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企画委員会の活動	 	
企画委員長　大江　靖

　企画委員会では、年５回開催される講演会と東京、大阪で開催される入門講座の講演演題、講演
者選びに殆どの活動が費やされておりますが、講演会は会員の皆様に提供できる最大のコンテンツ
であり、企画委員としては重大な責務として、プログラムを作成していきますので、ご理解、ご協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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入会案内
　ラドテック研究会は、UV／EB表面処理・加工に
関連した技術の開発と確立を促進することを目的と
し、国際的連携と会員間の情報交換相互理解を深め、
関連した分野における調査・研究活動を行っていま
す。UV／EB表面処理加工に関する情報収集や、国内
外への発信、相互理解を望んでいる多くの分野の方々
への積極的な入会をお勧めしております。

１．研究会活動内容
　①講演会、入門講座、勉強会および見学会の開催
　②国際会議の開催
　③ニュースレターの発行（年4回）	
　④年報の作成

２．会　費
　法人会員　入会金３万円　年会費９万円
　個人会員　入会金無し　年会費１万円
　但し個人会員は学・官界関係者とする

3.問い合わせ先
			一般社団法人	ラドテック研究会
			Tel	:	03-6261-2750	Fax	:	03-6261-2751
			E-mail	:	office@radtechjapan.org

新規入会会員紹介
・住友理工株式会社
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分子構造設計が垂直配向ドメインをもたらすブロック共重合体の
自己組織化挙動		 	 	 　東工大物質理工　　○早川晃鏡

　自己組織化高分子として広く知られるブ
ロック共重合体の機能性材料への展開を
見据えた基礎研究の一環として、超微細加
工用レジストへの取り組みを例に挙げなが
ら、分子構造設計に基づく材料開発から薄
膜における自己組織化挙動を追求した。高
速原子間力顕微鏡観察、ならびに走査型電
子顕微鏡観察を駆使することにより、薄膜
におけるナノドメインの初期構造が熱処理
によって徐々に成長し、長距離配列、および基板面に対し垂直配向していく
様子を捉え明らかにした。最終的に得られた垂直配向ナノドメインは、凸部
の幅が10	nmを下回る微細構造体であった。
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第162回ラドテック研究会講演会
開催日時：2019年6月7日（金）13時〜
開催場所：大阪市立大学文化交流センターホール
講　　師：	 神戸大学大学院　　南　　秀人

富山県立大学　　竹井　　敏
大阪大学	接合科学研究所　　桐原　聡秀
大阪有機化学工業株式会社　　赤石　良一

第46回UV/EB表面加工入門講座(東京)
開催日時：2019年7月5日（金）９時3０分〜
開催場所：東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階	記念講堂
講　　師：	 大阪府立大学大学院　　白井　正充

IGMジャパン合同会社　　太田　宏史
東亞合成株式会社　　佐内　康之

早稲田大学理工学術院　　鷲尾　方一
株式会社アイ・エレクトロンビーム　　木下　　忍

金沢大学　　瀧　健太郎

今後のスケジュール
第163回講演会
開催日時：2019年8月8日（木）
	 13時〜
開催場所：東京理科大学
神楽坂キャンパス1号館17階	記念講堂
講　　師：

東京工業大学　早川　晃鏡
福井大学　廣垣　和正

産業技術総合研究所				　
秋山　陽久

量子科学技術研究開発機構			　
大山　智子

※許可なく転載を禁止します。
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企画委員会の活動

　企画委員長　大江　靖　

　企画委員会は、足利前委員長の方針を引き継いで、各種イベントの企画・実施を通して、ラドテック研究会
が、UV／EB関連技術に携われる会員の皆様にとりまして有意義な組織となることを目指しております。現在、副会
長、新事業開発部長も兼務されております有光委員（東理大）、大山委員（量研機構）、河村委員（ヘレウス）、大
江の４名構成で活動しております。昨年までは、年５回開催される講演会と東京、大阪で開催される入門講座の講演
演題、講演者選びに殆どの活動が費やされているのが実情で、基本方針である各種イベントの企画まで手が回ってお
りません。
　ラドテック研究会が会員の皆様に提供できる最大のコンテンツである講演会は、企画委員としては重大な責務と感
じプログラム選定に臨んではおりますが、世の中の進歩や皆様の興味をすべて把握できるとは思っておりませんの
で、事あるごとに皆様のご意見、ご要望を募っていきたいと常々感じております。また、１回の講演会は基本的にア
カデミア、産業界から２件ずつ計４件でプログラムを作成しております。アカデミアの皆様は、講演依頼の際、ご快
諾いただくことが殆どなのですが、産業界の場合、非公開情報等々の問題から辞退されることも見受けられます。ノ
ウハウ的なことは省いていただき、許される範囲で構いませんので、講演をお願いした際には是非お引き受けいただ
きたく、紙面を借りてお願いいたします。
　一方、講演会を益々盛り上げるために、2019年４月の講演会では、会員企業の場合、これまでの１社２名まで無
料という参加枠をなくす試みをして、講演会に来ていただける人を増やそうとしております（原稿を書いている現在
では結果がわかりませんが）。こういった施策と同時に、やはり聞きたい、役に立つ講演を企画すれば、自ずと参加
者は増えると思います。参加者が増えれば、来ていただいた方に聞きたい講演をアンケートや交流会の場で収集でき
るので、より良いプログラムを考えていければと思います。
　昨年、新規事業推進本部が有光副会長の下に発足し活動を始めましたが、今後は、企画委員会も連携して、新しい
イベントの企画に対して全面的に協力していきますので、会員皆様のご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上
げます。

分子構造設計が垂直配向ドメインをもたらす
ブロック共重合体の自己組織化挙動

東工大物質理工　○早川晃鏡
　
はじめに

　分子が自発的に寄り集まり多様な集合体をかたち作る自己組織化現象は、物質に対する学術的な興味に留まらず、
機能性材料やデバイス開発に通じることから研究者を魅了して止まない。今日では、ボトムアップテクノロジーとし
て、その使い道から求められる精密な構造制御が注目され、さらには構造と物性機能との相関に至る横断的な研究へ
の取り組みが求められている。筆者らは、高分子物質の自己組織化に興味をもち、特にブロック共重合体（BCP）が
薄膜でかたち作る数ナノから数十ナノメートルサイズのナノドメインを基盤構造とする種々の材料開発に取り組んで
いる。本稿では、次世代の超微細加工用レジストとして期待されるBCP材料開発の一環として、薄膜におけるナノド
メインの配向制御とその形成機構に関する最近の研究例を紹介する。
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微細加工用BCPレジストのsub-10	nm超微細化と垂直配向の背景

　1990年代後半から半導体集積回路の高集積化を目指した次世代の微細加工技術として、BCPリソグラフィが注目
されてきた。BCPリソグラフィは、BCPのミクロ相分離によって形成される数〜数十ナノメートルサイズの周期的ミ
クロドメイン（以下、ナノドメイン）を薄膜として半導体基板上に秩序的に配列させた後、ドメインの選択的な分解
除去、構造転写を行う微細加工技術である。BCPミクロ相分離構造の大面積、且つ長距離にわたる配列制御技術であ
る誘導自己組織化（Directed	 Self-Assembly、以下DSA）と組み合わせることにより、回路パターンの形成に信頼
性と形状多様性をもたらしてきた背景がある１。BCPドメインの垂直配向は半導体基板への構造転写を精密に行う上
で欠かせない。数あるBCPの中で、研究対象として最も取り上げられているのが、ポリスチレン（PS）とポリメタク
リル酸メチル（PMMA）で構成されたBCP（PS-b-PMMA）である。表面処理を施したシリコンウェハ上に、PS-b-
PMMAのスピンキャスト膜を形成させた後、250℃程度で数分間の熱処理を行うとナノドメインが垂直配向する。他
のBCPの多くはこの垂直配向が容易には達成できないことから、PS-b-PMMAが取り扱われる大きな理由の一つとな
っている。またドライエッチングによりPMMAドメインを簡便に除去することができ、凹凸パターンの形成を導くこ
とが可能となる。しかしながら一方で、PS-b-PMMAは本分野で求められる超微細化には不向きな材料とも言える。
現在、パターン幅は10nm以下（sub-10nm）の微細加工が求められている。PS-b-PMMAドメインの恒等周期長の
最小値は24nmという報告がある2。すなわち、パターン幅はこの周期長の半分に相当することから12-3nmが限界と
なり、sub-10nmの達成は容易ではないとされている。そこで、より微細なナノドメインが形成されるBCP材料の開
発として、比較的強い斥力相互作用が期待される多様なBCPが設計され、sub-10nm幅の微細化への適用性と薄膜に
おけるナノドメインの垂直配向制御について精力的に取り組まれている。さらに、回路パターン製造の実現に向けた
自己組織化構造欠陥の低減も避けては通れない大きな課題として取り上げられ、材料開発の一環として同時に取り組
まれている。

sub-10	nm超微細化と垂直配向を実現するBCPの開発

　BCP薄膜におけるミクロ相分離構造の垂直配向とsub-10nmパターンの形成では、BCPの分子構造設計が鍵を握
る。sub-10nm用ナノドメインの垂直配向を実現するBCPの分子設計の決め手の一つには、構成ポリマー成分の表
面自由エネルギーを近似させること、また同時に極性／無極性などの大きく対比されたポリマー成分で構成される
ことが考えられる。すなわち、両ポリマー成分の空気界面における親和性の調和と高いミクロ相分離性を生み出す
分子構造設計である。この考えに基づいて、最近筆者らが設計したフッ素とシリコン含有ポリマーによるBCPの一
例を取り上げる3-5。ポリヘドラルオリゴメリックシルセスキオキサン（POSS）を側鎖に有するポリメタクリル酸
エステル（PMAPOSS）とポリメタクリル酸2,2,2-トリフルオロエチル（PTFEMA）からなるBCP（PMAPOSS-b-
PTFEMA）である。PTFEMAの表面自由エネルギーは25.1mJm-2、PMAPOSSは28.7mJm-2を示す（いずれも研究
室における同測定条件下における実験値）。このことから、両者の空気界面への近しい親和性と共に、薄膜における
ナノドメインの垂直配向が期待される。一方で、PTFEMAはトリフルオロエチルエステル部位により特異的に高い極
性を示す。これが疎水性のPMAPOSSとの高い相分離性を導き出し、ミクロ相分離構造の微小化、すなわちsub-10	

図１　sub-10	nm超微細化用ブロック共重合体として開発されたPMAPOSS-b-PTFEMA



RadTech Japan NEWS LETTER

4

高速原子間力顕微鏡によるナノドメインの垂直配向挙動のin-situ観察

　加熱過程における膜表面のミクロ相分離構造とその構造変化について、高速原子間力顕微鏡（高速AFM，JPK	
NanoWizard	ULTRA	Speed	A	AFM）を用いたin-situ観察と解析を行った5。加熱温度範囲は25-120℃とし、2分間
で1℃の割合で基板薄膜の温度が上がるように設定した。画像は1	x	1μm2（512	x	512	pixels）の範囲で捉え、スキ
ャン速度を17.0	Hzとすることで30秒間に1枚のAFM像が取得できるように設定した（図2）。
　スピンキャスト後のas-cast薄膜（25℃）に加熱処理を施したところ、25-70℃付近までは初期構造として得られ
た周期性に乏しいランダムな構造に変化は見られなかった。すなわち、スピンキャストによって形成された初期構造
がそのまま凍結された状態であると言える。しかしながら、75℃付近を迎えた辺りから薄膜に0.7-8nm程度の高さラ
フネスを伴う構造変化と共に、ミクロ相分離構造にも変化が見受けられた。周期性に乏しく凍結されていたBCPが熱
エネルギーにより明らかに動き始めたことをAFM観察によって捉えることができた。このBCPの薄膜での挙動は100	
℃付近まで続き、その温度上昇の過程で徐々に明確なナノドメインの形成が見られるようになってきた。さらに温度

nmパターンの実現に繋がると考えた。
　PMAPOSS-b-PTFEMAの合成は、制御型ラジカル重合法の一つである可逆的付加開裂連鎖移動（RAFT）重合に
よって実施した4。バルクでのミクロ相分離構造解析の結果と得られた知見を基に、薄膜におけるラメラ構造の垂直配
向制御に取り組んだ。ポリマーは分子量（Mn）18.3kgmol-1、分子量分布1.10、PMAPOSSの体積分率0.31を示す
PMAPOSS-b-PTFEMAを用いた。バルクにおけるミクロ相分離構造はラメラであり、その恒等周期長は16.2nmで
あった（小角X線散乱解析）。
　アニーリング未処理のスピンキャスト薄膜においては、明確なミクロ相分離構造の形成は見受けられなかった。一
部、ミクロ相分離に基づくナノドメインの形成は見られるが、明らかに周期性に乏しいランダムな構造であった。そ
こで、大気下130℃にて1〜3分間の熱処理を行った。その結果、薄膜表面に明確な指紋状のパターン（恒等周期長
20nm以下）が形成されることがわかった。斜入射小角Ｘ線散乱（GI-SAXS）による構造解析、および薄膜断面の走
査型電子顕微鏡（SEM）観察の結果から、熱処理後の薄膜にはラメラ構造が垂直に配向した構造が形成されているこ
とが明らかになった。

図２　高速AFMにより観察されたPMAPOSS-b-PTFEMA薄膜の自己組織化挙動
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図３　断面SEM像に基づくPMAPOSS-b-PTFEMA薄膜のナノドメインの垂直配向挙動メインの垂直配向挙動

が110	℃を越えたところでは、線状のドメインの形成が見受けられ、同時に線状ドメインの相関長距離が明らかに長
くなる挙動を捉えることもできた。
　高速AFMの観察結果を基に、断面SEMとGI-SAXSによる構造解析を実施した（図3）。それらの解析結果を照らし
合わせたところ、薄膜表面と内部におけるミクロ相分離構造の形成に良い一致を示す興味深い結果が得られた。得ら
れたPMAPOSS-b-PTFEMAの薄膜におけるナノドメインは、基板面に対し見事に垂直に配向し、その間隔は17nm
であった。酸素プラズマにおけるドライエッチングを行ったところ、易分解性のPTFEMAドメインが完全に除去さ
れ、PMAPOSSドメインがおよそ7-8nmの凸構造として残りパターンを与えることがわかった。

おわりに

　BCPの機能性材料への展開を見据えた基礎研究の一環として、超微細加工用レジストへの取り組みを例に挙げなが
ら、分子構造設計に基づくBCPの開発と薄膜における自己組織化挙動について最近に得られた結果を紹介した。DSA
技術による欠陥のない、もしくは工業的生産で許容される範囲での欠陥レベルにおいて、BCPのミクロ相分離構造の
配列配向制御は大面積・長距離で実現する必要がある。BCPの分子構造設計に基づく一次構造から高次構造の精密制
御に一貫して取り組むことが、本分野の発展に大きく寄与することは言うまでもなく、さらには材料・デバイス開発
における新たな付加価値と機能を生み出すきっかけにもなると考えられ、重要な基盤技術として今後の発展に期待が
寄せられる。
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第162回ラドテック研究会講演会

開催日時：	2019年6月7日（金）13：00〜16：40
開催場所：	大阪市立大学文化交流センターホール
演題と講師
①13：00〜13：50
「高分子微粒子の構造制御および粒子構造体」

神戸大学	大学院工学研究科　　南　秀人

高分子微粒子は、医薬、農薬から情報、化粧品に至る
まで幅広い分野で機能性材料として応用されておりま
す。本講では、それら機能を左右する高分子微粒子の
構造制御、さらにそれら微粒子からなる粒子構造体に
ついて紹介します。

②	13：50〜14：40
「植物由来ガス透過性ポーラスモールドを用いた
　マイクロ・ナノインプリント技術」

富山県立大学	工学部医薬品工学科　　竹井　敏

植物由来ガス透過性ポーラスモールドを用いたナノ・
マイクロインプリント技術の研究進捗を発表する。現
在の主流である非ポーラスモールドに比べ、植物由来
ガス透過性ポーラスモールドは①成形不良改善、②

成形時間短縮、③複雑な成形可能、④被転写材設計容
易、⑤流動解析精度向上、及び⑥離型抵抗低減の優位
性を示した。

　14：40	〜	15：00	コーヒーブレイク

③15：00〜15：50
「紫外線レーザ照射による金属ならびに　　
　セラミクス構造体の多次元造形クチャリング」

大阪大学	接合科学研究所　　桐原　聡秀

金属やセラミック粒子を液体樹脂へ分散し、高エネル
ギーの紫外線レーザを照射すると、有機成分を分解し
つつ無機粒子を焼結できる。連続施工を経た表面処理
や立体造形による、多次元機能性構造の創製について
述べる。

④15：50〜16：40
「異種材料にも使える、高機能接着性モノマー」

大阪有機化学工業株式会社　
事業開発室先進技術研究所　　赤石	良一

謝　辞

　本研究の一部は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO	EIDECプログラムの再委託を受けて実施した
内容、JSPS科研費基盤研究（Ｂ）JP17H03113、小笠原科学技術振興財団の支援を受けて実施した内容が含まれて
います。本稿は、数多くの共同研究者、並びに研究室の学生諸氏らの研究を通じて得られた結果を含んでおり、関係
者の皆々様に心より深く御礼申し上げます。
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	 2001,	42,	9091-9095.
2.		S.	O.	Kim,	H.	H.	Solak,	M.	P.	Stoykovich,	N.	J.	Ferrier,	J.	J.	de	Pablo,	P.	F.	Nealey,	Nature,	2003,	424,	
	 411-414.
3.	 H.	Takano,	L.	Wang,	Y.	Tanaka,	R.	Maeda,	N.	Kihara,	Y.	Seino,	H	Sato,	Y.	Kawamonzen,	K.	Miyagi,	
	 S.	Minegishi,	T.	Azuma,	C.	K.	Ober,	T.	Hayakawa,	J.	Photopolym.	Sci	and	Technol.,	2016,	29(1),	11-15.
4.	 R.	Nakatani,	H.	Takano,	A.	Chandra,	Y.	Yoshimura,	L.	Wang,	Y.	Suzuki,	Y.	Tanaka,	R.	Maeda,	N.	Kihara,	
	 S.	Minegishi,	K.	Miyagi,	Y.	Kasahara,	H.	Sato,	Y.	Seino,	T.	Azuma,	H.	Yokoyama,	C.	K.	Ober,	T.	Hayakawa,
	 ACS	Appl.	Mater.	Interfaces,	2017,	9(37),	31266-31278.
5.	 A.	Chandra,	R.	Nakatani,	T.	Uchiyama,	Y.	Seino,	H.	Sato,	Y.	Kasahara,	T.	Azuma,	T.	Hayakawa,	
	 Adv.	Mater.	Interfaces,	DOI:	10.1002/admi.201801401,	in	press.
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近年、自動車材料の軽量化や実装材料のフレキシブル
化などが進み、異種材料の接合に関する重要性が増し
ている。ドーパミンなど密着性の官能基を有するUV硬
化性モノマーについて、異種接着における特性を紹介
する。

第46回UV/EB表面加工入門講座(東京)

開催日時：	2019年7月5日（金）9：30〜17：00
開催場所：	東京理科大学神楽坂キャンパス1号館
	 17階／記念講堂
演題と講師
①	9：30〜10：30	
「UV硬化技術総論」

大阪府立大学大学院　　白井　正充

②10：30〜11：30	
「光源と光重合開始剤」

IGMジャパン合同会社　　太田　宏史

　11：30〜12：40	　昼　食
③12：40〜13：40	
「モノマーと重合挙動」

東亞合成株式会社　　佐内　康之

④13：40〜14：40
「EBプロセスのメリットとその応用展開」

早稲田大学理工学術院　　鷲尾　方一

　14：40〜15：00　コーヒーブレイク

⑤15：00〜16：00	「UV/EB硬化プロセスの比較」
株式会社アイ・エレクトロンビーム　　木下　忍

⑥16：00〜17：00	
「紫外線硬化樹脂の硬化過程の測定法」

金沢大学　　瀧　健太郎
※講演タイトルは変更になる場合がございます。

今後のスケジュール
第163回講演会
開催日時：2019年8月8日（木）13時〜
開催場所：東京理科大学神楽坂キャンパス
　　　　　1号館17階／記念講堂

　東京工業大学　　早川　晃鏡
福井大学　　廣垣　和正

産業技術総合研究所　　秋山　陽久
量子科学技術研究開発機構　　大山　智子

RadTech	ASIA	2019ß
	 日　　　　時：	2019年10月17日〜10月20日
	 開　		催	　地：	中国	浙江省	杭州市
	 発表申込締切：	2019年６月15日（土）
	 概　　　　要：	RadTech	ASIA	2019では、UV/EBコーティング剤、UV-

LED、EB、自己修復、3D印刷といった様々なアプリケーショ
ンに関する研究開発が紹介されます。また中国、アメリカ、
欧州、日本、韓国、東アジアといった各地域の市場概況が紹介されます。

	 website		：	 http://radtechasia2019.csp.escience.cn/dct/page/1

	ラドテックASIA（中国）の案内
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　　UV・EB硬化の基礎としての光化学について
学ぶ良い機会でした。合宿を含め計6回の講義は
もちろん、受講生による論読とディスカッション
を通じて、光化学に対する理解が深まりました。
また、大学・企業・研究所からの先生方、事務局
の方々、受講生の方々と交流できたことを嬉しく
思っております。この縁をこれからも続けて行き
たいと思います。最後に、このような機会を作っ
てくださった関係者の皆様に厚く御礼申し上げま
す。
（太陽ホールディングス株式会社　Yeonjeong	Lim氏）

	勉強会の報告

編集後記
今月号から編集委員を務めさせていただいております山本と申します。令和最初のニュースレターはいかがでしたでし
ょうか。年号が令和になり、新しい時代の幕開けとともにラドテック研究会も更なる発展が期待されております。様
々な分野から情報を集め、多くの方に拝見していただけるよう、ニュースレターの充実に努め、更なる情報発信をして
いきたいと思います。令和最初のニュースレターを発刊するにあたり、関係者の皆様に御礼申し上げます。　（山本）

【第160回講演会報告】2019年1月29日　
東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階　記念講堂

　	 第160回ラドテック研究会講演会は産官学から4名の講師をお招きして開催いたしました。参加された聴講者は講
師の先生方の講演を熱心に聞いておりました。講演終了後のアンケートでは、60名の参加者の大半の方から｢大変有
意義だった｣もしくは｢有意義だった｣とご評価をいただきました。また、講演会への要望として、｢講演時間を短くし
て、講演者を増やしてほしい｣、｢1ページあたりの情報量が多すぎる｣、｢スライドを後程PDFでいただくことは不可
能か｣等、色々なご意見もいただきました。今後の講演会のテーマに関しても様々なご意見が寄せられ、今後の企画の
参考とし、会員の皆様のご期待に応えられるよう、講演会の充実を図っていきたいと思います。また、今回は2019
年第一回目の講演会ということで、講演会後に賀詞交歓会が開催されました。賀詞交歓会では、株式会社リコーの
2.5D立体複製画用UVインクジェットインクで作製された立体感のある絵画の複製が展示され、和やかな雰囲気の
中、活発な交流・情報交換が行われました。今後も講演会と会員同士の交流の充実に努めさせていただきたいと思い
ます。

【第161回講演会報告】2019年4月25日　
東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階　記念講堂

　	今回の講演会は約75名の聴講者が来場し､その96%が「大変有意義・有意義」の評価でした。また、講演会終了後
の交流会においては、60名の参加があり、講師の先生との交流が深められるとともに、会員相互の交流、情報交換の
場として有効に活用出来たと思います。
　なお、今回の参加者アンケ－トにおいて「講演要旨集のカラ－化」、「最近のトピックスの講演を聴きたい」等の
ご意見や興味のある分野、聴講したい講演者名等を受けています。今後の講演会の企画の参考にさせて頂き、内容、
サ－ビスの充実化に努めさせていただきたいと思います。

	講演会報告


