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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する（メタ）アクリレー
ト誘導体。
【化１】

（式（Ｉ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に水素
原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、それ
らが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表し、
Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【請求項２】
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下記一般式（II）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する不飽和単量体。
【化２】

（式（II）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
【請求項３】
請求項１に記載の（メタ）アクリレート誘導体および／または請求項２に記載の不飽和単
量体を含むモノマー組成物を（共）重合して得られる重合体。
【請求項４】
　下記一般式（ＩＩＩ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位
、下記一般式（ＩＶ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位、
または、下記一般式（Ｖ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単
位のいずれか１種以上を含む重合体。
【化３】

（式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に
水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、
それらが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表
し、Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【化４】

（式（ＩＶ）中、Ｒ４、Ｒ５はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基
を表すか、Ｒ４およびＲ５は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環
を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
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【化５】

（式（Ｖ）中、Ｒ４、Ｒ５はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を
表すか、Ｒ４およびＲ５は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を
形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
【請求項５】
　重合体中に占める、前記一般式（III）で表される構造単位、前記一般式（IV）で表さ
れる構造単位、または、前記一般式（Ｖ）で表される構造単位の含有比率が５～１００モ
ル％である請求項４に記載の重合体。
【請求項６】
　重量平均分子量が２，０００～２００，０００である請求項３～５のいずれかに記載の
重合体。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれかに記載の重合体を含有する化学増幅レジスト組成物。
【請求項８】
　請求項３～６のいずれかに記載の重合体と、露光により酸を発生する光酸発生剤とを含
有する化学増幅レジスト組成物。
【請求項９】
　前記光酸発生剤の含有量が、前記重合体および前記光酸発生剤の合計量に対して０．２
～３０質量％である請求項８に記載の化学増幅レジスト組成物。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれかに記載の化学増幅レジスト組成物を被加工基板上に塗布する工
程と、
ベークを行う工程と、
１８０～２２０ｎｍの波長の光で露光する工程と、
ベークを行う工程と、
現像を行う工程と
を少なくとも有するパターン形成方法。
【請求項１１】
　前記露光に用いる光が、ＡｒＦエキシマレーザ光である請求項１０に記載のパターン形
成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、新規な有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する重合体に関し、特に波長が２２０
ｎｍ以下の遠紫外光を露光光とする化学増幅レジスト組成物に好適に用いられる重合体に
関するものである。さらに、本発明は、この重合体の原料モノマーとして有用な不飽和単
量体、および、この重合体を用いた化学増幅レジスト組成物、パターン形成方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
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半導体デバイスに代表されるハーフミクロンオーダーの微細加工を必要とする各種電子デ
バイス製造の分野においては、デバイスのより一層の高密度、高集積化の要求が高まって
いることに伴い、微細パターン形成のためのフォトリソグラフィー技術に対する要求がま
すます厳しくなっている。
【０００３】
特に、０．１３μｍ以下の加工技術を必要とする１Ｇビット以上の集積度を持つＤＲＡＭ
の製造には、ＡｒＦエキシマレーザ（１９３ｎｍ）を用いたフォトリソグラフィーの利用
が提案されている（例えば、ドナルド　Ｃ．ホッファーら、ジャーナル　オブ　フォトポ
リマー　サイエンス　アンド　テクノロジー（Journal of Photopolymer Science and Te
chnology）、第９巻、第３号、第３８７～３９７頁、１９９６年刊）。このため、ＡｒＦ
光を用いたフォトリソグラフィーに対応するレジスト材料の開発が望まれている。
【０００４】
このＡｒＦ露光用レジストの開発に際しては、レーザの原料であるガスの寿命が比較的短
く、レーザ装置自体が比較的高価である等の理由から、レーザのコストパフォーマンスの
向上を満たすことが望まれる。このため、加工寸法の微細化に対応する高解像性に加え、
高感度化への要求が高い。
【０００５】
レジストの高感度化の方法として、感光剤である光酸発生剤を利用した化学増幅型レジス
トが知られている。化学増幅型レジストとしては、例えば、特開昭５９－４５４３９号公
報に、ポリ（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ－α－メチルスチレン）とトリフ
ェニルスルホニウム・ヘキサフルオロアーセナートとを含むレジスト組成物が開示されて
いる。このような化学増幅型レジストは、現在、ＫｒＦエキシマレーザ用に広く用いられ
ている（例えば、ヒロシ　イトー及びＣ．グラント　ウイルソン、アメリカン　ケミカル
　ソサイアテイ　シンポジウム　シリーズ（American Chemical Society Symposium Seri
es）、第２４２巻、第１１～２３頁、１９８４年刊）。
【０００６】
化学増幅型レジストの特徴は、含有成分である光酸発生剤から光照射によりプロトン酸が
発生し、このプロトン酸が露光後の加熱処理によりレジスト樹脂などと酸触媒反応を起こ
すことである。このようにして、化学増幅型レジストは、光反応効率（一光子あたりの反
応）が１未満の従来のレジストに比べて飛躍的な高感度化を達成している。現在では、開
発されるレジストの大半が化学増幅型である。
【０００７】
また、ＡｒＦエキシマレーザ光に代表される２２０ｎｍ以下の短波長光を用いたリソグラ
フィーの場合、レジストには、２２０ｎｍ以下の露光光に対する高透明性とドライエッチ
ング耐性とが求められる。
【０００８】
従来のｇ線（４３８ｎｍ）、ｉ線（３６５ｎｍ）、ＫｒＦエキシマレーザ（２４８ｎｍ）
用のフォトレジスト材料は、主に、樹脂成分としてノボラック樹脂あるいはポリ（ｐ－ビ
ニルフェノール）など構造単位中に芳香環を有する樹脂が利用されており、この芳香環の
ドライエッチング耐性により樹脂のエッチング耐性を維持できた。
【０００９】
しかし、芳香環を有する樹脂は、２２０ｎｍ以下の波長の光に対する光吸収が強い。この
ため、芳香環を有する樹脂を利用したフォトレジスト材料をＡｒＦエキシマレーザ光（１
９３ｎｍ）などの２２０ｎｍ以下の短波長光を用いたリソグラフィーに使用すると、レジ
スト表面で大部分の露光光が吸収され、露光光が基板まで透過しないために、微細なレジ
ストパターンを形成できない場合がある。したがって、従来用いられている芳香環を有す
る樹脂をそのまま２２０ｎｍ以下の短波長光を用いたフォトリソグラフィーに適用するこ
とは困難である。芳香環を含まず、２２０ｎｍ以下の波長の光に対して透明であり、かつ
、エッチング耐性を有するレジスト材料が切望されている。
【００１０】
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ＡｒＦエキシマレーザ光（１９３ｎｍ）に対する透明性を持ち、なおかつドライエッチン
グ耐性を持つ高分子化合物としては、脂環族高分子であるアダマンチルメタクリレート単
位を持つ共重合体（武智ら、ジャーナル　オブ　フォトポリマー　サイエンス　アンド　
テクノロジー（Journal of Photopolymer Science and Technology）、第５巻、第３号、
第４３９～４４６頁、１９９２年刊）、イソボルニルメタクリレート単位を持つ共重合体
（Ｒ．Ｄ．Ａｌｌｅｎら、ジャーナル　オブ　フォトポリマー　サイエンス　アンド　テ
クノロジー（Journal of Photopolymer Science and Technology）、第８巻、第４号、第
６２３～６３６頁、１９９５年刊；同誌、第９巻、第３号、第４６５～４７４頁、１９９
６年刊）、ノルボルネンと無水マレイン酸との交互共重合単位を持つ樹脂（Ｆ．Ｍ．Ｈｏ
ｕｌｉｈａｎら、マクロモレキュールズ（Macromolecules）、第３０巻、第６５１７～６
５２４頁、１９９７年刊）等が提案されている。
【００１１】
しかしながら、上記のような脂環基を有する単量体は、基板密着性を有する極性基（例え
ば、カルボキシ基、ヒドロキシ基など）を有していない。このため、脂環基を有するモノ
マーの単独重合体では、疎水性が強く、被加工基板（例えば、シリコン基板）との密着性
が不十分となり、均一な塗布膜を再現性よく形成できない場合がある。さらに、ドライエ
ッチング耐性を有するアダマンタン含有残基、イソボニル含有残基またはメンチル含有残
基は、構造中に、露光前後での溶解度差を発現しうる残基を有していない。このため、こ
れらのモノマーの単独重合体では、露光によりパターンを形成することが困難である。
【００１２】
これらの点は、ｔ－ブチルメタクリレートやテトラヒドロメタクリレートなどの溶解度差
を発揮し得るコモノマーや、メタクリル酸などの基板密着性を持つコモノマーと共重合化
することにより、改善される。しかしながら、このような場合、通常、コモノマー含有率
は約５０モル％必要であり、コモノマー単位のドライエッチング耐性が低いため、共重合
体のドライエッチング耐性が不十分になる場合がある。
【００１３】
一方、ノルボルネンと無水マレイン酸の交互共重合体を用いたレジストにおいても、ノル
ボルネン環に極性基を持たないため、基板密着性が低い。基板密着性を向上させるために
は、アクリル酸などの基板密着性を持つコモノマーと共重合化することが考えられる。し
かしながら、このような共重合体の場合も、ドライエッチング耐性が不十分になる場合が
ある。
【００１４】
また、エッチング耐性と基板密着性とに優れたＡｒＦエキシマレーザ（１９３ｎｍ）用の
フォトレジスト材料として、特開２０００－１５９７５８号公報、特開２００１－２４２
６２７号公報、特開２００２－５３５７１号公報にラクトン構造を有する重合体が開示さ
れている。特開２００１－２９６６６１号公報には、レジストパターンのエッジラフネス
、露光マージンが改善されたＡｒＦエキシマレーザ（１９３ｎｍ）用のフォトレジスト材
料としてラクトン構造を有する重合体が開示されている。
【００１５】
　しかしながら、これらの公知例も含め、従来、本発明の一般式（ＩＩＩ）で表される４
－オキソ－５－オキサテトラシクロ［７．２．１．０２，８．０３，７］ドデシル骨格、
一般式（ＩＶ）で表される４－オキソ－５－オキサテトラシクロ［７．２．１．０２，８

．０３，７］ドデカン－１０，１１－ジイル骨格、または、一般式（Ｖ）で表される３－
オキソ－４－オキサトリシクロ［５．３．０．０２，６］デカン－８，１０－ジメチレン
骨格等が化学増幅レジストにおいて特に有用であること等は、未だ報告されていない。
【００１６】
以上のように、化学増幅レジストに関する検討は多数行われているものの、さらなる改良
が望まれているのが現状である。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明は、２２０ｎｍ以下の光に対する透明性が高く、エッチング耐性、基板密着性とも
に優れた化学増幅レジスト組成物を提供することを目的とする。また、本発明は、この化
学増幅レジスト組成物に用いる重合体（レジスト用樹脂）、その不飽和単量体、さらには
、この化学増幅型レジスト組成物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
。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記課題は、以下の本発明により解決できる。
【００１９】
　〔１〕下記一般式（Ｉ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する（メタ）アク
リレート誘導体。
【００２０】
【化６】

【００２１】
（式（Ｉ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に水素
原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、それ
らが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表し、
Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【００２２】
　〔２〕下記一般式（ＩＩ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する不飽和単量
体。
【００２３】
【化７】

【００２４】
（式（ＩＩ）中、Ｒ４、Ｒ５はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基
を表すか、Ｒ４およびＲ５は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環
を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
　〔３〕前記〔１〕の（メタ）アクリレート誘導体および／または前記〔２〕の不飽和単
量体を含むモノマー組成物を（共）重合して得られる重合体。
【００２５】
　〔４〕下記一般式（ＩＩＩ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構
造単位、下記一般式（ＩＶ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造
単位、または、下記一般式（Ｖ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し
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構造単位のいずれか１種以上を含む重合体。
【００２６】
【化８】

【００２７】
（式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に
水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、
それらが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表
し、Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【００２９】
【化９】

【００３０】
（式（IV）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
【００３１】
【化１０】

【００３２】
（式（Ｖ）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
なお、この重合体において、一般式（III）で表される繰返し構造単位、一般式（IV）で
表される繰返し構造単位、および、一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位は、それぞれ
、全て同じである必要はなく、２種以上が混在するものであってもよい。また、この重合
体において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得る。したがって、この重合体は、ラ
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ンダム共重合体であっても、交互共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい
。
【００３３】
　〔５〕重合体中に占める、前記一般式（ＩＩＩ）で表される構造単位、前記一般式（Ｉ
Ｖ）で表される構造単位、または、前記一般式（Ｖ）で表される構造単位の含有比率が５
～１００モル％である前記〔４〕の重合体。
【００３４】
　〔６〕重量平均分子量が２，０００～２００，０００である前記〔３〕～〔５〕のいず
れか重合体。
【００３５】
　〔７〕前記〔３〕～〔６〕のいずれかの重合体を含有する化学増幅レジスト組成物。
【００３６】
　〔８〕前記〔３〕～〔６〕のいずれかの重合体と、露光により酸を発生する光酸発生剤
とを含有する化学増幅レジスト組成物。
【００３７】
　〔９〕前記〔７〕または〔８〕の化学増幅レジスト組成物を被加工基板上に塗布する工
程と、
　ベークを行う工程と、
　１８０～２２０ｎｍの波長の光で露光する工程と、
　ベークを行う工程と、
　現像を行う工程と
を少なくとも有するパターン形成方法。
【００３８】
なお、ここで「（共）重合」とは、常用されるように、単独重合または共重合を意味する
。
【００３９】
　本発明の重合体は、有橋脂環式ラクトン骨格の中でも、一般式（ＩＩＩ）で表される４
－オキソ－５－オキサテトラシクロ［７．２．１．０２，８．０３，７］ドデシル骨格、
一般式（ＩＶ）で表される４－オキソ－５－オキサテトラシクロ［７．２．１．０２，８

．０３，７］ドデカン－１０，１１－ジイル骨格、または、一般式（Ｖ）で表される３－
オキソ－４－オキサトリシクロ［５．３．０．０２，６］デカン－８，１０－ジメチレン
骨格等を有している。このため、本発明の重合体を用いた化学増幅レジスト組成物は、２
２０ｎｍ以下の光に対する高い透明性、高いエッチング耐性、優れた基板密着性が得られ
る。この理由としては、以下のように推定される。
【００４０】
まず、本発明の重合体の繰返し構造単位である、上記一般式（III）で表される繰返し構
造単位、上記一般式（IV）で表される繰返し構造単位、および、上記一般式（Ｖ）で表さ
れる繰返し構造単位は芳香環を有さない。そのため、波長が２２０ｎｍ以下の光に対して
高い透明性を実現できる。一般に、芳香環を有していない重合体は、波長が２２０ｎｍ以
下の光に対して高い透明性が得られる。
【００４１】
　また、上記一般式（ＩＩＩ）で表される繰返し構造単位、上記一般式（ＩＶ）で表され
る繰返し構造単位、および、上記一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位は炭素密度が高
い有橋脂環式構造、すなわち、テトラシクロ［７．２．１．０２，８．０３，７］ドデカ
ン骨格、またはトリシクロ［５．３．０．０２，６］デカン骨格等を有する。そのため、
高いドライエッチング耐性を実現できる。
【００４２】
さらには、上記一般式（III）で表される繰返し構造単位、上記一般式（IV）で表される
繰返し構造単位、および、上記一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位はγ－ラクトン構
造を有する。そのため、従来と比べて極性が高く、優れた基板密着性を実現できると考え
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られる。
【００４３】
ラクトン構造は、一般に、エステル構造、エーテル構造およびアルコール構造などと比べ
て、比誘電率が高い。例えば、日本化学会編、化学便覧、基礎編II、改訂３版、第５０２
～５０４頁、１９８４年、丸善（株）刊などによれば、炭素数４の化合物で比較すると、
γ－ブチロラクトンの比誘電率は３９、酢酸エチルの比誘電率は６．０２、ジエチルエー
テルの比誘電率は４．３３５、１－ブタノールの比誘電率は１７．５１である。ラクトン
構造の中でも、γ－ラクトン構造は、適度な比誘電率を有しているため、特に良好な基板
密着性を実現できると考えられる。
【００４４】
このように、上記一般式（III）で表される繰返し構造単位、上記一般式（IV）で表され
る繰返し構造単位、および、上記一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位は有橋脂環式構
造およびγ－ラクトン構造を同時に有するため、分子構造および比誘電率の相乗効果によ
り、特に良好な波長が２２０ｎｍ以下の光に対する透明性、エッチング耐性および基板密
着性を実現できると考えられる。
【００４５】
【発明の実施の形態】
１．本発明の重合体に用いる不飽和単量体
本発明の重合体は、下記一般式（Ｉ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する（
メタ）アクリレート誘導体および／または下記一般式（II）で表される有橋脂環式γ－ラ
クトン構造を有する不飽和単量体を含むモノマー組成物を（共）重合して得られるもので
ある。
【００４６】
【化１１】

【００４７】
（式（Ｉ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に水素
原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、それ
らが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表し、
Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【００４９】
【化１２】

【００５０】
（式（II）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
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すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
炭素数１～６のアルキル基は、直鎖状でも分岐を有していてもよい。アルキル基の炭素数
は１～２が好ましい。
【００５１】
炭素数１～６のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基
、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基など
が挙げられる。
【００５２】
炭素数１～６のアルキレン基は、分岐を有していてもよいが、直鎖状であることが好まし
い。なお、ここでいうアルキレン基にはポリメチレン基も含まれる。アルキレン基の炭素
数は４～５が好ましい。
【００５３】
炭素数１～６のアルキレン基としては、具体的には、プロピレン基（トリメチレン基）［
―（ＣＨ2）3―］、ブチレン基（テトラメチレン基）［―（ＣＨ2）4―］、ペンチレン基
（ペンタメチレン基）［―（ＣＨ2）5―］などが挙げられる。
【００５４】
一般式（Ｉ）で表される不飽和単量体としては、具体的には、以下のものが挙げられる。
【００５５】
【化１３】

【００５６】
一般式（II）で表される不飽和単量体としては、具体的には、以下のものが挙げられる。
【００５７】
【化１４】

【００５８】
　一般式（Ｉ）において、Ｒ２、Ｒ３はともに水素原子、メチル基、エチル基または炭素
数４～５のアルキレン基であることが特に好ましい。
【００５９】
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～５のアルキレン基であることが特に好ましい。
【００６０】
２．本発明の単量体の製造方法
上記の一般式（II）で表される単量体は、例えばトリシクロ［４．２．１．０2,5］－７
－ノネン－３，４－ジカルボン酸無水物とＧｒｉｇｎａｒｄ試薬を反応させ、酸で処理す
ることで得られる。また、一般式（Ｉ）で表される単量体は、例えば一般式（II）で表さ
れる化合物または５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸無水物とＧｒｉｇｎａｒｄ試
薬を反応させ、酸処理して得られたラクトン化合物を酸触媒下（メタ）アクリル酸と反応
させるか、ハイドロボレージョン反応でヒドロキシ化した後、塩基触媒存在下（メタ）ア
クリロイルクロリドと反応させることで得られる。
【００６１】
３．本発明の重合体
本発明の重合体は、上記一般式（Ｉ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する不
飽和単量体および／または上記一般式（II）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有
する不飽和単量体を含むモノマー組成物を（共）重合して得られるものであり、下記一般
式（III）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位、下記一般式
（IV）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位、または、下記一
般式（Ｖ）で表される有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位のいずれか１
種以上を少なくとも有する。下記一般式（III）で表される繰返し構造単位は、上記一般
式（Ｉ）で表される単量体に由来するものである。下記一般式（IV）で表される繰返し構
造単位、および、下記一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位は、上記一般式（II）で表
される単量体に由来するものである。このような本発明の重合体は、レジスト用樹脂とし
て好適なものである。
【００６２】
【化１５】

【００６３】
（式（ＩＩＩ）中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に
水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表すか、Ｒ２およびＲ３は互いにつながり、
それらが結合している炭素原子とともに環を形成する、炭素数１～６のアルキレン基を表
し、Ｚは水素原子またはメチル基を表す。）
【００６５】
【化１６】
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（式（IV）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
【００６７】
【化１７】

【００６８】
（式（Ｖ）中、Ｒ4、Ｒ5はそれぞれ独立に水素原子または炭素数１～６のアルキル基を表
すか、Ｒ4およびＲ5は互いにつながり、それらが結合している炭素原子とともに環を形成
する、炭素数１～６のアルキレン基を表す。）
炭素数１～６のアルキル基は、直鎖状でも分岐を有していてもよい。アルキル基の炭素数
は１～２が好ましい。
【００６９】
炭素数１～６のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基
、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基など
が挙げられる。
【００７０】
炭素数１～６のアルキレン基は、分岐を有していてもよいが、直鎖状であることが好まし
い。なお、ここでいうアルキレン基にはポリメチレン基も含まれる。アルキレン基の炭素
数は４～５が好ましい。
【００７１】
炭素数１～６のアルキレン基としては、具体的には、プロピレン基（トリメチレン基）［
―（ＣＨ2）3―］、ブチレン基（テトラメチレン基）［―（ＣＨ2）4―］、ペンチレン基
（ペンタメチレン基）［―（ＣＨ2）5―］などが挙げられる。
【００７２】
一般式（III）で表される繰返し構造単位としては、具体的には、以下のものが挙げられ
る。
【００７３】
【化１８】
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【００７４】
一般式（IV）で表される繰返し構造単位としては、具体的には、以下のものが挙げられる
。
【００７５】
【化１９】

【００７６】
一般式（Ｖ）で表される繰返し構造単位としては、具体的には、以下のものが挙げられる
。
【００７７】
【化２０】

【００７８】
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ２、Ｒ３はともに水素原子、メチル基、エチル基または
炭素数４～５のアルキレン基であることが特に好ましい。
【００７９】
一般式（IV）および一般式（Ｖ）において、Ｒ4、Ｒ5はともに水素原子、メチル基、エチ
ル基または炭素数４～５のアルキレン基であることが特に好ましい。
【００８０】
なお、重合する上記一般式（Ｉ）で表される不飽和単量体および／または上記一般式（II
）で表される不飽和単量体は、１種であっても、２種以上であってもよい。また、上記一
般式（Ｉ）で表される不飽和単量体は全て同じである必要はなく、一般式（Ｉ）で示され
るものであれば２種以上が混在するものであってもよい。上記一般式（II）で表される不



(14) JP 4139948 B2 2008.8.27

10

20

30

40

飽和単量体も全て同じである必要はなく、一般式（II）で示されるものであれば２種以上
が混在するものであってもよい。したがって、本発明の重合体において、一般式（III）
で表される繰返し構造単位、一般式（IV）で表される繰返し構造単位、および、一般式（
Ｖ）で表される繰返し構造単位は、それぞれ、全て同じである必要はなく、上記の一般式
で示されるものであれば２種以上が混在するものであってもよい。
【００８１】
また、本発明の重合体において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得る。したがって
、この重合体は、ランダム共重合体であっても、交互共重合体であっても、ブロック共重
合体であってもよい。
【００８２】
必要に応じて、２種類以上の単量体を共重合し、２種類以上の繰返し構造単位を有する重
合体を用いることにより、より広範囲の特性を実現することもできる。
【００８３】
上記一般式（Ｉ）で表される不飽和単量体または上記一般式（II）で表される不飽和単量
体の単独重合体、あるいは、２種以上の上記一般式（Ｉ）で表される不飽和単量体および
／または上記一般式（II）で表される不飽和単量体の共重合体は、優れた、波長が２２０
ｎｍ以下の光に対する透明性、エッチング耐性および基板密着性が得られる。
【００８４】
また、他のコモノマーを共重合することにより、一般式（III）、（IV）、（Ｖ）で表さ
れる繰返し構造単位に加え、光酸発生剤から生じた酸により分解する基を有する構造単位
や、化学増幅レジスト用樹脂のさらに広い特性を実現するための構造単位を本発明の重合
体に導入ことができる。なお、この場合も、各構成単位は任意のシーケンスを取り得る。
したがって、この重合体は、ランダム共重合体であっても、交互共重合体であっても、ブ
ロック共重合体であってもよい。
【００８５】
共重合するコモノマーに由来する繰返し構造単位としては、広い特性を実現でき、対応す
るモノマーが十分な重合性を有する点から、下記一般式（VI ａ）～（VI ｄ）で表される
構造単位のいずれか１種以上が好ましい。
【００８６】
【化２１】

【００８７】
（式（VI ａ）中、Ｒ11は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ12は水素原子、酸により分
解する基、酸により分解する基を有する炭素数７～１３の有橋脂環式炭化水素基、炭素数
１～１２の炭化水素基、ヒドロキシ基もしくはカルボキシ基を有する炭素数７～１３の有
橋脂環式炭化水素基、または、２，６－ノルボルナンカルボラクトン－５－イル基を表す
。）
【００８８】
【化２２】
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【００８９】
（式（VI ｂ）中、Ｒ13は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ14は水素原子、ヒドロキシ
基、ヒドロキシアルキル基、カルボキシ基、または、酸により分解してカルボキシ基を生
じる炭素数２０以下の酸解離性有機基を表す。Ｘ11、Ｘ12はそれぞれ独立に水素原子また
はメチル基を表し、ｍ1は０または１である。）
【００９０】
【化２３】

【００９１】
（式（VI ｃ）中、Ｒ15は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ16は水素原子、ヒドロキシ
基、ヒドロキシアルキル基、カルボキシ基、または、酸により分解してカルボキシ基を生
じる炭素数２０以下の酸解離性有機基を表す。Ｘ13、Ｘ14はそれぞれ独立に水素原子また
はメチル基を表し、ｍ2は０または１である。）
【００９２】
【化２４】

【００９３】
酸により分解する基としては、具体的には、ｔ－ブチル基、テトラヒドロピラン－２－イ
ル基、テトラヒドロフラン－２－イル基、４－メトキシテトラヒドロピラン－４－イル基
、１－エトキシエチル基、１－ブトキシエチル基、１－プロポキシエチル基、３－オキソ
シクロヘキシル基、２－メチル－２－アダマンチル基、２－エチル－２－アダマンチル基
、１－メチル－１－アダマンチルエチル基、８－メチル－８－トリシクロ［５．２．１．
０2,6］デシル基、１，２，７，７－テトラメチル－２－ノルボルニル基、２－アセトキ
シメンチル基、２－ヒドロキシメンチル基、１－メチル－１－シクロヘキシルエチル基な
どが挙げられる。
【００９４】
酸により分解する基を有する炭素数７～１３の有橋脂環式炭化水素基としては、具体的に
は、特許第２８５６１１６号記載のｔ－ブトキシカルボニルオキシテトラシクロドデシル
基、ｔ－ブトキシカルボニルオキシノルボルニル基などが挙げられる。
【００９５】
炭素数１～１２の炭化水素基としては、具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル
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基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、シクロヘキシル基、
トリシクロ［５．２．１．０2,6］デシル基、アダマンチル基、ノルボニル基、イソボル
ニル基、テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］ドデシル基などが挙げられる。
【００９６】
ヒドロキシ基またはカルボキシ基を有する炭素数７～１３の有橋脂環式炭化水素基として
は、具体的には、ヒドロキシアダマンチル基、ジヒドロキシアダマンチル基、ヒドロキシ
ノルボルニル基、ヒドロキシテトラシクロドデシル基、カルボキシアダマンチル基、カル
ボキシノルボルニル基、カルボキシテトラシクロドデシル基などが挙げられる。
【００９７】
ヒドロキシアルキル基としては、具体的には、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基
などが挙げられる。
【００９８】
酸により分解してカルボキシ基を生じる炭素数２０以下の酸解離性有機基としては、具体
的には、ｔ－ブトキシカルボニル基、テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基、テトラ
ヒドロフラニルオキシカルボニル基、４－メトキシテトラヒドロピラニルオキシカルボニ
ル基、１－エトキシエトキシカルボニル基、１－ブトキシエトキシカルボニル基、１－プ
ロポキシエトキシカルボニル基、３－オキソシクロヘキシルオキシカルボニル基、２－メ
チル－２－アダマンチルオキシカルボニル基、２－エチル－２－アダマンチルオキシカル
ボニル基、８－メチル－８－トリシクロ［５．２．１．０2,6］デシルオキシカルボニル
基、１，２，７，７－テトラメチル－２－ノルボルニルオキシカルボニル基、２－アセト
キシメンチルオキシカルボニル基、２－ヒドロキシメンチルオキシカルボニル基、１－メ
チル－１－シクロヘキシルエトキシカルボニル基などが挙げられる。
【００９９】
本発明の重合体において、重合体中に占める、上記一般式（III）で表される構造単位、
上記一般式（IV）で表される構造単位、または、上記一般式（Ｖ）で表される構造単位の
含有比率は５～１００モル％であることが好ましい。
【０１００】
また、他のコモノマーを共重合した場合、得られる共重合体の性能の点から、上記一般式
（III）で表される構造単位、上記一般式（IV）で表される構造単位、または、上記一般
式（Ｖ）で表される構造単位の共重合体中に占める割合は、５モル％以上が好ましく、７
モル％以上がより好ましく、１０モル％以上が特に好ましい。一方、上記一般式（III）
で表される構造単位、上記一般式（IV）で表される構造単位、または、上記一般式（Ｖ）
で表される構造単位の共重合体中に占める割合は、９０モル％以下が好ましく、８０モル
％以下がより好ましく、７０モル％以下が特に好ましい。
【０１０１】
本発明の重合体の重量平均分子量は、単独重合体の場合も、共重合体の場合も、通常、２
，０００～２００，０００とする。
【０１０２】
４．本発明の重合体の製造方法
上記のような本発明の重合体は、ラジカル重合、アニオン重合、付加重合、開環メタセシ
ス重合などの通常の重合方法によって製造することができる。
【０１０３】
ラジカル重合の場合、例えば、乾燥テトラヒドロフラン中、不活性ガス（アルゴン、窒素
など）雰囲気下、適当なラジカル重合開始剤（例えば、アゾビスイソブチロニトリル（Ａ
ＩＢＮ）など）を加えて５０～７０℃で０．５～１２時間加熱攪拌することにより製造で
きる。なお、ラジカル重合開始剤の使用量は適宜決めればよい。また、用いる有機溶剤も
テトラヒドロフランに限定されず、適宜選択することができる。
【０１０４】
付加重合の場合、例えば、Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、第２９巻、第２７５５～２７
６３頁、１９９６年に記載のＪ．Ｐ．Ｍａｔｈｅｗらの方法に準じ、例えば（η3－ａｌ
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ｌｙｌ）Ｐｄ（ＢＦ4）、（η3－ａｌｌｙｌ）Ｐｄ（ＳｂＦ6）、［Ｐｄ（ＣＨ3ＣＮ）4

］［ＢＦ4］2などのパラジウム化合物を触媒として製造することができる。また、Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　ＰｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒＳｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ、第１３巻、第４号、第６５７～６６４頁、２０００年に記載のＴ．Ｃｈｉｂａらの
方法に準じ、ビス（ペンタフルオロフェニル）ニッケル・トルエン錯体などのニッケル化
合物を触媒として製造することもできる。
【０１０５】
開環メタセシス重合の場合、例えば、メタセシス触媒を用いて開環重合させ、さらにパラ
ジウムなどの貴金属触媒を用いて水素化することにより合成することができる。メタセシ
ス触媒としては、例えば、Ｗ（タングステン）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｒｅ（レニウム）
などの遷移金属のハロゲン化物、具体的には、ＷＣｌ6、ＭｏＣｌ5、ＲｅＣｌ3などが挙
げられるが、これらに限定されるものではない。上記の遷移金属のハロゲン化物と有機ア
ルミ化合物などの有機金属化合物とをメタセシス触媒として用いることができる。
【０１０６】
５．本発明の化学増幅レジスト組成物
本発明の化学増幅レジスト組成物は、上記のような本発明の重合体と、露光により酸を発
生する光酸発生剤とを混合したものである。本発明の化学増幅レジスト組成物は、通常、
さらに重合体と光酸発生剤とを溶解させる溶剤を含有する。本発明の重合体は、１種を用
いても、２種以上を併用してもよい。
【０１０７】
本発明において用いる光酸発生剤は、波長が４００ｎｍ以下、より好ましくは１８０ｎｍ
～２２０ｎｍの範囲の光の照射により酸を発生する光酸発生剤であることが好ましい。
【０１０８】
本発明において用いる光酸発生剤は、重合体などとの混合物が溶剤に十分に溶解し、その
混合液を用いてスピンコートなどの成膜法で均一な塗布膜が形成可能なものであれば特に
制限されない。光酸発生剤は、１種を用いても、２種以上を併用してもよい。
【０１０９】
使用可能な光酸発生剤としては、具体的には、トリフェニルスルホニウム塩誘導体、特開
２００１－２９４５７０号公報に記載のスルホニウム塩誘導体、特許第２９６４９９０号
公報に記載の橋かけ環式アルキル基を有するアルキルスルホニウム塩誘導体、特開２００
１－３５４６６９号記載のジアルキル－２－オキソアルキルスルホニウム塩誘導体、トリ
アルキルスルホニウム塩誘導体、ジフェニルヨードニウム塩誘導体、ジアルキルフェナシ
ルスルホニウム塩誘導体、ニトロベンジルスルホナート誘導体、Ｎ－ヒドロキシスクシイ
ミドのスルホン酸エステル誘導体などが挙げられる。
【０１１０】
光酸発生剤の含有率は、化学増幅レジスト組成物の十分な感度を実現し、良好なパターン
形成を可能とする点から、重合体および光酸発生剤の総和に対して０．２質量％以上が好
ましく、１質量％以上がより好ましい。また、光酸発生剤の含有率は、均一な塗布膜の形
成を実現し、現像後の残さ（スカム）の発生を抑制する点から、３０質量％以下が好まし
く、１５質量％以下がより好ましい。
【０１１１】
本発明の化学増幅レジスト組成物を調製する際には、必要に応じて、適当な溶剤を用いる
。
【０１１２】
本発明において用いる溶剤は、重合体および光酸発生剤が十分に溶解し、その溶液をスピ
ンコート法などの方法で均一に塗布できるものであれば特に制限されない。溶剤は、１種
を用いても、２種以上を混合して用いてもよい。
【０１１３】
溶剤としては、具体的には、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブ
チルアルコール、ｔｅｒｔ－ブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテ



(18) JP 4139948 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

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、酢酸
２－メトキシブチル、酢酸２－エトキシエチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、
３－メトキシプロピオン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸エチル、Ｎ－メチル－２－
ピロリジノン、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノール、メチルエチ
ルケトン、１，４－ジオキサン、エチ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アセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレ
ングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ
エチレングリコールジメチルエーテルなどが挙げられる。
【０１１４】
重合体、光酸発生剤および溶剤から成る本発明の化学増幅レジスト組成物中、溶剤の含有
量は作製するレジスト膜厚に応じて適宜調整される。
【０１１５】
本発明の化学増幅レジスト組成物には、さらに、必要に応じて溶解阻止剤、塩基、界面活
性剤、色素、安定剤、塗布性改良剤、染料などの他の成分を添加することもできる。
【０１１６】
６．本発明のパターン形成方法
次に、上記のような本発明の化学増幅レジスト組成物を用いる本発明のパターン形成方法
の一例について説明する。
【０１１７】
最初に、本発明の化学増幅レジスト組成物を被加工基板上にスピンコート等により塗布す
る。そして、この化学増幅型レジスト組成物が塗布された被加工基板をベーキング処理（
プリベーク）等して塗膜を乾燥させ、基板上にレジスト膜を形成する。
【０１１８】
次いで、このようにして得られたレジスト膜に、フォトマスクを介して、１８０～２２０
ｎｍの波長の光で露光する。露光に用いる光は、ＡｒＦエキシマレーザ光であることが好
ましい。
【０１１９】
露光後、ベークを行い、現像を行う。現像液は公知のものいずれを用いてもよい。そして
、現像後、必要に応じて基板を純水等でリンス処理する。このようにして被加工基板上に
レジストパターンが形成される。通常、レジストパターンが形成された被加工基板は、適
宜ベーキング処理（ポストベーク）する。
【０１２０】
【実施例】
以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに何ら限定され
るものではない。
【０１２１】
なお、以下、特に明記しない限り、試薬等は市販の高純度品を用いた。
【０１２２】
（実施例１）
下記構造の４－オキソ－５－オキサテトラシクロ［７．２．１．０2,8．０3,7］－１０－
ドデセン、即ち、一般式（II）において、Ｒ4、Ｒ5が水素原子である単量体を合成した。
【０１２３】
【化２５】

【０１２４】
水素化ホウ素ナトリウム４．４６ｇを乾燥テトラヒドロフラン（以下、ＴＨＦと略す。）
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５０ｍｌに分散させ、そこに氷冷下トリシクロ［４．２．１．０2,5］－７－ノネン－３
，４－ジカルボン酸無水物（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．９４巻、７８７－７９２頁（
１９７２年）記載の方法に従って合成）２０ｇを乾燥ＴＨＦ１００ｍｌに溶解したものを
滴下した。そして、室温で２時間攪拌した後、０．５Ｎ塩酸を加えて反応溶液を酸性にし
、減圧下、５０℃で溶媒を留去した。この残渣にジエチルエーテル２００ｍｌを加え、食
塩水で洗浄した。そして、有機層をＭｇＳＯ4で乾燥後、減圧下でジエチルエーテルを留
去した。これにクロロホルム２００ｍｌを加え、そこにシリカゲルを加えて不純物を吸着
除去し、減圧下で溶媒を留去した後、残渣をリグロインで再結することで目的物を６ｇ得
た（収率３２％）。
【０１２５】
得られた単量体の1Ｈ－ＮＭＲ（標準試料：ＣＤＣｌ3）の測定結果は次の通りであった：
δが０．１．４（１Ｈ，ｄ）、１．５９（１Ｈ，ｄ）、１．９４－１．９８（１Ｈ，ｍ）
、２．１２－２．１６（１Ｈ，ｍ）、２．４４－２．５１（１Ｈ，ｍ）、２．６（１Ｈ，
ｄｄ）、２．８３（１Ｈ，ｓ）、２．９４（１Ｈ，ｓ）、４．３６（１Ｈ，ｄｄ）、４．
５１（１Ｈ，ｄｄ）、６．０３（１Ｈ，ｓ）。
【０１２６】
（実施例２）
下記構造の４－オキソ－５－オキサ－６，６－ジメチルテトラシクロ［７．２．１．０2,

8．０3,7］－１０－ドデセン、即ち、一般式（II）において、Ｒ4、Ｒ5がメチル基である
単量体を合成した。
【０１２７】
【化２６】

【０１２８】
アルゴン雰囲気下、メチルマグネシウムブロミドのジエチルエーテル溶液（３ｍｏｌ／ｌ
）１１０ｍｌに、氷冷下、トリシクロ［４．２．１．０2,5］－７－ノネン－３，４－ジ
カルボン酸無水物２０ｇを乾燥ＴＨＦ２００ｍｌに溶解したものを滴下した。そして、室
温で２時間攪拌した後、氷冷下１０％塩酸を加えて反応溶液を酸性にし、４０℃で１時間
攪拌した。これにジエチルエーテル２００ｍｌを加え、有機層を４％炭酸ナトリウム水溶
液、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。そして、減圧下でジエチル
エーテルを留去した後、残渣をリグロイン－トルエンで再結することで目的物を６．９２
ｇ得た（収率３２％）。
【０１２９】
得られた単量体の1Ｈ－ＮＭＲ（標準試料：ＣＤＣｌ3）の測定結果は次の通りであった：
δが１．３５（３Ｈ，ｓ）、１．３７（１Ｈ，ｄ）、１．４８（３Ｈ，ｓ）、１．５７（
１Ｈ，ｄ）、１．９７－２．０１（１Ｈ，ｍ）、２．０６－２．１（１Ｈ，ｍ）、２．１
３－２．１８（１Ｈ，ｍ）、２．７１－２．７５（２Ｈ，ｍ）、２．９３（１Ｈ，ｓ）、
６．０３（２Ｈ，ｓ）。
【０１３０】
　（実施例３）
　下記式にしたがって、下記構造のアクリレート、即ち、一般式（Ｉ）において、Ｒ１が
水素原子、Ｒ２、Ｒ３がメチル基であり、Ｚが水素原子であるアクリレートを合成した。
【０１３１】
【化２７】
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【０１３２】
アルゴン雰囲気下、実施例２で得られた単量体７．８ｇを乾燥ＴＨＦ２００ｍｌに溶解し
たものに、ＢＨ3ＴＨＦ錯塩のＴＨＦ溶液（１ｍｏｌ／Ｌ）２１ｍｌを氷冷下で滴下した
。そして、氷冷下で１時間、室温で１時間攪拌した後、水３ｍｌ、３ｍｏｌ／ＬのＮａＯ
Ｈ水溶液７ｍｌ、３０％過酸化水素水４．６ｍｌを順次滴下した。さらに室温で２時間攪
拌した後、ジエチルエーテル１００ｍｌを加え、ジエチルエーテル有機層を飽和食塩水で
洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去することでアルコール体を定量
的に得た。
【０１３３】
次に、アルコール４．８８ｇ、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン３．９９ｇ、フェノチアジン１
０ｍｇを乾燥塩化メチレン４０ｍｌに溶解し、そこに氷冷下、塩化アクリロイル２．３８
ｇを滴下した。そして、室温で４時間攪拌した後、ジエチルエーテル１５０ｍｌを加え、
０．５Ｎ塩酸、３％炭酸ナトリウム水溶液、食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾
燥した。そして、減圧下で溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラム（溶出溶媒：ヘキ
サン／酢酸エチル＝２／１）で分離精製することで無色液体の目的のアクリレートを２ｇ
得た（収率３３％）。
【０１３４】
得られたアクリレートの1Ｈ－ＮＭＲ（標準試料：ＣＤＣｌ3）の測定結果は次の通りであ
った：
δが１．２８７，１．２９２，１．４７，１．４９（６Ｈ，ｓ）、１．５１－１．８１（
４Ｈ，ｍ）、２．１－２．４９（５Ｈ，ｍ）、２．７８－２．８４（１Ｈ，ｍ）、４．５
２－４．５９（１Ｈ，ｍ）、５．８２（１Ｈ，ｄｄ）、６．０９（１Ｈ，ｄｄ）、６．３
８（１Ｈ，ｄ）。
【０１３５】
また、ＩＲ（ＫＢｒディスク）の測定結果は次の通りであった：
ＩＲ（ＫＢｒディスク）　２９６９ｃｍ-1［ν(Ｃ－Ｈ)］、１７６６ｃｍ-1，１７２２ｃ
ｍ-1［ν(Ｃ＝Ｏ)］、１６３５ｃｍ-1，１６１９ｃｍ-1［ν(Ｃ＝Ｃ)］、１２７４ｃｍ-1

、１１９４ｃｍ-1。
【０１４３】
　（実施例４）
　下記構造のメタクリレート、即ち、一般式（Ｉ）において、Ｒ１がメチル基、Ｒ２、Ｒ
３が水素原子であり、Ｚが水素原子であるメタクリレートを合成した。
【０１４４】
【化２９】
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【０１４５】
実施例１で得られた単量体５ｇ、メタクリル酸４．２ｇを乾燥トルエン２０ｍｌに溶解し
、そこにリンタングステン酸・ｎ水和物０．２７９ｇを加えた。そして、８０℃で３時間
攪拌した後、ジエチルエーテル１００ｍｌを加え、３％炭酸水素ナトリウム水溶液、食塩
水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。そして、溶媒を留去した後、残渣をシリ
カゲルカラム（溶出溶媒：ヘキサン／酢酸エチル＝２／１）で分離精製することで目的の
メタクリレートを１ｇ得た（収率１３％）。
【０１４６】
得られたメタクリレートのＩＲ（ＫＢｒディスク）の測定結果は次の通りであった：
ＩＲ（ＫＢｒディスク）　２９６９ｃｍ-1［ν(Ｃ－Ｈ)］、１７６５ｃｍ-1，１７２２ｃ
ｍ-1［ν(Ｃ＝Ｏ)］、１６３８ｃｍ-1［ν(Ｃ＝Ｃ)］。
【０１４７】
　（実施例５）
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ１が水素原子、Ｒ２、Ｒ３がメチル基であり、Ｚが水素
原子である構造単位３０モル％と、一般式（ＶＩａ）において、Ｒ１１がメチル基、Ｒ１

２が２－メチル－２－アダマンチル基である構造単位５０モル％と、一般式（ＶＩａ）に
おいて、Ｒ１１がメチル基、Ｒ１２が３－ヒドロキシ－１－アダマンチル基である構造単
位２０モル％とからなるアクリル系重合体を合成した。
【０１４８】
【化３０】

【０１４９】
還流管を付けた１００ｍｌナスフラスコ中、実施例３で得られたアクリレート２ｇ、２－
メチル－２－アダマンチルメタクリレート２．８２ｇ、３－ヒドロキシアダマンチルメタ
クリレート１．１４ｇを乾燥テトラヒドロフラン４０ｍｌに溶解し、そこにＡＩＢＮ１５
８ｍｇ（４ｍｏｌ％）を加えた。そして、アルゴン雰囲気下、６５～６７℃で４時間撹拌
した後、放冷し、反応混合物をヘキサン４００ｍｌに注いで析出した沈殿を濾別した。さ
らに、もう一度再沈精製を行うことで目的物を３．５２ｇ得た（収率５９％）。
【０１５０】
得られた重合体の共重合比は、1Ｈ－ＮＭＲの積分比から、３０：５０：２０（モル比）
であった。また、ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は９７０
０（ポリスチレン換算）、分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９１であった。
【０１５１】
　（実施例６）
　モノマーの仕込み比を、実施例３で得られたアクリレート：２－メチル－２－アダマン
チルメタクリレート：３－ヒドロキシアダマンチルメタクリレート＝０．１５：０．５５
：０．３（モル比）に変えた以外は実施例５と同様に重合し、重合体を得た。
【０１５２】
得られた重合体の共重合比は、1Ｈ－ＮＭＲの積分比から、０．１５：０．５４：０．３
１（モル比）であった。また、ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍ
ｗ）は８４００であった。
【０１５３】
　（実施例７）
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　モノマーの仕込み比を、実施例３で得られたアクリレート：２－メチル－２－アダマン
チルメタクリレート：３－ヒドロキシアダマンチルメタクリレート＝０．４５：０．４５
：０．１（モル比）に変えた以外は実施例５と同様に重合し、重合体を得た。
【０１５４】
得られた重合体の共重合比は、1Ｈ－ＮＭＲの積分比から、０．４４：０．４６：０．１
（モル比）であった。また、ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ
）は１０５００であった。
【０１５５】
　（実施例８）
　ＡＩＢＮの量（濃度）を０．５ｍｏｌ％に変えた以外は実施例５と同様に重合し、重合
体を得た。
【０１５６】
得られた重合体の共重合比は、1Ｈ－ＮＭＲの積分比から、０．３０：０．５１：０．１
９（モル比）であった。また、ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍ
ｗ）は４３０００であった。
【０１５７】
　（実施例９）
　ＡＩＢＮの量（濃度）を１０ｍｏｌ％に変えた以外は実施例５と同様に重合し、重合体
を得た。
【０１５８】
得られた重合体の共重合比は、1Ｈ－ＮＭＲの積分比から、０．２９：０．５１：０．２
（モル比）であった。また、ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ
）は３９００であった。
【０１５９】
　（実施例１０）
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ１が水素原子、Ｒ２、Ｒ３がメチル基であり、Ｚが水素
原子である構造単位３０モル％と、一般式（ＶＩａ）において、Ｒ１１が水素原子、Ｒ１

２がｔ－ブトキシカルボニルテトラシクロドデシル基である構造単位５０モル％と、一般
式（ＶＩａ）において、Ｒ１１がメチル基、Ｒ１２がカルボキシテトラシクロドデシル基
である構造単位２０モル％とからなるアクリル系重合体を合成した。
【０１６０】
【化３１】

【０１６１】
　２－メチル－２－アダマンチルメタクリレートに代えてｔ－ブトキシカルボニルテトラ
シクロドデシルアクリレートを用い、かつ、３－ヒドロキシ－１－アダマンチルメタクリ
レートに代えてカルボキシテトラシクロドデシルメタクリレートを用いた以外は実施例５
と同様に重合し、重合体を得た。収率は５４％であった。
【０１６２】
ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は１０５００、分散度（Ｍ
ｗ／Ｍｎ）は１．７９であった。
【０１６３】
　（実施例１１）
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　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ１が水素原子、Ｒ２、Ｒ３がメチル基であり、Ｚが水素
原子である構造単位３０モル％と、一般式（ＶＩａ）において、Ｒ１１がメチル基、Ｒ１

２が２－メチル－２－アダマンチル基である構造単位５０モル％と、一般式（ＶＩａ）に
おいて、Ｒ１１が水素原子、Ｒ１２が２，６－ノルボルナンカルボラクトン－５－イル基
である構造単位２０モル％とからなるアクリル系重合体を合成した。
【０１６４】
【化３２】

【０１６５】
　３－ヒドロキシ－１－アダマンチルメタクリレートに代えて５－アクリロイルオキシ－
２，６－ノルボルナンカルボラクトンを用いた以外は実施例５と同様に重合し、重合体を
得た。収率は５１％であった。
【０１６６】
ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は９１００、分散度（Ｍｗ
／Ｍｎ）は１．９２であった。
【０１７１】
　（実施例１２）
　一般式（ＩＶ）において、Ｒ４、Ｒ５が水素原子である構造単位２５モル％と、一般式
（ＶＩ　ｄ）の構造単位２５モル％と、一般式（ＶＩａ）において、Ｒ１１がメチル基、
Ｒ１２が２－メチル－２－アダマンチル基である構造単位５０モル％とからなる重合体を
合成した。
【０１７２】
【化３４】

【０１７３】
　実施例３で得られた単量体に代えて、実施例１で得られた単量体を用い、かつ、３－ヒ
ドロキシ－１－アダマンチルメタクリレートに代えて無水マレイン酸を用いた以外は実施
例５と同様に重合し、重合体を得た。収率は３１％であった。
【０１７４】
ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は８４００、分散度（Ｍｗ
／Ｍｎ）は２．５５であった。
【０１７５】
　（実施例１３）
　一般式（ＩＶ）において、Ｒ４、Ｒ５がメチル基である構造単位５０モル％と、一般式
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（ＶＩ　ｂ）において、Ｒ１３が水素原子、Ｒ１４がｔ－ブトキシカルボニル基、Ｘ１１

，Ｘ１２が水素原子、ｍ１が０である構造単位５０モル％とからなる重合体を合成した。
【０１７６】
【化３５】

【０１７７】
ジ－μ－クロロビス［（η－アリル）パラジウム（II）］０．１０１ｇ、ヘキサフルオロ
アンチモン酸銀０．１９１ｇを塩化メチレン３０ｍｌに溶解し、室温で２０分間撹拌した
後、反応混合物を濾過した。そして、この濾液を、実施例２で得られた単量体２．８４ｇ
と５－ノルボルネン－２－カルボン酸ｔ－ブチルエステル２．６９４ｇと塩化メチレン１
０ｍｌとからなる混合液に加えた。さらに室温で２４時間撹拌した後、メタノール４００
ｍｌに加えて析出した樹脂を濾別した。
【０１７８】
次に、得られた樹脂を塩化メチレン４０ｍｌに溶解し、そこにメタノール４ｍｌ、水素化
ホウ素ナトリウム０．４ｇを加えた。そして、室温で３時間撹拌し、さらに室温で２４時
間放置した。放置後、析出したＰｄ（０）の粒子を濾別し、濾液をメタノール４００ｍｌ
に注いで析出した樹脂を濾別することで目的物を１．７７ｇ得た（収率３０％）。
【０１７９】
ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は１４０００、分散度（Ｍ
ｗ／Ｍｎ）は２．４４であった。
【０１８０】
　（実施例１４）
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ１が水素原子、Ｒ２、Ｒ３がメチル基であり、Ｚが水素
原子である構造単位１００モル％からなるアクリル系重合体を合成した。
【０１８１】
【化３６】

【０１８２】
実施例３で得られたアクリレート０．６ｇを乾燥ＴＨＦ３ｍｌに溶解し、そこにＡＩＢＮ
０．０１４３ｇを加えた。そして、アルゴン雰囲気下、６５～６７℃で４時間攪拌した後
、放冷し、反応混合物をヘキサン５０ｍｌに注いで析出した沈殿を濾別した。さらに、も
う一度再沈精製を行うことで目的物を０．４４ｇ得た（収率７３％）。
【０１８３】
ＧＰＣ分析により、得られた重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は１１２００、分散度（Ｍ
ｗ／Ｍｎ）は２．１２であった。
【０１８４】
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　＜エッチング耐性の評価＞
　実施例５で得られたアクリル系重合体２ｇをプロピレングリコールモノメチルエーテル
アセテート１０ｇに溶解し、０．２ μｍのテフロン（登録商標）フィルターを用いて濾
過した。次に、この濾液を３インチシリコン基板上にスピンコート塗布し、９０℃、６０
秒間ホットプレート上でベーキングを行って膜厚０．７μｍの薄膜を形成した。
【０１８５】
日電アネルバ製ＤＥＭ４５１リアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置を用いて得ら
れた膜をエッチングし、ＣＦ4ガスに対するエッチング速度を測定した。エッチング条件
はＰｏｗｅｒ：１００Ｗ、圧力：５Ｐａ、ガス流量：３０ｓｃｃｍとした。
【０１８６】
　同様にして、実施例１０で得られたアクリル系重合体と、実施例１３で得られたノルボ
ルナン系重合体とについてもエッチング速度を測定した。
【０１８７】
また、比較例として、市販のノボラックレジスト、ＫｒＦレジストのベース樹脂として使
用されているポリ（ｐ－ビニルフェノール）と、分子構造に有橋脂環式炭化水素基を持た
ない樹脂であるポリ（メチルメタクリレート）とについても同様にしてエッチング速度を
測定した。
【０１８８】
その結果を表１に示す。なお、エッチング速度はノボラックレジストに対して規格化した
。
【０１８９】
【表１】

【０１９０】
　本発明の重合体（実施例５、１０、１３）は、比較例の樹脂と比べて、ＣＦ４ガスに対
するエッチング速度が遅く、ドライエッチング耐性に優れていることが示された。
【０１９１】
　＜透明性の評価＞
　実施例５で得られたアクリル系重合体１．８ｇをプロピレングリコールモノメチルエー
テルアセテート１０ｇに溶解し、０．２ μｍのテフロン（登録商標）フィルターを用い
て濾過した。次に、この濾液を３インチ石英基板上にスピンコート塗布し、９０℃、６０
秒間ホットプレート上でベーキングを行って膜厚０．４μｍの薄膜を形成した。
【０１９２】
この薄膜について、紫外可視分光光度計を用い、ＡｒＦエキシマレーザ光の中心波長であ
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【０１９３】
　同様にして、実施例１０で得られたアクリル系重合体と、実施例１３で得られたノルボ
ルナン系重合体とについても透過率を測定した。
【０１９４】
その結果を表２に示す。
【０１９５】
【表２】

【０１９６】
　本発明の重合体（実施例５、１０、１３）は、単層レジストとして利用可能な透明性を
示すことが確認された。
【０１９７】
　＜パターニング評価＞
　実施例５で得られたアクリル系重合体２ｇ、光酸発生剤（トリフェニルスルホニウムノ
ナフレート）０．０４ｇ、２，６－ジイソプロピルアニリン０．００４ｇ、プロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート１１．５ｇからなる混合物を０．２ μｍのテフ
ロン（登録商標）フィルターを用いてろ過し、レジスト組成物を調製した。
【０１９８】
８インチシリコン基板上に有機反射防止膜を０．１μｍ厚に塗布した基板上に、上記レジ
スト組成物をスピンコート塗布し、１３０℃、１分間ホットプレート上でベークして膜厚
０．４μｍの薄膜を形成した。そして、ＡｒＦ縮小露光装置（ニコン製、ＮＡ＝０．６）
を用いて露光した。その後、直ちに１３５℃、６０秒間ホットプレート上でベークし、液
温２３℃の２．３８％（ＣＨ3）4ＮＯＨ（ＴＭＡＨ）水溶液で６０秒間浸漬法による現像
を行い、続けて６０秒間純水でリンス処理を行った。その結果、レジスト膜の露光部分の
みが現像液に溶解除去され、ポジ型のパターンが得られた。この得られたパターンについ
て、ＳＥＭ観察により解像度を評価した。また感度は、得られたＬ／Ｓ（ラインアンドス
ペース）パターンが１：１で解像できた時の露光量とした。
【０１９９】
　同様にして、実施例１０で得られたアクリル系重合体を用いたレジスト組成物と、実施
例１３で得られたノルボルナン系重合体を用いたレジスト組成物とについてもパターニン
グ評価した。
【０２００】
その結果を表３に示す。
【０２０１】
【表３】
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【０２０２】
　本発明の重合体（実施例５、１０、１３）を用いたフォトレジスト材料は、優れた感度
および解像度を有することが分かった。
【０２０３】
　＜基板密着性の評価＞
　パターニングをした基板をＳＥＭにより観察した。その結果、パタ－ン剥がれなどは観
測されず、本発明の重合体（実施例５、１０、１３）を用いたフォトレジスト材料は十分
な基板密着性を有することが確認された。
【０２０４】
　（実施例１５）
　実施例３で得られた単量体を開環メタセシス重合し、得られた樹脂をパラジウム触媒を
用いて水素添加することで、一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ１が水素原子、Ｒ２、Ｒ３が
メチル基であり、Ｚが水素原子である構造単位１００モル％からなるアクリル系重合体を
得る。
【０２０５】
　（実施例１６）
　実施例６～９および実施例１１～１２で得られる重合体を用いて作製されるレジストは
、十分なエッチング耐性、透明性、感度、解像度および基板密着性を有する。
【０２０６】
【発明の効果】
本発明の有橋脂環式γ－ラクトン構造を有する繰返し構造単位を有する樹脂を用いること
により、ドライエッチング耐性、２２０ｎｍ以下の光に対する透明性、解像度、基板密着
性すべてに優れた化学増幅レジスト組成物が得られる。そして、この化学増幅レジスト組
成物を用いることにより、半導体素子製造に必要な微細パターンの形成が可能となる。
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