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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含む少なく
とも２つのブロックを含む、ブロックコポリマーの合成を制御する方法を提案する。
【解決手段】非プロトン性非極性溶媒中での半連続アニオン重合によって達成され、マク
ロ開始剤の形で最初の非極性ブロックを合成するステップと、それを非プロトン性非極性
溶媒中でアルカリ金属アルコラートと混合させることによって、予め合成されたマクロ開
始剤の溶液を調製するステップと、非プロトン性非極性溶媒中で極性モノマーの溶液を調
製するステップと、マクロ開始剤及び極性モノマーの予め調製された２種の溶液を、重合
反応器に接続されたマイクロミキサーの中に一定の流量比で注入するステップと、得られ
たコポリマーを取り出すステップと、を含む方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含む少なくとも２
つのブロックを含むブロックコポリマーの合成を制御する方法であって、前記方法は、詳
細には、ブロック間の比率及び各ブロックの分子量を制御することを可能にし、前記コポ
リマーは、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法においてマスクとし
て使用されることを意図されたブロックコポリマーであり、前記制御は、非プロトン性非
極性溶媒中での半連続アニオン重合によって達成され、
　マクロ開始剤の形で最初の非極性ブロックを合成するステップと、
　非プロトン性非極性溶媒中でアルカリ金属アルコラートと混合させることによって、予
め合成された前記マクロ開始剤の溶液を調製するステップと、
　非プロトン性非極性溶媒中で極性モノマーの溶液を調製するステップと、
　マクロ開始剤及び極性モノマーの予め調製された２種の溶液を、重合反応器に接続され
たマイクロミキサーの中に一定の流量比で注入するステップと、
　得られたコポリマーを取り出すステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　コポリマーの構成モノマーが、スチレンモノマー又は（メタ）アクリルモノマー又はビ
ニルピリジンモノマーから選択され、より詳細には、スチレン及びメタクリル酸メチルで
あることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　重合開始剤が、ｎ－ブチルリチウムであることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　単一の重合溶媒が、トルエン又はエチルベンゼンであることを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　アルカリ金属アルコラートが、リチウムメトキシエタノラートであること、及びリチウ
ムメトキシエタノラート／非極性マクロ開始剤のモル比が、１～１０であり、好ましくは
、６に等しいことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　マイクロミキサーからの混合物の中の非極性マクロ開始剤の濃度が、９５～５、好まし
くは、９５～５０、更に好ましくは、８５～５０であり、極性モノマーの濃度が、５～９
５、好ましくは、５～５０、更に好ましくは、１５～５０であることを特徴とする、請求
項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ブロックコポリマーが、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡコポリマーであり、最初の非極性ブロック
が、ＰＳ－ジフェニルエチルリチウム（ＰＳ－ＤＰＥＬ）のマクロ開始剤の形であること
、及び前記ＰＳ－ＤＰＥＬのマクロ開始剤の調製ステップにおいて、１当量より多いジフ
ェニルエチレン（ＤＰＥ）が、１当量のポリスチリルリチウムに対して用いられることを
特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　得られたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーの精製の追加ステップが、得られた前
記ブロックコポリマーを含有するメタノールの溶液を、シクロヘキサン／ヘプタンの体積
比８０／２０の混合物を含有する溶液の中へ滴下により沈殿させ、その後、浮遊物の除去
と濾過により精製されたブロックコポリマーを回収することによって、実施されることを
特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法においてマスクとして使用さ
れることを意図された、少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロッ
クを含む少なくとも２つのブロックを含むブロックコポリマーであって、前記ブロックコ
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ポリマーが、請求項１から８のいずれか一項に記載の制御方法によって制御される方法で
合成されるＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーであり、ＰＳ／ＰＭＭＡの重量比が３
５／６５～６０／４０である場合に、薄層の形状であり、ＰＳ／ＰＭＭＡの重量比が６４
／３６～７５／２５である場合に、円柱の形状であるナノドメインを有する、ブロックコ
ポリマー。
【請求項１０】
　少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含む少なくとも２
つのブロックを含むブロックコポリマーの膜の、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリ
ソグラフィの方法におけるマスクとしての使用であって、前記ブロックコポリマーの膜が
、請求項１から８のいずれか一項に記載の制御方法によって制御される方法で合成される
、使用。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の方向に配向されたナノドメインを有し、ＤＳＡという頭字語によって
も知られる誘導自己組織化によるナノリソグラフィの用途に用いられることが意図される
ナノ構造のブロックコポリマーの分野に関する。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、以下でＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡと呼ばれる、例えば、ポリスチレ
ン－ｂ－ポリ（メタクリル酸メチル）などの、少なくとも一つの非極性ブロックと少なく
とも一つの極性ブロックを含むブロックコポリマーの合成を制御する方法、制御された方
法で合成された前記ブロックコポリマー、及び誘導自己組織化によるナノリソグラフィの
方法におけるマスクとしての前記ブロックコポリマーの使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ナノテクノロジーの発展は、マイクロエレクトロニクス及び特に微小電気機械システム
（ＭＥＭＳ）の分野における製品の継続的な小型化を可能にして来た。従来のリソグラフ
ィ技術は、６０ｎｍ未満の寸法を有する構造を作ることができないので、小型化に対する
これらの絶えず続く要求を満たすことが、もはやできない。
【０００４】
　それ故、リソグラフィ技術を適合させて、絶えず小さくなるパターンを高解像度で作製
することを可能にするエッチングマスクを作製することが必要になった。ブロックコポリ
マーでは、ナノドメインを形成するブロック間の相分離により、５０ｎｍ未満であり得る
スケールで、コポリマーの成分ブロックの配列を組立てることが可能である。この自己ナ
ノ組織化の能力のために、エレクトロニクス又はオプトエレクトロニクスの分野でのブロ
ックコポリマーの使用が、現在よく知られている。
【０００５】
　ナノリソグラフィを実現するために研究されるマスクの中で、少なくとも一つの非極性
ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含む少なくとも２つのブロックを特に含む、
例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡに基づく、ブロックコポリマーの膜が、良好な解像度でパター
ンを生成することを可能にするので、非常に有望な解決策であると思われる。そのような
ブロックコポリマー膜が、エッチングマスクとして使用可能であるために、コポリマーの
一つのブロックが、選択的に除去され、残りのブロックの多孔性の膜が生成されなければ
ならず、そのパターンが、次に、エッチングによって、下層に転写されることができる。
ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの膜については、ＰＭＭＡ（ポリ（メタクリル酸メチル））が、通常
、選択的に除去され、残りのＰＳ（ポリスチレン）のマスクが生成される。
【０００６】
　そのようなマスクを生成するために、ナノドメインは、下層の表面に対して平行又は垂
直に配向されなければならない。ドメインのそのような構造は、下層の表面の準備のみな
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らずブロックコポリマーの組成などの特定の条件を必要とする。
【０００７】
　このように、ＰＳのブロックとＰＭＭＡのブロックの間の比率が、ナノドメインのモル
フォロジー、すなわち、例えば薄層、円柱、又は球の形でのナノドメインの配列、を制御
することを可能にし、各ブロックの分子量が、ブロックのサイズ及び間隔、すなわちブロ
ックコポリマーの周期Ｌ０を制御することを可能にする。
【０００８】
　小型の電子デバイス又は光電子デバイスを工業的に製造できるために、各マスクが、正
確な仕様を満たし、特に、形状、サイズ及び周期が制御されるナノドメインを有するよう
に、誘導自己組織化によるナノリソグラフィ用に意図されたマスクを形成するブロックコ
ポリマーを再現性よく合成することが、きわめて重要となる。
【０００９】
　例えばＰＭＭＡなどの少なくとも一つの極性ブロックを含むブロックコポリマーの合成
は、合成中のポリマーの沈殿を回避するために、従来、極性溶媒の中での作用を必要とし
、これは、それの構造の制御を不十分にする。
【００１０】
　例えば、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡタイプなどの、少なくとも一つの非極性ブロックと少なく
とも一つの極性ブロックを含むブロックコポリマーの合成は、低温での、一般には－７０
℃未満の温度でのＴＨＦ（テトラヒドロフラン）中のアニオン重合によって、従来、実行
される。
【００１１】
　低温でのＴＨＦ中のスチレンの重合の最初の例は、１９５６年に遡る。Ｍ．Ｓｗａｒｃ
により「ｌｉｖｉｎｇ　ｐｏｌｙｍｅｒｓ」，Ｎａｔｕｒｅ（Ｌｏｎｄｏｎ）１９５６；
１７８：１１６８に記載されているように、開始剤としてナフタレンナトリウムを用いる
この重合が、連鎖移動反応なしに、適切に起こった。
【００１２】
　文献「Ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ａ
ｎｉｏｎｉｃ　ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌ
ａｔｅ　ｉｎ　ｐｏｌａｒ　ｓｏｌｖｅｎｔｓ」，Ｅｕｒ．Ｐｏｌｙｍ，Ｖｏｌ．２０，
Ｎｏ．４，ｐａｇｅｓ３４９－３５５，１９８４は、－７５℃以下の温度でのＴＨＦ中の
メタクリル酸メチルＭＡＭのアニオン重合における、活性中心が破壊される停止反応の反
応速度論を研究する。しかしながら、この文献は、誘導自己組織化によるナノリソグラフ
ィの用途においてマスクとして使用されることを意図されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロック
コポリマーの合成の制御に関心がない。
【００１３】
　けれども、ＴＨＦ中でのＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーの合成は、工業用地に
ＴＨＦを貯蔵可能にすることが困難であるために、工業化の問題を引き起こす。この極性
溶媒は環状エーテルであり、ひとたび精製されると、時間と共に酸化して、潜在的に爆発
性の過酸化物を形成する傾向を有する。更に、低温での合成は、大きなエネルギーコスト
を意味する。最後に、無水物にすることが困難な吸湿性溶媒である、ＴＨＦなどの極性溶
媒と、非常に反応性の開始剤である、例えばｓｅｃ－ブチルリチウムなどのアルキルリチ
ウムの使用は、バッチ間の合成条件を安定化させることを困難にする。その結果、低温に
おいてＴＨＦ中で合成されるＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡコポリマーの再現性は、小型の電子及び
／又は光電子デバイスを製造するために、誘導自己組織化によるナノリソグラフィ用のマ
スクとしてこれらのコポリマーを使用することができるのに十分であると思われない。
【００１４】
　メタクリル酸メチルＭＡＭの重合においてＴＨＦを何か他の溶媒に取り替えるための方
法が、研究された。このように、文献「Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｔｈ
ｙｌ　Ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ　ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ｂｙ　１，１－Ｄｉｐｈｅｎｙ
ｌＨｅｘｙｌ　Ｌｉｔｈｉｕｍ」，Ｔｒａｎｓ．Ｆａｒａｄａｙ　Ｓｏｃ．，１９６５，
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６１，ｐａｇｅｓ１５０－１５８は、重合反応の開始剤として１，１ＤＰＨＬｉ（ジフェ
ニルヘキシルリチウム）を用いる、０℃～－８０℃の温度におけるトルエン中のＭＡＭの
アニオン重合を研究する。しかしながら、この文献もまた、再現性を改善することを目指
して、誘導自己組織化によるナノリソグラフィの用途においてマスクとして使用されるこ
とを意図された、例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡなどの、少なくとも一つの非極性ブロックと
少なくとも一つの極性ブロックを含むブロックコポリマーの合成を制御することに関心が
ない。
【００１５】
　更に、本出願人は、欧州特許第０７４９９８７号において、アルカリ金属アルコラート
と混合された開始剤を用いた、非極性溶媒中での、特に－２０℃におけるトルエン中での
、メタ（アクリル）モノマーの連続重合を研究した。開始剤／アルコラート混合物及び重
合されるべきモノマー（複数可）が、（共）重合反応器の上流に配置されたマイクロミキ
サーの中で、流量比を一定に保って、混合される。この文献に記載される連続重合のため
の方法は、メタ（アクリル）モノマーの重合反応の反応速度を制御することを可能にし、
モノマーを非常に速く消費することにより、この反応は非常に速いので、二次反応の影響
を減らすことを可能にする。この文献は、誘導自己組織化によるナノリソグラフィ用途の
マスクとして使用されることが意図されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーに関心
がなく、再現性を改善することを目指して、特にブロック間の比率及び各ブロックの分子
量の点で、それらの合成を制御することにも関心がない。
【００１６】
　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーは、良好な解像度を提供するナノリソグラフィ
用のマスクを作製することを可能にするので、本出願人は、ナノドメインのモルフォロジ
ー、特にそれらの形状、サイズ及び周期長、を制御できるように、それ故にそれらの再現
性を改善するために、それらの合成を制御するための解決策を探した。
【発明の概要】
【００１７】
　本発明は、従って、従来技術の課題のうちの少なくとも一つを克服することを目的とす
る。本発明は、誘導自己組織化によるナノリソグラフィの方法においてマスクとして使用
されることを意図された、少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロ
ックを含む少なくとも２つのブロックを含む、例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの、ブロックコ
ポリマーの、非プロトン性非極性溶媒中での合成を制御する方法を提案することを、特に
目的としており、本方法は、ブロックコポリマーが意図されるマスクとしての用途のため
の正確な仕様に対応する形状、サイズ及び周期長を有するナノドメインを有するブロック
コポリマーを、時間の経過にわたって再現性よく、かつ反復して得ることを可能にする。
【００１８】
　本発明は、誘導自己組織化によるナノリソグラフィの方法においてマスクとして使用さ
れることを意図された、少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロッ
クを含む少なくとも２つのブロックを含む、例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの、ブロックコポ
リマーに更に関し、ＰＳ及びＰＭＭＡなどの、非極性ブロックと極性ブロックの間の比率
は、所望のモルフォロジーを有するナノドメインを得ることができるように制御される。
【００１９】
　本発明はまた、誘導自己組織化によるナノリソグラフィの方法において、特性が制御さ
れた前記ブロックコポリマーの膜の使用を提案することを目的とする。
【００２０】
　少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含む少なくとも２
つのブロックを含むブロックコポリマーの合成を制御する方法であって、前記方法は、詳
細には、ブロック間の比率及び各ブロックの分子量を制御することを可能にし、前記コポ
リマーは、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法においてマスクとし
て使用されることを意図されたブロックコポリマーであり、前記制御は、非プロトン性非
極性溶媒中での半連続アニオン重合によって達成され、
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‐　マクロ開始剤の形で最初の非極性ブロックを合成するステップと、
‐　それを非プロトン性非極性溶媒中でアルカリ金属アルコラートと混合させることによ
って、予め合成された前記マクロ開始剤の溶液を調製するステップと、
‐　非プロトン性非極性溶媒中で極性モノマーの溶液を調製するステップと、
‐　マクロ開始剤及び極性モノマーの予め調製された２種の溶液を、重合反応器に接続さ
れたマイクロミキサーの中に、一定の流量比で注入するステップと、
‐　得られたコポリマーを取り出すステップと、を含む方法が、
ナノドメインが、特に、形状、サイズ及び周期長の点で、制御された特性を有し、正確な
仕様を満たす、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡタイプの非極性－ｂ－極性ブロックコポリマーを、再
現性を上げて得ることを可能にし、その結果、ブロックコポリマーが、誘導自己組織化（
ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法においてマスクとして工業的に使用されることが
できるということが、驚くべきことに、発見された。
【００２１】
　本発明は、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法においてマスクと
して使用されることを意図された、少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの
極性ブロックを含む少なくとも２つのブロックを含むブロックコポリマーに更に関し、前
記ブロックコポリマーは、上記の制御方法により制御された方法で合成され、非極性ブロ
ック／極性ブロックの重量比が、３５／６５～６０／４０である場合に、薄層の形状であ
り、非極性ブロック／極性ブロックの重量比が、６４／３６～７５／２５又は２５／７５
～３６／６４である場合に、円柱の形状である、ナノドメインを有する。
【００２２】
　最後に、本発明は、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法における
マスクとしての、少なくとも一つの非極性ブロックと少なくとも一つの極性ブロックを含
む少なくとも２つのブロックを含むブロックコポリマーの膜の使用に関し、前記ブロック
コポリマーの膜は、上記の制御方法により制御された方法で合成される。
【００２３】
　本発明の他の特定の特徴及び利点が、添付の図面を参照して、例示的で非限定的な例と
して与えられる説明を読むと、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】使用されることのできる重合設備の一例のフローシートである。
【図２】図２Ａは、従来の方法により合成された、幾つかのＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロック
コポリマー中のＰＳブロックの分子量を示す曲線である。図２Ｂは、本発明による制御さ
れた方法で合成された、幾つかのＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマー中のＰＳブロッ
クの分子量を示す曲線である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書で用いられる「モノマー」という用語は、重合され得る分子に関する。
【００２６】
　本明細書で用いられる「重合」という用語は、モノマー又はモノマーの混合物をポリマ
ーに変換する方法に関する。
【００２７】
　「コポリマーブロック」又は「ブロック」は、幾つかのタイプの又は同一のタイプの幾
つかのモノマー単位を結合するポリマーを意味する。
【００２８】
　「ブロックコポリマー」は、上記で定義された少なくとも２つのブロックを含むポリマ
ーを意味し、２つのブロックは互いと異なり、混和性でなく、所定の温度と鎖長に対して
ナノドメインに分離するような相分離パラメータを有する。
【００２９】
　上記で用いられる「混和性」という用語は、２つの化合物が完全に混合し、同質の相を
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【００３０】
　Ｌｏで表される周期長は、異なる化学組成のドメインによって隔てられる、同じ化学組
成の２つの隣接するドメインを隔てる最小距離を意味する。
【００３１】
　明細書中で、ブロックの分子量について話す場合、それは、サイズ排除クロマトグラフ
ィー（ＳＥＣ）によって測定されるピーク分子量Ｍｐである。
【００３２】
　「極性」溶媒又はモノマー又はブロックは、δｔｏｔ＝δＤ＋δＰ＋δＨ＜２２．０Ｍ
Ｐａであるような、２５℃で計算されたハンセン溶解度パラメータを有する溶媒、モノマ
ー若しくはブロック又は混合物から選択された溶媒又はモノマー又はブロックを意味する
。
【００３３】
　種々の溶媒、又は溶媒の混合物の、溶媒和の能力とも呼ばれる、物理化学的溶解特性が
、「Ｈａｎｓｅｎ　Ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ：Ａ　ｕｓｅｒ’ｓ　
ｈａｎｄｂｏｏｋ」，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（２００７）Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ
，Ｆｌａ：ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ．ＩＳＢＮ９７８－０－８４９３－７２４８－３という著
作でＣｈａｒｌｅｓ　Ｈａｎｓｅｎによって提案された手法によって計算され得る。この
手法によれば、「ハンセンパラメータ」δＤ，δＰ，δＨと呼ばれる３つのパラメータが
、所定の分子に関する溶媒の挙動を予測するのに十分である。ＭＰａ０．５でのパラメー
タδＤは、分子間の分散力、すなわち、ファンデルワールスカのエネルギーを定量化する
。ＭＰａ０．５でのパラメータδＰは、分子間の双極子相互作用のエネルギーを表す。最
後に、ＭＰａ０．５でのパラメータδＨは、分子間の水素結合に由来するエネルギー、す
なわち、水素結合により相互作用する能力を定量化する。３つのパラメータの平方の和が
、ヒルデブラント溶解度パラメータ（δｔｏｔ）の平方に対応する。
【００３４】
　以下の表１は、溶媒、及び溶媒の混合物、並びに２５℃に等しい温度について計算され
た、それらのハンセン溶解度パラメータの表である。
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【００３５】
　「非プロトン性」とは、重合において用いられる開始剤と反応することのできる水素を
有しない溶媒を意味する。
【００３６】
　非プロトン性非極性溶媒の例として、ベンゼン、トルエン、及びエチルベンゼンを挙げ
ることができる。
【００３７】
　極性非プロトン性溶媒の例として、テトラヒドロフラン、及びアニソールを挙げること
ができる。
【００３８】
　本発明の原理は、非極性－ｂ－極性タイプの、例えばＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡのブロックコ
ポリマーの特性、及び特にナノドメインの形状、寸法及び周期長を制御して、それらを再
現性よく合成し、誘導自己組織化（ＤＳＡ）によるナノリソグラフィの方法におけるマス
クとして使用できるようにすることからなる。
【００３９】
　このために、ブロックコポリマーのアニオン合成が、非プロトン性非極性溶媒中で、よ
り詳細にはトルエン中で、半連続法で実行される。最初の非極性ブロックの合成が、マク
ロ開始剤の形で、予め実行される。その後、極性ブロックが、連続法で合成される。
【００４０】
　ブロックコポリマーの成分モノマー（数において少なくとも２つ）は、ビニルモノマー
、ビニリデンモノマー、ジエンモノマー、オレフィンモノマー、アリルモノマー　（メタ
）アクリルモノマー又は環状モノマーから選択されるであろう。これらのモノマーは、よ
り詳細には、スチレン又は置換スチレン、特にアルファ－メチルスチレン、シリル化スチ
レン、などの芳香族ビニルモノマー、メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル又はフェ
ニルアクリレートなどの、アルキル、シクロアルキル又はアリルアクリレート、２－メト
キシエチルアクリレートなどのエーテルアルキルアクリレート、メトキシポリエチレング
リコールアクリレート、エトキシポリエチレングリコールアクリレート、メトキシポリプ
ロピレングリコールアクリレート、メトキシポリエチレングリコール－ポリプロピレング
リコールアクリレート又はそれらの混合物などのアルコキシ－又はアリーロキシ－ポリア
ルキレングリコールアクリレート、２－（ジメチルアミノ）エチルアクリレート（ＡＤＡ
ＭＥ）などのアミノアルキルアクリレート、フッ化アクリレート、シリル化アクリレート
、アルキレングリコールリン酸アクリレートなどのリン含有アクリレート、グリシジルア
クリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート、メタクリル酸メチル（ＭＡ
Ｍ）などのアルキル、シクロアルキル、アルケニル又はアリルメタクリレート、ラウリル
、シクロヘキシル、アリル、フェニル又はナフチルメタクリレート、２－エトキシエチル
メタクリレートなどのエーテルアルキルメタクリレート、メトキシポリエチレングリコー
ルメタクリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリレート、メトキシポリプロ
ピレングリコールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール－ポリプロピレング
リコールメタクリレート又はそれらの混合物などのアルコキシ－又はアリーロキシ－ポリ
アルキレングリコールメタクリレート、２－（ジメチルアミノ）エチルメタクリレート（
ＭＡＤＡＭＥ）などのアミノアルキルメタクリレート、２，２，２－トリフルオロエチル
メタクリレートなどのフッ化メタクリレート、３－メタクリロイルプロピルトリメチルシ
ランなどのシリル化メタクリレート、アルキレングリコールリン酸メタクリレートなどの
リン含有メタクリレート、ヒドロキシエチルイミダゾリドンメタクリレート、ヒドロキシ
エチルイミダゾリジノンメタクリレート、２－（２－オキソ－１－イミダゾリジニル）エ
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チルメタクリレート、アクリロニトリル、アクリルアミド又は置換アクリルアミド、４－
アクリロイルモルホリン、Ｎ－メチロールアクリルアミド、メタクリルアミド又は置換メ
タクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、メタクリルアミド－プロピルトリメ
チルアンモニウムクロライド（ＭＡＰＴＡＣ）、グリシジル及びジシクロペンテニルオキ
シエチルメタクリレート、無水マレイン酸、アルキル又はアルコキシ－若しくはアリーロ
キシポリアルキレングリコールマレアート又はヘミマレアート、ビニルピリジン、ビニル
ピロリジノン、メトキシポリ（エチレングリコール）ビニルエーテル、ポリ（エチレング
リコール）ジビニルエーテルなどの（アルコキシ）ポリ（アルキレングリコール）ビニル
エーテル又はジビニルエーテル、などのアクリルモノマー、エチレン、ブテン、ヘキセン
及び１－オクテンなどを挙げることができるオレフィンモノマー、ブタジエン、イソプレ
ン及びフッ化オレフィンモノマーを含むジエンモノマー、並びにフッ化ビニリデン、ラク
トン、ラクチド、グリコリド、環状カーボネイト、シロキサンなどを挙げることができる
ビニリデンモノマーから、必要なら、アニオン重合の方法と調和するように保護され、単
独で又は少なくとも２つの上記モノマーと混合されて、選択される。
【００４１】
　「非極性モノマー」は、より詳細には、ビニルモノマー、ビニリデンモノマー、ジエン
モノマー、オレフィンモノマー、アリルモノマーを意味する。これらのモノマーは、より
詳細には、スチレン又は置換スチレン、特にアルファ－メチルスチレン、又はシリル化ス
チレン、などの芳香族ビニルモノマー、エチレン、ブテン、ヘキセン及び１－オクテンな
どを挙げることができるオレフィンモノマー、ブタジエン、イソプレン及びフッ化オレフ
ィンモノマーを含むジエンモノマー、並びにフッ化ビニリデンなどを挙げることができる
ビニリデンモノマーから選択される。
【００４２】
　「極性モノマー」は、より詳細には、メチル、エチル、ブチル、エチルヘキシル又はフ
ェニルアクリレートなどの、アルキル、シクロアルキル又はアリルアクリレート、２－メ
トキシエチルアクリレートなどのエーテルアルキルアクリレート、メトキシポリエチレン
グリコールアクリレート、エトキシポリエチレングリコールアクリレート、メトキシポリ
プロピレングリコールアクリレート、メトキシポリエチレングリコール－ポリプロピレン
グリコールアクリレート又はそれらの混合物などのアルコキシ－、又はアリーロキシ－ポ
リアルキレングリコールアクリレート、２－（ジメチルアミノ）エチルアクリレート（Ａ
ＤＡＭＥ）などのアミノアルキルアクリレート、フッ化アクリレート、シリル化アクリレ
ート、アルキレングリコールリン酸アクリレートなどのリン含有アクリレート、グリシジ
ルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート、メタクリル酸メチル（
ＭＡＭ）などのアルキル、シクロアルキル、アルケニル又はアリルメタクリレート、ラウ
リル、シクロヘキシル、アリル、フェニル又はナフチルメタクリレート、２－エトキシエ
チルメタクリレートなどのエーテルアルキルメタクリレート、メトキシポリエチレングリ
コールメタクリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリレート、メトキシポリ
プロピレングリコールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール－ポリプロピレ
ングリコールメタクリレート又はそれらの混合物などのアルコキシ－又はアリーロキシ－
ポリアルキレングリコールメタクリレート、２－（ジメチルアミノ）エチルメタクリレー
ト（ＭＡＤＡＭＥ）などのアミノアルキルメタクリレート、２，２，２－トリフルオロエ
チルメタクリレートなどのフッ化メタクリレート、３－メタクリロイルプロピルトリメチ
ルシランなどのシリル化メタクリレート、アルキレングリコールリン酸メタクリレートな
どのリン含有メタクリレート、ヒドロキシエチルイミダゾリドンメタクリレート、ヒドロ
キシエチルイミダゾリジノンメタクリレート、２－（２－オキソ－１－イミダゾリジニル
）エチルメタクリレート、アクリロニトリル、アクリルアミド又は置換アクリルアミド、
４－アクリロイルモルホリン、Ｎ－メチロールアクリルアミド、メタクリルアミド又は置
換メタクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、メタクリルアミド－プロピルト
リメチルアンモニウムクロライド（ＭＡＰＴＡＣ）、グリシジルメタクリレート、ジシク
ロペンテニルオキシエチルメタクリレート、無水マレイン酸、アルキル又はアルコキシ－
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若しくはアリーロキシポリアルキレングリコールマレアート又はヘミマレアート、２－ビ
ニルピリジン、４－ビニルピリジン、ビニルピロリジノン、メトキシポリ（エチレングリ
コール）ビニルエーテル、ポリ（エチレングリコール）ジビニルエーテルなどの（アルコ
キシ）ポリ（アルキレングリコール）ビニルエーテル又はジビニルエーテル、などのアク
リルモノマー、エチレン、ブテン、ヘキセン及び１－オクテンなどを挙げることができる
オレフィンモノマー、ブタジエン、イソプレン及びフッ化オレフィンモノマーを含むジエ
ンモノマー、並びにフッ化ビニリデン、ラクトン、ラクチド、グリコリド、環状カーボネ
イト、シロキサンなどを挙げることができるビニリデンモノマーを意味し、必要なら、ア
ニオン重合の方法と調和するように保護され、単独で又は少なくとも２つの上記モノマー
と混合される。
【００４３】
　好ましくは、コポリマーの成分モノマーは、スチレンモノマー又は（メタ）アクリルモ
ノマー又はビニルピリジンモノマーから選択され、より詳細には、スチレン及びメタクリ
ル酸メチルであろう。
【００４４】
　ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの代表的だが唯一ではない事例において、マクロ開始剤の形で最初
のＰＳブロックを合成するために、ポリスチリルリチウムが、スチレン及びｎ－ブチルリ
チウムから始まって作られる。カルボニル基に作用することなく、ＭＡＭ（メタクリル酸
メチル）モノマーの重合を開始することができるように、ポリスチリルリチウムの反応度
を低下させるため、好ましくは、ＤＰＥ（１，１－ジフェニルエチレン）ユニットが用い
られる。このようにして合成されたマクロ開始剤が、ＰＳ－ＤＰＥＬ（ポリスチレン－ジ
フェニルエチルリチウム）である。
【００４５】
　ポリスチリルリチウム鎖端にＤＰＥの少なくとも１当量があることを確実にするように
、ポリスチリルリチウム１当量に対してＤＰＥを１当量より多く用いることが好ましい。
従って、少量の残余のスチレンが、ＤＰＥと反応し、ＰＳ鎖端にスチレン－ＤＰＥ－スチ
レン－ＤＰＥセグメントを形成し、ＭＡＭモノマーを反応開始させることがあり得る。そ
れ故、合成の終わりに、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーは、鎖の中に１～３ＤＰ
Ｅユニットを有し得る。
【００４６】
　低温（＜－７０℃）における、ＴＨＦなどの極性溶媒中で、リチウム化ＰＳ－ジフェニ
ルエチルリチウム（ＰＳ－ＤＰＥＬ）錯体が分離され、１００％に近いＭＡＭモノマーの
反応開始の効率及び制御された分散度を可能にする。
【００４７】
　しかしながら、０℃におけるトルエンなどの非極性溶媒中で、ＭＡＭモノマーの反応開
始の効率は、８０％に低下する。反応開始のこの低い効率は、「不活性な」ＰＳ、すなわ
ち共重合に用いられず、ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーを含む溶液の中で最後に
取り出されるＰＳが現れることを意味する。更に、副反応が起こるため、特に、最後から
三番目のモノマー単位に対するカルボニル基の攻撃により、分散度が上昇する。反応開始
のこの問題を克服するため、アルカリ金属アルコラートが用いられる。このアルコラート
は、ＰＳ－ジフェニルエチルリチウムのマクロ開始剤錯体を溶媒和させることを可能にし
、これは、反応開始の効率を上昇させ、立体障害の供給により副反応を減少させる効果を
有する。
【００４８】
　従って、予め合成されたＰＳ－ＤＰＥＬマクロ開始剤錯体が、０℃未満の温度において
トルエン中でアルカリ金属アルコラート、好ましくはリチウムメトキシエタノラート、と
混合される。リチウムメトキシエタノラート／非極性マクロ開始剤（ＰＳ－ＤＰＥＬ）の
モル比は、１～１０であり、好ましくは、６に等しい。
【００４９】
　分散度と副反応を減少させるために、その後、ＰＭＭＡブロックが、このアルコラート
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の存在下で０℃未満の温度においてトルエン溶媒中で合成される。好ましくは、重合反応
器の上流に配置されたマイクロミキサーが、ＭＡＭとマクロ開始剤を非常にすばやく結び
付けて、それ故、副反応とＰＭＭＡブロックの分散度を更に減少させることを可能にする
。
【００５０】
　０℃未満の温度においてトルエン中で予め調製されたマクロ開始剤／アルコラート及び
０℃未満の温度においてトルエン中で予め調製されたメタクリル酸メチルの２つの溶液が
、一定の流量比でマイクロミキサーの中に注入される。混合物は、その結果生ずる流量で
マイクロミキサーを出て、重合反応器に進む。
【００５１】
　マイクロミキサーからの混合物の中のマクロ開始剤の濃度は、通常、９５～５であり、
極性モノマー（メタクリル酸メチル）の濃度は、５～９５である。好ましくは、マイクロ
ミキサーからの混合物の中のマクロ開始剤の濃度は、９５～５０であり、更に好ましくは
、８５～５０であり、極性モノマー（メタクリル酸メチル）の濃度は、好ましくは、５～
５０であり、更に好ましくは、１５～５０である。
【００５２】
　更に、アルコラートの使用は、－７０℃未満の低温でＴＨＦ中において合成されたＰＭ
ＭＡのシンジオタクティシティーに匹敵するシンジオタクティシティーを有するＰＭＭＡ
ブロックを得ることを可能にする。実際、ＰＭＭＡブロックでは、プロトンＮＭＲによっ
て測定されたシンジオタクチックトライアドの度合いが、７０～８０％である。
【００５３】
　最後に、ひとたびＭＡＭモノマーの全てが反応すると、副反応が優勢となる。得られた
ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーは、最後から三番目のＭＡＭモノマー単位に対す
るカルボニル基の攻撃により、ＰＭＭＡ鎖の成長が止められる。ＭＡＭの重合反応の発熱
効果により、反応混合物の温度が上昇するので、この反応は、ますます促進される。
【００５４】
　上記方法により制御された方法で合成されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーが
、コポリマーの特定の組成に応じて、特に、ＰＳの非極性ブロックとＰＭＭＡの極性ブロ
ックの間の比率に応じて、円柱又は薄層の形状のナノドメインを有する薄膜へと自己組織
化するということを、応用段階において、出願人は見出した。
【００５５】
　実際、従来法で低温（＜－７０℃）におけるＴＨＦ中でアニオン反応によって合成され
たＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡコポリマーは、５０／５０に近いＰＳ／ＰＭＭＡの組成に対して薄
層の形状で自己組織化し、７０／３０のオーダの組成に対してＰＭＭＡの円柱の形状で自
己組織化する一方で、－２０℃におけるトルエン中で制御された方法で合成されたブロッ
クコポリマーの場合、３５／６５～６０／４０のＰＳ／ＰＭＭＡの重量比に対して薄層を
得、６４／３６～７５／２５の値の範囲のＰＳ／ＰＭＭＡの重量比に対してＰＭＭＡの円
柱を得ることが可能になるということを、出願人は見出した。
【００５６】
　以下の実施例は、本発明の範囲を非網羅的に示す。
【００５７】
実施例１：ＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡの制御された合成
　使用される重合設備が、図１に概略的に示される。マクロ開始系の溶液が容器Ｃ１の中
に調製され、モノマーの溶液が容器Ｃ２の中に調製される。容器Ｃ２からの流れが、交換
器に送られ、最初の重合温度に調節される。その後、２つの流れが、欧州特許第０７４９
９８７号に記載されているように、この例ではマイクロミキサーであるミキサーＭに送ら
れ、その後、通常の管形反応器である重合反応器Ｒに送られる。生成物は、容器Ｃ３の中
に受け取られ、その後、容器Ｃ４へ移され、そこで沈殿させられる。
【００５８】
　容器Ｃ１の中で、欧州特許第０７４９９８７号及び欧州特許第０５２４０５４号に記載
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されているように、９．８×１０－２モルのポリ（スチリル）ＣＨ２Ｃ（ＰＨ）２Ｌｉに
おけるモル比１／６のポリ（スチリル）ＣＨ２Ｃ（ＰＨ）２Ｌｉ／ＣＨ３ＯＣＨ２ＣＨ２

ＯＬｉのマクロ開始剤系の溶液が、４５℃におけるトルエン中で２１．１ｗｔ％で調製さ
れる。
【００５９】
　容器Ｃ２の中で、トルエン中で９ｗｔ％の、モレキュラーシーブを通過したＭＡＭの溶
液が、－１５℃で貯蔵される。
【００６０】
　目標とする最終的なコポリマーの濃度は、１６．６ｗｔ％である。容器Ｃ１が、－２０
℃に冷却され、マクロ開始剤系の溶液の流れが、６０ｋｇ／ｈに設定される。容器Ｃ２か
らのＭＡＭの溶液の流れが交換器に送られ、温度がそこで－２０℃に下げられ、ＭＡＭの
溶液の流が、３４．８ｋｇ／ｈに設定される。その後、２つの流れは、任意のミキサーの
中で混合され、その後、容器Ｃ３の中で取り出され、そこで、コポリマーは、メタノール
の溶液を加えることにより、完全に不活性化される。
【００６１】
　固体の比率を測定することによって決定される転化率は、９９％を超える。
【００６２】
　反応開始がまだ十分に有効でない場合に起こり得るが、ＰＳホモポリマーの濃度が高す
ぎる場合、追加のステップは、予め合成されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーを
精製することからなる。このために、容器Ｃ３の内容物が、撹拌とともに容器Ｃ４の中に
滴状に沈殿される。容器は、シクロヘキサン／ヘプタンの体積比８０／２０の混合物を含
み、容器Ｃ３の内容物とＣ４の内容物の間の体積比は、１／７である。Ｃ３からの溶液の
追加が終わると、撹拌が止められ、ブロックコポリマーが沈殿する。その後、それは、浮
遊物の除去と濾過により回収される。シクロヘキサン／ヘプタンの比は、混合物中のホモ
ポリマーの量を調整することを可能にする。ＰＳホモポリマーをほんのわずかしか含まな
いポリマーの混合物が、沈殿された部分の中に得られる。
【００６３】
　乾燥後に、ブロックコポリマーの特徴は、以下の通りである。
Ｍｎ＝６１．４ｋｇ／ｍｏｌ
Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０９
重量比ＰＳ／ＰＭＭＡ＝６６．３／３３．７
【００６４】
　測定は、ＳＥＣ（サイズ排除クロマトグラフィー）によって行われる。このために、ポ
リマーは、ＢＨＴ（２，６－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－メチルフェノール）
で安定化されたＴＨＦの中に１ｇ／ｌで溶かされる。単分散ポリスチレンを基準に較正が
行われる。屈折率と２５４ｎｍのＵＶによる２重検出が、コポリマー中のポリスチレンの
パーセンテージを決定することを可能にする。スチレンの芳香環プロトン（５）とＰＭＭ
Ａのメトキシプロトン（３）を積分することによって、コポリマーの正確な組成が、Ｂｒ
ｕｋｅｒ４００機器の１Ｈ　ＮＭＲにより決定される。
【００６５】
実施例２：制御の図
　図２Ａと図２Ｂは、それぞれ、－７８℃においてＴＨＦ中で従来方法によって合成され
たＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマー及び－２０℃においてトルエン中で制御された
方法で合成されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡブロックコポリマーにおけるＰＳブロックの分子量
を示す。－２０℃におけるトルエン溶媒中での合成が、種々のブロックの合成のより良い
制御及びそれ故にブロックコポリマーのより良い再現性をもたらし、その結果、この制御
された合成が、そのようなコポリマーの合成をＤＳＡ用途におけるマスクとしての使用の
ために考慮することを可能にするということを証明するために、これらの２つの方法に従
って、幾つかのコポリマーが合成された。
【００６６】
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　合成され比較されたコポリマーは、ナノドメインが、３５ｎｍに等しい周期長（ｐeｒ
ｉｏｄｅ）Ｌ０の円柱状モルフォロジーを有するコポリマーである。
【００６７】
　合成された各コポリマーのＰＳブロックの、ピークでの分子量Ｍｐが、ＳＥＣ（サイズ
排除クロマトグラフィー）によって測定された。
【００６８】
　図２Ａは、従来の合成に従って得られた各コポリマーについて決定されたＰＳブロック
の分子量を示す。図２Ｂは、－２０℃におけるトルエン中での制御された合成に従って得
られた各コポリマーについて決定されたＰＳブロックの分子量を示す。
【００６９】
　値σは、測定値の標準偏差を表す。
【００７０】
　－７８℃におけるＴＨＦ中において従来法で合成されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡのコポリマ
ーは、ＰＳの平均分子量が３９．６ｋｇ／ｍｏｌであり、標準偏差が７．４である。
【００７１】
　－２０℃におけるトルエン中で制御された方法で合成されたＰＳ－ｂ－ＰＭＭＡのコポ
リマーは、ＰＳの平均分子量が３８．８ｋｇ／ｍｏｌであり、標準偏差が２である。
【００７２】
　標準偏差は、従来の方法に従って合成されたコポリマーの場合に、より大きいというこ
とが、これらの数字からわかる。その結果、－２０℃におけるトルエン溶媒中の合成が、
得られたコポリマーのより良い制御と、それらの特性のより良い制御をもたらす。それ故
、それらは、再現性よく合成されることができ、ＤＳＡ用途において工業的に用いること
ができる。
 
 
【図１】 【図２】
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