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(57)【要約】
【課題】本発明は、基板とパターン状モールドとの間隙に、水素化ケイ素化合物およびハ
ロゲン化ケイ素化合物よりなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物を配置す
る第一の工程と、配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から選択され
る少なくとも１種の処理を施す第二の工程とを含むパターンの形成方法に関する。
【解決手段】上記第二の工程を不活性雰囲気または還元性雰囲気下で行うことによりシリ
コンからなるパターンを形成することができ、上記第二の工程の少なくとも一部を酸素含
有雰囲気下で行うことによりシリコン酸化物からなるパターンを形成することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板とパターン状モールドとの間隙に、水素化ケイ素化合物およびハロゲン化ケイ素化合
物よりなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物を配置する第一の工程と
配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から選択される少なくとも１種
の処理を施す第二の工程と
を含むことを特徴とする、パターンの形成方法。
【請求項２】
前記シラン化合物が高次シラン化合物であり、第二の工程における処理が熱処理である、
請求項１に記載のパターンの形成方法。
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【請求項３】
前記高次シラン化合物が、下記式（２）および（３）
ＳｉｉＸ２ｉ

（２）

ＳｉｊＸ２ｊ−２

（３）

（上記式中、Ｘは、それぞれ、水素原子またはハロゲン原子であり、ｉは３〜８の整数で
あり、ｊは４〜１４の整数である。）
のそれぞれで表される化合物よりなる群から選択される少なくとも１種の化合物に紫外線
を照射して得られたものである、請求項２に記載のパターンの形成方法。
【請求項４】
前記高次シラン化合物の粘度が０．０００５〜１，０００Ｐａ・ｓである、請求項３に記
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載のパターンの形成方法。
【請求項５】
前記第二の工程における熱処理が、基板およびパターン状モールドの間隙に高次シラン化
合物を配置した状態において行われるものである、請求項２に記載のパターンの形成方法
。
【請求項６】
前記第二の工程における熱処理が、高次シラン化合物上のパターン状モールドを除去した
状態において行われるものである、請求項２に記載のパターンの形成方法。
【請求項７】
前記シラン化合物が上記式（２）および（３）のそれぞれで表される化合物よりなる群か
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ら選択される少なくとも１種の化合物であり、前記第二の工程における処理が前記紫外線
照射処理である、請求項１に記載のパターンの形成方法。
【請求項８】
前記第一の工程が、基板上にシラン化合物の被膜を形成し、次いで該被膜上にパターン状
モールドを配置して加圧することにより行われるものである、請求項１に記載のパターン
の形成方法。
【請求項９】
前記第二の工程が不活性雰囲気または還元性雰囲気下で行われ、形成されるパターンがシ
リコンからなるものである、請求項１〜８のいずれか一項に記載のパターンの形成方法。
【請求項１０】
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前記第二の工程の少なくとも一部が酸素含有雰囲気下で行われ、形成されるパターンがシ
リコン酸化物からなるものである、請求項１〜８のいずれか一項に記載のパターンの形成
方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載の方法により形成されたパターン。
【請求項１２】
請求項１１に記載のパターンを具備することを特徴とする、半導体デバイス、光学デバイ
スまたは表示デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、パターンの形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
集積回路、薄膜トランジスタの如き半導体デバイスには、パターン状に形成されたシリ
コン膜、例えばアモルファスシリコン膜、多結晶シリコン膜、単結晶シリコン膜が使用さ
れている。シリコン膜のパターン形成は、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｖａｐｏｒ

Ｄｅ

ｐｏｓｉｔｉｏｎ）法の如き気相プロセスによって全面にシリコン膜を形成した後、フォ
トリソグラフィーによって不要部分を除去するプロセスで行われることが一般的である。
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しかしながら、この方法では気相プロセスを用いるため、大掛かりな装置が必要であるこ
と、原料の使用効率が悪いこと、原料が気体であるため扱いにくいこと、大量の廃棄物が
発生すること等の問題がある。
【０００３】
一方、半導体デバイスの電気絶縁膜、誘電体膜および保護膜としてはシリコン酸化膜が
多用されている。シリコン酸化膜の形成方法としては、気相プロセス、ゾルゲル法等が知
られている。上記気相プロセスとしては、例えばシリコンを空気中で熱酸化する方法、シ
ランガスやジシランガスを原料として酸素、酸化窒素の如き酸化性ガス中で行うプラズマ
ＣＶＤ法、石英から直接スパッタリング法で形成する方法等を；
上記ゾルゲル法としては、例えばテトラエトキシシランの如きアルコキシシランを部分加
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水分解したゾル状態で基板に塗布した後に加熱分解する方法等を、それぞれ挙げることが
できる。これらのうち、気相プロセスはシリコン膜形成の場合と同様の問題点がある。ま
たゾルゲル法は、反応が進むにつれて水が生成するため、緻密なシリコン酸化膜が得られ
にくく、膜中の内部応力の発生に起因する亀裂が発生しやすい欠点があるほか、高温で加
熱する工程を経るため、耐熱性の低い基板、例えばプラスチック基板には適用できなかっ
た。
【０００４】
そこで、液相プロセスを用いるシリコン膜およびシリコン酸化膜の形成方法が種々検討
されている。例えば特許文献１および特許文献２には、液体状のシラン化合物、例えばシ
クロペンタシランと、
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上記液体状のシラン化合物に紫外線を照射することによって光重合させて得られる高次シ
ラン化合物と、
デカリン、テトラリン、メチルナフタレン、トルエン、デカン、オクタン、キシレン、ベ
ンゼン等の溶媒と
を含有する高次シラン組成物を原料として用い、この高次シラン組成物を基板上に塗布し
、溶媒を除去した後、熱処理することによってシリコン膜またはシリコン酸化膜を形成す
る方法が提案されている。
この液相プロセスによると、重厚長大な装置は不要となるため、工程面およびコスト面
で大きな利点がある。しかしながら、アスペクト比の大きいパターンを形成するためには
未だフォトリソグラフィーの如き付加的な工程を要し、工程の煩雑性は完全には解消され
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ていない。さらに、環境面の負荷についての懸念も払拭されてはいない。
【０００５】
ところで近年、ナノインプリント技術が開発され、注目されている。非特許文献１およ
び非特許文献２には、金型に形成した数十〜数百ｎｍの凹凸パターンを、基板上に塗布し
た樹脂材料に押し付けることにより、樹脂材料にパターンを転写する技術が記載されてい
る。ナノインプリント工程は、低コストにて短い工程時間で行うことができ、形成しうる
パターン形状の自由度が大きい等の利点がある。しかしながら、ナノインプリント工程自
体の工程コストは低廉であるが、パターンの元型となる金型が高価であるとの問題がある
。さらに、この技術のより本質的な問題として、パターン形成が可能な樹脂材料が熱可塑
性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等の有機樹脂材料に限られているため、上記半導体
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デバイスのシリコン膜またはシリコン酸化膜には、もとより適用しうるべくもない。
最近、上記ゾルゲル法とナノインプリント技術を組み合わせた技術が報告された。特許
文献３には、アルコキシシランの如き加水分解性シラン化合物の部分加水分解をゾル状態
で基板に塗布し、凹凸パターンを有する金型を押し付けた後に加熱焼成してさらに加水分
解することにより、パターン状シリコン酸化膜を形成する技術が記載されている。この技
術は、結局はゾルゲル法であるため、緻密なシリコン酸化膜が得られにくいこと、膜中に
亀裂が発生しやすいこと、耐熱性の低いプラスチック基板等には適用できないことといっ
た上記したゾルゲル法の欠点を継承しているほか、原理上、パターン状シリコン膜を形成
することができるものではない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３−３１３２９９号公報
【特許文献２】国際公開第００／５９０２２号パンフレット
【特許文献３】特開２００３−１００６０９号公報
【特許文献４】特開２００１−２６２０５８号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｃｈｏｕ，
Ｌｅｔｔ．，

Ｓ．

６７（２１），

【非特許文献２】Ｃｈｏｕ，
，

Ｙ．

ｅｔ．ａｌ．，

Ａｐｐｌ．

Ｐｈｙｓ．
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３１１４（１９９５）
Ｓ．

Ｙ．

ｅｔ．ａｌ．，

Ｓｃｉｅｎｃｅ，

２７２

８５（１９９６）

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、半導体デバイスの製造プロセスにおける上記の如き現状を打破するべく、従
来にないユニークな方法を提供することを目的とする。
【０００９】
すなわち、本発明の目的は、簡易な方法により、高温加熱を要しない穏やかな条件下で
、パターン状のシリコン膜またはシリコン酸化膜を迅速且つ低コストで形成する方法を提
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供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明によると、本発明の上記目的および利点は、
基板とパターン状モールドとの間隙に、水素化ケイ素化合物およびハロゲン化ケイ素化合
物よりなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物を配置する第一の工程と
配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から選択される少なくとも１種
の処理を施す第二の工程と
を含むパターンの形成方法によって達成される。
【発明の効果】
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【００１１】
本発明によると、穏和条件下において簡易、迅速、低コストにパターン状のシリコン膜
またはシリコン酸化膜を形成する方法が提供される。これらシリコン膜またはシリコン酸
化膜は、パターン状モールドの有していた凹凸と契合する凹凸を有するシリコンまたはシ
リコン酸化物からなるパターンであり、好ましくは転写パターンである。
本発明の方法によると、前駆体がシリコンまたはシリコン酸化物となったときにすでに
パターン状凹凸を有することとなるので、形成されたパターンは、その後にフォトリソグ
ラフィー、化学機械研磨といった付加的工程を経ることなく、直接に使用に供することが
できる。
本発明の方法によって形成されたパターンは、半導体デバイス、光学デバイス、表示デ
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バイス等に応用されるシリコン膜またはシリコン酸化膜、あるいはナノインプリント法に
使用されるレプリカモールド等として好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１で形成されたパターンを示す光学顕微鏡写真である。
【図２】実施例１で形成されたパターンを示す原子間力顕微鏡写真である。
【図３】実施例２で形成されたパターンを示す光学顕微鏡写真である。
【図４】実施例３で形成されたパターンを示す走査型電子顕微鏡写真である。
【図５】実施例４で形成されたパターンを示す光学顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
本発明のパターンの形成方法は、基板とパターン状モールドとの間隙に、水素化ケイ素
化合物およびハロゲン化ケイ素化合物よりなる群から選択される少なくとも１種のシラン
化合物を配置する第一の工程と
配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から選択される少なくとも１種
の処理を施す第二の工程と
を含むことを特徴とする。
【００１４】
＜基板＞
本発明のパターンの形成方法に使用される基板としては、特に限定されないが、例えば
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石英；ホウ珪酸ガラス、ソーダガラス等のガラス；プラスチック；シリコーン樹脂；カー
ボン；金、銀、銅、シリコン、ニッケル、チタン、アルミニウム、タングステン等の金属
；これらの金属またはその酸化物もしくは混合酸化物等を表面に有するガラスまたはプラ
スチック等からなる基板を使用することができる。前記混合酸化物としては、例えばＩＴ
Ｏ等の透明導電性酸化物を挙げることができる。
本発明のパターンの形成方法は、高温の加熱を必要としないので、耐熱性の低いプラス
チック基板にも適用することができるという利点がある。
【００１５】
＜パターン状モールド＞
本発明のパターンの形成方法に使用されるパターン状モールドとしては、基板を構成す
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る材料として上記したものと同様の材料からなるものを使用することができる。これらの
うち、微細なパターンの形成が可能であること、加工性等の観点から、シリコン、石英、
酸化膜付きシリコン、シリコーン樹脂、金属等が好ましい。前記シリコーン樹脂としては
、例えばポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）等を；
前記金属としては、例えばニッケル等を、それぞれ挙げることができる。また、本発明の
方法により形成されたパターンも、パターン状モールドのレプリカモールドとして使用す
ることができる。後述する第二の工程において熱処理を行う場合には、該熱処理における
加熱に耐える材質であることが好ましい。一方、第二の工程において紫外線照射処理を行
う場合には、使用する紫外線を透過する材料からなるものであることが好ましい。これら
の要請を満たすとの観点から、パターン状モールドの材質としては、例えば石英、シリコ
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ーン樹脂等を好ましく使用することができる。
上記パターン状モールドの有するパターンとしては、例えばラインアンドスペースパタ
ーン、円柱状もしくは多角柱状（例えば４角柱状）、円錘状もしくは多角錘状（例えば４
角錘状）またはこれらを平面で切断した形状の突起または孔、またはこれらの組み合わせ
からなるパターン等を挙げることができるほか、鏡面であってもよい。
【００１６】
本発明のパターンの形成方法によると、親パターンであるパターン状モールドの有する
任意の微細なパターンも再現することができ、幅が例えば１０ｎｍ以上、好ましくは５０
ｎｍ以上において、アスペクト比が例えば５以下、好ましくは３以下のパターンを形成す
ることが可能である。なおここで、アスペクト比とは、ラインアンドスペースパターンに
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おいてはラインの高さをラインまたはスペースの幅で除した値を、突起においては突起の
高さを突起の直径または一辺の長さで除した値を、孔においては孔の深さを孔の直径また
は一辺の長さで除した値を、それぞれ意味する。
【００１７】
＜シラン化合物＞
本発明のパターンの形成方法に使用されるシラン化合物は、水素化ケイ素化合物および
ハロゲン化ケイ素化合物よりなる群から選択される少なくとも１種のシラン化合物である
。ハロゲン化ケイ素化合物の有するハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、
ヨウ素原子等を挙げることができる。本発明で使用されるシラン化合物は、Ｓｉ−Ｏ結合
およびＳｉ−Ｃ結合のいずれをも実質的に有さないものであることが好ましい。
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本発明のパターンの形成方法に使用されるシラン化合物としては、高次シラン化合物お
よび低次シラン化合物を挙げることができる。
【００１８】
［高次シラン化合物］
本発明における高次シラン化合物は、好ましくは下記組成式（１）
ＳｉＸｍ

（１）

（上記式中、Ｘは水素原子またはハロゲン原子であり、ｍは１〜３の数である。）
で表される元素比を有する高分子化合物である。ｍは、より好ましくは１．５〜２．５で
ある。
上記高次シラン化合物は、その粘度が、好ましくは０．０００５〜１，０００Ｐａ・ｓ

20

であり、より好ましくは０．００１〜１０Ｐａ・ｓである。高次シラン化合物につき、ゲ
ルパーミエーションクロマトグラフィーで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量は
、好ましくは３００〜１２０，０００であり、より好ましくは１，０００〜１２，０００
である。
このような高次シラン化合物は取扱いが容易であるとともに、パターンの形成性に優れ
、且つ良好な品質の均質なパターンを形成することのできる利点を有する。
【００１９】
このような高次シラン化合物の製造方法は特に限定されるものではないが、例えば高次
シラン化合物の前駆体である低次シラン化合物を出発原料とし、この低次シラン化合物に
つき、これをそのまま（ｎｅａｔで）または溶液中において重合を行い、好ましくは次い
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で熟成することにより得ることができる。本発明において、低次シラン化合物とは、この
ものを重合させることにより高次シラン化合物が得られる化合物を意味し、常温、常圧下
において気体または液体の状態にあるものが好ましく用いられる。かかる低次シラン化合
物としては、例えば光照射、電子線照射、加熱等によって重合して、高次シラン化合物と
なるものが挙げられるが、光照射によって高次シラン化合物に変換するもの、すなわち光
重合性を有するものが好適に用いられる。かかる低次シラン化合物を出発原料とし、重合
条件および任意的に行われる熟成の条件を適当に調節することにより、上記の好ましい性
状を有する高次シラン化合物を容易に得ることができる。
【００２０】
上記光重合性を有する低次シラン化合物としては、例えば低分子の水素化ケイ素化合物

40

、低分子のハロゲン化ケイ素化合物等を挙げることができ、好ましくは分子中に１個以上
の環状構造を有する水素化ケイ素化合物またはハロゲン化ケイ素化合物である。さらに好
ましいものとして下記式（２）および（３）
ＳｉｉＸ２ｉ
ＳｉｊＸ２ｊ−２

（２）
（３）

（上記式中、Ｘは、それぞれ、水素原子またはハロゲン原子であり、ｉは３〜８の整数で
あり、ｊは４〜１４の整数である。）
のそれぞれで表される化合物よりなる群から選択される少なくとも１種の水素化ケイ素化
合物またはハロゲン化ケイ素化合物を挙げることができる。
上記式（２）で表される化合物は、分子中に環状構造を１個有する水素化ケイ素化合物
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またはハロゲン化ケイ素化合物であり、上記式（３）で表される化合物は、分子中に環状
構造を２個有する水素化ケイ素化合物またはハロゲン化ケイ素化合物である。上記式（２
）および（３）のそれぞれで表される化合物としては、Ｘが水素原子である水素化ケイ素
化合物が好ましい。
【００２１】
このような低次シラン化合物の具体例としては、上記式（２）で表されるものとして、
例えばシクロトリシラン、シクロテトラシラン、シクロペンタシラン、シクロヘキサシラ
ン、シクロヘプタシラン等を；
上記式（３）で表されるものとして、例えばビシクロ［１．１．０］ブタシラン、ビシク
ロ［２．１．０］ペンタシラン、ビシクロ［２．２．０］ヘキサシラン、ビシクロ［３．
２．０］ヘプタシラン、１，１

−シクロブタシリルシクロペンタシラン、１，１

クロブタシリルシクロヘキサシラン、１，１
１，１

−シ

−シクロブタシリルシクロヘプタシラン、

−シクロペンタシリルシクロヘキサシラン、１，１

ロヘプタシラン、１，１
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−シクロペンタシリルシク

−シクロヘキサシリルシクロヘプタシラン、スピロ［２．２］

ペンタシラン、スピロ［３．３］ヘプタシラン、スピロ［４．４］ノナシラン、スピロ［
４．５］デカシラン、スピロ［４．６］ウンデカシラン、スピロ［５．５］ウンデカシラ
ン、スピロ［５．６］ドデカシラン、スピロ［６．６］トリデカシラン等を、それぞれ挙
げることができる。これらの化合物の水素原子の一部または全部をＳｉＨ３基やハロゲン
原子に置換した化合物であってもよい。上記式（２）におけるｉは、好ましくは３〜７の
整数であり、上記式（３）におけるｊは、好ましくは４〜７の整数である。これらの化合

20

物は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を混合して用いてもよい。これらの低次
シラン化合物は、光に対する反応性が極めて高く、光重合を効率よく行うことができる化
合物である。
【００２２】
低次シラン化合物としては、上記式（２）で表される化合物が好ましく、特にシクロテ
トラシラン、シクロペンタシラン、シクロヘキサシランおよびシクロヘプタシランよりな
る群から選択される少なくとも１種を用いることが、上記した理由に加えて、これらの低
次シラン化合物はその合成および精製が容易であるという観点から特に好ましい。
上記の如き低次シラン化合物は、紫外線照射による光重合プロセスを阻害しない範囲で
、必要に応じてｎ−ペンタシラン、ｎ−ヘキサシラン、ｎ−ヘプタシラン等の直鎖の水素
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化ケイ素化合物や、ホウ素原子、リン原子等により変性された変性水素化ケイ素化合物等
を含有していてもよい。
低次シラン化合物の重合を行う場合に任意的に使用することのできる溶媒は特に限定さ
れないが、その例として例えば炭化水素溶媒、エーテル溶媒、極性溶媒等を挙げることが
できる。
【００２３】
上記炭化水素溶媒の具体例としては、例えばｎ−ヘキサン、ｎ−ヘプタン、ｎ−オクタ
ン、ｎ−デカン、ジシクロペンタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、デュレン、インデ
ン、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、スクワラン、シクロヘキサン、シ
クロオクタン、シクロデカン、ジシクロヘキシル、テトラヒドロジシクロペンタジエン、

40

パーヒドロフルオレン、テトラデカヒドロアントラセン、シクロプロペン、シクロブテン
、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテン等を；
上記エーテル溶媒の具体例としては、例えばジプロピルエーテル、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ジエチルエーテル、エチレングリコールメチルエチ
ルエーテル、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ジエチルエ
ーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒド
ロピラン、１，２−ジメトキシエタン、ｐ−ジオキサン等を；
上記極性溶媒の具体例としては、例えばプロピレンカーボネート、γ−ブチロラクトン、
Ｎ−メチル−２−ピロリドン、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホ
キシド等を、それぞれ挙げることができ、これらを単独で、または混合して用いることが
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できる。
【００２４】
低次シラン化合物に照射する紫外線としては、低次シラン化合物を確実に重合させるこ
とができ、また、溶媒を使用する場合にはその溶媒を分解しない波長の光であるのが好ま
しい。ここで、「溶媒を分解しない波長」とは、紫外線の照射によって溶媒分子中の化学
結合が切断されない程度の波長を意味する。２００〜５００ｎｍであることが好ましく、
２５４〜４２０ｎｍであることがより好ましい。かかる波長域の紫外線を用いることによ
り、低次シラン化合物を確実に重合させることができるとともに、高次シラン化合物を単
離する際に、溶媒に起因する炭素原子等の不純物原子が混入することを防止することがで
きる。

10

紫外線の照射強度としては、好ましくは０．１〜１０，０００ｍＷ／ｃｍ２であり、よ
り好ましくは１〜１，０００ｍＷ／ｃｍ２である。紫外線の照射量は、特に限定されない
が０．１〜１０，０００Ｊ／ｃｍ２程度であることが好ましく、１〜１００Ｊ／ｃｍ２程
度がより好ましい。このような照射量とすることにより、前述の好ましい性状の高次シラ
ン化合物を得ることができる。
低次シラン化合物を重合することにより得られた高次シラン化合物を含有する溶液から
高次シラン化合物を単離する場合には、例えば次のようにすればよい。
【００２５】
すなわち、溶液中に高次シラン化合物が溶解している場合には、例えばサイズ排除クロ
マトグラフィ（ＳＥＣ）法等を用いることによって高次シラン化合物を単離（分離精製）
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することができ；溶液から高次シラン化合物が析出している場合には、例えばマイクロフ
ィルターを用いる濾過法等を用いることによって析出した高次シラン化合物を単離するこ
とができる。すなわち、低次シラン化合物が残存する溶液中から高次シラン化合物を単離
することができる。
上記紫外線照射による重合に次いで任意的に行われる熟成は、上記の如くして得られた
重合体を例えば−２００〜２００℃、好ましくは０〜１００℃において、例えば３６０日
間以下程度、より好ましくは６０日間以下程度、静置することにより行うことができる。
この熟成の際の周囲雰囲気は、不活性ガス雰囲気とすることが好ましい。ここで使用する
ことのできる不活性ガスとしては、例えば窒素、へリウム、アルゴン等を挙げることがで
きる。この不活性ガスは、酸素濃度を１ｐｐｍ以下に制御したものを用いることが好まし
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い。このような熟成工程を経ることにより、本発明のパターンの形成方法に最適の高次シ
ラン化合物を得ることができる。
【００２６】
［低次シラン化合物］
本発明における低次シラン化合物としては、例えば上記式（２）および（３）のそれぞ
れで表される化合物を挙げることができ、これら化合物のうちから選択される１種以上を
好適に使用することができる。これら化合物の具体例および好ましい化合物は上記と同様
であり、任意的に上記の如き直鎖のシラン化合物、変性シラン化合物等を併用してもよい
。
【００２７】

40

＜パターンの形成方法＞
本発明のパターンの形成方法は、上記の如き基板とパターン状モールドとの間隙にシラ
ン化合物を配置する第一の工程と
配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から選択される少なくとも１種
の処理を施す第二の工程と
を含む。
【００２８】
［第一の工程］
基板とパターン状モールドとの間隙にシラン化合物を配置するには、例えば基板上にシ
ラン化合物の被膜を形成し、次いで該シラン化合物の上にパターン状モールドを押し付け
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る方法や、基板とパターン状モールドとを間隙を介して対向配置し、両者の間隙にシラン
化合物を注入する方法等を挙げることができる。これらのうち、操作がより簡便であり、
パターン状モールドの有するパターンの再現性に優れる点で前者の方法が好ましい。
基板上にシラン化合物の被膜を形成する方法としては、シラン化合物が高次シラン化合
物である場合、基板上に高次シラン化合物をそのまま置く方法、高次シラン化合物を適当
な溶媒に溶解してこれを基板上に塗布し、次いで必要に応じて溶媒を除去することにより
高次シラン化合物の被膜を形成する方法等を好ましく採用することができる。
【００２９】
高次シラン化合物を適当な溶媒に溶解してこれを基板上に塗布する方法において使用す
ることのできる溶媒としては、例えば炭化水素溶媒、エーテル溶媒、極性溶媒等を挙げる
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ことができる。これら溶媒の具体例としては、炭化水素溶媒として、例えばｎ−ヘキサン
、ｎ−ヘプタン、ｎ−オクタン、ｎ−デカン、ジシクロペンタン、ベンゼン、トルエン、
キシレン、デュレン、インデン、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、スク
ワラン、シクロヘキサン、シクロオクタン、シクロデカン、ジシクロヘキシル、テトラヒ
ドロジシクロペンタジエン、パーヒドロフルオレン、テトラデカヒドロアントラセン、シ
クロプロペン、シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シク
ロオクテン等を；
エーテル溶媒として、例えばジプロピルエーテル、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ジエチルエーテル、エチレングリコールメチルエチルエーテル、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ジエチルエーテル、ジエチ
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レングリコールメチルエチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、１，
２−ジメトキシエタン、ｐ−ジオキサン等を；
極性溶媒として、例えばプロピレンカーボネート、γ−ブチロラクトン、Ｎ−メチル−２
−ピロリドン、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド等を、そ
れぞれ挙げることができる。これらのうち、シラン化合物の溶解性および得られる溶液の
安定性の点で炭化水素溶媒またはエーテル溶媒を使用することが好ましく、とりわけ炭化
水素溶媒を使用することが好ましい。
これらの溶媒は、単独でも、あるいは２種以上の混合物としても使用することができる
。
【００３０】
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高次シラン化合物および上記の如き溶媒を含有する溶液における高次シラン化合物の濃
度としては、０．１〜５０重量％であることが好ましく、１〜３０重量％であることがよ
り好ましい。このような濃度範囲とすることにより、上記溶液において高次シラン化合物
の不均一な析出が防止されることとなるとともに、良好な被膜形成性が確保されることと
なり、均一な膜厚にて均質な膜がより確実に得られることとなる。また、かかる範囲内で
、高次シラン化合物の濃度を適宜設定することにより、形成される高次シランの被膜の膜
厚を所望の値に制御することができる。
上記高次シラン化合物溶液は、必要に応じてドーパント源、表面張力調節剤等をさらに
含有することができる。
【００３１】

40

上記ドーパント源としては、周期表の第３Ｂ族元素を含む物質または周期表の第５Ｂ族
元素を含む物質を挙げることができる。これらの元素の具体例としては、例えばリン、ホ
ウ素、砒素等の元素を挙げることができる。本発明の高次シラン組成物がこのような物質
または元素を含有することにより、これらの元素がドープされたシリコン膜、すなわちｎ
型シリコン膜またはｐ型シリコン膜を得ることができる。ドーパント源としては、例えば
特開２０００−３１０６６号公報に挙げられているような物質が例示できる。高次シラン
組成物におけるドーパント源の濃度は、得られるシリコン膜において最終的に必要なドー
パント濃度に応じて適宜に選択される。
【００３２】
上記表面張力調節剤としては、例えばフッ素系、シリコーン系、ノニオン系等の各種界
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面活性剤を使用することができる。これら表面張力調節剤を添加することにより、高次シ
ラン組成物の基板に対する濡れ性が向上し、基板上に形成される液状被膜のレベリング性
を改善して、形成される膜のぶつぶつの発生、ゆず肌の発生等をより確実に防止すること
ができる。
基板上に上記の高次シラン組成物を塗布するにあたっては、例えばスピンコート法、ロ
ールコート法、カーテンコート法、ディップコート法、スプレー法、液滴吐出法等の適宜
の塗布方法を採用することができる。次いで、高次シラン組成物からなる液状被膜から、
必要に応じて溶媒を除去することにより、基板上に高次シラン化合物の被膜を形成するこ
とができる。このとき、高次シラン化合物の被膜中に溶媒が残存していたとしても、本発
明の効果を減殺するものではない。

10

【００３３】
一方、シラン化合物が低次シラン化合物である場合における、基板上にシラン化合物の
被膜を形成する方法としては、基板上に液体状の低次シラン化合物をそのまま置く方法ま
たは塗布する方法によることができる。ここで、低次シラン化合物とともに、ホウ素原子
、リン原子等により変性された変性シラン化合物等を併用してもよい。ここで、変性シラ
ン化合物の含有割合は、得られるシリコン膜において最終的に必要なドーパント濃度に応
じて適宜に選択される。低次シラン化合物を塗布する場合における塗布方法としては、上
記した高次シラン化合物溶液を塗布する場合の塗布方法と同様の方法を採用することがで
きる。
シラン化合物の塗布工程およびシラン化合物が高次シラン化合物である場合に好ましく
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行われる塗布後の溶媒除去工程における雰囲気としては、例えば窒素、ヘリウム、アルゴ
ン等の不活性ガス雰囲気下や、減圧状態のような非酸化性雰囲気下で行うのが好ましい。
これにより、この段階における高次シラン化合物の変質をより確実に防止することができ
る。
基板上に形成されるシラン化合物の被膜の厚さは、使用するパターン状モールドの有す
るパターンの凹凸の深さないし高さに応じて適宜に設定することができるが、例えば０．
０１〜１μｍとすることができ、さらに０．０５〜０．５μｍとすることができる。
【００３４】
上記の如くして基板上に形成されたシラン化合物の被膜に、次いでパターン状モールド
を押し付けることにより、基板およびパターン状モールドの間隙にシラン化合物を配置す

30

ることができる。ここで、パターン状モールドを押し付ける際の押し付け圧としては、シ
ラン化合物が高次シラン化合物である場合、好ましくは１〜３０ＭＰａであり、より好ま
しくは１〜１０ＭＰａである。一方、シラン化合物が低次シラン化合物である場合、好ま
しくは０．１〜１０ＭＰａであり、より好ましくは０．１〜１ＭＰａである。
基板およびパターン状モールドの間隙にシラン化合物を配置するにあたっては、少なく
ともパターン状モールドに予め離型処理を施しておくことが好ましい。離型処理は、必要
に応じて基板およびパターン状モールドのそれぞれに施してもよい。ここで使用すること
のできる離型剤としては、例えば界面活性剤、フッ素含有ダイヤモンドライクカーボン（
Ｆ−ＤＬＣ）等を挙げることができる。前記界面活性剤としては、例えばフッ素系界面活
性剤、シリコーン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤等の公知のものを使用することが
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できる。
【００３５】
［第二の工程］
第一の工程において、基板とパターン状モールドとの間隙にシラン化合物を配置した後
に行われる第二の工程は、配置した前記シラン化合物に熱処理および紫外線照射処理から
選択される少なくとも１種の処理を施す工程である。ここで、シラン化合物が高次シラン
化合物である場合には熱処理を行うことが好ましく、一方、シラン化合物が低次シラン化
合物である場合には紫外線照射処理を行うことが好ましい。
シラン化合物が高次シラン化合物である場合に行われる熱処理は、第一工程の後に、基
板およびパターン状モールドの間隙に高次シラン化合物を配置した状態のまま行ってもよ
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く、あるいは高次シラン化合物上のパターン状モールドを除去した後に行ってもよい。
【００３６】
上記熱処理は、好ましくは２００〜６００℃、より好ましくは３００〜５００℃におい
て、好ましくは１０〜２４０分、より好ましくは３０〜１２０分行われる。この加熱処理
は、一段階で行ってもよく、二段階以上の多段階で行ってもよく、あるいは加熱温度を連
続的に変化させつつ行ってもよい。
上記紫外線照射処理における紫外線の波長は、２００〜５００ｎｍであることが好まし
く、２５４〜４２０ｎｍであることがより好ましい。紫外線の照射強度は、好ましくは０
．１〜１０，０００ｍＷ／ｃｍ２であり、より好ましくは１〜１，０００ｍＷ／ｃｍ２で
ある。紫外線の照射量は、特に限定されないが０．１〜１０，０００Ｊ／ｃｍ２程度が好

10

ましく、１〜１００Ｊ／ｃｍ２であることがより好ましい。
上記紫外線照射処理および加熱処理は、これらを同時に行ってもよい。
この第二の工程を不活性ガス雰囲気下または非酸化性雰囲気下で行うことにより、シラ
ン化合物はパターン状モールドの有する凹凸が転写された形状を有するシリコンに変換さ
れることとなる。
【００３７】
一方、第二の工程の少なくとも一部を酸素含有雰囲気下、好ましくは酸素中または空気
中、で行うことにより、シラン化合物はパターン状モールドの有する凹凸が転写された形
状を有するシリコン酸化物に変換されることとなる。第二の工程を熱処理による場合、周
囲雰囲気を適当に制御することにより、形成されるシリコン酸化物パターンの線幅を調製

20

することができる。すなわち、本発明におけるシラン化合物は、２００℃程度よりも低い
温度においてその有する水素原子またはハロゲン原子を放出する性質を有するので、シラ
ン化合物の温度が２００℃よりも低い温度にある時点から酸素を供給することにより、酸
素吸収を促進してパターンの線幅を太くすることができる。一方、加熱処理を段階的また
は連続的に昇温しつつ行い、シラン化合物の温度が２００℃よりも低い温度にある時点で
は不活性ガス雰囲気下または非酸化性雰囲気下において水素原子またはハロゲン原子の放
出を促進し、シラン化合物がこれよりも高い温度に達してから酸素の供給を開始すること
により、パターン状モールドの有する凹凸の線幅と同等ないしこれよりも細い線幅とする
ことができる。所望の線幅と第二の工程における適当な雰囲気との相関は、当業者による
少しの予備実験によって容易に知ることができる。

30

上記の如くしてパターン状モールドの有する凹凸が転写されたシリコンまたはシリコン
酸化物の膜を得ることができる。
【００３８】
第二の工程における加熱を、シラン化合物上のパターン状モールドを除去した後に行っ
た場合には、得られたシリコンまたはシリコン酸化物の膜をそのまま、あるいは必要に応
じて基板から離型した後に、使用に供することができる。
一方、第二の工程における加熱を、基板およびパターン状モールドの間隙に高次シラン
化合物を配置した状態のまま行った場合には、得られたシリコンまたはシリコン酸化物の
膜をパターン状モールドから離型し、さらに必要に応じて基板から離型した後に、使用に
供することができる。

40

上記いずれの場合であっても、基板または基板およびパターン状モールドから離型する
前または後に、任意的にさらなる加熱処理を行ってもよい。この任意的な加熱処理は、好
ましくは２００〜６００℃、より好ましくは３００〜５００℃において、好ましくは１０
〜２４０分、より好ましくは３０〜１２０分行われる。
【００３９】
＜シリコン膜またはシリコン酸化物膜＞
本発明の方法によって上記の如くして形成されたシリコン膜のパターンは、不純物を実
質的に含まない高純度のシリコンからなるものであり、良好な半導体特性を示す。本発明
の方法によって形成されたシリコン膜中の不純物濃度は、炭素濃度として１×１０２２ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることがで
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き；
酸素濃度として１×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０２０ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以下とすることができ；
水素濃度として１×１０２３ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０２２ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以下とすることができる。
【００４０】
本発明の方法によって形成されたシリコン酸化物膜のパターンは、不純物を実質的に含
まない高純度のシリコン酸化物からなるものであり、良好な絶縁性を示す。本発明の方法
によって形成されたシリコン酸化物膜中の不純物濃度は、炭素濃度として１×１０１９ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることができ、好ましくは二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）の

10

検出限界以下とすることができる。
また、本発明の方法によって形成されたシリコン酸化物膜のパターンは、組成の均一性
の高い非常に緻密な膜であり、公知のゾルゲル法によって形成されたシリコン酸化物膜と
比較して顕著に高い絶縁破壊電圧を示す。例えば膜厚０．２μｍ程度のシリコン酸化物膜
の場合、絶縁破壊電圧を６ＭＶ／ｃｍ以上とすることができ、さらに７ＭＶ／ｃｍ以上と
することができる。
【００４１】
＜半導体デバイス、光学デバイスまたは表示デバイス＞
本発明の半導体デバイス、光学デバイスまたは表示デバイスは、上記の如くして得られ
たパターンを具備するものである。上記半導体デバイスとしては、例えば太陽電池、トラ

20

ンジスタ、発光ダイオード、メモリ、ＩＣ、ＬＳＩ、ＣＰＵ等を挙げることができる。
【実施例】
【００４２】
以下の操作は、特に記載のない限り、酸素濃度を１ｐｐｍ以下とした窒素中において行
った。
以下の合成例における高次シラン化合物および比較例におけるシリコーン樹脂の重量平
均分子量は、それぞれ以下の測定装置を用いて以下の条件下で測定したゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィー（ＧＰＣ）のデータから求めたポリスチレン換算の値である。
高次シラン組成物の粘度は以下の測定装置を用いて測定した値である。
30

【００４３】
＜重量平均分子量＞
測定装置：Ａｇｉｌｅｎｔ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製、型式「１２００

Ｓｅｒ

ｉｅｓ」
カラム：昭和電工（株）製「Ｐａｃｋｅｄ
Ｇ」および「Ｐａｃｋｅｄ

Ｃｏｌｕｍｎ

Ｃｏｌｕｍｎ
ｆｏｒ

ＨＰＬＣ

ｆｏｒ

ＨＰＬＣ

ＫＦ−

Ｋ−８０５Ｌ」を直列に

接続して使用した。
溶媒：溶媒としては、高次シラン化合物の測定にはシクロヘキセンを、シリコーン樹脂
の測定にはトルエンを、それぞれ使用した。
標準試料：単分散ポリスチレン（東ソー（株）製、商品名「ＴＳＫ

ｓｔａｎｄａｒｄ
40

ＰＯＬＹＳＴＹＲＥＮＥ」）
【００４４】
＜粘度＞
測定装置：ＣＢＣ（株）製、型式「ビスコメイト

ＶＭ−１０Ａ−Ｌ」

シクロペンタシランは特許文献４（特開２００１−２６２０５８号公報）に従って合成
したものを、溶媒は蒸留によって精製したものを、それぞれ用いた。
ナノインプリントの実験は、実施例１、２および５については東洋合成（株）製のＵＶ
ナノインプリント実験キットを、実施例３および４についてはプレス機付きナノインプリ
ント実験装置（試作機）を、それぞれ用いて行った。
東洋合成（株）製のＵＶナノインプリント実験キットは、主として台座、モールドホル
ダおよびプレス用おもりからなる。上記台座に転写用基板を設置してその上に試料の被膜
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を形成した後、モールドをモールドホルダに固定してプレス用おもりを用いて転写用基板
に押し付け、その後、加熱処理または紫外線照射を行うことにより、モールドの転写を行
った。
プレス機付きナノインプリント実験装置は、主として台座、モールドホルダおよび２枚
のプレス用金属板からなる。２枚のプレス用金属板は、それぞれ加熱装置および温度調節
機を備えており、これらに挟持された台座、モールドホルダ等を２００℃まで加熱するこ
とができる。これら２枚のプレス用金属板は、これらに挟持された台座、モールドホルダ
等を、梃子の原理によりプレスすることができ、ロードセルによりそのプレス圧力を知る
ことができる。
10

【００４５】
＜レプリカモールドの製造＞
製造例１
親モールドとしてＮＴＴ−ＡＴナノファブリケーション（株）製「ＰＨ−３５０」（商
品名、線幅０．３５〜３μｍの異なる線幅の複数のライン・アンド・スペース・パターン
、直径０．５〜１０μｍの異なる大きさの複数の円柱状突起および一辺０．５〜１０μｍ
の異なる大きさの複数の角パターンを有するナノインプリント試験用のモールドである。
）を使用した。この親モールドは、使用に先立ち、ダイキン化成品販売（株）製の精密金
型離型剤「デュラサーフＨＤ−１１００」をスピンコート法により塗布し、次いで６０℃
にて５分加熱することにより、離型処理を施した。
また、ガラス基板を準備し、上記親モールドと同様にして離型処理を施した。

20

室温、大気中で、東レ・ダウコーニング（株）製の二液系の硬化性ポリジメチルシロキ
サン（ＰＤＭＳ）であるＳＹＬＧＡＲＤ

１８４

ＳＩＬＩＣＯＮＥ

ＥＬＡＳＴＯＭＥ

Ｒ

ＢＡＳＥ（Ａ剤）とＳＹＬＧＡＲＤ

１８４

ＳＩＬＩＣＯＮＥ

ＥＬＡＳＴＯＭＥ

Ｒ

ＣＵＲＩＮＧ

ＡＧＥＮＴ（Ｂ剤）とを、質量比１０：１で混合した。この混合物を

上記親モールド上に滴下し、ガラス基板を上から押し当ててその状態で１００℃にて４５
分加熱することにより、ＰＤＭＳを硬化した。
加熱後、室温まで放冷した後、ＰＤＭＳをピンセットで静かに剥がし、これを石英基板
上に両面テープで固定し、これをレプリカモールドとした。
【００４６】
＜高次シラン化合物の合成＞

30

合成例１
シクロペンタシランを無溶媒にて撹拌しつつ、波長３９０ｎｍの輝線を含む紫外線２５
ｍＷ／ｃｍ２を１時間照射してシクロペンタシランの光重合を行い、高次シラン化合物を
得た。得られた高次シラン化合物をシクロオクタンに溶解することにより、高次シラン化
合物を１０重量％含有するシクロオクタン溶液である高次シラン組成物を得た。この高次
シラン組成物に含まれる高次シラン化合物の重量平均分子量は１０，０００であり、粘度
は１００ｍＰａ・ｓであった。
【００４７】
＜ナノインプリントの実験例＞
実施例１

40

上記製造例１で得たレプリカモールドに、「デュラサーフＨＤ−１１００」をスピンコ
ート法により塗布し、次いで６０℃にて５分加熱することにより、離型処理を施した。
転写用基板としてはシリコンウェハーを用いた。このシリコンウェハーの表面上に、上
記合成例１で得た高次シラン組成物をスピンコート法によって塗布することにより、膜厚
０．２μｍの高次シラン化合物の被膜を形成した。
この被膜を有するシリコンウェハーを実験キットに装着し、被膜上に、上記離型処理を
施したレプリカモールドを押し付け、実験キットごと２００℃にて１０分間の加熱処理を
行った。放冷後、転写用基板をキットから取り出し、レプリカモールドを剥離した後に、
さらに３００℃にて３０分間の加熱処理を行うことにより、レプリカモールドの有するパ
ターンが転写された、干渉縞の見られるパターンを得た。
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【００４８】
上記パターンにつき、光学顕微鏡および原子間力顕微鏡を用いて観察したところ、良好
な転写が確認された。このとき撮影された３枚の光学顕微鏡写真および３枚の原子間力顕
微鏡写真を図１および図２にそれぞれ示す。これらの写真により、線幅３μｍ、高さ６５
０ｎｍのライン・アンド・スペース・パターン；直径３μｍ、深さ４００ｎｍのホール；
および直径２μｍ、深さ２５０ｎｍのホールが、いずれも良好な転写性で形成されている
ことが確認された。
上記パターンについてＸ線光電子分光分析（ＸＰＳ）によって分析したところ、ケイ素
の２ｐ軌道エネルギーに帰属されるピークが９９ｅＶに観測されたことから、このパター
ンはシリコンからなるものであることが判った。このパターンの凹凸領域外の平坦な膜領

10

域で、ＳＩＭＳによる不純物分析を行ったところ、炭素含有量は１×１０２０ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３であり、酸素含有量は１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、そして水素含有
量は６×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であった。
上記パターンの平坦領域において、擬似太陽光ランプ（ウシオ電機（株）製、「ソーラ
ＭｉｎｉＵＳＳ−４０」）を用いて明暗電導度を測定したところ、明状態において１×１
０−５Ｓ／ｃｍであり、暗状態で３×１０−１１Ｓ／ｃｍであった。
【００４９】
実施例２
上記製造例１で得たレプリカモールドに、「デュラサーフＨＤ−１１００」をスピンコ
ート法によって塗布し、次いで６０℃にて５分加熱することにより、離型処理を施した。

20

転写用基板として石英基板を用い、この基板の表面上に滴下によってシクロペンタシラ
ンを配置した。このシクロペンタシランが配置されたシリコンウェハーを実験キットに装
着し、シクロペンタシラン上に上記離型処理を施したレプリカモールドを押し付けつつ、
実験キット付属のＵＶペンライトにて波長３６５ｎｍの輝線を含む紫外線１０ｍＷ／ｃｍ
２

を５分間照射してシクロペンタシランの光重合を行った。次いで、実験キットごと２０

０℃にて３０分間の加熱処理を行った。放冷後、転写用基板をキットから取り出し、レプ
リカモールドを剥離することにより、レプリカモールドの有するパターンが転写された、
干渉縞の見られるパターンを得た。
【００５０】
上記パターンにつき、光学顕微鏡を用いて観察したところ、良好な転写が確認された。

30

このとき撮影された光学顕微鏡写真を図３に示した。この写真により、最小で線幅４μｍ
、高さ５００ｎｍのライン・アンド・スペース・パターンおよび４μｍ角の角パターンが
、いずれも良好な転写性で形成されていることが確認された。
上記パターンにつきＸＰＳにより分析したところ、ケイ素の２ｐ軌道エネルギーに帰属
されるピークが９９ｅＶに観測されたことから、このパターンはシリコンからなるもので
あることが判った。このパターンの凹凸領域外の平坦な膜領域で、ＳＩＭＳによる不純物
分析を行ったところ、炭素含有量は３×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、酸素含有量
は５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、そして水素含有量は５×１０２１ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３であった。
上記パターンの平坦領域において、実施例１と同様にして明暗電導度を測定したところ
−５

、明状態において１×１０

40

Ｓ／ｃｍであり、暗状態で２×１０

−１１

Ｓ／ｃｍであっ

た。
【００５１】
実施例３
線幅０．１〜１０μｍの異なる線幅の複数のライン・アンド・スペース・パターンと直
径０．１〜１０μｍの異なる大きさの複数のホールパターンとを有するナノインプリント
試験用のモールドであるＴＥＯＳ加工基板モールドに、「デュラサーフＨＤ−１１００」
をスピンコート法により塗布し、次いで６０℃にて５分加熱することにより、離型処理を
施した。
転写用基板としてシリコンウェハーを用い、このウェハーの表面上に、上記合成例１で
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得た高次シラン組成物をスピンコート法によって塗布することにより、膜厚０．２μｍの
高次シラン化合物の被膜を形成した。
この被膜を有するシリコンウェハーをプレス機付きナノインプリント実験装置に装着し
、被膜上に、ＴＥＯＳ加工基板モールドを圧力１×１０７Ｎ／ｍ２で押し付けた状態で、
１７０℃にて６０分間の加熱処理を行った。放冷後、加圧を除去し、加圧および加熱後の
被膜を有するシリコンウェハーおよびＴＥＯＳ加工基板モールドを取り出し、被膜上にＴ
ＥＯＳ加工基板モールドを載せたままの状態で、ホットプレート上でさらに３００℃にて
３０分間の加熱処理を行った。その後、ＴＥＯＳ加工基板モールドを静かに剥離すること
により、ＴＥＯＳ加工基板モールドの有するパターンが転写された、干渉縞の見られるパ
10

ターンを得た。
【００５２】
上記パターンにつき、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、良好な転写が確認さ
れた。このとき撮影された２枚の走査型電子顕微鏡写真を図４に示した。これらの写真に
より、線幅０．２μｍ、高さ３００ｎｍのライン・アンド・スペース・パターン；および
直径０．４μｍ、高さ０．５ｎｍのドットが、いずれも良好な転写性で形成されているこ
とが確認された。
上記パターンにつきＸＰＳにより分析したところ、ケイ素の２ｐ軌道エネルギーに帰属
されるピークが９９ｅＶに観測されたことから、このパターンはシリコンからなるもので
あることが判った。このパターンの凹凸領域外の平坦な膜領域で、ＳＩＭＳによる不純物
分析を行ったところ、炭素含有量は２×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、酸素含有量
１８

は８×１０

ａｔｏｍｓ／ｃｍ

３

20

２１

であり、そして水素含有量は４×１０

ａｔｏｍｓ

３

／ｃｍ

であった。

上記パターンの平坦領域において、実施例１と同様にして明暗電導度を測定したところ
、明状態において２×１０−５Ｓ／ｃｍであり、暗状態で３×１０−１１Ｓ／ｃｍであっ
た。
【００５３】
実施例４
密閉容器中に、実施例３で使用したのと同様のＴＥＯＳ加工基板モールドおよび（ヘプ
タデカフルオロ−１，１，２，２−テトラヒドロデシル）トリエトキシシラン（市販品、
Ｇｅｌｅｓｔ社製）を封入し、１２０℃で２時間熱処理を行った。その後、容器からＴＥ
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ＯＳ加工基板を取り出し、トルエン溶媒中で１０分間超音波洗浄を行い、次いで８０℃で
１０分間熱処理を行うことにより、ＴＥＯＳ加工基板の離型処理を施した。
転写用基板としてシリコンウェハーを用い、このウェハーの表面上に、上記合成例１で
得た高次シラン化合物のシクロオクタン溶液をスピンコート法により塗布し、膜厚０．２
μｍの高次シラン化合物の被膜を形成した。この被膜付き基板を、さらに５０℃で１０分
間加熱した。
この被膜を有するシリコンウェハーをプレス機付きナノインプリント実験装置に装着し
、被膜上に上記離型処理を施したＴＥＯＳ加工基板モールドを圧力１×１０７Ｎ／ｍ２で
押し付けた状態で、室温にて１０分間の加圧処理を行った。加圧を除去した後、加圧後の
被膜を有するシリコンウェハーおよびＴＥＯＳ加工基板モールドを実験装置から取り出し
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、被膜上にＴＥＯＳ加工基板モールドを載せたままの状態で、ホットプレート上で４００
℃にて３０分間の加熱処理を行った。その後、ＴＥＯＳ加工基板モールドを静かに剥離す
ることにより、ＴＥＯＳ加工基板モールドの有するパターンが転写された、干渉縞の見ら
れるパターンを得た。
【００５４】
上記パターンにつき、光学顕微鏡を用いて観察したところ、良好な転写が確認された。
このとき撮影された光学顕微鏡写真を図５に示した。この写真により、線幅１μｍのライ
ン・アンド・スペース・パターンが良好な転写性で形成されていることが確認された。
上記パターンにつきＸＰＳにより分析したところ、ケイ素の２ｐ軌道エネルギーに帰属
されるピークが９９ｅＶに観測されたことから、このパターンはシリコンからなるもので
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あることが判った。このパターンの凹凸領域外の平坦な膜領域で、ＳＩＭＳによる不純物
分析を行ったところ、炭素含有量は８×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、酸素含有量
は２×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であり、そして水素含有量は５×１０２１ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３であった。
上記パターンの平坦領域において、実施例１と同様にして明暗電導度を測定したところ
、明状態において２×１０−５Ｓ／ｃｍであり、暗状態で５×１０−１１Ｓ／ｃｍであっ
た。
【００５５】
実施例５
上記製造例１で得たレプリカモールドに、「デュラサーフＨＤ−１１００」をスピンコ

10

ート法により塗布し、次いで６０℃にて５分加熱することにより、離型処理を施した。
転写用基板としてシリコンウェハーを用い、このウェハーの表面上に、上記合成例１で
得た高次シラン化合物のシクロオクタン溶液をスピンコート法によって塗布することによ
り、膜厚０．２μｍの高次シラン化合物の被膜を形成した。
この被膜に、上記離型処理を施したレプリカモールドを押し付け、実験キットごと２０
０℃にて１０分間の加熱処理を行った。放冷後、転写用基板をキットから取り出してレプ
リカモールドを剥離した後、ホットプレート上で２００℃３０分加熱し、空気中でさらに
４００℃にて３０分の加熱処理を行うことにより、レプリカモールドの有するパターンが
転写された、干渉縞の見られるパターンを得た。
【００５６】

20

上記パターンにつき、光学顕微鏡を用いて観察したところ、良好な転写が確認された。
上記パターンにつきＸ線光電子分光分析（ＸＰＳ）により分析したところ、ケイ素の２
ｐ軌道エネルギーに帰属されるピークが１０３ｅＶに観測されたことから、このパターン
はシリコン酸化物からなるものであることが判った。さらにＳＩＭＳによる深さ方向の分
析により、組成が一様なシリコン酸化物膜が形成されていることが確認された。このシリ
コン酸化物膜の組成はＳｉ：Ｏ＝３３：６７（ａｔｏｍｉｃ％）であり、炭素濃度は検出
限界以下であった。
上記パターンの抵抗率は１×１０１３Ωｃｍであった。さらに、上記パターンにつきＩ
−Ｖ測定を行ったところ、８ＭＶ／ｃｍでも絶縁破壊を起こさずに良好な絶縁性を維持し
ていることが確認された。
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【００５７】
比較例１
窒素置換した石英製フラスコに、メチルトリメトキシシラン６０．９ｇ、テトラメトキ
シシラン１７７．３ｇおよびｎ−ブチルエーテル５９９．１ｇを仕込んだ。これを水浴で
６０℃に加熱した後に、２０重量％シュウ酸水溶液２．３ｇおよび超純水１６０．４ｇを
加えて６０℃で５時間撹拌下に反応を行った。この反応混合物を液量が５００ｇとなるま
で減圧下で濃縮し、原料化合物の共加水分解縮合物であるシリコーン樹脂を２０重量％含
有するｎ−ブチルエーテル溶液を得た。さらにこの溶液にｎ−ブチルエーテルを加えてシ
リコーン樹脂濃度１０重量％まで希釈することにより、シリコーン膜形成用組成物を得た
。この組成物に含まれるシリコーン樹脂についてＧＰＣにより測定したポリスチレン換算

40

の重量平均分子量は３，６００であった。
【００５８】
８インチシリコンウェハ上に、上記シリコーン膜形成用組成物をスピンコート法により
塗布し、大気中８０℃で５分間、次いで窒素下２００℃で５分間加熱したのち、さらに真
空下４２５℃で１時間加熱することにより、無色透明のガラス状膜を形成した。
得られた膜についてＸＰＳ測定により組成分析を行ったところ、この膜の組成はＳｉ：
Ｏ：Ｃ＝３０：４５：２５（ａｔｏｍｉｃ％）であった。また、この膜の抵抗率は８×１
０１０Ωｃｍであった。得られた膜についてＩ−Ｖ測定を実施したところ、５ＭＶ／ｃｍ
で絶縁破壊を起こした。
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