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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
両親媒性ポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）がマトリクス材料のＴｇと同等あるいはそれ
以下である両親媒性ポリマーとマトリクス材料とからなるハニカム多孔質薄膜を基板上で
熱処理したのち、前記基板から前記ハニカム多孔質薄膜を剥離して、前記ハニカム多孔質
薄膜の空孔周辺に分布した両親媒性ポリマーのみを前記基板上に写し取るか、ないしは、
前記両新媒性ポリマーのみを一旦溶解させ、これをハニカムの空隙部内で凝固させること
により、前記基板にマイクロリング、ないしは、マイクロドットを呈した微細パターンを
転写、生成させることを特徴とするマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細
パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
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【請求項２】
前記ハニカム多孔質薄膜は両親媒性ポリマーおよびマトリクス材料の溶液を展開し、高
湿度下において溶媒を蒸発させることにより形成した多孔質薄膜を使用することを特徴と
する請求項１記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細パターンないし
はこのパターンを有する構造体の製造方法。
【請求項３】
前記ハニカム多孔質薄膜の空孔径が１００ｎｍ〜１００μｍであることを特徴とする請
求項１または２記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細パターンない
しはこのパターンを有する構造体の製造方法。
【請求項４】
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請求項１ないし３の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈し
た微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、両親媒性ポリ
マーが生分解性、生体適合性材料であることを特徴とするマイクロリングないしはマイク
ロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
【請求項５】
請求項１ないし３の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈し
た微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、両親媒性ポリ
マーが電子機能材料あるいは光機能材料であることを特徴とするマイクロリングないしは
マイクロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
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【請求項６】
請求項１ないし３の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈し
た微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、両親媒性ポリ
マーと生分解性、生体適合性材料、電子機能材料、光機能材料をイオン結合、共有結合、
または疎水性相互作用により結合させることを特徴とするマイクロリングないしはマイク
ロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
【請求項７】
請求項１ないし３の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈し
た微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、両親媒性ポリ
マーと触媒機能材料をイオン結合、共有結合、または疎水性相互作用により結合させるこ
とを特徴とするマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細パターンないしはこ
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のパターンを有する構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、マイクロリングあるいはマイクロドットを呈した微細パターンの製造方法に
関する。詳しくは、電子回路、フォトニック結晶、再生医療材料等に使用されることが期
待されるマイクロリング、あるいはマイクロドット状の微細パターンの製造方法に関する
。
【背景技術】
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【０００２】
ナノメートルからマイクロメートルのスケールで周期的な構造を持つ材料は、トランジ
スタアレイなどの電気回路、回折格子やフォトニック結晶などのフォトニクス材料、さら
には細胞の分化や機能などを制御する再生医療材料として注目されている（非特許文献１
ないし４）。これらへの利用に使用するためには該用途に適した材料を用いて、前記周期
的な構造体を、高品質で出来るだけ安価に作製することが求められている。そのための作
製方法としては、フォトリソグラフィー技術を用いて行われているが（非特許文献４）、
極めて高価な設備と、高度な熟練した技術を要し、製品のコストを高くする大きな要因の
一つとなっていた。
【０００３】
これについては、本発明者らの研究グループも含め、多数の研究グループによって鋭意
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研究され、その結果、上記リソグラフィーによるプロセスとは全く異なるプロセスによっ
て、周期性を持った形状が規則的に配列したフィルムの作成に成功した。さらに詳述する
と、高分子溶液を高湿度の下で基板上に展開することにより、水滴の自己組織化を用いて
ヘキサゴナルに配列した空孔を持つハニカム多孔質薄膜を製造することに成功し、学術論
文に報告された（非特許文献５）。この研究は、その後さらに進められ、様々な材料から
ハニカム多孔質薄膜が作製され、その構造の制御と応用が検討され、その成果について特
許出願され（特許文献１ないし６参照）、あるいは各種学術論文等にも多数発表されてい
る（非特許文献６ないし１０参照）。
【０００４】
【非特許文献１】Ｇｅｌｉｎｃｋ，

Ｇ．Ｈ．，

Ｇｅｕｎｓ，

Ｔ．Ｃ．Ｔ．，ｄｅ
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Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２０００，７７（１０），１

４８７
【非特許文献２】Ｊｏａｎｎｏｐｏｕｌｏｓ，
．；

Ｗｉｎｎ，

ｇ

ｔｈｅ

ｙ

Ｐｒｅｓｓ：

Ｊ．

Ｆｌｏｗ

Ｎ．

Ｌｉｇｈｔ；

Ｅ．；

Ｃｒｙｓｔａｌｓ

Ｒ．

Ｄ

？Ｍｏｌｄｉｎ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ

Ｅ．；

１９９５
Ｃｈｅｎ，

Ｃ．

Ｇ．

Ｌａｎｇｍｕｉｒ

Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ，

１７（９），

Ｍｅａｄｅ，

Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ

Ｊｅｒｓｅｙ，

【非特許文献３】Ｏｓｔｕｎｉ，
Ｄ．

Ｄ．；

Ｐｈｏｔｏｎｉｃ

ｏｆ

Ｎｅｗ

Ｊ．

Ｍ．

Ｓ．；

Ｉｎｇｂｅｒ，
２００１，

２８２８

【非特許文献４】Ｘｉａ，

Ｙ．；

Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ，

Ｇ．

Ｍ．

Ａｎｎｕ．
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Ｒｅｖ．Ｍａｔｅｒ．Ｓｃｉ．１９９８，２８，１５３
【非特許文献５】Ｋａｒｔｈａｕｓ，
ｅｎ，

Ｘ．；

Ｏ．；

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ，

ｈｉｍｏｔｏ，

Ｔ．

Ｍａｒｕｙａｍａ，

Ｍ．；

Ｌａｎｇｍｕｉｒ

Ｎ．；

Ｈａｓｅｇａｗａ，

２０００，

Ｊ．；

Ｎｉｓｈｉｋａｗａ，

ｉｍｕｒａ，

Ｓ．；

Ｋａｒｉｎｏ，

ｗａ，
．

Ｓ．；

Ｔ．；

Ｗａｄａ，

Ｉｊｉｒｏ，

２００２，

３４，

Ｋ．；

Ｔ．；

ｓｔ．

Ｎ．；

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ

２００２，
Ｎ．；

９９９，

Ｃ

Ｐｏｌｙｍ．

Ｍｏｌ．

Ｒ．；

Ｌｉｑ．

Ｏ．；

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ

１０，

Ｃｉｅｒｅｎ，

Ｍ．

Ｍａｔｅｒ．

Ｘ．；

Ｓ．；

Ｗａｄａ，

Ｎｉｓｈｉｍｕｒａ，

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ

１

Ｍ．

Ｍａｔｅｒ．

Ｊ．；

Ｓ．；

Ｓｃｉ．

Ｏｏｋｕ

Ｋａｒｉｎｏ，

Ｅｎｇ．

１９９９，

４８５−５００

【非特許文献１０】Ｈ．
．

Ｅｎｇ．

１０３−１０６

ｒａ，

８−９，
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Ｍａｒｕｙ

Ｓｃｉ．

Ｎｉｓｈｉｄａ，

Ｃ

Ｃｒｙ

３７７，２８５−２８８

Ｔ．；

Ｔ．；

Ｊ

Ｉｓｈｉｈａｒ

Ｃｒｙｓｔ．

【非特許文献９】Ｎｉｓｈｉｋａｗａ，
Ｒ．；

Ｎｉｓｈ

Ｎｉｓｈｉｋａ

Ｍ．

Ｓｈｉｍａｄａ，

Ｍ．

【非特許文献８】Ｋａｒｔｈａｕｓ，
ａｍａ，

Ｋ．；

Ｔ．；

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ

Ｈａｓ

６０７１

１６６−１７４

【非特許文献７】Ｋｕｒｏｎｏ，
ａ，

Ｈ．；

１６（１５），

【非特許文献６】Ｎｉｓｈｉｄａ，

Ｃｉｅｒ

Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ，

Ｙａｂｕ，

Ｍ．

Ｔａｎａｋａ，

Ｌａｎｇｍｕｉｒ，

Ｋ．

１９（１５），

Ｉｊｉｒｏ，

Ｍ

６２９７−６３００
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（２００３）
【特許文献１】特開２００３−１４９０９６号公報
【特許文献２】特開２００３−１２８８３２号公報
【特許文献３】特開２００３−０８０５３８号公報
【特許文献４】特開２００２−３４７１０７号公報
【特許文献５】特開２００２−３３５９４９号公報
【特許文献６】特開２００１−１５７５７４号公報
【０００５】
しかしながら、これら文献に記載された周期構造は、ハニカム構造を呈した状態のもの
であり、それ以外の形状を有する周期構造については言及されておらず、ハニカム構造以
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外のマイクロスケールの微細周期構造を有する構造体を求める要請には応えることができ
なった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、このような要請に応えようというものであり、電子、光機能性および生体適
合性をもつ材料からマイクロスケールの周期構造を呈したマイクロリングあるいはマイク
ロドットパターンあるいはこのパターンを有する構造体をコストのかからない、簡単な設
備とプロセスによって提供しようというものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
そのため、本発明者らにおいて鋭意研究を進めた結果、水滴を鋳型とするハニカム多孔
質薄膜の製膜技術を基礎として得られたハニカム膜を、基板上で加熱し、次いで膜を剥離
することにより、基板上にハニカムの一部断面構造が転写される、いわゆる熱転写法を組
み合わせることによって、リング状あるいはドット状のハニカム以外の周期構造を有する
構造体を得ることに成功したものである。本発明は、この一連の処理による成功と、知見
に基づいてなされたものである。
【０００８】
すなわち、本発明者らにおいては水滴をテンプレートする多孔質ハニカム構造のフィル
ムを観察した結果、水滴の周囲に展開する材料には一種の相分離現象に基づくとみられる
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材料の違い、分離が生じていることを知見した。これを基板上で加熱処理することによっ
て、相分離した材料の違いに基づき、これを投影してハニカムの孔の径に相当するリング
構造体が得られること、あるいはこの処理温度をさらに高くするとハニカム孔の径に相当
する部分に材料がドット状に溶融した構造体が得られることを知見した。要約すると、水
滴をテンプレートとしたハニカム構造の空孔、空隙が形成される際、その孔の近傍の界面
では、ポリマーを構成する材料に一種の相分離が生じているものと思料される。その相分
離する理由は定かではないが、何れにしても材料の違いに基づいた分離が生じていると推
測される。したがって、これに熱処理を施せば相分離した材料の熱的挙動の違いにより、
特定の材料部分が転写され、すなわち、所定形状のものが得られるものと思料される。
【０００９】
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ここに、前段のプロセスであるハニカム多孔質薄膜を得るプロセスについては、前記紹
介した各種文献に記載された通りであり、詳しくはこれら文献を参照することによって簡
単に得ることができるが、ここで概略説明すると以下の通りである。まず、ポリマー溶液
を準備しその溶液表面に湿潤空気を吹き付け、溶媒を蒸発させ、ポリマー表面に水滴を結
露させ、結露した水滴が最密充填することで、ポリマーには水滴に基づいた空間とポリマ
ー領域とで構成される規則的微細構造が形成される。すなわち、結露した水滴がポリマー
溶液表面で２次元的に配列して、すなわち細孔の鋳型となり、均一な微細細孔パターンを
呈する構造体が作製され、引き続き水滴が蒸発して、後にポリマーと水滴の抜けた孔構造
からなるハニカム構造を有したフィルムが形成される。概略すると以上のプロセスによっ
て、作製したものである。
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【００１０】
この前段のプロセスによって得られた規則的に配列した微細なハニカム孔を有するハニ
カムフィルムに対して、本発明者らにおいては、このハニカムの幹の部分のみを、何らか
の手段によって基板に転写すれば、ハニカムとは異なる形状のものが周期性をもって得ら
れるのではと考えた。さらに述べると、後述図７において説明するように、ハニカムを構
成する複数のポリマーの製膜過程での相分離現象を利用し、相分離した部分の一方を基板
に熱転写すれば、均一な微細構造が実現できると考えた。
【００１１】
具体的には、ハニカム多孔質膜を任意の基板上で、熱処理を施して基板からフィルムを
剥離した。この処理によってハニカムフィルムを構成する両親媒性ポリマーとマトリクス
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材料のＴｇ（ガラス転移温度）の違いから両親媒性高分子のみを基板上に写し取ることに
成功した。すなわち、ハニカムフィルムを構成する材料におけるＴｇの違いと、この基板
上での熱処理によって、ハニカムフィルムの空孔周辺に分布した両親媒性ポリマーのみが
基板上に写し取られ、ヘキサゴナルに配列したリング状構造を得ることに成功したもので
ある。そしてさらに加熱温度を上げると、両新媒性ポリマーが一旦溶解し、これを空隙部
内で凝固させることによりハニカムの孔径に似たドット構造を得ることに成功したもので
ある。
【００１２】
本発明は、この一連の処理による成功と知見に基づいてなされたものであり、その講じ
た構成は以下（１）ないし（７）に記載の通りである。
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【００１３】
（１）

両親媒性ポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）がマトリクス材料のＴｇと同等あるい

はそれ以下である両親媒性ポリマーとマトリクス材料とからなるハニカム多孔質薄膜を基
板上で熱処理したのち、前記基板から前記ハニカム多孔質薄膜を剥離して、前記ハニカム
多孔質薄膜の空孔周辺に分布した両親媒性ポリマーのみを前記基板上に写し取るか、ない
しは、前記両新媒性ポリマーのみを一旦溶解させ、これをハニカムの空隙部内で凝固させ
ることにより、前記基板にマイクロリング、ないしは、マイクロドットを呈した微細パタ
ーンを転写、生成させることを特徴とするマイクロリングないしはマイクロドットを呈し
た微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
（２）

前記ハニカム多孔質薄膜は両親媒性ポリマーおよびマトリクス材料の溶液を展開
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し、高湿度下において溶媒を蒸発させることにより形成した多孔質膜を使用することを特
徴とする前記（１）に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細パター
ンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
（３）

前記ハニカム多孔質薄膜の空孔径が１００ｎｍ〜１００μｍであることを特徴と

する前記（１）または（２）に記載のマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微
細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
（４）

前記（１）ないし（３）の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロ

ドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、
両親媒性ポリマーが生分解性、生体適合性材料であることを特徴とするマイクロリングな
いしはマイクロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造
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方法。
（５）

前記（１）ないし（３）の何れか１項に記載のマクロリングないしはマイクロド

ットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、両
親媒性ポリマーが電子機能材料あるいは光機能材料であることを特徴とするマイクロリン
グないしはマイクロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の
製造方法。
（６）

前記（１）ないし（３）の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロ

ドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、
両親媒性ポリマーと生分解性、生体適合性材料、電子機能材料、光機能材料をイオン結合
、共有結合、または疎水性相互作用により結合させることを特徴とするマイクロリングな
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いしはマイクロドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造
方法。
（７）

前記（１）ないし（３）の何れか１項に記載のマイクロリングないしはマイクロ

ドットを呈した微細パターンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法であって、
両親媒性ポリマーと触媒機能材料がイオン結合、共有結合、または疎水性相互作用により
結合させることを特徴とするマイクロリングないしはマイクロドットを呈した微細パター
ンないしはこのパターンを有する構造体の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
本発明により、マイクロリングあるいはマイクロドットを呈した新規な微細パターン構
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造体とその製造方法が提供される。これにより、トランジスタアレイなどの電気回路、回
折格子やフォトニック結晶などのフォトニクス材料異方性固体伝導性材料や半導体材料、
各種記録媒体のほか、細胞培養基材、ＤＮＡチップおよびプロテインチップをはじめとす
ると各種バイオ診断用チップ、セパレーターやイオン交換膜などの電池隔膜材料、各種の
触媒、酵素、抗体および薬剤などの有用な担体が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
ここに、本発明に用いるマトリックス材料としては、ポリスチレン、ポリメチルヘキサ
デシルシロキサン、ポリビニルカルバゾール、などの汎用性ポリマー、ポリスルホンなど
のエンジニアリングプラスチック、ポリメチルメタクリレート、ポリテトラヒドロフルフ
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リルメタクリレート、ポリブチルメタクリレートなどの（メタ）アクリル系ポリマー、ス
チレン−ブタジエン系エラストマー、ポリウレタン系ポリマー、ポリブチレンカーボネー
ト、ポリエチレンカーボネート等の脂肪族ポリカーボネート等、ポリ乳酸、

乳酸−グリ

コール酸共重合体、ポリヒドロキシ酪酸、ポリカプロラクトン、ポリエチレンアジペート
、ポリブチレンアジペートなどの生分解性ポリマーなどが有機溶媒への溶解性の観点から
好ましい。これらは、１種単独で、あるいは２種以上を組み合わせて用いることもできる
。
【００１６】
本発明に用いる両親媒性ポリマーとしては、ポリエチレングリコール／ポリプロピレン
グリコールブロック共重合体、アクリルアミドポリマーを主鎖骨格とし、疎水性側鎖とし
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てドデシル基と親水性側鎖としてラクトース基或いはカルボキシル基を併せ持つ両親媒性
ポリマー、或いはヘパリンやデキストラン硫酸，ＤＮＡやＲＮＡなど核酸などのアニオン
性高分子と長鎖アルキルアンモニウム塩とのイオンコンプレックス、ゼラチン、コラーゲ
ン、アルブミン等の水溶性タンパク質を親水性基とした両親媒性ポリマー等を利用するこ
とが望ましく、生分解性、生体適合性、電子機能性、光機能性などの機能性材料およびそ
の誘導体を用いることが可能である。また、パターン化された両親媒性ポリマーに生理活
性材料、色素、触媒などをイオン結合、共有結合を介して結合させることも可能である。
【００１７】
本発明の微細構造体の前駆体となるハニカム多孔質薄膜を作製するに当たっては、ポリ
マー溶液上に微小な水滴粒子を形成させることが必須であることから、使用する有機溶剤
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としては非水溶性である事が必要である。これらの例としてはクロロホルム、ジクロロメ
タン、ジクロロエタン等のハロゲン系有機溶剤、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香
族炭化水素、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、メチルイソブチルケトン、などの
非水溶性ケトン類、二硫化炭素などが挙げられる。これらの有機溶媒は単独で使用するこ
とも、又、これらの溶媒を組み合わせた混合溶媒として使用することもできる。
【００１８】
本発明に用いる基板としては、特に制限はないが、ＩＴＯ、ガラス、金属、シリコンウ
ェハー、等の無機材料、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエーテルケトン、フッ素樹
脂等の耐有機溶剤製に優れた高分子などが使用できる。
【実施例】
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【００１９】
以下に本発明のマイクロリングおよびドット構造フィルム構造体とその製造方法を図面
、実施例に基づいて具体例に説明する。ただし、これらはあくまでも本発明の理解助ける
ための一助として開示するものだって、本発明を限定する趣旨ではない。
【００２０】
実施例１；
（ハニカム多孔質フィルムの作製工程）：
両親媒性高分子としてポリマー１（化１：ドデシルアクリルアミド−ω−カルボキシヘ
キシルアクリルアミド）とポリビスフェノールＡカーボネート（化２）を１：９で混合し
、これのクロロホルム溶液を調整した。この溶液をガラス基板上に５ｍＬ展開し、高湿度
の空気（２〜１０リットル／ｍｉｎ）を吹き付けながら溶媒であるクロロホルムを蒸発さ
せ、製膜した。作製したハニカム多孔質膜の走査型電子顕微鏡像（ＳＥＭ）を図１に示す
。
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【化１】

10

【化２】

【００２１】
20

（基板上への相分離構造の転写工程）；
作製したフィルムをガラス基板上から剥離し、作製時の上面をＩＴＯ基板上に密着させ
た。この試料をホットステージ上で１２０℃〜２００℃の温度で５分〜１時間加熱し、構
造をＩＴＯ基板上に転写した。室温に冷却後、鋳型フィルムを粘着テープで剥離し、転写
構造を得た。得られた構造の形状を光学顕微鏡（ＯＭ）、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で観察した。また、得られた構造の化学組成の同定をＦＴ−Ｉ
Ｒ反射吸収測定（ＲＡＳ）により行った。さらに、熱的な性質の同定を走査示差熱量計（
ＤＳＣ）により行った。
【００２２】
転写された構造の観察結果；
ＩＴＯ基板上に転写された構造は加熱の温度によって２種類の構造が観察された。温度
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１２０℃〜１８０℃の領域では、ヘキサゴナルに配列したリング状構造（図２）が形成さ
れた。リング構造の直径は鋳型となるハニカムフィルムとほぼ同じであった。鋳型となる
ハニカムフィルムの孔径を変化させた場合、リングの直径も変化することが判った（図３
）。しかしながらリングの幅と高さは７００ｎｍ前後、２００ｎｍ前後と同程度であった
。
温度が１８０℃以上ではヘキサゴナルに配列したドット状構造が観察された（図４）。
直径はハニカムフィルムの孔径と同程度であり、こちらも鋳型となるフィルムの孔径が変
化すると直径が増加した。また、高さは５００ｎｍ前後であった。
ＦＴ−ＩＲ

ＲＡＳ測定（フーリエ変換赤外線吸収スペクトル；ＦＴ−ＩＲによる高感

度反射法；Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ‑Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ

ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ法
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）により、ハニカムフィルムに見られたポリビスフェノールＡカーボネートの吸収（１７
９０ｃｍ‑1付近）がリング及びドットでは消失し、変わりにＣ−Ｈ伸縮（２８００−２９
００ｃｍ‑1）およびアミド（１７１０ｃｍ‑1，１６５０ｃｍ‑1）の吸収が顕著に現れた。
従って、リング及びドット構造は両親媒性ポリマー１のみからなっていることが明らかに
なった（図５.a

、図５.b）。

ＤＳＣ測定により、ポリマー１はポリビスフェノールＡカーボネートよりも低い転移点
をいくつか示す（図６）。さらにハニカムフィルムの熱転移点は１１６℃及び１８３℃に
あり、それぞれリング、及びドットが形成される温度に対応している。
これらの結果からリング及びドットの形成メカニズムは図７に示す機構のとおりと考え
られる。ハニカムフィルムは水滴を鋳型としているため、鋳型となる水滴の周辺に両親媒
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性ポリマー１高濃度に濃縮している。これを基板上で加熱することにより、１１６℃でフ
ィルムは軟化するが、ハニカム状構造を保持しており、基板に接しているポリマー１のみ
が基板上に転写される。一方温度を上げ１８０℃を超えるあたりではフィルム全体が軟化
し、全体がつぶれ、ハニカムの孔も同時に圧縮される。その空間に元々濃縮されていたポ
リマー１が集まり、ドット状の構造となる。どちらの場合もＴｇの高いポリビスフェノー
ルＡカーボネートは冷却後剥離され、結果としてポリマー１によるリング構造及びドット
構造が形成される。
以上の形成メカニズムから、マトリクス材料よりも低いＴｇを持つ両親媒性化合物であ
れば、どのような材料にでも適用ができる方法であると考えられる。
【００２３】
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上記、転写工程に際しては、ハニカムフィルムを直接基板材料に載せ、熱処理を施して
、基板に特定形状を転写したが、その際基板には、熱処理によって影響されない、また、
マイクロリングあるいはマイクロドットの材料とも反応しない、そして基板材料から容易
に剥離しやすい材料からなるフィルを選定し、これを被覆し、この被覆したフィルムを介
して転写することも出来る。この場合、転写工程を終了後、被覆フィルムを剥離すること
によって、マイクロリングあるいはマイクロドットがフィルム上に付着したまま容易に基
板から剥がすことができ、フィルム状最終製品として回収することも出来る。本発明はこ
のような態様を含むものである。すなわち、本発明において構造体の意味するところは、
特に形状や、材質に制限はなく、転写可能なものならば多様な材質、多様な形状、構造を
含むものである。
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【産業上の利用可能性】
【００２４】
本発明は、マイクロリングあるいはマイクロドット状の特有な微細形状が、規則的に配
列してなるフィルムを提供するものであり、これまでのいわゆる多孔質ハニカム構造のフ
ィルムとは異なる形状の周期構造を有している点で、極めて特異なフィルムを提供するも
のであり、電子回路、フォトニック結晶、再生医療材料等各種技術分野で大いに使用され
ることが期待される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施例１で作製されたハニカムフィルムのＳＥＭ像を示す図
【図２】ＩＴＯ基板上に転写されたリング状フィルムのＳＥＭ像を示す図
【図３】ＩＴＯ基板上に転写されたリングの直径が異なることを示すＳＥＭ像を示す図
【図４】ＩＴＯ基板上に転写されたドット構造のフィルムのＳＥＭ像を示す図
【図５．ａ】ＦＴ−ＲＡＳ測定による材料の同定と変化を示す図
【図５．ｂ】ＦＴ−ＲＡＳ測定による材料の同定と変化を示す図
【図６】使用した材料と生成したフィルムの転移点を示す図
【図７】マイクロリングおよびマイクロドットが形成されるプロセスを示す図
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５．ａ】
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【図５．ｂ】

【図７】

【図６】
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