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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（ＩＩＩ）又は（ＩＶ）
【化１】

［式中、Ｙは炭素数１～１０のアルキル基、炭素数１～１０のハロゲン化アルキル基、ハ
ロゲン原子又は２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示す。Ｒ1およびＲ2は、独立に
、水素、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル基又は炭素数１～１０のハロゲン化ア
ルキル基を示し、ｍは０～１５の整数、ｎは０～１０の整数を示す。］
で表されるアダマンチル基を有するアルコールと、一般式（Ｖ）
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【化２】

［Ｒ3及びＲ4は、独立に、水素、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル基又は炭素数
１～１０のハロゲン化アルキル基を示す。なお、上記一般式（ＩＩＩ）において、ｍ、ｎ
が同時に０の場合、Ｒ3、Ｒ4は同時に水素原子ではない。］
で表されるカルボニル化合物を溶融あるいは溶媒で希釈した後、乾燥剤を添加し、ここに
乾燥したハロゲン化水素ガスを反応させることを特徴とする下記一般式（Ｉ）又は（ＩＩ
）

【化３】

［式中、Ｘはハロゲン原子、Ｙは炭素数１～１０のアルキル基、炭素数１～１０のハロゲ
ン化アルキル基、ハロゲン原子又は２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示す。Ｒ1

～Ｒ4は、独立に、水素、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル基又は炭素数１～１
０のハロゲン化アルキル基を示し、ｍは０～１５の整数、ｎは０～１０の整数を示す。な
お、一般式（Ｉ）において、ｍ、ｎが同時に０で、かつ、Ｒ3、Ｒ4が同時に水素原子であ
る場合を除く。］
で表される構造を有することを特徴とするアダマンタン誘導体の製造方法。
【請求項２】
前記一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏ
を示すものである請求項１記載のアダマンタン誘導体の製造方法。
【請求項３】
一般式（ＶＩ）
【化４】

［式中、Ｘはハロゲン原子を示し、ｎは０～１０の整数を示す。］
で表される構造を有することを特徴とするアダマンタン誘導体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規なアダマンタン誘導体及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、フォ
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トリソグラフィー分野におけるフォトレジスト用樹脂の改質剤やドライエッチング耐性向
上剤、農医薬中間体、その他各種工業製品として有用な新規な（モノハロゲン置換メチル
）（アダマンチル基含有アルキル）エーテル類及びこれらを効率よく製造する方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　アダマンタンは、シクロヘキサン環が４個、カゴ形に縮合した構造を有し、対称性が高
く、安定な化合物であり、その誘導体は、特異な機能を示すことから、農医薬原料や高機
能性工業材料の原料などとして有用であることが知られている。例えば光学特性や耐熱性
などを有することから、光ディスク基板、光ファイバーあるいはレンズなどに用いること
が試みられている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
　また、アダマンタンエステル類を、その酸感応性、ドライエッチング耐性、紫外線透過
性などを利用して、フォトレジスト用樹脂原料として、使用することが試みられている（
例えば、特許文献３参照）。
　一方、近年、半導体素子の微細化が進むに伴い、その製造におけるリソグラフィー工程
において、さらなる微細化が要求されており、したがって、ＫｒＦ、ＡｒＦあるいはＦ2

エキシマレーザー光などの短波長の照射光に対応したフォトレジスト材料を用いて、微細
パターンを形成させる方法が種々検討されている。そして、前記エキシマレーザー光など
の短波長の照射光に対応できる新しいフォトレジスト材料の出現が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－３０５０４４号公報
【特許文献２】特開平９－３０２０７７号公報
【特許文献３】特開平４－３９６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、このような状況下でなされたもので、フォトリソグラフィー分野におけるフ
ォトレジスト用樹脂の改質剤やドライエッチング耐性向上剤、農医薬中間体、その他各種
工業製品として有用な新規なアダマンタン誘導体及びその方法を提供することを目的とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有する
（モノハロゲン置換メチル）（アダマンチル基含有アルキル）エーテル類は、文献未載の
新規な化合物であって、その目的に適合し得ること、そしてこれらの化合物は、対応する
アルコール類を原料として反応させることにより、効率よく製造し得ることを見出した。
本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。
　すなわち、本発明の要旨は下記のとおりである。
１．一般式（Ｉ）又は（II）
【０００６】
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【化１】

【０００７】
［式中、Ｘはハロゲン原子、Ｙは炭素数１～１０のアルキル基、炭素数１～１０のハロゲ
ン化アルキル基、ハロゲン原子又は２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示す。Ｒ1

～Ｒ4は、独立に、水素、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル基又は炭素数１～１
０のハロゲン化アルキル基を示し、ｍは０～１５の整数、ｎは０～１０の整数を示す。な
お、一般式（Ｉ）において、ｍ、ｎが同時に０で、かつ、Ｒ3、Ｒ4が同時に水素原子であ
る場合を除く。］
で表される構造を有することを特徴とするアダマンタン誘導体。
２．前記一般式（Ｉ）又は（II）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝
Ｏを示すものである上記１記載のアダマンタン誘導体。
３．一般式（III）又は（IV）
【０００８】

【化２】

【０００９】
（式中、Ｘ、Ｙ、Ｒ1、Ｒ2、ｍ及びｎは前記に同じである。）
で表されるアダマンチル基を有するアルコールに、一般式（Ｖ）
【００１０】
【化３】

【００１１】
［Ｒ3及びＲ4は前記に同じである。なお、上記一般式（III）において、ｍ、ｎが同時に
０の場合、Ｒ3、Ｒ4は同時に水素原子ではない。］
で表されるカルボニル化合物及びハロゲン化水素ガスを反応させることを特徴とする上記
１又は２に記載のアダマンタン誘導体の製造方法。
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４．一般式（III）又は（IV）
【００１２】
【化４】

【００１３】
［式中、Ｘ、Ｙ、Ｒ1、Ｒ2、ｍ及びｎは前記に同じである。一般式（III）において、ｍ
、ｎが同時に０の場合を除く。］
で表されるアダマンチル基を有するアルコールに、無水酢酸の存在下、ジメチルスルホキ
シドを反応させて得られる（メチルチオ）メチルエーテル化合物を単離し、あるいは単離
することなく、塩化スルフリルと反応させることを特徴とする上記１又は２記載のアダマ
ンタン誘導体の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のアダマンタン誘導体は新規な（モノハロゲン置換メチル）（アダマンチル基含
有アルキル）エーテル類であって、フォトリソグラフィー分野におけるフォトレジスト用
樹脂の改質剤やドライエッチング耐性向上剤、農医薬中間体、その他各種工業製品として
有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明のアダマンタン誘導体は、一般式（Ｉ）で表される化合物（以下、化合物Ａとい
う。）及び一般式（II）で表される化合物（以下、化合物Ｂという。）であり、いずれも
文献未載の新規な化合物である。以下、化合物Ａ、Ｂ及びそれらの製造方法について説明
する。
　まず、本発明の化合物Ａは、一般式（Ｉ）
【００１６】
【化５】

【００１７】
で表される構造を有する（モノハロゲン置換メチル）（アダマンチル基含有アルキル）エ
ーテル類である。
　上記一般式（Ｉ）において、Ｘはハロゲン原子、Ｙは炭素数１～１０のアルキル基、炭
素数１～１０のハロゲン化アルキル基、ハロゲン原子又は２つのＹが一緒になって形成さ
れた＝Ｏを示す。Ｒ1～Ｒ4は、独立に、水素、ハロゲン原子、炭素数１～１０のアルキル
基又は炭素数１～１０のハロゲン化アルキル基を示し、ｍは０～１５の整数、ｎは０～１
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０の整数を示す。なお、ｍ、ｎが同時に０で、かつ、Ｒ3、Ｒ4が同時に水素原子の場合を
除く。
　上記において、ハロゲン原子はフッ素、塩素、臭素、ヨウ素である。炭素数１～１０の
アルキル基は直鎖状、分岐状いずれでもよい。炭素数１～１０のハロゲン化アルキル基は
、前記炭素数１～１０のアルキル基の適当な位置に一個もしくは二個以上のハロゲン基が
置換したものであればよい。
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物Ａは、例えば、下記のものが挙げられる。
【００１８】
【化６】

【００１９】
【化７】

【００２０】
　また、前記一般式（Ｉ）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示
す場合、（クロロメチル）（２－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメ
チル）（４－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（３，５－ジ
メチル－２－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（３，５－ジ
メチル－４－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（３，７－ジ
メチル－２－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（３，７－ジ
メチル－４－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（２－オキソ
－１－アダマンタンチルメチル）エーテル、（クロロメチル）（４－オキソ－１－アダマ
ンタンチルメチル）エーテル、（クロロメチル）（２－オキソ－１－パーフルオロアダマ
ンチル）エーテル、（クロロメチル）（４－オキソ－１－パーフルオロアダマンチル）エ
ーテル、（クロロメチル）（２－オキソ－１－パーフルオロアダマンチルメチル）エーテ
ル、（クロロメチル）（４－オキソ－１－パーフルオロアダマンチルメチル）エーテルな
どを挙げることができる。
　次に、本発明の化合物Ｂは、一般式（II）
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【００２１】
【化８】

【００２２】
で表される構造を有する（モノハロゲン置換メチル）（アダマンチル基含有アルキル）エ
ーテル類である。
　上記一般式（II）において、Ｘ、Ｙ、Ｒ1～Ｒ4、ｍ及びｎは前記に同じである。なお、
この場合、ｍ、ｎが同時に０で、かつ、Ｒ3、Ｒ4が同時に水素原子である場合がある。
　前記一般式（II）で表される化合物Ｂは、例えば、下記のものが挙げられる。
【００２３】
【化９】

【００２４】

【化１０】

【００２５】
　また、前記一般式（II）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示
す場合、（クロロメチル）（４－オキソ－２－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメ
チル）（３，５－ジメチル－４－オキソ－２－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメ
チル）（３，７－ジメチル－２－オキソ－１－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメ
チル）（３，７－ジメチル－４－オキソ－２－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメ
チル）（２－メチル－４－オキソ－２－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）
（２－エチル－４－オキソ－２－アダマンタンチル）エーテル、（クロロメチル）（４－



(8) JP 5137982 B2 2013.2.6

10

20

30

オキソ－２－アダマンタンチルメチル）エーテル、（クロロメチル）（４－オキソ－２－
パーフルオロアダマンチル）エーテル、（クロロメチル）（４－オキソ－２－パーフルオ
ロアダマンチルメチル）エーテルなどを挙げることができる。
　次に、上記の本発明の化合物Ａ、Ｂの製造方法について説明する。製造方法には、下記
の二つの方法がある。
　即ち、前記一般式（III）又は（IV）で表されるアダマンチル基を有するアルコール（
以下、原料アルコールともいう。）に、下記一般式（Ｖ）
【００２６】
【化１１】

【００２７】
［式中、Ｒ3及びＲ4は前記に同じである。なお、前記一般式（III）において、ｍ、ｎが
同時に０の場合、Ｒ3、Ｒ4は同時に水素原子ではない。］
で表されるカルボニル化合物及びハロゲン化水素ガスを反応させる方法（製造方法１）と
、原料アルコールに、無水酢酸の存在下、ジメチルスルホキシドを反応させて得られる（
メチルチオ）メチルエーテル化合物を単離し、あるいは単離することなく、塩化スルフリ
ルと反応させる方法（製造方法２）である。なお、製造方法２においては、前記一般式（
III）において、ｍ、ｎが同時に０の場合を除く。
　以上の二方法の原料アルコールについては、先ず、化合物Ａの原料アルコールとして、
前記一般式（III）で表される下記の化合物が挙げられる。
【００２８】
【化１２】

【００２９】
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【００３０】
　また、前記一般式（III）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを
示す場合、２－オキソ－１－アダマンタノール、４－オキソ－１－アダマンタノール、３
，５－ジメチル－２－オキソ－１－アダマンタノール、３，５－ジメチル－４－オキソ－
１－アダマンタノール、３，７－ジメチル－２－オキソ－１－アダマンタノール、３，７
－ジメチル－４－オキソ－１－アダマンタノール、２－オキソ－１－アダマンチルメタノ
ール、４－オキソ－１－アダマンチルメタノール、２－オキソ－１－パーフルオロアダマ
ンタノール、４－オキソ－１－パーフルオロアダマンタノール、２－オキソ－１－パーフ
ルオロアダマンチルメタノール、４－オキソ－１－パーフルオロアダマンチルメタノール
などを挙げることができる。
　次に、化合物Ｂの原料アルコールとして、前記一般式（IV）で表される下記の化合物が
挙げられる。
【００３１】

【化１４】

【００３２】
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【化１５】

【００３３】
　また、前記一般式（IV）において、Ｙが、２つのＹが一緒になって形成された＝Ｏを示
す場合、４－オキソ－２－アダマンタノール、３，５－ジメチル－４－オキソ－２－アダ
マンタノール、３，５－ジメチル－４－オキソ－２－アダマンタノール、３，７－ジメチ
ル－４－オキソ－２－アダマンタノール、２－メチル－４－オキソ－２－アダマンタノー
ル、２－エチル－４－オキソ－２－アダマンタノール、４－オキソ－２－アダマンチルメ
タノール、４－オキソ－２－パーフルオロアダマンタノール、４－オキソ－２－パーフル
オロアダマンタンメタノールなどを挙げることができる。
【００３４】
　続いて、二つの製造方法について、詳細に説明する。
（１）製造方法１
　原料アルコールとカルボニル化合物を溶融あるいは溶媒で希釈した後、乾燥剤を添加し
、ここに乾燥したハロゲン化水素ガスを吹き込んで反応させるものである。
　上記のカルボニル化合物として、ホルムアルデヒド（パラホルムアルデヒド）、アセト
アルデヒド、アセトン、プロピオンアルデヒド、ｎ－ブチルアルデヒド、イソブチルアル
デヒド、エチルメチルケトン、イソプロピルメチルケトン、イソブチルメチルケトン、ジ
エチルケトンなどが挙げられる。カルボニル化合物の量は、原料アルコール１モルに対し
て、通常１～５モルである。
　また、上記の乾燥剤として、一般的な乾燥剤が使用可能である。具体的には、無水硫酸
マグネシウム、無水塩化鉄、無水塩化アルミニウム等の無水無機塩；塩化カルシウム、モ
レキュラーシーブス、五酸化二リン、過塩素酸ナトリウム、活性アルミナ、シリカゲル、
水素化カルシウム、水素化アルミニウムリチウムなどが挙げられる。乾燥剤の量は、原料
アルコール１モルに対して、通常０．５～５モルである。
　ハロゲン化水素ガスは乾燥したものが好ましい。市販のボンベから供給する方法やハロ
ゲン化ナトリウムと濃硫酸を反応させ発生したハロゲン化水素ガスを供給する方法が採用
できる。ハロゲン化水素ガスの量は、原料アルコール１モルに対して、通常１～２０モル
である。ハロゲン化水素として、一般に塩化水素ガスが使用される。
【００３５】
　溶媒はなくてもよいが、使用する場合、原料アルコールの溶解度が０．５質量％以上、
好ましくは５質量％以上の溶媒を用いればよい。具体的には、ヘキサン、ヘプタン等の炭
化水素系溶媒；ジエチルエーテル、ＴＨＦ等などのエーテル系溶媒；ジクロロメタン、四
塩化炭素等のハロゲン系溶媒が挙げられる。溶媒量は、通常反応混合物中の原料アルコー
ルの濃度が０．５質量％以上、好ましくは５質量％以上となる量である。この時、原料ア
ルコールは懸濁状態でもよいが、溶解していることが望ましい。また、使用前に溶媒中の
水分を取り除いておくことが望ましい。
　反応条件については、反応温度は、通常－２００～２００℃であり、好ましくは－７８
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～５０℃である。温度が低すぎると、反応速度が低下し、反応時間が長くなる。温度が高
すぎると、副反応の増加や塩化水素ガスの溶媒への溶解度が低下し、多量の塩化水素ガス
が必要となり、好ましくない。反応圧力は、通常絶対圧力で０．０１～１０ＭＰａ、好ま
しくは常圧～１ＭＰａである。圧力が低すぎると、塩化水素ガスの溶解度が低下し、反応
時間が長くなる。圧力が高すぎると、特別の耐圧の装置が必要となり経済的でない。反応
時間は、通常１分～２４時間、好ましくは３０分～５時間である。
　目的とする反応生成物の精製については、蒸留、晶析、カラム分離などが採用可能であ
り、生成物の性状と不純物の種類により精製方法を選択すればよい。
【００３６】
（２）製造方法２
　原料アルコールとジメチルスルホキシドを無水酢酸の共存下、混合・加熱し、（メチル
チオ）メチルエーテル化合物を製造し（以上、前段工程）、得られた（メチルチオ）メチ
ルエーテル化合物を塩化スルフリルと反応させ、目的の塩化メチルエーテル化合物を得る
（以上、後段工程）方法である。
前段工程
　ジメチルスルホキシドの量は、原料アルコール１モルに対して、通常１～１，０００モ
ルである。
　無水酢酸の量は、原料アルコール１モルに対して、通常１～１，０００モル、好ましく
は２～１００モルである。溶媒はなくてもよいが、使用する場合、具体的には、ヘキサン
、ヘプタン等の炭化水素系溶媒；ジエチルエーテル、ＴＨＦ等などのエーテル系溶媒；ジ
クロロメタン、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒が挙げられる。溶媒の量は、原料アルコー
ルの濃度が１～５０質量％になる量でよい。
　反応条件については、反応温度は、通常－２００～２００℃であり、好ましくは－７８
～５０℃である。温度が低すぎると、反応速度が低下し、反応時間が長くなる。温度が高
すぎると、副反応が増加し好ましくない。反応圧力は、通常絶対圧力で０．０１～１０Ｍ
Ｐａ、好ましくは常圧である。反応時間は、通常６時間～１４日間、好ましくは１～７日
間である。
　後処理については、先ず反応混合液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぐ。攪拌しな
がら、固体の炭酸水素ナトリウムを発泡がなくなるまで加える。さらに水酸化ナトリウム
とジエチルエーテルを加え、３時間～３日間攪拌する。ジエチルエーテル層を分離後、水
層を更にジエチルエーテルで抽出する。次いで、ジエチルエーテル溶液を混合し、乾燥後
、ジエチルエーテルを留去し、粗生成物を得る。
　反応生成物の精製については、蒸留、晶析、カラム分離などが採用可能であり、生成物
の性状と不純物の種類により精製方法を選択すればよい。あるいは精製することなく、後
段工程の反応に用いることができる。
【００３７】
後段工程
　溶媒はなくてもよいが、使用する場合、具体的には、ヘキサン、ヘプタン等の炭化水素
系溶媒；ジエチルエーテル、ＴＨＦ等などのエーテル系溶媒；ジクロロメタン、四塩化炭
素等のハロゲン系溶媒が挙げられる。溶媒の量は、（メチルチオ）メチルエーテル化合物
濃度が１～５０質量％になる量でよい。
　反応方法については、原液あるいは溶媒に溶解した（メチルチオ）メチルエーテル化合
物を攪拌しながら、塩化スルフリルを滴下する方法を採用すればよい。
　反応条件については、反応温度は、通常－２００～１００℃であり、好ましくは－７８
～３０℃である。温度が低すぎると、反応速度が低下し、反応時間が長くなる。温度が高
すぎると、副反応が増加し好ましくない。反応圧力は、通常絶対圧力で０．０１～１０Ｍ
Ｐａ、好ましくは常圧である。反応時間は、通常１分～２４時間、好ましくは３０分～５
時間である。
　後処理方法については、エバポレーションにより溶媒及び軽質の副生物を除去すればよ
い。
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　目的とする反応生成物の精製については、蒸留、晶析、カラム分離などが採用可能であ
り、生成物の性状と不純物の種類により精製方法を選択すればよい。
　このようにして、本発明のアダマンタン誘導体［（モノハロゲン置換メチル）（アダマ
ンチル基含有アルキル）エーテル類］を効率よく製造することができる。
【００３８】
　得られた化合物の同定は、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）、液体クロマトグラフィー
（ＬＣ）、ガスクロマトグラフィー質量分析（ＧＣ－ＭＳ）、核磁気共鳴分光法（ＮＭＲ
），赤外分光法（ＩＲ），融点測定装置などを用いて行うことができる。
【実施例】
【００３９】
　次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によっ
てなんら限定されるものではない。
【００４０】
実施例１
　構造式
【００４１】
【化１６】

【００４２】
で表される（クロロメチル）（１－アダマンチルメチル）エーテルの合成
　塩化水素ガス導入用のノズルを取り付けた５０ミリリットル容のナス型フラスコに入れ
、そこへ１－アダマンチルメタノール１．６６ｇ（１０ミリモル）、パラホルムアルデヒ
ド０．６０ｇ（２０ミリモル）、硫酸マグネシウム１．２０ｇ（１０ミリモル）及び乾燥
したジクロロメタン３０ミリリットルを加え、氷浴で０℃に冷却、攪拌した。ここに、塩
化ナトリウム１０ｇと濃硫酸５０ミリリットルを混合して発生させた塩化水素ガスをノズ
ルを通して１時間吹き込んだ。さらに６０分間攪拌後、硫酸マグネシウムをろ過した後、
ガスクロ分析を行ったところ１－アダマンチルメタノールは完全に転化し、選択率９４．
５％で目的物が得られていることを確認した。塩化水素及びジクロロメタンを除去後、蒸
留にて精製を行い、目的物１．８７ｇ（８．７２ミリモル、収率８７．２％）で目的物を
単離した。
　この化合物の分析結果を以下に示す。
【００４３】
・核磁気共鳴分光法（ＮＭＲ）：ＣＤＣｌ3
1Ｈ－ＮＭＲ（５００ＭＨｚ）：１．５３（６Ｈ，ｆ）、
１．６４～１．７２（６Ｈ，ｄ）、１．９７（３Ｈ，ｅ）、３．２５（２Ｈ，ｂ）、
５．５０（２Ｈ，ａ）
13Ｃ－ＮＭＲ（１２６ＭＨｚ）：２８．１８（ｅ）、３７．１１（ｄ　ｏｒ　ｆ）、
３９．４５（ｄ　ｏｒ　ｆ）、３３．４９（ｃ）、８１．３４（ｂ）、８４．２５（ａ）
・赤外分光法（ＩＲ）：２９０５ｃｍ-1（Ｃ－Ｈ；ｓｔｒ．）、
１１５７ｃｍ-1（Ｃ－Ｏ－Ｃ；ｓｔｒ．）、６５０ｃｍ-1（Ｃ－Ｃｌ；ｓｔｒ．）
・沸点（ｂｐ）：１３０～１３３℃／０．７ｋＰａ
【００４４】
実施例２
　構造式
【００４５】
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【化１７】

【００４６】
で表される（クロロメチル）（４－オキソ－２－アダマンチル）エーテルの合成
　塩化水素ガス導入用のノズルを取り付けた１リットル容のセパラブルフラスコに攪拌装
置を取り付け、そこへ４－オキソ－２－アダマンタノール５０．０ｇ（３０１ミリモル）
、パラホルムアルデヒド１３．６ｇ（４５０ミリモル）、硫酸マグネシウム３６．２ｇ（
３００ミリモル）及び乾燥したジクロロメタン６５０ミリリットルを加え、氷浴で０℃に
冷却、攪拌した。ここに、塩化ナトリウム３００．７ｇ（５モル）と濃硫酸７００ミリリ
ットルを混合して発生させた塩化水素ガスをノズルを通して１時間吹き込んだ。さらに３
時間攪拌後、硫酸マグネシウムをろ過した後、ガスクロ分析を行ったところ４－オキソ－
２－アダマンタノールは完全に転化し、選択率９３．２％で目的物が得られていることを
確認した。塩化水素及びジクロロメタンを除去後、蒸留にて精製を行い、目的物５５．０
ｇ（２５６ミリモル、収率８５．２％、ＧＣ純度９８．８％）で目的物を単離した。
　この化合物の分析結果を以下に示す。
【００４７】
・核磁気共鳴分光法（ＮＭＲ）：ＣＤＣｌ3
1Ｈ－ＮＭＲ（５００ＭＨｚ）：１．６６～１．６９（ｍ）、
１．７５～１．７８（ｍ）、１．８９～２．１２（ｍ）、２．２０（ｍ）、
２．２５（ｍ）、２．２８（ｍ）、２．４０（ｄｑ，Ｊ＝１３．０Ｈｚ，２．８Ｈｚ）、
２．５１（ｓ）、２．５４（ｓ）、２．７９（ｓ）、
３．９４（ｔ，Ｊ＝３．５Ｈｚ，１Ｈ，ｂ2）、
４．３１（ｑ，Ｊ＝２．７Ｈｚ，１Ｈ，ｂ1）、５．５２（ｓ，２Ｈ，ａ1）、
５．５５（ｄｄ，Ｊ＝５．４Ｈｚ，１７．６Ｈｚ，２Ｈ，ａ2）
【００４８】
13Ｃ－ＮＭＲ（１２７ＭＨｚ）：２６．２６（ｇ1）、２６．３９（ｇ2）、
２９．９８（ｆ2　ｏｒ　ｈ2　ｏｒ　ｊ2　ｏｒ　ｋ2）、３０．９５（ｉ2）、
３１．２６（ｉ1）、３２．４６（ｆ2　ｏｒ　ｈ2　ｏｒ　ｊ2　ｏｒ　ｋ2）、
３２．９８（ｆ1　ｏｒ　ｈ1　ｏｒ　ｊ1　ｏｒ　ｋ1）、
３３．４４（ｆ2　ｏｒ　ｈ2　ｏｒ　ｊ2　ｏｒ　ｋ2）、
３４．９９（ｆ1　ｏｒ　ｈ1　ｏｒ　ｊ1　ｏｒ　ｋ1）、
３７．８０（ｆ1　ｏｒ　ｈ1　ｏｒ　ｊ1　ｏｒ　ｋ1）、
３８．６８（ｆ2　ｏｒ　ｈ2　ｏｒ　ｊ2　ｏｒ　ｋ2）、
３８．７８（ｆ1　ｏｒ　ｈ1　ｏｒ　ｊ1　ｏｒ　ｋ1）、４５．３１（ｅ2）、
４６．１８（ｅ1）、５０．５２（ｃ1）、５１．０７（ｃ2）、７９．６９（ｂ1）、
７９．８２（ａ2）、８０．４４（ｂ2）、８３．９７（ａ1）、
２１３．８６（ｄ2）、２１４．９６（ｄ1）
（なお、添字１は主異性体を表し、添字２は副異性体を表す。）
・ガスクロマトグラフィー質量分析（ＧＣ－ＭＳ）：ＥＩ
２１６（Ｍ+＋２，２．９％）、２１４（Ｍ+，８．７％）、１４８（２９．２％）、
７９（１００％）
・沸点：１６０～１６１℃／０．２ｋＰａ
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明によれば、フォトリソグラフィー分野におけるフォトレジスト用樹脂の改質剤や
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