硬化性樹脂

の膜 5の硬ィビを進めることにより転写層6を得る。本発明者の検討によれば、上記のよ

ぅに、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5の半硬化の状態を一度経ることにより、転写層6 とスタ

ンパ4 との剥離性が良好となることが分かった。この理由は明らかではないが、以下の

よぅな現象が起きるためではないかと推測される。

００7 8 つまり、紫外線 を強く照射した場合、又は e c e (酸素分子のよぅな、ラジカ

ルの励起消光 ( e c )する分子) が無い状態で紫外線 照射を〒ぅ場合に

は、スタンパ4 と紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5 との界面近傍で、反応開始剤からのう、ジカ

ルと末反応樹脂とが高濃度に共存する状態になると考えられる。このよぅな場合に、

樹脂製のスタンパ4を用いると、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5 における重合以外にも、ス

タンパ4 と紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5 との間にもィロ学結合が生成して架橋する部分が

発生すると推測される。そして、この結果、透明スタンパと硬ィロ樹脂との剥離性が悪

ィビするのではないかと考えられる。特に、極性の高い材料 (例えば、ポリカーボネート

系樹脂やアクリル系樹脂 ) をスタンパ4の材料として用いると、スタンパ4 と紫外線硬ィビ

性樹脂の膜 5 との界面における上記ィロ学結合はより発生しやすくなると考えられる。

００7 9 従って、紫外線 を強く照射する操作、又は酸素濃度を低減させた雰囲気下で

紫外線 を照射する等の急速な硬ィビを〒ぅ操作に先立ち、紫外線硬ィヒ，注樹脂の

膜 5を緩く硬化 (半硬ィめさせることによって、スタンパ4 と紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5 と

の反応が抑制されるのではないかと考えられる。この結果、スタンパ4及び紫外線硬

ィヒ，注樹脂の膜 5の界面における、スタンパ4及び紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜 5それぞれ

の表面性が比較的安定な状態になるのではないかと推測される。そして、この状態に

おいて、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線 を照射することにより、紫外線



硬ィヒ，注樹脂の膜5の硬ィビを更に進めて転写層6を得ることにより、転写層6とスタンパ

4との剥離性が改善されるのではないかと推測される。

００8０ このよぅに、本発明では紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の半硬ィビを経ることにより、スタン

パ4と転写層6との剥離性を確保しやすくなる。従って、スタンパ4に用いる材料の自

由度が大きく広がるれづ利点が発揮される。つまり、上述の通り、スタンパ4の表面エ

ネルギーを 心くする観点から、非品質環状ポリオレフインがスタンパ4の材料として

好ましく用いられているが、本発明においては、上記のよぅな高機能性の樹脂に限ら

れず、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂等の汎用で低コストの樹脂を用いるこ

とができる。

００8 1 上記利点を顕著に発揮させる観点から、スタンパ4の材料としては、ポリカーボネー

ト系樹脂、アクリル系樹脂を用いることが好ま 、。より好ましくは、ポリカーボネート系

樹脂である。尚、スタンパ4の材料は、 種を単独で用いてもよく、2種以上を任意の

組み合わせ及び比率で併用してもよい。

００82 図 (b) には図示していないが、スタンパ4は、通常、中央部に表裏を貫通する中心

孔を形成された円板形状に形成される。

尚、スタンパ4を作製する場合、その作製方法は任意である。例えば、スタンパ4を

樹脂製スタンパとする場合には、スタンパ4が有する転写用凹凸形状の逆 (ネガ)の

凹凸パターンを有する金属製スタンパ (例えば、ニッケル製スタンパ )を用いて、射出

成形等によりスタンパ4を作製することができる。

００83 また、本実施の形態において使用されるスタンパ4の厚さは、形状安定性及びハン

ドリングの容易さの点で、通常０・3 以上とするのが望ま 、。但し、厚さは、通常

5 以下である。スタンパ4の厚さがこの範囲であれば、十分な光透過性を確保し

やすくなる。このため、後述するよぅにスタンパ4を介して紫外線 を照射しても、紫

外線硬ィヒ，注樹脂等を効率よく硬ィビさせることが可能であり、生産性を向上させやすく

なる。

００84 2・紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5

紫外線硬化性樹脂の膜5は、通常以下のよぅにして形成される。すなわち、紫外線

硬ィヒ，注樹脂の膜5は、必要に応じて添加剤 (例えば、光重合開始剤、増感剤等の添



加剤) や溶媒と共に、スタンパ4の転写用凹凸形状を有する面に塗布することによっ
て形成される。塗布の方法は、特に制限はされないが、均一な膜厚を形成しやすい
点、工業生産に適する点等の理由から、スピンコート法を用いることが一般的である。

００8 5 スヒノコート法を用いる場合、紫外線硬化性樹脂の組成物の粘度は、通常5 Pa

・s 以上、3 5 Pa・s以下とする。この粘度範囲内とすることにより、転写層6の厚みを

所定の範囲内に制御しやすくなる。また、上記粘度範囲とすれば、転写層6の膜厚

範囲を大きく変ィヒさせることが容易になる。具体的には、薄い転写層 (例えば5

程度 ) が良好に作成しやすくなる一方で、比較的膜厚の厚い転写層6も作製しやすく

なる。

００8 6 尚、図 (b)では図示を省略しているが、スタンパが円盤形状を有し、中心にセンタ

ーホールが形成されている場合には、以下の方法を用いて紫外線硬化性樹脂の膜

5を形成することが好ま 、。つまり、センターホールの外径よりも大きい所定の半径

位置において、紫外線硬化性樹脂をリング状に滴下 (d s e ce)することにより塗布

する。そして、その後スヒ 、ノコートを行ぅことが好ま のである。

００8 7 紫外線硬化性樹脂の膜 5 に用いる紫外線硬化性樹脂としては特に制限はない。ス

タンパ4の転写性及び転写層6上に設けられる上部記録再生機能層 (後述 ) の記録

特性を向上させる観点から、硬ィヒして得られる転写層6が相対的に固くなるよぅな紫

外線硬化性樹脂を用 、いることが好ま 。具体的には、紫外線硬ィヒ，注樹脂の 5 C

における弾性率を3 Pa以上とすることが好ま 、。これは、弾性率の高い樹脂は

一般に硬い性質を有するためである。尚、弾性率とは、一般的な動的粘弾性測定機

にて測定された動的弾性率である。

００8 8 転写層6 に用いる紫外線硬化性樹脂の 5 C における弾性率は高ければ高いほ

ど好ま 、。 5 C における弾性率は、好ましくは3 Pa以上、より好ましくは3 3０

Pa以上、さらに好ましくは3 5 Pa以上、さらに好ましくは5００ Pa以上、さらに

好ましくは7 5 Pa以上、特に好ましくは9 5 Pa以上、最も好ましくは OO Pa

以上とする。

００8 9 ここで、弾性率とは、上述の通り、一般的な動的粘弾性測定機にて測定された動的

弾性率である。但し、生産性の観点から、紫外線硬ィヒ，注樹脂の 5 C における弾性



率は、通常25 Pa以下とする。

尚、 5０Cにおける弾性率が3 Pa以上の場合は、一般的に、樹脂のガラス転

移温度が高くなる傾向にある。具体的には、 5０における弾性率が3００ Pa以上の

樹脂のガラス転移温度は、通常、 4０C以上となる。一方、ガラス転移温度の上限は

、通常、2００Cとなる。

００9０ また、転写層6に用いる紫外線硬ィヒ，注樹脂の収縮率は、光デイスクの反りを抑制す

る観点からは小刮亡とが好ま 、。ただ、上記弾性率を有する紫外線硬ィヒ，注樹脂に

おいては、収縮率は相対的に大きい値となりやすい。また、収縮率を大きくすると後

述する利点が発揮されやすくなる。収縮率は、通常6 以上、好ましくは9 以上、よ

り好ましくは9・5 以上、さらに好ましくは ０ 以上である。但し、収縮率は、2０ 以

下であることが好ま 、。ここで、収縮率とは、比重法により測定した収縮率である。ま

た、収縮率は、J S 7 6・ 等に従い測定することもできる。

００9 1 転写層6に用いる紫外線硬ィヒ，注樹脂の収縮率が6 以上の樹脂を用いて形成する

ことにより、樹脂製のスタンパ4を用いて転写層6に記録トラック用の溝を形成する際

に、スタンパ4からの剥離性が良好となりやすいので好ま 、。スタンパ4の剥離性が

良好な理由としては、例えば、スタンパ4の溝に入った樹脂が硬化する際に収縮し、

わずかな歪又は隙間が生じることによるものと考えられる。

００92 上記の通り、スタンパ4との剥離性を確保するために、転写層6に用いる樹脂は、所

定以上の収縮率を有することが好ま 、。一方で、転写層6を比較的収縮率の大き

い樹脂で形成する結果、転写層6の成膜時の収縮が大きくなる傾向にある。これは、

光記録媒体全体が反りやすくなることを意味する。この点については、下中間層3の

材料を適宜制御して、光記録媒体全体の反りを緩和すればよい。この点については

、下中間層3に用いる材料の説明の際にすでに説明した通りである。

００93 下中間層3と転写層6とに用いる材料の好ましい組み合わせについて以下に説明

する。

上述の通り、本実施形態においては、「高温 (例えば、 5 C)での弾性率の高い
紫外線硬ィヒ，注樹脂」、「収縮率の比較的大きな紫外線硬ィヒ，注樹脂」を転写層6に用

いることが好ま 、。一方で、「常温 (例えば3０ )での弾性率の小さい樹脂」、「収縮



率の比較的小さな樹脂」を下中間層3に用いることが好ましい。

００94 以下に、上記4つの性質を有する樹脂 (具体的には、紫外線硬ィヒ，注樹脂 )を得るた

めの具体的方法について説明する。

(高温 (例えば 5０C)での弾性率の高い紫外線硬ィヒ，注樹脂を得る方法)

紫外線硬ィヒ，注樹脂の高温の弾性率を高くするためには、硬ィビさせて得られる架橋

構造のブラウン運動が束縛されるようにすればよい。つまり、架橋密度が高くなるよう

にすればよい。より具体的には、アクリルモノマ一を用いて紫外線硬化性樹脂を形成

する場合には、例えば、以下の (a) ～(c) を行うことにより、高温での弾性率が高い紫

外線硬ィヒ，注樹脂を得ることができる。

(a) 架橋密度が高くなるようなアクリルモノマ一を用いる。

(b)架橋構造に剛直な構造を有するアクリルモノマ一を用いる。

(c) 架橋密度が高くなるようなアクリルモノマ一と架橋構造に剛直な構造を有するアク

リルモノマ一とを組み合わせて用いる。

００95 架橋密度が高くなるようなアクリルモノマ一としては、アクリロイル基 個あたりの分子

量が小さい多官能アクリルモノマ一 (多官能 (メタ)アクリレート)を挙げることができる。

多官能 (メタ)アクリレートとしては例えば、 、3 ブチレングリコール、 、4 ブタン

ジオール、 、5 ペンタンジオール、3 メチル 5 ペンタンジオール、 、6

ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、 、8 オクタンジオール、 、9 ノナン

ジオール、トリシクロデカンジメタノール、エチレングリコール、ポリエチレングリコール
。、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロヒ

レングリコール等のジ (メタ)アクリレート、トリス (2 ヒドロキシエチル)イソシアヌレート

のジ (メタ)アクリレート等が挙げられる。

００96 また、ネオペンチルグリコール モルに4モル以上のエチレンオキサイド若しくはプロ

ピレンオキサイドを付加して得たジオールのジ (メタ)アクリレート、ビスフェノール

モルに2モルのエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たジオ

ールのジ (メタ)アクリレート、ビスフェノール モルに4モル以上のエチレンオキサイ

ド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たジオールのジ (メタ アクリレート、エチ

レンオキサイド変性リン酸 (メタ)アクリレート、エチレンオキサイド変性アルキルィビリン



酸 (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、トリメチロールプロ

パン モルに3モル以上のエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加し

て得たトリオールのジまたはトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスルトールトリ(メタ)アクリ

レート、ペンタエリスルトールテトラ (メタ)アクリレート、ペンタエリスルトール モルに4

ルコールのトリ又はテトラ (メタ)アクリレート、ジペンタェリスリトールのポリ(メタ)アクリ

レート(例えば、ジペンタェリスリトールペンタ(メタ アクリレート又は、ジペンタェリスリ

トールヘキサ (メタ)アクリレート) 、ジペンタェリスリトール モルに6モル以上のエチレ

ンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たへキサアルコールのぺンタ

又はへキサ (メタ)アクリレート等を挙げることができる。

００97 これらの中でも、高温での弾性率を大きくできる点から好ま 、のは、以下の材料で

ある。すなわち、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパン

モルに3モル以上のエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得た

トリオールのトリ(メタ)アクリレート、ペンタェリスルトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタ

ェリスルトールテトラ (メタ)アクリレート、ペンタェリスルトール モルに4モル以上のエ

チレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たテトラアルコールのトリ

又はテトラ (メタ)アクリレート、ジペンタェリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペン

タェリスリトールヘキサ (メタ)アクリレート、ジペンタェリスリトール モルに6モル以上

のエチレンオキサイド若しくはプロピレンオキサイドを付加して得たへキサアルコール

のぺンタ又はへキサ (メタ)アクリレート、等の多官応 (メタ)アクリレート等を挙げること

ができる。

００98 高温での弾性率を大きくする点から、さらに好ま 、のは、トリメチロールプロパント

リ(メタ)アクリレート、ペンタェリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタェリスルトール

テトラ (メタ)アクリレート、ジペンタェリスルトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタェ
リスルトールヘキサ (メタ)アクリレートである。

００99 次に、架橋構造に剛直な構造を有するアクリルモノマ一としては、剛直な環状構造

を有するアクリルモノマ一を挙げることができる。

このようなアクリルモノマ一の具体例としては、ノルボリナンジメタノールジアクリレー



ト、ノルボルナンジエタノールジ (メタ)アクリレート、ノルボルナンジメタノールにエチレ

ンオキサオイド又はプロピレンオキサイド2モル付加して得たジオールのジ (メタ)アク

リレート、トリシクロデカンジメタノールジ (メタ)アクリレート、トリシクロデカンジエタノー
。

ルジ (メタ)アクリレート、トリシクロデカンジメタノールにエチレンオキサイド又はプロヒ

レンオキサイド2モル付加して得たジオールのジ (メタ)アクリレート、ペンタシクロペン

タデカンジメタノールジ (メタ)アクリレート、ペンタシクロペンタデカンジエタノールジ (

メタ)アクリレート、ペンタシクロペンタデカンジメタノールにエチレンオキサイド又はプ

ロピレンオキサイド2モル付加して得たジオールのジ (メタ)アクリレート、ペンタシクロ

ペンタデカンジエタノールにエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイド2モル付加

して得たジオールのジ (メタ)アクリレート等を挙げることができる。

０1００ これらの中でも、高温での弾性率を高くできる観点から好ましいのは、トリシクロデカ

ンジメタノールジ (メタ)アクリレート、トリシクロデカンジエタノールジ (メタ)アクリレート

、ペンタシクロペンタデカンジメタノールジ (メタ)アクリレートである。

０1０1 このほか、ビス (2 アクリロイルオキシエチル) ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ビ

ス (2 アクリロイルオキシプロピル) ヒドロキシプロピルイソシアヌレート、ビス (2 アク

リロイルオキシブチル) ヒドロキシブチルイソシアヌレート、ビス (2 メタクリロイルオキ

シエチル) ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ビス (2 メタクリロイルオキシプロピル) ヒ

ドロキシプロピルイソシアヌレート、ビス (2 メタクリロイルオキシブチル) ヒドロキシブ

チルイソシアヌレート、トリス (2 アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、トリス (2

一アクリロイルオキシプロピル)イソシアヌレート、トリス (2 アクリロイルオキシブチル)

イソシアヌレート、トリス (2 メタクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、トリス (2 メ

タクリロイルオキシプロピル)イソシアヌレート、トリス (2 メタクリロイルオキシブチル)

イソシアヌレート等を挙げることもできる。

０1０2 高温での弾性率を高くできる観点から特に好ましいのは、トリシクロデカンジメタノー

ルジ (メタ)アクリレート、トリシクロデカンジエタノールジ (メタ)アクリレートである。

０1０3 架橋密度が高くなるようなアクリルモノマ一と架橋構造に剛直な構造を有するアクリ

ルモノマ一とを組み合わせて用いる場合には、以下のようにすればよい。すなわち、

上記説明した架橋密度が高くなるようなアクリルモノマ一の具体的なィ出合物を 以上



選択する。さらに、上記説明した架橋構造に剛直な構造を有するアクリルモノマ一の

具体的なィロ合物を 以上選択する。そして、これらィロ合物を、所望の弾性率にあわせ

て任意の割合で組み合わせて用いればよい。

０1０4 (収縮率の比較的高い紫外線硬化性樹脂を得る方法)

紫外線硬化性樹脂の場合、収縮率とは硬ィロ収縮率のことをいぅ。硬ィロ収縮率は、

硬ィロ前の密度に対する硬化時の密度変ィビの割合である。このため、収縮率を大きく

するためには、硬化時の密度変ィビが大きくなるよぅにすればよい。具体的には、アクリ

ルモノマ一を用いて紫外線硬化性樹脂を形成する場合には、アクリロイル基の密度

が高くなるよぅにすればよい。換言すれば、架橋密度が高くなるよぅなアクリルモノマ

一を用いればよい。

０1０5 架橋密度が高くなるよぅなアクリルモノマ一としては、アクリロイル基 個あたりの分子

量が 、さい多官能アクリルモノマ一 (多官能 (メタ)アクリレート)を挙げることができる。

このよぅな多官能アクリルモノマ一 (多官能 (メタ)アクリレート)の具体例としては、上記

「高温 (例えば 5０C)での弾性率の高い樹脂を得る方法」で説明した多官能 (メ列
アクリレートと同様のものを用いればよい。

０1０6 高温 (例えば 5０C)での弾性率を高くして、かっ、収縮率を比較的大きくするよぅ

な樹脂を得る場合には、例えば、上記 「高温 (例えば 5０C)での弾性率の高い樹脂

を得る方法」で説明したよぅに、架橋構造に剛直な構造を有するアクリルモノマ一を併

用すればよい。架橋構造に剛直な構造を有するアクリルモノマ一の含有量は、所望

される弾性率及び収縮率を得られるよぅな含有量とすればよい。

０1０7 (常温 (例えば3０ )における弾性率が 、さい樹脂を得る方法)

紫外線硬化性樹脂 (より具体的には、ラ、ジカル系紫外線硬化性樹脂 )を用いて樹脂

層を形成する場合における具体的な手法を以下に説明する。

紫外線硬化性樹脂の3０Cにおける弾性率を小さくするためには、硬化時の密度変

化が小さくなるよぅにすればよい。具体的には、アクリルモノマ一を用いて紫外線硬ィビ

性樹脂を形成する場合には、アクリロイル基 個あたりの分子量が大きく、柔軟な構

造を有するアクリルオリゴマーと単官能アクリルモノマ一を組み合わせる方法を挙げる

ことができる。柔軟な構造を有するアクリルオリゴマー及び単官能アクリルモノマ一の



含有比率は、所望の弾性率を得るために、適宜制御すればよい。

０1０8 柔軟な構造を有するアクリルオリゴマーの具体例としては、ポリエーテル或いはポリ

エステルジオールから成るウレタン (メタ) アクリレート、ポリアルキレングリコールジアク

リレート等のアクリルオリゴマー等を挙げることができる。

０1０9 単官能アクリルモノマ一の具体例としては、エチル (メタ) アクリレート、ブチル (メ列
アクリレート、2 エチルヘキシル (メタ) アクリレート、ノニル (メタ) アクリレート、トリデシ

ル (メタ アクリレート、ヘキサデシル (メタ) アクリレート、オクタデシル (メタ) アクリレート

、イソアミル (メタ) アクリレート、イソデシル (メタ) アクリレート、イソステアリル (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、3 クロロー 2 ヒドロキシプロピル (

メタ) アクリレート、メトキシエチル (メタ) アクリレート、ブトキシエチル (メタ) アクリレート

、ノニルフェノキシエチル (メタ) アクリレート、2 ヒドロキシー 3 フェノキシプロピル (

メタ) アクリレート等を挙げることができる。

０11０ (収縮率が 、さい樹脂を得る方法)

紫外線硬ィヒ，注樹脂の場合、収縮率とは硬ィロ収縮率のことをいう。硬ィロ収縮率は、

硬ィロ前の密度に対する硬化時の密度変ィビの割合である。このため、収縮率を小さく

するためには、硬化時の密度変化が小さくなるようにすればよい。具体的には、アクリ

ルモノマ一を用いて紫外線硬ィヒ，注樹脂を形成する場合には、アクリロイル基 個あた

りの分子量が大きく、分子中のアクリロイル基が少ないアクリルオリゴマー及びアクリ

ルモノマ一を組み合わせればよい。アクリルオリゴマー及びアクリルモノマ一の含有

比率は、所望の弾性率を得るために、適宜制御すればよい。

０111 アクリルオリゴマーの具体例としては、上記 「常温 (例えば3０ )における弾性率が

、さい樹脂を得る方法」で説明したものと同様のものを用いることができる。アクリルモ

ノマ一の具体例としては、上記 「常温 (例えば3０ )における弾性率が 、さい樹脂を

得る方法」で説明した単官能アクリルモノマ一と同様のものを用いることができる。

０112 3・紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の半硬化

図 b b に示すように、スタンパ4の表面に設けられた紫外線硬ィヒ，注樹脂の

膜5に紫外線 を照射し、紫外線硬化性樹脂の膜5を半硬化させる。

紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を半硬ィビさせるための具体的な方法としては、



(a) 紫外線照射量を少なくする。

(b)酸素が存在する雰囲気下で紫外線 の照射を行ぅ。

(c) (a) と(b) とを組み合わせて用いる。

を挙げることができる。用いる紫外線硬ィヒ，注樹脂の種類の性質に応じて、上記 (
)～

(c) の手法を適宜用いればよい。図 b b は、上記 (c) の例である。

つまり、大気雰囲気下で紫外線照射量を低減させて、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を硬

ィビさせている。

０113 以下、それぞれの方法について具体的に説明する。

紫外線照射量を少なくする場合、光量自体を弱くする場合及び照射時間を弱くす

る場合の何れか一方又は両方を用いることが考えられる。
2紫外線 の光量としては、通常5 W c 以下、好ましくは4 W 2c 以下

、より好ましくは3 W c 以下、とする。

一方、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の半硬ィビをより確実に行ぅために、紫外線 の光

量としては、通常 W c 以上、好ましくは5 W c 以上、より好ましくは7

W 2c 以上、とする。

上記数値範囲内とすれば、剥離性のマージンが大きくなり工業生産が行いやすく

なる利点が発揮される。

０114 紫外線 の照射時間は、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の硬ィビを適当なレベルで留め

るために、通常 ０秒以下、好ましくは5秒以下、より好ましくは3秒以下とする。

一方、半硬ィビを確実に行ぅ観点から、紫外線 の照射時間は、通常０・ 秒以上、

好ましくは ・5秒以上、より好ましくは 秒以上とする。

上記数値範囲内とすれば、剥離性のマージンが大きくなり工業生産が行いやすく

なる利点が発揮される。酸素を低減した雰囲気 (例えば、窒素雰囲気 ) の下で紫外線

を照射する場合には、照射時間を短くすることが好ま 、。この場合、照射時間

は、通常０・ 秒以上、好ましくは ・2秒以上とする。一方、照射時間は、好ましくは3

秒以下とする。

０115 紫外線硬ィヒ，注樹脂は、酸素が存在する雰囲気中では硬ィビが進みにくくなる性質を

有する材料が多い。特に、ラ、ジカル重合型の紫外線硬ィヒ，注樹脂を用いる場合、空気



中の酸素がラジヵルと反応して硬ィビを阻害する傾向となる。このため、酸素が存在す

る雰囲気下で紫外線 の照射を行ぅことも、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5を半硬化させ

るために有効な手段の一つである。

０116 酸素が存在する雰囲気下で紫外線 の照射を行ぅ場合の酸素濃度は、O

比で、通常０・ 以上、好ましくは ・2以上、より好ましくは ・25 (およそ大気中の酸

素濃度) 以上とする。この範囲にすれば、酸素による重合阻害の制御を良好に行丈
とが可能となる。

一方、酸素濃度の上限は、大気全体が酸素 ( ００ 酸素)である。

０117 尚、図 b b )では、紫外線硬化性樹脂の膜5の側から紫外線 を照射して

いるが、スタンパ4の側から紫外線 を照射してもよレ亡とはレづまでもない。ただ、

スタンパ4の側から紫外線 を照射する場合には、スタンパ4中に紫外線照射を妨

げるよぅな欠陥の存在を極力低減することが好ま 、。

０118 4・酸素濃度を低減させた雰囲気下での紫外線照射による硬化

本実施形態においては、図 (b) (b に示すよぅに、紫外線硬化性樹脂の膜5を

半硬化させた後、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線 を照射して紫外線硬

化性樹脂の膜5をさらに硬ィビさせて転写層6を得る。同図には、酸素濃度を低減させ

た雰囲気の一例として窒素雰囲気下で紫外線 を照射して紫外線硬化性樹脂の

膜5をさらに硬ィビさせて転写層6を得る工程が示されている。

０119 この工程での硬化は、紫外線硬化性樹脂の膜5の表面 (図 (b) (b における紫

外線照射側の表面)のタック性 (粘着性) がなくなるまで行ぅ。尚、グソク性 ( ac

c o )がないとは、具体的には、上記表面を指で触ってもべとつかない程度の表面

性を紫外線硬化性樹脂の膜5が有すること利づ。

０12０ この工程における紫外線硬化性樹脂の膜5の硬化による転写層6の形成により、以

下の利点も発揮される。つまり、後述する下中間層3と転写層6とを接着する際に、転

写層6の表面にタ、ソク性がない状態になっているので、転写層6中への気泡の巻き込

みを抑制しやすくなる。この結果、転写層6中への気泡の巻き込みを抑制することを

目的として、下中間層3と転写層6との接着を真空中で行ぅ必要がなくなる。換言すれ

ば、下中間層3と転写層6との接着を大気中で行いやすくなる。



０121 本実施形態においては、窒素雰囲気下で行っている。しかし、窒素パージのよぅに

酸素を遮断させずに所定濃度の酸素を含有する雰囲気であっても、例えば、紫外線

の照射量を増加させる (照射光量を上げる、照射時間を長くするにとによって、

転写層6の形成は可能である。

具体的には、酸素濃度を通常5 以下、好ましくは 以下、より好ましくは ・

以下、とすることによっても紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の硬ィビを良好に行える傾向にあ

る。

一方、酸素濃度は少なければ少ないほど好ま 、が、工業的に考えて、下限値は

OO 程度となる。

０122 尚、窒素雰囲気下で硬ィビを行ぅことにより、同じ表面性を有する転写層6を得るため

に要する照射紫外線の光量を抑えることができる。このため、例えば上記半硬ィビに使

用したものと同じ能力の紫外線ランプを光量調節するのみで、硬ィビを行いやすくなる

。窒素パージを行わない場合には、所定の表面性を有する転写層6を得るために、

非常に強い 光を要する場合 (能力の高い紫外線ランプを要する場合)もあり得る

０123 紫外線照射量は、所定の表面を有する転写層6を得るために、適宜制御される。具

体的には、紫外線 の光量としては、通常2００ W c 以下、好ましくは 5０

より好ましくは O W c 以下、とする。上記数値範囲内とすれ

ば、極性の高いスタンパ4 (例えば、ポリヵ一ボネート樹脂製のスタンパ )を用いた場

合でも、転写層6とスタンパ4との剥離性を損なわずに、転写層6を硬ィビさせやすくな

る。

０124 一方、所定の表面を有する転写層6を得るために、紫外線 の光量としては、通

常3 2０ W c 以上、好ましくは5０ W c 2以上、より好ましくは7０ W c 2以

上、とする。上記数値範囲内とすれば、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜5の表面の硬ィビが十

分に進み、所定の表面を有する転写層6を形成しやすくなる。

０125 紫外線 の照射時間は、所定の表面を有する転写層6を得るために、適宜制御さ

れる。具体的には、照射時間は、通常2０秒以下、好ましくは 5秒以下、より好ましく

は ０秒以下、さらに好ましくは5秒以下、特に好ましくは3秒以下、最も好ましくは2秒



以下、とする。

一方、所定の表面を有する転写層6を得るために、紫外線 の照射時間は、通常

・2秒以上、好ましくは ・5秒以上、より好ましくは ・7秒以上とする。

０126 5・転写層の膜厚

以上の工程を経て、転写層6がスタンパ4上に形成される。転写層6の膜厚は、転

写された凹凸形状の硬度、及び転写層6とスタンパ4との剥離性を確保する観点から

、通常 より大きく、好ましくは ば 以上、より好ましくは3 以上とする。

一方、転写層6の膜厚は、通常2 4 以下、好ましく x 以下、より好ましくは

O 以下、さらに好ましくは5 以下とする。転写層6の膜厚を上記範囲内とす

れば、転写された凹凸形状の硬度、及び転写層6とスタンパ4の剥離性を確保しやす
く、かつデイスクの反りを抑制しやすくなるれづ利点が発揮される。

０127 特に、転写層6の膜厚を ０ 以下とすれば、以下の利点が発揮されやすくなる。

第一に、スピンコートによって紫外線硬化性樹脂を延伸しながら紫外線 を照射す

る等の操作を省略しても、転写層6の膜厚分布を良好にしやすくなる利点がある。

第二に、転写層6の膜厚が薄くなるために、紫外線硬化性樹脂の膜5の半硬ィビの

状態を得やすくなる利点もある。

第三に、転写性や剥離性を考慮して固い紫外線硬化性樹脂又は収縮率の大きい
紫外線硬化性樹脂を転写層6に用いる場合があるが、この場合において転写層6の

膜厚を薄くできれば、光記録媒体全体の反りを低減しやすくなる。

０128 (3) 転写層積層スタンパ2００と第 記録媒体 ００との接合 (
d
。，o ) 程

次に、図2 (c) に示すよぅに、転写層積層スタンパ2００を、転写層6と下中間層3とが

向き合ぅよぅにして下中間層3上に載置し(c ) 、その後、下中間層3と転写層6とを

接着する (c

０129 先ず、図2 (c) (c ) に示すよぅに、転写層積層スタンパ2００を、転写層6と下中間

層3とが向き合ぅよぅにして下中間層3上に載置する。この結果、転写層6と記録再生

機能層2との間に下中間層3が存在することとなる。

このとき、載置の方法は特に制限されない。また、転写層積層スタンパ2００の載置

は、大気中又は真空中のいずれで行ってもよい。ただ、本実施の形態においては、



接合工程が減圧雰囲気下で行われることが好ま 、。より具体的には、上記載置の

操作が減圧雰囲気下で行われることが好ま 、。減圧雰囲気下としては、具体的に

は真空状態を挙げることができる。

０13０ 減圧雰囲気下で載置を行ぅことが好ましい理由は以下の通りである。つまり、転写

層6及び下中間層3それぞれの表面は、完全には平坦ではなく、微視的には凹凸を

有する。このため、載置を大気中で行ぅと、転写層6及び下中間層3の界面に空気が

取り込まれることがある。このよぅな空気の巻き込みは、泡となって中間層7中に存在

することになる。しかし、上記泡は光学的になるべく低減することが好ま 、。このため

、上記空気の取り込み (換言すれば、泡の発生) を抑制するために、減圧雰囲気中で

載置を行ぅことが好ま 、のである。

０131 ここで、減圧雰囲気の具体的な圧力としては、通常 Pa以下、好ましくは7０Pa

以下、より好ましくは5 Pa以下、を挙げることができる。

一方、減圧雰囲気は、通常 OPa以上、好ましくは 5Pa以上、より好ましくは2 Pa

以上を挙げることができる。上記範囲内とすれば、樹脂中の揮発成分を確実に保持

したまま接合をしやすくなる。

０132 次に、図2 (c) (c に示すよぅに、下中間層3と転写層6とを接着させる。接着は、

以下のよぅな手法によって実現できる。例えば、下中間層3の表面又は転写層6の表

面に接着剤を塗布する、又は、下中間層3の表面又は転写層6の表面に感圧性の接

着シートを貼付する。また、例えば、下中間層3及び転写層6ともに紫外線硬化性樹

脂で形成し、転写層積層スタンパ2００の載置の後、紫外線 を照射して下中間層

3と転写層6とを接着する。

０133 工業的には、下中間層3及び転写層6ともに紫外線硬化性樹脂で形成し、転写層

積層スタンパ2００の載置の後、紫外線 を照射して下中間層3と転写層6とを接着

する手法が好ま 、。尚、この手法を用いる場合には、下中間層3の紫外線硬化性

樹脂を末硬ィロ又は半硬ィビの状態としておくことが好ま 、。本実施の形態において

は、下中間層3と転写層6との接着を行ぅ時点において転写層6の接着面のグソク性 (

指で触ったときのべたつき) が無くなっているので、下中間層3の接着面に粘着性を

持たせることにより、接着が良好に行いやすくなるからである。また、紫外線照射の方



向は特に制限されないが、スタンパ4側から照射を行ぅ場合には、スタンパ4を紫外線

に対して光透過性に形成することが好ま 、。

０134 (4)スタンパ4を転写層6から剥離する工程

下中間層3と転写層6とを接着した後、スタンパ4を転写層6から剥離する (図2 d

参照)。剥離の方法も特に制限はない。通常は、ナイフェッジを基板 の内径又は外

径側からスタンパ4と転写層6との間に挿入し、切り込みを入れた後、エアーを吹き込

んでスタンパ4を転写層6から剥離する (図2 d) には不図示)。

０135 より具体的には、光記録媒体が円盤形状の場合には、内周を真空吸着して、光記

録媒体の内周にナイフェッジを入れ、そこにエアーを吹き込みながら転写層6とスタ

ンパ4とを引き離すれづ方法で剥離を行なぅ。スタンパ4を剥離することにより、第 記

録媒体 ００上に、下中間層3及び転写層6を有する中間層7が形成されることとなる

０136 ・第2の製造方法

第2の製造方法では、接合工程において下中間層を形成する。下中間層の形成が

上記第 の製造方法と異なる以外の操作は第 の製造方法と同様にすればよいので

、異なる部分についてのみ以下説明する。具体的には、第2の製造方法では、第 記

録媒体製造工程において下中間層の形成は行わず、接合工程を行ぅ際に下中間層

の形成を行ぅ。

図3は、第2の製造方法における接合工程の一実施形態を説明するための模式的

断面図である。図3は、第 の製造方法を説明するために用いた図2 c に対応する

図である。尚、図3において、図 または図2と共通の構成要素については同一の符

号を用いて表わしている。また、通常、光記録媒体は円盤形状を有し、中心にセンタ

ーホールが形成されているが、図3ではセンターホールの記載を省略している。

０137 各図面の概略を説明する。

図3 (a) は、硬ィヒ，注樹脂8０を記録再生機能層2上に塗布した状態を示している。さ

らに、硬ィヒ，注樹脂8０上に載置するために、転写層積層スタンパ2００が上方に配置し

た様子を示している。

図3 は、硬ィヒ，注樹脂8０と転写層6とを向かい合ぅよぅにして硬ィヒ，注樹脂8０上に



転写層積層スタンパ2００を載置した後、硬化性樹脂8０の延伸を開始した様子を示し

ている。

図3 (c) は、硬化性樹脂8０が第 記録媒体 ００及び転写層積層スタンパ2００の両

端部まで延伸された状態を示している。

図3 (d) は、紫外線 を照射して下中間層3ひいては中間層7を形成する様子を

示している。

０ 38 以下、図3を参照しながら、本実施の形態における接合工程について説明する。

先ず、図3 (a) に示すよぅに、硬化性樹脂8０が第 記録媒体 ００(記録再生機能層

2)ｱに塗布される。硬化性樹脂8０の材料としては、第 の製造方法において下中間

層3に硬化性樹脂を用いる場合と同様のものを用いることができる。

具体的には、硬化性樹脂8０として、本実施の形態においては紫外線硬化性樹脂

を用いているが、熱硬化性樹脂等の他の硬化性樹脂を用いてもよレ亡とはレづまでも

ない。

但し、下中間層3の膜厚制御、工業生産等を考慮すると、硬ィヒ，注樹脂8０が紫外線

硬化性樹脂であることが好ま 、。硬化性樹脂8０の塗布方法も従来公知の方法を

用いることができる。

ここで、本実施の形態においては、記録再生機能層2の上に硬化性樹脂8０を直接

塗布しているが、必要に応じて記録再生機能層2上に他の層を形成してから硬化性

樹脂8０の塗布を行っても良いことはレづまでもない。

尚、図3 (a) では図示を省略しているが、基板 が円盤形状を有し、中心にセンター

ホールが形成されている場合に下中間層3を形成する場合においては、硬化性樹脂

8０の塗布を通常、以下のよぅにして行ぅことが好ま 、。つまり、センターホールの外

径よりも大きい所定の半径位置において、硬化性樹脂8０をリング状に滴下 (d s e c

e )することにより塗布を行ぅ。

０139 尚、図3 (a) に示すよぅに、第 記録媒体 ００は、基板 及び記録再生機能層2から

構成される。そして、基板 の表面には凹凸が設けられており、基板 上に記録再生

機能層2が形成されている。一方で、転写層積層スタンパ2００は、スタンパ4及び転

写層6から構成されている。スタンパ4の表面には、中間層7の凹凸形状に対応した



転写用凹凸形状が形成されている。そして、転写用凹凸形状が形成された表面上に

転写層6が形成されている。第 記録媒体 ００や転写層積層スタンパ2００等につい
ては、第 の製造方法と同様であるので、ここでの説明は省略する。

０14０ 次に、図3 b に示すよぅに、硬ィヒ，注樹脂8０と転写層6とを向かい合ぅよぅにして硬

ィヒ，注樹脂8０上に転写層積層スタンパ2００を載置する。この際、硬ィヒ，注樹脂8０と転

写層6とができるだけ空気を介したり、気泡を巻き込んだりせずに接するよぅ、静かに

載置を行ぅことが好ま 、。又は、以下の方法を行ってもよい。つまり、あらかじめ記録

再生機能層2の表面と転写層6との表面とを、ほぼ平行に近接して対置する。そして

、それぞれの表面の間の空隙に硬ィヒ，注樹脂8０を滴下 (d s e ce)する。そして、滴

下直後に硬ィヒ，注樹脂8０が上記それぞれの表面に接するよぅにする。

次に、硬ィヒ，注樹脂8０の延伸を開始する。本実施の形態においては、転写層積層

スタンパ2００の重さにより、硬化性樹脂8０を第 記録媒 ００及び転写層積層スタ

ンパ2００の端部まで押し出すよぅに延伸している。このよぅな延伸により、硬ィヒ，注樹脂

8０が形成する膜の膜厚を所望の範囲に制御しやすくなる。無論、硬ィヒ，注樹脂8０の

延伸はスピンコート法等により行ってもよい。

０14 1 そして、図3 c に示すよぅに、硬ィヒ，注樹脂8０が第 記録媒体 ００及び転写層積層

スタンパ2００の両端に到達したところで、第 記録媒体 ００及び転写層積層スタンパ

2００を高速回転して、余分な硬ィヒ，注樹脂8０を外部へ振り切る。これにより、硬ィヒ，注樹

脂8０が形成する膜の膜厚がさらに精密に制御されやすくなる。このよぅにして、硬ィビ

性樹脂8０より下中間層3が形成される。

０142 次に、図 ( ) に示すよぅに、スタンパ4側から紫外線 を照射して硬ィヒ，注樹脂8０

(紫外線硬化性樹脂 を硬化させる。この結果、転写層6と第 記録媒体 ００記録再

生機能層2) との間に下中間層3を存在させた状態で、転写層積層スタンパ2００と第

記録媒体 ００との接合が行われることとなる。

０143 第2の製造方法の利点の一つは、接合工程を大気中で行ぅことができる点にある。

具体的には、図3 に示した各操作 (少なくとも図3 (a) から図3 (c) の操作) は、大気中

で行ぅことができる。この結果、製造装置の構成を簡略ィビできる利点が発揮される。

０144 大気中で接合工程を行える理由は以下の通りである。つまり、転写層積層スタンパ



2００を硬化性樹脂8０上に載置した後に硬化性樹脂8０を延伸する際に、スタンパ4と

記録再生機能層2との間に存在する空気を硬化性樹脂8０が、第 記録媒体 ００及

び転写層積層スタンパ2００の外側へと追い出すよぅになる。この結果、空気がスタン

パ4と硬ィヒ，注樹脂8０(ひいては下中間層3) との間に取り込まれにくくなり、スタンパ4

及び下中間層3の界面での泡の発生が抑制されるよぅになる。この結果、接合工程を

真空中で行なわなくてもよくなるのである。

０ 45 以上のよぅにして、中間層7を形成し、スタンパ4の剥離工程を行ぅ。この点について

は、第 の製造方法 (図2 d 参照) と同様にすればよい。剥離工程については、すで

に説明したので、ここでの説明は省略する。

０146 C・その後の工程

本実施の形態においては、上記のよぅにして凹凸形状を表面に有し、下中間層3及

び転写層6を有する中間層7を備えた光記録媒体を製造する。以下では、それ以後

の工程について説明する。

( ) 上部記録再生機能層等の形成

図4は、本発明の実施形態が適用される光記録媒体 ０００の好ま 、一例を説明

するための模式断面図である。具体的には、図4には、図 、図2、図3によって得ら

れる中間層7に上部記録再生機能層8、接着層9、及びカバー層 ０をこの順に積層

することによって、光記録媒体 ０００が得られることを示すための模式断面図である。

尚、図 、図2、図3と共通の構成要素については同一の符号を用いて表している。

０147 図4に示すよぅに、溝やピ、ソトの形状が形成された転写層 (中間層7)の上に、上部

記録再生機能層8を形成する。上部記録再生機能層8の基本的な層構成は、記録

再生機能層2とほぼ同様である。但し、上部記録再生機能層8は記録再生用のレー

ザ光 を透過することが好ま 、。このため、上部記録再生機能層8を構成する各層

の膜厚は適宜調整される。

０148 (2) カバー層等の形成

必要な層数の記録再生機能層を設けた後 (図4では、上部記録再生機能層8を設

けた後 、図4に示すよぅに、最上層の記録再生機能層 (図4では、上部記録再生機

能層8)の上面に、接着層9を介してカバー層 ０を設ける。接着層9及びカバー層 ０



の材料や形成手順は特に制限されない。

０149 接着層9としては、通常、接着剤、感圧性接着シート、紫外線硬化性樹脂等が用い
られる。また、カバー層 ０としては、通常、ポリカーボネート樹脂やシクロオレフインポ

リマー等低吸湿性の樹脂から形成されるプラスチックシート等が用いられる。好適に

は、デイスクの反り等の特性を確保する目的で、デイスク基板と同一の材料すなわち

ポリカーボネート等が用いられる。当然、接着層9とカバー層 ０とを、紫外線硬化性

樹脂等で一体に形成してもよい。その際用いられる紫外線硬化性樹脂は、通常 ００

O Pa・s以上の高粘度のものであり、それによって厚さ5０ ～2０ の膜をス

ピンコート法で形成することができる。

接着層9は、通常、スピンコート法等の手法又は直接貼り付けることによって形成さ

れる。

０15０ 接着層9の厚さは、特に制限されないが、通常3 以上、3 以下、とされる。

この範囲にすることにより、均一な厚さの粘着材料を製造しやすいれづ利点が発揮

されやすくなる。

一方、カバー層 ０の厚さは、通常5 以上、 以下とされる。この範囲に

することにより、ピ、ソクアップレンズの高 ィトに対応できる均一な膜厚のカバー層 ０

が形成しやすくなる。 等では、カバー層等を形成する代わりに、約０・6

の基板を、接着層を介して貼り合せる。

０151 一2・基板のみを第 記録媒体として用いる場合

本実施の形態は、第 記録媒体として基板のみを用いる。この結果、凹凸形状を表

面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層は基板上に設けられる。本実施の

形態は、用いる第 記録媒体の形態が異なること以外は、上で説明した、 層の記録

再生機能層を有する第 記録媒体を用いて光記録媒体を製造する実施の形態と同

様にして実施される。用いる第 記録媒体の形態の違いによって、具体的には、以下

の相違点が存在することになる。一点 目は、本実施の形態においては、凹凸形状を

表面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層が、記録再生機能層を介さずに

基板上に直接形成されることになる。このため、予め基板上に凹凸形状を設けなくて

もよい。二点 目は、本実施の形態においては、基板上に最初に設けられる記録再生



機能層が上部記録再生機能層となる。

０152 このよぅに、用いる第 記録媒体の形態が異なる以外は、上で説明した 層の記録

再生機能層を有する第 記録媒体と同様して、凹凸形状を表面に有し、下中間層及

び転写層を有する中間層を備えた光記録媒体を製造すればよい。必要な説明は既

に行ったので、ここでの説明は省略する。

０153 一3・複数の記録再生機能層を有する第 記録媒体を用いる場合

本実施の形態は、用いる第 記録媒体の形態が異なること以外は、上で説明した、

層の記録再生機能層を有する第 記録媒体を用いて光記録媒体を製造する実施

の形態と同様にして実施される。用いる第 記録媒体の形態の違いによって、具体的

には、以下の相違点が存在することになる。一点 目は、第 記録媒体製造工程にお

いて、基板上に複数の記録再生機能層を形成することにより第 記録媒体が製造さ

れることである。二点 目は、本実施の形態においては、接合工程において、転写層と

、基板から最も遠くに位置する記録再生機能層との間に下中間層を存在させた状態

で、転写層積層スタンパと前記第 記録媒体とを接合することである。

０154 このよぅに、用いる第 記録媒体の形態が異なる以外は、上で説明した 層の記録

再生機能層を有する第 記録媒体と同様して、凹凸形状を表面に有し、下中間層及

び転写層を有する中間層を備えた光記録媒体を製造すればよい。そこで、以下では

、相違点である第 記録媒体について説明する。

０155 本実施の形態に用いる第 記録媒体は、通常、以下のよぅにして製造される。

(a) 基板上に記録再生機能層を形成する。

(b)上記記録再生機能層上に中間層を形成する。

(c) ｱ記中間層上に第2記録再生機能層を形成する。

(d)第2記録再生機能層上に、第2の中間層を形成する。

(e) 必要とされる記録再生機能層の層数によって上記 (c) (d)の工程を繰り返す。

積層する記録再生機能層の数は、特に制限はない。但し、現実的には、記録再生

機能層の積層数は ０層が上限となる。一方、記録再生機能層の積層数は、通常2

層以上、好ましくは3層以上、より好ましくは5層以上とする。工業生産や記録特性等

の種々の要素を考慮すると、記録再生機能層の積層数を2層とすることが最も好まし



０156 尚、上記第2記録再生機能層以降の記録再生機能層の層構成・材料としては、記

録再生機能層 (図 、図2における記録再生機能層2) と同様の層構成・材料を用い
ればよい。また、第2の中間層以降の中間層を形成する場合における、下中間層及

び転写層の材料や作製手順、スタンパの構造、紫外線照射による硬ィビの手順などの

詳細も、上に説明したものと同様とすればよい。

０157 一4・その他

以上、本発明について複数の実施の形態を挙げて説明したが、本発明は上述の

実施の形態に制限されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、

適宜変更を加えて実施することが可能である。

０158 例えば、光記録媒体の層構成は、上記の実施形態の構成に制限されない。本発明

の趣旨を逸脱しない範囲において、積層の順序が異なっていてもよく、別の層が追

加されていてもよく、二以上の層が一体に設けられていてもよい。

０159 1・製造装置

本発明によって、凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層を

備えた光記録媒体を製造するための製造装置も提供される。具体的には、転写層積

層スタンパを製造するために、製造装置に以下の機能が付加される。

つまり、中間層の凹凸形状に対応した転写用凹凸形状を表面に有するスタンパの

該表面上に紫外線硬化性樹脂の膜を設け、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜に紫外線を照

射して該紫外線硬化性樹脂の膜を半硬ィビさせる第一硬ィロ手段が付加される。さらに

、酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線を照射して上記紫外線硬化性樹脂の膜

をさらに硬ィビさせることによって転写層を形成する第二硬ィロ手段が付加される。

上記第一硬ィロ手段及び第二硬ィロ手段における具体的な操作については、上記製

造方法において説明した通りであるので、ここでの説明は省略する。また、上記第一

硬ィロ手段及び第二硬ィロ手段を実現するための具体的な装置構成は、従来公知の製

造装置を適宜改良して用いればよい。

実施例

０16０ 以下、実施例に基づき本発明をさらに具体的に説明する。尚、本発明は、その要



旨を逸脱しない限り、以下の実施例に限定されるものではない。

(実施例

(第 記録媒体製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 の溝を転写した厚さ ・ のポリカーボネー

ト製基板を用意した。上記基板の溝形状が形成された表面に書き換え可能型の記録

再生機能層 (書き換え可能型の媒体の例 、膜面人射構成) をスパッタリングにて形

成した。このよぅにして、第 記録媒体を製造した。

０161 (転写層積層スタンパ製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 の溝を転写した厚さ ・6 、外径 2０ の

ポリカーボネート製の透明スタンパを射出成型により作製した。このスタンパの溝形状

が形成された表面の上にラジカル系紫外線硬化性樹脂 (ラジカル重合型の紫外線

硬化性樹脂 ) (アクリル系樹脂、粘度約3 Pa s ) をスピンコート法により塗布し

た。そして、上記ラジカル系紫外線硬化性樹脂 を厚さ約4 の薄膜状とした後、

高速の振り切り回転を停止した。このよぅにして、紫外線硬化性樹脂の膜をスタンパ

上に形成した。

０162 その後、大気雰囲気下で、22 W c のほぼ一様な強度分布を持つ 光 (光

源 ハリソン東芝製トスキュア75 ) を、上記紫外線硬化性樹脂の膜の全面に3秒間

照射した。照射後、紫外線硬化性樹脂の膜の表面を触るとべとつく状態であった。次

に、窒素雰囲気下で、8０ W c のほぼ一様な強度分布を持つ光源による 光

を、上記紫外線硬化性樹脂の膜の全面に 秒間照射した。このよぅにして転写層を得

た。転写層の表面状態は、鋭利な金属で擦っても傷が付き難い状態であった。

以上のよぅにして転写層積層スタンパを製造した。

０163 (接合工程)

第 記録媒体の記録再生機能層上の表面に、ラジカル系紫外線硬化性樹脂 (ラジ

カル重合型の紫外線硬化性樹脂 ) (アクリル系樹脂、粘度約5OO Pa s ) を、半径

約35 の位置に一周リング状に塗布した。そして、ラジカル系紫外線硬化性樹脂

と転写層とを向かい合ぅよぅにして、ラジカル系紫外線硬化性樹脂 上に、上記転

写層積層スタンパを載置した。ラジカル系紫外線硬化性樹脂 が第 記録媒体およ



び転写層積層スタンパの端部まで延伸されたところで、第 記録媒体を5０００ で

回転させて、余分なう、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 を第 記録媒体および転写層積

層スタンパの外部へ振り切った。その後、スタンパ側 2から同光源による8 W c

のほぼ一様な強度分布を持つ 光を全面に6秒間照射して下中間層を硬ィビさせた

０164 (剥離工程)

その後、透明スタンパを転写層から剥離させると、透明スタンパと転写層との界面で

、全面にわたりムラ無く良好な状態で剥離を行ぅことができた。

０165 (上部記録再生機能層の形成)

さらに転写層上にスパッタリングにより書き換え可能型の上部記録再生機能層 (書

き換え可能型の媒体の例 、膜面人射構成) を形成し、さらにカバー層を樹脂スピン

コート法により75 厚さとなるよぅに形成して、2層の書き換え型ブルーレイデイスク

を作製した。

０166 (評価 )

上記製造方法で作製した2層の書き換え型ブルーレイデイスクにおける転写層への

溝の転写性を、溝信号で評価した。その結果良好な溝信号が得られ、全面にわたり

良好に転写されていることが分かった。

０167 (比較例 )

実施例 の「転写層積層スタンパ製造工程」において、最初の大気下での22 W

の 照射のみを省略したこと(半硬ィビの操作を行わなかったこと) 、及び「上

部記録再生機能層の形成」以降の工程を行わなかったこと以外は、実施例 と同様

にして光記録媒体の製造を試みた。その結果、転写層とポリカーボネート製の透明

のスタンパとが強く接着している為に剥離ができなかった。実際に、剥離を無理に行

ぅと、転写層が透明スタンパに接着したまま、記録再生機能層における記録層の界面

で剥離が起こった。そして、スパッタリングした記録層の膜が全面で破れた。

０168 (実施例2)

実施例 の「転写層積層スタンパ製造工程」における8０ W c の 光の照射

を ０秒間としたこと、及び「第2記録再生機能層の形成」以降の工程を行わなかった



こと以外は、実施例 と同様にして光記録媒体の製造を試みた。その結果、剥離工程

において、スパッタリングした記録層の膜が部分的に剥離したのみで、転写層と透明

スタンパとの剥離は概ね良好に行ぅことができた。

０169 (実施例3 転写層および下中間層の樹脂材料を変えた実験 )

(第 記録媒体製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 4 の溝を転写した厚さ ・ のポリカーボネー

ト製基板を用意した。上記基板の溝形状が形成された表面に書き換え可能型の記録

再生機能層 (書き換え可能型の媒体の例 、膜面人射構成) をスパッタリングにて形

成した。このよぅにして、第 記録媒体を製造した。

０17０ (転写層積層スタンパ製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 の溝を転写した厚さ ・6 、外径 2０ の

ポリカーボネート製の透明スタンパを射出成型により作製した。このスタンパの溝形状

が形成された表面の上にう、ジカル系紫外線硬化性樹脂 (ラジカル重合型の紫外線

硬化性樹脂 ) C (アクリル系樹脂、粘度約3 Pa s ) をスピンコート法により塗布し

た。そして、上記ラジカル系紫外線硬化性樹脂Cを厚さ約4 の薄膜状とした後、

高速の振り切り回転を停止した。このよぅにして、紫外線硬化性樹脂の膜をスタンパ

上に形成した。

０171 その後、大気雰囲気下で、22 W c のほぼ一様な強度分布を持つ 光 (光

源 ハリソン東芝製トスキュア75 ) を、上記紫外線硬化性樹脂の膜の全面に3秒間

照射した。照射後、紫外線硬化性樹脂の膜の表面を触るとべとつく状態であった。次

に、窒素雰囲気下で、8０ W c のほぼ一様な強度分布を持つ光源による 光

を、上記紫外線硬化性樹脂の膜の全面に 秒間照射した。このよぅにして転写層を得

た。転写層の表面状態は、鋭利な金属で擦っても傷が付き難い状態であった。

以上のよぅにして転写層積層スタンパを製造した。

０172 (接合工程)

第 記録媒体の記録再生機能層上の表面に、ラジカル系紫外線硬化性樹脂 (ラジ

カル重合型の紫外線硬化性樹脂 ) (アクリル系樹脂、粘度約 Pa s ) を、半

径約3 5 の位置に一周リング状に塗布した。そして、ラ、ジカル系紫外線硬化性樹



脂 と転写層とを向かい合ぅよぅにして、ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 上に、上記

転写層積層スタンパを載置した。ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 が第 記録媒体お

よび転写層積層スタンパの端部まで延伸されたところで、第 記録媒体を5０００

で回転させて、余分なう、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 を第 記録媒体および転写層

積層スタンパの外部へ振り切った。その後、スタンパ側から同光源による8 W 。
のほぼ一様な強度分布を持つ 光を全面に6秒間照射して下中間層を硬ィビさ

せた。

０173 (剥離工程)

その後、透明スタンパを転写層から剥離させると、透明スタンパと転写層との界面で

、全面にわたりムラ無く良好な状態で剥離を〒ぅことができた。

０174 (実施例4 半硬ィビを窒素下で行った実験 )

(第 記録媒体製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 4 の溝を転写した厚さ ・ のポリカーボネー

ト製基板を用意した。上記基板の溝形状が形成された表面に書き換え可能型の記録

再生機能層 (書き換え可能型の媒体の例 、膜面人射構成) をスパッタリングにて形

成した。このよぅにして、第 記録媒体を製造した。

０175 (転写層積層スタンパ製造工程)

溝深さ約2０ 、ピ、ソチ約０・3 2 の溝を転写した厚さ ・6 、外径 2０ の

ポリカーボネート製の透明スタンパを射出成型により作製した。このスタンパの溝形状

が形成された表面の上にう、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 (ラジカル重合型の紫外線

硬ィヒ，注樹脂 ) (アクリル系樹脂、粘度約3 Pa s ) をスピンコート法により塗布し

た。そして、上記ラジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 を厚さ約4 の薄膜状とした後、

高速の振り切り回転を停止した。このよぅにして、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜をスタンパ

上に形成した。

０176 その後、窒素雰囲気下で、 O W c のほぼ一様な強度分布を持つ 光 (光

源 ハリソン東芝製トスキュア75 ) を、上記紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜の全面に ・2秒

間照射した。照射後、紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜の表面を触るとべとつく状態であった。

次に、窒素雰囲気下で、8０ W c のほぼ一様な強度分布を持つ光源による



光を、上記紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜の全面に 秒間照射した。このよぅにして転写層を

得た。転写層の表面状態は、鋭利な金属で擦っても傷が付き難い状態であった。

以上のよぅにして転写層積層スタンパを製造した。

０177 (接合工程)

第 記録媒体の記録再生機能層上の表面に、ラジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 (ラジ

カル重合型の紫外線硬ィヒ，注樹脂 ) (アクリル系樹脂、粘度約 Pa s ) を、半

径約3 5 の位置に一周リング状に塗布した。そして、ラジかレ系紫外線硬化性樹

脂 と転写層とを向かい合ぅよぅにして、ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 上に、上記

転写層積層スタンパを載置した。ラ、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 が第 記録媒体お

よび転写層積層スタンパの端部まで延伸されたところで、第 記録媒体を5０００

で回転させて、余分なう、ジカル系紫外線硬ィヒ，注樹脂 を第 記録媒体および転写層

積層スタンパの外部へ振り切った。その後、スタンパ側から同光源による8 W 。
2のほぼ一様な強度分布を持つ 光を全面に6秒間照射して下中間層を硬ィビさ

せた。

０178 (剥離工程)

その後、透明スタンパを転写層から剥離させると、透明スタンパと転写層との界面で

、全面にわたりムラ無く良好な状態で剥離することができた。

０179 (実施例5)

実施例4において、転写層を作製する際に、最初に照射する 照射時間 (半硬ィビ

させるための 照射時間) のみを ・2秒から ・5秒にしたこと以外は、実施例4と同

様にして光記録媒体の製造を試みた。その結果、剥離工程において、スパッタリング

した記録膜が部分的に剥離したのみで、転写層と透明スタンパとの剥離は概ね良好

に行ぅことができた。

０18０ 実施例4、5における転写層の形成方法は、転写層への2回にわたる 光の照射

の際に、大気中雰囲気から窒素雰囲気への切り替えが不要になる利点はある。しか

し、転写層積層スタンパ製造工程における、半硬ィビをさせる際に用いる 光の照射

強度と、さらに硬化を行ぅ際 (2回目の硬化 に用いる 光の照射強度とが差が比較

的大きい。このため、同一の 照射装置 ( 光源)で半硬ィロ及びその後の硬ィビを



行おぅとすると、工業的に使用できる 照射装置 ( 光源) の機種が限定される傾

向となる。また、半硬ィビの際の紫外線照射強度及び照射時間の適正な範囲が狭くな

って、光記録媒体の製造マージンが小さくなる傾向となる。このよぅな観点から考える

と、半硬化は、酸素が存在する雰囲気下で行ぅことが好ま 、と考える。

０181 (参考例)

実施例 の「転写層積層スタンパ製造工程」において、最初に大気下で2 W
2c の 光を2秒間照射し、その後の窒素雰囲気下での 光照射を行わなかっ

たこと、及び「第2記録再生機能層の形成」以降の工程を行わなかったこと以外は、

実施例 と同様にして光記録媒体の製造を試みた。ここで、接合工程の前に紫外線

硬化性樹脂の膜の表面状態を確認するために、紫外線硬化性樹脂の膜表面を指で

触ったところ、わずかにべとつく状態 (半硬ィビの状態)であった。つまり、本実験にお

いては、転写層を形成せずに、半硬化の状態の紫外線硬化性樹脂の膜を用いて接

合工程を行った。

０182 以上の状態において剥離工程を行ったところ、スパッタリングした記録層の膜が部

分的に剥離したのみで、転写層と透明スタンパとの剥離は概ね良好に行ぅことができ

た。しかしながら、 OO W c の 光を用いたこと以外は同様の条件で剥離工

程を行ったところ、スパッタリングした記録層の膜が全体的に剥離した。

０183 本実験の結果から、半硬ィビの状態を経由することにより、転写層と透明スタンパとの

剥離を良好に行えるよぅになることがわかる。しかし、本実験の方法においては、紫外

線硬ィヒ，注樹脂の膜の表面がグソク性を有する状態で接合工程を行っている。このた

め、接合工程の際に、転写層と下中間層との間に気泡の巻き込みが発生する場合が

あり得る。また、 光の照射量が低下すると剥離不良を起こす可能性が有る。このこ

とから、生産性を確保するには、 光の照射量の大きな装置が必要となり、コスト面

で不利となる。従って、工業生産の際の低コストィビを実現し、生産安定性や歩留まり

を向上させるためには、半硬ィロ後に酸素濃度を低減させた雰囲気下でのさらなる硬

ィビを行ぅことが有効になる。

産業上の利用可能性

０184 本発明の光記録媒体の製造方法は、C 等の各種の光記録媒体の分



野において、好適に使用することができる。

尚、本出願は、2００6年3月3 日付けで出願された日本出願 (特願2００6 ００ 4

) に基づいており、その全体が引用により援用される。

０185 図 本実施の形態が適用される光記録媒体の製造方法の好ま 、一例を説明する

ための模式的断面図である。

図2 本実施の形態が適用される光記録媒体の製造方法の好ま 、一例を説明する

ための模式的断面図である。

図3 第2の製造方法における接合工程の一実施形態を説明するための模式的断面

図である。

図4 本発明の実施形態が適用される光記録媒体の好ま 、一例を説明するための

模式断面図である。

符号の説明

０186 …基板、2 …記録再生機能層、3 …下中間層、4 …スタンパ、5 …紫外線硬化性樹

脂の膜、6 …転写層、7 …中間層、8 …上部記録再生機能層、 ００…第 記録媒体、

2００…転写層積層スタンパ、 ０００…光記録媒体



請求の範囲

凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層を備えた光記録媒

体の製造方法であって、

基板を有する第 記録媒体を得る、第 記録媒体製造工程と、

前記中間層の凹凸形状に対応した転写用凹凸形状を表面に有するスタンパの当

該表面上に紫外線硬化性樹脂の膜を設け、当該紫外線硬化性樹脂の膜に紫外線

を照射して当該紫外線硬化性樹脂の膜を半硬ィビさせた後、酸素濃度を低減させた

雰囲気下で紫外線を照射して当該紫外線硬ィヒ，注樹脂の膜をさらに硬ィビさせることに

よって前記転写層を形成して転写層積層スタンパを得る、転写層積層スタンパ製造

工程と、

前記転写層と前記第 記録媒体との間に前記下中間層を存在させた状態で、前記

転写層積層スタンパと当該第 記録媒体とを接合する、接合工程と、

前記スタンパを前記転写層から剥離する、剥離工程と、

を有することを特徴とする光記録媒体の製造方法。

2 前記第 記録媒体製造工程において、前記基板上に記録再生機能層を形成する

ことにより前記第 記録媒体を製造し、

前記接合工程において、前記転写層と前記記録再生機能層との間に前記下中間

層を存在させた状態で、前記転写層積層スタンパと前記第 記録媒体とを接合する

ことを特徴とする請求項 に記載の光記録媒体の製造方法。

3 前記第 記録媒体製造工程において、前記基板上に複数の記録再生機能層を形

成することにより前記第 記録媒体を製造し、

前記接合工程において、前記転写層と、前記基板から最も遠くに位置する前記記

録再生機能層との間に前記下中間層を存在させた状態で、前記転写層積層スタン

パと前記第 記録媒体とを接合する

ことを特徴とする請求項 に記載の光記録媒体の製造方法。

4 酸素が存在する雰囲気下で紫外線の照射を〒ぅことにより、前記紫外線硬ィヒ，注樹

脂の膜の半硬ィビを〒ぅことを特徴とする請求項 乃至3のいずれか 項に記載の光記

録媒体の製造方法。



5 前記酸素濃度を低減させた雰囲気が、窒素雰囲気であることを特徴とする請求項

乃至3のいずれか 項に記載の光記録媒体の製造方法。

6 前記下中間層が、前記第 記録媒体製造工程において、前記第 記録媒体上に形

成されることを特徴とする請求項 乃至3のいずれか 項に記載の光記録媒体の製造

方法。

7 前記接合工程が減圧雰囲気下で行われることを特徴とする請求項 乃至3のいず

れか 項に記載の光記録媒体の製造方法。

8 前記接合工程において、硬化性樹脂を前記第 記録媒体上に塗布した後に、当該

硬化性樹脂と前記転写層とを向かい合ぅよぅにして当該硬化性樹脂上に前記転写層

積層スタンパを載置し、当該硬化性樹脂を延伸することによって前記下中間層を形

成することを特徴とする請求項 乃至3のいずれか 項に記載の光記録媒体の製造

方法。

9 前記硬化性樹脂が紫外線硬化性樹脂であることを特徴とする請求項8に記載の光

記録媒体の製造方法。

０ 前記接合工程が大気中で行われることを特徴とする請求項8に記載の光記録媒体

の製造方法。

前記スタンパが、ポリカーボネート系樹脂製であることを特徴とする請求項 乃至3

のいずれか 項に記載の光記録媒体の製造方法。

2 前記スタンパを前記転写層から剥離した後、当該転写層上に上部記録再生機能

層を形成することを特徴とする請求項 乃至3のいずれか 項に記載の光記録媒体

の製造方法。

3 前記記録再生機能層が、前記基板側から反射層及び記録層をこの順に設けてな

ることを特徴とする請求項2又は3に記載の光記録媒体の製造方法。

4 凹凸形状を表面に有し、下中間層及び転写層を有する中間層を備えた光記録媒

体を製造するための製造装置であって、

前記中間層の凹凸形状に対応した転写用凹凸形状を表面に有するスタンパの当

該表面上に紫外線硬化性樹脂の膜を設け、当該紫外線硬化性樹脂の膜に紫外線

を照射して当該紫外線硬化性樹脂の膜を半硬ィビさせる第一硬ィロ手段と、



酸素濃度を低減させた雰囲気下で紫外線を照射して前記紫外線硬化性樹脂の膜

をさらに硬ィビさせることによって前記転写層を形成する第二硬ィロ手段と、

を有することを特徴とする光記録媒体の製造装置。
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