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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成した複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む層を相分離
させるために用いられる下地剤であって、
　樹脂成分を含有し、該樹脂成分が、芳香環を有する構成単位と、芳香環を有さない構成
単位とからなり、
　前記樹脂成分は、前記基板と相互作用することができる基を有し、かつ、３員環または
４員環のエーテル含有環式基を有し、
　前記基板と相互作用することができる基は、カルボキシ基、アミノ基、トリアルコキシ
シリル基、ジアルコキシシリル基、又はモノアルコキシシリル基であり、
　前記樹脂成分全体の構成単位のうち、４５～８５モル％が芳香環を有する構成単位であ
ることを特徴とする下地剤。
【請求項２】
　前記基板と相互作用することができる基がカルボキシ基、アミノ基またはトリメトキシ
シリル基である請求項１に記載の下地剤。
【請求項３】
　前記芳香環を有する構成単位が、ビニル基を有する炭素数６～１８の芳香族化合物、（
メタ）アクリロイル基を有する炭素数６～１８の芳香族化合物、及びノボラック樹脂の構
成成分となるフェノール類化合物からなる群から選ばれるいずれかの化合物由来の構成単
位である請求項１または２に記載の下地剤。
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【請求項４】
　さらに、加熱若しくは露光により酸を発生する酸発生剤成分を含有する請求項１～３の
いずれか一項に記載の下地剤。
【請求項５】
　基板上に、請求項１～４のいずれか一項に記載の下地剤を塗布し、該下地剤からなる層
を形成する工程（１）と、
　複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む層を前記下地剤からなる層表
面に形成した後、前記ブロックコポリマーを含む層を相分離する工程（２）と、
　前記ブロックコポリマーを含む層のうち、前記ブロックコポリマーを構成する複数種類
のブロックのうちの少なくとも一種類のブロックからなる相を選択的に除去する工程（３
）と、を有することを特徴とするブロックコポリマーを含む層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、基板上に形成した複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む
層を相分離させるために用いられる下地剤、及び該下地剤を用いたブロックコポリマーを
含む層のパターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大規模集積回路（ＬＳＩ）のさらなる微細化に伴い、より繊細な構造体を加工す
る技術が求められている。このような要望に対して、互いに非相溶性のブロック同士を結
合させたブロックコポリマーの自己組織化により形成される相分離構造を利用して、より
微細なパターンを形成する試みが始まっている。
【０００３】
　ブロックコポリマーの相分離を利用するためには、ミクロ相分離により形成された自己
組織化ナノ構造を特定の領域のみに形成し、かつ所望の方向へ配列させることが必須とな
る。これらの位置制御及び配向制御を実現するために、ガイドパターンによって相分離パ
ターンを制御するグラフォエピタキシーや、基板の化学状態の違いによって相分離パター
ンを制御するケミカルエピタキシー等の方法が提案されている（例えば、非特許文献１参
照）。
【０００４】
　ブロックコポリマーを良好に相分離させ、微細なパターンを形成するための方法の一つ
として、基板の上に２つのブロック鎖の表面自由エネルギーの中間の値の表面自由エネル
ギーとされた中性層を形成することで、基板の上のブロック共重合体が接触する面が、２
つのブロック鎖の表面自由エネルギーの中間の値の表面自由エネルギーとされている状態
とする方法が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３６４９１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】プロシーディングスオブエスピーアイイ（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏ
ｆ　ＳＰＩＥ），第７６３７巻，第７６３７０Ｇ－１（２０１０年）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、用いるブロックコポリマー種に応じて表
面自由エネルギーが所望の値となる中性層材料を都度選択し、中性層の表面自由エネルギ
ーを制御する必要がある。そのため、ブロックコポリマーの相分離により良好なパターン
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が得られる下地剤であって、より簡便に用いることができる下地剤が求められていた。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、ブロックコポリマーの相分離を利
用して、基板表面に、位置及び配向性がより自在にデザインされたナノ構造体を備える基
板を製造し得る下地剤と、該下地剤を用いたブロックコポリマーを含む層のパターン形成
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】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明は以下の構成を採用した。
【００１０】
　本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、特定の樹脂成分を有する下地剤を、ブロックコポ
リマーを含む層を相分離させるために用いることにより、該下地剤からなる層の表面自由
エネルギーを制御することなく、相分離により良好なパターンが得られ、且つ該下地剤か
らなる層が薄膜となることを見出し、本発明を完成させた。
　すなわち、本発明の一態様は、基板上に形成した複数種類のブロックが結合したブロッ
クコポリマーを含む層を相分離させるために用いられる下地剤であって、樹脂成分を含有
し、該樹脂成分が、芳香環を有する構成単位と、芳香環を有さない構成単位とからなり、
前記樹脂成分は、前記基板と相互作用することができる基を有し、かつ、３員環または４
員環のエーテル含有環式基を有し、前記基板と相互作用することができる基は、カルボキ
シ基、アミノ基、トリアルコキシシリル基、ジアルコキシシリル基、又はモノアルコキシ
シリル基であり、前記樹脂成分全体の構成単位のうち、４５～８５モル％が芳香環を有す
る構成単位であることを特徴とする下地剤である。
　本発明の第二の態様は、基板上に、前記第一の態様の下地剤を塗布し、該下地剤からな
る層を形成する工程（１）と、複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む
層を前記下地剤からなる層表面に形成した後、前記ブロックコポリマーを含む層を相分離
する工程（２）と、前記ブロックコポリマーを含む層のうち、前記ブロックコポリマーを
構成する複数種類のブロックのうちの少なくとも一種類のブロックからなる相を選択的に
除去する工程（３）と、を有することを特徴とするブロックコポリマーを含む層のパター
ン形成方法である。
【００１１】
　本明細書および本特許請求の範囲において、「脂肪族」とは、芳香族に対する相対的な
概念であって、芳香族性を持たない基、化合物等を意味するものと定義する。
　「アルキル基」は、特に断りがない限り、直鎖状、分岐鎖状および環状の１価の飽和炭
化水素基を包含するものとする。アルコキシ基中のアルキル基も同様である。
　「アルキレン基」は、特に断りがない限り、直鎖状、分岐鎖状および環状の２価の飽和
炭化水素基を包含するものとする。
　「ハロゲン化アルキル基」は、アルキル基の水素原子の一部又は全部がハロゲン原子で
置換された基であり、「ハロゲン化アルキレン基」は、アルキレン基の水素原子の一部又
は全部がハロゲン原子で置換された基であり、該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。
　「ヒドロキシアルキル基」は、アルキル基の水素原子の一部または全部が水酸基で置換
された基である。
　「構成単位」とは、高分子化合物（樹脂、重合体、共重合体）を構成するモノマー単位
（単量体単位）を意味する。
　「露光」は、放射線の照射全般を含む概念とする。
　「ブロック」は、ブロックコポリマーを構成する、同種の構成単位のみが結合した部分
構成成分を意味する。
　「（メタ）アクリル酸」とは、α位に水素原子が結合したアクリル酸と、α位にメチル
基が結合したメタクリル酸の一方あるいは両方を意味する。
　「（メタ）アクリル酸エステル」とは、α位に水素原子が結合したアクリル酸エステル
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と、α位にメチル基が結合したメタクリル酸エステルの一方あるいは両方を意味する。
「（メタ）アクリレート」とは、α位に水素原子が結合したアクリレートと、α位にメチ
ル基が結合したメタクリレートの一方あるいは両方を意味する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の下地剤によれば、ブロックコポリマーの相分離を利用して、基板表面に、位置
及び配向性がより自在にデザインされたナノ構造体を備える基板を、簡便に製造すること
ができる。さらに、本発明の下地剤を用いた場合、上記機能を有する膜を、比較的薄い膜
として基板上に形成可能であるため、該下地剤からなる層が後段の工程に与える影響が少
なく、下地剤からなる層の除去が容易となる。
　また、本発明のブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法によれば、前記下地剤
を用いることにより、位置及び配向性がより自在にデザインされたナノ構造体を備える基
板を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法の実施形態例を説明す
る概略工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
≪下地剤≫
　本発明の第一の態様の下地剤は、少なくとも樹脂成分を含有するものであって、基板上
に形成した複数種類のポリマーが結合したブロックコポリマーを含む層を相分離させるた
めに用いられる。本発明の下地剤は、具体的には、該下地剤を基板上に塗布して下地剤か
らなる層を設けた後、その上に複数種のブロックコポリマーを含む層を形成することによ
り、該下地剤からなる層が表面に形成された基板表面を、ブロックコポリマーを構成する
いずれのブロックとも親和性が高いものとすることができる。
　なお、本発明の下地剤を用いることができる、ブロックコポリマーを含む層の相分離や
、ブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法については、本発明の第二の態様にお
いて説明する。
【００１５】
＜樹脂成分（Ａ）＞
　本発明の下地剤は、少なくとも樹脂成分（Ａ）（以下、「（Ａ）成分」ということがあ
る。）を含有する。
　本明細書および本特許請求の範囲において「樹脂成分」とは、分子量が１０００以上の
重合体を意味する。重合体の分子量としては、ＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグ
ラフィー）によるポリスチレン換算の質量平均分子量を用いるものとする。
【００１６】
本発明の（Ａ）成分は、芳香環を有する構成単位（ａ１）と、芳香環を有しない構成単位
（ａ２）とからなる。
　また、本発明の（Ａ）成分は、基板と相互作用することができる基を有し、且つ、３～
７員環のエーテル含有環式基を有する。「基板と相互作用することができる基」（以下、
「基板相互作用基」ということがある。）は、前記構成単位（ａ１）が有していてもよく
、前記構成単位（ａ２）が有していてもよい。
【００１７】
［構成単位（ａ１）］
　構成単位（ａ１）は、芳香環を有する構成単位である。（Ａ）成分が、構成単位（ａ１
）として芳香環を有する構成単位を含有することにより、各種の特性を有するブロックを
有するブロックコポリマーを用いた場合にも、該ブロックコポリマーに対して適度な親和
性を有するものとすることができる。
芳香環としては炭素数６～１８が好ましく、具体的には、ベンゼン、ビフェニル、フルオ
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レン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン等の芳香族炭化水素環；前記芳香族炭
化水素環を構成する炭素原子の一部がヘテロ原子で置換された芳香族複素環；等が挙げら
れる。芳香族複素環におけるヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙
げられる。
【００１８】
　構成単位（ａ１）としては、芳香環を有するものであればそれ以外の構造は特に限定さ
れるものではない。構成単位（ａ１）として例えば、
・ビニル基を有する芳香族化合物（芳香環を含有する化合物）；
・（メタ）アクリロイル基を有する芳香族化合物；
・ノボラック樹脂の構成成分となるフェノール類化合物、等が挙げられる。
　なかでも、置換基を有していてもよい芳香環の、環を形成する炭素原子に結合した水素
原子の１つがビニル基で置換された化合物から誘導される構成単位；又は、α位の炭素原
子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよいアクリル酸またはそのエステルか
ら誘導される構成単位であって、芳香環を有する構成単位が好ましいものとして挙げられ
る。ここでビニル基は、その炭素原子のうち、芳香環に結合した炭素原子が置換基で置換
されたものであってもよい。
　構成単位（ａ１）としては、特に、スチレン若しくはその誘導体、ビニルナフタレン若
しくはその誘導体、又はビニルアントラセン若しくはその誘導体から誘導される構成単位
が好ましい。
【００１９】
　「スチレン若しくはその誘導体」としては、α位の炭素原子に結合した水素原子が置換
基で置換されていてもよく、ベンゼン環に結合した水素原子が、水酸基以外の置換基で置
換されていてもよいスチレン（以下、α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換
されたスチレンを「α置換スチレン」といい、該位置が置換されていないスチレンと、α
置換スチレンとを総称して「（α置換）スチレン」ということがある。他の類似化合物に
ついても同様にいう。）、α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていて
もよく、ベンゼン環に結合した水素原子が、水酸基以外の置換基で置換されていてもよい
ヒドロキシスチレン（以下「（α置換）ヒドロキシスチレン」ということがある。）、（
α置換）ヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が有機基で置換された化合物、α位の炭
素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよく、ベンゼン環に結合した水素
原子が、水酸基およびカルボキシ基以外の置換基で置換されていてもよいビニル安息香酸
（以下、（α置換）ビニル安息香酸ということがある。）、（α置換）ビニル安息香酸の
カルボキシ基の水素原子が有機基で置換された化合物等が挙げられる。
【００２０】
　α置換スチレン、α置換ヒドロキシスチレン、α置換ビニル安息香酸において、α位の
炭素原子に結合する置換基としては、水素原子、炭素数１～５のアルキル基または炭素数
１～５のハロゲン化アルキル基が好ましく、水素原子、炭素数１～５のアルキル基または
炭素数１～５のフッ素化アルキル基がより好ましく、工業上の入手の容易さから、水素原
子またはメチル基が最も好ましい。
　α位の置換基としてのアルキル基は、直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が好ましく、
具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブ
チル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基等が挙げら
れる。
　また、α位の置換基としてのハロゲン化アルキル基は、具体的には、上記「α位の置換
基としてのアルキル基」の水素原子の一部または全部を、ハロゲン原子で置換した基が挙
げられる。該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が
挙げられ、特にフッ素原子が好ましい。
【００２１】
　ヒドロキシスチレンは、ベンゼン環に、１つのビニル基と、少なくとも１つの水酸基と
が結合した化合物である。ベンゼン環に結合する水酸基の数は、１～３が好ましく、１が
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特に好ましい。ベンゼン環における水酸基の結合位置は特に限定されない。水酸基の数が
１つである場合は、ビニル基の結合位置のパラ４位が好ましい。水酸基の数が２以上の整
数である場合は、任意の結合位置を組み合わせることができる。
　ビニル安息香酸は、安息香酸のベンゼン環に１つのビニル基が結合した化合物である。
ベンゼン環におけるビニル基の結合位置は特に限定されない。
　スチレンまたはその誘導体のベンゼン環に結合してもよい、水酸基およびカルボキシ基
以外の置換基としては、特に限定されず、たとえば、ハロゲン原子、炭素数１～５のアル
キル基、炭素数１～５のハロゲン化アルキル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、
フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が特に好ましい
。
【００２２】
　「ビニルナフタレン若しくはその誘導体」としては、α位の炭素原子に結合した水素原
子が置換基で置換されていてもよく、ナフタレン環に結合した水素原子が、水酸基以外の
置換基で置換されていてもよいビニルナフタレン（以下「（α置換）ビニルナフタレン」
ということがある。）、α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていても
よく、ナフタレン環に結合した水素原子が、水酸基以外の置換基で置換されていてもよい
ビニル（ヒドロキシナフタレン）（以下「（α置換）ビニル（ヒドロキシナフタレン）」
ということがある。）、（α置換）ビニル（ヒドロキシナフタレン）の水酸基の水素原子
が置換基で置換された化合物、等が挙げられる。α置換ビニルナフタレン、α置換ビニル
（ヒドロキシナフタレン）において、α位の炭素原子に結合した水素原子を置換する置換
基としては、上記α置換スチレン等の置換基と同様である。
　ビニル（ヒドロキシナフタレン）は、ナフタレン環に、１つのビニル基と、少なくとも
１つの水酸基とが結合した化合物である。ビニル基は、ナフタレン環の１位に結合してい
てもよく、２位に結合していてもよい。ナフタレン環に結合する水酸基の数は、１～３が
好ましく、１が特に好ましい。ナフタレン環における水酸基の結合位置は特に限定されな
い。ナフタレン環の１位または２位にビニル基が結合している場合、ナフタレン環の５～
８位のいずれかが好ましい。特に、水酸基の数が１つである場合は、ナフタレン環の５～
７位のいずれかが好ましく、５または６位が好ましい。水酸基の数が２以上の整数である
場合は、任意の結合位置を組み合わせることができる。
　ビニルナフタレンまたはその誘導体のナフタレン環に結合してもよい置換基としては、
前記（α置換）スチレンのベンゼン環に結合してもよい置換基として挙げたものと同様の
ものが挙げられる。
【００２３】
　「ビニルアントラセンまたはその誘導体」としては、α位の炭素原子に結合した水素原
子が置換基で置換されていてもよく、アントラセン環に結合した水素原子が、水酸基以外
の置換基で置換されていてもよいビニルアントラセンが挙げられる。置換基としては、上
記α置換スチレン等の置換基と同様である。
【００２４】
　「アクリル酸エステル」は、アクリル酸（ＣＨ２＝ＣＨ－ＣＯＯＨ）のカルボキシ基末
端の水素原子が有機基で置換された化合物である。
　α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよいアクリル酸（以下
「（α置換）アクリル酸」ということがある。）またはそのエステルのα位の炭素原子に
結合する置換基としては、α置換ビニルナフタレン、α置換ビニル（ヒドロキシナフタレ
ン）において、上記α置換スチレン等の置換基と同様である。なお、アクリル酸エステル
から誘導される構成単位のα位（α位の炭素原子）とは、特に断りがない限り、カルボニ
ル基が結合している炭素原子のことを意味する。
　（α置換）アクリル酸エステルが有する有機基としては、特に限定されない。
【００２５】
構成単位（ａ１）としては、下記式（ａ１－１）～（ａ１－４）のいずれかで表される構
成単位が特に好ましい。
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【００２６】
【化１】

［式中、Ｒは水素原子、炭素数１～５のアルキル基または炭素数１～５のハロゲン化アル
キル基である。Ｘｃ、Ｘｄはそれぞれ独立に水素原子、水酸基、シアノ基または有機基で
ある。ＲｃおよびＲｄはそれぞれ独立にハロゲン原子、－ＣＯＯＸｅ（Ｘｅは水素原子ま
たは有機基である。）、炭素数１～５のアルキル基または炭素数１～５のハロゲン化アル
キル基である。ｐｘは０～３の整数であり、ｑｘは０～５の整数であり、ｐｘ＋ｑｘは１
～５である。ｑｘが２以上の整数である場合、複数のＲｃはそれぞれ同じであっても異な
ってもよい。ｘは０～３の整数であり、ｙは０～３の整数であり、ｙ’は０～２の整数で
あり、ｚは０～４の整数であり、式（ａ１－２）におけるｘ＋ｙ＋ｚは１～７であり、式
（ａ１－３）におけるｘ＋ｙ＋ｙ’＋ｚは１～７である。ｙ＋ｚ又はｙ＋ｙ’＋ｚが２以
上の整数である場合、複数のＲｄはそれぞれ同じであっても異なってもよい。ＸＡｒは芳
香環を有する１価の有機基である。］
【００２７】
　式中、Ｒのアルキル基、ハロゲン化アルキル基は、それぞれ、上記α置換スチレン等に
ついての説明で、α位の炭素原子に結合してもよい置換基として挙げたアルキル基、ハロ
ゲン化アルキル基と同様のものが挙げられる。Ｒとしては、水素原子、炭素数１～５のア
ルキル基または炭素数１～５のフッ素化アルキル基が好ましく、水素原子またはメチル基
が最も好ましい。
【００２８】
　式中、Ｘｃ、Ｘｄの有機基は、炭素原子を含む基であれば特に限定されるものではなく
、炭素原子以外の原子（たとえば水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原
子（フッ素原子、塩素原子等）、ケイ素原子等）を有していてもよい。
　Ｘｃ、Ｘｄの有機基としては、置換基を有していてもよい炭化水素基が好ましく、置換
基を有していてもよいアルキル基がより好ましい。
　置換基を有していてもよいアルキル基としては、たとえば、無置換のアルキル基、該無
置換のアルキル基の水素原子の一部または全部が置換基で置換された置換アルキル基等が
挙げられる。
　無置換のアルキル基としては、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。解像
性に優れる点から、炭素数１～１０のアルキル基が好ましく、炭素数１～５のアルキル基
がより好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、
ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｎ－ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロ
ヘキシル基、ノニル基、デシル基等が挙げられる。
　置換アルキル基における置換基としては、例えば、アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロ
ゲン化アルキル基、水酸基、オキソ基（＝Ｏ）、シアノ基等が挙げられる。
　前記置換基としてのアルコキシ基としては、炭素数１～５のアルコキシ基が好ましく、
メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、ｉｓｏ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、
ｔｅｒｔ－ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基が最も好ましい。
　前記置換基としてのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素
原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。
　前記置換基としてのハロゲン化アルキル基としては、前記アルキル基の水素原子の一部
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または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。
また、無置換又は置換アルキル基を構成する炭素原子の一部ヘテロ原子を含む置換基で置
換されていてもよい。該ヘテロ原子を含む置換基としては、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－
、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ（＝Ｏ）２－Ｏ－、－Ｓｉ－が好ましい。
【００２９】
　式中、Ｒｃ、Ｒｄのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素
原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。
　Ｒｃ、Ｒｄの－ＣＯＯＸｅにおいて、Ｘｅは水素原子または有機基であり、有機基とし
ては前記Ｘｃ、Ｘｄの有機基と同様である。
　Ｒｃ、Ｒｄの炭素数１～５のアルキル基、炭素数１～５のハロゲン化アルキル基として
は、前記Ｒの炭素数１～５のアルキル基、炭素数１～５のハロゲン化アルキル基と同様で
ある。
【００３０】
　ＸＡｒは芳香環を有する１価の有機基であって、上述した芳香環から水素原子を１つ以
上除いた基が挙げられ、置換基を有していてもよいベンゼン、ナフタレン、又はアントラ
センから水素原子を１つ除いた基が好ましい。
【００３１】
　（Ａ）成分が含有する構成単位（ａ１）は１種であってもよく２種以上であってもよい
。
　（Ａ）成分中、構成単位（ａ１）の割合は、（Ａ）成分を構成する全構成単位に対し、
１０～９５モル％が好ましく、２０～９０モル％がより好ましく、３０～９０モル％がさ
らに好ましく、５０～８５モル％が最も好ましい。
　構成単位（ａ１）の割合を下限値以上とすることによって、上層となるブロックコポリ
マーを含む層を良好に相分離させることができる。また、上限値以下とすることにより、
構成単位（ａ２）とのバランスをとりやすくなる。
【００３２】
［構成単位（ａ２）］
　構成単位（ａ２）は、芳香環を有しない構成単位である。（Ａ）成分が、構成単位（ａ
１）と構成単位（ａ２）と共に含有することにより、ブロックコポリマーの各種構成単位
に対して親和性を有するものとすることができる。
　構成単位（ａ２）としては、構成単位（ａ１）において説明した芳香環をその構造中に
有しないものであれば特に限定されるものではないが、例えば、
・α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよいアクリル酸または
そのエステルから誘導される構成単位であって、芳香環を有しないもの；
・α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよいアクリルアミドま
たはその誘導体から誘導される構成単位であって、芳香環を有しないもの；
・シクロオレフィンまたはその誘導体から誘導される構成単位であって、芳香環を有しな
いもの；
・ビニルスルホン酸エステルから誘導される構成単位であって、芳香環を有しないもの；
等が挙げられる。
【００３３】
　これらの中でも、α位の炭素原子に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよい
アクリル酸またはそのエステルから誘導される構成単位、α位の炭素原子に結合した水素
原子が置換基で置換されていてもよいアクリルアミドまたはその誘導体から誘導される構
成単位が好ましい。
【００３４】
　「アクリルアミドまたはその誘導体」としては、α位の炭素原子に結合した水素原子が
置換基で置換されていてもよいアクリルアミド（以下、（α置換）アクリルアミドという
ことがある。）、（α置換）アクリルアミドのアミノ基（末端の水素原子の一方または両
方が置換基で置換された化合物、等が挙げられる。
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　アクリルアミドまたはその誘導体のα位の炭素原子に結合してもよい置換基としては、
前記α置換スチレンのα位の炭素原子に結合する置換基として挙げたものと同様のものが
挙げられる。
　（α置換）アクリルアミドのアミノ基末端の水素原子の一方または両方を置換する置換
基としては、有機基が好ましい。該有機基としては、特に限定されないが、たとえば前記
（α置換）アクリル酸エステルが有する有機基と同様のものが挙げられる。
　（α置換）アクリルアミドのアミノ基末端の水素原子の一方または両方が置換基で置換
された化合物としては、たとえば前記（α置換）アクリル酸エステル中のα位の炭素原子
に結合した－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－を、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｂ）－［式中、Ｒｂは水素原子
または炭素数１～５のアルキル基である。］で置換した化合物が挙げられる。
　式中、Ｒｂにおけるアルキル基は、直鎖状または分岐鎖状であることが好ましい。
【００３５】
　構成単位（ａ２）としては、下記式（ａ２－１）又は（ａ２－２）で表される構成単位
が特に好ましい。
【００３６】
【化２】

［式中、Ｒは前記同様であり、Ｘａ、Ｘｂはそれぞれ独立に水素原子または芳香環を有し
ない有機基である。Ｒｂは水素原子または炭素数１～５のアルキル基である。］
【００３７】
　式中、Ｘａ、Ｘｂはそれぞれ独立に水素原子または有機基である。有機基としては、芳
香環を有さず、炭素原子を含む基であれば特に限定されるものではなく、炭素原子以外の
原子（たとえば水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子（フッ素原子、
塩素原子等）、ケイ素原子等）を有していてもよい。Ｘa、Ｘbの有機基として具体的には
、Ｘｃ、Ｘｄの有機基として説明したものと同様のものが挙げられる。
式中、Ｒｂの炭素数１～５のアルキル基としては、前記Ｒの炭素数１～５のアルキル基と
同様である。
【００３８】
　（Ａ）成分が含有する構成単位（ａ２）は１種であってもよく２種以上であってもよい
。
　（Ａ）成分中、構成単位（ａ２）の割合は、（Ａ）成分を構成する全構成単位に対し、
５～９０モル％が好ましく、１０～８０モル％がより好ましく、１０～７０モル％がさら
に好ましく、１５～５０モル％が最も好ましい。
　構成単位（ａ２）の割合を下限値以上とすることによって、上層となるブロックコポリ
マーを含む層を良好に相分離させることができる。また、上限値以下とすることにより、
構成単位（ａ１）とのバランスをとりやすくなる。
【００３９】
{エーテル含有環式基}
　本発明の（Ａ）成分は、３～７員環のエーテル含有環式基を有する。ここで、「エーテ
ル含有環式基」とは、環状の炭化水素の炭素が酸素で置換された構造（環状エーテル）を
含有する環式基を意味する。具体的には、下記式（ｅ－１）、（ｅ－２）で表されるもの
が好ましい。
【００４０】
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【化３】

［式中、Ｒは前記同様であり、Ｘは単結合または炭素数１～３のアルキレン基であり、ｎ
は１～５であり、Ｒｍは水素又は炭素数１～５のアルキル基であり、ｎ’は０～２であり
、ｎ”は１～４である。］
【００４１】
　前記式（ｅ－１）～（ｅ－３）で表されるもののうち、好ましい具体例を以下に示す。
【００４２】

【化４】

［式中、Ｒは前記同様である。］
【００４３】
　本発明の（Ａ）成分は、前記構成単位（ａ１）と（ａ２）とからなることから、すなわ
ち、これら構成単位の何れもが３～７員環のエーテル含有環式基を有していてもよい。例
えば、構成単位（ａ１）、（ａ２）が上記式（ａ１－１）～（ａ１－４）、（ａ２－１）
～（ａ２－２）で表される構成単位の場合、式中のＸａ～Ｘｄ、Ｘａｒ、Ｒｂ～Ｒｄの有
機基等はエーテル含有環式基を含んでいてもよい。
【００４４】
{基板相互作用基}
　本発明の（Ａ）成分は、基板相互作用基を有する。（Ａ）成分が基板相互作用基を有す
ることにより、（Ａ）成分を含有する下地剤と基板とが相互作用し、強固な膜（下地剤か
らなる層）が基板上に形成される結果、該下地剤からなる層の上で、ブロックコポリマー
からなる層が良好に相分離する。
　本発明において「基板と相互作用することができる基」、「基板相互作用基」とは、基
板と化学的又は物理的相互作用をすることが可能な基であって、基板の種類に応じて適宜
選択することができる。基板と該基板相互作用基との相互作用の種類としては、共有結合
性相互作用、イオン結合性相互作用、水素結合性相互作用、静電相互作用、疎水性相互作
用、ファンデルワールス力結合等が挙げられる。
　基板相互作用基として具体的には、カルボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコ
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キシシリル基、ジアルコキシシリル基、モノアルコキシシリル基等が挙げられ、中でもカ
ルボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコキシシリル基が好ましい。トリアルコキ
シシリル基中のアルコキシ基としては、メトキシ基又はエトキシ基が好ましく、メトキシ
基が特に好ましい。
【００４５】
　前述したように、基板相互作用基を前記構成単位（ａ１）が有していてもよく、前記構
成単位（ａ２）が有していてもよい。なかでも、構成単位（ａ２）が基板相互作用基を有
することが好ましい。以下、基板相互作用基を有する構成単位（ａ２）を構成単位（ａ２
１）という。
　構成単位（ａ２１）としては、下記一般式（ａ２１－１）～（ａ２１－２）で表される
構成単位が好ましい。
【００４６】
【化５】

［式中、Ｒ、Ｒｂは前記同様であり、Ｙ０１は単結合、又は、芳香環を有しない２価の連
結基であり、Ｘ０１は水素原子、カルボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコキシ
シリル基である。但し、Ｘ０１が水素原子の場合、Ｙ０１は単結合となり、Ｘ０１がカル
ボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコキシシリル基の場合、Ｙ０１は芳香環を有
しない２価の連結基となる。Ｙ０２は芳香環を有しない２価の連結基であり、Ｘ０２はカ
ルボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコキシシリル基である。］
【００４７】
　前記式中、Ｙ０１は、単結合、芳香環を有しない２価の連結基のいずれであってもよい
。Ｙ０１の２価の連結基としては、芳香環を有しないものであれば特に限定されないが、
置換基を有していてもよく、芳香環を有しない２価の炭化水素基；ヘテロ原子を含み、芳
香環を有しない２価の連結基等が好適なものとして挙げられる。
【００４８】
（置換基を有していてもよい２価の炭化水素基）
　芳香環を有しない２価の連結基としての炭化水素基は、脂肪族炭化水素基であることが
好ましい。
　脂肪族炭化水素基は、芳香族性を持たない炭化水素基を意味する。該脂肪族炭化水素基
は、飽和であってもよく、不飽和であってもよく、通常は飽和であることが好ましい。
　該脂肪族炭化水素基として、より具体的には、直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素
基、構造中に環を含む脂肪族炭化水素基等が挙げられる。
【００４９】
　前記直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基は、炭素数が１～１０であることが好ま
しく、１～８がより好ましく、１～５がさらに好ましい。
　直鎖状の脂肪族炭化水素基としては、直鎖状のアルキレン基が好ましく、具体的には、
メチレン基［－ＣＨ２－］、エチレン基［－（ＣＨ２）２－］、トリメチレン基［－（Ｃ
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Ｈ２）３－］、テトラメチレン基［－（ＣＨ２）４－］、ペンタメチレン基［－（ＣＨ２

）５－］等が挙げられる。
　分岐鎖状の脂肪族炭化水素基としては、分岐鎖状のアルキレン基が好ましく、具体的に
は、－ＣＨ（ＣＨ３）－、－ＣＨ（ＣＨ２ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＨ

３）（ＣＨ２ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ２ＣＨ

３）２－等のアルキルメチレン基；－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ（
ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）２ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ２ＣＨ３）ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ

２ＣＨ３）２－ＣＨ２－等のアルキルエチレン基；－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２－、－
ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２－等のアルキルトリメチレン基；－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｃ
Ｈ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２－等のアルキルテトラメチレン基な
どのアルキルアルキレン基等が挙げられる。アルキルアルキレン基におけるアルキル基と
しては、炭素数１～５の直鎖状のアルキル基が好ましい。
　前記直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基は、水素原子を置換する置換基（水素原
子以外の基または原子）を有していてもよく、有していなくてもよい。該置換基としては
、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数１～５のフッ素化アルキル基、オキソ基（
＝Ｏ）等が挙げられる。
【００５０】
　前記構造中に環を含む脂肪族炭化水素基としては、環構造中にヘテロ原子を含む置換基
を含んでもよい環状の脂肪族炭化水素基（脂肪族炭化水素環から水素原子を２個除いた基
）、前記環状の脂肪族炭化水素基が直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基の末端に結
合した基、前記環状の脂肪族炭化水素基が直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基の途
中に介在する基などが挙げられる。前記直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基として
は前記と同様のものが挙げられる。
　環状の脂肪族炭化水素基は、炭素数が３～２０であることが好ましく、３～１２である
ことがより好ましい。
　環状の脂肪族炭化水素基は、多環式であってもよく、単環式であってもよい。単環式の
脂肪族炭化水素基としては、モノシクロアルカンから２個の水素原子を除いた基が好まし
い。該モノシクロアルカンとしては炭素数３～６のものが好ましく、具体的にはシクロペ
ンタン、シクロヘキサン等が挙げられる。多環式の脂肪族炭化水素基としては、ポリシク
ロアルカンから２個の水素原子を除いた基が好ましく、該ポリシクロアルカンとしては炭
素数７～１２のものが好ましく、具体的にはアダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン
、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン等が挙げられる。
　環状の脂肪族炭化水素基は、水素原子を置換する置換基（水素原子以外の基または原子
）を有していてもよいし、有していなくてもよい。該置換基としては、アルキル基、アル
コキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、オキソ基（＝Ｏ）等が挙げら
れる。
　前記置換基としてのアルキル基としては、炭素数１～５のアルキル基が好ましく、メチ
ル基、エチル基、プロピル基、ｎ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であることが最も好ま
しい。
　前記置換基としてのアルコキシ基としては、炭素数１～５のアルコキシ基が好ましく、
メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、ｉｓｏ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、
ｔｅｒｔ－ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基が最も好ましい。
　前記置換基としてのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素
原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。
　前記置換基としてのハロゲン化アルキル基としては、前記アルキル基の水素原子の一部
または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。
　環状の脂肪族炭化水素基は、その環構造を構成する炭素原子の一部がヘテロ原子を含む
置換基で置換されてもよい。該ヘテロ原子を含む置換基としては、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）
－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ（＝Ｏ）２－Ｏ－が好ましい。
【００５１】
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（ヘテロ原子を含む２価の連結基）
　前記Ｙ０の「ヘテロ原子を含む２価の連結基」におけるヘテロ原子とは、炭素原子およ
び水素原子以外の原子であり、たとえば酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子等
が挙げられる。
　ヘテロ原子を含む二価の連結基としては、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）
－、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－、－ＮＨ－（Ｈはアルキル基、アシ
ル基等の置換基で置換されていてもよい。）、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ（＝Ｏ）

２－Ｏ－、－ＮＨ－Ｃ（＝Ｏ）－、＝Ｎ－、一般式－Ｙ２１－Ｏ－Ｙ２２－、－［Ｙ２１

－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ］ｍ’－Ｙ２２－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｙ２２－または－Ｙ２１－Ｏ－
Ｃ（＝Ｏ）－Ｙ２２－で表される基［式中、Ｙ２１およびＹ２２はそれぞれ独立して置換
基を有していてもよい二価の炭化水素基であり、Ｏは酸素原子であり、ｍ’は０～３の整
数である。］等が挙げられる。
　Ｙ０が－ＮＨ－の場合、そのＨはアルキル基、アシル基等の置換基で置換されていても
よい。該置換基（アルキル基、アリール基等）は、炭素数が１～１０であることが好まし
く、１～８であることがさらに好ましく、１～５であることが特に好ましい。
　前記Ｙ２１およびＹ２２は、それぞれ独立して、置換基を有していてもよい２価の炭化
水素基である。該２価の炭化水素基としては、前記でＹ０における「置換基を有していて
もよい２価の炭化水素基」として挙げたものと同様のものが挙げられる。
　Ｙ２１としては、直鎖状の脂肪族炭化水素基が好ましく、直鎖状のアルキレン基がより
好ましく、炭素数１～５の直鎖状のアルキレン基がさらに好ましく、メチレン基またはエ
チレン基が特に好ましい。
　Ｙ２２としては、直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基が好ましく、メチレン基、
エチレン基またはアルキルメチレン基がより好ましい。該アルキルメチレン基におけるア
ルキル基は、炭素数１～５の直鎖状のアルキル基が好ましく、炭素数１～３の直鎖状のア
ルキル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。
　式－［Ｙ２１－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ］ｍ’－Ｙ２２－で表される基において、ｍ’は０～３
の整数であり、０～２の整数であることが好ましく、０または１がより好ましく、１が特
に好ましい。つまり、式－［Ｙ２１－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ］ｍ’－Ｙ２２－で表される基とし
ては、式－Ｙ２１－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｙ２２－で表される基が特に好ましい。なかでも、
式－（ＣＨ２）ａ’－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－（ＣＨ２）ｂ’－で表される基が好ましい。該式
中、ａ’は、１～１０の整数であり、１～８の整数が好ましく、１～５の整数がより好ま
しく、１または２がさらに好ましく、１が最も好ましい。ｂ’は、１～１０の整数であり
、１～８の整数が好ましく、１～５の整数がより好ましく、１または２がさらに好ましく
、１が最も好ましい。
　ヘテロ原子を含む２価の連結基としては、ヘテロ原子として酸素原子を有する直鎖状の
基、例えばエーテル結合またはエステル結合を含む基、が好ましく、前記式－Ｙ２１－Ｏ
－Ｙ２２－、－［Ｙ２１－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ］ｍ’－Ｙ２２－または－Ｙ２１－Ｏ－Ｃ（＝
Ｏ）－Ｙ２２－で表される基がより好ましい。
【００５２】
　上記のなかでも、Ｙ０１の２価の連結基としては、特に、直鎖状もしくは分岐鎖状のア
ルキレン基、２価の脂環式炭化水素基、又はヘテロ原子を含む２価の連結基が好ましい。
これらの中でも、直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキレン基、又はエステル結合（－Ｃ（＝
Ｏ）－Ｏ－）を含む２価の連結基が好ましい。
【００５３】
　式中、Ｘ０１は水素原子、カルボキシ基、シアノ基、アミノ基又はトリアルコキシシリ
ル基であって、トリアルコキシシリル基中のアルコキシ基は前記同様であって、トリアル
コキシシリル基としてはトリメトキシシリル基が好ましい。
式中、Ｙ０２は芳香環を有しない２価の連結基であって、前記Ｙ０１の芳香環を有しない
２価の連結基と同様である。
Ｘ０２のトリアルコキシシリル基は、前記Ｘ０１のトリアルコキシシリル基と同様である
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。
【００５４】
　以下に構成単位（ａ２１）の具体例を示す。式中、Ｒは前記同様である。
【００５５】
【化６】

【００５６】
　構成単位（ａ２１）は１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよ
い。
　構成単位（ａ２）中の構成単位（ａ２１）の割合は、５～１００モル％が好ましく、１
０～１００モル％がより好ましい。すなわち、構成単位（ａ２）は構成単位（ａ２１）の
みからなるものであってもよい。
【００５７】
　（Ａ）成分の質量平均分子量（Ｍｗ）（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（Ｇ
ＰＣ）によるポリスチレン換算基準）は、特に限定されるものではなく、１０００～２０
００００が好ましく、１５００～２０００００がより好ましく、２０００～１５００００
が最も好ましい。この範囲の上限値以下であると、後述するような有機溶剤に十分に溶解
するため、基板への塗布性に優れ、この範囲の下限値以上であると、ポリマーの製造安定
性に優れ、かつ基板への塗布性に優れた組成物となる。
　分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は、特に限定されず、１．０～５．０が好ましく、１．０～３．
０がより好ましく、１．０～２．５が最も好ましい。なお、Ｍｎは数平均分子量を示す。
【００５８】
　（Ａ）成分は、各構成単位を誘導するモノマーを、例えばアゾビスイソブチロニトリル
（ＡＩＢＮ）のようなラジカル重合開始剤を用いた公知のラジカル重合等によって重合さ
せることによって得ることができる。
　また、（Ａ）成分には、上記重合の際に、たとえばＨＳ－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｃ
（ＣＦ３）２－ＯＨのような連鎖移動剤を併用して用いることにより、末端に－Ｃ（ＣＦ

３）２－ＯＨ基を導入してもよい。
　各構成単位を誘導するモノマーは、市販のものを用いてもよく、公知の方法を利用して
合成してもよい。
【００５９】
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　本発明の下地剤において、（Ａ）成分は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用
してもよい。
　本発明の下地剤中、（Ａ）成分の含有量は、下地剤からなる層の所望の膜厚等に応じて
適宜調整すればよい。
【００６０】
［酸発生剤成分；（Ｂ）成分］
　本発明の下地剤は、さらに、酸発生剤成分（Ｂ）（以下、「（Ｂ）成分」ということが
ある。）を含有していてもよい。（Ｂ）成分は、加熱や露光を行うことにより酸を発生す
るものである。（Ｂ）成分は、そのもの自体が酸性を有している必要はなく、熱又は光な
どにより分解し、酸として機能するものであればよい。
【００６１】
　（Ｂ）成分は、特に限定されず、これまで化学増幅型レジスト用の酸発生剤として提案
されているものを用いることができる。
　このような酸発生剤としては、加熱により酸を発生する熱酸発生剤、露光により酸を発
生する光酸発生剤などが挙げられ、これまで、ヨードニウム塩やスルホニウム塩などのオ
ニウム塩系酸発生剤、オキシムスルホネート系酸発生剤、ビスアルキルまたはビスアリー
ルスルホニルジアゾメタン類、ポリ（ビススルホニル）ジアゾメタン類などのジアゾメタ
ン系酸発生剤、ニトロベンジルスルホネート系酸発生剤、イミノスルホネート系酸発生剤
、ジスルホン系酸発生剤など多種のものが知られている。
　これらの酸発生剤成分は、一般的に光酸発生剤（ＰＡＧ）として知られているが、熱酸
発生剤（ＴＡＧ）としても機能する。したがって、本発明において使用可能な酸発生剤成
分としては、従来、化学増幅型レジスト組成物用の酸発生剤として公知のものの中から任
意のものを利用することができる。
　なお、「加熱により酸を発生する熱酸発生剤」とは、具体的には２００℃以下、より好
ましくは５０～１５０℃の加熱により酸を発生する成分を意味する。２００℃以下とする
ことで、酸の発生の制御が容易となる。より好ましくは５０℃以上とすることで、下地剤
中での安定性が良好となる。
【００６２】
　（Ｂ）成分のオニウム塩系酸発生剤としてはアニオン部に、スルホン酸アニオン、カル
ボン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、ビス（アルキルスルホニル）イミドアニオ
ン、及びトリス（アルキルスルホニル）メチドアニオン、フッ素化アンチモン酸イオンか
らなる群より選択される少なくとも一種のアニオン基を有するものが好ましい。
　また、カチオン部には、下記一般式（ｂ－ｃ１）又は一般式（ｂ－ｃ２）で表されるも
のが挙げられる。
【００６３】
【化７】

［式中、Ｒ１”～Ｒ３”，Ｒ５”～Ｒ６”はそれぞれ独立に置換基を有していてもよいア
リール基、アルキル基又はアルケニル基を表す。式（ｂ－ｃ１）におけるＲ１”～Ｒ３”
のうち、いずれか二つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成してもよい。］
【００６４】
　式（ｂ－ｃ１）中、Ｒ１”～Ｒ３”は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよいア
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リール基、アルキル基又はアルケニル基を表す。Ｒ１”～Ｒ３”のうち、いずれか二つが
相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成してもよい。
【００６５】
　Ｒ１”～Ｒ３”のアリール基としては、炭素数６～２０の無置換のアリール基；該無置
換のアリール基の水素原子の一部または全部がアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子
、水酸基、オキソ基（＝Ｏ）、アリール基、アルコキシアルキルオキシ基、アルコキシカ
ルボニルアルキルオキシ基、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ６’、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ７’、－
Ｏ－Ｒ８’等で置換された置換アリール基等が挙げられる。Ｒ６’、Ｒ７’、Ｒ８’は、
それぞれ、炭素数１～２５の直鎖状、分岐鎖状若しくは炭素数３～２０の環状の飽和炭化
水素基、又は、炭素数２～５の直鎖状若しくは分岐鎖状の脂肪族不飽和炭化水素基である
。
　Ｒ１”～Ｒ３”において、無置換のアリール基としては、安価に合成可能なことから、
炭素数６～１０のアリール基が好ましい。具体的には、たとえばフェニル基、ナフチル基
が挙げられる。
　Ｒ１”～Ｒ３”の置換アリール基における置換基としてのアルキル基としては、炭素数
１～５のアルキル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、ｎ－ブチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基であることが最も好ましい。
　置換アリール基における置換基としてのアルコキシ基としては、炭素数１～５のアルコ
キシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、ｉｓｏ－プロポキシ基
、ｎ－ブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基であることが最も好ましい。
　置換アリール基における置換基としてのハロゲン原子としては、フッ素原子が好ましい
。
　置換アリール基における置換基としてのアリール基としては、前記Ｒ１”～Ｒ３”のア
リール基と同様のものが挙げられる。
【００６６】
　置換アリール基におけるアルコキシアルキルオキシ基としては、たとえば、
　　　一般式：－Ｏ－Ｃ（Ｒ４７）（Ｒ４８）－Ｏ－Ｒ４９

［式中、Ｒ４７、Ｒ４８はそれぞれ独立して水素原子または直鎖状もしくは分岐鎖状のア
ルキル基であり、Ｒ４９はアルキル基である。］で表される基が挙げられる。
　Ｒ４７、Ｒ４８において、アルキル基の炭素数は好ましくは１～５であり、直鎖状、分
岐鎖状のいずれでもよく、エチル基、メチル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。
　Ｒ４７、Ｒ４８は、少なくとも一方が水素原子であることが好ましい。特に、一方が水
素原子であり、他方が水素原子またはメチル基であることがより好ましい。
　Ｒ４９のアルキル基としては、好ましくは炭素数が１～１５であり、直鎖状、分岐鎖状
、環状のいずれであってもよい。
　Ｒ４９における直鎖状、分岐鎖状のアルキル基としては、炭素数が１～５であることが
好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ｎ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル
基などが挙げられる。
　Ｒ４９における環状のアルキル基としては、炭素数４～１５であることが好ましく、炭
素数４～１２であることがさらに好ましく、炭素数５～１０が最も好ましい。具体的には
炭素数１～５のアルキル基、フッ素原子またはフッ素化アルキル基で置換されていてもよ
いし、されていなくてもよいモノシクロアルカン、ビシクロアルカン、トリシクロアルカ
ン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから１個以上の水素原子を除いた基
などが挙げられる。モノシクロアルカンとしては、シクロペンタン、シクロヘキサン等が
挙げられる。ポリシクロアルカンとしては、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン
、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン等が挙げられる。中でもアダマンタンから１
個以上の水素原子を除いた基が好ましい。
【００６７】
　置換アリール基におけるアルコキシカルボニルアルキルオキシ基としては、たとえば、
　　　一般式：－Ｏ－Ｒ５０－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ５６
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［式中、Ｒ５０は直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキレン基であり、Ｒ５６は第３級アルキ
ル基である。］で表される基が挙げられる。
　Ｒ５０における直鎖状、分岐鎖状のアルキレン基としては、炭素数が１～５であること
が好ましく、例えば、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、１
，１－ジメチルエチレン基などが挙げられる。
　Ｒ５６における第３級アルキル基としては、２－メチル－２－アダマンチル基、２－エ
チル－２－アダマンチル基、１－メチル－１－シクロペンチル基、１－エチル－１－シク
ロペンチル基、１－メチル－１－シクロヘキシル基、１－エチル－１－シクロヘキシル基
、１－（１－アダマンチル）－１－メチルエチル基、１－（１－アダマンチル）－１－メ
チルプロピル基、１－（１－アダマンチル）－１－メチルブチル基、１－（１－アダマン
チル）－１－メチルペンチル基；１－（１－シクロペンチル）－１－メチルエチル基、１
－（１－シクロペンチル）－１－メチルプロピル基、１－（１－シクロペンチル）－１－
メチルブチル基、１－（１－シクロペンチル）－１－メチルペンチル基；１－（１－シク
ロヘキシル）－１－メチルエチル基、１－（１－シクロヘキシル）－１－メチルプロピル
基、１－（１－シクロヘキシル）－１－メチルブチル基、１－（１－シクロヘキシル）－
１－メチルペンチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、ｔｅｒｔ－ヘキシ
ル基などが挙げられる。
　さらに、前記一般式：－Ｏ－Ｒ５０－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ５６におけるＲ５６を、Ｒ５

６’で置き換えた基も挙げられる。Ｒ５６’は、水素原子、アルキル基、フッ素化アルキ
ル基、又はヘテロ原子を含んでいてもよい脂肪族環式基である。
　Ｒ５６’におけるアルキル基は、前記Ｒ４９のアルキル基と同様のものが挙げられる。
　Ｒ５６’におけるフッ素化アルキル基は、前記Ｒ４９のアルキル基中の水素原子の一部
又は全部がフッ素原子で置換された基が挙げられる。
　Ｒ５６’における、ヘテロ原子を含んでいてもよい脂肪族環式基としては、ヘテロ原子
を含まない脂肪族環式基、環構造中にヘテロ原子を含む脂肪族環式基、脂肪族環式基中の
水素原子がヘテロ原子に置換されたもの等が挙げられる。
　Ｒ５６’について、ヘテロ原子を含まない脂肪族環式基としては、モノシクロアルカン
、ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアル
カンから１個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。モノシクロアルカンとしては
、シクロペンタン、シクロヘキサン等が挙げられる。ポリシクロアルカンとしては、アダ
マンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン等が
挙げられる。中でもアダマンタンから１個以上の水素原子を除いた基が好ましい。
　Ｒ５６’について、環構造中にヘテロ原子を含む脂肪族環式基として具体的には、下記
式（Ｌ１）～（Ｌ６）、（Ｓ１）～（Ｓ４）で表される基等が挙げられる。
　Ｒ５６’について、脂肪族環式基中の水素原子がヘテロ原子に置換されたものとして具
体的には、脂肪族環式基中の水素原子が酸素原子（＝Ｏ）に置換されたもの等が挙げられ
る。
【００６８】
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【化８】

［式中、Ｑ”は炭素数１～５のアルキレン基、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｏ－Ｒ９４－または－
Ｓ－Ｒ９５－であり、Ｒ９４およびＲ９５はそれぞれ独立に炭素数１～５のアルキレン基
であり、ｍは０または１の整数である。］
【００６９】
　－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ６’、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ７’、－Ｏ－Ｒ８’におけるＲ６’
、Ｒ７’、Ｒ８’は、それぞれ、炭素数１～２５の直鎖状、分岐鎖状若しくは炭素数３～
２０の環状の飽和炭化水素基、又は、炭素数２～５の直鎖状若しくは分岐鎖状の脂肪族不
飽和炭化水素基である。
　直鎖状若しくは分岐鎖状の飽和炭化水素基は、炭素数１～２５であり、炭素数１～１５
であることが好ましく、４～１０であることがより好ましい。
　直鎖状の飽和炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル
基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基などが挙げ
られる。
　分岐鎖状の飽和炭化水素基としては、第３級アルキル基を除き、例えば、１－メチルエ
チル基、１－メチルプロピル基、２－メチルプロピル基、１－メチルブチル基、２－メチ
ルブチル基、３－メチルブチル基、１－エチルブチル基、２－エチルブチル基、１－メチ
ルペンチル基、２－メチルペンチル基、３－メチルペンチル基、４－メチルペンチル基な
どが挙げられる。
　前記直鎖状または分岐鎖状の飽和炭化水素基は、置換基を有していてもよい。該置換基
としては、たとえばアルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、酸素
原子（＝Ｏ）、シアノ基、カルボキシ基等が挙げられる。
　前記直鎖状または分岐鎖状の飽和炭化水素基の置換基としてのアルコキシ基としては、
炭素数１～５のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、
ｉｓｏ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基が好ましく、メトキシ基
、エトキシ基が最も好ましい。
　前記直鎖状または分岐鎖状の飽和炭化水素基の置換基としてのハロゲン原子としては、
フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。
　前記直鎖状または分岐鎖状の飽和炭化水素基の置換基としてのハロゲン化アルキル基と
しては、前記直鎖状または分岐鎖状の飽和炭化水素基の水素原子の一部または全部が前記
ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。
　Ｒ６’、Ｒ７’、Ｒ８’における炭素数３～２０の環状の飽和炭化水素基としては、多
環式基、単環式基のいずれでもよく、例えば、モノシクロアルカンから１個の水素原子を
除いた基；ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカン等のポリシク
ロアルカンから１個の水素原子を除いた基などが挙げられる。より具体的には、シクロペ
ンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のモノシクロアルカンや、
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アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン
等のポリシクロアルカンから１個の水素原子を除いた基などが挙げられる。
　該環状の飽和炭化水素基は、置換基を有していてもよい。たとえば当該環状のアルキル
基が有する環を構成する炭素原子の一部がヘテロ原子で置換されていてもよく、当該環状
のアルキル基が有する環に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよい。
　前者の例としては、前記モノシクロアルカンまたはポリシクロアルカンの環を構成する
炭素原子の一部が酸素原子、硫黄原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換された複素シクロ
アルカンから１個以上の水素原子を除いた基が挙げられる。また、前記環の構造中にエス
テル結合（－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－）を有していてもよい。具体的には、γ－ブチロラクトン
から水素原子１つを除いた基等のラクトン含有単環式基や、ラクトン環を有するビシクロ
アルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンから水素原子一つを除いた基等の
ラクトン含有多環式基等が挙げられる。
　後者の例における置換基としては、上述した直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が有し
てもよい置換基として挙げたものと同様のもの、低級アルキル基等が挙げられる。
　また、Ｒ６’、Ｒ７’、Ｒ８’は、直鎖状または分岐鎖状のアルキル基と、環状アルキ
ル基との組み合わせであってもよい。
　直鎖状または分岐鎖状のアルキル基と環状アルキル基との組合せとしては、直鎖状また
は分岐鎖状のアルキル基に置換基として環状のアルキル基が結合した基、環状のアルキル
基に置換基として直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が結合した基等が挙げられる。
　Ｒ６’、Ｒ７’、Ｒ８’における直鎖状の脂肪族不飽和炭化水素基としては、例えば、
ビニル基、プロペニル基（アリル基）、ブチニル基などが挙げられる。
　Ｒ６’、Ｒ７’、Ｒ８’における分岐鎖状の脂肪族不飽和炭化水素基としては、例えば
、１－メチルプロペニル基、２－メチルプロペニル基などが挙げられる。
　該直鎖状若しくは分岐鎖状の脂肪族不飽和炭化水素基は置換基を有していてもよい。該
置換基としては、前記直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が有していてもよい置換基とし
て挙げたものと同様のものが挙げられる。
　Ｒ７’、Ｒ８’においては、上記のなかでも、リソグラフィー特性、レジストパターン
形状が良好であることから、炭素数１～１５の直鎖状若しくは分岐鎖状の飽和炭化水素基
、又は炭素数３～２０の環状の飽和炭化水素基が好ましい。
【００７０】
Ｒ１”～Ｒ３”のアルキル基としては、たとえば、炭素数１～１０の直鎖状、分岐鎖状ま
たは環状のアルキル基等が挙げられる。なかでも、解像性に優れる点から、炭素数１～５
であることが好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピ
ル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｎ－ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、
シクロヘキシル基、ノニル基、デシル基等が挙げられ、解像性に優れ、また安価に合成可
能なことから好ましいものとして、メチル基を挙げることができる。
Ｒ１”～Ｒ３”のアルキル基は、その水素原子の一部または全部が、アルコキシ基、ハロ
ゲン原子、水酸基、オキソ基（＝Ｏ）、アリール基、アルコキシアルキルオキシ基、アル
コキシカルボニルアルキルオキシ基、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ６’、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ
７’、－Ｏ－Ｒ８’等により置換されていてもよい。アルコキシ基、ハロゲン原子、アリ
ール基、アルコキシアルキルオキシ基、アルコキシカルボニルアルキルオキシ基、－Ｃ（
＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ６’、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ７’、－Ｏ－Ｒ８’としては、Ｒ１”～Ｒ３

”のアリール基の置換基と同様である。
【００７１】
Ｒ１”～Ｒ３”のアルケニル基としては、たとえば、炭素数２～１０であることが好まし
く、２～５がより好ましく、２～４がさらに好ましい。具体的には、ビニル基、プロペニ
ル基（アリル基）、ブチニル基、１－メチルプロペニル基、２－メチルプロペニル基など
が挙げられる。
【００７２】
　Ｒ１”～Ｒ３”のうち、いずれか二つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形
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環を形成していることが特に好ましい。
【００７３】
　前記式（ｂ－ｃ１）で表される化合物におけるカチオン部のなかで好適なものとして、
具体的には以下に示すものが挙げられる。
【００７４】
【化９】

【００７５】
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［式中、ｇ１、ｇ２、ｇ３は繰返し数を示し、ｇ１は１～５の整数であり、ｇ２は０～２
０の整数であり、ｇ３は０～２０の整数である。］
【００７６】
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【化１１】

【００７７】
　式（ｃａ－１－４７）中、Ｒdは置換基である。該置換基としては、上記置換アリール
基についての説明のなかで例示した置換基（アルキル基、アルコキシ基、アルコキシアル
キルオキシ基、アルコキシカルボニルアルキルオキシ基、ハロゲン原子、水酸基、オキソ
基（＝Ｏ）、アリール基、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－Ｒ６”、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ７”、－Ｏ
－Ｒ８”）が挙げられる。
【００７８】
　前記式（ｂ－ｃ２）中、Ｒ５”～Ｒ６”は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよ
いアリール基、アルキル基又はアルケニル基を表す。
　Ｒ５”～Ｒ６”のアリール基としては、Ｒ１”～Ｒ３”のアリール基と同様のものが挙
げられる。
　Ｒ５”～Ｒ６”のアルキル基としては、Ｒ１”～Ｒ３”のアルキル基と同様のものが挙
げられる。
　Ｒ５”～Ｒ６”のアルケニル基としては、Ｒ１”～Ｒ３”のアルケニル基と同様のもの
が挙げられる。
　前記式（ｂ－ｃ２）で表される化合物におけるカチオン部の具体例としては、ジフェニ
ルヨードニウム、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウム等が挙げられる。
【００７９】
　本明細書において、オキシムスルホネート系酸発生剤とは、下記一般式（Ｂ－１）で表
される基を少なくとも１つ有する化合物であって、放射線の照射（露光）によって酸を発
生する特性を有するものである。この様なオキシムスルホネート系酸発生剤は、通常、化
学増幅型レジスト組成物用として多用されているもののなかから任意に選択して用いるこ
とができる。
【００８０】
【化１２】

（式（Ｂ－１）中、Ｒ３１、Ｒ３２はそれぞれ独立に有機基を表す。）
【００８１】
　Ｒ３１、Ｒ３２の有機基は、炭素原子を含む基であり、炭素原子以外の原子（たとえば
水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子等）等
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）を有していてもよい。
　Ｒ３１の有機基としては、直鎖状、分岐鎖状若しくは環状のアルキル基またはアリール
基が好ましい。これらのアルキル基、アリール基は置換基を有していてもよい。該置換基
としては、特に制限はなく、たとえばフッ素原子、炭素数１～６の直鎖状、分岐鎖状また
は環状のアルキル基等が挙げられる。ここで、「置換基を有する」とは、アルキル基また
はアリール基の水素原子の一部若しくは全部が置換基で置換されていることを意味する。
　アルキル基としては、炭素数１～２０が好ましく、炭素数１～１０がより好ましく、炭
素数１～８がさらに好ましく、炭素数１～６が特に好ましく、炭素数１～４が最も好まし
い。アルキル基としては、特に、部分的または完全にハロゲン化されたアルキル基（以下
、ハロゲン化アルキル基ということがある）が好ましい。なお、部分的にハロゲン化され
たアルキル基とは、水素原子の一部がハロゲン原子で置換されたアルキル基を意味し、完
全にハロゲン化されたアルキル基とは、水素原子の全部がハロゲン原子で置換されたアル
キル基を意味する。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子等が挙げられ、特にフッ素原子が好ましい。すなわち、ハロゲン化アルキル基は、フッ
素化アルキル基であることが好ましい。
　アリール基は、炭素数４～２０が好ましく、炭素数４～１０がより好ましく、炭素数６
～１０が最も好ましい。アリール基としては、特に、部分的または完全にハロゲン化され
たアリール基が好ましい。なお、部分的にハロゲン化されたアリール基とは、水素原子の
一部がハロゲン原子で置換されたアリール基を意味し、完全にハロゲン化されたアリール
基とは、水素原子の全部がハロゲン原子で置換されたアリール基を意味する。
　Ｒ３１としては、特に、置換基を有さない炭素数１～４のアルキル基、または炭素数１
～４のフッ素化アルキル基が好ましい。
　Ｒ３２の有機基としては、直鎖状、分岐鎖状若しくは環状のアルキル基、アリール基ま
たはシアノ基が好ましい。Ｒ３２のアルキル基、アリール基としては、前記Ｒ３１で挙げ
たアルキル基、アリール基と同様のものが挙げられる。
　Ｒ３２としては、特に、シアノ基、置換基を有さない炭素数１～８のアルキル基、また
は炭素数１～８のフッ素化アルキル基が好ましい。
【００８２】
　ジアゾメタン系酸発生剤のうち、ビスアルキルまたはビスアリールスルホニルジアゾメ
タン類の具体例としては、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｐ－ト
ルエンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（１，１－ジメチルエチルスルホニル）ジアゾメ
タン、ビス（シクロヘキシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（２，４－ジメチルフェニ
ルスルホニル）ジアゾメタン等が挙げられる。
　また、特開平１１－０３５５５１号公報、特開平１１－０３５５５２号公報、特開平１
１－０３５５７３号公報に開示されているジアゾメタン系酸発生剤も好適に用いることが
できる。
　また、ポリ（ビススルホニル）ジアゾメタン類としては、例えば、特開平１１－３２２
７０７号公報に開示されている、１，３－ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホ
ニル）プロパン、１，４－ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）ブタン、
１，６－ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）ヘキサン、１，１０－ビス
（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）デカン、１，２－ビス（シクロヘキシル
スルホニルジアゾメチルスルホニル）エタン、１，３－ビス（シクロヘキシルスルホニル
ジアゾメチルスルホニル）プロパン、１，６－ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメ
チルスルホニル）ヘキサン、１，１０－ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルス
ルホニル）デカンなどを挙げることができる。
【００８３】
　（Ｂ）成分は、上述した酸発生剤を１種単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせ
て用いてもよい。
下地剤が（Ｂ）成分を含有する場合、レジスト組成物中の（Ｂ）成分の含有量は、（Ａ）
成分１００質量部に対して、（Ｂ）成分が熱酸発生剤の場合は、０．５～３０質量部が好
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ましく、１～２０質量部がより好ましい。（Ｂ）成分が光酸発生剤の場合は、０．５～３
０質量部が好ましく、１～２０質量部がより好ましい。上記範囲とすることで本願発明の
効果を十分に得ることができ、（Ｂ）成分の含有量が下限値以上であると、下地剤中の（
Ａ）成分の含有量が低下することがないため好ましい。
【００８４】
　本発明の下地剤には、さらに所望により、混和性のある添加剤、例えば下地剤からなる
層の性能を改良するための付加的樹脂、塗布性を向上させるための界面活性剤、溶解抑制
剤、可塑剤、安定剤、着色剤、ハレーション防止剤、染料、増感剤、塩基増殖剤、塩基性
化合物、イミダゾール等の含窒素塩基性化合物等を適宜、添加含有させることができる。
【００８５】
［有機溶剤；（Ｓ）成分］
　本発明の下地剤は、材料を有機溶剤（以下「（Ｓ）成分」ともいう）に溶解させて製造
することができる。
　（Ｓ）成分としては、使用する各成分を溶解し、均一な溶液とすることができるもので
あればよく、従来、樹脂を主成分とする膜組成物の溶剤として公知のものの中から任意の
ものを１種または２種以上適宜選択して用いることができる。
　例えば、γ－ブチロラクトン等のラクトン類；アセトン、メチルエチルケトン、シクロ
ヘキサノン、メチル－ｎ－ペンチルケトン、メチルイソペンチルケトン、２－ヘプタノン
などのケトン類；エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、
ジプロピレングリコールなどの多価アルコール類；エチレングリコールモノアセテート、
ジエチレングリコールモノアセテート、プロピレングリコールモノアセテート、またはジ
プロピレングリコールモノアセテート等のエステル結合を有する化合物、前記多価アルコ
ール類または前記エステル結合を有する化合物のモノメチルエーテル、モノエチルエーテ
ル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル等のモノアルキルエーテルまたはモノフ
ェニルエーテル等のエーテル結合を有する化合物等の多価アルコール類の誘導体［これら
の中では、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）、プロピ
レングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）が好ましい］；ジオキサンのような環式
エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル（ＥＬ）、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル
、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピ
オン酸エチルなどのエステル類；アニソール、エチルベンジルエーテル、クレジルメチル
エーテル、ジフェニルエーテル、ジベンジルエーテル、フェネトール、ブチルフェニルエ
ーテル、エチルベンゼン、ジエチルベンゼン、ペンチルベンゼン、イソプロピルベンゼン
、トルエン、キシレン、シメン、メシチレン等の芳香族系有機溶剤などを挙げることがで
きる。
　これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、２種以上の混合溶剤として用いてもよい。
　中でも、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）、プロピ
レングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）、シクロヘキサノン、ＥＬが好ましい。
　また、ＰＧＭＥＡと極性溶剤とを混合した混合溶媒も好ましい。その配合比（質量比）
は、ＰＧＭＥＡと極性溶剤との相溶性等を考慮して適宜決定すればよいが、好ましくは１
：９～９：１、より好ましくは２：８～８：２の範囲内とすることが好ましい。たとえば
極性溶剤としてＥＬを配合する場合は、ＰＧＭＥＡ：ＥＬの質量比は、好ましくは１：９
～９：１、より好ましくは２：８～８：２である。また、極性溶剤としてＰＧＭＥを配合
する場合は、ＰＧＭＥＡ：ＰＧＭＥの質量比は、好ましくは１：９～９：１、より好まし
くは２：８～８：２、さらに好ましくは３：７～７：３である。また、極性溶剤としてＰ
ＧＭＥおよびシクロヘキサノンを配合する場合は、ＰＧＭＥＡ：（ＰＧＭＥ＋シクロヘキ
サノン）の質量比は、好ましくは１：９～９：１、より好ましくは２：８～８：２、さら
に好ましくは３：７～７：３である。
　また、（Ｓ）成分として、その他には、ＰＧＭＥＡ、ＥＬ、または前記ＰＧＭＥＡと極
性溶剤との混合溶媒と、γ－ブチロラクトンとの混合溶剤も好ましい。この場合、混合割
合としては、前者と後者の質量比が好ましくは７０：３０～９５：５とされる。
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（Ｓ）成分の使用量は、特に限定されず、基板等に塗布可能な濃度で、塗布膜厚に応じて
適宜設定されるものであるが、一般的には下地剤の固形分濃度が１～２０質量％、好まし
くは２～１５質量％の範囲内となる様に用いられる。
【００８６】
≪ブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法≫
　本発明の第二の態様は、基板上に、上述した第一の態様の下地剤を塗布し、該下地剤か
らなる層を形成する工程（１）と、
　複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む層を前記下地剤からなる層表
面に形成した後、前記ブロックコポリマーを含む層を相分離する工程（２）と、
　前記ブロックコポリマーを含む層のうち、前記ブロックコポリマーを構成する複数種類
のポリマーのうちの少なくとも一種類のポリマーからなる相を選択的に除去する工程（３
）と、を有することを特徴とするブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法（以下
、単に「パターン形成方法」ということがある。）である。
【００８７】
　以下、本発明のパターン形成方法について、図面を参照しながら具体的に説明する。但
し、本発明はこれに限定されるものではない。
【００８８】
　図１は、本発明のパターン形成方法の実施形態例である。
　本実施形態では、まず、基板１上に前記第一の態様の下地剤を塗布して、該下地剤から
なる層２を形成する（工程（１））。次いで、複数種類のブロックが結合したブロックコ
ポリマーを含む層３を、前記下地剤からなる層２の表面に塗布等することにより形成した
後、前記ブロックコポリマーを含む層３を相分離する（工程（２））。最後に、前記ブロ
ックコポリマーを含む層３のうち、前記ブロックコポリマーを構成する複数種類のブロッ
クのうちの少なくとも一種類のブロックからなる相３ａを選択的に除去することにより、
パターンを形成することができる（工程（３））。
【００８９】
［工程（１）］
　基板１としては、下地剤およびブロックコポリマーを塗布する際に溶解あるいは混和す
るものでなければ特に限定されず、電子部品用の基板等として従来公知のものを用いるこ
とができる。
　例えば、シリコンウェーハ、金、銅、クロム、鉄、アルミニウム等の金属からなる金属
基板；前記金属が酸化してなる酸化金属基板；ガラス基板、ポリマーフィルム（ポリエチ
レン、ポリエチレンテレフタラート、ポリイミド、ベンゾシクロブテン等）等が挙げられ
る。工程（２）において、トリアルコキシシリル基を基板相互作用基として有する下地剤
を用いる場合、基板１としてはシリコンウェーハからなるものを用いることが好ましい。
　また、基板１の大きさや形状は、特に限定されるものではない。基板は必ずしも平滑な
表面を有する必要はなく、様々な材質や形状の基板を適宜選択することができる。例えば
、曲面を有する基板、表面が凹凸形状の平板、薄片状などの様々な形状のものまで多様に
用いることができる。
【００９０】
　基板１としては、上述のような基板上に、無機系および／または有機系の膜が設けられ
たものであってもよく、有機系の膜が設けられたものが好ましい。無機系の膜としては、
無機反射防止膜（無機ＢＡＲＣ）が挙げられる。有機系の膜としては、有機反射防止膜（
有機ＢＡＲＣ）が挙げられる。
　無機系の膜は、たとえばシリコン系材料などの無機系の反射防止膜組成物を基板上に塗
工し、焼成等することにより形成できる。
　有機系の膜は、たとえば、当該膜を構成する樹脂成分等を有機溶剤に溶解した有機膜形
成用材料を、基板上にスピンナー等で塗布し、好ましくは２００～３００℃、好ましくは
３０～３００秒間、より好ましくは６０～１８０秒間の加熱条件でベーク処理することに
より形成できる。このとき用いられる有機膜形成用材料は、レジスト膜のような、光や電
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子線に対する感受性を必ずしも必要とするものではなく、該感受性を有するものであって
もよく、有さないものであってもよい。具体的には、半導体素子や液晶表示素子の製造に
おいて一般的に用いられているレジストや樹脂を用いることができる。
　また、ブロックコポリマーからなるパターンを用いて有機膜をエッチングすることによ
り、該パターンを有機膜へ転写し、有機膜パターンを形成できるように、有機膜形成用材
料は、エッチング、特にドライエッチング可能な有機膜を形成できる材料であることが好
ましい。中でも、酸素プラズマエッチング等のエッチングが可能な有機膜を形成できる材
料であることが好ましい。このような有機膜形成用材料としては、従来、有機ＢＡＲＣな
どの有機膜を形成するために用いられている材料であってよい。例えば、ブリューワサイ
エンス社製のＡＲＣシリーズ、ロームアンドハース社製のＡＲシリーズ、東京応化工業社
製のＳＷＫシリーズなどが挙げられる。
　本発明の第一の態様の下地剤は、基板相互作用基を有することから、上記のような有機
系の膜等が設けられた基板１を用いる場合にも、基板１と下地剤からなる層２とを良好に
相互作用させることができ、下地剤からなる層２を強固且つ密着性に優れた膜とすること
ができる。
【００９１】
　また、基板１の表面は、予め洗浄されていてもよい。基板表面を洗浄することにより、
後の中性化反応処理が良好に行える場合がある。
　洗浄処理としては、従来公知の方法を利用でき、例えば酸素プラズマ処理、オゾン酸化
処理、酸アルカリ処理、化学修飾処理等が挙げられる。
【００９２】
　下地剤を、基板１上に塗布して下地剤からなる層２を形成する方法としては、特に限定
されず、従来公知の方法により形成できる。
　たとえば、下地剤を、スピンコート、スピンナーを用いる等の従来公知の方法により基
板１上に塗布して塗膜を形成し、乾燥させることにより、下地剤からなる層２を形成でき
る。
　塗膜の乾燥方法としては、下地剤に含まれる有機溶剤（前記（Ｓ）成分）を揮発させる
ことができればよく、たとえばベークする方法等が挙げられる。
　ベーク温度は、８０～３００℃が好ましく、１００～２７０℃がより好ましく、１２０
～２５０℃がさらに好ましい。ベーク時間は、３０～５００秒間が好ましく、６０～２４
０秒間がより好ましい。
　本発明の下地剤が前記（Ｂ）成分のうち熱により酸を発生する酸発生剤を含有する場合
、上記ベーク時間を短縮した場合であっても、該酸性化合物または酸の作用により良好な
下地剤からなる層２を得ることができる。なお、下地剤が含有する（Ｂ）成分が光酸発生
剤である場合には、ベーク前後に光又は電子線等の照射を行い、酸を発生させてもよい。
照射は常法により行うことができる。
　下地剤からなる層２を基板１表面に設けることによって基板１の表面が中性化され、そ
の上層に設けるブロックコポリマーからなる層３のうち、特定のブロックからなる相のみ
が基板表面に接することを抑制することができる。その結果、ブロックコポリマーを含む
層３の相分離によって、基板表面に対して自在に配向されたシリンダー構造、ドット構造
、ジャイロイド構造等を形成することが可能となる。
【００９３】
　また、工程（１）の終了後、工程（２）の開始前（ブロックコポリマーからなる層３を
形成する前）に、下地剤からなる層２上にパターンが形成されたガイドパターンを予め設
けてもよい。これにより、ガイドパターンの形状・表面特性に応じた相分離構造の配列構
造制御が可能となる。例えば、ガイドパターンがない場合にはランダムな指紋状の相分離
構造が形成されるブロックコポリマーであっても、基板表面にレジスト膜の溝構造を導入
することにより、その溝に沿って配向した相分離構造が得られる。このような原理でガイ
ドパターンを導入してもよい。またガイドパターンの表面が、ブロックコポリマーを構成
するいずれかのポリマーと親和性を備えることにより、基板表面に対して垂直方向に配向
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されたラメラ構造やシリンダー構造からなる相分離構造を形成しやすくすることもできる
。
【００９４】
　具体的には、例えば、基板表面上に、レジスト組成物をスピンナーなどで塗布し、８０
～１５０℃の温度条件下、プレベーク（ポストアプライベーク（ＰＡＢ））を４０～１２
０秒間、好ましくは６０～９０秒間施し、これに例えばＡｒＦ露光装置などにより、Ａｒ
Ｆエキシマレーザー光を所望のマスクパターンを介して選択的に露光した後、８０～１５
０℃の温度条件下、ＰＥＢ（露光後加熱）を４０～１２０秒間、好ましくは６０～９０秒
間施す。次いでこれをアルカリ現像液、例えば０．１～１０質量％テトラメチルアンモニ
ウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）水溶液を用いて現像処理し、好ましくは純水を用いて水リ
ンスを行い、乾燥を行う。また、場合によっては、上記現像処理後にベーク処理（ポスト
ベーク）を行ってもよい。このようにして、マスクパターンに忠実なガイドパターンを形
成することができる。
【００９５】
　ガイドパターンの基板表面（若しくは中性化膜表面）からの高さは、基板表面に形成さ
れるブロックコポリマーを含む層の厚み以上であることが好ましい。ガイドパターンの基
板表面（若しくは中性化膜表面）からの高さは、例えば、ガイドパターンを形成するレジ
スト組成物を塗布して形成されるレジスト膜の膜厚によって適宜調整することができる。
【００９６】
　ガイドパターンを形成するレジスト組成物は、一般的にレジストパターンの形成に用い
られるレジスト組成物やその改変物の中から、ブロックコポリマーを構成するいずれかの
ポリマーと親和性を有するものを適宜選択して用いることができる。当該レジスト組成物
としては、露光部が溶解除去されるポジ型パターンを形成するポジ型レジスト組成物、未
露光部が溶解除去されるネガ型パターンを形成するネガ型レジスト組成物のいずれであっ
てもよいが、ネガ型レジスト組成物であることが好ましい。ネガ型レジスト組成物として
は例えば、酸発生剤と、酸の作用により有機溶剤を含有する現像液への溶解性が減少する
基材成分とを含有し、該基材成分が、酸の作用により分解して極性が増大する構成単位を
有する樹脂成分を含有するレジスト組成物が好ましい。
【００９７】
　また、ガイドパターンが形成された基板表面上にブロックコポリマーの溶液が流し込ま
れた後、相分離を起こすために、熱処理がなされる。このため、ガイドパターンを形成す
るレジスト組成物としては、耐溶剤性と耐熱性に優れたレジスト膜を形成し得るものであ
ることが好ましい。
【００９８】
［工程（２）］
　複数種類のブロックが結合したブロックコポリマーを含む層３を、前記下地剤からなる
層２の上に形成する方法としては特に限定されるものではなく、例えば、ブロックコポリ
マーを含有する組成物を、下地剤からなる層２の上に塗布して形成することができる。塗
布の方法としては、下地剤と同様のものが挙げられる。
　本発明においては、ブロックコポリマーを含む層３の厚さは、相分離が起こるために十
分な厚みであればよく、当該厚さの下限値としては、特に限定されないが、形成される相
分離構造の構造周期サイズ、ナノ構造体の均一性等を考慮すると、５ｎｍ以上であること
が好ましく、１０ｎｍ以上であることがさらに好ましい。
【００９９】
（ブロックコポリマーを含有する組成物）
・ブロックコポリマー
　本発明においてブロックコポリマーとは、同種の構成単位のみが結合した部分構成成分
（ブロック）が、複数結合した高分子である。ブロックコポリマーを構成するブロックの
種類は、２種類であってもよく、３種類以上であってもよい。本発明においては、ブロッ
クコポリマーを構成する複数種類のブロックは、相分離が起こる組み合わせであれば特に
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限定されるものではないが、互いに非相溶であるブロック同士の組み合わせであることが
好ましい。また、ブロックコポリマーを構成する複数種類のブロック中の少なくとも１種
類のブロックからなる相が、他の種類のブロックからなる相よりも、容易に選択的に除去
可能な組み合わせであることが好ましい。
【０１００】
　ブロックコポリマーとしては、例えば、
・スチレン又はその誘導体から誘導される構成単位のブロックと、（α置換）アクリル酸
エステルから誘導される構成単位のブロックと、を結合させたブロックコポリマー；
・スチレン又はその誘導体から誘導される構成単位のブロックと、シロキサン又はその誘
導体から誘導される構成単位のブロックと、を結合させたブロックコポリマー；
・アルキレンオキシドから誘導される構成単位のブロックと、（α置換）アクリル酸エス
テルから誘導される構成単位のブロックと、を結合させたブロックコポリマー等が挙げら
れる。
【０１０１】
　スチレン又はその誘導体から誘導される構成単位、（α置換）アクリル酸エステルから
誘導される構成単位としては、前記同様である。
　シロキサンの誘導体としては、例えば、ジメチルシロキサン、ジエチルシロキサン、ジ
フェニルシロキサン、メチルフェニルシロキサン等が挙げられる。
　アルキレンオキシドとしては、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、イソプロピレ
ンオキシド、ブチレンオキシド等が挙げられる。
【０１０２】
　なかでもブロックコポリマーとしては、スチレン又はその誘導体から誘導される構成単
位のブロックと、（メタ）アクリル酸エステルから誘導される構成単位のブロックと、を
結合させたブロックコポリマーを用いることが好ましい。
　具体的には、ポリスチレン－ポリメチルメタクリレート（ＰＳ－ＰＭＭＡ）ブロックコ
ポリマー、ポリスチレン－ポリエチルメタクリレートブロックコポリマー、ポリスチレン
－（ポリ－ｔ－ブチルメタクリレート）ブロックコポリマー、ポリスチレン－ポリメタク
リル酸ブロックコポリマー、ポリスチレン－ポリメチルアクリレートブロックコポリマー
、ポリスチレン－ポリエチルアクリレートブロックコポリマー、ポリスチレン－（ポリ－
ｔ－ブチルアクリレート）ブロックコポリマー、ポリスチレン－ポリアクリル酸ブロック
コポリマー等が挙げられ、特に、ＰＳ－ＰＭＭＡブロックコポリマーを用いることが好ま
しい。
【０１０３】
　ブロックコポリマーを構成する各ポリマーの質量平均分子量（Ｍｗ）（ゲルパーミエー
ションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算基準）は、相分離を起こすことが可能
な大きさであれば特に限定されるものではないが、５０００～５０００００が好ましく、
５０００～４０００００がより好ましく、５０００～３０００００がさらに好ましい。
　またブロックコポリマーの分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．０～３．０が好ましく、１．０
～１．５がより好ましく、１．０～１．２がさらに好ましい。なお、Ｍｎは数平均分子量
を示す。
【０１０４】
　ブロックコポリマーを含有する組成物には、上記ブロックコポリマー以外に、さらに、
所望により、混和性のある添加剤、例えば下地剤からなる層の性能を改良するための付加
的樹脂、塗布性を向上させるための界面活性剤、溶解抑制剤、可塑剤、安定剤、着色剤、
ハレーション防止剤、染料、増感剤、塩基増殖剤、塩基性化合物等を適宜、添加含有させ
ることができる。
【０１０５】
　・有機溶剤
　ブロックコポリマーを含有する組成物は、上記ブロックコポリマーを有機溶剤に溶解し
て作製することができる。有機溶剤としては、下地剤に用いることができる有機溶剤とし
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て上述した（Ｓ）成分と同様のものを用いることができる。
　ブロックコポリマーを含有する組成物中の有機溶剤の使用量は特に限定されるものでは
なく、塗布可能な濃度で、塗布膜厚に応じて適宜設定されるものであるが、一般的にはブ
ロックコポリマーの固形分濃度が０．２～７０質量％、好ましくは０．２～５０質量％の
範囲内となる様に用いられる。
【０１０６】
　ブロックコポリマーを含む層３の相分離は、ブロックコポリマーを含む層３が形成され
た、下地剤からなる層２を備えた基板１を熱処理し、後工程におけるブロックコポリマー
の選択除去によって基板表面の少なくとも一部が露出するような相分離構造を形成させる
。熱処理の温度は、用いるブロックコポリマーのガラス転移温度以上であり、かつ熱分解
温度未満で行うことが好ましい。例えば、ブロックコポリマーが、ＰＳ－ＰＭＭＡ（Ｍｗ
：４０ｋ－２０ｋ）の場合には、１８０～２７０℃で３０～３６００秒間熱処理を行うこ
とが好ましい。
　また、熱処理は、窒素等の反応性の低いガス中で行われることが好ましい。
【０１０７】
［工程（３）］
　工程（３）では、前記ブロックコポリマーを含む層３のうち、前記ブロックコポリマー
を構成する複数種類のブロックのうちの少なくとも一種類のブロックからなる相３ａを選
択的に除去することにより、パターンを形成する。
　なお、以下において、ブロックコポリマーを構成するブロックのうち、後の工程で選択
的に除去されないブロックをＰＡブロック、選択的に除去されるブロックをＰＢブロック
という。例えば、ＰＳ－ＰＭＭＡブロックコポリマーを含む層を相分離した後、当該層に
対して酸素プラズマ処理や水素プラズマ処理等を行うことにより、ＰＭＭＡからなる相が
選択的に除去される。この場合、ＰＳがＰＡブロックであり、ＰＭＭＡがＰＢブロックで
ある。
　次いで、相分離構造を形成させた後の基板上のブロックコポリマーを含む層のうち、Ｐ

Ｂブロックからなる相中のブロックの少なくとも一部を選択的に除去（低分子量化）する
。予めＰＢブロックの一部を選択的に除去することにより、現像液に対する溶解性を高め
られる結果、ＰＢブロックからなる相がＰＡブロックからなる相よりも選択的に除去しや
すくなる。
【０１０８】
　このような選択的除去処理は、ＰＡブロックに対しては影響せず、ＰＢブロックを分解
除去し得る処理であれば、特に限定されるものではなく、樹脂膜の除去に用いられる手法
の中から、ＰＡブロックとＰＢブロックの種類に応じて、適宜選択して行うことができる
。また、基板表面に予め中性化膜が形成されている場合には、当該中性化膜もＰＢブロッ
クからなる相と同様に除去される。このような除去処理としては、例えば、酸素プラズマ
処理、オゾン処理、ＵＶ照射処理、熱分解処理、及び化学分解処理等が挙げられる。
【０１０９】
　上記の様にしてブロックコポリマーからなる層３の相分離によりパターン３ｂを形成さ
せた基板は、そのまま使用することもできるが、さらに熱処理を行うことにより、基板上
の高分子ナノ構造体の形状を変更することもできる。熱処理の温度は、用いるブロックコ
ポリマーのガラス転移温度以上であり、かつ熱分解温度未満で行うことが好ましい。また
、熱処理は、窒素等の反応性の低いガス中で行われることが好ましい。
【０１１０】
　前記ブロックコポリマーを含む層のパターン形成方法において、選択的に除去される相
（すなわち、ＰＢブロックからなる相）の形状や大きさは、ブロックコポリマーを構成す
る各ブロックの成分比や、ブロックコポリマーの分子量により規定される。例えば、ブロ
ックコポリマー中に占めるＰＢブロックの体積当たりの成分比を比較的小さくすることに
より、ＰＡブロックからなる相中にＰＢブロックからなる相がシリンダー状に存在するシ
リンダー構造を形成させることができる。一方で、ブロックコポリマー中に占めるＰＢブ
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らなる相とＰＢブロックからなる相とが交互に積層されたラメラ構造を形成させることが
できる。また、ブロックコポリマーの分子量を大きくすることにより、各相の大きさを大
きくすることができる。
【実施例】
【０１１１】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。以下の実施例において、実施例４は参考例４とする。また、実施例１、実施例１
０、及び実施例１３は参考例１、参考例１０、及び参考例１３とする。
【０１１２】
[高分子化合物１～９の製造]
　高分子化合物１～９は、各高分子化合物を構成する構成単位を誘導する下記モノマー（
１）～（６）を表１に示すモル比で用い、常法により合成した。得られた高分子化合物の
分子量（Ｍｗ）及び分子量分散量（Ｍｗ／Ｍｎ）を表１に併記する。
【０１１３】
【化１３】

【０１１４】
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【表１】

【０１１５】
【表２】

【０１１６】
［実施例１～１５、比較例１～２］
　まず、表１、２に示す高分子化合物１００質量部と、必要に応じて添加した酸発生剤１
質量部と、含窒素塩基性化合物５質量部と、ＰＧＭＥＡ１２４００質量部とを混合して溶
解し、下地剤を調製した。
　得られた各例の下地剤を、シリコンウェーハ（Ｓｉ基板）上に、スピンナーを用いてそ
れぞれ塗布し、１５０℃にて６０秒ベーク処理を行い、膜厚１０ｎｍの下地剤からなる層
を形成した。
　次に、該層をスピンしながらＰＧＭＥＡを用いて１５秒間リンスを行った後、下地剤か
らなる層の膜厚（ｎｍ）を、ＵＴＦＴＡ－２００（商品名、リソテックジャパン社製）に
より測定した。実施例８、９は１０ｎｍであり、その他は１ｎｍ以下であった。
【０１１７】
　次いで、下地剤からなる層が形成された基板上に、表２に示すブロックコポリマーを含
む、固形分濃度１．８質量％の溶液（溶剤：ＰＧＭＥＡ）をスピンコートし、膜厚６０ｎ
ｍの塗膜を形成した。
　その後、窒素気流下、２４０℃で６０秒間加熱処理を行い、相分離構造を形成させた。
相分離が形成された基板を、ＴＣＡ－３８２２(東京応化工業製)を用いて、酸素プラズマ
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処理（２００ｍＬ／分、４０Ｐａ、４０℃、２００Ｗ、２０秒間）を行ってＰＭＭＡから
なる相を選択的に除去し、得られた基板の表面を走査型電子顕微鏡ＳＥＭＳＵ８０００(
日立ハイテクノロジーズ社製)で観察した。均一なパターン（垂直ラメラ）が観察された
ものを◎、均一なパターン（垂直ラメラ）が形成されていない部分が観察された下地剤を
○、均一なパターン（垂直ラメラ）が観察されなかった下地剤を△として評価した。結果
を表３に示す。
【０１１８】
【表３】

【０１１９】
　表２中の各略号はそれぞれ以下の意味を有する。［］内の数値は配合量（質量部）であ
る。
　（Ａ）－１～（Ａ）－１５：前記高分子化合物１～１５。
　（Ｂ）－１：下記化学式（Ｂ）－１で表される化合物。
　（Ｄ）－１：イミダゾール。
　（ＢＰ）－１：ＰＳ－ＰＭＭＡ（Ｍｗ＝１８０００－１８０００、Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０
７）のブロックコポリマー。
　（ＢＰ）－２：ＰＳ－ＰＭＭＡ（Ｍｗ＝４５０００－２００００、Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０
７）のブロックコポリマー。
【０１２０】

【化１４】

【０１２１】
　上記の結果から、本発明に係る実施例１～１５の下地剤を用いた場合、比較例１～２の
下地剤を用いた場合に比べて、ブロックコポリマーを含む層の相分離により良好なパター
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【符号の説明】
【０１２２】
１…基板、２…下地剤からなる層、３…ブロックコポリマーを含む層、３ａ…ＰＢブロッ
クからなる相、３ｂ…ＰＡブロックからなる相

【図１】
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