
JP 5687442 B2 2015.3.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂バインダーと、下記式ＩＶまたはＶ’の構造を含む光酸発生剤化合物とを含む、フ
ォトレジスト組成物：
【化１】

（式ＩＶおよびＶ’において、ＸはＣＨ２、ＯまたはＳであり；
式ＩＶにおいて、それぞれのＲは同じかまたは異なっている非水素置換基であり；
ｐは０～５の整数であり；
Ｙは化学結合であり；
Ｚ１およびＺ２は同じかまたは異なっていてよく、かつ水素または非水素基であってよく
、Ｚ１およびＺ２の少なくとも一方は１以上のＦ原子を含む）。
【請求項２】
　前記光酸発生剤化合物が式ＩＶの構造を含み、およびｐが１～５の整数である、請求項
１に記載のフォトレジスト組成物。
【請求項３】
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　Ｒの１つ以上がヒドロキシルまたはヒドロキシアルキル環置換基である、請求項２に記
載のフォトレジスト組成物。
【請求項４】
　前記光酸発生剤化合物が下記構造の一方または両方の成分を含む、請求項１に記載のフ
ォトレジスト組成物：
【化２】

（式中、ＸはＣＨ２、ＯまたはＳである）。
【請求項５】
　前記光酸発生剤化合物が下記構造の１つを有する、請求項１に記載のフォトレジスト組
成物：

【化３】

【請求項６】
　前記組成物が化学増幅ポジ型フォトレジストである、請求項１～５のいずれか１項に記
載のフォトレジスト組成物。
【請求項７】
　（ａ）請求項１～６のいずれか１項に記載のフォトレジスト組成物の塗膜層を基体上に
適用し；および
　（ｂ）フォトレジスト塗膜層をパターン化された活性化放射線に露光し、露光されたフ
ォトレジスト層を現像してレリーフ像を提供する；
ことを含む、基体上にフォトレジストレリーフ像を形成する方法。
【請求項８】
　下記式ＩＶまたはＶ’の構造を含む光酸発生剤化合物：
【化４】

（式ＩＶおよびＶ’において、ＸはＣＨ２、ＯまたはＳであり；
式ＩＶにおいて、それぞれのＲは同じかまたは異なっている非水素置換基であり；
ｐは０～５の整数であり；
Ｙは化学結合であり；
Ｚ１およびＺ２は同じかまたは異なっていてよく、かつ水素または非水素基であってよく
、Ｚ１およびＺ２の少なくとも一方は１以上のＦ原子を含む）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は新規の光酸発生剤化合物（ＰＡＧ）およびこの化合物を含むフォトレジスト組
成物に関する。特に、本発明は、多環式ラクトン基を含む光酸発生剤化合物に関する。こ
のＰＡＧを含み、かつサブ３００ｎｍおよびサブ２００ｎｍの放射線のような短波長の放
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射線で像形成されるポジ型およびネガ型化学増幅型レジストが特に好ましい。
【背景技術】
【０００２】
　フォトレジストは像を基体に転写するための感光膜である。これはネガ型またはポジ型
の像を形成する。フォトレジストを基体上にコーティングした後で、この塗膜はパターン
化されたフォトマスクを通して活性化エネルギー源、例えば、紫外光に露光されてフォト
レジスト塗膜中に潜像を形成する。このフォトマスクは下にある基体に転写されるのが望
まれる像を画定する活性化放射線に対して不透明の領域および透明の領域を有する。レリ
ーフ像はレジスト塗膜中の潜像パターンの現像により提供される。フォトレジストの使用
は、概して、例えば、デフォレスト（Ｄｅｆｏｒｅｓｔ）による、フォトレジスト物質お
よびプロセス（Ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｅｓ）マグローヒルブックカンパニー、ニューヨーク（１９７５）（非特許文献１）に、
およびモロー（Ｍｏｒｅａｕ）による、半導体リソグラフィー、原理、実践および物質（
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｓ，Ｐｒａ
ｃｔｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）プレナムプレス、ニューヨーク（１９８８
）（非特許文献２）に説明されている。
【０００３】
　既知のフォトレジストは、既存の多くの商業的用途に充分な解像度およびサイズを有す
るフィーチャーを提供することができる。
【０００４】
　機能的特性の性能を向上させるために、フォトレジスト組成物の構成を変える様々な試
みがなされてきた。とりわけ、様々な光活性化合物がフォトレジスト組成物における使用
のために報告されてきた。米国特許出願公開第２００８／０１２４６５６号（特許文献１
）を参照。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／０１２４６５６号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】デフォレスト（Ｄｅｆｏｒｅｓｔ）による、フォトレジスト物質および
プロセス（Ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ
）マグローヒルブックカンパニー、ニューヨーク（１９７５）
【非特許文献２】モロー（Ｍｏｒｅａｕ）による、半導体リソグラフィー、原理、実践お
よび物質（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ
ｓ，Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）プレナムプレス、ニューヨーク
（１９８８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、多くの他の用途のために、サブミクロン寸法の高解像の像を提供できる新たな
フォトレジストについての必要性が存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、ポジ型またはネガ型フォトレジスト組成物のいずれかにおいて使用するた
めの新規の光酸発生剤化合物（ＰＡＧ）を見いだした。特に、多環式ラクトン基を含む光
酸発生剤化合物が提供される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書において言及される場合、「多環式ラクトン」単位、基または他の表示は、１
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以上の、好ましくは２以上の他の非芳香族環と共有結合（例えば、限定されないが、縮合
など）しているラクトン基を含む部分を示す。以下に示されるように、好ましい形態にお
いては、ラクトン環に共有結合している環の少なくとも１つは炭素以外の酸素または硫黄
（例えば、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）２など）のような環原子、例えば、酸素または硫黄架
橋基を含む。「多環式ラクトン」基は１以上の共有結合（例えば、縮合）した炭素脂環式
部分（すなわち、全ての環メンバーが炭素である）を含むことができることも理解される
。
【００１０】
　特に好ましい形態においては、ラクトン部分に加えて、少なくとも１つの複素環式基を
有する多環式ラクトン基を含む光酸発生剤化合物が提供される。例えば、この少なくとも
１つの複素環式基は、少なくとも１つの酸素および／もしくは硫黄環原子（官能化硫黄、
例えば、スルフィニルおよびスルホニルも包含する）を有する、縮合または非縮合で共有
結合した環でありうる。
【００１１】
　さらなる好ましい形態においては、１以上の非水素環置換基、例えば、ヒドロキシ、場
合によって置換されたアルキル、例えば、ヒドロキシアルキル、アルキル、シアノ、場合
によって置換されたアルコキシなどを有する多環式ラクトン基を含む光酸発生剤化合物が
提供される。ヒドロキシもしくはヒドロキシアルキルが、本ＰＡＧの多環式ラクトン基の
特に好ましい環置換基である。
【００１２】
　本発明の光酸発生剤化合物には、イオン性化合物と非イオン性化合物との双方が挙げら
れる。例えば、α，α－ジフルオロアルキルスルホン酸が、様々な光反応性分子、例えば
、オニウム塩のようなイオン性化合物から、並びに非イオン性化合物から光によって発生
させられ得る。光活性化の際に、α，α－ジフルオロアルキルスルホン酸を発生させるこ
とができる本発明の一般的に好ましいＰＡＧ化合物には、オニウム化合物、例えば、スル
ホニウムおよびヨードニウム化合物；並びに、スルホナート化合物、例えば、Ｎ－オキシ
イミドスルホナート、Ｎ－オキシイミノスルホナート、フェノール系スルホナート　アリ
ールアルキルスルホナート、特にベンジルスルホナート；ジスルホン；ジアゾスルホン；
α，α－メチレンジスルホン、およびジスルホニルヒドラジンが挙げられる。
【００１３】
　ある形態においては、イオン性光酸発生剤化合物、特に光活性化の際にスルホン酸（－
ＳＯ３

－）を生じさせるＰＡＧ化合物が好ましい。
【００１４】
　さらに、好ましい形態においては、多環式ラクトン基はアニオン性ＰＡＧのアニオン部
分に存在する。例えば、多環式ラクトン基がスルホン酸（－ＳＯ３

－）部分と共有結合し
ているイオン性ＰＡＧが好ましい。
【００１５】
　特に好ましい形態においては、多環式ラクトンを含むフッ素化ＰＡＧが提供される。多
環式ラクトンを含み、かつ光活性化の際にスルホン酸（－ＳＯ３

－）、例えば、フッ素化
スルホン酸基（例えば、－ＣＦ２ＳＯ３

－、－ＣＨＦＳＯ３
－、－（エステル）ＣＦ２Ｓ

Ｏ３
－、－（エステル）ＣＨＦＳＯ３）を発生させるフッ素化ＰＡＧが提供されるのが特

に好ましい。
【００１６】
　特に、本発明のＰＡＧはポジ型またはネガ型化学増幅型フォトレジストにおいて使用さ
れ、すなわち、ネガ型レジスト組成物は光酸促進架橋反応を受けて、レジストの塗膜層の
露光領域を未露光領域よりも低い現像剤可溶性にし、ポジ型レジスト組成物は１種以上の
組成物成分の酸不安定基の光酸促進脱保護反応を受けて、レジストの塗膜層の露光領域を
未露光領域よりも水性現像剤中でより可溶性にする。好ましい像形成波長はサブ（ｓｕｂ
）３００ｎｍおよびサブ２００ｎｍ、例えば、２４８ｎｍ、１９３ｎｍおよび１５７ｎｍ
である。より長い波長、例えば、Ｉ線（３６５ｎｍ）も使用されうる。
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【００１７】
　本発明の特に好ましいフォトレジストは、像形成に有効な量の本明細書に開示される１
種以上のＰＡＧ、および下記の群から選択される樹脂を含む：
　１）２４８ｎｍでの像形成に特に好適な化学増幅ポジ型レジストを提供できる、酸不安
定（ａｃｉｄ　ｌａｂｉｌｅ）基を含むフェノール系樹脂。この種の特に好ましい樹脂に
は、以下のものが挙げられる：ｉ）ビニルフェノールおよびアクリル酸アルキル（これは
（メタ）アクリラートも包含する）の重合単位を含むポリマー、ここにおいて、重合され
たアクリル酸アルキル単位は光酸の存在下でデブロッキング（ｄｅｂｌｏｃｋｉｎｇ）反
応を受けうる。光酸誘起デブロッキング反応を受けうる代表的なアクリル酸アルキル（こ
れは（メタ）アクリラートも包含する）には、例えば、アクリル酸ｔ－ブチル、メタクリ
ル酸ｔ－ブチル、アクリル酸メチルアダマンチル、メタクリル酸メチルアダマンチル、お
よび光酸誘起反応を受けうる他の非環式アルキルおよび脂環式アクリラート（これは（メ
タ）アクリラートも包含する）が挙げられ、このようなポリマーは、米国特許第６，０４
２，９９７号および第５，４９２，７９３号に記載されており、これら文献は参照によっ
て本明細書に組み込まれる：ｉｉ）ビニルフェノール、場合によって置換されている（ヒ
ドロキシもしくはカルボキシ環置換基を含まない）ビニルフェニル（例えばスチレン）、
および上記ポリマーｉ）で記載されたデブロッキング基を有するもののようなアクリル酸
アルキル（これは（メタ）アクリラートも包含する）の重合単位を含むポリマー；例えば
、米国特許第６，０４２，９９７号に記載されたポリマー、この文献は参照によって本明
細書に組み込まれる：およびｉｉｉ）光酸で反応しうるアセタールもしくはケタール部分
を含む繰り返し単位、および場合によってフェニルもしくはフェノール性基のような芳香
族繰り返し単位を含むポリマー；このようなポリマーは、米国特許第５，９２９，１７６
号および第６，０９０，５２６号に記載されており、これら文献は参照により本明細書に
組み込まれる。
【００１８】
　２）サブ－２００ｎｍ波長、例えば、１９３ｎｍで像形成するのに特に好適な化学増幅
ポジ型レジストを提供できる、フェニルもしくは他の芳香族基を実質的にもしくは完全に
含まない樹脂。この種の特に好ましい樹脂には以下のものが挙げられる：ｉ）芳香族でな
い環式オレフィン（環内二重結合）、例えば、場合によって置換されたノルボルネンの重
合単位を含むポリマー；このようなポリマーは、米国特許第５，８４３，６２４号および
第６，０４８，６６４号に記載され、これらの文献は参照により本明細書に組み込まれる
：ｉｉ）アクリル酸アルキル単位、例えば、アクリル酸ｔ－ブチル、メタクリル酸ｔ－ブ
チル、アクリル酸メチルアダマンチル、メタクリル酸メチルアダマンチル、並びに他の非
環式アルキルおよび脂環式アクリラートを含むポリマー；このようなポリマーは米国特許
第６，０５７，０８３号；欧州特許出願公開第ＥＰ０１００８９１３Ａ１号および第ＥＰ
００９３０５４２Ａ１号；および１９９８年８月２８日に出願された米国特許出願第０９
／１４３，４６２号に記載されており、これら全ては参照により本明細書に組み込まれる
：およびｉｉｉ）重合された酸無水物単位、特に重合された無水マレイン酸および／また
は無水イタコン酸単位を含むポリマー；例えば、欧州特許出願公開第ＥＰ０１００８９１
３Ａ１号および米国特許第６，０４８，６６２号に開示されるポリマー、これら双方の文
献は参照により本明細書に組み込まれる；および／または上記タイプｉ）、ｉｉ）もしく
はｉｉｉ）の１種以上の樹脂の組み合わせ、すなわち、非芳香族環式オレフィンの重合単
位を含むポリマー、アクリル酸アルキル（これは、（メタ）アクリラートも包含する）を
含むポリマー、および／もしくは重合された酸無水物単位を含むポリマーの１種以上の組
み合わせ。
【００１９】
　本発明のレジストは異なるＰＡＧの混合物、典型的には２または３種の異なるＰＡＧの
混合物、より典型的には全部で２種類の異なるＰＡＧからなる混合物を含むこともできる
。この混合物の少なくとも１種のＰＡＧは本明細書において開示されるような多環式ラク
トン基を有する。
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　本発明は、本発明のフォトレジストのレリーフ像を形成する方法も提供し、サブクォー
ターミクロン寸法以下、例えば、サブ０．２もしくはサブ０．１ミクロン寸法の高解像で
パターン形成されたフォトレジスト像（例えば、本質的に垂直の側壁を有するパターン形
成された線）を形成する方法も挙げられる。
【００２１】
　本発明はさらに、基体上にコーティングされた本発明のフォトレジストおよびレリーフ
像を有する、マイクロエレクトロニクスウェハまたはフラットパネルディプレイ基体のよ
うな基体を含む製造物品を提供する。本発明の他の形態は以下に開示される。
【００２２】
　本発明者は、フォトレジスト組成物における本発明の光酸発生剤化合物の使用がレジス
ト、例えば、高解像レジストレリーフ像に向上したリソグラフィー性能を与えることがで
きることを見いだした。
【００２３】
　好ましい光酸発生剤化合物には、下記式Ｉ、ＩＩまたはＩＩＩのいずれかの構造を含む
ものが挙げられる：
【化１】

　それぞれの式において、ＸはＣＨ２、ＯまたはＳであり、好ましくはＯであり；
　各Ｒは同じかまたは異なっている非水素置換基であり、例えば、ヒドロキシ、ヒドロキ
シアルキルのような場合によって置換されたアルキル、アルキル、シアノ、場合によって
置換されたアルコキシであり；
　ｐは０～５の整数であり（０の場合には、多環式基は非水素環置換基を有しない）、よ
り典型的にはｐは０～３である。
【００２４】
　本発明の特に好ましいＰＡＧは、イオン性ＰＡＧのスルホン酸部分に共有結合している
多環式ラクトン基を含む。多環式ラクトンとスルホン酸との間に、様々な基、例えば、エ
ステル、アミド、場合によって置換されたアルキレン（例えば、（－ＣＨ２－）ｎ、ｎは
１～１０である）、フルオロアルキレン（例えば、（－ＣＦ２－）ｎ、ｎは１～１０であ
り、より典型的には１、２または３である）などが挿入されうる。
【００２５】
　特に好ましいＰＡＧには、下記アニオン性基を含むものが挙げられ、式中、Ｒは多環式
ラクトン基を表す：
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【００２６】
　さらなる好ましい光酸発生剤化合物は下記式ＩＶ、ＶまたはＶＩの構造を含むことがで
きる：
【化３】

　それぞれの式において、ＸはＣＨ２、ＯまたはＳであり、好ましくはＯであり；
　各Ｒは同じかまたは異なっている非水素置換基であり、例えば、ヒドロキシル、ヒドロ
キシアルキルのような場合によって置換されたアルキル、アルキル、シアノ、場合によっ
て置換されたアルコキシであり；
　ｐは０～５の整数であり（０の場合には、多環式基は非水素環置換基を有しない）、よ
り典型的にはｐは０～３であり；
　Ｙは化学結合であり（これはエステル基、例えば、連続した複数のエステル基を含むこ
とができる）；
　Ｚ１およびＺ２は同じかまたは異なっていることができ、かつ水素または非水素基であ
ることができ、Ｚ１およびＺ２の少なくとも一方は１以上のＦ原子を含む。
【００２７】
　さらに好ましい本発明の光酸発生剤化合物には、延伸多環式ラクトン基を含む下記のも
のが挙げられる：
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【化４】

　上記構造において、Ｘは－ＣＨ２－または酸素であり；ｎは０～６であり；Ｚは化学結
合または１～８の炭素原子を有するフッ素化アルキレンである。
【００２８】
　本発明のＰＡＧは容易に製造されうる。例えば、形成された多環式ラクトンまたは無水
物化合物、例えば、９－ヒドロキシ－４，１０－ジオキサ－トリシクロ［５．２．１．０
２，６］デカン－３－オンまたはシス－５－ノルボルネン－エンド－２，３－ジカルボン
酸無水物が反応されて、目的のＰＡＧ化合物を形成するのに望ましい官能基を提供する。
よって、後述の実施例に示されるように、共有結合した多環式ラクトン部分を有する形成
されたスルホン酸化合物は、カチオン性種（例えば、スルホニウム化合物、例えば、場合
によって置換されたトリアリール、例えば、場合によって置換されたトリフェニルスルホ
ニウムカチオン、またはヨードニウム化合物、例えば、場合によって置換されたジフェニ
ルヨードニウム）と複合体を形成する。
【００２９】
　多環式ラクトン基は他の光酸発生剤、例えば、Ｎ－オキシイミドスルホナート、Ｎ－オ
キシイミノスルホナート、フェノール系スルホナート、アリールアルキルスルホナート、
特にベンジルスルホナート；ジスルホン；ジアゾスルホン；α，α－メチレンジスルホン
およびジスルホニルヒドラジンにグラフトされうるか、またはさもなければ組み込まれる
こともできる。このようなＰＡＧは米国特許第６，４８２，５６７号；第６，８４９，３
７４号；第６，４５８，５０６号；および第６，７８３，９１２号に論じられている。
【００３０】
　上述のように、本発明のＰＡＧは、ポジ型およびネガ型化学増幅型レジスト組成物の双
方をはじめとするフォトレジスト組成物における感放射線成分として有用である。
【００３１】
　本発明のフォトレジストは、典型的には、樹脂バインダーおよび上述のような本発明の
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光活性成分を含む。好ましくは、樹脂バインダーはレジスト組成物に水性アルカリ現像可
能性を付与する官能基を有する。例えば、ヒドロキシルまたはカルボキシラートのような
極性官能基を含む樹脂バインダーが好ましい。好ましくは、樹脂バインダーはレジスト組
成物において、レジストをアルカリ水溶液に現像可能にするのに充分な量で使用される。
【００３２】
　２００ｎｍ超、例えば、２４８ｎｍの波長で像形成するには、フェノール系樹脂が典型
的には好ましい。好ましいフェノール系樹脂は、触媒の存在下での対応するモノマーのブ
ロック重合、乳化重合または溶液重合により形成されうるポリ（ビニルフェノール）であ
る。
【００３３】
　好ましくは、本発明の光酸発生剤化合物は化学増幅ポジ型レジストにおいて使用される
。このような多くのレジスト組成物が、例えば、米国特許第４，９６８，５８１号；第４
，８８３，７４０号；第４，８１０，６１３号；および第４，４９１，６２８号；並びに
カナダ国特許出願公開第２，００１，３８４号に記載されており、化学増幅ポジ型レジス
トを製造および使用するこれらの教示については、これら文献の全ては参照により本明細
書に組み込まれる。本発明に従って、感放射線成分として、本発明の光活性化合物に置き
換えることによって、これら先行技術のレジスト組成物は変更される。
【００３４】
　本発明のポジ型化学増幅型フォトレジストにおいて使用するための酸不安定デブロッキ
ング基を有する好ましい樹脂は、シプレイカンパニーの欧州特許出願公開第０８２９７６
６Ａ２号（アセタールを有する樹脂、およびケタール樹脂）およびシプレイカンパニーの
欧州特許出願公開第０７８３１３６Ａ２号に開示されている（（１）スチレン；（２）ヒ
ドロキシスチレン；および（３）酸不安定基、特にアクリル酸アルキル酸不安定基、例え
ば、アクリル酸ｔ－ブチルまたはメタクリル酸ｔ－ブチルの単位を含むターポリマーおよ
び他のコポリマー）。一般に、様々な酸不安定基、例えば、酸感受性エステル、カーボナ
ート、エーテル、イミドなどを有する樹脂が好適でありうる。光酸不安定基はより典型的
にはポリマー骨格からペンダントであることができるが、ポリマー骨格に不可欠な酸不安
定基を有する樹脂が使用されることもできる。
【００３５】
　また、本発明のＰＡＧは、好ましくは、１種以上の光酸不安定基を有し、かつ実質的に
、本質的にまたは完全にフェニルもしくは他の芳香族基を含まないポリマーと共に使用さ
れる。このようなフォトレジスト組成物は特に、サブ２００ｎｍ放射線、例えば、１９３
ｎｍ放射線で像形成するのに有用である。
　例えば、好ましいポリマーは約５モルパーセント未満の芳香族基、より好ましくは約１
または２モルパーセント未満の芳香族基、より好ましくは約０．１、０．０２、０．０４
および０．０８モルパーセント未満の芳香族基、さらにより好ましくは約０．０１モルパ
ーセント未満しか芳香族基を含まない。特に好ましいポリマーは完全に芳香族基を含まな
い。芳香族基は、サブ２００ｎｍ放射線を非常に吸収することができ、よってこのような
短波長の放射線で像形成されるフォトレジストにおいて使用されるポリマーのために望ま
しくない。
【００３６】
　実質的にもしくは完全に芳香族基を含まず、かつサブ２００ｎｍ像形成のためのフォト
レジストを提供するために本発明のＰＡＧと配合されうる好適なポリマーは、シプレイカ
ンパニーの欧州特許出願公開第９３０５４２Ａ１号に開示されている。
【００３７】
　実質的にまたは完全に芳香族基を含まない好適なポリマーは、アクリル酸メチルアダマ
ンチル、メタクリル酸メチルアダマンチル、アクリル酸エチルフェンキル、メタクリル酸
エチルフェンキルなどの重合により提供されうる様な光酸不安定アクリラート単位をはじ
めとするアクリラート単位；ノルボルネン化合物もしくは環内炭素－炭素二重結合を有す
る他の脂環式化合物の重合により提供されうるような縮合非芳香族脂環式基；無水マレイ
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ン酸の重合により提供されうるような酸無水物；など；を好適に含む。
【００３８】
　本発明の好ましいネガ型組成物は酸への曝露の際に硬化、架橋または固化しうる物質と
、本発明の光活性成分との混合物を含む。
【００３９】
　好ましいネガ型組成物はフェノール系もしくは非芳香族樹脂のような樹脂バインダー、
架橋剤成分および本発明の光活性成分を含む。このような組成物およびその使用は欧州特
許出願公開第０１６４２４８号および第０２３２９７２号、並びに米国特許第５，１２８
，２３２号（Ｔｈａｃｋｅｒａｙら）に開示されている。樹脂バインダー成分として使用
するのに好ましいフェノール系樹脂には、ノボラックおよびポリ（ビニルフェノール）、
例えば、上述したものが挙げられる。好ましい架橋剤には、アミンベースの物質、例えば
、メラミン、グリコールウリル、ベンゾグアナミンベースの物質、および尿素ベースの物
質が挙げられる。メラミン－ホルムアルデヒド樹脂が一般的に最も好ましい。このような
架橋剤は市販されており、例えば、メラミン樹脂はサイメル（Ｃｙｍｅｌ）３００、３０
１および３０３の商品名でサイテック（Ｃｙｔｅｃ）によって販売されている。グリコー
ルウリル樹脂はサイメル１１７０、１１７１、１１７２の商品名でサイテックによって販
売されており；尿素ベースの樹脂はビートル（Ｂｅｅｔｌｅ）６０、６５および８０の商
品名で販売されており；ベンゾグアナミン樹脂はサイメル１１２３および１１２５の商品
名で販売されている。
【００４０】
　本発明のフォトレジストは他の物質を含むこともできる。例えば、他の任意の添加剤に
は、化学線染料（ａｃｔｉｎｉｃ　ｄｙｅｓ）およびコントラスト染料、ストリエーショ
ン防止剤（ａｎｔｉ－ｓｔｒｉａｔｉｏｎ　ａｇｅｎｔｓ）、可塑剤、速度向上剤、増感
剤（例えば、より長波長、例えば、Ｉ線での本発明のＰＡＧの使用のため）などが挙げら
れる。比較的高濃度、例えば、レジストの乾燥成分の合計重量の５～３０重量パーセント
の量で存在することができる充填剤および染料を除いて、このような任意の添加剤は、典
型的には、フォトレジスト組成物中に低濃度で存在する。
【００４１】
　本発明のレジストの好ましい任意成分の添加剤は追加塩基、特にテトラブチルアンモニ
ウムヒドロキシド（ＴＢＡＨ）であり、これは現像されたレジストレリーフ像の解像度を
向上させることができる。追加塩基は好適には比較的少量で、例えば、ＰＡＧに対して約
１～１０重量パーセント、より典型的には１～約５重量パーセントで使用される。他の好
適な塩基性添加剤には、スルホン酸アンモニウム塩、例えば、ｐ－トルエンスルホン酸ピ
ペリジニウム、およびｐ－トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルアンモニウム；アルキル
アミン、例えば、トリプロピルアミンおよびドデシルアミン；アリールアミン、例えば、
ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、アミノフェノール、２－（４－アミノフェニル
）－２－（４－ヒドロキシフェニル）プロパンなどを挙げることができる。
【００４２】
　本発明のレジストの樹脂バインダー成分は、典型的には、レジストの露光された塗膜層
を、アルカリ水溶液などを用いて現像可能にするのに充分な量で使用される。より詳細に
は、樹脂バインダーは好適に、レジストの全固形分の５０～約９０重量％を構成しうる。
光活性成分は、レジストの塗膜層中の潜像の形成を可能にするのに充分な量で存在すべき
である。より詳細には、光活性成分は、好適には、レジストの全固形分の約１～４０重量
％の量で存在しうる。典型的には、より少ない量の光活性成分が化学増幅型レジストに好
適であり得る。
【００４３】
　本発明のフォトレジストは、このようなフォトレジストの配合において使用される先行
技術の光活性化合物を本発明のＰＡＧと置き換えることを除いて、既知の手順に従って一
般的に製造される。例えば、本発明のレジストは、フォトレジストの成分を好適な溶媒に
溶解することによりコーティング組成物として製造されることができ、この好適な溶媒に
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は、例えば、グリコールエーテル、例えば、２－メトキシエチルエーテル（ジグライム）
、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル；
乳酸エステル、例えば、乳酸エチルまたは乳酸メチル、乳酸エチルが好ましい；プロピオ
ン酸エステル、特にプロピオン酸メチル、プロピオン酸エチルおよびエチルエトキシプロ
ピオナート；またはケトン、例えば、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンおよび２－
ヘプタノンが挙げられる。フォトレジストの固形分量は、典型的には、フォトレジスト組
成物の全重量の５～３５重量パーセントで変化する。
【００４４】
　本発明のフォトレジストは既知の手順に従って使用されうる。本発明のフォトレジスト
は乾燥膜として適用されうるが、本発明のフォトレジストは液体コーティング組成物とし
て基体上に好ましくは適用され、加熱して乾燥させ、好ましくは塗膜層が粘着性でなくな
るまで溶媒を除去し、フォトマスクを通して活性化放射線に露光し、場合によって露光後
ベークして、レジスト塗膜層の露光領域と未露光領域との間の溶解度の違いを作り出すか
、または増大させて、次いでアルカリ水性現像剤で好ましくは現像されて、レリーフ像を
形成させる。
【００４５】
　本発明のレジストが適用され、処理される基体は、好適には、マイクロエレクトロニク
スウェハのようなフォトレジストを伴うプロセスにおいて使用されるあらゆる基体であり
うる。例えば、この基体はケイ素、二酸化ケイ素、またはアルミニウム－酸化アルミニウ
ムマイクロエレクトロニクスウェハであることができる。ガリウムヒ素、セラミック、石
英または銅基体も使用されうる。銅クラッド積層板のようなプリント配線板基板も好適な
基体である。液晶ディスプレイおよび他のフラットパネルディスプレイ用途に使用される
基体、例えばガラス基体、インジウムスズ酸化物コーティング基体なども好適に使用され
る。
【００４６】
　液体コーティングレジスト組成物はあらゆる標準的な手段、例えば、スピニング、ディ
ッピングまたはローラーコーティングによって適用されうる。本発明のフォトレジストは
、特にプリント配線板製造用途のためには、乾燥膜樹脂として適用されることもできる。
【００４７】
　フォトレジスト層は（存在する場合には、上塗りバリア組成物層と共に）、次いで、活
性化放射線に、好ましくは液浸リソグラフィーシステム（すなわち、露光ツール（特に投
影レンズ）と基体をコーティングするフォトレジストとの間の空間が液浸流体、例えば、
水または１種以上の添加剤、例えば、向上した屈折率の流体を提供できる硫酸セシウムと
混合された水で占有されている）において露光される。好ましくは、液浸流体（例えば、
水）は気泡を回避するために処理されており、例えば、水はナノバブルを回避するために
脱ガスされうる。
【００４８】
　本明細書において「液浸露光」または他の類似の用語についての言及は、露光が、露光
ツールと、塗布されたフォトレジスト組成物層との間に挿入されるこのような流体層（例
えば、水もしくは添加剤を含む水）を用いて行われることを示す。
【００４９】
　露光エネルギーは感放射線システムの光活性成分を効果的に活性化し、レジスト塗膜層
にパターン形成された像を生じさせるのに充分であるべきである。好適な露光エネルギー
は、典型的には約１～３００ｍＪ／ｃｍ２の範囲である。好適な露光波長には、サブ３０
０ｎｍ、例えば、２４８ｎｍ、またはサブ２００ｎｍ、例えば、１９３ｎｍおよび１５７
ｎｍ、またはより長い波長、例えば、３６５ｎｍが挙げられる。より高いエネルギーの露
光源、例えば、ＥＵＶ、電子ビーム、イオンビームおよびｘ線放射線、および他のイオン
化放射線なども使用されうる。好適な露光後ベーク温度は、約５０℃以上、より具体的に
は約５０℃～１４０℃である。酸硬化型ネガ型レジストについては、現像により形成され
たレリーフ像をさらに硬化させるために、所望の場合には、約１００～１５０℃の温度で
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数分以上、現像後ベークが使用されうる。現像および現像後の任意の硬化の後で、現像に
より露出した基体表面は、次いで、例えば、当該技術分野で知られている手順に従ってフ
ォトレジストが除かれた基体領域を化学的にエッチングまたはめっきすることにより、選
択的に処理されることができる。好適なエッチング剤には、フッ化水素酸エッチング溶液
、およびプラズマガスエッチング剤、例えば、酸素プラズマエッチング剤が挙げられる。
【００５０】
　本明細書において言及された全ての文献は参照により本明細書に組み込まれる。以下の
非限定的な実施例は本発明の例示である。
【実施例】
【００５１】
　実施例１および２：ＰＡＧ合成
　実施例１：ＴＰＳ　ＯＤＯＴ－ＤＭＦＳ　ＰＡＧ
（トリフェニルスルホニウムヘキサヒドロ－４，７－エポキシイソベンゾフラン－１（３
Ｈ）－オン、６－（２，２’）－ジフルオロ－２－スルホナト酢酸エステル）

【化５】

【００５２】
　上記スキームに示されるように、トルエン（５０）ｍＬ中の、ジフルオロスルホ酢酸ナ
トリウム（５ｇ）、９－ヒドロキシ－４，１０－ジオキサ－トリシクロ［５．２．１．０
２，６］デカン－３－オン（４．２１ｇ）およびｐ－トルエンスルホン酸一水和物（９．
５ｇ）の混合物を３日間還流した。この反応混合物を室温まで冷却し、ろ過した。固体を
アセトニトリル（５０ｍＬ×２）で抽出し、ろ過した。アセトニトリル濾液を濃縮乾固し
た。残留物を水（５０ｍＬ）と塩化メチレン（３０ｍＬ）との間で分配させた。層が分離
した。水性層を塩化メチレン（２×３０ｍＬ）で洗浄し、さらなる精製をすることなく次
の工程で使用した。
　上記水溶液を臭化トリフェニルスルホニウム（８．６ｇ）および塩化メチレン（５０ｍ
Ｌ）で処理した。この混合物を室温で２４時間攪拌した。層が分離した。有機層を水（３
×３０ｍＬ）で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥させ、濃縮した。残留物をカラムクロマト
グラフィーで精製して（ＳｉＯ２、塩化メチレン中３％メタノール）、ＴＰＳ－ＯＤＯＴ
－ＤＦＭＳ（７．５ｇ）ＰＡＧを白色固体として得た。
【００５３】
　実施例２：ＴＰＳヒドロキシ－ＮＬ－ＴＦＢＳ　ＰＡＧ（１，１，２，２－テトラフル
オロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３
，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－スルホン酸トリフェニルスルホニ
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ウム）の合成手順
【化６】

【００５４】
１：
　５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸モノ－（４－ブロモ－３，３，４，４－テト
ラフルオロ－ブチル）エステルの合成
　塩化メチレン２５０ｍｌ中のシス－５－ノルボルネン－エンド－２，３－ジカルボン酸
無水物（１６ｇ、９７．５ｍｍｏｌ、１当量）および４－ブロモ－３，３，４，４－テト
ラフルオロブタン－１－オール（２１．９ｇ、９７．５ｍｍｏｌ）の混合物にトリエチル
アミン（１４．８ｇ、１４６．２ｍｍｏｌ、１．５当量）をゆっくりと添加して、３日間
攪拌した。この混合物を、１５０ｍｌの６Ｎ塩酸で酸性化した後、有機層を乾燥させ、濃
縮した。５０℃で一晩、真空オーブン中で乾燥させた後、３３グラムの５－ノルボルネン
－２，３－ジカルボン酸モノ－（４－ブロモ－３，３，４，４－テトラフルオロ－ブチル
）エステルが得られた。
【００５５】
２：
　２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナ
ン－９－カルボン酸４－ブロモ－３，３，４，４－テトラフルオロ－ブチルエステルの合
成
　５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸モノ－（４－ブロモ－３，３，４，４－テト
ラフルオロ－ブチル）エステル（２３ｇ、５９．１ｍｍｏｌ）と、２００ｍｌの酢酸エチ
ルとの混合物中に、過酢酸（１４．１ｇ、３２重量％水溶液、５９．１ｍｍｏｌ、１当量
）を滴下添加した。得られた混合物を一晩還流し、２００ｍｌの飽和重炭酸ナトリウム水
溶液で２回洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥させた後で、有機層を濃縮し、溶離液
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として５０／５０（容積／容積）の酢酸エチル／ヘプタンを用いたシリカゲルカラムクロ
マトグラフィーで精製した。１６グラムの結晶生成物である、２－ヒドロキシ－５－オキ
ソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボン酸４－ブロ
モ－３，３，４，４－テトラフルオロ－ブチルエステルを得た。
【００５６】
３：
　１，１，２，２－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－
トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－ス
ルフィン酸ナトリウムの合成
　３００ｍｌのアセトニトリル中の２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシク
ロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボン酸４－ブロモ－３，３，４，４－テト
ラフルオロ－ブチルエステル（１５．４ｇ、３８．０ｍｍｏｌ）を、ジチオン酸ナトリウ
ム（１５．６ｇ、純度８５％、７６．０ｍｍｏｌ、２当量）および重炭酸ナトリウム（１
２．８ｇ、１５２．１ｍｍｏｌ、４当量）の新たに調製した溶液にゆっくりと添加した。
得られた混合物を３時間還流した。有機層を回収して濃縮乾固した。１５ｇのクルード生
成物である、１，１，２，２－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４
－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタ
ン－１－スルフィン酸ナトリウムをさらなる精製を行うことなく、次の工程のために使用
した。
【００５７】
４：
　１，１，２，２－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－
トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－ス
ルホン酸ナトリウムの合成
　過酸化水素（１０．８ｇ、３０重量％溶液、９５．０ｍｍｏｌ、２．５当量）およびタ
ングステン酸ナトリウム二水和物（０．０３ｇ、０．００２４当量）を、１，１，２，２
－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．
２．１．０３，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－スルフィン酸ナトリ
ウム塩（１５ｇ、３８ｍｍｏｌ）と、３００ｍｌのアセトニトリルと、３００ｍｌの水と
の混合物に添加した。室温で一晩攪拌後、２当量の亜硫酸ナトリウムをこの混合物に添加
し、さらに３０分間攪拌した。生成物の有機層を濃縮し、多量のメチルｔ－ブチルエーテ
ルに沈殿させた。１４．９グラムの生成物である、１，１，２，２－テトラフルオロ－４
－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノ
ナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－スルホン酸ナトリウムを得た。
【００５８】
５：
　ＴＰＳヒドロキシ－ＮＬ－ＴＦＢＳ　ＰＡＧ（１，１，２，２－テトラフルオロ－４－
（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナ
ン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－スルホン酸トリフェニルスルホニウム）の合
成
　１，１，２，２－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキシ－５－オキソ－４－オキサ－
トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボニルオキシ）－ブタン－１－ス
ルホン酸ナトリウム（１４．９ｇ、３６．２ｍｍｏｌ、１当量）および臭化トリフェニル
スルホニウム（１２．８、３６．２ｍｍｏｌ）を３００ｍｌの塩化メチレンおよび３００
ｍｌの水と混合した。この混合物を４８時間攪拌し、有機層を分離した。水で洗浄（６×
２５０ｍｌ）後、有機層を濃縮し、溶離液として９５／５（容積／容積）の塩化メチレン
／メタノールを用いてシリカゲルクロマトグラフィーで精製した。生成物を乾燥させて、
１２．３ｇの結晶ＰＡＧである、１，１，２，２－テトラフルオロ－４－（２－ヒドロキ
シ－５－オキソ－４－オキサ－トリシクロ［４．２．１．０３，７］ノナン－９－カルボ
ニルオキシ）－ブタン－１－スルホン酸トリフェニルスルホニウムを得た。



(15) JP 5687442 B2 2015.3.18

10

20

30

40

【００５９】
　実施例３：フォトレジスト製造およびリソグラフィー処理
　本発明のフォトレジストは、レジスト組成物の全重量を基準にした重量パーセントとし
て表された量で下記成分を混合することにより製造される：
レジスト成分：量（重量％）
樹脂バインダー：１５
光酸発生剤：３
乳酸エチル：８１
　樹脂バインダーは（メタクリル酸２－メチル－２－アダマンチル／ベータ－ヒドロキシ
－ガンマ－ブチロラクトンメタクリラート／メタクリル酸シアノ－ノルボルニル）のター
ポリマーである。光酸発生剤は上記実施例１で製造された化合物であった。これら樹脂お
よびＰＡＧ成分は乳酸エチル溶媒中で混合される。
　配合されたレジスト組成物はＡＲＣ－コートされた６インチシリコンウェハ上にスピン
コートされ、１３０℃で６０秒間真空ホットプレートでソフトベークされる。レジスト塗
膜層はフォトマスクを通した２４８ｎｍで露光され、次いで露光された塗膜層は１３０℃
で９０秒間露光後ベークされる。次いで、コーティングされたウェハは０．２６Ｎのテト
ラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で処理され、像形成されたレジスト層を現像し
、レリーフ像を提供する。
【００６０】
　実施例４：さらなるフォトレジスト製造および処理
　特定された量で下記物質を混合することにより、フォトレジスト組成物が製造される：
　１．樹脂成分：フォトレジスト組成物の全重量を基準にして６．７９重量％の量の、（
メタクリル酸２－メチル－２－アダマンチル／ベータ－ヒドロキシ－ガンマ－ブチロラク
トンメタクリラート／メタクリル酸シアノ－ノルボルニル）のターポリマー；
　２．光酸発生剤化合物：フォトレジスト組成物の全重量を基準にして０．２８４重量％
の量の、上記実施例２の化合物；
　３．塩基添加剤：フォトレジスト組成物の全重量を基準にして０．０１７重量％の量の
、Ｎ－アルキルカプロラクタム；
　４．界面活性剤：フォトレジスト組成物の全重量を基準にして０．００７１重量％の量
の、Ｒ０８（フッ素含有界面活性剤、大日本インキ化学工業から入手可能）；
　５．実質的に非混和性の添加剤：フォトレジスト組成物の全重量を基準にして０．２１
３重量％の量の、以下の実施例５に記載されるように製造された実施例５のポリマー；
　６．溶媒成分：約９０パーセントの流体組成物を提供する、プロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセタート。
【００６１】
　このフォトレジスト組成物がシリコンウェハ上にスピンコートされ、真空ホットプレー
ト上で乾燥させられて、ソフトプレートを除去し、次いで、乾燥フォトレジスト層に直接
接触している水性液浸流体を使用した液浸リソグラフィープロセスで露光された。この液
浸システムにおいて、フォトレジスト層はパターン化された１９３ｎｍの放射線に、約２
４．１ｍＪ／ｃｍ２の線量で露光される。
　このフォトレジスト層は、次いで、露光後ベークされる（例えば、約１２０℃で）。そ
の後、フォトレジスト層は０．２６Ｎアルカリ現像剤水溶液で現像される。
【００６２】
　実施例５：ポリマー合成
　以下に示されるように、下記構造を有するカルボキシターポリマー樹脂が製造された：
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【化７】

【００６３】
　Ａ．モノマーおよび開始剤混合物：７．００ｇのＣＨ３（ＣＨ＝ＣＨ）Ｃ（＝Ｏ）ＯＣ
Ｈ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｃ（ＣＦ３）２ＯＨ（第１のモノマー）、２．８０ｇの（ＣＨ２＝Ｃ
Ｈ）Ｃ（＝Ｏ）ＯＣ（ＣＨ（ＣＨ３））２Ｃ（ＣＨ３）３（第２のモノマー）、および２
．０ｇの無水酢酸（第３のモノマー）、０．４２ｇのトリガノクス（Ｔｒｉｇｎｏｘ）－
２３（開始剤）並びに１７．０ｇのＰＧＭＥＡ（溶媒）を供給バイアルに秤量する。
　Ｂ．反応器：反応器中に３０ｇのＰＧＭＥＡを入れ、８５℃に維持する。
　Ｃ．ＡをＢに供給：Ａが、一定の供給速度で１２０分間で、Ｂに供給される。
　Ｄ．温度保持：ＡをＢに供給後、反応器の温度がさらに２時間８５℃に維持され、次い
で、反応器の温度を自然に室温まで冷却させる。
　この反応器からのカルボキシ樹脂がさらなる精製なしにフォトレジスト組成物において
使用されうる。
【００６４】
　本発明の上記記載はその単なる例示であり、特許請求の範囲に特定される本発明の意図
および範囲から逸脱することなく変更および修飾がなされうることが理解される。
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