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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において成膜されるケイ素含有反射防止膜
を形成するための熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物であって、少なくとも、ナ
フタレン骨格を有する下層膜としての有機膜の上に、１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰
係数ｋが以下の式の関係を満たすケイ素含有反射防止膜を形成可能で、かつ下記一般式（
Ａ－１）で表される化合物を１種類以上及び下記一般式（Ａ－２）で表される化合物を１
種類以上含む加水分解性ケイ素含有化合物を加水分解縮合することにより得られるケイ素
含有化合物を含むことを特徴とする熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物。
　
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
　
【化３２】
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（式中、Ｒ１は炭素数１～６の有機基であり、Ｒ２はそれぞれ炭素数１～３０の１価の有
機基またはケイ素含有有機基であり（ただし、硫黄原子を含むものを除く）、Ｕは単結合
または炭素数１～６の２価の有機基であり、ｒは１～３である。）
　　Ｒ１１

ｍ１１Ｒ１２
ｍ１２Ｒ１３

ｍ１３Ｓｉ（ＯＲ）（４－ｍ１１－ｍ１２－ｍ１３

）　　　　（Ａ－２）
（式中、Ｒは炭素数１～６のアルキル基であり、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３はそれぞれ互い
に同一でも異なっていてもよく、水素原子、又は炭素数１～３０の１価の有機基であり、
ｍ１１、ｍ１２、ｍ１３は０又は１である。ｍ１１＋ｍ１２＋ｍ１３は０～３である。た
だし、（Ａ－１）式とは異なるものである。）
【請求項２】
　前記加水分解性ケイ素含有化合物に更に下記一般式（Ａ－３）で表される１種類以上の
加水分解性化合物を混合し、該混合物を加水分解縮合することにより得られるケイ素含有
化合物を含有することを特徴とする請求項１に記載の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成
用組成物。
　　Ｄ（ＯＲ３）ｍ３（ＯＲ４）ｍ４　　　　（Ａ－３）
（式中、Ｒ３、Ｒ４は炭素数１～３０の有機基であり、ｍ３＋ｍ４はＤの種類により決ま
る価数であり、ｍ３、ｍ４は０以上の整数、Ｄは周期律表のＩＩＩ族、ＩＶ族、又はＶ族
の元素で、ケイ素と炭素を除くものである。）
【請求項３】
　少なくとも、被加工基板上に形成されたナフタレン骨格を有する有機膜と、該有機膜の
上に請求項１または請求項２に記載の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物から形
成されたケイ素含有反射防止膜と、該ケイ素含有反射防止膜の上にフォトレジスト膜とが
形成されたものであることを特徴とする基板。
【請求項４】
　前記フォトレジスト膜の上に更にレジスト保護膜が形成されたものであることを特徴と
する請求項３に記載の基板。
【請求項５】
　リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加工基板上に形成さ
れたナフタレン骨格を有する有機膜の上に、請求項１または請求項２に記載の熱硬化性ケ
イ素含有反射防止膜形成用組成物から形成されたケイ素含有反射防止膜を形成し、該ケイ
素含有反射防止膜の上にフォトレジスト膜を形成した後、フォトレジスト膜のパターン回
路領域を露光し、現像液で現像して前記フォトレジスト膜にレジスト膜パターンを形成し
、得られたレジスト膜パターンをエッチングマスクにして前記ケイ素含有反射防止膜をド
ライエッチングし、得られたケイ素含有反射防止膜パターンをエッチングマスクにして前
記有機膜をエッチングし、パターンが形成された有機膜をマスクにして基板をエッチング
して基板にパターンを形成することを特徴とするパターン形成方法。
【請求項６】
　前記ケイ素含有反射防止膜の上にフォトレジスト膜を形成後、更にその上に保護膜を形
成することを特徴とする請求項５に記載のパターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子等の製造工程における微細加工に用いられる多層レジスト法の中
間層として使用されるケイ素含有反射防止膜を形成するための熱硬化性ケイ素含有反射防
止膜形成用組成物、ケイ素含有反射防止膜形成基板及びこれを用いたパターン形成方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩの高集積化と高速度化に伴い、パターン寸法の微細化が急速に進んでいる。リソ
グラフィー技術は、この微細化に合わせ、光源の短波長化とそれに対するレジスト組成物
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の適切な選択により、微細パターンの形成を達成してきた。その中心となったのは単層で
使用するポジ型フォトレジスト組成物である。この単層ポジ型フォトレジスト組成物は、
塩素系あるいはフッ素系のガスプラズマによるドライエッチングに対しエッチング耐性を
持つ骨格をレジスト樹脂中に持たせ、かつ露光部が溶解するようなレジスト機構を持たせ
ることによって、露光部を溶解させてパターンを形成し、残存したレジストパターンをエ
ッチングマスクとしてレジスト組成物を塗布した被加工基板をドライエッチング加工する
ものである。
【０００３】
　ところが、使用するフォトレジスト膜の膜厚をそのままで微細化、即ちパターン幅をよ
り小さくした場合、フォトレジスト膜の解像性能が低下し、また現像液によりフォトレジ
スト膜をパターン現像しようとすると、いわゆるアスペクト比が大きくなりすぎ、結果と
してパターン崩壊が起こってしまう。このため微細化に伴いフォトレジスト膜厚は薄膜化
されてきた。
【０００４】
　一方、被加工基板の加工には、通常パターン形成されたフォトレジスト膜をエッチング
マスクとして、ドライエッチングにより基板を加工する方法が用いられるが、現実的には
フォトレジスト膜と被加工基板の間に完全なエッチング選択性を取ることのできるドライ
エッチング方法がないため、基板を加工中にレジスト膜もダメージを受け、レジスト膜が
崩壊し、レジストパターンを正確に被加工基板に転写できなくなる。そこで、パターンの
微細化に伴い、レジスト組成物により高いドライエッチング耐性が求められてきた。
【０００５】
　また、露光波長の短波長化によりフォトレジスト組成物に使用する樹脂は、露光波長に
おける光吸収の小さな樹脂が求められたため、ｉ線、ＫｒＦ、ＡｒＦへの変化に対し、ノ
ボラック樹脂、ポリヒドロキシスチレン、脂肪族多環状骨格を持った樹脂へと変化してき
ているが、現実的には上記ドライエッチング条件におけるエッチング速度は速いものにな
ってきてしまっており、解像性の高い最近のフォトレジスト組成物は、むしろエッチング
耐性が低くなる傾向がある。
　このようなことから、より薄くよりエッチング耐性の弱いフォトレジスト膜で被加工基
板をドライエッチング加工しなければならないことになり、この加工工程における材料及
びプロセスの確保は急務になってきている。
【０００６】
　このような問題点を解決する方法の一つとして、多層レジスト法がある。この方法は、
フォトレジスト膜、即ちレジスト上層膜とエッチング選択性が異なる中間膜をレジスト上
層膜と被加工基板の間に介在させ、レジスト上層膜にパターンを得た後、得られたレジス
ト上層膜パターンをドライエッチングマスクとして、ドライエッチングによりレジスト中
間膜にパターンを転写し、更に得られた中間膜のパターンをドライエッチングマスクとし
て、ドライエッチングにより被加工基板にパターンを転写する方法である。
【０００７】
　多層レジスト法としてはいくつかの方法が知られており、例えば、段差基板上に高アス
ペクト比のパターンを形成する場合、２層レジスト法が優れていることが知られている。
この２層レジスト法において、形成された２層レジスト膜を一般的なアルカリ現像液で現
像するためには、ヒドロキシ基やカルボキシル基等の親水基を有する高分子シリコーン化
合物をレジスト材料として用いる必要がある。
【０００８】
　この２層レジスト法で使用されるシリコーン系化学増幅ポジ型レジスト材料として、例
えば、安定なアルカリ可溶性シリコーンポリマーであるポリヒドロキシベンジルシルセス
キオキサンのフェノール性水酸基の一部をｔ－Ｂｏｃ基で保護したものをベース樹脂とし
て使用し、これと酸発生剤とを組み合わせたＫｒＦエキシマレーザー用シリコーン系化学
増幅ポジ型レジスト材料が提案された（例えば、特許文献１、非特許文献１等参照）。ま
た、ＡｒＦエキシマレーザー用としては、シクロヘキシルカルボン酸を酸不安定基で置換
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したタイプのシルセスキオキサンをベースにしたポジ型レジスト材料が提案されている（
例えば、特許文献２、３、非特許文献２等参照）。更に、Ｆ２レーザー用としては、ヘキ
サフルオロイソプロパノールを溶解性基として持つシルセスキオキサンをベースにしたポ
ジ型レジスト材料が提案されている（例えば、特許文献４等参照）。上記ポリマーは、ト
リアルコキシシラン、又はトリハロゲン化シランの縮重合によるラダー骨格を含むポリシ
ルセスキオキサンを主鎖に含むものである。他方、ケイ素が側鎖にペンダントされたレジ
スト用ベースポリマーとしては、ケイ素含有（メタ）アクリルエステル系ポリマーが提案
されている（例えば、特許文献５、非特許文献３等参照）。
【０００９】
　２層レジスト法の下層膜としては、酸素ガスによるエッチングが可能な炭化水素化合物
であり、更にその下の基板をエッチングする場合におけるマスクになるため、高いエッチ
ング耐性を有することが必要である。酸素ガスエッチングにおいては、ケイ素原子を含ま
ない炭化水素のみで構成される必要がある。また、上層のケイ素含有レジスト膜の線幅制
御性を向上させ、定在波によるパターン側壁の凹凸とパターンの崩壊を低減させるために
は、反射防止膜としての機能も有し、具体的には下層膜からレジスト上層膜内への反射率
を１％以下に抑える必要がある。
【００１０】
　別の多層レジスト法として、ケイ素を含まない単層レジストをレジスト上層膜、その下
にケイ素を含有するレジスト中間層膜、更にその下に有機膜のレジスト下層膜を積層する
３層プロセスが提案されている（例えば、非特許文献４参照）。一般的にはケイ素を含む
レジストよりケイ素を含まない単層レジストの方が解像性に優れ、３層プロセスでは高解
像なレジストを露光イメージング層として用いることができるため、微細プロセスに好適
である。
　レジスト上層膜の直下に適用されるレジスト中間層膜としては、ＣＶＤハードマスクや
スピンオングラス（ＳＯＧ）膜が用いられ、ＳＯＧ膜に関しては多くの方法が提案されて
いる。
【００１１】
　いずれの多層レジスト法においても定在波によるパターン側壁の凸凹とパターン崩壊を
防止するため、反射防止機能を持たせなければいけない。例えば、３層レジスト法におけ
る基板反射を抑えるための最適な下層膜の光学定数は２層レジスト法におけるそれとは異
なっている。基板反射をできるだけ抑え、具体的には１％以下にまで低減させる目的は２
層レジスト法も３層レジスト法も変わらないのであるが、２層レジスト法は下層膜だけに
反射防止効果を持たせるのに対して、３層レジスト法は中間層膜と下層膜のどちらか一方
あるいは両方に反射防止効果を持たせることができる。例えば、反射防止効果を付与させ
たケイ素含有層材料が、特許文献６、特許文献７に提案されている。一般的に単層の反射
防止膜よりも多層の反射防止膜の方が反射防止効果は高く、光学材料の反射防止膜として
広く工業的に用いられている。このようなことから、レジスト中間層膜とレジスト下層膜
の両方に反射防止効果を付与させることによって高い反射防止効果が期待できる。
【００１２】
　特に最先端の半導体加工プロセスにおいて使用される下層膜は、微細パターンをドライ
エッチングで製造する際のマスクとなるため、精細なパターン転写特性や良好なエッチン
グ選択性が必要となる。更にエッチング加工時にマスクとして機能している際に、エッチ
ングガスによる変形、所謂パターンよれが発生しない材料が求められており、特許文献８
などに示される化合物が提案されている。これらの材料に共通しているのはナフタレン誘
導体を主鎖として有していることである。
【００１３】
　しかし、多層レジスト法において、これらナフタレン骨格を有する下層膜の上に中間層
膜を形成する材料として従来の材料を適用すると、反射防止機能が十分に発揮されず、露
光光の反射を十分に抑制することが出来なかった。そのため、ナフタレン骨格を有する下
層膜上においても最適に用いることができるよう、ケイ素含有中間層材料の光学特性の最
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適化が待たれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平６－１１８６５１号公報
【特許文献２】特開平１０－３２４７４８号公報
【特許文献３】特開平１１－３０２３８２号公報
【特許文献４】特開２００２－５５４５６号公報
【特許文献５】特開平９－１１０９３８号公報
【特許文献６】米国特許第６５０６４９７号明細書
【特許文献７】米国特許第６４２００８８号明細書
【特許文献８】特開２００９－１４８１６号公報
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】ＳＰＩＥ　ｖｏｌ．１９２５（１９９３）ｐ３７７
【非特許文献２】ＳＰＩＥ　ｖｏｌ．３３３３（１９９８）ｐ６２
【非特許文献３】Ｊ．Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉ．　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌ．
Ｖｏｌ．９　Ｎｏ．３（１９９６）ｐ４３５－４４６
【非特許文献４】Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．，１６（６），Ｎｏｖ．／Ｄｅ
ｃ．１９７９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、リソグラフィーで用いられる多層レジスト
法において、（１）レジスト下層膜としてのナフタレン骨格を有する有機膜上に形成され
たケイ素含有反射防止膜の上にフォトレジスト膜を形成し、続いてレジストパターンを形
成した際、露光光の反射を抑制し良好なパターン形成が可能であり、（２）ケイ素含有反
射防止膜の上層であるフォトレジスト膜、下層である有機膜との間で良好なドライエッチ
ング特性を有し、（３）保存安定性の良好な、ケイ素含有反射防止膜を形成するための、
熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物、このケイ素含有反射防止膜形成用組成物か
ら形成されるケイ素含有反射防止膜が形成された基板、更にこれ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】
【００１７】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、リソグラフィーで用いられる多層
レジスト法において成膜されるケイ素含有反射防止膜を形成するための熱硬化性ケイ素含
有反射防止膜形成用組成物であって、少なくとも、ナフタレン骨格を有する下層膜として
の有機膜の上に、１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋが以下の式の関係を満たすケ
イ素含有反射防止膜を形成可能な熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を提供する
。
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
【００１８】
　このように、多層レジスト法において、ナフタレン骨格を有する下層膜上に使用される
中間層膜として、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋが、
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
の関係を満たすケイ素含有反射防止膜を形成可能な熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用
組成物を用いれば、反射防止機能が最大に、即ち反射光の量が最小になるため、露光光の
反射を十分に抑制でき、広い露光マージンが得られ、更にパターン表面の凹凸を最小限に
することが出来る。
【００１９】
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　また、本発明は、前記熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物が、下記一般式（Ａ
－１）で表される化合物を１種類以上及び下記一般式（Ａ－２）で表される化合物を１種
類以上含む加水分解性ケイ素含有化合物を加水分解縮合することにより得られるケイ素含
有化合物を含むものであることが好ましい。
【化１】

（式中、Ｒ１は炭素数１～６の有機基であり、Ｒ２はそれぞれ炭素数１～３０の１価の有
機基またはケイ素含有有機基であり（ただし、硫黄原子を含むものを除く）、Ｕは単結合
または炭素数１～６の２価の有機基であり、ｒは１～３である。）
　　Ｒ１１

ｍ１１Ｒ１２
ｍ１２Ｒ１３

ｍ１３Ｓｉ（ＯＲ）（４－ｍ１１－ｍ１２－ｍ１３

）　　　　（Ａ－２）
（式中、Ｒは炭素数１～６のアルキル基であり、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３はそれぞれ互い
に同一でも異なっていてもよく、水素原子、又は炭素数１～３０の１価の有機基であり、
ｍ１１、ｍ１２、ｍ１３は０又は１である。ｍ１１＋ｍ１２＋ｍ１３は０～３である。た
だし、（Ａ－１）式とは異なるものである。）
【００２０】
　このような化合物を用いれば、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を
容易に得ることが出来る。
　更に本発明では、上記一般式（Ａ－２）で表される化合物を１種類以上含むことにより
、エッチングマスクとして良好な性能を有するケイ素含有膜を提供することが出来る。そ
のため、多層レジスト法において反射防止機能だけでなくドライエッチングによるパター
ン転写時にもパターンの崩壊することのない膜を提供出来る組成物を得ることが出来る。
【００２１】
　また、本発明は、前記加水分解性ケイ素含有化合物に更に下記一般式（Ａ－３）で表さ
れる１種類以上の加水分解性化合物を混合し、該混合物を加水分解縮合することにより得
られるケイ素含有化合物を含有するものであることが好ましい。
　　Ｄ（ＯＲ3）m3（ＯＲ4）m4　　　　（Ａ－３）
（式中、Ｒ3、Ｒ4は炭素数１～３０の有機基であり、ｍ3＋ｍ4はＤの種類により決まる価
数であり、ｍ3、ｍ4は０以上の整数、Ｄは周期律表のＩＩＩ族、ＩＶ族、又はＶ族の元素
で、ケイ素と炭素を除くものである。）
【００２２】
　（Ａ－１）および（Ａ－２）の中から選ばれるケイ素化合物と（Ａ－３）で表される化
合物の混合物を加水分解縮合することにより得られるケイ素含有化合物を含有する組成物
を用いて硬化膜を形成すると、エッチングマスクとして良好な性能を有するケイ素含有膜
を提供することができる。そのため、多層レジスト法において反射防止機能だけでなくド
ライエッチングによるパターン転写時にもパターンの崩壊することのない膜を提供出来る
組成物を得ることが出来る。
【００２３】
　また、本発明は、少なくとも、被加工基板上に形成されたナフタレン骨格を有する有機
膜と、該有機膜の上に前記熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物から形成されたケ
イ素含有反射防止膜と、該ケイ素含有反射防止膜の上にフォトレジスト膜とが形成された
ものであることを特徴とする基板を提供する。また、前記フォトレジスト膜の上に更にレ
ジスト保護膜が形成されたものであることを特徴とする基板を提供する。
【００２４】
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　このように、ナフタレン骨格を有する有機膜、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜
形成用組成物から形成されたケイ素含有反射防止膜、フォトレジスト膜の３層レジスト膜
が形成された基板を用いて、リソグラフィーにより基板にパターンを形成すれば、基板に
微細なパターンを高精度で形成することができる。また、フォトレジスト膜の上に更にレ
ジスト保護膜を形成することで、液浸露光時にレジスト膜の表面を保護できるので、より
正確なパターン形成をすることができる。
【００２５】
　また、本発明は、リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加
工基板上に形成されたナフタレン骨格を有する有機膜の上に、前記熱硬化性ケイ素含有反
射防止膜形成用組成物から形成されたケイ素含有反射防止膜を形成し、該ケイ素含有反射
防止膜の上にフォトレジスト膜を形成した後、フォトレジスト膜のパターン回路領域を露
光し、現像液で現像して前記フォトレジスト膜にレジスト膜パターンを形成し、得られた
レジスト膜パターンをエッチングマスクにして前記ケイ素含有反射防止膜をドライエッチ
ングし、得られたケイ素含有反射防止膜パターンをエッチングマスクにして前記有機膜を
エッチングし、パターンが形成された有機膜をマスクにして基板をエッチングして基板に
パターンを形成することを特徴とするパターン形成方法を提供する。
【００２６】
　このような３層レジスト法を用いたパターン形成方法であれば、基板に微細なパターン
を高精度で形成することができる。
【００２７】
　また、前記パターン形成方法において、前記ケイ素含有反射防止膜の上にフォトレジス
ト膜を形成後、更にその上に保護膜を形成することが好ましい。
【００２８】
　このようにフォトレジスト膜の上に更に保護膜を形成すれば、液浸露光時にレジスト膜
の表面を保護できるので、より正確なパターン形成をすることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上説明したように、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を用いるこ
とにより、リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において、（１）レジスト下層膜
としてのナフタレン骨格を有する有機膜上に形成されたケイ素含有反射防止膜の上にフォ
トレジスト膜を形成し、続いてレジストパターンを形成した際、露光光の反射を抑制し良
好なパターン形成が可能であり、（２）ケイ素含有反射防止膜の上層であるフォトレジス
ト膜、下層である有機膜との間で良好なドライエッチング特性を有し、（３）保存安定性
の良好な、ケイ素含有反射防止膜を形成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施例及び比較例における波長１９３ｎｍの屈折率ｎと消衰係数ｋの関
係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明についてより具体的に説明する。
　前述のように、最先端の半導体加工プロセスにおいて使用される下層膜には、精細なパ
ターン転写特性や良好なエッチング選択性を有し、更にエッチング加工時にマスクとして
機能している際に、エッチングガスによる変形（パターンよれ）が発生しない材料として
、ナフタレン誘導体を主鎖として有している材料が用いられているが、これまでのケイ素
含有中間層材料はこれらナフタレン骨格を有する下層膜と同時に使用されることを想定さ
れていなかったため、多層レジスト法に従来のケイ素含有中間層材料を適用すると、反射
防止機能が十分に発揮されず、露光光の反射を十分に抑制することが出来なかった。
【００３２】
　そこで、本発明者らは、リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において、ナフタ
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レン骨格を有する下層膜上に成膜されるケイ素含有反射防止膜を形成するための熱硬化性
ケイ素含有反射防止膜形成用組成物のリソグラフィー特性や安定性について鋭意検討した
ところ、ナフタレン骨格を有する下層膜上であっても最高の反射防止機能を発揮出来るレ
ジスト中間膜の光学特性を見出し、さらにこの光学特性を実現することの出来る組成物を
見出し、本発明を完成するに至った。
【００３３】
　即ち、本発明は、リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において成膜されるケイ
素含有反射防止膜を形成するための熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物であって
、少なくとも、ナフタレン骨格を有する下層膜としての有機膜の上に、１９３ｎｍにおけ
る屈折率ｎと消衰係数ｋが以下の式の関係を満たすケイ素含有反射防止膜を形成可能な熱
硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を提供する。
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
【００３４】
　ここで本発明の関係式
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
について、図を用いて説明する。
　図１は、ナフタレン骨格を有する下層膜としての有機膜上に形成される中間層膜の、１
９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋの関係を示すものである。
　図１中の白プロットは、ナフタレン骨格を有する有機膜を下層膜として用いた場合にお
いても、反射防止機能を十分に発揮出来た中間層膜の、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎ
と消衰係数ｋを示したものである。黒プロットは、ナフタレン骨格を有する有機膜を下層
膜として用いた場合には、反射防止機能が十分に発揮されず、露光光の反射を十分に抑制
することが出来なかった中間層膜の、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋを示
したものである。
　本発明では、これら白プロットと黒プロットの臨界点から図１に示す台形、即ち本発明
の関係式
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
を導き出した。
【００３５】
　即ち、本発明者らは、多層レジスト法で下層膜としてナフタレン骨格を有する有機膜を
用いた場合、使用される中間層膜として、１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋの関
係が、
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
となる場合に、反射防止機能が最大になる、即ち反射光の量が最小になることを見出した
。
【００３６】
　１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋがこの領域（２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－
２９．４）にある場合は、上述したように、露光光の反射が十分に抑制されるので広い露
光マージンが得られ、パターン表面の凹凸を最小限にすることが出来る。また、パターン
の倒れや崩壊が発生するのを防止することもできる。更に、消衰係数が０．０１以上であ
れば、露光光を効率よく吸収出来るため、反射防止効果が得られ、消衰係数が０．５以下
であれば、吸光基として導入されている有機置換基の量が多くなり過ぎることもなく、ケ
イ素含有膜中の炭素成分の量が多くなりすぎることもない。そのため、ケイ素含有膜の性
能として必要であるエッチング選択性が劣化することもない。
【００３７】
　１９３ｎｍにおける屈折率と消衰係数の関係が
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
であるようなケイ素含有反射防止膜を形成する熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成
物は、特定の光吸収基を持つモノマー（加水分解性ケイ素化合物）を加水分解縮合して得
られるケイ素化合物を用いることで容易に得られる。
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　好ましいケイ素含有化合物の製造方法として以下の方法が例示できるが、この方法に限
られるものではない。
【００３８】
　モノマーの一つとして、下記一般式（Ａ－１）で表される化合物を例示できる。
【化２】

（式中、Ｒ１は炭素数１～６の有機基であり、Ｒ２はそれぞれ炭素数１～３０の１価の有
機基またはケイ素含有有機基であり（ただし、硫黄原子を含むものを除く）、Ｕは単結合
または炭素数１～６の２価の有機基であり、ｒは１、２または３である。）
【００３９】
　ここで、有機基は炭素を含む基の意味であり、更に水素を含み、また窒素、酸素、硫黄
、ケイ素等を含んでもよい（ただし、Ｒ２においては、硫黄原子を含むものを除く）（以
下同様）。
　上記一般式（Ａ－１）で表される化合物として、具体的には以下のような化合物が挙げ
られる。
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【化３】

【００４０】
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【化４】

【００４１】
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【化５】

【００４２】
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【化６】

【００４３】
　更にモノマーとして下記一般式（Ａ－２）で表される化合物を例示出来る。
　　Ｒ11

m11Ｒ
12
m12Ｒ

13
m13Ｓｉ（ＯＲ）(4-m11-m12-m13)　　　　（Ａ－２）

（Ｒは炭素数１～６のアルキル基であり、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13はそれぞれ互いに同一でも異
なっていてもよく、水素原子、又は炭素数１～３０の１価の有機基であり、ｍ１1、ｍ1２
、ｍ1３は０又は１である。ｍ1１＋ｍ1２＋ｍ1３は０～３、特に０又は１が好ましい。）
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【００４４】
　ここで、有機基は炭素を含む基の意味であり、更に水素を含み、また窒素、酸素、硫黄
、ケイ素等を含んでもよい（ただし、Ｒ２においては、硫黄原子を含むものを除く）。Ｒ
１１、Ｒ１２、Ｒ１３の有機基としては、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、アルケニ
ル基、アルキニル基、アリール基、アラルキル基等の非置換の１価炭化水素基、及びこれ
らの基の水素原子の１個又はそれ以上がエポキシ基、アルコキシ基、ヒドロキシ基等で置
換された基や、－Ｏ－，－ＣＯ－，－ＯＣＯ－，－ＣＯＯ－，－ＯＣＯＯ－が介在された
基等の後述する一般式（Ａ－４）で示される基、ケイ素－ケイ素結合を含む有機基等を挙
げることができる。
【００４５】
　一般式（Ａ－２）で示される加水分解性ケイ素化合物のＲ11、Ｒ12、Ｒ13として好まし
いものは、水素原子、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－
ブチル基、ｉｓｏ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、２－
エチルブチル基、３－エチルブチル基、２，２－ジエチルプロピル基、シクロペンチル基
、ｎ－ヘキシル基、シクロヘキシル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニ
ル基、エチニル基等のアルキニル基、フェニル基、トリル基等のアリール基、ベンジル基
、フェネチル基等のアラルキル基が挙げられる。
【００４６】
　　例えば、ｍ１１＝０、ｍ１２＝０、ｍ１３＝０であるテトラアルコキシシランとして
、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ－ｎ－プロポキシシラン、テト
ラ－ｉｓｏ－プロポキシシランをモノマーとして例示できる。好ましくは、テトラメトキ
シシラン、テトラエトキシシランである。
【００４７】
　例えば、ｍ１１＝１、ｍ１２＝０、ｍ１３＝０であるトリアルコキシシランとして、ト
リメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリ－ｎ－プロポキシシラン、トリ－ｉｓｏ－
プロポキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ
－ｎ－プロポキシシラン、メチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、エチルトリメトキシ
シラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、エチルトリ－
ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビ
ニルトリ－ｎ－プロポキシシラン、ビニルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｎ－プロピ
ルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリ－ｎ－プロ
ポキシシラン、ｎ－プロピルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｉ－プロピルトリメトキ
シシラン、ｉ－プロピルトリエトキシシラン、ｉ－プロピルトリ－ｎ－プロポキシシラン
、ｉ－プロピルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｎ－ブチルトリメトキシシラン、ｎ－
ブチルトリエトキシシラン、ｎ－ブチルトリ－ｎプロポキシシラン、ｎ－ブチルトリ－ｉ
ｓｏ－プロポキシシラン、ｓｅｃ－ブチルトリメトキシシラン、ｓｅｃ－ブチル－トリエ
トキシシラン、ｓｅｃ－ブチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ｓｅｃ－ブチル－トリ－
ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｔ－ブチルトリメトキシシラン、ｔ－ブチルトリエトキシシ
ラン、ｔ－ブチルトリ－ｎプロポキシシラン、ｔ－ブチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラ
ン、シクロプロピルトリメトキシシラン、シクロプロピルトリエトキシシラン、シクロプ
ロピル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロプロピル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラ
ン、シクロブチルトリメトキシシラン、シクロブチルトリエトキシシラン、シクロブチル
－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロブチル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シク
ロペンチルトリメトキシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、シクロペンチル－
トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロペンチル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シク
ロヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、シクロヘキシル－
トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキシル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シク
ロヘキセニルトリメトキシシラン、シクロヘキセニルトリエトキシシラン、シクロヘキセ
ニル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキセニル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラ
ン、シクロヘキセニルエチルトリメトキシシラン、シクロヘキセニルエチルトリエトキシ
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シラン、シクロヘキセニルエチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキセニルエチ
ルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロオクタニルトリメトキシシラン、シクロオク
タニルトリエトキシシラン、シクロオクタニル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロオ
クタニル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロペンタジエニルプロピルトリメトキ
シシラン、シクロペンタジエニルプロピルトリエトキシシラン、シクロペンタジエニルプ
ロピル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロペンタジエニルプロピル－トリ－ｉｓｏ－
プロポキシシラン、ビシクロヘプテニルトリメトキシシラン、ビシクロヘプテニルトリエ
トキシシラン、ビシクロヘプテニル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ビシクロヘプテニル
－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビシクロヘプチルトリメトキシシラン、ビシクロヘ
プチルトリエトキシシラン、ビシクロヘプチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ビシクロ
ヘプチル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、アダマンチルトリメトキシシラン、アダマ
ンチルトリエトキシシラン、アダマンチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、アダマンチル
－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキ
シシラン、フェニルトリ－ｎ－プロポキシシラン、フェニルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシ
ラン、ベンジルトリメトキシシラン、ベンジルトリエトキシシラン、ベンジルトリ－ｎ－
プロポキシシラン、ベンジルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、フェネチルトリメトキシ
シラン、フェネチルトリエトキシシラン、フェネチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、フェ
ネチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ナフチルトリメトキシシラン、ナフチルトリエ
トキシシラン、ナフチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、ナフチルトリ－ｉｓｏ－プロポキ
シシラン等を例示できる。
【００４８】
　好ましくは、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメト
キシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキ
シシラン、ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｉｓｏ
－プロピルトリメトキシシラン、ｉｓｏ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－ブチルトリ
メトキシシラン、ｎ－ブチルトリエトキシシラン、ｉｓｏ－ブチルトリメトキシシラン、
ｉｓｏ－ブチルトリエトキシシラン、アリルトリメトキシシラン、アリルトリエトキシシ
ラン、シクロペンチルトリメトキシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、シクロ
ヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、シクロヘキセニルト
リメトキシシラン、シクロヘキセニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン
、フェニルトリエトキシシラン、ベンジルトリメトキシシラン、ベンジルトリエトキシシ
ラン、フェネチルトリメトキシシラン、フェネチルトリエトキシシランである。
【００４９】
　例えば、ｍ１１＝１、ｍ１２＝１、ｍ１３＝０であるジアルコキシシランとして、ジメ
チルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルエチルジメトキシシラン、メ
チルエチルジエトキシシラン、ジメチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジメチル－ジ－ｉ
ｓｏ－プロポキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエ
チル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジエチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－ｎ－
プロピルジメトキシシラン、ジ－ｎ－プロピルジエトキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ
－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－ｉｓ
ｏ－プロピルジメトキシシラン、ジ－ｉｓｏ－プロピルジエトキシシラン、ジｉｓｏ－プ
ロピル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｉｓｏ－プロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシ
ラン、ジ－ｎ－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｎ－ブチルジエトキシシラン、ジ－ｎ－ブ
チルジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｎ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－
ｓｅｃ－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｓｅｃ－ブチルジエトキシシラン、ジ－ｓｅｃ－
ブチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｓｅｃ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラ
ン、ジ－ｔ－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｔ－ブチルジエトキシシラン、ジｔ－ブチル
－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｔ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シ
クロプロピルジメトキシシラン、ジ－シクロプロピルジエトキシシラン、ジ－シクロプロ
ピル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロプロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン
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、ジ－シクロブチルジメトキシシラン、ジ－シクロブチルジエトキシシラン、ジ－シクロ
ブチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン
、ジ－シクロペンチルジメトキシシラン、ジ－シクロペンチルジエトキシシラン、ジ－シ
クロペンチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロペンチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキ
シシラン、ジ－シクロヘキシルジメトキシシラン、ジ－シクロヘキシルジエトキシシラン
、ジ－シクロヘキシル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキシル－ジ－ｉｓｏ－
プロポキシシラン、ジ－シクロヘキセニルジメトキシシラン、ジ－シクロヘキセニルジエ
トキシシラン、ジシクロヘキセニル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキセニル
－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキセニルエチルジメトキシシラン、ジ－
シクロヘキセニルエチルジエトキシシラン、ジ－シクロヘキセニルエチル－ジ－ｎ－プロ
ポキシシラン、ジ－シクロヘキセニルエチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シク
ロオクタニルジメトキシシラン、ジ－シクロオクタニルジエトキシシラン、ジシクロオク
タニル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロオクタニル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシ
ラン、ジ－シクロペンタジエニルプロピルジメトキシシラン、ジ－シクロペンタジエニル
プロピルジエトキシシラン、ジ－シクロペンタジエニルプロピル－ジ－ｎ－プロポキシシ
ラン、ジ－シクロペンタジエニルプロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビス－ビシ
クロヘプテニルジメトキシシラン、ビス－ビシクロヘプテニルジエトキシシラン、ビス－
ビシクロヘプテニル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ビス－ビシクロヘプテニル－ジ－ｉｓ
ｏ－プロポキシシラン、ビス－ビシクロヘプチルジメトキシシラン、ビス－ビシクロヘプ
チルジエトキシシラン、ビス－ビシクロヘプチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ビス－ビ
シクロヘプチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビス－アダマンチルジメトキシシラン
、ビス－アダマンチルジエトキシシラン、ビス－アダマンチル－ジ－ｎ－プロポキシシラ
ン、ビス－アダマンチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン等を例示できる。また、光吸収
性モノマーとして、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニル－ジ－エトキシシラン、メ
チルフェニルジメトキシシラン、メチルフェニルジエトキシシラン、ジフェニル－ジ－ｎ
プロポキシシラン、ジフェニル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン等を例示できる。
【００５０】
　好ましくは、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメト
キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、メチルエチルジメトキシシラン、メチルエチル
ジエトキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ－メトキシシラン、ジ－ｎ－ブチルジ－メトキ
シシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、メチルフェニルジエトキシシラン等を例示
できる。
【００５１】
　例えば、ｍ１１＝１、ｍ１２＝１、ｍ１３＝１であるモノアルコキシシランとして、ト
リメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルエチルメトキシシラン、
ジメチルエチルエトキシシラン等を例示できる。また、光吸収性モノマーとして、ジメチ
ルフェニルメトキシシラン、ジメチルフェニルエトキシシラン、ジメチルベンジルメトキ
シシラン、ジメチルベンジルエトキシシラン、ジメチルフェネチルメトキシシラン、ジメ
チルフェネチルエトキシシラン等を例示できる。
【００５２】
　好ましくは、トリメチルメトキシシラン、ジメチルエチルメトキシシラン、ジメチルフ
ェニルメトキシシラン、ジメチルベンジルメトキシシラン、ジメチルフェネチルメトキシ
シラン等を例示できる。
【００５３】
　上記Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13で表される有機基の別の例として、炭素－酸素単結合又は炭素－
酸素二重結合を１以上有する有機基を挙げることができる。具体的には、エポキシ基、エ
ステル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基からなる群から選択される１以上の基を有する有
機基である。例として次の一般式（Ａ－４）で示されるものを挙げることができる。
【００５４】
　　（Ｐ－Ｑ1－（Ｓ1）v1－Ｑ2－）u－（Ｔ）v2－Ｑ3－（Ｓ2）v3－Ｑ4－　（Ａ－４）
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（上記式中、Ｐは水素原子、ヒドロキシル基、エポキシ環
【化７】

、炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１～６のアルキルカルボニルオキシ基、又は炭素
数１～６のアルキルカルボニル基であり、Ｑ1とＱ2とＱ3とＱ4は各々独立して－ＣqＨ(2q

-p)Ｐp－（式中、Ｐは上記と同様であり、ｐは０～３の整数であり、ｑは０～１０の整数
（但し、ｑ＝０は単結合であることを示す。）である。）、ｕは０～３の整数であり、Ｓ

1とＳ2は各々独立して－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＯＯ－又は－ＯＣＯＯ－を表
す。ｖ１、ｖ２、ｖ３は、各々独立して０又は１を表す。これらとともに、Ｔはヘテロ原
子を含んでもよい脂環又は芳香環からなる２価の基であり、Ｔの酸素原子等のヘテロ原子
を含んでもよい脂環又は芳香環の例を以下に示す。ＴにおいてＱ2とＱ3と結合する位置は
、特に限定されないが、立体的な要因による反応性や反応に用いる市販試薬の入手性等を
考慮して適宜選択できる。）
【００５５】

【化８】

【００５６】
　一般式（Ａ－２）中の炭素－酸素単結合又は炭素－酸素二重結合を１以上有する有機基
の好ましい例として、以下のものが挙げられる。なお、下記式中において、（Ｓｉ）はＳ
ｉとの結合箇所を示すために記載した。
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【化９】

【００５８】
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【化１０】

【００５９】
　また、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13の有機基の例として、ケイ素－ケイ素結合を含む有機基を用い
ることもできる。具体的には下記のものを挙げることができる。
【００６０】

【化１１】

【００６１】
　更に、出発物質として、一般式（Ａ－３）で表される化合物を含む混合物を使用するこ
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とが出来る。
　　Ｄ（ＯＲ3）m3（ＯＲ4）m4　　　　（Ａ－３）
（式中、Ｒ3、Ｒ4は炭素数１～３０の有機基であり、ｍ3＋ｍ4はＤの種類により決まる価
数であり、ｍ3、ｍ4は０以上の整数、Ｄは周期律表のＩＩＩ族、ＩＶ族、又はＶ族の元素
で、ケイ素と炭素を除くものである。）
【００６２】
　Ｒ３、Ｒ４としては、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アラルキル基等の非置換の１価炭化水素基、及びこれらの基の水素原子
の１個又はそれ以上がエポキシ基、アルコキシ基、ヒドロキシ基等で置換された基や、－
Ｏ－，－ＣＯ－，－ＯＣＯ－，－ＣＯＯ－，－ＯＣＯＯ－が介在された基等を挙げること
ができる。
【００６３】
　Ｄがホウ素の場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、ボロンメトキシド、ボロン
エトキシド、ボロンプロポキシド、ボロンブトキシド、ボロンアミロキシド、ボロンヘキ
シロキシド、ボロンシクロペントキシド、ボロンシクロヘキシロキシド、ボロンアリロキ
シド、ボロンフェノキシド、ボロンメトキシエトキシドなどをモノマーとして例示できる
。
【００６４】
　Ｄがアルミニウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、アルミニウムメトキ
シド、アルミニウムエトキシド、アルミニウムプロポキシド、アルミニウムブトキシド、
アルミニウムアミロキシド、アルミニウムヘキシロキシド、アルミニウムシクロペントキ
シド、アルミニウムシクロヘキシロキシド、アルミニウムアリロキシド、アルミニウムフ
ェノキシド、アルミニウムメトキシエトキシド、アルミニウムエトキシエトキシド、アル
ミニウムジプロポキシエチルアセトアセテート、アルミニウムジブトキシエチルアセトア
セテート、アルミニウムプロポキシビスエチルアセトアセテート、アルミニウムブトキシ
ビスエチルアセトアセテート、アルミニウム２，４－ペンタンジオネート、アルミニウム
２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオネートなどをモノマーとして例示
できる。
【００６５】
　Ｄがガリウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、ガリウムメトキシド、ガ
リウムエトキシド、ガリウムプロポキシド、ガリウムブトキシド、ガリウムアミロキシド
、ガリウムヘキシロキシド、ガリウムシクロペントキシド、ガリウムシクロヘキシロキシ
ド、ガリウムアリロキシド、ガリウムフェノキシド、ガリウムメトキシエトキシド、ガリ
ウムエトキシエトキシド、ガリウムジプロポキシエチルアセトアセテート、ガリウムジブ
トキシエチルアセトアセテート、ガリウムプロポキシビスエチルアセトアセテート、ガリ
ウムブトキシビスエチルアセトアセテート、ガリウム２、４－ペンタンジオネート、ガリ
ウム２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオネートなどをモノマーとして
例示できる。
【００６６】
　Ｄがイットリウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、イットリウムメトキ
シド、イットリウムエトキシド、イットリウムプロポキシド、イットリウムブトキシド、
イットリウムアミロキシド、イットリウムヘキシロキシド、イットリウムシクロペントキ
シド、イットリウムシクロヘキシロキシド、イットリウムアリロキシド、イットリウムフ
ェノキシド、イットリウムメトキシエトキシド、イットリウムエトキシエトキシド、イッ
トリウムジプロポキシエチルアセトアセテート、イットリウムジブトキシエチルアセトア
セテート、イットリウムプロポキシビスエチルアセトアセテート、イットリウムブトキシ
ビスエチルアセトアセテート、イットリウム２、４－ペンタンジオネート、イットリウム
２，２，６，６－テトラメチル３，５－ヘプタンジオネートなどをモノマーとして例示で
きる。
【００６７】
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　Ｄがゲルマニウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、ゲルマニウムメトキ
シド、ゲルマニウムエトキシド、ゲルマニウムプロポキシド、ゲルマニウムブトキシド、
ゲルマニウムアミロキシド、ゲルマニウムヘキシロキシド、ゲルマニウムシクロペントキ
シド、ゲルマニウムシクロヘキシロキシド、ゲルマニウムアリロキシド、ゲルマニウムフ
ェノキシド、ゲルマニウムメトキシエトキシド、ゲルマニウムエトキシエトキシドなどを
モノマーとして例示できる。
【００６８】
　Ｄがチタンの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、チタンメトキシド、チタン
エトキシド、チタンプロポキシド、チタンブトキシド、チタンアミロキシド、チタンヘキ
シロキシド、チタンシクロペントキシド、チタンシクロヘキシロキシド、チタンアリロキ
シド、チタンフェノキシド、チタンメトキシエトキシド、チタンエトキシエトキシド、チ
タンジプロポキシビスエチルアセトアセテート、チタンジブトキシビスエチルアセトアセ
テート、チタンジプロポキシビス２、４－ペンタンジオネート、チタンジブトキシビス２
、４－ペンタンジオネートなどをモノマーとして例示できる。
【００６９】
　Ｄがハフニウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、ハフニウムメトキシド
、ハフニウムエトキシド、ハフニウムプロポキシド、ハフニウムブトキシド、ハフニウム
アミロキシド、ハフニウムヘキシロキシド、ハフニウムシクロペントキシド、ハフニウム
シクロヘキシロキシド、ハフニウムアリロキシド、ハフニウムフェノキシド、ハフニウム
メトキシエトキシド、ハフニウムエトキシエトキシド、ハフニウムジプロポキシビスエチ
ルアセトアセテート、ハフニウムジブトキシビスエチルアセトアセテート、ハフニウムジ
プロポキシビス２、４－ペンタンジオネート、ハフニウムジブトキシビス２、４－ペンタ
ンジオネートなどをモノマーとして例示できる。
【００７０】
　Ｄがスズの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシスズ、エトキシスズ
、プロポキシスズ、ブトキシスズ、フェノキシスズ、メトキシエトキシスズ、エトキシエ
トキシスズ、スズ２、４－ペンタンジオネート、スズ２，２，６，６－テトラメチル－３
，５－ヘプタンジオネートなどをモノマーとして例示できる。
【００７１】
　Ｄがヒ素の場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシヒ素、エトキシヒ素
、プロポキシヒ素、ブトキシヒ素、フェノキシヒ素などをモノマーとして例示できる。
【００７２】
　Ｄがアンチモンの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシアンチモン、
エトキシアンチモン、プロポキシアンチモン、ブトキシアンチモン、フェノキシアンチモ
ン、酢酸アンチモン、プロピオン酸アンチモンなどをモノマーとして例示できる。
【００７３】
　Ｄがニオブの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシニオブ、エトキシ
ニオブ、プロポキシニオブ、ブトキシニオブ、フェノキシニオブなどをモノマーとして例
示できる。
【００７４】
　Ｄがタンタルの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシタンタル、エト
キシタンタル、プロポキシタンタル、ブトキシタンタル、フェノキシタンタルなどをモノ
マーとして例示できる。
【００７５】
　Ｄがビスマスの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシビスマス、エト
キシビスマス、プロポキシビスマス、ブトキシビスマス、フェノキシビスマスなどをモノ
マーとして例示できる。
【００７６】
　Ｄがリンの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、トリメチルフォスファイト、
トリエチルフォスファイト、トリプロピルフォスファイト、トリメチルフォスフェイト、
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トリエチルフォスフェイト、トリプロピルフォスフェイトなどをモノマーとして例示でき
る。
【００７７】
　Ｄがバナジウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、バナジウムオキシドビ
ス（２，４－ペンタンジオネート）、バナジウム２，４－ペンタンジオネート、バナジウ
ムトリブトキシドオキシド、バナジウムトリプロポキシドオキシドなどをモノマーとして
例示できる。
【００７８】
　Ｄがジルコニウムの場合、式（Ａ－３）で示される化合物として、メトキシジルコニウ
ム、エトキシジルコニウム、プロポキシジルコニウム、ブトキシジルコニウム、フェノキ
シジルコニウム、ジルコニウムジブトキシドビス（２，４－ペンタンジオネート）、ジル
コニウムジプロポキシドビス（２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオネ
ート）などをモノマーとして例示できる。
【００７９】
　これらのモノマー（加水分解性ケイ素化合物）から一般式（Ａ－１）で示されるものを
１種又は２種以上、一般式（Ａ－２）で示されるものを１種又は２種以上、場合によって
は一般式（Ａ－３）で示されるものを１種又は２種以上を選択して、反応前又は反応中に
混ぜてケイ素含有化合物を形成する反応原料とすることができる。
【００８０】
　ケイ素含有化合物は、モノマー（加水分解性ケイ素化合物）を、好ましくは、無機酸、
脂肪族スルホン酸及び芳香族スルホン酸、有機アミン、水酸化有機アンモニウム、アルカ
リ金属水酸化物、アルカリ土類水酸化物から選ばれる１種以上の化合物を触媒として用い
て加水分解縮合を行うことで製造することができる。
　このとき使用される触媒として具体的に例示すると、フッ酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸
、硝酸、過塩素酸、リン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン
酸、水酸化テトラメチルアンモニウム等を挙げることができる。触媒の使用量は、ケイ素
モノマー１モルに対して１０-6～１０モル、好ましくは１０-5～５モル、より好ましくは
１０-4～１モルである。
【００８１】
　これらのモノマーから加水分解縮合によりケイ素含有化合物を得るときの水の量は、モ
ノマーに結合している加水分解性置換基１モル当たり０．０１～１００モル、より好まし
くは０．０５～５０モル、更に好ましくは０．１～３０モルを添加することが好ましい。
１００モルを超える添加は、反応に使用する装置が過大になるだけで不経済である。
【００８２】
　操作方法として、触媒水溶液にモノマーを添加して加水分解縮合反応を開始させる。こ
のとき、触媒水溶液に有機溶剤を加えてもよいし、モノマーを有機溶剤で希釈しておいて
もよいし、両方行ってもよい。反応温度は０～１００℃、好ましくは５～８０℃である。
モノマーの滴下時に５～８０℃に温度を保ち、その後２０～８０℃で熟成させる方法が好
ましい。
【００８３】
　触媒水溶液に加えることのできる、又はモノマーを希釈することのできる有機溶剤とし
ては、メタノール、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール
、２－ブタノール、２－メチル－１－プロパノール、アセトン、アセトニトリル、テトラ
ヒドロフラン、トルエン、ヘキサン、酢酸エチル、シクロヘキサノン、メチル－２－ｎ－
アミルケトン、ブタンジオールモノメチルエーテル、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、ブタンジオールモノエチルエーテル、
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、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、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－
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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、γ－ブチルラクトン及
びこれらの混合物等が好ましい。
【００８４】
　これらの溶剤の中で好ましいものは水可溶性のものである。例えば、メタノール、エタ
ノール、１－プロパノール、２－プロパノール等のアルコール類、エチレングリコール、
プロピレングリコール等の多価アルコール、ブタンジオールモノメチルエーテル、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、ブタンジ
オールモノエチルエーテル、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、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコール
モノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル等の多価アルコール縮
合物誘導体、アセトン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン等を挙げることができる。
　この中で特に好ましいのは、沸点が１００℃以下のものである。
【００８５】
　なお、有機溶剤の使用量は、モノマー１モルに対して０～１，０００ｍｌ、特に０～５
００ｍｌが好ましい。有機溶剤の使用量が多いと反応容器が過大となり不経済である。
【００８６】
　その後、必要であれば触媒の中和反応を行い、加水分解縮合反応で生成したアルコール
を減圧除去し、反応混合物水溶液を得る。このとき、中和に使用することのできる酸また
はアルカリ性物質の量は、触媒で使用された酸またはアルカリに対して０．１～２当量が
好ましい。この中和用物質は水中で酸性またはアルカリ性を示すものであれば、任意の物
質でよい。
【００８７】
　続いて、反応混合物から加水分解縮合反応で生成したアルコールを取り除かなくてはい
けない。このとき反応混合物を加熱する温度は、添加した有機溶剤と反応で発生したアル
コールの種類によるが、好ましくは０～１００℃、より好ましくは１０～９０℃、更に好
ましくは１５～８０℃である。またこのときの減圧度は、除去すべき有機溶剤及びアルコ
ールの種類、排気装置、凝縮装置及び加熱温度により異なるが、好ましくは大気圧以下、
より好ましくは絶対圧で８０ｋＰａ以下、更に好ましくは絶対圧で５０ｋＰａ以下である
。この際除去されるアルコール量を正確に知ることは難しいが、生成したアルコールのお
よそ８０質量％以上が除かれることが望ましい。
【００８８】
　次に、反応混合物から加水分解縮合に使用した酸触媒を除去してもよい。触媒を除去す
る方法として、水とケイ素含有化合物を混合し、ケイ素含有化合物を有機溶剤で抽出する
。このとき使用する有機溶剤としては、ケイ素含有化合物を溶解でき、水と混合させると
２層分離するものが好ましい。例えばメタノール、エタノール、１－プロパノール、２－
プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－１－プロパノール、アセ
トン、テトラヒドロフラン、トルエン、ヘキサン、酢酸エチル、シクロヘキサノン、メチ
ル－２－ｎ－アミルケトン、ブタンジオールモノメチルエーテル、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、ブタンジオールモノエチ
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、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエ
ーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、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、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、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ｔｅｒ
ｔ－ブチルエーテルアセテート、γ－ブチルラクトン、メチルイソブチルケトン、シクロ
ペンチルメチルエーテル等及びこれらの混合物を挙げることができる。
【００８９】
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　更に、水溶性有機溶剤と水難溶性有機溶剤の混合物を使用することも可能である。例え
ばメタノール＋酢酸エチル、エタノール＋酢酸エチル、１－プロパノール＋酢酸エチル、
２－プロパノール＋酢酸エチル、ブタンジオールモノメチルエーテル＋酢酸エチル、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノメチルエー
テル＋酢酸エチル、ブタンジオールモノエチルエーテル＋酢酸エチル、プロピレングリコ
ールモノエチルエーテル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノエチルエーテル＋酢酸エ
チル、ブタンジオールモノプロピルエーテル＋酢酸エチル、プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノプロピルエーテル＋酢酸エチル、
メタノール＋メチルイソブチルケトン、エタノール＋メチルイソブチルケトン、１－プロ
パノール＋メチルイソブチルケトン、２－プロパノール＋メチルイソブチルケトン、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル＋メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモ
ノメチルエーテル＋メチルイソブチルケトン、プロピレングリコールモノエチルエーテル
＋メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモノエチルエーテル＋メチルイソブチル
ケトン、プロピレングリコールモノプロピルエーテル＋メチルイソブチルケトン、エチレ
ングリコールモノプロピルエーテル＋メチルイソブチルケトン、メタノール＋シクロペン
チルメチルエーテル、エタノール＋シクロペンチルメチルエーテル、１－プロパノール＋
シクロペンチルメチルエーテル、２－プロパノール＋シクロペンチルメチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノメチルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、エチレングリ
コールモノメチルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、プロピレングリコールモノ
エチルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテ
ル＋シクロペンチルメチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル＋シク
ロペンチルメチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル＋シクロペンチル
メチルエーテル、メタノール＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、エタノ
ール＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、１－プロパノール＋プロピレン
グリコールメチルエーテルアセテート、２－プロパノール＋プロピレングリコールメチル
エーテルアセテート、プロピ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
メチルエーテルアセテート、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＋プロピレン
グリコール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＋プロピ
レングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテル
＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエ
ーテル＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート等組み合わせが好ましいが、組
み合わせはこれらに限定されることはない。
【００９０】
　なお、水溶性有機溶剤と水難溶性有機溶剤との混合割合は、適宜選定されるが、水難溶
性有機溶剤１００質量部に対して、水溶性有機溶剤０．１～１，０００質量部、好ましく
は１～５００質量部、更に好ましくは２～１００質量部である。
【００９１】
　続いて、中性水で洗浄する。この水は、通常脱イオン水や超純水と呼ばれているものを
使用すればよい。この水の量は、ケイ素含有化合物溶液１Ｌに対して、０．０１～１００
Ｌ、好ましくは０．０５～５０Ｌ、より好ましくは０．１～５Ｌである。この洗浄の方法
は、両方を同一の容器にいれ掻き混ぜ後、静置して水層を分離すればよい。洗浄回数は、
１回以上あればよいが、１０回以上洗浄しても洗浄しただけの効果は得られないため、好
ましくは１～５回程度である。
　その他に触媒を除去する方法として、イオン交換樹脂による方法や、酸触媒の場合は、
エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等のエポキシ化合物で中和したのち除去する
方法を挙げることができる。これらの方法は、反応に使用された触媒に合わせて適宜選択
することができる。
【００９２】
　このときの水洗操作により、ケイ素含有化合物の一部が水層に逃げ、実質的に分画操作
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と同等の効果が得られている場合があるため、水洗回数や洗浄水の量は触媒除去効果と分
画効果を鑑みて適宜選択すればよい。
【００９３】
　触媒が残留しているケイ素含有化合物あるいは触媒が除去されたケイ素含有化合物の溶
液のいずれの場合においても、最終的な溶剤を加えて減圧で溶剤交換することでケイ素含
有化合物溶液を得る。このときの溶剤交換の温度は、除去すべき反応溶剤や抽出溶剤の種
類によるが、好ましくは０～１００℃、より好ましくは１０～９０℃、更に好ましくは１
５～８０℃である。またこのときの減圧度は、除去すべき抽出溶剤の種類、排気装置、凝
縮装置及び加熱温度により異なるが、好ましくは大気圧以下、より好ましくは絶対圧で８
０ｋＰａ以下、更に好ましくは絶対圧で５０ｋＰａ以下である。
【００９４】
　このとき、溶剤が変わることによりケイ素含有化合物が不安定になる場合がある。これ
は最終的な溶剤とケイ素含有化合物との相性により発生するが、これを防止するため、安
定剤として後述する（Ｃ）成分を加えてもよい。加える量としては溶剤交換前の溶液中の
ケイ素含有化合物１００質量部に対して０～２５質量部、好ましくは０～１５質量部、よ
り好ましくは０～５質量部であるが、添加する場合は０．５質量部以上が好ましい。溶剤
交換前の溶液に必要であれば、（Ｃ）成分を添加して溶剤交換操作を行えばよい。
【００９５】
　ケイ素含有化合物は、ある濃度以上に濃縮すると縮合反応が進行し、有機溶剤に対して
再溶解不可能な状態に変化してしまう。そのため、適度な濃度の溶液状態にしておくこと
が好ましい。このときの濃度としては、５０質量％以下、好ましくは４０質量％以下、更
に好ましくは３０質量％以下である。
【００９６】
　ケイ素含有化合物溶液に加える最終的な溶剤として好ましいものはアルコール系溶剤で
あり、特に好ましいものはエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール等のモノアルキルエーテル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール等
のモノアルキルエーテルである。具体的には、ブタンジオールモノメチルエーテル、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、ブタン
ジオールモノエチルエーテル、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、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコー
ルモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル等が好ましい。
【００９７】
　また、別の反応操作としては、モノマー又はモノマーの有機溶液に、水又は含水有機溶
剤を添加し、加水分解反応を開始させる。このとき触媒はモノマー又はモノマーの有機溶
液に添加してもよいし、水又は含水有機溶剤に添加しておいてもよい。反応温度は０～１
００℃、好ましくは１０～８０℃である。水の滴下時に１０～５０℃に加熱し、その後２
０～８０℃に昇温させて熟成させる方法が好ましい。
【００９８】
　有機溶剤を使用する場合は、水溶性のものが好ましく、メタノール、エタノール、１－
プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－１－
プロパノール、アセトン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、ブタンジオールモノメ
チルエーテル、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、ブタンジオールモノエチルエーテル、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、ブタンジオールモノプロピルエーテル、
プロピレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル
、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、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、プロピレングリコールモノプロピルエーテル等の多価アルコール縮合
物誘導体及びこれらの混合物等を挙げることができる。
【００９９】
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　有機溶剤の使用量は、前記の量と同様でよい。得られた反応混合物の後処理は、前記の
方法と同様で後処理し、ケイ素含有化合物を得る。
【０１００】
　得られるケイ素含有化合物の分子量は、モノマーの選択だけでなく、重合時の反応条件
制御により調整することができるが、１００，０００以下、より好ましくは２００～５０
，０００、更に好ましくは３００～３０，０００のものを用いれば、異物の発生や塗布斑
が生じることがなく、好ましい。なお、上記重量平均分子量に関するデータは、検出器と
してＲＩを用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により、標準物質
としてポリスチレンを用いて、ポリスチレン換算で分子量を表したものである。
【０１０１】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物は、酸性条件下で製造されたもの
であれば、組成及び／又は反応条件が異なる２種類以上のケイ素含有化合物を含んでいて
もよい。
【０１０２】
　上記ケイ素含有化合物に、更に、熱架橋促進剤（Ｂ）、酸（Ｃ）及び有機溶剤（Ｄ）を
配合して熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を作ることができる。
【０１０３】
　本発明ではケイ素含有反射防止膜形成時の架橋反応を更に促進させるため、（Ｂ）成分
として熱架橋促進剤を含有してもよい。このようなものとして、下記一般式（Ｂ－１）又
は（Ｂ－２）で示される化合物を挙げることができる。
　　ＬaＨbＸ　　　（Ｂ－１）
（式中、Ｌはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウム、Ｘは水酸基、
又は炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸基であり、ａは１以上の整数、ｂは０又
は１以上の整数で、ａ＋ｂは水酸基又は有機酸基の価数である。）
　　ＭaＨbＡ　　　（Ｂ－２）
（式中、Ｍはスルホニウム、ヨードニウム又はアンモニウムであり、好ましくは三級スル
ホニウム、二級ヨードニウム又は四級アンモニウムであり、特に光分解性のもの、即ちト
リフェニルスルホニウム化合物、ジフェニルヨードニウム化合物が好ましい。Ａは上記Ｘ
又は非求核性対向イオン、ａ、ｂは上記と同様であり、ａ＋ｂは水酸基、有機酸基又は非
求核性対向イオンの価数である。）
　より具体的には、例えば、特開２００７－３０２８７３号公報に例示されたものの中か
ら有利に選択し得る。
【０１０４】
　なお、上記熱架橋促進剤は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができ
る。熱架橋促進剤の添加量は、ベースポリマー（上記方法で得られたケイ素含有化合物）
１００質量部に対して、好ましくは０．０１～５０質量部、より好ましくは０．１～４０
質量部である。
【０１０５】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物の安定性を確保するため、（Ｃ）
成分として炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有機酸を添加してもよい。このとき添
加する酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘ
プタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、
リノレン酸、安息香酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、サリチル酸、トリフル
オロ酢酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、シュウ酸、マロン酸、メチ
ルマロン酸、エチルマロン酸、プロピルマロン酸、ブチルマロン酸、ジメチルマロン酸、
ジエチルマロン酸、コハク酸、メチルコハク酸、グルタル酸、アジピン酸、イタコン酸、
マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、クエン酸等を例示することができる。特にシュウ
酸、マレイン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、クエン酸等が好ましい。また、安定性を保
つため、２種類以上の酸を混合して使用してもよい。添加量は組成物に含まれるケイ素含
有化合物１００質量部に対して０．００１～２５質量部、好ましくは０．０１～１５質量
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部、より好ましくは０．１～５質量部である。
　あるいは、上記有機酸を組成物のｐＨに換算して、好ましくは０≦ｐＨ≦７、より好ま
しくは０．３≦ｐＨ≦６．５、更に好ましくは０．５≦ｐＨ≦６となるように配合するこ
とがよい。
【０１０６】
　本発明のケイ素含有化合物を含有する組成物には、（Ｄ）成分として前記ケイ素含有化
合物の製造時に使用したものと同様の有機溶剤、好ましくは水溶性有機溶剤、特にエチレ
ングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール等のモノアルキルエーテ
ル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオー
ル等のモノアルキルエーテルを使用する。具体的には、ブタンジオールモノメチルエーテ
ル、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
、ブタンジオールモノエチルエーテル、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、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレン
グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテルなどから選
ばれる有機溶剤を使用する。
【０１０７】
　更に本発明では必要に応じて当該組成物に水を添加してもよい。水を添加すると、ケイ
素含有化合物が水和されるため、リソグラフィー性能が向上する。組成物の溶剤成分にお
ける水の含有率は０質量％を超え５０質量％未満であり、特に好ましくは０．３～３０質
量％、更に好ましくは０．５～２０質量％である。
　それぞれの成分は、添加量が多すぎると、塗布膜の均一性が悪くなり、最悪の場合はじ
きが発生してしまう。一方、添加量が少ないとリソグラフィー性能が低下するため好まし
くない。
　水を含む全溶剤の使用量は、ベースポリマー１００質量部に対して５００～１００，０
００質量部、特に４００～５０，０００質量部が好適である。
【０１０８】
　更に本発明では、必要に応じて熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物に光酸発生
剤を添加してもよい。熱架橋促進剤（Ｂ）が、加熱硬化時や露光時に全て揮発しない場合
、ケイ素含有反射防止膜に残留している（Ｂ）成分がパターン形状に影響を与える可能性
がある。これを防止するため、レジスト膜パターン形成時にケイ素含有反射防止膜中で酸
を発生させることで、レジスト膜パターン形状の悪化を防止することができる。本発明で
使用される光酸発生剤としては、多数のものが公知であり、例えば特開２００９－３００
０７号公報に例示されている光酸発生剤から有利に選択し得る。
【０１０９】
　なお、上記光酸発生剤は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。酸発生剤の添加量は、ベースポリマー（上記方法で得られたケイ素含有化合物）１００
質量部に対して、好ましくは０．０１～５０質量部、より好ましくは０．０５～４０質量
部である。
【０１１０】
　更に、本発明では必要に応じて界面活性剤を配合することが可能である。ここで、界面
活性剤としては非イオン性のものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチレン
エタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、パー
フルオロアルキルエチレンオキサイド付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物が挙
げられる。例えばフロラード「ＦＣ－４３０」、「ＦＣ－４３１」、「ＦＣ－４４３０」
（いずれも住友スリーエム（株）製）、サーフロン「Ｓ－１４１」、「Ｓ－１４５」、「
ＫＨ－１０」、「ＫＨ－２０」、「ＫＨ－３０」、「ＫＨ－４０」（いずれも旭硝子（株
）製）、ユニダイン「ＤＳ－４０１」、「ＤＳ－４０３」、「ＤＳ－４５１」（いずれも
ダイキン工業（株）製）、メガファック「Ｆ－８１５１」（大日本インキ工業（株）製）
、「Ｘ－７０－０９２」、「Ｘ－７０－０９３」（いずれも信越化学工業（株）製）等を
挙げることができる。好ましくは、フロラード「ＦＣ－４４３０」、「ＫＨ－２０」、「
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　なお、界面活性剤の添加量は、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
、ベースポリマー１００質量部に対し、０～１０質量部、特に０～５質量部とすることが
好ましい。
【０１１１】
　更に、本発明では必要に応じて、安定剤として環状エーテルを置換基として有する１価
又は２価以上のアルコール、特に以下の構造で示されるエーテル化合物を添加することが
できる。このようなものとして、下記に示す化合物を挙げることができる。
【０１１２】
【化１２】

【０１１３】
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【化１３】

【０１１４】
　ここで、Ｒ90aは、水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状の１価炭化水
素基、Ｒ91Ｏ－（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n1－（ＣＨ2）n2－（ここで、０≦ｎ１≦５、０≦ｎ２
≦３、Ｒ91は水素原子又はメチル基）、又はＲ92Ｏ－〔ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2Ｏ〕n3－（Ｃ
Ｈ2）n4－（ここで、０≦ｎ３≦５、０≦ｎ４≦３、Ｒ92は水素原子又はメチル基）であ
り、Ｒ90bは、水酸基、１個又は２個以上の水酸基を有する炭素数１～１０の直鎖状、分
岐状又は環状の１価炭化水素基、ＨＯ－（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n5－（ＣＨ2）n6－（ここで、
１≦ｎ５≦５、１≦ｎ６≦３）、又はＨＯ－〔ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2Ｏ〕n7－（ＣＨ2）n8

－（ここで、１≦ｎ７≦５、１≦ｎ８≦３）である。
【０１１５】
　本発明に係るエッチングマスク用として有効なケイ素含有反射防止膜は、熱硬化性ケイ
素含有反射防止膜形成用組成物からスピンコート法等で基板上に作製することが可能であ
る。スピンコート後、溶剤を蒸発させ、上層レジスト膜とのミキシング防止のため、架橋
反応を促進させるためにベークをすることが望ましい。ベーク温度は５０～５００℃の範
囲内で、１０～３００秒の範囲内が好ましく用いられる。特に好ましい温度範囲は、製造
されるデバイスの構造にもよるが、デバイスへの熱ダメージを少なくするため、４００℃
以下が好ましい。
【０１１６】
　ここで、本発明においては、被加工基板の被加工部分の上に下層膜を介して上記ケイ素
含有反射防止膜を形成し、その上にフォトレジスト膜を形成して、パターン形成を行うこ
とができる。
　この場合、被加工基板の被加工部分としては、ｋ値が３以下の低誘電率絶縁膜、一次加
工された低誘電率絶縁膜、窒素及び／又は酸素含有無機膜、金属膜等を挙げることができ
る。
【０１１７】
　更に詳しくは、被加工基板は、ベース基板上に被加工層（被加工部分）を形成したもの
とすることができる。ベース基板としては、特に限定されるものではなく、Ｓｉ、アモル
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ｌ等で被加工層と異なる材質のものが用いられてもよい。被加工層としては、Ｓｉ、Ｓｉ
Ｏ2、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ｐ－Ｓｉ、α－Ｓｉ、Ｗ、Ｗ－Ｓｉ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ
等及び種々の低誘電膜及びそのエッチングストッパー膜が用いられ、通常５０～１０，０
００ｎｍ、特に１００～５，０００ｎｍの厚さに形成し得る。
【０１１８】
　本発明に係るケイ素含有反射防止膜を用いる多層レジスト法では、本発明に係るケイ素
含有反射防止膜と被加工基板の間にナフタレン骨格を有する有機膜（下層膜）を設ける。
　ナフタレン骨格を有する有機膜とは、具体的に下層膜として多数公知であるが、本発明
では、ナフタレン化合物、ビスナフトール化合物、アセナフチレン化合物、ナフトール化
合物を含む樹脂が好ましい。
　例えば、ビスナフトール化合物を含む樹脂としては、下記一般式（１）～（４）で示さ
れるものを例示出来る。
【化１４】

（上記一般式（１）中、前記記載に関わらず、Ｒ1とＲ2は、独立して同一又は異種の水素
原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、炭素数６～１０のアリール
基、又は炭素数２～１０のアルケニル基であり、Ｒ3は、単結合、又は炭素数１～３０の
直鎖、分岐状もしくは環状構造を有するアルキレン基であり、有橋環式炭化水素基、二重
結合、ヘテロ原子もしくは炭素数６～３０の芳香族基を有していてもよく、Ｒ4とＲ5は、
それぞれ独立して水素原子、又はグリシジル基であり、ｎは１～４の整数である。）
【０１１９】
【化１５】

（上記一般式（２）中、前記記載に関わらず、Ｒ1とＲ2は、独立して同一又は異種の水素
原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、炭素数６～１０のアリール
基、又は炭素数２～１０のアルケニル基であり、Ｒ3は、単結合、又は炭素数１～３０の
直鎖、分岐状もしくは環状構造を有するアルキレン基であり、有橋環式炭化水素基、二重
結合、ヘテロ原子もしくは炭素数６～３０の芳香族基を有していてもよく、Ｒ4とＲ5は、
それぞれ独立して水素原子、又はグリシジル基であり、Ｒ6は、単結合、又は炭素数１～
１０の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基である。）
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【化１６】

（上記一般式（３）中、前記記載に関わらず、環Ｚ１および環Ｚ２は縮合多環式芳香族炭
化水素環、Ｒ１ａ、Ｒ１ｂ、Ｒ２ａおよびＲ２ｂは同一又は異なって置換基を示す。ｋ１
およびｋ２は同一又は異なって０又は１～４の整数を示し、ｍ１およびｍ２はそれぞれ０
又は１以上の整数、ｎ１およびｎ２はそれぞれ０又は１以上の整数を示す。ただし、ｎ１
＋ｎ２≧１である。）
【０１２０】

【化１７】

（上記一般式（４）中、前記記載に関わらず、Ｒ１、Ｒ２は同一、又は異種の水素原子、
炭素数１～１０の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基、炭
素数２～１０のアルケニル基である。Ｒ３、Ｒ４はそれぞれ水素原子、あるいはグリシジ
ル基であり、Ｒ５は単結合、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、Ｒ
６、Ｒ７はベンゼン環、ナフタレン環である。ｐ、ｑはそれぞれ１又は２である。ｎは正
の整数である。）
【０１２１】
 例えば、アセナフチレン化合物を含む樹脂としては、下記一般式（５）～（８）で示さ
れるものを例示出来る。
【化１８】

（上記一般式（５）中、前記記載に関わらず、Ｒ1およびＲ2は、水素原子または炭素数１
～３のアルキル基、アリール基を表し、Ｒ3は、炭素数１～３のアルキル基、ビニル基、
アリル基、置換されてもよいアリール基を表し、ｍは０、１または２を表す。）
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【化１９】

（上記一般式（６）中、前記記載に関わらず、Ｒ1は水素原子以外の一価の原子又は基で
あり、ｎは０～４の整数である。ただし、ｎが２～４のときには複数のＲ1は同一でも異
なっていてもよい。Ｒ2及びＲ3は独立に一価の原子もしくは基である。Ｘは二価の基であ
る。）
【０１２３】

【化２０】

（上記一般式（７）中、前記記載に関わらず、Ｒ１は、水素原子又はメチル基である。Ｒ

２は、単結合、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状、環状のアルキレン基、炭素数６～１０
のアリーレン基のいずれかであり、エーテル、エステル、ラクトン、アミドのいずれかを
有していてもよい。Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ、水素原子又はグリシジル基である。Ｘは、
インデン骨格を含む炭化水素、炭素数３～１０のシクロオレフィン、マレイミドのいずれ
かの重合体を示し、エーテル、エステル、ラクトン、カルボン酸無水物のいずれかを有し
ていてよい。Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ、水素原子、フッ素原子、メチル基、トリフルオロ
メチル基のいずれかである。Ｒ７は、水素原子、炭素数１～６の直鎖状、分岐状、環状の
アルキル基、ヒドロキシ基、アルコキシカルボニル基のいずれかである。ｐ、ｑは、それ
ぞれ１～４の整数である。ｒは、０～４の整数である。ａ，ｂ，ｃは、それぞれ０．５≦
ａ＋ｂ＋ｃ≦１、０≦ａ≦０．８、０≦ｂ≦０．８、０．１≦ａ＋ｂ≦０．８、０．１≦
ｃ≦０．８の範囲である。）
【０１２４】
【化２１】

（上記一般式（８）中、前記記載に関わらず、Ｒ１は水素原子または１価の有機基を示し
、Ｒ２およびＲ３は相互に独立に１価の原子または１価の有機基を示す。）
【０１２５】
　例えば、ナフトール化合物を含む樹脂としては、下記一般式（９）～（１２）で示され
ルものを例示出来る。
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【化２２】

（上記一般式（９）、（１０）中、前記記載に関わらず、Ｒ１～Ｒ８は互いに独立に水素
原子、水酸基、炭素数１～６の置換可アルキル基、炭素数１～６の置換可アルコキシ基、
炭素数２～６の置換可アルコキシカルボニル基、炭素数６～１０の置換可アリール基、炭
素数１～６のヒドロキシアルキル基、イソシアネート基、又はグリシジル基である。ｍ、
ｎは正の整数である。）
【０１２６】

【化２３】

（上記一般式（１１）中、前記記載に関わらず、Ｒ１、Ｒ６は水素原子又はメチル基であ
る。Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は水素原子、炭素数１～４のアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキ
シ基、アセトキシル基又はアルコキシカルボニル基、又は炭素数６～１０のアリール基で
あり、Ｒ５は炭素数１３～３０の縮合多環式炭化水素基、－Ｏ－Ｒ７、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ
－Ｒ７、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ７、又は－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＲ８－Ｒ７であり、Ｚはメチレ
ン基、酸素原子、硫黄原子のいずれかである。ｍは１又は２、ｎは０～４の整数、ｐは０
～６の整数である。Ｒ７は炭素数７～３０の有機基、Ｒ８は水素原子、又は炭素数１～６
の炭化水素基である。ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅは、それぞれ０＜ａ＜１．０、０≦ｂ≦０．８
、０≦ｃ≦０．８、０≦ｄ≦０．８、０≦ｅ≦０．８、０＜ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＜１．０の範
囲である。）
【０１２７】
【化２４】

（上記一般式（１２）中、前記記載に関わらず、ｎは０または１を示す。Ｒ１は、置換さ
れてもよいメチレン基、炭素数２～２０の置換されてもよいアルキレン基、または炭素数
６～２０の置換されてもよいアリーレン基を示す。Ｒ２は、水素原子、炭素数１～２０の
置換されてもよいアルキル基、または炭素数６～２０の置換されてもよいアリール基を示
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す。Ｒ３～Ｒ７は、水酸基、炭素数１～６の置換されてもよいアルキル基、炭素数１～６
の置換されてもよいアルコキシ基、炭素数２～１０の置換されてもよいアルコキシカルボ
ニル基、炭素数６～１４の置換されてもよいアリール基、または炭素数２～６の置換され
てもよいグリシジルエーテル基を示す。Ｒ９は、水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分
岐状若しくは環状のアルキル基、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状若しくは環状のアルキ
ルエーテル基、または炭素数６～１０のアリール基を示す。）
【０１２８】
　このようなナフタレン骨格を有する有機膜を被加工基板のエッチングマスクとなる下層
膜として使用した多層レジスト法の場合、有機膜は、パターン形成されたレジストパター
ンをケイ素含有反射防止膜に転写した後、更にそのパターンをもう一度転写させる膜であ
り、ケイ素含有反射防止膜が高いエッチング耐性を示すエッチング条件でエッチング加工
できるという特性を持つと共に、被加工基板をエッチング加工する条件に対しては高いエ
ッチング耐性とパターンよれ耐性を持つものとなる。
【０１２９】
　上記下層膜としての有機膜は、ナフタレン骨格を有する化合物を含む樹脂を含有する組
成物溶液を用い、スピンコート法等で基板上に形成することが可能である。スピンコート
法等でレジスト下層膜を形成した後、有機溶剤を蒸発させるためベークをすることが望ま
しい。ベーク温度は８０～５００℃の範囲内で、１０～３０００秒の範囲内が好ましく用
いられる。
【０１３０】
　なお、特に限定されるものではないが、エッチング加工条件により異なるが下層膜の厚
さは１０ｎｍ以上、特に５０ｎｍ以上であり、５０，０００ｎｍ以下であることが好まし
く、本発明に係るケイ素含有反射防止膜の厚さは１ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、フォ
トレジスト膜の厚さは１ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることが好ましい。
【０１３１】
　また、本発明では、上記ケイ素含有反射防止膜と上層のレジスト膜の間に市販の有機反
射防止膜を形成してもよい。このとき、有機反射防止膜の構造としては芳香族置換基を有
する化合物となる。この有機反射防止膜は上層レジスト膜のパターンをドライエッチング
で転写する際に上層レジスト膜に対してエッチング負荷とならないようにしなければいけ
ない。例えば、上層レジスト膜に対して、厚さで８０％以下、好ましくは５０％以下の膜
厚であれば、ドライエッチング時の負荷としては非常に小さなものになる。
　この場合、有機反射防止膜は、最低反射が２％以下、好ましくは１％以下、より好まし
くは０．５％以下になるように調整するのが好ましい。
【０１３２】
　本発明に係るケイ素含有反射防止膜をＡｒＦエキシマレーザー光による露光プロセスに
使用する場合、上層のレジスト膜としては、通常のＡｒＦエキシマレーザー光用レジスト
組成物はいずれも使用可能である。ＡｒＦエキシマレーザー光用レジスト組成物は多数の
候補がすでに公知であり、ポジ型であれば、酸の作用により酸不安定基が分解してアルカ
リ水溶液に可溶性となる樹脂と光酸発生剤及び酸の拡散を制御するための塩基性物質が、
ネガ型であれば、酸の作用により架橋剤と反応してアルカリ水溶液に不溶性になる樹脂と
光酸発生剤、架橋剤及び酸の拡散を制御するための塩基性物質が主要成分であるが、どの
ような樹脂を使用するかにより特性に差がある。すでに公知の樹脂を大別すると、ポリ（
メタ）アクリル系、ＣＯＭＡ（Ｃｙｃｌｏ　Ｏｌｅｆｉｎ　Ｍａｌｅｉｃ　Ａｎｈｙｄｒ
ｉｄｅ）系、ＣＯＭＡ－（メタ）アクリルハイブリッド系、ＲＯＭＰ（Ｒｉｎｇ　Ｏｐｅ
ｎｉｎｇ　Ｍｅｔｈａｔｈｅｓｉｓ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）系、ポリノルボル
ネン系等があるが、このうち、ポリ（メタ）アクリル系樹脂を使用したレジスト組成物は
、側鎖に脂環式骨格を導入することでエッチング耐性を確保しているため、解像性能は、
他の樹脂系に比較して優れる。
【０１３３】
　ポリ（メタ）アクリル系樹脂を使用したＡｒＦエキシマレーザー用レジスト組成物は多



(35) JP 5038354 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

数のものが公知になっているが、ポジ型用としては、いずれも主要機能としてエッチング
耐性を確保するためのユニット、酸の作用により分解してアルカリ可溶性に変化するユニ
ット、密着性を確保するためのユニット等の組み合わせ、あるいは場合により１つのユニ
ットが上記の機能の２以上を兼ねるユニットを含む組み合わせによりポリマーが構成され
る。このうち、酸によりアルカリ溶解性が変化するユニットとしては、アダマンタン骨格
を持つ酸不安定基を持つ（メタ）アクリル酸エステル（特開平９－７３１７３号公報）や
、ノルボルナンやテトラシクロドデカン骨格を持つ酸不安定基を有する（メタ）アクリル
酸エステル（特開２００３－８４４３８号公報）は高い解像性とエッチング耐性を与え、
特に好ましく使用される。また、密着性を確保するためのユニットとしては、ラクトン環
を持つノルボルナン側鎖を有する（メタ）アクリル酸エステル（国際公開第００／０１６
８４号パンフレット）、オキサノルボルナン側鎖を有する（メタ）アクリル酸エステル（
特開２０００－１５９７５８号公報）や、ヒドロキシアダマンチル側鎖を有する（メタ）
アクリル酸エステル（特開平８－１２６２６号公報）が良好なエッチング耐性と高い解像
性を与えることから特に好ましく使用できる。また、更に隣接位がフッ素置換されること
により酸性を示すアルコールを官能基として持つユニット（例えば、Ｐｏｌｙｍ．Ｍａｔ
ｅｒ．Ｓｃｉ．Ｅｎｇ．１９９７．７７．ｐｐ４４９）をポリマーが含有するものは、ポ
リマーに膨潤を抑制する物性を与え、高い解像性を与えることから、特に近年注目されて
いるイマージョン法に対応するレジストポリマーとして注目されているが、ポリマー中に
フッ素が含有されることにより、エッチング耐性が低下することが問題になっている。本
発明に係るエッチングマスク用ケイ素含有反射防止膜は、このようなエッチング耐性が確
保しにくい有機レジスト組成物に対して特に有効に使用することができる。
【０１３４】
　上記ポリマーを含有するＡｒＦエキシマレーザー用レジスト組成物には、他に酸発生剤
、塩基性化合物等が含有されるが、酸発生剤は、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜
形成用組成物に添加可能なものとほぼ同一のものが使用でき、特にオニウム塩が、感度や
解像性の点から有利である。また、塩基性物質についても多数のものが公知であり、最近
公開となった特開２００５－１４６２５２号公報に多数例示されており、それらから有利
に選択し得る。
【０１３５】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を用いてエッチングマスク用ケイ
素含有反射防止膜層を作製した後、その上にフォトレジスト組成物溶液を用いてフォトレ
ジスト層を作製するが、エッチングマスク用ケイ素含有反射防止膜層と同様にスピンコー
ト法が好ましく用いられる。レジスト組成物をスピンコート後、プリベークを行うが、８
０～１８０℃で１０～３００秒の範囲が好ましい。その後露光を行い、ポストエクスポジ
ュアーベーク（ＰＥＢ）、現像を行い、レジストパターンを得る。
　また、フォトレジスト層（膜）の上に、更にレジスト保護膜を形成してもよい。
【０１３６】
　エッチングマスク用ケイ素含有反射防止膜のエッチングは、フロン系ガス、窒素ガス、
炭酸ガス等を使ってエッチングを行う。本発明に係るエッチングマスク用ケイ素含有反射
防止膜は前記ガスに対するエッチング速度が速く、上層のレジスト膜の膜減りが小さいと
いう特徴がある。
【０１３７】
　本発明に係るエッチングマスク用ケイ素含有反射防止膜を用いた３層レジスト法は、例
えば次の通りである。このプロセスにおいては、まず被加工基板上にナフタレン骨格を有
する有機膜をスピンコート法等で作製する。この有機膜は、被加工基板をエッチングする
ときのマスクとして作用するので、エッチング耐性が高いことが望ましく、上層のエッチ
ングマスク用ケイ素含有反射防止膜とミキシングしないことが求められるので、スピンコ
ートした後に熱あるいは酸によって架橋することが望ましい。その上に本発明の組成物か
ら得られたエッチングマスク用ケイ素含有反射防止膜、有機反射防止膜、フォトレジスト
膜、レジスト保護膜を前記方法で成膜する。フォトレジスト膜は、定法に従い、フォトレ
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、あるいはＦ2レーザー光を用いて、パターン露光し、個々のレジスト膜に合わせた条件
による加熱処理の後、現像液による現像操作を行うことでレジストパターンを得ることが
できる。次にこのレジストパターンをエッチングマスクとして、有機膜に対し、ケイ素含
有反射防止膜のエッチング速度が優位に高いドライエッチング条件、例えばフッ素系ガス
プラズマによるドライエッチングでのエッチングを行う。上記反射防止膜とケイ素含有反
射防止膜をエッチング加工すると、レジスト膜のサイドエッチングによるパターン変化の
影響を殆ど受けずに、ケイ素含有反射防止膜パターンを得ることができる。次に、上記で
得たレジストパターンが転写されたケイ素含有反射防止膜パターンを持つ基板に対し、下
層有機膜のエッチング速度が優位に高いドライエッチング条件、例えば酸素を含有するガ
スプラズマによる反応性ドライエッチングや、水素－窒素を含有するガスプラズマによる
反応性ドライエッチングを行い、下層有機膜をエッチング加工する。このエッチング工程
により下層有機膜のパターンが得られるが、同時に最上層のレジスト層は、通常失われる
。更に、ここで得られた下層有機膜をエッチングマスクとして、被加工基板のドライエッ
チング、例えば、フッ素系ドライエッチングや塩素系ドライエッチングを使用することで
、被加工基板を精度よくエッチング加工することができる。上記例において、有機反射防
止膜とレジスト保護膜は必要に応じて形成され、これらは必ずしも用いられない場合もあ
る。
【実施例】
【０１３８】
　以下、製造例及び実施例と比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明はこれ
らの記載によって限定されるものではない。
【０１３９】
　　［製造例１～１９］
　メタノール２００ｇ、イオン交換水２００ｇ、３５％塩酸１ｇを１，０００ｍｌガラス
フラスコに仕込み、表１に示されている分量のシラン混合物を室温で１時間かけて加えた
。そのまま８時間室温で撹拌した後、プロピレングリコールモノエチルエーテル４００g
を加え、減圧で濃縮してケイ素含有化合物のプロピレングリコールモノエチルエーテル溶
液を得た。このもののポリスチレン換算分子量を測定した。これらの製造結果を表１に示
す。
【０１４０】
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【表１】

Ｍ１：テトラエトキシシラン
Ｍ２：テトラメトキシラン
Ｍ３：メチルトリメトキシシラン
Ｍ４：３－トリメトキシシリルトルエン
Ｍ５：３－トリメトキシシリルアニソール
Ｍ６：３、５－ジメチルフェニルトリメトキシシラン
Ｍ７：
【化２５】

Ｍ８：フェニルトリメトキシシラン
Ｍ９：１-トリメトキシシリルナフタレン
Ｍ１０：３－メチル－４－メトキシフェニルトリメトキシシラン
Ｍ１１：３、４、５－トリメチルフェニルトリメトキシシラン
【０１４１】
　　［実施例、比較例］
　上記製造例１～１９で得られたポリマーをそれぞれケイ素含有化合物１～１９とし、当
該ケイ素含有化合物、酸、熱架橋促進剤、溶剤、添加剤を表２に示す割合で混合し、０．
１μｍのフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって、熱硬化性ケイ素含有反射防
止膜形成用組成物溶液をそれぞれ調製し、Ｓｏｌ．１～１９とした。
【０１４２】
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【表２】

【０１４３】
ＴＰＳＯＡｃ：酢酸トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＣｌ：塩化トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＭＡ：マレイン酸モノ（トリフェニルスルホニウム）（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＮ：硝酸トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
【０１４４】
　次に、Ｓｏｌ．１～１９を回転塗布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚４０ｎｍ
のケイ素含有反射防止膜（それぞれＦｉｌｍ１～１９とする）を形成し、Ｊ．Ａ．ウーラ
ム社の入射角度可変の分光エリプソメーター（ＶＡＳＥ）で波長１９３ｎｍにおける、Ｆ
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ｉｌｍ１～１９の光学定数（屈折率ｎ，消衰係数ｋ）を求めた。結果を表３に示す。
【表３】

【０１４５】
（パターンエッチング試験）
　レジスト下層膜材料として、膜厚２００ｎｍのＳｉＯ２膜が形成された直径３００ｍｍ
Ｓｉウェハー基板上にビスナフトールフルオレン樹脂（ポリマー１）含有組成物（樹脂２
８質量部、溶剤１００質量部）を回転塗布し、３１０℃で１分間加熱成膜して、膜厚３０
０ｎｍのＵＬ－１を形成した。

【化２６】

【０１４６】
　別の下層膜材料として、膜厚２００ｎｍのＳｉＯ２膜が形成された直径３００ｍｍＳｉ
ウェハー基板上にアセナフチレンと４－ヒドロキシスチレンの共重合樹脂（ポリマー２、
分子量８，８００）含有組成物（樹脂２６質量部、架橋剤４質量部、酸発生剤１部、溶剤
１００質量部）を回転塗布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚３００ｎｍのＵＬ－
２を形成した。

【化２７】
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　更に、別の下層膜材料として、膜厚２００ｎｍのＳｉＯ２膜が形成された直径３００ｍ
ｍＳｉウェハー基板上に６－ヒドロキシ－２－ビニルナフタレンとインデンの共重合樹脂
（ポリマー３、分子量１５，０００）含有組成物（樹脂２８質量部、架橋剤４質量部、酸
発生剤１部、溶剤１００質量部）を回転塗布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚３
００ｎｍのＵＬ－３を形成した。
【化２８】

　その上にケイ素含有反射防止膜形成用塗布液Ｓｏｌ．１～Ｓｏｌ．１９を塗布して２０
０℃で６０秒間ベークして膜厚３５ｎｍのレジスト中間層膜を形成し、レジスト上層膜材
料（ＡｒＦ用ＳＬレジスト溶液）を塗布し、１０５℃で６０秒間ベークして膜厚１００ｎ
ｍのレジスト上層膜を形成した。レジスト上層膜に液浸保護膜（ＴＣ－１）を塗布し９０
℃で６０秒間ベークし膜厚５０ｎｍの保護膜を形成した。
【０１４８】
　レジスト上層膜材料としては、表４に示す組成の樹脂、酸発生剤、塩基化合物をＦＣ－
４４３０（住友スリーエム（株）製）０．１質量％を含む溶媒中に溶解させ、０．１μｍ
のフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって調製した。
【表４】

【０１４９】
　表４中、ＡｒＦ単層レジストポリマー、ＰＡＧ１、ＴＭＭＥＡは下記のものを用いた。
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【０１５０】
　液浸保護膜（ＴＣ－１）としては、表５に示す組成の樹脂を溶媒中に溶解させ、０．１
μｍのフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって調製した。
【表５】

【０１５１】
保護膜ポリマー
　　　　　　　分子量（Ｍｗ）＝８，８００
　　　　　　　分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）＝１．６９
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【化３０】

【０１５２】
　次いで、ＡｒＦ液浸露光装置（（株）ニコン製；ＮＳＲ－Ｓ６１０Ｃ，ＮＡ１．３０、
σ０．９８／０．６５、３５度ダイポール偏光照明、６％ハーフトーン位相シフトマスク
）で露光し、１００℃で６０秒間ベーク（ＰＥＢ）し、２．３８質量％テトラメチルアン
モニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）水溶液で３０秒間現像し、４３ｎｍ１：１のポジ型の
ラインアンドスペースパターンを得た。
【０１５３】
　続いて、比較用下層膜材料として、膜厚２００ｎｍのＳｉＯ２膜が形成された直径３０
０ｍｍＳｉウェハー基板上に４，４’－（９Ｈ－フルオレン－９－イリデン）ビスフェノ
ールノボラック樹脂（比較ポリマー１、分子量１１，０００）含有組成物（樹脂２８質量
部、溶剤１００質量部）を回転塗布し、３００℃で１分間加熱成膜して、膜厚３００ｎｍ
のＵＬ－４を形成した。

【化３１】

　その上に上記と同様にケイ素含有反射防止膜形成用塗布液Ｓｏｌ．１～Ｓｏｌ．１９を
塗布して２００℃で６０秒間ベークして膜厚３５ｎｍのレジスト中間層膜を形成し、レジ
スト上層膜材料（ＡｒＦ用ＳＬレジスト溶液）を塗布し、１０５℃で６０秒間ベークして
膜厚１００ｎｍのレジスト上層膜を形成した。レジスト上層膜に液浸保護膜（ＴＣ－１）
を塗布し９０℃で６０秒間ベークし膜厚５０ｎｍの保護膜を形成した。
【０１５４】
　次いで、東京エレクトロン製エッチング装置Ｔｅｌｉｕｓを用いてドライエッチングに
よるレジストパターンをマスクにしてケイ素含有反射防止膜（Ｆｉｌｍ１～１９）の加工
、ケイ素含有反射防止膜をマスクにして有機下層膜の加工、得られた有機下層膜パターン
をマスクにしてＳｉＯ２膜の加工を行った。エッチング条件は下記に示すとおりである。
【０１５５】
　レジストパターンのケイ素含有反射防止膜への転写条件。
チャンバー圧力　　　　　　　　　　　１０．０Ｐａ
ＲＦパワー　　　　　　　　　　　　　１，５００Ｗ
ＣＦ４ガス流量　　　　　　　　　７５ｓｃｃｍ
Ｏ２ガス流量　　　　　　　　　　１５ｓｃｃｍ
時間　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ｓｅｃ
【０１５６】
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　ケイ素含有反射防止膜パターンの有機下層膜への転写条件。
チャンバー圧力　　　　　　　　　　　　２．０Ｐａ
ＲＦパワー　　　　　　　　　　　　　　５００Ｗ
Ａｒガス流量　　　　　　　　　　　　　７５ｓｃｃｍ
Ｏ２ガス流量　　　　　　　　　　　　　４５ｓｃｃｍ
時間　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０ｓｅｃ
【０１５７】
　有機下層膜パターンのＳｉＯ２膜への転写条件。
チャンバー圧力　　　　　　　　　　　２．０Ｐａ
ＲＦパワー　　　　　　　　　　　　　２，２００Ｗ
Ｃ５Ｆ１２ガス流量　　　　　　　　　　２０ｓｃｃｍ
Ｃ２Ｆ６ガス流量　　　　　　　　　　　１０ｓｃｃｍ
Ａｒガス流量　　　　　　　　　　　　３００ｓｃｃｍ
Ｏ２ガス流量　　　　　　　　　　　　　６０ｓｃｃｍ
時間　　　　　　　　　　　　　　　　９０ｓｅｃ
【０１５８】
　パターン断面を（株）日立製作所製電子顕微鏡（Ｓ－４７００）にて観察し、形状を比
較し、実施例を表６に、比較例を表７にまとめた。
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【表６】

【０１５９】
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【表７】

【０１６０】
　表６に示すように、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を用いて形成
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したケイ素含有反射防止膜は、ＵＬ－１、ＵＬ－２、ＵＬ－３と組み合わせると現像後の
レジスト形状、酸素エッチング後、基板加工エッチング後の下層膜の形状が良好で、パタ
ーンのよれの発生も見られなかった（実施例１～３６）。一方、表７に示すように、本発
明の範囲外の反射防止膜とＵＬ－１、ＵＬ－２、ＵＬ－３を使用すると、現像後のレジス
ト形状はテーパー形状になった。これは、ＵＬ－１、ＵＬ－２、ＵＬ－３とケイ素含有反
射防止膜との間の光学的な組合せが不適切であったからである。その後の工程では、この
形状が転写され最終的な基板加工エッチング後に一部パターンのよれが見られた。（比較
例１～２１）
【０１６１】
　更に従来の有機下層膜（ＵＬ－４）上における本発明に係るケイ素含有反射防止膜は光
学的な組合せが不適切で、現像後のレジスト形状はテーパー形状になった。更に、エッチ
ング加工を行い最終的な基板加工を行うと、ＵＬ－４はエッチング耐性が不十分なため、
基板全面にパターンよれが発生した（比較例２２～３５、３７～４０）。
【０１６２】
　そして、従来知られていた有機下層膜（ＵＬ－４）とＦｉｌｍ１５の組み合わせでは現
像後のレジスト形状、酸素エッチング後の形状は良かったが、基板加工エッチングの際に
エッチング耐性が不十分なため、部分的にパターンよれが発生した（比較例３６）。
【０１６３】
　これら実施例及び比較例の結果を、横軸を波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎとし、縦軸
を波長１９３ｎｍにおける消衰係数ｋとして示したものが図１である。
　図１において、ナフタレン骨格を有する下層膜上に形成される中間層膜であって、波長
１９３ｎｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋが、台形の右辺よりも右側の領域（２ｎ－３．
０８＞ｋ、Ｆｉｌｍ１４～１６）又は左辺よりも左側の領域（ｋ＞２０ｎ－２９．４、Ｆ
ｉｌｍ１３及び１９）となるものでは、反射率が高くなるため、露光時に定在波が発生し
、上層レジストのパターンの凹凸が激しくなるという問題が発生した。上辺よりも上側の
領域（ｋ＞０．５、Ｆｉｌｍ１７及び１８）では、吸光基として導入されている有機置換
基の量即ちケイ素含有膜中の炭素成分の量が多くなるため、ケイ素含有膜の性能として必
要であるエッチング選択性が劣化するという問題が発生した。下辺よりも下側の領域（０
．０１＞ｋ）では、露光光を効率よく吸収出来なくなるため、反射防止効果が得られない
という問題が発生した。
　これら上記の問題の発生は、いずれも中間層膜の反射防止機能が十分に発揮されていな
いことに起因するものであり、即ち、上記中間層膜（黒プロット：Ｆｉｌm１３～１９）
は、いずれにおいても、ナフタレン骨格を有する下層膜上では、その反射防止機能が十分
に発揮されないことが実証された（表３、表７参照）。
【０１６４】
　一方、ナフタレン骨格を有する下層膜上に形成される中間層膜であって、波長１９３ｎ
ｍにおける屈折率ｎと消衰係数ｋが、台形の右辺より左側の領域（２ｎ－３．０８≦ｋ）
、左辺より右側の領域（ｋ≦２０ｎ－２９．４）、下辺より上側の領域（０．０１≦ｋ）
、上辺より下側の領域（ｋ≦０．５）内にあるもの（白プロット：Ｆｉｌｍ１～１２）は
、上記のような問題が発生せず、ナフタレン骨格を有する下層膜上においても、中間層膜
の反射防止機能は十分に発揮されていた。
　即ち、ナフタレン骨格を有する有機膜を下層膜として用いる場合において、本発明の関
係式
２ｎ－３．０８≦ｋ≦２０ｎ－２９．４であり、０．０１≦ｋ≦０．５
を満たすケイ素含有反射防止膜を形成可能な熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物
を用いて、中間層膜としてのケイ素含有反射防止膜を形成すれば、ナフタレン骨格を有す
る下層膜上においても、反射防止機能が十分に発揮されることが実証された（表３、表６
参照）。
【０１６５】
　以上のように、本発明の熱硬化性ケイ素含有反射防止膜形成用組成物を用いれば、ナフ
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タレン骨格を有する下層膜上においても、露光光の反射を抑制し良好なパターン形成が可
能であり、ケイ素含有反射防止膜の上層であるフォトレジスト膜、下層である有機膜との
間で良好なドライエッチング特性を有し、保存安定性の良好な、ケイ素含有反射防止膜を
形成することが可能であることが確認された。
【０１６６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に含有される。

【図１】
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