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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】感放射線レジスト材料のベース樹脂を製造するための高分子化合物および単量体
、ならびに高解像性かつ粗密依存性及び露光マージンに優れたレジスト材料の提供。
【解決手段】高エネルギー線又は熱に感応し、一般式（１ａ）で示される繰り返し単位の
スルホン酸を発生する高分子化合物。

（Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基。）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高エネルギー線又は熱に感応し、下記一般式（１ａ）で示される繰り返し単位のスルホ
ン酸を発生する高分子化合物。
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。）
【請求項２】
　下記一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウム塩。
【化２】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。Ｒ2、
Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１０の直鎖状又は分岐状のア
ルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もしくは非置換の炭素数６～１
８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示すか、あるいはＲ2、
Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の硫黄原子と共に環を形成し
てもよい。）
【請求項３】
　下記一般式（２）で示される繰り返し単位を含有することを特徴とする高分子化合物。
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【化３】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。Ｒ2、
Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１０の直鎖状又は分岐状のア
ルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もしくは非置換の炭素数６～１
８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示すか、あるいはＲ2、
Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の硫黄原子と共に環を形成し
てもよい。）
【請求項４】
　更に、下記一般式（３）～（６）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有す
ることを特徴とする請求項３記載の高分子化合物。

【化４】

（式中、Ｒ1は上記と同様である。Ｒ6及びＲ7はそれぞれ独立に水素原子又は水酸基を示
す。Ｘは酸不安定基を示す。Ｙはラクトン構造を有する置換基を示す。Ｚは水素原子、炭
素数１～１５のフルオロアルキル基、又は炭素数１～１５のフルオロアルコール含有置換
基を示す。）
【請求項５】
　更に、下記一般式（７）～（１０）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有
することを特徴とする請求項３又は４記載の高分子化合物。
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【化５】

（式中、Ｒ1、Ｘは上記と同様である。Ｇは酸素原子又はカルボニルオキシ基（－Ｃ（＝
Ｏ）Ｏ－）を示す。）
【請求項６】
　請求項３乃至５のいずれか１項記載の高分子化合物をベース樹脂として含有することを
特徴とするレジスト材料。
【請求項７】
　請求項３乃至５のいずれか１項記載の高分子化合物及び上記一般式（２）を含まない高
分子化合物をベース樹脂として含有することを特徴とするレジスト材料。
【請求項８】
　更に、水に不溶でアルカリ現像液に可溶な界面活性剤を含む請求項６又は７記載のレジ
スト材料。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後フォトマスクを介して高エネルギー線で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した
後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後、水に不溶でアルカリ現像液に可溶な保護膜を塗布する工程と、当該基板と投影レン
ズの間に水を挿入しフォトマスクを介して高エネルギー線で露光する工程と、必要に応じ
て加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成
方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後電子線で描画する工程と、必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工
程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（１）高エネルギー線、熱などに感応し、スルホン酸を発生する高分子化合
物、（２）光酸発生剤及びスルホン酸ポリマーの原料として有用な重合性アニオンを有す
るスルホニウム塩、（３）そのスルホニウム塩を単量体として含む高分子化合物、（４）
その高分子化合物を含有するレジスト材料及び（５）そのレジスト材料を用いたパターン
形成方法に関する。
　なお、本発明において、高エネルギー線とは、紫外線、遠紫外線、電子線、ＥＵＶ、Ｘ
線、エキシマレーザー、γ線、シンクロトロン放射線を含むものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＳＩの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められている
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中、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィー及び真空紫外線リソグラフィー
が有望視されている。中でもＡｒＦエキシマレーザー光を光源としたフォトリソグラフィ
ーは０．１３μｍ以下の超微細加工に不可欠な技術である。
【０００３】
　ＡｒＦリソグラフィーは１３０ｎｍノードのデバイス製作から部分的に使われ始め、９
０ｎｍノードデバイスからはメインのリソグラフィー技術となった。次の４５ｎｍノード
のリソグラフィー技術として、当初Ｆ2レーザーを用いた１５７ｎｍリソグラフィーが有
望視されたが、諸問題による開発遅延が指摘されたため、投影レンズとウエハーの間に水
、エチレングリコール、グリセリン等の空気より屈折率の高い液体を挿入することによっ
て、投影レンズの開口数（ＮＡ）を１．０以上に設計でき、高解像度を達成することがで
きるＡｒＦ液浸リソグラフィーが急浮上してきた（例えば、非特許文献１：Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
　Ｖｏｌ．１７，　Ｎｏ．４，　ｐ５８７（２００４）参照）。
【０００４】
　ＡｒＦリソグラフィーでは、精密かつ高価な光学系材料の劣化を防ぐために、少ない露
光量で十分な解像性を発揮できる感度の高いレジスト材料が求められており、実現する方
策としては、その各成分として波長１９３ｎｍにおいて高透明なものを選択するのが最も
一般的である。例えばベース樹脂については、ポリアクリル酸及びその誘導体、ノルボル
ネン－無水マレイン酸交互重合体、ポリノルボルネン及び開環メタセシス重合体、開環メ
タセシス重合体水素添加物等が提案されており、樹脂単体の透明性を上げるという点では
ある程度の成果を得ている。
【０００５】
　また、光酸発生剤も種々の検討がなされてきた。この場合、従来のＫｒＦエキシマレー
ザー光を光源とした化学増幅型レジスト材料に用いられてきたようなアルカンあるいはア
レーンスルホン酸を発生する光酸発生剤を上記のＡｒＦ化学増幅型レジスト材料の成分と
して用いた場合には、樹脂の酸不安定基を切断するための酸強度が十分でなく、解像が全
くできない、あるいは低感度でデバイス製造に適さないことがわかっている。
【０００６】
　このため、ＡｒＦ化学増幅型レジスト材料の光酸発生剤としては、酸強度の高いパーフ
ルオロアルカンスルホン酸を発生するものが一般的に使われている。これらのパーフルオ
ロアルカンスルホン酸を発生する光酸発生剤は既にＫｒＦレジスト材料として開発されて
きたものであり、例えば、特許文献１：特開２０００－１２２２９６号公報や特許文献２
：特開平１１－２８２１６８号公報には、パーフルオロヘキサンスルホン酸、パーフルオ
ロオクタンスルホン酸、パーフルオロ－４－エチルシクロヘキサンスルホン酸、パーフル
オロブタンスルホン酸を発生する光酸発生剤が記載されている。また新規な酸発生剤とし
て、特許文献３～５：特開２００２－２１４７７４号公報、特開２００３－１４０３３２
号公報、米国特許出願公開第２００２／０１９７５５８号明細書においてパーフルオロア
ルキルエーテルスルホン酸が発生する酸発生剤が提案されている。
【０００７】
　上記の内、パーフルオロオクタンスルホン酸誘導体（ＰＦＯＳ）は環境中での非分解性
、濃縮性などの環境問題を抱えており、代替品として各社よりフッ素の置換率を下げた部
分フッ素置換アルカンスルホン酸の開発が行われている。例えば、特許文献６：特表２０
０４－５３１７４９号公報には、α，α－ジフルオロアルケンと硫黄化合物によりα，α
－ジフルオロアルカンスルホン酸塩を開発し、露光によりこのスルホン酸を発生する光酸
発生剤、具体的にはジ（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウム＝１，１－ジフル
オロ－２－（１－ナフチル）エタンスルホネートを含有するレジスト材料が公開されてお
り、更に、特許文献７：特開２００４－２２５２号公報には、α，α，β，β－テトラフ
ルオロ－α－ヨードアルカンと硫黄化合物によるα，α，β，β－テトラフルオロアルカ
ンスルホン酸塩の開発とこのスルホン酸を発生する光酸発生剤及びレジスト材料が公開さ
れている。また、上述の特許文献３には、合成方法の記載の無いものの本文中にはジフル
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オロスルホ酢酸アルキルエステル、ジフルオロスルホ酢酸アミドなどが開示され、更に、
特許文献８：特開２００５－２６６７６６号公報には、パーフルオロアルキレンジスルホ
ニルジフルオリドから誘導されるスルホニルアミド構造を有する部分フッ素化アルカンス
ルホン酸を発生する化合物を含有する感光性組成物が開示されている。
【０００８】
　しかしながら、ピッチが２００ｎｍを下回るような微細なパターンを形成しようとする
場合、光学コントラストの異なる疎なパターン、密なパターンでの寸法差（疎密依存性）
の問題が大きくなってきた。疎密依存性の改善には低拡散性の酸を発生する光酸発生剤の
使用などである程度目的は達せられるが、満足できるものはない。パターンルールのより
一層の微細化が求められる中、感度、基板密着性、エッチング耐性において優れた性能を
発揮することに加え、解像性の劣化を伴わない、根本的な疎密依存性の改善策が必要とさ
れているのである。
【０００９】
　このような中で、感度向上を目的としてアクロイルオキシフェニルジフェニルスルホニ
ウム塩を単量体として有する高分子化合物（特許文献９：特開平４－２３０６４５号公報
）やポリヒドロキシスチレン系樹脂でのラインエッジラフネスの改善を目的として上記単
量体をベース樹脂に組み込むことが行われている（特許文献１０：特開２００５－８４３
６５号公報）。しかしながら、これらはカチオン側が高分子化合物に結合されているので
高エネルギー線照射により生じたスルホン酸は従来の光酸発生剤から生じたスルホン酸と
変わらず、上記の課題に対し満足できるものではない。また、感度向上、レジストパター
ン形状の改善を目的とし、ポリスチレンスルホン酸などアニオン側をポリマー主鎖に組み
込んだスルホニウム塩が開示されている（特許文献１１：特許第３６１３４９１号公報）
が、発生酸はいずれもアレーンスルホン酸、アルキルスルホン酸誘導体であり、発生酸の
酸強度が低いため、酸不安定基、特にＡｒＦ化学増幅型レジストの酸不安定基を切断する
には不充分である。
【００１０】
　また、液浸露光においては、露光後のレジストウエハー上に微少な水滴が残ることによ
る欠陥に起因するレジストパターン形状の不良、現像後のレジストパターンの崩壊やＴ－
ｔｏｐ形状化といった問題点があり、液浸リソグラフィーにおいても現像後に良好なレジ
ストパターンを得られるパターン形成方法が求められている。
【００１１】
　更に、ＡｒＦリソグラフィー以降の露光技術としては、電子線（ＥＢ）リソグラフィー
、Ｆ2リソグラフィー、ＥＵＶ（極紫外光）リソグラフィー、Ｘ線リソグラフィーなどが
有望視されているが、真空下（減圧下）での露光を行わなければならないことから露光中
に発生したスルホン酸が揮発し、良好なパターン形状が得られないなどの問題や揮発した
スルホン酸が露光装置へのダメージを与える可能性がある。
【００１２】
【特許文献１】特開２０００－１２２２９６号公報
【特許文献２】特開平１１－２８２１６８号公報
【特許文献３】特開２００２－２１４７７４号公報
【特許文献４】特開２００３－１４０３３２号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／０１９７５５８号明細書
【特許文献６】特表２００４－５３１７４９号公報
【特許文献７】特開２００４－２２５２号公報
【特許文献８】特開２００５－２６６７６６号公報
【特許文献９】特開平４－２３０６４５号公報
【特許文献１０】特開２００５－８４３６５号公報
【特許文献１１】特許第３６１３４９１号公報
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｖｏｌ．１７，　Ｎｏ．４，　ｐ５８７（２００４）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、ＡｒＦエキシマレーザー光等の高エネルギー
線を光源としたフォトリソグラフィーにおいて、高解像性かつマスク忠実性に優れたレジ
スト材料のベース樹脂用の単量体として有用な重合性アニオンを有するスルホニウム塩、
そのスルホニウム塩から得られる高分子化合物、その高分子化合物を含有するレジスト材
料及びそのレジスト材料を用いたパターン形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、下記一般式（１）で示
される重合性アニオンを有するスルホニウム塩が安価な工業原料から得られること、高エ
ネルギー線、熱などにより下記一般式（１ａ）で示されるスルホン酸の繰り返し単位を発
生する高分子化合物、この重合性アニオンを有するスルホニウム塩を繰り返し単位として
導入した高分子化合物をベース樹脂として用いたレジスト材料が、露光量依存性、疎密依
存性、マスク忠実性といった諸特性に優れ、この高分子化合物がレジスト材料として精密
な微細加工に極めて有効であることを知見し、本発明をなすに至った。
【００１５】
　即ち、本発明は、下記の重合性アニオンを有するスルホニウム塩及び高分子化合物、レ
ジスト材料及びパターン形成方法を提供する。
請求項１：
　高エネルギー線又は熱に感応し、下記一般式（１ａ）で示される繰り返し単位のスルホ
ン酸を発生する高分子化合物。
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。）
請求項２：
　下記一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウム塩。

【化２】
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（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。Ｒ2、
Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１０の直鎖状又は分岐状のア
ルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もしくは非置換の炭素数６～１
８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示すか、あるいはＲ2、
Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の硫黄原子と共に環を形成し
てもよい。）
請求項３：
　下記一般式（２）で示される繰り返し単位を含有することを特徴とする高分子化合物。
【化３】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。Ｒ2、
Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１０の直鎖状又は分岐状のア
ルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もしくは非置換の炭素数６～１
８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示すか、あるいはＲ2、
Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の硫黄原子と共に環を形成し
てもよい。）
請求項４：
　更に、下記一般式（３）～（６）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有す
ることを特徴とする請求項３記載の高分子化合物。

【化４】

（式中、Ｒ1は上記と同様である。Ｒ6及びＲ7はそれぞれ独立に水素原子又は水酸基を示
す。Ｘは酸不安定基を示す。Ｙはラクトン構造を有する置換基を示す。Ｚは水素原子、炭
素数１～１５のフルオロアルキル基、又は炭素数１～１５のフルオロアルコール含有置換
基を示す。）
請求項５：
　更に、下記一般式（７）～（１０）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有
することを特徴とする請求項３又は４記載の高分子化合物。
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【化５】

（式中、Ｒ1、Ｘは上記と同様である。Ｇは酸素原子又はカルボニルオキシ基（－Ｃ（＝
Ｏ）Ｏ－）を示す。）
請求項６：
　請求項３乃至５のいずれか１項記載の高分子化合物をベース樹脂として含有することを
特徴とするレジスト材料。
請求項７：
　請求項３乃至５のいずれか１項記載の高分子化合物及び上記一般式（２）を含まない高
分子化合物をベース樹脂として含有することを特徴とするレジスト材料。
請求項８：
　更に、水に不溶でアルカリ現像液に可溶な界面活性剤を含む請求項６又は７記載のレジ
スト材料。
請求項９：
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後フォトマスクを介して高エネルギー線で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した
後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。
請求項１０：
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後、水に不溶でアルカリ現像液に可溶な保護膜を塗布する工程と、当該基板と投影レン
ズの間に水を挿入しフォトマスクを介して高エネルギー線で露光する工程と、必要に応じ
て加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成
方法。
請求項１１：
　請求項６乃至８のいずれか１項記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処
理後電子線で描画する工程と、必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工
程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。
【００１６】
　なお、本発明のレジスト材料は、液浸リソグラフィーに適用することも可能である。液
浸リソグラフィーは、プリベーク後のレジスト膜と投影レンズの間に液浸媒体を挿入して
露光する。ＡｒＦ液浸リソグラフィーにおいては、液浸媒体として主に純水が用いられる
。ＮＡが１．０以上の投影レンズと組み合わせることによって、ＡｒＦリソグラフィーを
６５ｎｍノード以降まで延命させるための重要な技術であり、開発が加速されている。
【００１７】
　また、本発明のレジスト材料は、種々のシュリンク方法によって現像後のパターン寸法
を縮小することができる。例えば、サーマルフロー、ＲＥＬＡＣＳ、ＳＡＦＩＲＥ、ＷＡ
ＳＯＯＭなど既知の方法によりホールサイズをシュリンクすることができる。特にポリマ
ーＴｇが低い水素化ＲＯＭＰポリマー（シクロオレフィン開環メタセシス重合体水素添加
物）などをブレンドした場合、サーマルフローによりホールサイズを効果的に縮小するこ
とができる。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明の重合性アニオンを有するスルホニウム塩は、スルホン酸のα位及びγ位にフッ
素原子を有するため、高エネルギー線照射により酸を発生した場合に非常に強いスルホン
酸を生じるので、化学増幅型レジスト材料中の酸不安定基を効率よく切断することができ
、感放射線レジスト材料のベース樹脂を製造するための単量体として非常に有用である。
また、本発明の高分子化合物を感放射線レジスト材料のベース樹脂として用いた場合、高
解像性かつ粗密依存性及び露光マージンに優れ、この高分子化合物はレジスト材料として
精密な微細加工に極めて有効である。更にはＡｒＦ液浸露光の際の水への溶出も抑えるこ
とができるのみならず、ウエハー上に残る水の影響も少なく、欠陥も抑えることができる
。デバイス作製後のレジスト廃液処理の際には、（メタ）アクリル酸エステル部位がアル
カリ加水分解されるため、より低分子量の低蓄積性の化合物へと変換が可能であるし、燃
焼による廃棄の際もフッ素置換率が低いため、燃焼性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の紫外線、遠紫外線、電子線、ＥＵＶ、Ｘ線、エキシマレーザー、γ線、又はシ
ンクロトロン放射線の高エネルギー線や熱に感応し、スルホン酸を発生する高分子化合物
は、下記一般式（１ａ）で示される繰り返し単位を発生するものである。
【化６】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。）
【００２０】
　本発明の重合性アニオンを有するスルホニウム塩は、下記一般式（１）で示されるもの
である。
【化７】

（式中、Ｒ1は水素原子、フッ素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基を示す。Ｒ2、
Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１０の直鎖状又は分岐状のア
ルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もしくは非置換の炭素数６～１
８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示すか、あるいはＲ2、
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Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の硫黄原子と共に環を形成し
てもよい。）
【００２１】
　上記式（１）中、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は相互に独立に置換もしくは非置換の炭素数１～１
０の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基又はオキソアルキル基、又は置換もし
くは非置換の炭素数６～１８のアリール基、アラルキル基又はアリールオキソアルキル基
を示すか、あるいはＲ2、Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結合して式中の
硫黄原子と共に環を形成してもよい。
　具体的には、アルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、
ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプ
チル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロ
プロピルメチル基、４－メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、ノルボルニ
ル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、プ
ロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソア
ルキル基としては、２－オキソシクロペンチル基、２－オキソシクロヘキシル基、２－オ
キソプロピル基、２－オキソエチル基、２－シクロペンチル－２－オキソエチル基、２－
シクロヘキシル－２－オキソエチル基、２－（４－メチルシクロヘキシル）－２－オキソ
エチル基等を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、チエ
ニル基等や、４－ヒドロキシフェニル基、４－メトキシフェニル基、３－メトキシフェニ
ル基、２－メトキシフェニル基、４－エトキシフェニル基、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェ
ニル基、３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、２－メチルフェ
ニル基、３－メチルフェニル基、４－メチルフェニル基、４－エチルフェニル基、４－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニル基、４－ｎ－ブチルフェニル基、２，４－ジメチルフェニル基等
のアルキルフェニル基、メチルナフチル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、
メトキシナフチル基、エトキシナフチル基等のアルコキシナフチル基、ジメチルナフチル
基、ジエチルナフチル基等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシ
ナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル
基、１－フェニルエチル基、２－フェニルエチル基等が挙げられる。アリールオキソアル
キル基としては、２－フェニル－２－オキソエチル基、２－（１－ナフチル）－２－オキ
ソエチル基、２－（２－ナフチル）－２－オキソエチル基等の２－アリール－２－オキソ
エチル基等が挙げられる。また、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうちのいずれか２つ以上が相互に結
合して硫黄原子と共に、環状構造を形成する場合には、下記式で示される基が挙げられる
。
【００２２】
【化８】

（式中、Ｒ4は上記と同様である。）
【００２３】
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　より具体的にスルホニウムカチオンを示すと、トリフェニルスルホニウム、４－ヒドロ
キシフェニルジフェニルスルホニウム、ビス（４－ヒドロキシフェニル）フェニルスルホ
ニウム、トリス（４－ヒドロキシフェニル）スルホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェ
ニルジフェニルスルホニウム、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホ
ニウム、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、３－ｔｅｒｔ－ブト
キシフェニルジフェニルスルホニウム、ビス（３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニ
ルスルホニウム、トリス（３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、３，４－ジ
－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム、ビス（３，４－ジ－ｔｅｒｔ－
ブトキシフェニル）フェニルスルホニウム、トリス（３，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブトキシフ
ェニル）スルホニウム、ジフェニル（４－チオフェノキシフェニル）スルホニウム、４－
ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチルオキシフェニルジフェニルスルホニウム、トリス（
４－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル）スルホニウム、（４－ｔｅｒ
ｔ－ブトキシフェニル）ビス（４－ジメチルアミノフェニル）スルホニウム、トリス（４
－ジメチルアミノフェニル）スルホニウム、２－ナフチルジフェニルスルホニウム、（４
－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）ジフェニルスルホニウム、（４－ｎ－ヘキシ
ルオキシ－３，５－ジメチルフェニル）ジフェニルスルホニウム、ジメチル（２－ナフチ
ル）スルホニウム、４－ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム、４－メトキシフェニ
ルジメチルスルホニウム、トリメチルスルホニウム、２－オキソシクロヘキシルシクロヘ
キシルメチルスルホニウム、トリナフチルスルホニウム、トリベンジルスルホニウム、ジ
フェニルメチルスルホニウム、ジメチルフェニルスルホニウム、２－オキソ－２－フェニ
ルエチルチアシクロペンタニウム、ジフェニル２－チエニルスルホニウム、４－ｎ－ブト
キシナフチル－１－チアシクロペンタニウム、２－ｎ－ブトキシナフチル－１－チアシク
ロペンタニウム、４－メトキシナフチル－１－チアシクロペンタニウム、２－メトキシナ
フチル－１－チアシクロペンタニウム等が挙げられる。より好ましくはトリフェニルスル
ホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブト
キシフェニルジフェニルスルホニウム、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホ
ニウム、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、ジメチルフェニルス
ルホニウム等が挙げられる。
【００２４】
　上記一般式（１）で示される化合物として、具体的には下記のものを例示できる。
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【化９】

【００２５】
　なお、本発明の上記一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウム塩は
例示であり、本発明と同様な手法により重合性アニオンを有するヨードニウム塩、アンモ
ニウム塩なども合成することができ、後述する高分子化合物やレジスト材料、パターン形
成方法などにも適用が可能である。
【００２６】
　より具体的なヨードニウムカチオンとして、例えばジフェニルヨードニウム、ビス（４
－メチルフェニル）ヨードニウム、ビス（４－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）ヨ
ードニウム、ビス（４－（１，１－ジメチルプロピル）フェニル）ヨードニウム、（４－
（１，１－ジメチルエトキシ）フェニル）フェニルヨードニウムなどが挙げられ、アンモ
ニウム塩としては例えばトリメチルアンモニウム、トリエチルアンモニウム、トリブチル



(14) JP 2008-133448 A 2008.6.12

10

20

30

40

アンモニウム、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリニウムなどの３級アンモニウム塩や、テトラメチ
ルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムなどの４級アン
モニウム塩などが挙げられる。上述の重合性アニオンを有するヨードニウム塩及びこれを
繰り返し単位として有する高分子化合物は光酸発生効果や熱酸発生効果を有するとして用
いることができ、重合性アニオンを有するアンモニウム塩及びこれを繰り返し単位として
有する高分子化合物は熱酸発生剤として用いることができる。
【００２７】
　本発明の上記一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウム塩の合成方
法について述べる。
　本発明者らによって合成されたトリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペン
タフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネートを（メタ）アクリロイルクロリドや（
メタ）アクリル酸無水物などで塩基性条件下、反応させることにより、重合性アニオンを
有する上記一般式（１）のスルホニウム塩を得ることができる。
【００２８】
　なお、トリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロ
キシプロパンスルホネートの合成を簡単に述べる。
　中井らにより１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノールを出発原料
として開発された１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロペン－２－イルベンゾエート
に代表される１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロペン－２－イル脂肪族カルボン酸
エステルあるいは芳香族カルボン酸エステルを亜硫酸水素ナトリウムあるいは亜硫酸ナト
リウムとアゾビスイソブチロニトリルや過酸化ベンゾイル等のラジカル開始剤存在下、溶
剤として水あるいはアルコール及びその混合物中で反応させることにより、対応する１，
１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－アシルオキシプロパンスルホン酸塩あるいは１，
１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－アレーンカルボニルオキシプロパンスルホン酸塩
を得た後に、適宜スルホニウム塩とイオン交換することにより、トリフェニルスルホニウ
ム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－アシルオキシプロパンスルホネートある
いはトリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－アレーンカ
ルボニルオキシプロパンスルホネートを得ることができ、更にスルホネートのカルボン酸
エステル部位を水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリを用いて加水分解又は
アルコールと塩基を用いて加溶媒分解しすることで、目的のトリフェニルスルホニウム　
１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネートを得ること
ができる。トリフェニルスルホニウム以外のスルホニウム塩の合成も同様に行うことがで
きる。
【００２９】
　重合性アニオンを合成する反応は、公知の方法により容易に進行するが、トリフェニル
スルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネ
ートなどのスルホニウム塩を塩化メチレン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル等の溶
媒中に溶解し、トリエチルアミン、ピリジン、４－ジメチルアミノピリジン等の塩基とア
クリロイルクロリド、アクリル酸無水物、メタクロイルクロリド、メタクリル酸無水物、
２－フルオロアクリロイルクロリド、２－フルオロアクリル酸無水物、α，α，α－トリ
フルオロメタクリルクロリド、α，α，α－トリフルオロメタクリル酸無水物などの酸ク
ロリドあるいは酸無水物を順次又は同時に加え、必要に応じ、冷却あるいは加熱するなど
して行うのがよい。
【００３０】
　本発明の高分子化合物は、一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウ
ム塩から得られる繰り返し単位を含有するものである。
　一般式（１）で示される重合性アニオンを有するスルホニウム塩から得られる繰り返し
単位として、具体的には下記一般式（２）を挙げることができる。
【００３１】
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（式中、Ｒ1～Ｒ4は上記と同様である。）
【００３２】
　また、本発明の高分子化合物には、上記一般式（２）で示される化合物の繰り返し単位
に加え、下記一般式（３）～（６）で示される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有す
ることができる。
【００３３】
【化１１】

（式中、Ｒ1は上記と同様である。Ｒ6及びＲ7はそれぞれ独立に水素原子又は水酸基を示
す。Ｘは酸不安定基を示す。Ｙはラクトン構造を有する置換基を示す。Ｚは水素原子、炭
素数１～１５のフルオロアルキル基、又は炭素数１～１５のフルオロアルコール含有置換
基を示す。）
【００３４】
　上記一般式（３）で示される繰り返し単位を含有する重合体は、酸の作用で分解してカ
ルボン酸を発生し、アルカリ可溶性となる重合体を与える。酸不安定基Ｘとしては種々用
いることができるが、具体的には下記一般式（Ｌ１）～（Ｌ４）で示される基、炭素数４
～２０、好ましくは４～１５の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数１～６の
トリアルキルシリル基、炭素数４～２０のオキソアルキル基等を挙げることができる。
【００３５】
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【化１２】

【００３６】
　ここで、破線は結合手を示す（以下、同様）。
　また、式（Ｌ１）において、ＲL01、ＲL02は水素原子又は炭素数１～１８、好ましくは
１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基
、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、２－エチルヘキシル基、ｎ－オクチル基、ノル
ボルニル基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、アダマンチル基等が例
示できる。ＲL03は炭素数１～１８、好ましくは１～１０の酸素原子等のヘテロ原子を有
してもよい一価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水
素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換
されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。
【００３７】

【化１３】

【００３８】
　ＲL01とＲL02、ＲL01とＲL03、ＲL02とＲL03とは互いに結合してこれらが結合する炭素
原子や酸素原子と共に環を形成してもよく、環を形成する場合にはＲL01、ＲL02、ＲL03

はそれぞれ炭素数１～１８、好ましくは１～１０の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示
す。
【００３９】
　式（Ｌ２）において、ＲL04は炭素数４～２０、好ましくは４～１５の三級アルキル基
、各アルキル基がそれぞれ炭素数１～６のトリアルキルシリル基、炭素数４～２０のオキ
ソアルキル基又は上記一般式（Ｌ１）で示される基を示し、三級アルキル基としては、具
体的にはｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－アミル基、１，１－ジエチルプロピル基、２－
シクロペンチルプロパン－２－イル基、２－シクロヘキシルプロパン－２－イル基、２－
（ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル）プロパン－２－イル基、２－（アダマン
タン－１－イル）プロパン－２－イル基、１－エチルシクロペンチル基、１－ブチルシク
ロペンチル基、１－エチルシクロヘキシル基、１－ブチルシクロヘキシル基、１－エチル
－２－シクロペンテニル基、１－エチル－２－シクロヘキセニル基、２－メチル－２－ア
ダマンチル基、２－エチル－２－アダマンチル基等が例示でき、トリアルキルシリル基と
しては、具体的にはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチル－ｔｅｒｔ－ブ
チルシリル基等が例示でき、オキソアルキル基としては、具体的には３－オキソシクロヘ
キシル基、４－メチル－２－オキソオキサン－４－イル基、５－メチル－２－オキソオキ
ソラン－５－イル基等が例示できる。ｙは０～６の整数である。
【００４０】
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　式（Ｌ３）において、ＲL05は炭素数１～８の置換されていてもよい直鎖状、分岐状又
は環状のアルキル基又は炭素数６～２０の置換されていてもよいアリール基を示し、置換
されていてもよいアルキル基としては、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イ
ソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－アミ
ル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等の直鎖
状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、カ
ルボキシ基、アルコキシカルボニル基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基、シアノ
基、メルカプト基、アルキルチオ基、スルホ基等に置換されたもの等が例示でき、置換さ
れていてもよいアリール基としては、具体的にはフェニル基、メチルフェニル基、ナフチ
ル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基等が例示できる。ｍは０又は１、ｎ
は０、１、２、３のいずれかであり、２ｍ＋ｎ＝２又は３を満足する数である。
【００４１】
　式（Ｌ４）において、ＲL06は炭素数１～８の置換されていてもよい直鎖状、分岐状又
は環状のアルキル基又は炭素数６～２０の置換されていてもよいアリール基を示し、具体
的にはＲL05と同様のもの等が例示できる。ＲL07～ＲL16はそれぞれ独立に水素原子又は
炭素数１～１５の一価の炭化水素基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－
アミル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基、ｎ－オクチル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシ
ル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチルメチル基、シクロペンチル
エチル基、シクロペンチルブチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシルエチル基
、シクロヘキシルブチル基等の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子
の一部が水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、オキソ基、ア
ミノ基、アルキルアミノ基、シアノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、スルホ基等に置
換されたもの等が例示できる。ＲL07～ＲL16はそれらの２個が互いに結合してそれらが結
合する炭素原子と共に環を形成していてもよく（例えば、ＲL07とＲL08、ＲL07とＲL09、
ＲL08とＲL10、ＲL09とＲL10、ＲL11とＲL12、ＲL13とＲL14等）、その場合にはその結合
に関与するものは炭素数１～１５の二価の炭化水素基を示し、具体的には上記一価の炭化
水素基で例示したものから水素原子を１個除いたもの等が例示できる。また、ＲL07～ＲL

16は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介さずに結合し、二重結合を形成してもよい
（例えば、ＲL07とＲL09、ＲL09とＲL15、ＲL13とＲL15等）。
【００４２】
　上記式（Ｌ１）で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的
には下記の基が例示できる。
【化１４】

【００４３】
　上記式（Ｌ１）で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒ
ドロフラン－２－イル基、２－メチルテトラヒドロフラン－２－イル基、テトラヒドロピ
ラン－２－イル基、２－メチルテトラヒドロピラン－２－イル基等が例示できる。
【００４４】
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　上記式（Ｌ２）の酸不安定基としては、具体的にはｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル基、
ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチル基、ｔｅｒｔ－アミロキシカルボニル基、ｔｅｒｔ
－アミロキシカルボニルメチル基、１，１－ジエチルプロピルオキシカルボニル基、１，
１－ジエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、１－エチルシクロペンチルオキシカル
ボニル基、１－エチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、１－エチル－２－シク
ロペンテニルオキシカルボニル基、１－エチル－２－シクロペンテニルオキシカルボニル
メチル基、１－エトキシエトキシカルボニルメチル基、２－テトラヒドロピラニルオキシ
カルボニルメチル基、２－テトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示でき
る。
【００４５】
　上記式（Ｌ３）の酸不安定基としては、具体的には１－メチルシクロペンチル、１－エ
チルシクロペンチル、１－ｎ－プロピルシクロペンチル、１－イソプロピルシクロペンチ
ル、１－ｎ－ブチルシクロペンチル、１－ｓｅｃ－ブチルシクロペンチル、１－シクロヘ
キシルシクロペンチル、１－（４－メトキシ－ｎ－ブチル）シクロペンチル、１－メチル
シクロヘキシル、１－エチルシクロヘキシル、３－メチル－１－シクロペンテン－３－イ
ル、３－エチル－１－シクロペンテン－３－イル、３－メチル－１－シクロヘキセン－３
－イル、３－エチル－１－シクロヘキセン－３－イル等が例示できる。
【００４６】
　上記式（Ｌ４）の酸不安定基としては、下記式（Ｌ４－１）～（Ｌ４－４）で示される
基が特に好ましい。
【化１５】

【００４７】
　前記一般式（Ｌ４－１）～（Ｌ４－４）中、破線は結合位置及び結合方向を示す。ＲL4

1はそれぞれ独立に炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基等の１価炭化
水素基を示し、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブ
チル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－アミル基、ｎ－ペンチル基
、ｎ－ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。
【００４８】
　前記一般式（Ｌ４－１）～（Ｌ４－４）は、エナンチオ異性体（ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒ
）やジアステレオ異性体（ｄｉａｓｔｅｒｅｏｍｅｒ）が存在し得るが、前記一般式（Ｌ
４－１）～（Ｌ４－４）は、これらの立体異性体の全てを代表して表す。これらの立体異
性体は単独で用いてもよいし、混合物として用いてもよい。
【００４９】
　例えば、前記一般式（Ｌ４－３）は下記一般式（Ｌ４－３－１）、（Ｌ４－３－２）で
示される基から選ばれる１種又は２種の混合物を代表して表すものとする。

【化１６】

【００５０】
　また、上記一般式（Ｌ４－４）は下記一般式（Ｌ４－４－１）～（Ｌ４－４－４）で示
される基から選ばれる１種又は２種以上の混合物を代表して表すものとする。
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【化１７】

【００５１】
　上記一般式（Ｌ４－１）～（Ｌ４－４）、（Ｌ４－３－１）、（Ｌ４－３－２）及び（
Ｌ４－４－１）～（Ｌ４－４－４）は、それらのエナンチオ異性体及びエナンチオ異性体
混合物をも代表して示すものとする。
【００５２】
　なお、（Ｌ４－１）～（Ｌ４－４）、（Ｌ４－３－１）、（Ｌ４－３－２）及び（Ｌ４
－４－１）～（Ｌ４－４－４）の結合方向がそれぞれビシクロ［２．２．１］ヘプタン環
に対してｅｘｏ側であることによって、酸触媒脱離反応における高反応性が実現される（
特開２０００－３３６１２１号公報参照）。これらビシクロ［２．２．１］ヘプタン骨格
を有する３級ｅｘｏ－アルキル基を置換基とする単量体の製造において、下記一般式（Ｌ
４－１－ｅｎｄｏ）～（Ｌ４－４－ｅｎｄｏ）で示されるｅｎｄｏ－アルキル基で置換さ
れた単量体を含む場合があるが、良好な反応性の実現のためにはｅｘｏ比率が５０モル％
以上であることが好ましく、ｅｘｏ比率が８０モル％以上であることが更に好ましい。
【００５３】

【化１８】

（特開２０００－３３６１２１号公報参照）
【００５４】
　上記式（Ｌ４）の酸不安定基としては、具体的には下記の基が例示できる。

【化１９】

【００５５】
　また、炭素数４～２０の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数１～６のトリ
アルキルシリル基、炭素数４～２０のオキソアルキル基としては、具体的にはＲL04で挙
げたものと同様のもの等が例示できる。
【００５６】
　前記一般式（３）で表される繰り返し単位として具体的には下記のものを例示できるが
、これらに限定されない。
【００５７】
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【化２０】

【００５８】
【化２１】

【００５９】
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【化２２】

【００６０】
【化２３】

【００６１】
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【化２４】

【００６２】
【化２５】

【００６３】
　前記一般式（４）で表される繰り返し単位として具体的には以下のものである。
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【化２６】

【００６４】
　前記一般式（５）で表される繰り返し単位として具体的には以下のものである。
【化２７】

【００６５】
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【００６６】
【化２９】

【００６７】
　前記一般式（６）で表される繰り返し単位として具体的には以下のものである。
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【化３０】

【００６８】

【化３１】

【００６９】
　本発明の高分子化合物は、上記以外の炭素－炭素二重結合を含有する単量体から得られ
る繰り返し単位、例えば、メタクリル酸メチル、クロトン酸メチル、マレイン酸ジメチル
、イタコン酸ジメチル等の置換アクリル酸エステル類、マレイン酸、フマル酸、イタコン
酸等の不飽和カルボン酸、ノルボルネン、ノルボルネン誘導体、テトラシクロ［６．２．
１．１3,6．０2,7］ドデセン誘導体などの環状オレフィン類、無水イタコン酸等の不飽和
酸無水物、その他の単量体から得られる繰り返し単位を含んでいてもよい。
【００７０】
　なお、本発明の高分子化合物は、ＡｒＦ露光以外のリソグラフィー、例えばＫｒＦリソ
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【００７１】
　即ち、本発明の高分子化合物には、上記一般式（２）で示される化合物の繰り返し単位
に加え、更に、下記一般式（７）～（１０）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上
を含有することができ、更に上述した一般式（３）～（６）で示される繰り返し単位のい
ずれか１種以上を含有していてもよい。
【化３２】

（式中、Ｒ1、Ｘは上記と同様である。Ｇは酸素原子又はカルボニルオキシ基（－Ｃ（＝
Ｏ）Ｏ－）を示す。）
【００７２】
　上記一般式（７）で示される繰り返し単位を含有する重合体は、酸の作用で分解してフ
ェノール性水酸基及び／又はカルボン酸を発生し、アルカリ可溶性となる重合体を与える
。酸不安定基Ｘとしては種々用いることができるが、具体的には上述した一般式（Ｌ１）
～（Ｌ４）で示される基、炭素数４～２０、好ましくは４～１５の三級アルキル基、各ア
ルキル基がそれぞれ炭素数１～６のトリアルキルシリル基、炭素数４～２０のオキソアル
キル基等を挙げることができる。
【００７３】
　前記一般式（７）で表される繰り返し単位として具体的には下記のものを例示できるが
、これらに限定されない。



(27) JP 2008-133448 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

【化３３】

【００７４】
　上記一般式（１０）で示されるヒドロキシビニルナフタレンの置換位置は任意であるが
、６－ヒドロキシ－２－ビニルナフタレン、４－ヒドロキシ－１－ビニルナフタレンなど
が挙げられ、中でも６－ヒドロキシ－２－ビニルナフタレンが好ましく用いられる。
【００７５】
　更に、上記一般式（７）～（１０）で示される繰り返し単位のいずれか１種に加えて上
記一般式（３）～（６）で示される繰り返し単位の中で、特に上記一般式（３）で示され
る繰り返し単位を含有するものを好ましく用いることができる。
【００７６】
　本発明の重合性アニオンを有するスルホニウム塩を繰り返し単位として含み、上記一般
式（７）～（１０）で表される繰り返し単位のいずれか１種以上を含有する高分子化合物
には、上記以外の炭素－炭素二重結合を含有する単量体から得られる繰り返し単位、例え
ば、メタクリル酸メチル、クロトン酸メチル、マレイン酸ジメチル、イタコン酸ジメチル
等の置換アクリル酸エステル類、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン
酸、ノルボルネン、ノルボルネン誘導体、テトラシクロ［６．２．１．１3,6．０2,7］ド
デセン誘導体、ノルボルナジエン類などの環状オレフィン類、無水イタコン酸等の不飽和
酸無水物、スチレン、アセナフチレン、ビニルナフタレン、その他の単量体から得られる
繰り返し単位を含んでいてもよい。
【００７７】
　なお、本発明の高分子化合物の重量平均分子量は、１，０００～５００，０００、好ま
しくは３，０００～１００，０００である。この範囲を外れると、エッチング耐性が極端
に低下したり、露光前後の溶解速度差が確保できなくなって解像性が低下したりすること
がある。分子量の測定方法はポリスチレン換算でのゲルパーミエーションクロマトグラフ
ィー（ＧＰＣ）や光散乱法などが挙げられる。
【００７８】
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　本発明の高分子化合物において、各単量体から得られる各繰り返し単位の好ましい含有
割合は、例えば以下に示す範囲（モル％）とすることができるが、これに限定されるもの
ではない。
【００７９】
　（Ｉ）上記式（１）の単量体に基づく式（２）で示される構成単位の１種又は２種以上
を０モル％を超え１００モル％以下、好ましくは１～３０モル％、より好ましくは５～２
０モル％含有し、
（ＩＩ）上記式（３）～（６）、及び／又は（７）～（１０）で示される構成単位の１種
又は２種以上を０モル％以上１００モル％未満、好ましくは７０～９９モル％、より好ま
しくは８０～９５モル％含有し、必要に応じ、
（ＩＩＩ）その他の単量体に基づく構成単位の１種又は２種以上を０～８０モル％、好ま
しくは０～７０モル％、より好ましくは０～５０モル％含有することができる。
【００８０】
　本発明の高分子化合物の製造は、上記一般式（１）で示される化合物を第１の単量体に
、重合性二重結合を含有する化合物を第２以降の単量体に用いた共重合反応により行う。
　本発明の高分子化合物を製造する共重合反応は種々例示することができるが、好ましく
はラジカル重合、アニオン重合又は配位重合である。
【００８１】
　ラジカル重合反応の反応条件は、（ア）溶剤としてベンゼン等の炭化水素類、テトラヒ
ドロフラン等のエーテル類、エタノール等のアルコール類、又はメチルイソブチルケトン
等のケトン類を用い、（イ）重合開始剤として２，２’－アゾビスイソブチロニトリル等
のアゾ化合物、又は過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル等の過酸化物を用い、（ウ）反
応温度を０～１００℃程度に保ち、（エ）反応時間を０．５～４８時間程度とするのが好
ましいが、この範囲を外れる場合を排除するものではない。
【００８２】
　アニオン重合反応の反応条件は、（ア）溶剤としてベンゼン等の炭化水素類、テトラヒ
ドロフラン等のエーテル類、又は液体アンモニアを用い、（イ）重合開始剤としてナトリ
ウム、カリウム等の金属、ｎ－ブチルリチウム、ｓｅｃ－ブチルリチウム等のアルキル金
属、ケチル、又はグリニャール反応剤を用い、（ウ）反応温度を－７８～０℃程度に保ち
、（エ）反応時間を０．５～４８時間程度とし、（オ）停止剤としてメタノール等のプロ
トン供与性化合物、ヨウ化メチル等のハロゲン化物、その他求電子性物質を用いるのが好
ましいが、この範囲を外れる場合を排除するものではない。
【００８３】
　配位重合の反応条件は、（ア）溶剤としてｎ－ヘプタン、トルエン等の炭化水素類を用
い、（イ）触媒としてチタン等の遷移金属とアルキルアルミニウムからなるチーグラー－
ナッタ触媒、クロム及びニッケル化合物を金属酸化物に担持したフィリップス触媒、タン
グステン及びレニウム混合触媒に代表されるオレフィン－メタセシス混合触媒等を用い、
（ウ）反応温度を０～１００℃程度に保ち、（エ）反応時間を０．５～４８時間程度とす
るのが好ましいが、この範囲を外れる場合を排除するものではない。
【００８４】
　また、上記重合方法により製造した高分子化合物の酸不安定基の一部あるいは全部を脱
保護し、後述するネガ型材料に用いることができる。更には酸不安定基を脱保護した高分
子化合物に再び酸不安定基を導入し、重合時に導入した酸不安定基とは異なる置換基を導
入することもできる。
【００８５】
　例えば４－エトキシエトキシスチレンと本発明の上記一般式（１）で示される重合性ア
ニオンを有するスルホニウム塩を上述のラジカル重合により高分子化合物とし、次いで酢
酸、ピリジニウムトシレートなどによりエトキシエトキシ基を外し、ポリヒドロキシスチ
レンとのコポリマーとすることができる。これはネガ型レジスト材料のベース樹脂として
用いることができる。また、上記コポリマーのヒドロキシスチレン単位をジｔｅｒｔ－ブ
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ることにより重合時の酸不安定基（エトキシエトキシ基）とは異なる酸不安定基の導入を
することができる。
【００８６】
　本発明の高分子化合物は、レジスト材料、特に化学増幅ポジ型レジスト材料のベースポ
リマーとして好適に用いられ、本発明は、上記高分子化合物を含有するレジスト材料、と
りわけポジ型レジスト材料を提供する。
　この場合、ポジ型レジスト材料としては、
（Ａ）上記高分子化合物を含むベース樹脂、
（Ｃ）有機溶剤
必要により、更に
（Ｂ）酸発生剤、
（Ｄ）クエンチャー、
（Ｅ）界面活性剤
を含有するものが好ましい。
【００８７】
　また、本発明の高分子化合物は、化学増幅ネガ型レジスト材料のベースポリマーとして
も用いることができる。
　この場合、ネガ型レジスト材料としては、
（Ａ）上記高分子化合物を含むベース樹脂、
（Ｃ）有機溶剤、
（Ｈ）酸によって架橋する架橋剤
必要により、更に
（Ｂ）酸発生剤、
（Ｄ）クエンチャー、
（Ｅ）界面活性剤
を含有するものが好ましい。
【００８８】
　上記ポジ型レジスト材料を構成する場合、上記（Ａ）成分のベース樹脂として、本発明
の高分子化合物以外に、必要に応じて他の、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解
速度が増加する樹脂を加えてもよい。例としては、ｉ）ポリ（メタ）アクリル酸誘導体、
ｉｉ）ノルボルネン誘導体－無水マレイン酸の共重合体、ｉｉｉ）開環メタセシス重合体
の水素添加物、ｉｖ）ビニルエーテル－無水マレイン酸－（メタ）アクリル酸誘導体の共
重合体、ｖ）ポリヒドロキシスチレン誘導体などを挙げることができるが、これに限定さ
れない。
【００８９】
　ｉ）のポリ（メタ）アクリル酸誘導体は上記一般式（３）～（６）などの組み合わせに
よる高分子化合物であり、ｖ）のポリヒドロキシスチレン誘導体は上記一般式（７）～（
１０）の組み合わせ、及び（３）～（１０）の組み合わせによる高分子化合物である。こ
れら高分子化合物の酸不安定基に関る単位、例えば上記一般式（３）及び／又は（７）の
１種又は２種以上の単量体単位の含有割合は０モル％を超え８０モル％である。好ましく
は１～５０モル％、より好ましくは１０～４０モル％である。
【００９０】
　このうち、開環メタセシス重合体の水素添加物の合成法は特開２００３－６６６１２号
公報の実施例に具体的な記載がある。また、具体例としては以下の繰り返し単位を有する
ものを挙げることができるが、これに限定されない。
【００９１】
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【００９２】
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【化３５】

【００９３】
　本発明の高分子化合物と別の高分子化合物との配合比率は、１００：０～１０：９０、
特に１００：０～２０：８０の質量比の範囲内にあることが好ましい。本発明の高分子化
合物の配合比がこれより少ないと、レジスト材料として好ましい性能が得られないことが
ある。上記の配合比率を適宜変えることにより、レジスト材料の性能を調整することがで
きる。
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　なお、上記高分子化合物は１種に限らず２種以上を添加することができる。複数種の高
分子化合物を用いることにより、レジスト材料の性能を調整することができる。
【００９４】
　本発明で必要に応じて使用される（Ｂ）成分の酸発生剤として光酸発生剤を添加する場
合は、高エネルギー線照射により酸を発生する化合物であればいずれでもかまわない。好
適な光酸発生剤としてはスルホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニルジアゾメタン、Ｎ
－スルホニルオキシイミド、オキシム－Ｏ－スルホネート型酸発生剤等がある。以下に詳
述するが、これらは単独あるいは２種以上混合して用いることができる。
【００９５】
　スルホニウム塩は、スルホニウムカチオンとスルホネートあるいはビス（置換アルキル
スルホニル）イミド、トリス（置換アルキルスルホニル）メチドの塩であり、スルホニウ
ムカチオンとしてトリフェニルスルホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェニ
ルスルホニウム、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウム、トリ
ス（４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル
ジフェニルスルホニウム、ビス（３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウ
ム、トリス（３－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、３，４－ジ－ｔｅｒｔ－
ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム、ビス（３，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェ
ニル）フェニルスルホニウム、トリス（３，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スル
ホニウム、ジフェニル（４－チオフェノキシフェニル）スルホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブ
トキシカルボニルメチルオキシフェニルジフェニルスルホニウム、トリス（４－ｔｅｒｔ
－ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル）スルホニウム、（４－ｔｅｒｔ－ブトキシ
フェニル）ビス（４－ジメチルアミノフェニル）スルホニウム、トリス（４－ジメチルア
ミノフェニル）スルホニウム、４－メチルフェニルジフェニルスルホニウム、４－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム、ビス（４－メチルフェニル）フェニルスル
ホニウム、ビス（４－ｔｅｔ－ブチルフェニル）フェニルスルホニウム、トリス（４－メ
チルフェニル）スルホニウム、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホニウム、
トリス（フェニルメチル）スルホニウム、２－ナフチルジフェニルスルホニウム、ジメチ
ル（２－ナフチル）スルホニウム、４－ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウム、４－
メトキシフェニルジメチルスルホニウム、トリメチルスルホニウム、２－オキソシクロヘ
キシルシクロヘキシルメチルスルホニウム、トリナフチルスルホニウム、トリベンジルス
ルホニウム、ジフェニルメチルスルホニウム、ジメチルフェニルスルホニウム、２－オキ
ソプロピルチアシクロペンタニウム、２－オキソブチルチアシクロペンタニウム、２－オ
キソ－３，３－ジメチルブチルチアシクロペンタニウム、２－オキソ－２－フェニルエチ
ルチアシクロペンタニウム、４－ｎ－ブトキシナフチル－１－チアシクロペンタニウム、
２－ｎ－ブトキシナフチル－１－チアシクロペンタニウム等が挙げられ、スルホネートと
しては、トリフルオロメタンスルホネート、ペンタフルオロエタンスルホネート、ヘプタ
フルオロプロパンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート、トリデカフルオロヘ
キサンスルホネート、パーフルオロ（４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、ヘプタ
デカフルオロオクタンスルホネート、２，２，２－トリフルオロエタンスルホネート、ペ
ンタフルオロベンゼンスルホネート、４－（トリフルオロメチル）ベンゼンスルホネート
、４－フルオロベンゼンスルホネート、メシチレンスルホネート、２，４，６－トリイソ
プロピルベンゼンスルホネート、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、４－（
Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンスルホネート、６－（Ｐ－トルエンスルホニル
オキシ）ナフタレン－２－スルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタ
レン－１－スルホネート、５－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スル
ホネート、８－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、ナフ
タレンスルホネート、カンファースルホネート、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼ
ンスルホネート、ブタンスルホネート、メタンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－
ナフチルエタンスルホネート、１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（ノルボルナン－
２－イル）エタンスルホネート、１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（テトラシクロ
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［４．４．０．１2,5．１7,10］ドデカ－３－エン－８－イル）エタンスルホネート、２
－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，
１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスル
ホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホ
ネート、２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプ
ロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパ
ンスルホネート、２－ナフトイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパン
スルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－
ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－
１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，
１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－
２－トシルオキシプロパンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタン
スルホネート、アダマンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（
３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート
、メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ
－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフ
ルオロメタンスルホネート、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロ
メタンスルホネート等が挙げられ、ビス（置換アルキルスルホニル）イミドとしてはビス
（トリフルオロメチルスルホニル）イミド、ビス（ペンタフルオロエチルスルホニル）イ
ミド、ビス（ヘプタフルオロプロピルスルホニル）イミド、パーフルオロ（１，３－プロ
ピレンビススルホニル）イミド等が挙げられ、トリス（置換アルキルスルホニル）メチド
としてはトリス（トリフルオロメチルスルホニル）メチドが挙げられ、これらの組み合わ
せのスルホニウム塩が挙げられる。
【００９６】
　ヨードニウム塩は、ヨードニウムカチオンとスルホネートあるいはビス（置換アルキル
スルホニル）イミド、トリス（置換アルキルスルホニル）メチドの塩であり、ヨードニウ
ムカチオンとしてはジフェニルヨードニウム、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨ
ードニウム、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルフェニルヨードニウム、４－メトキシフェ
ニルフェニルヨードニウム等が挙げられ、スルホネートとしてはトリフルオロメタンスル
ホネート、ペンタフルオロエタンスルホネート、ヘプタフルオロプロパンスルホネート、
ノナフルオロブタンスルホネート、トリデカフルオロヘキサンスルホネート、パーフルオ
ロ（４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネー
ト、２，２，２－トリフルオロエタンスルホネート、ペンタフルオロベンゼンスルホネー
ト、４－（トリフルオロメチル）ベンゼンスルホネート、４－フルオロベンゼンスルホネ
ート、メシチレンスルホネート、２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホネート、
トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）
ベンゼンスルホネート、６－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－２－スルホ
ネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、５－（
Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、８－（Ｐ－トルエンス
ルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、ナフタレンスルホネート、カンファー
スルホネート、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネート、ブタンスルホネ
ート、メタンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－ナフチルエタンスルホネート、１
，１，２，２－テトラフルオロ－２－（ノルボルナン－２－イル）エタンスルホネート、
１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］
ドデカ－３－エン－８－イル）エタンスルホネート、２－ベンゾイルオキシ－１，１，３
，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ
－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－
ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサンカル
ボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３
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，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフトイル
オキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒ
ｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネ
ート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフル
オロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロ
プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパン
スルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホ
ネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタンメト
キシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタ
ン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフルオロ
メタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロ
ペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－
オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート等が挙げられ
、ビス（置換アルキルスルホニル）イミドとしてはビス（トリフルオロメチルスルホニル
）イミド、ビス（ペンタフルオロエチルスルホニル）イミド、ビス（ヘプタフルオロプロ
ピルスルホニル）イミド、パーフルオロ（１，３－プロピレンビススルホニル）イミド等
が挙げられ、トリス（置換アルキルスルホニル）メチドとしてはトリス（トリフルオロメ
チルスルホニル）メチドが挙げられ、これらの組み合わせのヨードニウム塩が挙げられる
。
【００９７】
　スルホニルジアゾメタンとしては、ビス（エチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（１
－メチルプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（２－メチルプロピルスルホニル）ジ
アゾメタン、ビス（１，１－ジメチルエチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（シクロヘ
キシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（パーフルオロイソプロピルスルホニル）ジアゾ
メタン、ビス（フェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（４－メチルフェニルスルホニ
ル）ジアゾメタン、ビス（２，４－ジメチルフェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（
４－アセチルオキシフェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（４－（メタンスルホニル
オキシ）フェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキ
シ）フェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホ
ニル）ジアゾメタン、ビス（２－メチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニル）
ジアゾメタン、ビス（２，５－ジメチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニル）
ジアゾメタン、ビス（３，５－ジメチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニル）
ジアゾメタン、ビス（２－メチル－５－イソプロピル－４－ｎ－ヘキシルオキシ）フェニ
ルスルホニルジアゾメタン、ビス（２－ナフチルスルホニル）ジアゾメタン、４－メチル
フェニルスルホニルベンゾイルジアゾメタン、ｔｅｒｔ－ブチルカルボニル－４－メチル
フェニルスルホニルジアゾメタン、２－ナフチルスルホニルベンゾイルジアゾメタン、４
－メチルフェニルスルホニル－２－ナフトイルジアゾメタン、メチルスルホニルベンゾイ
ルジアゾメタン、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル－４－メチルフェニルスルホニルジアゾ
メタン等のビススルホニルジアゾメタンとスルホニルカルボニルジアゾメタンが挙げられ
る。
【００９８】
　Ｎ－スルホニルオキシジカルボキシイミド型光酸発生剤としては、コハク酸イミド、ナ
フタレンジカルボキシイミド、フタル酸イミド、シクロヘキシルジカルボキシイミド、５
－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミド、７－オキサビシクロ［２．２．１］－５
－ヘプテン－２，３－ジカルボキシイミド等のイミド骨格とトリフルオロメタンスルホネ
ート、ペンタフルオロエタンスルホネート、ヘプタフルオロプロパンスルホネート、ノナ
フルオロブタンスルホネート、トリデカフルオロヘキサンスルホネート、パーフルオロ（
４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、
２，２，２－トリフルオロエタンスルホネート、ペンタフルオロベンゼンスルホネート、
４－（トリフルオロメチル）ベンゼンスルホネート、４－フルオロベンゼンスルホネート
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、メシチレンスルホネート、２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホネート、トル
エンスルホネート、ベンゼンスルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベン
ゼンスルホネート、６－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－２－スルホネー
ト、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、５－（Ｐ－
トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、８－（Ｐ－トルエンスルホ
ニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、ナフタレンスルホネート、カンファースル
ホネート、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネート、ブタンスルホネート
、メタンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－ナフチルエタンスルホネート、１，１
，２，２－テトラフルオロ－２－（ノルボルナン－２－イル）エタンスルホネート、１，
１，２，２－テトラフルオロ－２－（テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］ドデ
カ－３－エン－８－イル）エタンスルホネート、２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３
，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２
－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペン
タフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサンカルボニ
ルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３
，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフトイルオキ
シ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート
、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロ
プロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロ
パンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスル
ホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホネー
ト、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタンメトキシ
カルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）
メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフルオロメタ
ンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペン
タ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－オキ
ソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート等の組み合わせの
化合物が挙げられる。
【００９９】
　ベンゾインスルホネート型光酸発生剤としては、ベンゾイントシレート、ベンゾインメ
シレート、ベンゾインブタンスルホネート等が挙げられる。
【０１００】
　ピロガロールトリスルホネート型光酸発生剤としては、ピロガロール、フロログリシン
、カテコール、レゾルシノール、ヒドロキノンのヒドロキシル基の全てをトリフルオロメ
タンスルホネート、ペンタフルオロエタンスルホネート、ヘプタフルオロプロパンスルホ
ネート、ノナフルオロブタンスルホネート、トリデカフルオロヘキサンスルホネート、パ
ーフルオロ（４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンス
ルホネート、２，２，２－トリフルオロエタンスルホネート、ペンタフルオロベンゼンス
ルホネート、４－（トリフルオロメチル）ベンゼンスルホネート、４－フルオロベンゼン
スルホネート、メシチレンスルホネート、２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホ
ネート、トルエンスルホネート、ベンゼンスルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニル
オキシ）ベンゼンスルホネート、６－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－２
－スルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート
、５－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、８－（Ｐ－ト
ルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、ナフタレンスルホネート、カ
ンファースルホネート、オクタンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネート、ブタン
スルホネート、メタンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－ナフチルエタンスルホネ
ート、１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（ノルボルナン－２－イル）エタンスルホ
ネート、１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（テトラシクロ［４．４．０．１2,5．
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１7,10］ドデカ－３－エン－８－イル）エタンスルホネート、２－ベンゾイルオキシ－１
，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタ
フルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，
３，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキ
サンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１
，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナ
フトイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４
－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパン
スルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペ
ンタフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタ
フルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシ
プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパ
ンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマン
タンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルア
ダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジ
フルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ
－シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネー
ト、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート等で
置換した化合物が挙げられる。
【０１０１】
　ニトロベンジルスルホネート型光酸発生剤としては、２，４－ジニトロベンジルスルホ
ネート、２－ニトロベンジルスルホネート、２，６－ジニトロベンジルスルホネートが挙
げられ、スルホネートとしては、具体的にトリフルオロメタンスルホネート、ペンタフル
オロエタンスルホネート、ヘプタフルオロプロパンスルホネート、ノナフルオロブタンス
ルホネート、トリデカフルオロヘキサンスルホネート、パーフルオロ（４－エチルシクロ
ヘキサン）スルホネート、ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、２，２，２－トリ
フルオロエタンスルホネート、ペンタフルオロベンゼンスルホネート、４－（トリフルオ
ロメチル）ベンゼンスルホネート、４－フルオロベンゼンスルホネート、メシチレンスル
ホネート、２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホネート、トルエンスルホネート
、ベンゼンスルホネート、４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンスルホネート
、６－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－２－スルホネート、４－（Ｐ－ト
ルエンスルホニルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、５－（Ｐ－トルエンスルホニ
ルオキシ）ナフタレン－１－スルホネート、８－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ナフ
タレン－１－スルホネート、ナフタレンスルホネート、カンファースルホネート、オクタ
ンスルホネート、ドデシルベンゼンスルホネート、ブタンスルホネート、メタンスルホネ
ート、１，１－ジフルオロ－２－ナフチルエタンスルホネート、１，１，２，２－テトラ
フルオロ－２－（ノルボルナン－２－イル）エタンスルホネート、１，１，２，２－テト
ラフルオロ－２－（テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］ドデカ－３－エン－８
－イル）エタンスルホネート、２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフル
オロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（４－フェニル
ベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－
ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１
，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフル
オロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフトイルオキシ－１，１，３，
３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイル
オキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（１－アダ
ンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネ
ート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート
、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネート、１，１
，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホネート、１，１－ジフ
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ルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタンメトキシカルボニルジフル
オロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニ
ルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、
１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン－
６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－オキソ－１－アダマン
チルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート等が挙げられる。また、ベンジル側
のニトロ基をトリフルオロメチル基で置き換えた化合物も同様に用いることができる。
【０１０２】
　スルホン型光酸発生剤の例としては、ビス（フェニルスルホニル）メタン、ビス（４－
メチルフェニルスルホニル）メタン、ビス（２－ナフチルスルホニル）メタン、２，２－
ビス（フェニルスルホニル）プロパン、２，２－ビス（４－メチルフェニルスルホニル）
プロパン、２，２－ビス（２－ナフチルスルホニル）プロパン、２－メチル－２－（ｐ－
トルエンスルホニル）プロピオフェノン、２－（シクロヘキシルカルボニル）－２－（ｐ
－トルエンスルホニル）プロパン、２，４－ジメチル－２－（ｐ－トルエンスルホニル）
ペンタン－３－オン等が挙げられる。
【０１０３】
　Ｏ－アリールスルホニルオキシム化合物あるいはＯ－アルキルスルホニルオキシム化合
物（オキシムスルホネート）型光酸発生剤としては、グリオキシム誘導体型、チオフェン
やシクロヘキサジエンを介した共役系の長いオキシムスルホネート型、トリフルオロメチ
ル基のような電子吸引基で化合物の安定性を増したオキシムスルホネート型、フェニルア
セトニトリル、置換アセトニトリル誘導体を用いたオキシムスルホネート型、また、ビス
オキシムスルホネート型等が挙げられる。
【０１０４】
　グリオキシム誘導体型の光酸発生剤としては、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）
－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジフェニル
グリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジシクロヘキシルグリオキ
シム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－２，３－ペンタンジオン＝ジオキシム、
ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブ
タンスルホニル）－α－ジフェニルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）
－α－ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス－Ｏ－（メタンスルホニル）－α－ジメチル
グリオキシム、ビス－Ｏ－（トリフルオロメタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシ
ム、ビス－Ｏ－（２，２，２－トリフルオロエタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキ
シム、ビス－Ｏ－（１０－カンファースルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－
Ｏ－（ベンゼンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（４－フルオロベ
ンゼンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（４－トリフルオロメチル
ベンゼンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（キシレンスルホニル）
－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（トリフルオロメタンスルホニル）－ニオキシ
ム、ビス－Ｏ－（２，２，２－トリフルオロエタンスルホニル）－ニオキシム、ビス－Ｏ
－（１０－カンファースルホニル）－ニオキシム、ビス－Ｏ－（ベンゼンスルホニル）－
ニオキシム、ビス－Ｏ－（４－フルオロベンゼンスルホニル）－ニオキシム、ビス－Ｏ－
（４－（トリフルオロメチル）ベンゼンスルホニル）－ニオキシム、ビス－Ｏ－（キシレ
ンスルホニル）－ニオキシム等が挙げられ、更に上記骨格に２－ベンゾイルオキシ－１，
１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３
，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサ
ンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，
１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフ
トイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－
ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンス
ルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペン
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タフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプ
ロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパン
スルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタ
ンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダ
マンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフ
ルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－
シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート
、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネートを置換
した化合物が挙げられる。
【０１０５】
　チオフェンやシクロヘキサジエンを介した共役系の長いオキシムスルホネート型光酸発
生剤として、（５－（Ｐ－トルエンスルホニル）オキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－
イリデン）フェニルアセトニトリル、（５－（１０－カンファースルホニル）オキシイミ
ノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）フェニルアセトニトリル、（５－ｎ－オクタンス
ルホニルオキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）フェニルアセトニトリル、（
５－（Ｐ－トルエンスルホニル）オキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）（２
－メチルフェニル）アセトニトリル、（５－（１０－カンファースルホニル）オキシイミ
ノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）（２－メチルフェニル）アセトニトリル、（５－
ｎ－オクタンスルホニルオキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）（２－メチル
フェニル）アセトニトリル、（５－（４－（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンス
ルホニル）オキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）フェニルアセトニトリル、
（５－（２，５－ビス（Ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンスルホニル）オキシイ
ミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）フェニルアセトニトリル等が挙げられ、更に上
記骨格に２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネ
ート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プ
ロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロ
パンスルホネート、２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタ
フルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオ
キシプロパンスルホネート、２－ナフトイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオ
ロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３
，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニル
オキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオ
キシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３
－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタ
フルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオ
キシエタンスルホネート、アダマンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネー
ト、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンス
ルホネート、メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－
２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボ
ニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニル
ジフルオロメタンスルホネートを置換した化合物が挙げられる。
【０１０６】
　トリフルオロメチル基のような電子吸引基で化合物の安定性を増したオキシムスルホネ
ート型酸発生剤として、２，２，２－トリフルオロ－１－フェニルエタノン＝Ｏ－（メチ
ルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－フェニルエタノン＝Ｏ－（１
０－カンファースルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－フェニルエタノ
ン＝Ｏ－（４－メトキシベンゼンスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１
－フェニルエタノン＝Ｏ－（１－ナフチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフル
オロ－１－フェニルエタノン＝Ｏ－（２－ナフチルスルホニル）オキシム、２，２，２－
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トリフルオロ－１－フェニルエタノン＝Ｏ－（２，４，６－トリメチルフェニルスルホニ
ル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メチルフェニル）エタノン＝Ｏ－
（１０－カンファースルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メチ
ルフェニル）エタノン＝Ｏ－（メチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ
－１－（２－メチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（１０－カンファースルホニル）オキシム
、２，２，２－トリフルオロ－１－（２，４－ジメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（１０
－カンファースルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（２，４－ジメチ
ルフェニル）エタノン＝Ｏ－（１－ナフチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフ
ルオロ－１－（２，４－ジメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（２－ナフチルスルホニル）
オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（２，４，６－トリメチルフェニル）エタノ
ン＝Ｏ－（１０－カンファースルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（
２，４，６－トリメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（１－ナフチルスルホニル）オキシム
、２，２，２－トリフルオロ－１－（２，４，６－トリメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－
（２－ナフチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メトキシ
フェニル）エタノン＝Ｏ－（メチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－
１－（４－メチルチオフェニル）エタノン＝Ｏ－（メチルスルホニル）オキシム、２，２
，２－トリフルオロ－１－（３，４－ジメトキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（メチルスル
ホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メトキシフェニル）エタノン
＝Ｏ－（４－メチルフェニルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（
４－メトキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（４－メトキシフェニルスルホニル）オキシム、
２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メトキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（４－ドデシ
ルフェニルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メトキシフェ
ニル）エタノン＝Ｏ－（オクチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１
－（４－チオメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（４－メトキシフェニルスルホニル）オキ
シム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－チオメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（４
－ドデシルフェニルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－チオ
メチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（オクチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフ
ルオロ－１－（４－チオメチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（２－ナフチルスルホニル）オ
キシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（２－メチルフェニル）エタノン＝Ｏ－（メチ
ルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メチルフェニル）エタ
ノン＝Ｏ－（フェニルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－ク
ロロフェニル）エタノン＝Ｏ－（フェニルスルホニル）オキシム、２，２，３，３，４，
４，４－ヘプタフルオロ－１－フェニルブタノン＝Ｏ－（１０－カンファースルホニル）
オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（１－ナフチル）エタノン＝Ｏ－（メチルス
ルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（２－ナフチル）エタノン＝Ｏ－
（メチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－ベンジルフェニ
ル）エタノン＝Ｏ－（メチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（
４－（フェニル－１，４－ジオキサ－ブト－１－イル）フェニル）エタノン＝Ｏ－（メチ
ルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（１－ナフチル）エタノン＝
Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（２－ナフチル
）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（
４－ベンジルフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－
トリフルオロ－１－（４－メチルスルホニルフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホ
ニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－メチルスルホニルオキシフェニ
ルエタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（
４－メチルカルボニルオキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム
、２，２，２－トリフルオロ－１－（６Ｈ，７Ｈ－５，８－ジオキソナフト－２－イル）
エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４
－メトキシカルボニルメトキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシ
ム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－（メトキシカルボニル）－（４－アミノ－１
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－オキサ－ペンタ－１－イル）フェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシ
ム、２，２，２－トリフルオロ－１－（３，５－ジメチル－４－エトキシフェニル）エタ
ノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－ベ
ンジルオキシフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，２－
トリフルオロ－１－（２－チオフェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホネート）オキ
シム、及び２，２，２－トリフルオロ－１－（１－ジオキサチオフェン－２－イル）エタ
ノン＝Ｏ－（プロピルスルホネート）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－
（３－（４－（２，２，２－トリフルオロ－１－（トリフルオロメタンスルホニルオキシ
イミノ）エチル）フェノキシ）プロポキシ）フェニル）エタノン＝Ｏ－（トリフルオロメ
タンスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－（３－（４－（２，
２，２－トリフルオロ－１－（１－プロパンスルホニルオキシイミノ）エチル）フェノキ
シ）プロポキシ）フェニル）エタノン＝Ｏ－（プロピルスルホニル）オキシム、２，２，
２－トリフルオロ－１－（４－（３－（４－（２，２，２－トリフルオロ－１－（１－ブ
タンスルホニルオキシイミノ）エチル）フェノキシ）プロポキシ）フェニル）エタノン＝
Ｏ－（ブチルスルホニル）オキシム、２，２，２－トリフルオロ－１－（４－（３－（４
－（２，２，２－トリフルオロ－１－（４－（４－メチルフェニルスルホニルオキシ）フ
ェニルスルホニルオキシイミノ）エチル）フェノキシ）プロポキシ）フェニル）エタノン
＝Ｏ－（４－（４－メチルフェニルスルホニルオキシ）フェニルスルホニル）オキシム、
２，２，２－トリフルオロ－１－（４－（３－（４－（２，２，２－トリフルオロ－１－
（２，５－ビス（４－メチルフェニルスルホニルオキシ）ベンゼンスルホニルオキシ）フ
ェニルスルホニルオキシイミノ）エチル）フェノキシ）プロポキシ）フェニル）エタノン
＝Ｏ－（２，５－ビス（４－メチルフェニルスルホニルオキシ）ベンゼンスルホニルオキ
シ）フェニルスルホニル）オキシム等が挙げられ、更に上記骨格に２－ベンゾイルオキシ
－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペ
ンタフルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，
３，３，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロ
ヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート
、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２
－ナフトイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－
（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロ
パンスルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３
－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペ
ンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロ
キシプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプ
ロパンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダ
マンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチ
ルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニ
ルジフルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－
２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホ
ネート、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート
を置換した化合物が挙げられる。
【０１０７】
　また、下記式（Ｏｘ－１）で示されるオキシムスルホネートが挙げられる。
【化３６】

（上記式中、Ｒ401は置換又は非置換の炭素数１～１０のハロアルキルスルホニル又はハ
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ロベンゼンスルホニル基を表す。Ｒ402は炭素数１～１１のハロアルキル基を表す。Ａｒ4

01は置換又は非置換の芳香族基又はヘテロ芳香族基を表す。）
【０１０８】
　具体的には、２－（２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１－（ノナフ
ルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ペンチル）フルオレン、２－（２，２，３，３，
４，４－ペンタフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ブチル）
フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６－デカフルオロ－１－（ノ
ナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ヘキシル）フルオレン、２－（２，２，３，
３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミ
ノ）ペンチル）－４－ビフェニル、２－（２，２，３，３，４，４－ペンタフルオロ－１
－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ブチル）－４－ビフェニル、２－（２
，２，３，３，４，４，５，５，６，６－デカフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスル
ホニルオキシイミノ）ヘキシル）－４－ビフェニルなどが挙げられ、更に上記骨格に２－
ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１
，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホ
ネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネ
ート、２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロ
パンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパン
スルホネート、２－ナフトイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンス
ルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペ
ンタフルオロプロパンスルホネート、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１
，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１
，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフル
オロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２
－トシルオキシプロパンスルホネート、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンス
ルホネート、アダマンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３
－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、
メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－
３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフル
オロメタンスルホネート、４－オキソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメ
タンスルホネートを置換した化合物が挙げられる。
【０１０９】
　置換アセトニトリル誘導体を用いたオキシムスルホネート型として、α－（ｐ－トルエ
ンスルホニルオキシイミノ）－フェニルアセトニトリル、α－（ｐ－クロロベンゼンスル
ホニルオキシイミノ）－フェニルアセトニトリル、α－（４－ニトロベンゼンスルホニル
オキシイミノ）－フェニルアセトニトリル、α－（４－ニトロ－２－トリフルオロメチル
ベンゼンスルホニルオキシイミノ）－フェニルアセトニトリル、α－（ベンゼンスルホニ
ルオキシイミノ）－４－クロロフェニルアセトニトリル、α－（ベンゼンスルホニルオキ
シイミノ）－２，４－ジクロロフェニルアセトニトリル、α－（ベンゼンスルホニルオキ
シイミノ）－２，６－ジクロロフェニルアセトニトリル、α－（ベンゼンスルホニルオキ
シイミノ）－４－メトキシフェニルアセトニトリル、α－（２－クロロベンゼンスルホニ
ルオキシイミノ）－４－メトキシフェニルアセトニトリル、α－（ベンゼンスルホニルオ
キシイミノ）－２－チエニルアセトニトリル、α－（４－ドデシルベンゼンスルホニルオ
キシイミノ）－フェニルアセトニトリル、α－（（４－トルエンスルホニルオキシイミノ
）－４－メトキシフェニル）アセトニトリル、α－（（ドデシルベンゼンスルホニルオキ
シイミノ）－４－メトキシフェニル）アセトニトリル、α－（トシルオキシイミノ）－３
－チエニルアセトニトリル、α－（メチルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロペンテ
ニルアセトニトリル、α－（エチルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロペンテニルア
セトニトリル、α－（イソプロピルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロペンテニルア
セトニトリル、α－（ｎ－ブチルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロペンテニルアセ
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トニトリル、α－（エチルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロヘキセニルアセトニト
リル、α－（イソプロピルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロヘキセニルアセトニト
リル、α－（ｎ－ブチルスルホニルオキシイミノ）－１－シクロヘキセニルアセトニトリ
ル等が挙げられ、更に上記骨格に２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（４－フェニ
ルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２
－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，
１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフトイルオキシ－１，１，３
，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゾイ
ルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（１－ア
ダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホ
ネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネー
ト、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスルホネート、１，
１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホネート、１，１－ジ
フルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタンメトキシカルボニルジフ
ルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボ
ニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート
、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペンタ［ｂ］フラン
－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－オキソ－１－アダマ
ンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネートを置換した化合物が挙げられる。
【０１１０】
　また、ビスオキシムスルホネートとして、ビス（α－（ｐ－トルエンスルホニルオキシ
）イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（ベンゼンスルホニルオキシ
）イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（メタンスルホニルオキシ）
イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリルビス（α－（ブタンスルホニルオキシ）イミ
ノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（１０－カンファースルホニルオキ
シ）イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（トリフルオロメタンスル
ホニルオキシ）イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（４－メトキシ
ベンゼンスルホニルオキシ）イミノ）－ｐ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（
ｐ－トルエンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α
－（ベンゼンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α
－（メタンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－
（ブタンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニトリル、ビス（α－（
１０－カンファースルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニトリル、ビス
（α－（トリフルオロメタンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレンジアセトニト
リル、ビス（α－（４－メトキシベンゼンスルホニルオキシ）イミノ）－ｍ－フェニレン
ジアセトニトリル等が挙げられ、更に上記骨格に２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３
，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２
－（４－フェニルベンゾイルオキシ）プロパンスルホネート、１，１，３，３，３－ペン
タフルオロ－２－ピバロイルオキシプロパンスルホネート、２－シクロヘキサンカルボニ
ルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、１，１，３，３
，３－ペンタフルオロ－２－フロイルオキシプロパンスルホネート、２－ナフトイルオキ
シ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルベンゾイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート
、２－（１－アダンマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロ
プロパンスルホネート、２－アセチルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロ
パンスルホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－ヒドロキシプロパンスル
ホネート、１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－トシルオキシプロパンスルホネー
ト、１，１－ジフルオロ－２－トシルオキシエタンスルホネート、アダマンタンメトキシ
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カルボニルジフルオロメタンスルホネート、１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）
メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、メトキシカルボニルジフルオロメタ
ンスルホネート、１－（ヘキサヒドロ－２－オキソ－３，５－メタノ－２Ｈ－シクロペン
タ［ｂ］フラン－６－イルオキシカルボニル）ジフルオロメタンスルホネート、４－オキ
ソ－１－アダマンチルオキシカルボニルジフルオロメタンスルホネートを置換した化合物
が挙げられる。
【０１１１】
　ＫｒＦエキシマレーザー用のレジスト材料として上記（Ｂ）成分の光酸発生剤を必要に
応じて用いる場合には、スルホニウム塩、ビススルホニルジアゾメタン、Ｎ－スルホニル
オキシイミド、オキシム－Ｏ－スルホネートが好ましい。具体的にはトリフェニルスルホ
ニウム＝ｐ－トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝カンファースルホネー
ト、トリフェニルスルホニウム＝ペンタフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルス
ルホニウム＝ノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝４－（ｐ－
トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２，４
，６－トリイソプロピルベンゼンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェ
ニルスルホニウム＝ｐ－トルエンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェ
ニルスルホニウム＝カンファースルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェニ
ルスルホニウム＝４－（ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンスルホネート、４－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝カンファースルホネート、トリス（４
－メチルフェニル）スルホニウム＝カンファースルホネート、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェニル）スルホニウム＝カンファースルホネート、ビス（ｔｅｒｔ－ブチルスルホ
ニル）ジアゾメタン、ビス（シクロへキシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（２，４－
ジメチルフェニルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルス
ルホニル）ジアゾメタン、ビス（２－メチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニ
ル）ジアゾメタン、ビス（２，５－ジメチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニ
ル）ジアゾメタン、ビス（３，５－ジメチル－４－ｎ－ヘキシルオキシフェニルスルホニ
ル）ジアゾメタン、ビス（２－メチル－５－イソプロピル－４－ｎ－ヘキシルオキシ）フ
ェニルスルホニルジアゾメタン、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルスルホニル）ジア
ゾメタン、Ｎ－カンファースルホニルオキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸
イミド、Ｎ－ｐ－トルエンスルホニルオキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸
イミド、（５－（１０－カンファースルホニル）オキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－
イリデン）（２－メチルフェニル）アセトニトリル、（５－（ｐ－トルエンスルホニル）
オキシイミノ－５Ｈ－チオフェン－２－イリデン）（２－メチルフェニル）アセトニトリ
ル等が挙げられる。
【０１１２】
　また、ＡｒＦエキシマレーザー用のレジスト材料として上記（Ｂ）成分の光酸発生剤を
必要に応じて用いる場合には、スルホニウム塩あるいはオキシム－Ｏ－スルホネートが好
ましい。具体的にはトリフェニルスルホニウム＝トリフルオロメタンスルホネート、トリ
フェニルスルホニウム＝ペンタフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム
＝ヘプタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝ノナフルオロブタ
ンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝トリデカフルオロヘキサンスルホネート、
トリフェニルスルホニウム＝ヘプタデカフルオロオクタンスルホネート、トリフェニルス
ルホニウム＝パーフルオロ（４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、４－メチルフェ
ニルジフェニルスルホニウム＝ノナフルオロブタンスルホネート、２－オキソ－２－フェ
ニルエチルチアシクロペンタニウム＝ノナフルオロブタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝ノナフルオロブタンスルホネート、４－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝パーフルオロ（４－エチルシクロヘキサン
）スルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝ヘプタフルオ
ロオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝１，１－ジフルオロ－２－ナフチ
ルエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝１，１，２，２－テトラフルオロ－
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２－（ノルボルナン－２－イル）エタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－
ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフ
ェニルスルホニウム＝１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（ピバロイルオキシ）
プロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－（シクロヘキサンカルボニルオ
キシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスル
ホニウム＝２－（２－ナフトイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパ
ンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－（１－アダマンタンカルボニルオキシ
）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニ
ウム＝２－ヒドロキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、ト
リフェニルスルホニウム＝アダマンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネー
ト、トリフェニルスルホニウム＝１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカ
ルボニルジフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝メトキシカルボニ
ルジフルオロメタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウ
ム＝２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート
、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝１，１，３，３，３－ペンタ
フルオロ－２－（ピバロイルオキシ）プロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ニルジフェニルスルホニウム＝２－（シクロヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，３，
３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニ
ルスルホニウム＝２－（２－ナフトイルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロ
プロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－（
１－アダマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンス
ルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－ヒドロキシ－
１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ニルジフェニルスルホニウム＝アダマンタンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホ
ネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝１－（３－ヒドロキシ
メチルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ
－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホ
ネート、２－オキソ－２－フェニルエチルチアシクロペンタニウム＝２－ベンゾイルオキ
シ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、２－オキソ－２－フェ
ニルエチルチアシクロペンタニウム＝２－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３
，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝パーフル
オロ（１，３－プロピレンビススルホニル）イミド、トリフェニルスルホニウム＝ビス（
ペンタフルオロエチルスルホニル）イミド、２－（２，２，３，３，４，４，５，５－オ
クタフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ペンチル）フルオレ
ン、２－（２，２，３，３，４，４－ペンタフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホ
ニルオキシイミノ）ブチル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，
６－デカフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ヘキシル）フル
オレン、２－（２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１－（２－（シクロ
ヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホニル
オキシイミノ）ペンチル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４－ペンタフルオロ
－１－（２－（シクロヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオ
ロプロパンスルホニルオキシイミノ）ブチル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，
４，５，５，６，６－デカフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ
）ヘキシル）フルオレン等が挙げられる。
【０１１３】
　また、ＡｒＦ液浸レジスト材料として上記（Ｂ）成分の光酸発生剤を必要に応じて用い
る場合には、スルホニウム塩あるいはオキシム－Ｏ－スルホネートが好ましい。具体的に
はトリフェニルスルホニウム＝ノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニ
ウム＝トリデカフルオロヘキサンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝ヘプタデカ
フルオロオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝パーフルオロ（４－エチル
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シクロヘキサン）スルホネート、４－メチルフェニルジフェニルスルホニウム＝ノナフル
オロブタンスルホネート、２－オキソ－２－フェニルエチルチアシクロペンタニウム＝ノ
ナフルオロブタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム
＝ノナフルオロブタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニ
ウム＝パーフルオロ（４－エチルシクロヘキサン）スルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニルジフェニルスルホニウム＝ヘプタフルオロオクタンスルホネート、トリフェニル
スルホニウム＝１，１－ジフルオロ－２－ナフチルエタンスルホネート、トリフェニルス
ルホニウム＝１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（ノルボルナン－２－イル）エタン
スルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３
－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝１，１，３，３，
３－ペンタフルオロ－２－（ピバロイルオキシ）プロパンスルホネート、トリフェニルス
ルホニウム＝２－（シクロヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－（２－ナフトイルオキシ
）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニ
ウム＝２－（１－アダマンタンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオ
ロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝２－ヒドロキシ－１，１，３，３
，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝アダマンタン
メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム＝１－（
３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート
、トリフェニルスルホニウム＝メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、４－
ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－ベンゾイルオキシ－１，１，３
，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェ
ニルスルホニウム＝１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－（ピバロイルオキシ）プ
ロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－（シ
クロヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホ
ネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－（２－ナフトイル
オキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝２－（１－アダマンタンカルボニルオキシ）－
１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ニルジフェニルスルホニウム＝２－ヒドロキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプ
ロパンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム＝アダマン
タンメトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル
ジフェニルスルホニウム＝１－（３－ヒドロキシメチルアダマンタン）メトキシカルボニ
ルジフルオロメタンスルホネート、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウ
ム＝メトキシカルボニルジフルオロメタンスルホネート、２－オキソ－２－フェニルエチ
ルチアシクロペンタニウム＝２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオ
ロプロパンスルホネート、２－オキソ－２－フェニルエチルチアシクロペンタニウム＝２
－シクロヘキサンカルボニルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスル
ホネート、トリフェニルスルホニウム＝パーフルオロ（１，３－プロピレンビススルホニ
ル）イミド、トリフェニルスルホニウム＝ビス（ペンタフルオロエチルスルホニル）イミ
ド、２－（２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１－（ノナフルオロブチ
ルスルホニルオキシイミノ）ペンチル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４－ペ
ンタフルオロ－１－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ブチル）フルオレン
、２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６－デカフルオロ－１－（ノナフルオロ
ブチルスルホニルオキシイミノ）ヘキシル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４
，５，５－オクタフルオロ－１－（２－（シクロヘキサンカルボニルオキシ）－１，１，
３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホニルオキシイミノ）ペンチル）フルオレン、
２－（２，２，３，３，４，４－ペンタフルオロ－１－（２－（シクロヘキサンカルボニ
ルオキシ）－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパンスルホニルオキシイミノ）ブ
チル）フルオレン、２－（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６－デカフルオロ－１
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－（ノナフルオロブチルスルホニルオキシイミノ）ヘキシル）フルオレン等が挙げられる
。
【０１１４】
　本発明の化学増幅型レジスト材料における（Ｂ）成分の光酸発生剤の添加量は、本発明
の効果を妨げない範囲であればいずれでもよいが、レジスト材料中のベース樹脂１００部
（質量部、以下同様）に対し０．１～１０部、好ましくは０．１～５部である。（Ｂ）成
分の光酸発生剤の割合が多すぎる場合には、解像性の劣化や、現像／レジスト剥離時の異
物の問題が起きる可能性がある。上記（Ｂ）成分の光酸発生剤は、単独でも２種以上混合
して用いることもできる。更に、露光波長における透過率が低い光酸発生剤を用い、その
添加量でレジスト膜中の透過率を制御することもできる。
【０１１５】
　なお、光酸発生剤がいわゆる弱酸を発生するオニウム塩である場合、酸拡散制御の機能
を持たせることもできる。即ち、本発明の高分子化合物は強酸を発生するので弱酸（例え
ばフッ素置換されていないスルホン酸もしくはカルボン酸）を発生するオニウム塩を混合
して用いた場合、高エネルギー線照射により本発明の高分子化合物から生じた強酸が未反
応の弱酸アニオンを有するオニウム塩と衝突すると塩交換により弱酸を放出し強酸アニオ
ンを有するオニウム塩を生じる。この過程で強酸がより触媒能の低い弱酸に交換されるた
め見かけ上、酸が失活して酸拡散の制御を行うことができる。
　ここで強酸を発生するオニウム塩と弱酸を発生するオニウム塩を混合して用いた場合、
上記のように強酸が弱酸に交換することはできるが、弱酸は未反応の強酸を発生するオニ
ウム塩と衝突して塩交換を行うことはできない。これらはオニウムカチオンがより強酸の
アニオンとイオン対を形成し易いとの現象に起因する。
【０１１６】
　また、本発明のレジスト材料に、酸により分解し酸を発生する化合物（酸増殖化合物）
を添加してもよい。これらの化合物については、Ｊ．Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．ａ
ｎｄ　Ｔｅｃｈ．，８．４３－４４，４５－４６（１９９５）、Ｊ．Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙ
ｍ．Ｓｃｉ．ａｎｄ　Ｔｅｃｈ．，９．２９－３０（１９９６）において記載されている
。
【０１１７】
　酸増殖化合物の例としては、ｔｅｒｔ－ブチル－２－メチル－２－トシロキシメチルア
セトアセテート、２－フェニル－２－（２－トシロキシエチル）－１，３－ジオキソラン
等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。公知の光酸発生剤の中で安定性、
特に熱安定性に劣る化合物は酸増殖化合物的な性質を示す場合が多い。
【０１１８】
　本発明のレジスト材料における酸増殖化合物の添加量としては、レジスト材料中のベー
ス樹脂１００部に対し２部以下、好ましくは１部以下である。添加量が多すぎる場合は拡
散の制御が難しく、解像性の劣化、パターン形状の劣化が起こる。
【０１１９】
　本発明で使用される（Ｃ）成分の有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の
添加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。このような有機溶剤としては、
例えば、シクロヘキサノン、メチルアミルケトン等のケトン類、３－メトキシブタノール
、３－メチル－３－メトキシブタノール、１－メトキシ－２－プロパノール、１－エトキ
シ－２－プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エ
チレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチ
レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテ
ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピル
ビン酸エチル、酢酸ブチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン
酸エチル、酢酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピオン酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピレングリコー
ルモノｔｅｒｔ－ブチルエーテルアセテート等のエステル類、γ－ブチロラクトン等のラ
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クトン類が挙げられ、これらの１種を単独で又は２種以上を混合して使用することができ
るが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジス
ト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチルエーテルや
１－エトキシ－２－プロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
及びその混合溶剤が好ましく使用される。
【０１２０】
　有機溶剤の使用量は、ベース樹脂１００部に対して２００～１，０００部、特に４００
～８００部が好適である。
【０１２１】
　更に、本発明のレジスト材料には、クエンチャー（Ｄ）を１種又は２種以上配合するこ
とができる。
　クエンチャーとは、本技術分野において広く一般的に用いられる用語であり、酸発生剤
より発生する酸などがレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合
物を言う。クエンチャーの配合により、レジスト感度の調整が容易となることに加え、レ
ジスト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制した
り、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向上すること
ができる。
【０１２２】
　このようなクエンチャーとしては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成ア
ミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホ
ニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有
する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド類、イミド類、カーバメート類、
アンモニウム塩類等が挙げられる。
【０１２３】
　具体的には、第一級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エチルアミ
ン、ｎ－プロピルアミン、イソプロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、イソブチルアミン、
ｓｅｃ－ブチルアミン、ｔｅｒｔ－ブチルアミン、ペンチルアミン、ｔｅｒｔ－アミルア
ミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、ヘプチルアミン
、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチ
レンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂
肪族アミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ－ｎ－プロピルアミン、ジイ
ソプロピルアミン、ジ－ｎ－ブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジ－ｓｅｃ－ブチルア
ミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシ
ルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、ジ
ドデシルアミン、ジセチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルメチレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラエチレンペンタミン等が例示され、第三級
の脂肪族アミン類として、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－プロピルア
ミン、トリイソプロピルアミン、トリ－ｎ－ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリ
－ｓｅｃ－ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミン、トリヘキシ
ルアミン、トリシクロヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリ
ノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリセチルアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ
’，Ｎ’－テトラメチルメチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレン
ジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルテトラエチレンペンタミン等が例示される
。
【０１２４】
　また、混成アミン類としては、例えばジメチルエチルアミン、メチルエチルプロピルア
ミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミン等が例示される。芳
香族アミン類及び複素環アミン類の具体例としては、アニリン誘導体（例えばアニリン、
Ｎ－メチルアニリン、Ｎ－エチルアニリン、Ｎ－プロピルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
ニリン、Ｎ，Ｎ－ビス（ヒドロキシエチル）アニリン、２－メチルアニリン、３－メチル
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アニリン、４－メチルアニリン、エチルアニリン、プロピルアニリン、ジメチルアニリン
、２，６－ジイソプロピルアニリン、トリメチルアニリン、２－ニトロアニリン、３－ニ
トロアニリン、４－ニトロアニリン、２，４－ジニトロアニリン、２，６－ジニトロアニ
リン、３，５－ジニトロアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルトルイジン等）、ジフェニル（ｐ－
トリル）アミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、
ナフチルアミン、ジアミノナフタレン、ピロール誘導体（例えばピロール－２Ｈ－ピロー
ル、１－メチルピロール、２，４－ジメチルピロール、２，５－ジメチルピロール、Ｎ－
メチルピロール等）、オキサゾール誘導体（例えばオキサゾール、イソオキサゾール等）
、チアゾール誘導体（例えばチアゾール、イソチアゾール等）、イミダゾール誘導体（例
えばイミダゾール、４－メチルイミダゾール、４－メチル－２－フェニルイミダゾール等
）、ピラゾール誘導体、フラザン誘導体、ピロリン誘導体（例えばピロリン、２－メチル
－１－ピロリン等）、ピロリジン誘導体（例えばピロリジン、Ｎ－メチルピロリジン、ピ
ロリジノン、Ｎ－メチルピロリドン等）、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導体、
ピリジン誘導体（例えばピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロピルピリジン
、ブチルピリジン、４－（１－ブチルペンチル）ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチ
ルピリジン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、３－メチル－２－フェニルピリジ
ン、４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキシ
ピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、４－ピロリジノピリジン、２－（１
－エチルプロピル）ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等）、ピリダジ
ン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体
、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソイ
ンドール誘導体、１Ｈ－インダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体（例え
ばキノリン、３－キノリンカルボニトリル等）、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体
、キナゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテリジ
ン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジ
ン誘導体、１，１０－フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グ
アニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。
【０１２５】
　更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、例えばアミノ安息香酸、インドー
ルカルボン酸、アミノ酸誘導体（例えばニコチン酸、アラニン、アルギニン、アスパラギ
ン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ
ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジン、３－アミノピラジン－２－カ
ルボン酸、メトキシアラニン）等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化合物として
３－ピリジンスルホン酸等が例示され、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニ
ル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物としては、２－ヒドロキシピリジ
ン、アミノクレゾール、２，４－キノリンジオール、３－インドールメタノールヒドレー
ト、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、Ｎ－エチルジ
エタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、
２，２’－イミノジエタノール、２－アミノエタノ－ル、３－アミノ－１－プロパノール
、４－アミノ－１－ブタノール、４－（２－ヒドロキシエチル）モルホリン、２－（２－
ヒドロキシエチル）ピリジン、１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、１－［２－（
２－ヒドロキシエトキシ）エチル］ピペラジン、ピペリジンエタノール、１－（２－ヒド
ロキシエチル）ピロリジン、１－（２－ヒドロキシエチル）－２－ピロリジノン、３－ピ
ペリジノ－１，２－プロパンジオール、３－ピロリジノ－１，２－プロパンジオール、８
－ヒドロキシユロリジン、３－クイヌクリジノール、３－トロパノール、１－メチル－２
－ピロリジンエタノール、１－アジリジンエタノール、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）フ
タルイミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）イソニコチンアミド等が例示される。アミド
類としては、ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、
アセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、プロピオンア
ミド、ベンズアミド、１－シクロヘキシルピロリドン等が例示される。イミド類としては
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、フタルイミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。カーバメート類としては
、Ｎ－ｔ－ブトキシカルボニル－Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン、Ｎ－ｔ－ブトキシカ
ルボニルベンズイミダゾール、オキサゾリジノン等が例示される。
【０１２６】
　アンモニウム塩類としては、ピリジニウム＝ｐ－トルエンスルホナート、トリエチルア
ンモニウム＝ｐ－トルエンスルホナート、トリオクチルアンモニウム＝ｐ－トルエンスル
ホナート、トリエチルアンモニウム＝２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホナー
ト、トリオクチルアンモニウム＝２，４，６－トリイソプロピルベンゼンスルホナート、
トリエチルアンモニウム＝カンファースルホナート、トリオクチルアンモニウム＝カンフ
ァースルホナート、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、テトラエチルアンモニウ
ムヒドロキサイド、テトラブチルアンモニウムヒドロキサイド、ベンジルトリメチルアン
モニウムヒドロキサイド、テトラメチルアンモニウム＝ｐ－トルエンスルホナート、テト
ラブチルアンモニウム＝ｐ－トルエンスルホナート、ベンジルトリメチルアンモニウム＝
ｐ－トルエンスルホナート、テトラメチルアンモニウム＝カンファースルホナート、テト
ラブチルアンモニウム＝カンファースルホナート、ベンジルトリメチルアンモニウム＝カ
ンファースルホナート、テトラメチルアンモニウム＝２，４，６－トリイソプロピルベン
ゼンスルホナート、テトラブチルアンモニウム＝２，４，６－トリイソプロピルベンゼン
スルホナート、ベンジルトリメチルアンモニウム＝２，４，６－トリイソプロピルベンゼ
ンスルホナート、酢酸＝テトラメチルアンモニウム、酢酸＝テトラブチルアンモニウム、
酢酸＝ベンジルトリメチルアンモニウム、安息香酸＝テトラメチルアンモニウム、安息香
酸＝テトラブチルアンモニウム、安息香酸＝ベンジルトリメチルアンモニウム等が例示さ
れる。
【０１２７】
　更に、下記一般式（Ｂ）－１で示されるアミン化合物が例示される。
　　Ｎ（Ｘ）n（Ｙ）3-n　　　　（Ｂ）－１
（上記式中、ｎは１、２又は３である。側鎖Ｘは同一でも異なっていてもよく、下記一般
式（Ｘ）－１、（Ｘ）－２又は（Ｘ）－３で表すことができる。側鎖Ｙは同一又は異種の
、水素原子もしくは直鎖状、分岐状又は環状の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置
換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基を示し、エーテル基もしくはヒドロキシ
ル基を含んでもよい。また、Ｘ同士が結合して環を形成してもよい。）
【０１２８】
【化３７】

（上記式中、Ｒ300、Ｒ302、Ｒ305は炭素数１～４の直鎖状又は分岐状のアルキレン基で
あり、Ｒ301、Ｒ304は水素原子、水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されていて
もよい炭素数１～２０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エ
ーテル基、エステル基、ラクトン環を１個あるいは複数個含んでいてもよい。Ｒ303は単
結合、炭素数１～４の直鎖状又は分岐状のアルキレン基であり、Ｒ306は水素原子の一部
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又は全部がフッ素原子で置換されていてもよい炭素数１～２０の直鎖状、分岐状又は環状
のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル基、エステル基、ラクトン環を１個あるい
は複数個含んでいてもよい。）
【０１２９】
　上記一般式（Ｂ）－１で表される化合物として具体的には、トリス（２－メトキシメト
キシエチル）アミン、トリス｛２－（２－メトキシエトキシ）エチル｝アミン、トリス｛
２－（２－メトキシエトキシメトキシ）エチル｝アミン、トリス｛２－（１－メトキシエ
トキシ）エチル｝アミン、トリス｛２－（１－エトキシエトキシ）エチル｝アミン、トリ
ス｛２－（１－エトキシプロポキシ）エチル｝アミン、トリス［２－｛２－（２－ヒドロ
キシエトキシ）エトキシ｝エチル］アミン、４，７，１３，１６，２１，２４－ヘキサオ
キサ－１，１０－ジアザビシクロ［８．８．８］ヘキサコサン、４，７，１３，１８－テ
トラオキサ－１，１０－ジアザビシクロ［８．５．５］エイコサン、１，４，１０，１３
－テトラオキサ－７，１６－ジアザビシクロオクタデカン、１－アザ－１２－クラウン－
４、１－アザ－１５－クラウン－５、１－アザ－１８－クラウン－６、トリス（２－ホル
ミルオキシエチル）アミン、トリス（２－アセトキシエチル）アミン、トリス（２－プロ
ピオニルオキシエチル）アミン、トリス（２－ブチリルオキシエチル）アミン、トリス（
２－イソブチリルオキシエチル）アミン、トリス（２－バレリルオキシエチル）アミン、
トリス（２－ピバロイルオキシエチル）アミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）
２－（アセトキシアセトキシ）エチルアミン、トリス（２－メトキシカルボニルオキシエ
チル）アミン、トリス（２－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシエチル）アミン、トリ
ス［２－（２－オキソプロポキシ）エチル］アミン、トリス［２－（メトキシカルボニル
メチル）オキシエチル］アミン、トリス［２－（ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチルオ
キシ）エチル］アミン、トリス［２－（シクロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ）
エチル］アミン、トリス（２－メトキシカルボニルエチル）アミン、トリス（２－エトキ
シカルボニルエチル）アミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（メトキシカ
ルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（メトキシカルボ
ニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（エトキシカルボニル
）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（エトキシカルボニル）エ
チルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（２－メトキシエトキシカルボ
ニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（２－メトキシエトキ
シカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（２－ヒドロ
キシエトキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（
２－アセトキシエトキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチ
ル）２－［（メトキシカルボニル）メトキシカルボニル］エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（
２－アセトキシエチル）２－［（メトキシカルボニル）メトキシカルボニル］エチルアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（２－オキソプロポキシカルボニル）エ
チルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（２－オキソプロポキシカルボ
ニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）２－（テトラヒドロフルフ
リルオキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－（テ
トラヒドロフルフリルオキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシ
エチル）２－［（２－オキソテトラヒドロフラン－３－イル）オキシカルボニル］エチル
アミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）２－［（２－オキソテトラヒドロフラン
－３－イル）オキシカルボニル］エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）
２－（４－ヒドロキシブトキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ホルミル
オキシエチル）２－（４－ホルミルオキシブトキシカルボニル）エチルアミン、Ｎ，Ｎ－
ビス（２－ホルミルオキシエチル）２－（２－ホルミルオキシエトキシカルボニル）エチ
ルアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－メトキシエチル）２－（メトキシカルボニル）エチルアミ
ン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、
Ｎ－（２－アセトキシエチル）ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－
（２－ヒドロキシエチル）ビス［２－（エトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－（２
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－アセトキシエチル）ビス［２－（エトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－（３－ヒ
ドロキシ－１－プロピル）ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－（３
－アセトキシ－１－プロピル）ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－
（２－メトキシエチル）ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－ブチル
ビス［２－（メトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－ブチルビス［２－（２－メトキ
シエトキシカルボニル）エチル］アミン、Ｎ－メチルビス（２－アセトキシエチル）アミ
ン、Ｎ－エチルビス（２－アセトキシエチル）アミン、Ｎ－メチルビス（２－ピバロイル
オキシエチル）アミン、Ｎ－エチルビス［２－（メトキシカルボニルオキシ）エチル］ア
ミン、Ｎ－エチルビス［２－（ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ）エチル］アミン、
トリス（メトキシカルボニルメチル）アミン、トリス（エトキシカルボニルメチル）アミ
ン、Ｎ－ブチルビス（メトキシカルボニルメチル）アミン、Ｎ－ヘキシルビス（メトキシ
カルボニルメチル）アミン、β－（ジエチルアミノ）－δ－バレロラクトンが例示される
。
【０１３０】
　更に、下記一般式（Ｂ）－２に示される環状構造を持つアミン化合物が例示される。
【化３８】

（上記式中、Ｘは前述の通り、Ｒ307は炭素数２～２０の直鎖状又は分岐状の水素原子の
一部又は全部がフッ素原子で置換されていてもよいアルキレン基であり、カルボニル基、
エーテル基、エステル基又はスルフィドを１個あるいは複数個含んでいてもよい。）
【０１３１】
　上記一般式（Ｂ）－２として具体的には、１－［２－（メトキシメトキシ）エチル］ピ
ロリジン、１－［２－（メトキシメトキシ）エチル］ピペリジン、４－［２－（メトキシ
メトキシ）エチル］モルホリン、１－［２－［（２－メトキシエトキシ）メトキシ］エチ
ル］ピロリジン、１－［２－［（２－メトキシエトキシ）メトキシ］エチル］ピペリジン
、４－［２－［（２－メトキシエトキシ）メトキシ］エチル］モルホリン、２－［２－（
２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチルモルホリン、２－［２－（２－ブトキシエトキ
シ）エトキシ］エチルモルホリン、２－｛２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ
］エトキシ｝エチルモルホリン、２－｛２－［２－（２－ブトキシエトキシ）エトキシ］
エトキシ｝エチルモルホリン、酢酸２－（１－ピロリジニル）エチル、酢酸２－ピペリジ
ノエチル、酢酸２－モルホリノエチル、ギ酸２－（１－ピロリジニル）エチル、プロピオ
ン酸２－ピペリジノエチル、アセトキシ酢酸２－モルホリノエチル、メトキシ酢酸２－（
１－ピロリジニル）エチル、４－［２－（メトキシカルボニルオキシ）エチル］モルホリ
ン、１－［２－（ｔ－ブトキシカルボニルオキシ）エチル］ピペリジン、４－［２－（２
－メトキシエトキシカルボニルオキシ）エチル］モルホリン、３－（１－ピロリジニル）
プロピオン酸メチル、３－ピペリジノプロピオン酸メチル、３－モルホリノプロピオン酸
メチル、３－（チオモルホリノ）プロピオン酸メチル、２－メチル－３－（１－ピロリジ
ニル）プロピオン酸メチル、３－モルホリノプロピオン酸エチル、３－ピペリジノプロピ
オン酸メトキシカルボニルメチル、３－（１－ピロリジニル）プロピオン酸２－ヒドロキ
シエチル、３－モルホリノプロピオン酸２－アセトキシエチル、３－（１－ピロリジニル
）プロピオン酸２－オキソテトラヒドロフラン－３－イル、３－モルホリノプロピオン酸
テトラヒドロフルフリル、３－ピペリジノプロピオン酸グリシジル、３－モルホリノプロ
ピオン酸２－メトキシエチル、３－（１－ピロリジニル）プロピオン酸２－（２－メトキ
シエトキシ）エチル、３－モルホリノプロピオン酸ブチル、３－ピペリジノプロピオン酸
シクロヘキシル、α－（１－ピロリジニル）メチル－γ－ブチロラクトン、β－ピペリジ
ノ－γ－ブチロラクトン、β－モルホリノ－δ－バレロラクトン、１－ピロリジニル酢酸
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メチル、ピペリジノ酢酸メチル、モルホリノ酢酸メチル、チオモルホリノ酢酸メチル、１
－ピロリジニル酢酸エチル、モルホリノ酢酸２－メトキシエチル、２－メトキシ酢酸２－
モルホリノエチル、２－（２－メトキシエトキシ）酢酸２－モルホリノエチル、２－［２
－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］酢酸２－モルホリノエチル、ヘキサン酸２－モル
ホリノエチル、オクタン酸２－モルホリノエチル、デカン酸２－モルホリノエチル、ラウ
リン酸２－モルホリノエチル、ミリスチン酸２－モルホリノエチル、パルミチン酸２－モ
ルホリノエチル、ステアリン酸２－モルホリノエチル、シクロヘキサンカルボン酸２－モ
ルホリノエチル、アダマンタンカルボン酸２－モルホリノエチルが例示される。
【０１３２】
　更に、下記一般式（Ｂ）－３～（Ｂ）－６で表されるシアノ基を含むアミン化合物が例
示される。
【化３９】

（上記式中、Ｘ、Ｒ307、ｎは前述の通り、Ｒ308、Ｒ309は同一又は異種の炭素数１～４
の直鎖状又は分岐状のアルキレン基である。）
【０１３３】
　上記一般式（Ｂ）－３～（Ｂ）－６で表されるシアノ基を含むアミン化合物として具体
的には、３－（ジエチルアミノ）プロピオノニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエ
チル）－３－アミノプロピオノニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）－３－
アミノプロピオノニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ホルミルオキシエチル）－３－アミノプ
ロピオノニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－メトキシエチル）－３－アミノプロピオノニトリ
ル、Ｎ，Ｎ－ビス［２－（メトキシメトキシ）エチル］－３－アミノプロピオノニトリル
、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（２－メトキシエチル）－３－アミノプロピオン酸メ
チル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピオ
ン酸メチル、Ｎ－（２－アセトキシエチル）－Ｎ－（２－シアノエチル）－３－アミノプ
ロピオン酸メチル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－エチル－３－アミノプロピオノニト
リル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピオ
ノニトリル、Ｎ－（２－アセトキシエチル）－Ｎ－（２－シアノエチル）－３－アミノプ
ロピオノニトリル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（２－ホルミルオキシエチル）－３
－アミノプロピオノニトリル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（２－メトキシエチル）
－３－アミノプロピオノニトリル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－［２－（メトキシメ
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トキシ）エチル］－３－アミノプロピオノニトリル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－（
３－ヒドロキシ－１－プロピル）－３－アミノプロピオノニトリル、Ｎ－（３－アセトキ
シ－１－プロピル）－Ｎ－（２－シアノエチル）－３－アミノプロピオノニトリル、Ｎ－
（２－シアノエチル）－Ｎ－（３－ホルミルオキシ－１－プロピル）－３－アミノプロピ
オノニトリル、Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－テトラヒドロフルフリル－３－アミノプ
ロピオノニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－シアノエチル）－３－アミノプロピオノニトリル
、ジエチルアミノアセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アミノアセト
ニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）アミノアセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス
（２－ホルミルオキシエチル）アミノアセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－メトキシエチ
ル）アミノアセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス［２－（メトキシメトキシ）エチル］アミノア
セトニトリル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－（２－メトキシエチル）－３－アミノプロピオン
酸メチル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピオン酸
メチル、Ｎ－（２－アセトキシエチル）－Ｎ－シアノメチル－３－アミノプロピオン酸メ
チル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）アミノアセトニトリル、Ｎ－（
２－アセトキシエチル）－Ｎ－（シアノメチル）アミノアセトニトリル、Ｎ－シアノメチ
ル－Ｎ－（２－ホルミルオキシエチル）アミノアセトニトリル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－
（２－メトキシエチル）アミノアセトニトリル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－［２－（メトキ
シメトキシ）エチル］アミノアセトニトリル、Ｎ－（シアノメチル）－Ｎ－（３－ヒドロ
キシ－１－プロピル）アミノアセトニトリル、Ｎ－（３－アセトキシ－１－プロピル）－
Ｎ－（シアノメチル）アミノアセトニトリル、Ｎ－シアノメチル－Ｎ－（３－ホルミルオ
キシ－１－プロピル）アミノアセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ビス（シアノメチル）アミノアセ
トニトリル、１－ピロリジンプロピオノニトリル、１－ピペリジンプロピオノニトリル、
４－モルホリンプロピオノニトリル、１－ピロリジンアセトニトリル、１－ピペリジンア
セトニトリル、４－モルホリンアセトニトリル、３－ジエチルアミノプロピオン酸シアノ
メチル、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピオン酸シアノメチル
、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）－３－アミノプロピオン酸シアノメチル、Ｎ，
Ｎ－ビス（２－ホルミルオキシエチル）－３－アミノプロピオン酸シアノメチル、Ｎ，Ｎ
－ビス（２－メトキシエチル）－３－アミノプロピオン酸シアノメチル、Ｎ，Ｎ－ビス［
２－（メトキシメトキシ）エチル］－３－アミノプロピオン酸シアノメチル、３－ジエチ
ルアミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－
３－アミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセトキシエチル）
－３－アミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ホルミルオキシエ
チル）－３－アミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－メトキシエ
チル）－３－アミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、Ｎ，Ｎ－ビス［２－（メトキシ
メトキシ）エチル］－３－アミノプロピオン酸（２－シアノエチル）、１－ピロリジンプ
ロピオン酸シアノメチル、１－ピペリジンプロピオン酸シアノメチル、４－モルホリンプ
ロピオン酸シアノメチル、１－ピロリジンプロピオン酸（２－シアノエチル）、１－ピペ
リジンプロピオン酸（２－シアノエチル）、４－モルホリンプロピオン酸（２－シアノエ
チル）が例示される。
【０１３４】
　更に、下記一般式（Ｂ）－７で表されるイミダゾール骨格及び極性官能基を有するアミ
ン化合物が例示される。
【化４０】

（上記式中、Ｒ310は水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されていてもよい炭素



(54) JP 2008-133448 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

数２～２０の直鎖状、分岐状又は環状の極性官能基を有するアルキル基であり、極性官能
基としては水酸基、カルボニル基、エステル基、エーテル基、スルフィド基、カーボネー
ト基、シアノ基、アセタール基を１個あるいは複数個含む。Ｒ311、Ｒ312、Ｒ313は水素
原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アリール基又はアラルキ
ル基である。）
【０１３５】
　更に、下記一般式（Ｂ）－８で示されるベンズイミダゾール骨格及び極性官能基を有す
るアミン化合物が例示される。
【化４１】

（上記式中、Ｒ314は水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基
、アリール基又はアラルキル基である。Ｒ315は水素原子の一部又は全部がフッ素原子で
置換されていてもよい炭素数１～２０の直鎖状、分岐状又は環状の極性官能基を有するア
ルキル基であり、極性官能基としてエステル基、アセタール基、シアノ基を一つ以上含み
、その他に水酸基、カルボニル基、エーテル基、スルフィド基、カーボネート基を一つ以
上含んでいてもよい。）
【０１３６】
　更に、下記一般式（Ｂ）－９及び（Ｂ）－１０で示される極性官能基を有する含窒素複
素環化合物が例示される。
【化４２】

（上記式中、Ａは窒素原子又は≡Ｃ－Ｒ322である。Ｂは窒素原子又は≡Ｃ－Ｒ323である
。Ｒ316は水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されていてもよい炭素数２～２０
の直鎖状、分岐状又は環状の極性官能基を有するアルキル基であり、極性官能基としては
水酸基、カルボニル基、エステル基、エーテル基、スルフィド基、カーボネート基、シア
ノ基又はアセタール基を一つ以上含む。Ｒ317、Ｒ318、Ｒ319、Ｒ320は水素原子、炭素数
１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はアリール基であるか、又はＲ317と
Ｒ318、Ｒ319とＲ320はそれぞれ結合してベンゼン環、ナフタレン環あるいはピリジン環
を形成してもよい。Ｒ321は水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアル
キル基又はアリール基である。Ｒ322、Ｒ323は水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐
状又は環状のアルキル基又はアリール基である。Ｒ321とＲ323は結合してベンゼン環又は
ナフタレン環を形成してもよい。）
【０１３７】
　更に、下記一般式（Ｂ）－１１～（Ｂ）－１４で示される芳香族カルボン酸エステル構
造を有する含窒素有機化合物が例示される。
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【化４３】

（上記式中、Ｒ324は炭素数６～２０のアリール基又は炭素数４～２０のヘテロ芳香族基
であって、水素原子の一部又は全部が、ハロゲン原子、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状
又は環状のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数７～２０のアラルキル基、
炭素数１～１０のアルコキシ基、炭素数１～１０のアシルオキシ基、又は、炭素数１～１
０のアルキルチオ基で置換されていてもよい。Ｒ325はＣＯ2Ｒ

326、ＯＲ327又はシアノ基
である。Ｒ326は一部のメチレン基が酸素原子で置換されていてもよい炭素数１～１０の
アルキル基である。Ｒ327は一部のメチレン基が酸素原子で置換されていてもよい炭素数
１～１０のアルキル基又はアシル基である。Ｒ328は単結合、メチレン基、エチレン基、
硫黄原子又は－Ｏ（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n－基である。ｎ＝０，１，２，３又は４である。Ｒ3

29は水素原子、メチル基、エチル基又はフェニル基である。Ｘは窒素原子又はＣＲ330で
ある。Ｙは窒素原子又はＣＲ331である。Ｚは窒素原子又はＣＲ332である。Ｒ330、Ｒ331

、Ｒ332はそれぞれ独立に水素原子、メチル基又はフェニル基であるか、あるいはＲ330と
Ｒ331又はＲ331とＲ332が結合して、炭素数６～２０の芳香環又は炭素数２～２０のヘテ
ロ芳香環を形成してもよい。）
【０１３８】
　更に、下記一般式（Ｂ）－１５で示される７－オキサノルボルナン－２－カルボン酸エ
ステル構造を有するアミン化合物が例示される。
【化４４】

（上記式中、Ｒ333は水素又は炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基で
ある。Ｒ334及びＲ335はそれぞれ独立に、エーテル、カルボニル、エステル、アルコール
、スルフィド、ニトリル、アミン、イミン、アミドなどの極性官能基を一つ又は複数含ん
でいてもよい炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数７～２
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4とＲ335は互いに結合して、炭素数２～２０のヘテロ環又はヘテロ芳香環を形成してもよ
い。）
【０１３９】
　なお、クエンチャーの配合量はベース樹脂１００部に対して０．００１～２部、特に０
．０１～１部が好適である。配合量が０．００１部より少ないと配合効果がなく、２部を
超えると感度が低下しすぎる場合がある。
【０１４０】
　本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために
慣用されている界面活性剤（Ｅ）を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、
本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。
【０１４１】
　界面活性剤の例としては、特に限定されるものではないが、ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル、ポリオキシエチレンステリアルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテ
ル、ポリオキシエチレンオレインエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、
ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノール
エーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレンポリオ
キシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパル
ミテート、ソルビタンモノステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエ
チレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポ
リオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレ
エート、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビ
タン脂肪酸エステルのノニオン系界面活性剤、エフトップＥＦ３０１，ＥＦ３０３，ＥＦ
３５２（（株）ジェムコ製）、メガファックＦ１７１，Ｆ１７２，Ｆ１７３，Ｒ０８，Ｒ
３０（大日本インキ化学工業（株）製）、フロラードＦＣ－４３０，ＦＣ－４３１，ＦＣ
－４４３０，ＦＣ－４４３２（住友スリーエム（株）製）、アサヒガードＡＧ７１０，サ
ーフロンＳ－３８１，Ｓ－３８２，ＳＣ１０１，ＳＣ１０２，ＳＣ１０３，ＳＣ１０４，
ＳＣ１０５，ＳＣ１０６，サーフィノールＥ１００４，ＫＨ－１０，ＫＨ－２０，ＫＨ－
３０，ＫＨ－４０（旭硝子（株）製）等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリ
マーＫＰ３４１，Ｘ－７０－０９２，Ｘ－７０－０９３（信越化学工業（株）製）、アク
リル酸系又はメタクリル酸系ポリフローＮｏ．７５，Ｎｏ．９５（共栄社油脂化学工業（
株）製）が挙げられ、中でもＦＣ－４３０、サーフロンＳ－３８１、サーフィノールＥ１
００４、ＫＨ－２０、ＫＨ－３０が好適である。これらは単独あるいは２種以上の組み合
わせで用いることができる。
【０１４２】
　本発明の化学増幅型レジスト材料中の界面活性剤の添加量としては、レジスト材料中の
ベース樹脂１００部に対し２部以下、好ましくは１部以下である。
【０１４３】
　本発明の実施に用いるレジスト材料には、水を用いた液浸露光において特にはレジスト
保護膜を用いない場合、スピンコート後のレジスト表面に配向することによって水のしみ
込みやリーチングを低減させる機能を有する界面活性剤を添加することができる。この界
面活性剤は高分子型の界面活性剤であり、水に溶解せずアルカリ現像液に溶解する性質で
あり、特に撥水性が高く滑水性を向上させるものが好ましい。このような高分子型の界面
活性剤は下記に示すことができる。
【０１４４】
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【化４５】

（式中、Ｒ1は、それぞれ同一でも異なってもよく水素原子、フッ素原子、メチル基又は
トリフルオロメチル基、Ｒ8は、それぞれ同一でも異なってもよく、水素原子、又は炭素
数１～２０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はフッ素化アルキル基を示し、ある
いは同一単量体内のＲ8はそれぞれ結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成し
てもよく、その場合、合計して炭素数２～２０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基
又はフッ素化アルキレン基を示す。Ｒ9はフッ素原子又は水素原子を示し、あるいは、Ｒ1

0と結合してこれらが結合する炭素原子と共に炭素数の和が３～１０の環、特に脂環を形
成してもよい。
　Ｒ10は炭素数１～６の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基で、１つ以上の水素原子
がフッ素原子で置換されていてもよい。
　Ｒ11は１つ以上の水素原子がフッ素原子で置換された炭素数１～１０の直鎖状又は分岐
状のアルキル基で、Ｒ10とＲ11が結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成して
いてもよく、その場合、炭素数の総和が２～１２の三価の有機基、特にアルキレン基から
水素原子が１個脱離した基で、１つ以上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい
。
　Ｒ12は単結合又は炭素数１～４のアルキレン基、Ｒ13は同一でも異なってもよく単結合
又は－Ｏ－、－ＣＲ1Ｒ1－である。
　Ｒ14は炭素数１～４の直鎖状又は分岐状のアルキレン基であり、同一単量体内のＲ8と
結合してこれらが結合する炭素原子と共に炭素数４～７の環、特に脂環を形成してもよい
。
　Ｒ16は１，２－エチレン基、１，３－プロピレン基、１，４－ブチレン基を示し、Ｒｆ
は炭素数３～６の直鎖のパーフルオロアルキル基あるいは３Ｈ－パーフルオロプロピル基
、４Ｈ－パーフルオロブチル基、５Ｈ－パーフルオロペンチル基又は６Ｈ－パーフルオロ
ヘキシル基を示す。
　Ｘ2はそれぞれ同一でも異なってもよく－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｏ－、又は－Ｃ（＝Ｏ
）－Ｒ15－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－であり、Ｒ15は炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状の
アルキレン基である。
　０≦（ａ－１）＜１、０≦（ａ－２）＜１、０≦（ａ－３）＜１、０＜（ａ－１）＋（
ａ－２）＋（ａ－３）＜１、０≦ｂ＜１、０≦ｃ＜１であり、０＜（ａ－１）＋（ａ－２
）＋（ａ－３）＋ｂ＋ｃ≦１である。）
【０１４５】
　添加量はレジストのベース樹脂１００質量部に対して０．００１～２０質量部、好まし
くは０．０１～１０質量部の範囲である。
【０１４６】
　本発明の高分子化合物を化学増幅ネガ型レジストに用いる場合には、上記一般式（２）
で示される繰り返し単位以外に、酸架橋剤により架橋構造可能な置換基を有する繰り返し
単位を有することが必要である。より具体的にはアクリル酸、メタクリル酸、ヒドロキシ
スチレン（置換位置は任意である）、ヒドロキシビニルナフタレン（置換位置は任意であ
る）に由来する繰り返し単位などが挙げられるが、これに限定されるものではない。
【０１４７】
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　また、上記高分子化合物以外にもアルカリ可溶性樹脂を添加してもよい。
　例えば、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン）、ポリ（ｍ－ヒドロキシスチレン）、ポリ（
４－ヒドロキシ－２－メチルスチレン）、ポリ（４－ヒドロキシ－３－メチルスチレン）
、ポリ（α－メチル－ｐ－ヒドロキシスチレン）、部分水素加ポリ（ｐ－ヒドロキシスチ
レン）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－α－メチル－ｐ－ヒドロキシスチレ
ン）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－α－メチルスチレン）コポリマー、ポ
リ（ｐ－ヒドロキシスチレン－スチレン）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－
ｍ－ヒドロキシスチレン）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－スチレン）コポ
リマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－アクリル酸）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキ
シスチレン－メタクリル酸）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－メチルアクリ
レート）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－アクリル酸－メチルメタクリレー
ト）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－メチルアクリレート）コポリマー、ポ
リ（ｐ－ヒドロキシスチレン－メタクリル酸－メチルメタクリレート）コポリマー、ポリ
メタクリル酸、ポリアクリル酸、ポリ（アクリル酸－メチルアクリレート）コポリマー、
ポリ（メタクリル酸－メチルメタクリレート）コポリマー、ポリ（アクリル酸－マレイミ
ド）コポリマー、ポリ（メタクリル酸－マレイミド）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシ
スチレン－アクリル酸－マレイミド）コポリマー、ポリ（ｐ－ヒドロキシスチレン－メタ
クリル酸－マレイミド）コポリマー等が挙げられるがこれらの組み合わせに限定されるも
のではない。
【０１４８】
　本発明の高分子化合物とそれ以外のアルカリ可溶性樹脂との配合比率は、１００：０～
１０：９０、特に１００：０～２０：８０の質量比の範囲内にあることが好ましい。本発
明の高分子化合物の配合比がこれより少ないと、レジスト材料として好ましい性能が得ら
れないことがある。上記の配合比率を適宜変えることにより、レジスト材料の性能を調整
することができる。
【０１４９】
　なお、上記アルカリ可溶性樹脂は１種に限らず２種以上を添加することができる。複数
種の高分子化合物を用いることにより、レジスト材料の性能を調整することができる。
【０１５０】
　また、（Ｈ）成分の酸の作用により架橋構造を形成する酸架橋剤としては、分子内に２
個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基又はビニルエーテル基を
有する化合物が挙げられ、置換グリコウリル誘導体、尿素誘導体、ヘキサ（メトキシメチ
ル）メラミン等が本発明の化学増幅ネガ型レジスト材料の酸架橋剤として好適に用いられ
る。例えばＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメトキシメチル尿素とヘキサメトキシメチルメラ
ミン、テトラヒドロキシメチル置換グリコールウリル類及びテトラメトキシメチルグリコ
ールウリルのようなテトラアルコキシメチル置換グリコールウリル類、置換及び未置換ビ
ス－ヒドロキシメチルフェノール類、ビスフェノールＡ等のフェノール性化合物とエピク
ロロヒドリン等の縮合物が挙げられる。特に好適な架橋剤は、１，３，５，７－テトラメ
トキシメチルグリコールウリルなどの１，３，５，７－テトラアルコキシメチルグリコー
ルウリル又は１，３，５，７－テトラヒドロキシメチルグリコールウリル、２，６－ジヒ
ドロキシメチルｐ－クレゾール、２，６－ジヒドロキシメチルフェノール、２，２’，６
，６’－テトラヒドロキシメチル－ビスフェノールＡ及び１，４－ビス－［２－（２－ヒ
ドロキシプロピル）］－ベンゼン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメトキシメチル尿素とヘ
キサメトキシメチルメラミン等が挙げられる。
【０１５１】
　本発明の化学増幅型レジスト材料中の（Ｈ）成分の酸架橋剤の添加量は任意であるが、
レジスト材料中のベース樹脂１００部に対し１～２０部、好ましくは５～１５部である。
これら架橋剤は単独でも２種以上を併用してもよい。
【０１５２】
　本発明のレジスト材料の基本的構成成分は、上記の高分子化合物（ベース樹脂）、酸発
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生剤、有機溶剤及びクエンチャーであるが、上記成分以外に任意成分として必要に応じて
、更に、溶解阻止剤、酸性化合物、安定剤、色素などの他の成分を添加してもよい。なお
、これら任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる
。
【０１５３】
　本発明のレジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー技術
を採用して行うことができ、例えば、集積回路製造用の基板（Ｓｉ，ＳｉＯ2，ＳｉＮ，
ＳｉＯＮ，ＴｉＮ，ＷＳｉ，ＢＰＳＧ，ＳＯＧ，有機反射防止膜等）、あるいはマスク回
路製造用の基板（Ｃｒ，ＣｒＯ，ＣｒＯＮ，ＭｏＳｉ等）にスピンコーティング等の手法
で膜厚が０．０５～２．０μｍとなるように塗布し、これをホットプレート上で６０～１
５０℃、１～１０分間、好ましくは８０～１４０℃、１～５分間プリベークする。次いで
目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、遠紫外線、エキ
シマレーザー、Ｘ線等の高エネルギー線又は電子線を露光量１～２００ｍＪ／ｃｍ2、好
ましくは１０～１００ｍＪ／ｃｍ2となるように照射する。あるいは、パターン形成のた
めのマスクを介さずに電子線を直接描画する。露光は通常の露光法の他、場合によっては
マスクとレジストの間を液浸するＩｍｍｅｒｓｉｏｎ法を用いることも可能である。その
場合には水に不溶な保護膜を用いることも可能である。次いで、ホットプレート上で、６
０～１５０℃、１～５分間、好ましくは８０～１４０℃、１～３分間ポストエクスポージ
ャーベーク（ＰＥＢ）する。更に、０．１～５質量％、好ましくは２～３質量％のテトラ
メチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）等のアルカリ水溶液の現像液を用い、０．
１～３分間、好ましくは０．５～２分間、浸漬（ｄｉｐ）法、パドル（ｐｕｄｄｌｅ）法
、スプレー（ｓｐｒａｙ）法等の常法により現像して、基板上に目的のパターンが形成さ
れる。なお、本発明のレジスト材料は、特に高エネルギー線の中でも２５０～１９０ｎｍ
の遠紫外線又はエキシマレーザー、Ｘ線及び電子線による微細パターニングに最適である
。また、上記範囲が上限又は下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることができな
い場合がある。
【０１５４】
　上述した水に不溶な保護膜はレジスト膜からの溶出物を防ぎ、膜表面の滑水性を上げる
ために用いられ、大きく分けて２種類ある。１種類はレジスト膜を溶解しない有機溶剤に
よってアルカリ現像前に剥離が必要な有機溶剤剥離型ともう１種はアルカリ現像液に可溶
でレジスト膜可溶部の除去と共に保護膜を除去するアルカリ可溶型である。
　後者は特に水に不溶でアルカリ現像液に溶解する１，１，１，３，３，３－ヘキサフル
オロ－２－プロパノール残基を有する高分子化合物をベースとし、炭素数４以上のアルコ
ール系溶剤、炭素数８～１２のエーテル系溶剤、及びこれらの混合溶媒に溶解させた材料
が好ましい。
　上述した水に不溶でアルカリ現像液に可溶な界面活性剤を炭素数４以上のアルコール系
溶剤、炭素数８～１２のエーテル系溶剤、又はこれらの混合溶媒に溶解させた材料とする
こともできる。
　また、パターン形成方法の手段として、フォトレジスト膜形成後に、純水リンス（ポス
トソーク）を行うことによって膜表面からの酸発生剤などの抽出、あるいはパーティクル
の洗い流しを行ってもよいし、露光後に膜上に残った水を取り除くためのリンス（ポスト
ソーク）を行ってもよい。
【実施例】
【０１５５】
　以下、合成例、実施例及び比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記
の実施例に制限されるものではない。
【０１５６】
［実施例１］
　本発明の重合性アニオンを有するスルホニウム塩を以下に示す処方で合成した。
　　［合成例１］トリフェニルスルホニウムクロリドの合成
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　ジフェニルスルホキシド４０ｇ（０．２モル）をジクロロメタン４００ｇに溶解させ、
氷冷下撹拌した。トリメチルシリルクロリド６５ｇ（０．６モル）を２０℃を超えない温
度で滴下し、更にこの温度で３０分間熟成を行った。次いで、金属マグネシウム１４．６
ｇ（０．６モル）とクロロベンゼン６７．５ｇ（０．６モル）、テトラヒドロフラン（Ｔ
ＨＦ）１６８ｇから別途調製したＧｒｉｇｎａｒｄ試薬を２０℃を超えない温度で滴下し
た。反応の熟成を１時間行った後、２０℃を超えない温度で水５０ｇを加えて反応を停止
し、更に水１５０ｇと１２規定塩酸１０ｇとジエチルエーテル２００ｇを加えた。
　水層を分取し、ジエチルエーテル１００ｇで洗浄し、トリフェニルスルホニウムクロリ
ド水溶液を得た。これは、これ以上の単離操作をせず、水溶液のまま次の反応に用いた。
【０１５７】
　　［合成例２］４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルジフェニルスルホニウム臭化物の合成
　合成例１のクロロベンゼンの代わりに４－ｔｅｒｔ－ブチルブロモベンゼンを用い、抽
出の際の水の量を増やす以外は合成例１と同様にして目的物を得た。
【０１５８】
　　［合成例３］４－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム塩化物の合成
　合成例１のクロロベンゼンの代わりに４－ｔｅｒｔ－ブトキシクロロベンゼンを、溶剤
にトリエチルアミンを５質量％含むジクロロメタン溶剤を用い、抽出の際の水の量を増や
す以外は合成例１と同様にして目的物を得た。
【０１５９】
　　［合成例４］トリス（４－メチルフェニル）スルホニウム塩化物の合成
　合成例１のジフェニルスルホキシドの代わりにビス（４－メチルフェニル）スルホキシ
ドを用い、クロロベンゼンの代わりに４－クロロトルエンを用い、抽出の際の水の量を増
やす以外は合成例１と同様にして目的物を得た。
【０１６０】
　　［合成例５］トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホニウム臭化物の合成
　合成例１のジフェニルスルホキシドの代わりにビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
スルホキシドを、クロロベンゼンの代わりに４－ｔｅｒｔ－ブチルブロモベンゼンを用い
、抽出の際の水の量を増やす以外は合成例１と同様にして目的物を得た。
【０１６１】
　　［合成例６］ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムハイドロジェンス
ルフェートの合成
　ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン８４ｇ（０．５モル）、ヨウ素酸カリウム５３ｇ（０．２５
モル）、無水酢酸５０ｇの混合物を氷冷下撹拌し、無水酢酸３５ｇと濃硫酸９５ｇの混合
物を３０℃を超えない温度で滴下した。次いで室温で３時間熟成を行い、再度氷冷して水
２５０ｇを滴下し、反応を停止した。この反応液をジクロロメタン４００ｇを用いて抽出
し、有機層に亜硫酸水素ナトリウム６ｇを加えて脱色した。更にこの有機層を水２５０ｇ
で洗浄することを３回繰り返した。洗浄した有機層を減圧濃縮することで、目的の粗生成
物を得た。これ以上の精製はせずこのまま次の反応に用いた。
【０１６２】
　　［合成例７］フェナシルテトラヒドロチオフェニウムブロミドの合成
　フェナシルブロミド８８．２ｇ（０．４４モル）、テトラヒドロチオフェン３９．１ｇ
（０．４４モル）をニトロメタン２２０ｇに溶解し、室温で４時間撹拌を行った。反応液
に水８００ｇとジエチルエーテル４００ｇを加え、分離した水層を分取し、目的のフェナ
シルテトラヒドロチオフェニウムブロミド水溶液を得た。
【０１６３】
　　［合成例８］ジメチルフェニルスルホニウム硫酸塩の合成
　チオアニソール６．２ｇ（０．０５モル）とジメチル硫酸６．９ｇ（０．０５５モル）
を室温で１２時間撹拌した。反応液に水１００ｇとジエチルエーテル５０ｍｌを加えて水
層を分取し、目的のジメチルフェニルスルホニウム硫酸塩水溶液を得た。
【０１６４】
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　　［合成例９］２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパン
－１－スルホン酸ナトリウムの合成
　常法により合成した１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－プロパン－２－イル　
ベンゾエート１０．０ｇを水７２ｇに分散させ、亜硫酸水素ナトリウム１２．０ｇと過酸
化ベンゾイル１．２４ｇを加えて８５℃で６５時間反応を行った。反応液を放冷後、トル
エンを加えて分液操作を行い、分取した水層に飽和塩化ナトリウム水溶液を加えて析出し
た白色結晶を濾別した。この結晶を少量の飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄後、減圧乾燥
を行うことで、目的の２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロ
パン－１－スルホン酸ナトリウムを得た［白色結晶５．８５ｇ（収率４３％）］。
【０１６５】
　　［合成例１０］トリフェニルスルホニウム　２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３
，３－ペンタフルオロプロパン－１－スルホネートの合成
　合成例１のトリフェニルスルホニウムクロリド水溶液０．０１１モル相当の水溶液と合
成例９で合成した２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパン
－１－スルホン酸ナトリウム３．６ｇ（０．０１モル）をジクロロメタン５０ｇ中で撹拌
した。有機層を分取し、水５０ｇで３回有機層を洗浄した。有機層を濃縮し、残渣にジエ
チルエーテル２５ｇを加えて結晶化させた。結晶を濾過、乾燥することで目的物を得た［
白色結晶４．５ｇ（収率７５％）］。
【０１６６】
　　［合成例１１］トリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－
２－ヒドロキシプロパン－１－スルホネートの合成（ＰＡＧ１）
　合成例１０のトリフェニルスルホニウム－２－ベンゾイルオキシ－１，１，３，３，３
－ペンタフルオロプロパン－１－スルホネート３４．４ｇをメタノール７２ｇに溶解させ
、氷冷下撹拌した。そこへ５％水酸化ナトリウム水溶液５４．０ｇを１０℃を超えない温
度で滴下した。この温度で４時間熟成した後、１０℃を超えない温度で１２規定塩酸６．
８ｇを加えて反応停止し、メタノールを減圧除去した。ジクロロメタン２７０ｇを加え、
水４０ｇで３回有機層を洗浄した後、有機層を濃縮し、残渣にジエチルエーテル６０ｇを
加えて結晶化させた。その結晶を濾過、乾燥することで目的物を得た［白色結晶２４．３
ｇ（収率８５％）］。
【０１６７】
　　［合成例１２～１８］
　合成例２～８で調製したオニウム塩を用いる以外は合成例１０及び１１と同様にして目
的物を合成した。これらのオニウム塩（ＰＡＧ２～ＰＡＧ８）を下記に示す。
【０１６８】
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【化４６】

【０１６９】
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　　［合成例１９］トリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－
２－メタクリロイルオキシプロパン－１－スルホネートの合成［モノマー１］
　合成例１１のトリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－２－
ヒドロキシプロパン－１－スルホネート　４９．０ｇ（０．１モル）をジクロロメタン２
００ｇに溶解し、トリエチルアミン１０．１ｇ（０．１０モル）とＮ，Ｎ－ジメチルアミ
ノピリジン２．４ｇ（０．２モル）を加えて、氷冷下撹拌した。メタクリル酸無水物１０
．０ｇ（０．１０モル）を１０℃を超えない温度で滴下した。更に１５分熟成を行い、希
塩酸を加えて分液を行い、更に水２００ｇで３回有機層を洗浄した後、有機層を濃縮し、
残渣にジエチルエーテルを加えて結晶化させた。その結晶を濾過しシリカゲルカラムクロ
マト（溶出液：ジクロロメタン－メタノール混合溶剤）にて精製した後に再度ジエチルエ
ーテルにて再結晶後、濾過、乾燥することで目的物を得た［白色結晶２９ｇ（収率５１％
）］。得られた目的物の核磁気共鳴スペクトル（1Ｈ－ＮＭＲ，19Ｆ－ＮＭＲ）を図１及
び図２に示す。また赤外吸収スペクトル（ＩＲ）及び飛行時間型質量分析スペクトル（Ｔ
ＯＦ－ＭＳ）の結果を以下に記す。
【０１７０】
赤外吸収スペクトル（ＫＢｒ：ｃｍ-1）
１７３７、１４７７、１４４８、１３７５、１３３４、１２５７、１２１３、１１８６、
１１７０、１１３７、１０６８、９９３、９０２、７６９、７５５、７４８、６８６、６
４０、５２０、５１２、５０３
飛行時間型質量分析スペクトル（ＴＯＦ－ＭＳ；ＭＡＬＤＩ）
　ＰＯＳＩＴＩＶＥ　Ｍ+２６３（（Ｃ6Ｈ5）3Ｓ

+相当）
　ＮＥＧＡＴＩＶＥ　Ｍ-２９７（ＣＦ3ＣＨ（ＯＣＯＣ（ＣＨ3）＝ＣＨ2）ＣＦ2ＳＯ3

-

相当）
【０１７１】
　　［合成例２０］トリフェニルスルホニウム　２－アクリロイルオキシ－１，１，３，
３，３－ペンタフルオロ－１－プロパンスルホネート［モノマー２の合成］
　合成例１９のメタクリル酸無水物に代えてアクリロイルクロリドを用いる以外は合成例
１９と同様にしてトリフェニルスルホニウム　２－アクリロイルオキシ－１，１，３，３
，３－ペンタフルオロ－１－プロパンスルホネートを合成した。
【０１７２】
　［合成例２１～３４］［モノマー３～１６の合成］
　合成例１９，２０で用いたトリフェニルスルホニウム　１，１，３，３，３－ペンタフ
ルオロ－２－ヒドロキシプロパン－１－スルホネートに代えて合成例１２～１８（ＰＡＧ
２～ＰＡＧ８）のオニウム塩を用いる以外は同様にして下記の重合性アニオンを有するオ
ニウム塩を合成した。
　モノマー１，２及びモノマー３～１６の構造式を下記に示す。
【０１７３】
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【化４７】

【０１７４】
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［実施例２］
　本発明の高分子化合物を以下に示す処方で合成した。
　　［実施例２－１］ポリマー１の合成
　窒素雰囲気としたフラスコに７．６０ｇのトリフェニルスルホニウム　１，１，３，３
，３－ペンタフルオロ－２－メタクリロイルオキシプロパン－１－スルホネート、８．４
９ｇのメタクリル酸１－（７－オキサノルボルナン－２－イル）シクロペンチル、８．０
１ｇのメタクリル酸３－ヒドロキシ－１－アダマンチル、９．１２ｇのメタクリル酸４，
８－ジオキサトリシクロ［４．２．１．０3,7］ノナン－５－オン－２－イル、６．７８
ｇのメタクリル酸３，５－ビス（ヘキサフルオロ－２－ヒドロキシ－２－プロピル）シク
ロヘキシル、１．１１ｇの２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、７０．０ｇのＭＥＫ
（メチルエチルケトン）をとり、単量体溶液を調製した。窒素雰囲気とした別のフラスコ
に２３．３ｇのＭＥＫをとり、撹拌しながら８０℃まで加熱した後、上記単量体溶液を４
時間かけて滴下した。滴下終了後、重合液の温度を８０℃に保ったまま２時間撹拌を続け
、次いで室温まで冷却した。得られた重合液を、激しく撹拌した４００ｇのヘキサンに滴
下し、析出した共重合体を濾別した。共重合体をＭＥＫ４５．４ｇとヘキサン１９４．６
ｇとの混合溶媒で２回洗浄した後、５０℃で２０時間真空乾燥して３８．７ｇの白色粉末
状の共重合体を得た。共重合体を13Ｃ－ＮＭＲで分析したところ、共重合組成比は上記の
単量体順で１０／２５／２２／３３／１０モル％であった。
【０１７５】
【化４８】

【０１７６】
　　［実施例２－２～３５、実施例２－４２，４３、比較合成例１－１～４］ポリマー２
～３５、ポリマー４２，４３、ポリマー４５～４８の合成
　各単量体の種類、配合比を変えた以外は、実施例２－１と同様の手順により、表１に示
した樹脂を製造した。表１中、各単位の構造を表２～６に示す。なお、下記表１において
、導入比はモル比を示す。
　　［実施例２－３６～４０、実施例２－４４、比較合成例１－５］ポリマー３６～４０
、ポリマー４６の合成
　上述した処方により得られたポリマー３６～４０、ポリマー４４をメタノール、テトラ
ヒドロフラン混合溶剤に溶解し、蓚酸を加えて４０℃で脱保護反応を行った。ピリジンに
て中和処理した後に通常の再沈精製を行うことによりヒドロキシスチレン単位を有する高
分子化合物を得た。
　　［実施例２－４１、比較合成例１－６］ポリマー４１、ポリマー５０の合成
　ポリマー３６、ポリマー４６に１－クロロ－１－メトキシ－２－メチルプロパンを塩基
性条件下反応させて目的のポリマー４１、ポリマー５０を得た。
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　実施例２－３６～４１のポリヒドロキシスチレン誘導体の脱保護と保護に関しては特開
２００４－１１５６３０号公報、特開２００５－８７６６号公報などに詳しい。
【０１７７】
【表１】

【０１７８】
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【表２】

【０１７９】
【表３】

【０１８０】
【表４】

【０１８１】
【表５】

【０１８２】
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【表６】

【０１８３】
レジスト材料の調製
　　［実施例３－１～３５、比較例２－１～４］
　上記で製造した本発明の樹脂［ポリマー１～３０、ポリマー４１、ポリマー４２、ポリ
マー４４（Ｐ－０１～３０、Ｐ－４１、Ｐ－４２、Ｐ－４４）］及び比較例用の樹脂［ポ
リマー４５～４７、ポリマー５０（Ｐ－４５～４７、Ｐ－５０）］をベース樹脂として用
い、酸発生剤、クエンチャー（塩基）、及び溶剤を表７に示す組成で添加し、混合溶解後
にそれらをテフロン（登録商標）製フィルター（孔径０．２μｍ）で濾過し、レジスト材
料（Ｒ－０１～３５）及び比較例用のレジスト材料（Ｒ－６０～６３）を得た。なお、溶
剤はすべて界面活性剤としてＫＨ－２０（旭硝子（株）製）を０．０１質量％含むものを
用いた。
【０１８４】
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【表７】

【０１８５】
　表７中、略号で示した酸発生剤、クエンチャー（塩基）及び溶剤は、それぞれ下記の通
りである。
ＰＡＧ－１：トリフェニルスルホニウム　ノナフルオロブタンスルホネート
Ｂａｓｅ－１：トリ（２－メトキシメトキシエチル）アミン
ＰＧＭＥＡ：酢酸１－メトキシイソプロピル
ＣｙＨＯ：シクロヘキサノン
ＥＬ：乳酸エチル
【０１８６】
解像性及びマスク忠実性の評価：ＡｒＦ露光
　［実施例４－１～３３、比較例３－１～３］
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　本発明のレジスト材料（Ｒ－０１～３１、Ｒ－３３～３４）及び比較用のレジスト材料
（Ｒ－６０，６１）を、反射防止膜（日産化学工業（株）製、ＡＲＣ２９Ａ、７８ｎｍ）
を塗布したシリコンウエハー上へ回転塗布し、１００℃，６０秒間の熱処理を施して、厚
さ１７０ｎｍのレジスト膜を形成した。これをＡｒＦエキシマレーザーステッパー（（株
）ニコン製、３０７Ｅ、ＮＡ＝０．８５、σ０．９３／０．７０、３／４輪帯照明、６％
ハーフトーンマスク）を用いて露光し、１１０℃，６０秒間の熱処理（ＰＥＢ）を施した
後、２．３８質量％のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて３０秒間パ
ドル現像を行い、１：１のラインアンドスペースパターン及び１：１０の孤立ラインパタ
ーンを形成した。作製したパターン付きウエハーを上空ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）で観
察し、８０ｎｍの１：１のラインアンドスペースを１：１で解像する露光量を最適露光量
（ｍＪ／ｃｍ2）とし、該最適露光量において分離解像している１：１のラインアンドス
ペースパターンの最小寸法を限界解像性（マスク上寸法、５ｎｍ刻み、寸法が小さいほど
良好）とした。また、該最適露光量において１：１０の孤立ラインパターンも観察し、マ
スク上寸法１３０ｎｍの孤立ラインパターンのウエハー上実寸法を測定し、マスク忠実性
（ウエハー上寸法、寸法が大きいほど良好）とした。
　本発明のレジスト材料の評価結果（限界解像性、マスク忠実性）、及び比較用のレジス
ト材料の評価結果（限界解像性、マスク忠実性）を表８に示す。
【０１８７】
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【表８】

【０１８８】
　表８中の実施例の結果より、本発明のレジスト材料が、ＡｒＦエキシマレーザー露光に
おいて、解像性能に優れると同時に、マスク忠実性に優れたものであることが確認された
。一方、表８中の比較例の結果では、従来の技術によるレジスト材料が、解像性能、又は
マスク忠実性のどちらか一方のみを満足するものであるか、あるいはそのどちらも満足さ
せられないものであることが確認示されている。
　以上より、本発明の重合性アニオンを有するスルホニウム塩を繰り返し単位として含有
する高分子化合物をベース樹脂としたレジスト材料が、従来の技術で構築されたものに比
して、レジスト材料としての特性に優れることが確認できた。
【０１８９】
解像性の評価：ＥＢ露光
　　［実施例４－３４，３５、比較例３－４］
　本発明のレジスト材料（Ｒ－３２、Ｒ－３５）、及び比較用のレジスト材料（Ｒ－６３
）を、有機反射防止膜（ブリューワーサイエンス社製、ＤＵＶ－４４）を６１０Åに塗布
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を施して、厚さ２，０００Åのレジスト膜を形成した。更に、電子線露光装置（（株）日
立ハイテクノロジーズ製、ＨＬ－８００Ｄ、加速電圧５０ｋｅＶ）を用いて露光し、１２
０℃，６０秒間の熱処理（ＰＥＢ：ｐｏｓｔ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｂａｋｅ）を施し、２
．３８質量％のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で現像を行うと、ポジ型
のパターン（実施例４－３５，３６、比較例３－４）を得ることができた。
【０１９０】
　得られたレジストパターンを次のように評価した。
　０．１２μｍのラインアンドスペースのトップとボトムを１：１で解像する露光量を最
適露光量（感度：Ｅｏｐ）として、この露光量における分離しているラインアンドスペー
スの最小線幅を評価レジストの解像度とした。また、解像したレジストパターンの形状は
、走査型電子顕微鏡を用いてレジスト断面を観察した。
　真空中のＰＥＤ（ｐｏｓｔ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ　ｄｅｌａｙ）を評価するには、電子線
露光装置により露光した後、２４時間真空に引かれた装置内に放置し、その後にＰＥＢ及
び現像を行った。得られた０．１２μｍのラインアンドスペースパターンのライン部の寸
法変化率を示す。例えば０．０１２μｍ増加した場合には＋１０％と記す。この変化が少
ないほど安定性に優れる。評価結果を表９に示す。
【０１９１】
【表９】

【０１９２】
　表９中の結果から、本発明のレジスト材料が、ＥＢ露光においても、解像性能、真空中
のＰＥＤに優れることが確認された。従って、ポリヒドロキシスチレン誘導体を用いたＥ
ＵＶリソグラフィー、ＫｒＦリソグラフィーなどでも同様に機能することが期待できる。
【０１９３】
レジスト膜溶出量の測定
　　［実施例５－１～４、比較例４－１～３］
　上記で調製したレジスト材料（Ｒ－０１、Ｒ－０３、Ｒ－３３、Ｒ－３４及び比較例Ｒ
－６０～６２）を各々スピンコート法によってシリコン基板上に塗布し、１２０℃で６０
秒間ベークし、厚さ１２０ｎｍのフォトレジスト膜を作製した。このフォトレジスト膜全
面に、ニコン製ＡｒＦスキャナーＳ３０５Ｂを用いてオープンフレームにて５０ｍＪ／ｃ
ｍ2のエネルギーを照射した。
　次いでこの照射されたフォトレジスト膜上に内径１０ｃｍの真円状のテフロン（登録商
標）リングを置き、その中に１０ｍＬの純水を注意深く注いで、室温にて６０秒間レジス
ト膜と純水を接触させた。
　その後、純水を回収し、純水中の光酸発生剤（ＰＡＧ）の陰イオン成分濃度をＡｇｉｌ
ｅｎｔ社製ＬＣ－ＭＳ分析装置にて定量した。
　測定した陰イオン濃度から、６０秒間の陰イオン溶出量の測定結果を下記表１０に示す
。
【０１９４】
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【０１９５】
　この結果より、本発明のレジスト材料は水を用いた液浸露光に際しても発生酸の溶出が
ないことが確認された。液浸露光によるパターン形状の変化が少なく、露光機へのダメー
ジが少ないことが期待される。
【図面の簡単な説明】
【０１９６】
【図１】合成例１９の［モノマー１］の1Ｈ－ＮＭＲを示した図である。
【図２】合成例１９の［モノマー１］の19Ｆ－ＮＭＲを示した図である。

【図１】 【図２】
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