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シームレスナノパターン
ロールモールドの作製方法

東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科

教授 谷口 淳
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REWINDER

WINDER

NIP Roll

Mold Roll

Polyester  film

▼MAX feed speed : 18m/min

▼連続的で高いスループット

▼大面積化に有利

ロールナノインプリント

ナノパターンが高速
に得られる。

ロールモールド
重要！
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•Niプレートやプラスチックレプリカの貼り付け
つなぎ目が発生⇒製品収率悪化

Seam

•自己組織化
(Ex. 酸化アルミナ, ナノパーティクル自己整列)

作製できるパターンの自由度が低い

•レーザーカッティングや機械加工
ナノスケールの加工が困難

LaserTool

従来技術とその問題点
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、微細化・シーム
レス化を電子ビーム露光法をロールモールド
に適用することで、改良することに成功した。

• 従来はサブミクロンオーダーのパターニング
が限界であったが、新技術により100nm前後
のパターニングが可能となった。

• 新技術の手法は、真空中でロールモールドを
回転させながら電子ビーム露光を行うもので
ある。
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Electron beam電子ビームレジスト

真空内

回転

電子銃

真空内

集束コイル

走査コイル

新技術の手法：電子ビーム回転露光法
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想定される用途

• ナノパターンを利用した光学素子（ワイヤグ
リッド偏光子、透明電極）や電子デバイスに適
用することができる。

• 上記以外に、金属のパターン転写も可能であ
り、プラズモン現象を利用したデバイスに用い
ることもできる。

• また、プリンテッド・エレクトロニクス（マイクロ
メートルオーダーのパターン）などの分野にお
いて、微細化することも可能である。
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新技術での作製例

• シームレスロールモールド作製と転写例
• 金属ナノパターン転写例
• ドットパターンロールモールド作製例
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1 mm/s

シームレスロールモールドの作製
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(5) EB writing (6) Post Exposure Bake

(7) Development (8) Roll mold

In vaccum In air

(9) Anti-sticking coating

Buffered HF
2.5%

Optool DSX
0.1%

Electron
beam 10 kV

Rotate

200 ℃, 10 min.
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UV

800 mW/cm2

回転ローラー

ロールモールド

PET 基板

UV 硬化樹脂

PAK-01

(TOYO GOSEI Co.)

加圧方向

支持ロール

転写例：ロールナノインプリント装置
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作製した

ロールモールド

加速電圧

10kV

ドーズ 1000μC/cm2

1ラインにつき10回転
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微細転写パターン（UV硬化樹脂）
10 kV, Dose 400 μC/cm2
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(1) ディップコーティング

銅ロール 電子ビームレジスト

ZEP520A

(Zeon Co.)

(2) 回転電子ビーム描画

Rotate

Electron beam
10kV

(3) 現像

1min.

(4) Metal coating

転写金属膜

酸化金属離型膜:Cr2O3 (約 30 nm)

金属ナノパターン転写例
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作製したシームレスロールモールド
10 kV, 85 μC/cm2

描画パターン

20 μm

250 nm1 μm
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2 μm

120 nm

PET基板上に得られた銀ギャップパターン

銀膜厚:

2 μm
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パターンは1と0によって構成され1でビーム露光、
0でブランキングとなり設定した周波数に応じて切
り替わる。

ex1)
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

ex2)
1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,

EX)周波数→100Hzに設定
1/100秒で次の数に切り替え

ドットパターンロールモールド作製例
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<蒸着条件>
回転速度…6rpm
時間…4分
蒸着量…70nm

<リフトオフ条件>
ZDMAC使用
30分浸漬後、超音波洗
浄機で1分洗浄

Cr

ロールモールドでのリフトオフ工程
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描画後とクロムリフトオフ後のパターンサイズに大きな違いは見られなかった。

平均ドット長…200nm               
平均ドット幅…210nm

平均ドット長…210nm               
平均ドット幅…210nm

リフトオフ前 リフトオフ後

2μm
2μm

ドットパターンロールモールド作製結果
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・使用フィルム:ブリヂストンフィルム

RTR転写装置(三井電機精機社製)

RTR転写概略図

・UV照射量：167mJ/cm2

・大ロール(15cm)回転速度：1[rpm]

実験条件

・転写圧力：120[N]

UV

転写圧力

回転

パターン付き
ロールモールド

・小ロール(3cm)回転速度：5[rpm]

転写フィルム

大ロールへのパターン転写
（ロールモールド大型化）
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平均ドット長…200nm               
平均ドット幅…210nm

平均ドット長…240nm               
平均ドット幅…210nm

2μm
2μm

Crリフトオフモールド 転写フィルム

ドット長にサイズの違いは見られたものの転写することが出来た。

大ロールへのパターン転写結果
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実用化に向けた課題

• 現在、ロールモールドへの電子ビーム描画、
リフトオフによる金属モールド化、樹脂ならび
に金属への転写まで開発済み。しかし、大面
積化やロールモールド作製における低スルー
プットが未解決である。

• 実用化に向けて、描画精度100nm未満で大
面積にロールモールドを作製する技術を確立
する必要がある。
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企業への期待

• 未解決のスループットについては、マルチビー
ムの技術により克服できると考えている。

• 具体的なナノパターンでのデバイス案を持つ
企業との共同研究を希望。

• また、プリンテッド・エレクトロニクスを開発中
の企業、ナノテク分野への展開を考えている
企業には、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

関連技術２ シランカップリング剤を用いる転写構造体の製造方法

発明の名称 無端状パターンの作製方法 無端状パターンの作製方法、樹脂パターン成形
品の製造方法、無端状モールド及び光学素子

特許登録番号 ５４０８６４９ ５５４４７８９

発明者 谷口 淳 谷口 淳

出願人（権利者） 学校法人東京理科大学 学校法人東京理科大学

関連技術１ 金属膜を用いる転写構造体の製造方法
発明の名称 金属膜を有する構造体の製造方法

及びそれにより製造される構造体
金属膜を有する構造体の製造方法、それに用
いる母型及びそれにより製造される構造体

特許登録番号 ５５６９９２７ ５７６９２１６

発明者 谷口 淳 谷口 淳

出願人（権利者） 学校法人東京理科大学 学校法人東京理科大学

発明の名称 転写構造体の製造方法及びそれ
に用いる母型

転写構造体の製造方法及びそれに用いる母型

特許登録番号 ５４１９０４０ ５８１８３０６

発明者 谷口 淳、好野 則夫 谷口 淳、好野 則夫 他

出願人（権利者） 学校法人東京理科大学 学校法人東京理科大学
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お問い合わせ先

東京理科大学

研究戦略・産学連携センター

担当URA 中川 隆

ＴＥＬ ０３－５２２８－７４４０

ＦＡＸ ０３－５２２８－７４４１

e-mail ｕｒａ＠ａｄｍｉｎ.ｔｕｓ.ａｃ.ｊｐ


