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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分（Ａ）を含む液浸露光用ポジ型レジ
スト組成物を用いて基板上にレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を液浸露光する
工程、前記レジスト膜を現像しレジストパターンを形成する工程を含むレジストパターン
形成方法であって、
　前記樹脂成分（Ａ）が、放射線の照射により酸を発生する酸発生基を有する構成単位（
ａ０）を有する高分子化合物（Ａ１）を含有することを特徴とするレジストパターン形成
方法。
【請求項２】
　前記酸発生基がスルホン酸イオンを有する基である請求項１記載のレジストパターン形
成方法。
【請求項３】
　前記構成単位（ａ０）が、α位の炭素原子に結合している水素原子がハロゲン原子、ア
ルキル基又はハロゲン化アルキル基に置換されたものでもよいアクリル酸エステルから誘
導される構成単位である請求項１または２記載のレジストパターン形成方法。
【請求項４】
　前記構成単位（ａ０）が、下記一般式（ａ０－１）
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【化１】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～５の直鎖または分岐状のアルキル基ま
たは炭素数１～５の直鎖または分岐状のハロゲン化アルキル基であり；Ａは２価の有機基
であり；Ｂは１価の有機基であり；Ｘは硫黄原子またはヨウ素原子であり；ｎは１または
２であり；Ｙは少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい直鎖、分
岐または環状のアルキル基である。］
　で表される構成単位である請求項１～３のいずれか一項に記載のレジストパターン形成
方法。
【請求項５】
　前記構成単位（ａ０）が、下記一般式（ａ０－２）
【化２】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～５の直鎖または分岐状のアルキル基ま
たは炭素数１～５の直鎖または分岐状のハロゲン化アルキル基であり；Ｒ１～Ｒ３はそれ
ぞれ独立して炭素数１～２０の直鎖、分岐または環状のアルキル基、もしくは水酸基であ
り；ｏ，ｐ，ｑはそれぞれ独立して０または１～３の整数であり；ｍは１～１０の整数で
ある。アニオン部の水素原子はフッ素置換されていても良い。］
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　で表される構成単位である請求項４記載のレジストパターン形成方法。
【請求項６】
　前記構成単位（ａ０）が、下記一般式（ａ０－３）
【化３】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～５の直鎖または分岐状のアルキル基ま
たは炭素数１～５の直鎖または分岐状のハロゲン化アルキル基であり；ｍは１～１０の整
数である。］
　で表される構成単位である請求項５記載のレジストパターン形成方法。
【請求項７】
　前記構成単位（ａ０）の割合が、高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位に対し、
０．０１モル％以上である請求項１～６のいずれか一項に記載のレジストパターン形成方
法。
【請求項８】
　前記高分子化合物（Ａ１）が、酸解離性溶解抑制基を有する、α位の炭素原子に結合し
ている水素原子がハロゲン原子、アルキル基又はハロゲン化アルキル基に置換されたもの
でもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ１）をさらに有する請求項１～
７のいずれか一項に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項９】
　前記構成単位（ａ１）の割合が、高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位に対し、
１０～８０モル％である請求項８記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１０】
　前記高分子化合物（Ａ１）が、ラクトン含有単環または多環式基を含む、α位の炭素原
子に結合している水素原子がハロゲン原子、アルキル基又はハロゲン化アルキル基に置換
されたものでもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ２）をさらに有する
請求項１～９のいずれか一項に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１１】
　前記構成単位（ａ２）の割合が、高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位に対し、
５～６０モル％である請求項１０記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１２】
　前記高分子化合物（Ａ１）が、極性基含有脂肪族多環式基を含む、α位の炭素原子に結
合している水素原子がハロゲン原子、アルキル基又はハロゲン化アルキル基に置換された
ものでもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ３）をさらに有する請求項
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１～１１のいずれか一項に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１３】
　前記構成単位（ａ３）の割合が、高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位に対し、
５～５０モル％である請求項１２記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１４】
　前記液浸露光用ポジ型レジスト組成物が含窒素有機化合物（Ｄ）を含有する請求項１～
１３のいずれか一項に記載のレジストパターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液浸露光（イマージョン（ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ）リソグラフィー）工程を含
むレジストパターン形成方法に用いられる液浸露光用レジスト組成物およびレジストパタ
ーン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス、液晶デバイス等の各種電子デバイスにおける微細構造の製造には、リ
ソグラフィー法が多用されているが、デバイス構造の微細化に伴って、リソグラフィー工
程におけるレジストパターンの微細化が要求されている。現在では、リソグラフィー法に
より、例えばＡｒＦエキシマレーザーを用いた最先端の領域では、線幅が９０ｎｍ程度の
微細なレジストパターンを形成することが可能となっているが、今後はさらに微細なパタ
ーン形成が要求される。
【０００３】
　このような９０ｎｍより微細なパターン形成を達成させるためには、露光装置とそれに
対応するレジストの開発が第１となる。
　レジストとしては、高解像性が達成される上に、放射線の照射により発生した酸の触媒
反応、連鎖反応が利用でき、量子収率が１以上で、しかも高感度が達成できる化学増幅型
レジストが注目され、盛んに開発が行われている。
　ポジ型の化学増幅型レジストにおいては、主に酸解離性溶解抑制基を有する樹脂が用い
られている。該酸解離性溶解抑制基としては、たとえば、エトキシエチル基等のアセター
ル基、ｔｅｒｔ－ブチル基等の３級アルキル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル基、ｔｅ
ｒｔ－ブトキシカルボニルメチル基などが知られている。また、従来ＡｒＦレジスト組成
物の樹脂成分中の酸解離性溶解抑制基を有する構成単位としては、下記特許文献１に示さ
れるように、（メタ）アクリル酸の３級エステル化合物、例えば２－アルキル－２－アダ
マンチル（メタ）アクリレート等から誘導される構成単位が一般的に用いられている。
　一方、露光装置においては、使用する光源波長の短波長化や、レンズの開口数（ＮＡ）
の大口径化（高ＮＡ化）等が一般的である。たとえば、一般に、レジスト解像性約０．５
μｍでは水銀ランプの主要スペクトルが４３６ｎｍのｇ線が、約０．５～０．３０μｍで
は同じく水銀ランプの主要スペクトルが３６５ｎｍのｉ線が用いられており、約０．３０
～０．１５μｍでは２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザー光が用いられ、約０．１５μｍ
以下では１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザー光が用いられている。また、さらなる微細
化のために、Ｆ２エキシマレーザー（１５７ｎｍ）やＡｒ２エキシマレーザー（１２６ｎ
ｍ）、ＥＵＶ（極端紫外線；１３ｎｍ）、ＥＢ（電子線）、Ｘ線等の使用が検討されてい
る。
　しかし、光源波長の短波長化は高額な新たな露光装置が必要となる。また、高ＮＡ化で
は、解像度と焦点深度幅がトレードオフの関係にあるため、解像度を上げても焦点深度幅
が低下するという問題がある。
【０００４】
　そのような中、液浸露光（イマージョンリソグラフィー）という方法が報告されている
（たとえば、非特許文献１～３参照）。この方法は、露光時に、従来は空気や窒素等の不
活性ガスで満たされているレンズとウェーハ上のレジスト層との間の部分を、空気の屈折
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率よりも大きい屈折率を有する溶媒（液浸媒体）で満たした状態で露光（液浸露光）を行
う方法である。
　このような液浸露光によれば、同じ露光波長の光源を用いても、より短波長の光源を用
いた場合や高ＮＡレンズを用いた場合と同様の高解像性を達成でき、しかも焦点深度幅の
低下もないといわれている。また、液浸露光は、既存の露光装置を用いて行うことができ
る。そのため、液浸露光は、低コストで、高解像性で、かつ焦点深度幅にも優れるレジス
トパターンの形成を実現できると予想され、多額な設備投資を必要とする半導体素子の製
造において、コスト的にも、解像度等のリソグラフィー特性的にも、半導体産業に多大な
効果を与えるものとして大変注目されている。
　現在、液浸媒体としては、主に水が検討されている。
【特許文献１】特開平１０－１６１３１３号公報
【非特許文献１】ジャーナルオブバキュームサイエンステクノロジー（Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｖａｃｕｕｍ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｂ）（米国）、１９
９９年、第１７巻、６号、３３０６－３３０９頁．
【非特許文献２】ジャーナルオブバキュームサイエンステクノロジー（Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｖａｃｕｕｍ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｂ）（米国）、２０
０１年、第１９巻、６号、２３５３－２３５６頁．
【非特許文献３】プロシーディングスオブエスピーアイイ（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏ
ｆ　ＳＰＩＥ）（米国）２００２年、第４６９１巻、４５９－４６５頁．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、液浸露光にはまだまだ未知な点が多く、微細なパターンを実際に使用できるレ
ベルで形成することは、実際には困難である。たとえば、従来のある種のＫｒＦ用レジス
トやＡｒＦ用レジスト組成物を液浸露光に適用したところ、パターンが形成されなかった
り、形成されたとしてもラインパターンのうねりやレジストパターン側壁表面の荒れ（ラ
フネス）、すなわちラインエッジラフネス（ＬＥＲ）が生じるなど、レジストパターン形
状が不十分であった。レジストパターンの微細化がますます進み、高解像性の要望がさら
に高まるなか、かかる形状の問題の改善がさらに重要になっている。
　本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、形状の良好なレジス
トパターンを形成できる液浸露光用レジスト組成物およびレジスト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】
【０００６】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、放射線の照射（露光）により酸を発生する酸発生基を
有する高分子化合物を用いることにより上記課題が解決されることを見出し、本発明を完
成させた。
　すなわち、本発明は、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分（Ａ）を含む
液浸露光用ポジ型レジスト組成物を用いて基板上にレジスト膜を形成する工程、前記レジ
スト膜を液浸露光する工程、前記レジスト膜を現像しレジストパターンを形成する工程を
含むレジストパターン形成方法であって、前記樹脂成分（Ａ）が、放射線の照射により酸
を発生する酸発生基を有する構成単位（ａ０）を有する高分子化合物（Ａ１）を含有する
ことを特徴とするレジストパターン形成方法である。
【０００７】
　なお、以下の説明において、用語の意義は以下の通りである。
　「構成単位」とは、重合体（高分子化合物）を構成するモノマー単位を示す。
　「アクリル酸から誘導される構成単位」とは、アクリル酸のエチレン性二重結合が開裂
して構成される構成単位を意味する。「アクリル酸」は、α位の炭素原子に水素原子が結
合しているアクリル酸のほか、α位の水素原子がハロゲン原子、アルキル基、ハロゲン化
アルキル基等の他の置換基に置換されたものも含む概念とする。
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　「アクリル酸エステルから誘導される構成単位」とは、アクリル酸エステルのエチレン
性二重結合が開裂して構成される構成単位を意味する。「アクリル酸エステル」は、α位
の炭素原子に水素原子が結合しているアクリル酸エステルのほか、α位の水素原子がハロ
ゲン原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基等の他の置換基に置換されたものも含む概
念とする。
　なお、「アクリル酸から誘導される構成単位」、「アクリル酸エステルから誘導される
構成単位」において、「α位（α位の炭素原子）」という場合は、特に断りがない限り、
カルボキシ基が結合している炭素原子のことである。
　「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アルキル基を
包含するものとする。
　「露光」は放射線の照射全般を含む概念とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、形状の良好なレジストパターンを形成できる液浸露光用レジスト組成物
およびレジストパターン形成方法が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
≪液浸露光用レジスト組成物≫
　本発明の液浸露光用レジスト組成物は、酸の作用によりアルカリ可溶性が変化する樹脂
成分（Ａ）（以下、（Ａ）成分という）を含む液浸露光用レジスト組成物であって、前記
樹脂成分（Ａ）が、放射線の照射により酸を発生する酸発生基を有する構成単位（ａ０）
を有する高分子化合物（Ａ１）を含有することを特徴とする。
　本発明の液浸露光用レジスト組成物は、（Ａ）成分がアルカリ不溶性樹脂でありかつ酸
の作用によりアルカリ可溶性が増大する、いわゆるポジ型であってもよく、また、（Ａ）
成分がアルカリ可溶性樹脂であり、酸の作用によりアルカリ不溶性となる、いわゆるネガ
型であってもよい。本発明のレジスト組成物は、好ましくはポジ型である。
　ネガ型の場合、レジスト組成物には、（Ａ）成分と共に架橋剤が配合される。そして、
レジストパターン形成時に、露光（放射線の照射）により高分子化合物（Ａ１）の構成単
位（ａ０）から酸が発生すると、かかる酸が作用し、（Ａ）成分と架橋剤との間で架橋が
起こり、アルカリ不溶性となる。前記架橋剤としては、例えば、通常は、メチロール基ま
たはアルコキシメチル基を有するメラミン、尿素またはグリコールウリルなどのアミノ系
架橋剤が用いられる。
　ポジ型の場合は、（Ａ）成分はいわゆる酸解離性溶解抑制基を有するアルカリ不溶性の
ものであり、露光により高分子化合物（Ａ１）の構成単位（ａ０）から酸が発生すると、
かかる酸が前記酸解離性溶解抑制基を解離させることにより、（Ａ）成分がアルカリ可溶
性となる。
【００１０】
　高分子化合物（Ａ１）は、放射線の照射により酸を発生する酸発生基を有する構成単位
（ａ０）を有するものである。
・構成単位（ａ０）
　酸発生基としては、放射線の照射により酸を発生する基であれば特に限定されず、たと
えば後述する酸発生剤成分（Ｂ）において例示されるような、従来の化学増幅型レジスト
組成物において使用されている公知の酸発生剤から誘導される基が挙げられる。ここで、
「酸発生剤から誘導される基」は、酸発生剤の構造から水素原子を１つ除いた基を意味す
る。
　たとえばオニウム塩系酸発生剤を例に挙げると、オニウム塩系酸発生剤は、後述する式
（ｂ－１）、（ｂ－２）等に示すように、アリール基、アルキル基等の有機基を有するヨ
ードニウムイオン、スルホニウムイオン等のカチオン部と、スルホン酸イオン等のアニオ
ン部とから構成されるものが広く用いられている。オニウム塩系酸発生剤から誘導される
酸発生基としては、かかるオニウム塩系酸発生剤のカチオン部の有機基の水素原子を１つ
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除いた基が挙げられる。
　また、たとえばオキシムスルホネート系酸発生剤を例に挙げると、後述する一般式（Ｂ
－１）の構造を有するオキシムスルホネート系酸発生剤の有機基から水素原子を１つ除い
た基が挙げられる。
【００１１】
　本発明においては、本発明の効果に優れることから、酸発生基がスルホン酸イオンを有
する基であることが好ましい。
　スルホン酸イオンを有する酸発生基としては、上述したオニウム塩系酸発生剤から誘導
される酸発生基においてアニオン部がスルホン酸イオンであるものが挙げられる。かかる
酸発生基においては、放射線の照射によりアニオン部（スルホン酸イオン）が解離し、該
スルホン酸イオンが酸として作用する。
【００１２】
　構成単位（ａ０）は、上記酸発生基を有するものであればその構造は特に限定されない
。特に、１９３ｎｍ以下の波長の光に対する透明性が高く、解像性に優れることから、ア
クリル酸エステルから誘導される構成単位であることが好ましい。なかでも、アクリル酸
エステルから誘導される構成単位のエステル基［－Ｃ（Ｏ）Ｏ－］に酸発生基が結合した
構造（カルボキシ基の水素原子が酸発生基で置換されている構造）が好ましい。
【００１３】
　好ましい構成単位（ａ０）の具体例としては、下記一般式（ａ０－１）で表される構成
単位が挙げられる。
【００１４】

【化１】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
であり；Ａは２価の有機基であり；Ｂは１価の有機基であり；Ｘは硫黄原子またはヨウ素
原子であり；ｎは１または２であり；Ｙは少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換
されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基である。］
【００１５】
　式（ａ０－１）中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低
級アルキル基である。
　Ｒ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、特にフッ素原子が好ましい。
　Ｒの低級アルキル基は、好ましくは炭素数１～５の直鎖または分岐状アルキル基であり
、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、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基などが挙げられる。工
業的にはメチル基が好ましい。
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　Ｒのハロゲン化低級アルキル基は、上記低級アルキル基の水素原子の一部または全部が
ハロゲン原子で置換された基である。ハロゲン化低級アルキル基において、水素原子と置
換されてい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。
　Ｒとしては、これらの中でも、水素原子またはメチル基が好ましい。
【００１６】
　Ａの２価の有機基としては、たとえば、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状の
アルキレン基、炭素数４～２０の芳香族環から２つの水素原子を除いた基等が挙げられ、
これらは、その炭素原子が酸素原子等のヘテロ原子で置換されていてもよい。より好まし
くは、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状または環状のアルキレン基（たとえばメチレン基
、エチレン基、プロピレン基、シクロへキシレン基等）、炭素数６～１５の芳香環から２
つの水素原子を除いた基（たとえばフェニレン基、ナフチレン基等）である。
　これらのアルキレン基または芳香環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、例えば炭素数１～２０の直鎖状または分岐状のアルキル基、水酸基等が
挙げられ、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、デカニル基等が挙げられる。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。
【００１７】
　Ｂの１価の有機基としては、たとえば、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状の
アルキル基、炭素数４～２０の芳香環から１つの水素原子を除いた基等が挙げられ、これ
らは、その炭素原子が酸素原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換されていてもよい。より
好ましくは、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基（たとえばメチル
基、エチル基、プロピレン基、シクロへキシレン基等）、炭素数６～１５の芳香環から１
つの水素原子を除いた基（たとえばフェニル基、ナフチル基等）である。
　これらのアルキル基または芳香環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、例えば上記Ａにおいて置換基として挙げたのと同様の、炭素数１～２０の
直鎖状、分岐状または環状のアルキル基等が挙げられる。
【００１８】
　Ｘは硫黄原子またはヨウ素原子であり、より好ましくは硫黄原子である。
　ｎは１または２であり、Ｘが硫黄原子である場合はｎ＝２であり、Ｘがヨウ素原子であ
る場合はｎ＝１である。
　Ｙの直鎖、分岐または環状のアルキル基としては、炭素数が１～１０であることが好ま
しく、より好ましくは炭素数１～８、さらに好ましくは炭素数１～４である。該アルキル
基は少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換されていてもよく、特に、全ての水素
原子がフッ素原子で置換されていることが好ましい。Ｙとしては、特に、全ての水素原子
がフッ素原子で置換された直鎖状のアルキル基が好ましい。
【００１９】
　構成単位（ａ０）としては、特に、下記一般式（ａ０－２）で表される構成単位が本発
明の効果に優れることから好ましい。
【００２０】
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【化２】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
であり；Ｒ１～Ｒ３はそれぞれ独立して炭素数１～２０の直鎖、分岐または環状のアルキ
ル基、もしくは水酸基であり；ｏ，ｐ，ｑはそれぞれ独立して０または１～３の整数であ
り；ｍは１～１０の整数である。アニオン部の水素原子はフッ素置換されていても良い。
］
【００２１】
　式（ａ０－２）中、Ｒは上記式（ａ０－１）のＲと同様である。
　Ｒ１～Ｒ３の炭素数１～２０の直鎖、分岐または環状のアルキル基としては、上記Ａの
説明において、アルキル基または芳香環が有していてもよい置換基として例示したアルキ
ル基と同様のものが挙げられる。
　ｏ，ｐ，ｑはそれぞれ独立して０または１～３の整数であり、中でも、ｏが２でありｐ
，ｑが０であることがより好ましい。
　ｍは１～１０の整数であり、１～８の整数であることが好ましく、１～４の整数がより
好ましく、１または４であることが工業上合成が容易であることから最も好ましい。
　また、アニオン部（ＣｍＨ２ｍ＋１ＳＯ３

－）において、ＣｍＨ２ｍ＋１で表されるア
ルキル基としては、直鎖状でも分岐状でもよく、好ましくは直鎖状のアルキル基、たとえ
ばメチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル
基、ｎ－ヘプチル基、ｎ－オクチル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシル基等が挙げられる。ま
た、該アルキル基の水素原子は５０％以上、好ましくは８０％以上、最も好ましくは１０
０％フッ素置換されていても良い。
【００２２】
　前記構成単位（ａ０）として、具体的には、たとえば下記一般式（ａ０－３）、（ａ０
－４）で表される構成単位が例示でき、特に一般式（ａ０－３）で表される構成単位が好
ましい。
【００２３】
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【化３】

［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
であり；ｍは１～１０の整数である。］
【００２４】
　構成単位（ａ０）を誘導するモノマーは、たとえばアクリル酸クロライドと、該アクリ
ル酸クロライドと反応可能な酸発生剤（たとえばカチオン部に水酸基を有するオニウム塩
）とのエステル化反応等より容易に合成することができる。
【００２５】
　構成単位（ａ０）としては、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。
　高分子化合物（Ａ１）中、構成単位（ａ０）の割合は、当該高分子化合物（Ａ１）を構
成する全構成単位に対し、本発明の効果のためには、０．０１モル％以上であることが好
ましく、０．１モル％以上がより好ましく、１モル％以上がさらに好ましい。また、上限
値としては、他の構成単位とのバランスを考慮すると、７０モル％以下であることが好ま
しく、５０モル％以下がより好ましく、３０モル％以下がさらに好ましく、１５モル％以
下であることが最も好ましい。
【００２６】
・構成単位（ａ１）
　高分子化合物（Ａ１）は、本発明の液浸用レジスト組成物がポジ型である場合、酸解離
性溶解抑制基を有するアクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ１）を有すること
が好ましい。
　構成単位（ａ１）において、アクリル酸エステルのα－位の置換基としては、上記構成
単位（ａ０）のα－位の置換基と同様のものが挙げられる。
【００２７】
　構成単位（ａ１）における酸解離性溶解抑制基は、解離前は高分子化合物（Ａ１）全体
をアルカリ不溶とするアルカリ溶解抑制性を有するとともに、解離後はこの高分子化合物
（Ａ１）全体をアルカリ可溶性へ変化させるものであれば、これまで、化学増幅型レジス
ト用のベース樹脂の酸解離性溶解抑制基として提案されているものを使用することができ
る。一般的には、（メタ）アクリル酸のカルボキシ基と、環状または鎖状の第３級アルキ
ルエステルを形成する基、または環状または鎖状のアルコキシアルキルエステルを形成す
る基などが広く知られている。なお、「（メタ）アクリル酸エステル」とは、アクリル酸
エステルと、メタクリル酸エステルの一方あるいは両方を意味する。
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【００２８】
　ここで、第３級アルキルエステルとは、カルボキシ基の水素原子が、アルキル基または
シクロアルキル基で置換されることによりエステルを形成しており、そのカルボニルオキ
シ基（－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－）の末端の酸素原子に、前記アルキル基またはシクロアルキル基
の第３級炭素原子が結合している構造を示す。この第３級アルキルエステルにおいては、
酸が作用すると、酸素原子と第３級炭素原子との間で結合が切断される。
　なお、前記アルキル基またはシクロアルキル基は置換基を有していてもよい。
　以下、カルボキシ基と第３級アルキルエステルを構成することにより、酸解離性となっ
ている基を、便宜上、「第３級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基」という。
　また、環状または鎖状のアルコキシアルキルエステルとは、カルボキシ基の水素原子が
アルコキシアルキル基で置換されることによりエステルを形成しており、そのカルボニル
オキシ基（－Ｃ（Ｏ）－Ｏ―）の末端の酸素原子に前記アルコキシアルキル基が結合して
いる構造を示す。このアルコキシアルキルエステルにおいては、酸が作用すると、酸素原
子とアルコキシアルキル基との間で結合が切断される。
【００２９】
　構成単位（ａ１）としては、下記一般式（ａ１－０－１）で表される構成単位と、下記
一般式（ａ１－０－２）で表される構成単位からなる群から選ばれる１種以上を用いる事
が好ましい。
【００３０】
【化４】

（式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
を示し；Ｘ１は酸解離性溶解抑制基を示す。）
【００３１】
【化５】

（式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
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を示し；Ｘ２は酸解離性溶解抑制基を示し；Ｙ２は脂肪族環式基を示す。）
【００３２】
　一般式（ａ１－０－１）において、Ｒについては上記式（ａ０－１）におけるＲと同様
である。
　Ｘ１は、酸解離性溶解抑制基であれば特に限定することはなく、例えばアルコキシアル
キル基、第３級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基などを挙げることができ、第３級
アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基が好ましい。第３級アルキルエステル型酸解離性
溶解抑制基としては、脂肪族分岐鎖状酸解離性溶解抑制基、脂肪族環式基を含有する酸解
離性溶解抑制基が挙げられる。
　ここで、本特許請求の範囲および明細書における「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。「脂肪
族環式基」は、芳香性を持たない単環式基または多環式基であることを示す。
　構成単位（ａ１）における「脂肪族環式基」は、置換基を有していてもよいし、有して
いなくてもよい。置換基としては、炭素数１～５の低級アルキル基、フッ素原子、フッ素
原子で置換された炭素数１～５のフッ素化低級アルキル基、酸素原子（＝Ｏ）、等が挙げ
られる。
　「脂肪族環式基」の置換基を除いた基本の環の構造は、炭素および水素からなる基（炭
化水素基）であることに限定はされないが、炭化水素基であることが好ましい。また、「
炭化水素基」は飽和または不飽和のいずれでもよいが、通常は飽和であることが好ましい
。好ましくは多環式基である。
　このような脂肪族環式基の具体例としては、例えば、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を例示できる。具体的には、シクロペンタン、シクロヘキ
サン等のモノシクロアルカンや、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。
　そして、脂肪族分岐鎖状酸解離性溶解抑制基としては、具体的にはｔｅｒｔ－ブチル基
、ｔｅｒｔ－アミル基等が挙げられる。
　また、脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基としては、例えばシクロアルキル基
の環骨格上に第３級炭素原子を有する基を挙げることができ、具体的には２－メチル－ア
ダマンチル基や、２－エチルアダマンチル基等が挙げられる。あるいは、下記一般式で示
す構成単位の様に、アダマンチル基の様な脂肪族環式基と、これに結合する、第３級炭素
原子を有する分岐鎖状アルキレン基とを有する基が挙げられる。
【００３３】
【化６】
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［式中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ１５、Ｒ１６はアルキル基（直鎖、分岐鎖状のいずれ
でもよく、好ましくは炭素数１～５である）を示す。］
【００３４】
　また、前記アルコキシアルキル基としては、下記一般式で示される基が好ましい。
【００３５】
【化７】

（式中、Ｒ２１、Ｒ２２はそれぞれ独立してアルキル基または水素原子であり、Ｒ２３は
アルキル基またはシクロアルキル基である。または、Ｒ２１とＲ２３の末端が結合して環
を形成していてもよい。）
【００３６】
　Ｒ２１、Ｒ２２において、アルキル基の炭素数は好ましくは１～１５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。
特にＲ２１、Ｒ２２の一方が水素原子で、他方がメチル基であることが好ましい。
　Ｒ２３はアルキル基またはシクロアルキル基であり、炭素数は好ましくは１～１５であ
り、直鎖状、分岐鎖状または環状のいずれでもよい。Ｒ２３が直鎖状、分岐鎖状の場合は
炭素数１～５であることが好ましく、エチル基、メチル基がさらに好ましく、特にエチル
基が最も好ましい。
　Ｒ２３が環状の場合は炭素数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を例示できる。具体的には、シクロペンタン、
シクロヘキサン等のモノシクロアルカンや、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。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。
　また、上記式においては、Ｒ２１およびＲ２３がそれぞれ独立に炭素数１～５のアルキ
レン基であってＲ２３の末端とＲ２１の末端とが結合していてもよい。
　この場合、Ｒ２１とＲ２３と、Ｒ２３が結合した酸素原子と、該酸素原子およびＲ２１

が結合した炭素原子とにより環式基が形成されている。該環式基としては、４～７員環が
好ましく、４～６員環がより好ましい。該環式基の具体例としては、テトラヒドロピラニ
ル基、テトラヒドロフラニル基等が挙げられる。
【００３７】
　一般式（ａ１－０－２）において、Ｒについては上記と同様である。Ｘ２については、
式（ａ１－０－１）中のＸ１と同様である。
 Ｙ２は２価の脂肪族環式基である。Ｙ２は２価の脂肪族環式基であるから、水素原子が
２個以上除かれた基が用いられる以外は、前記式（ａ１－０－１）の説明においての「脂
肪族環式基」の説明と同様のものを用いることができる。
【００３８】
　構成単位（ａ１）として、より具体的には、下記一般式（ａ１－１）～（ａ１－４）で



(14) JP 4597655 B2 2010.12.15

10

20

30

40

表される構成単位が挙げられる。
【００３９】
【化８】

［上記式中、Ｘ’は第３級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基を表し、Ｙは炭素数１
～５の低級アルキル基、または脂肪族環式基を表し；ｎは０または１～３の整数を表し；
ｍは０または１を表し；Ｒは前記と同じであり、Ｒ１’、Ｒ２’はそれぞれ独立して水素
原子または炭素数１～５の低級アルキル基を表す。］
【００４０】
　前記Ｒ１’、Ｒ２’は好ましくは少なくとも１つが水素原子であり、より好ましくは共
に水素原子である。ｎは好ましくは０または１である。
【００４１】
　Ｘ’は前記Ｘ１において例示した第３級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基と同様
のものである。
　Ｙの脂肪族環式基については、前記式（ａ１－０－１）の説明においての「脂肪族環式
基」の説明において例示したものと同様のものが挙げられる。
【００４２】
　以下に、上記一般式（ａ１－１）～（ａ１－４）で表される構成単位の具体例を示す。
【００４３】
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【化９】

【００４４】
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【化１０】

【００４５】
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【００４６】
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【００４７】
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【化１３】

【００４８】
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【化１４】

【００４９】
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【化１５】

【００５０】
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【化１６】

【００５１】
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【化１７】

【００５２】
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【化１８】

【００５３】
　構成単位（ａ１）としては、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。その中でも、一般式（ａ１－１）で表される構成単位が好ましく、具体的には
（ａ１－１－１）～（ａ１－１－６）または（ａ１－１－３５）～（ａ１－１－４１）で
表される構成単位から選ばれる少なくとも１種を用いることがより好ましい。
　さらに、構成単位（ａ１）としては、特に式（ａ１－１－１）～式（ａ１－１－４）の
構成単位を包括する下記一般式（ａ１－１－０１）で表されるものや、式（ａ１－１－３
６）、（ａ１－１－３８）、（ａ１－１－３９）及び（ａ１－１－４１）の構成単位を包
括する下記一般式（ａ１－１－０２）も好ましい。



(25) JP 4597655 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

【００５４】
【化１９】

（式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
を示し、Ｒ１１は低級アルキル基を示す。）
【００５５】
【化２０】

（式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
を示し、Ｒ１２は低級アルキル基を示す。ｈは１～３の整数を表す）
【００５６】
　一般式（ａ１－１－０１）において、Ｒについては上記と同様である。Ｒ１１の低級ア
ルキル基はＲにおける低級アルキル基と同様であり、メチル基又はエチル基が好ましい。
【００５７】
　一般式（ａ１－１－０２）において、Ｒについては上記と同様である。Ｒ１２の低級ア
ルキル基はＲにおける低級アルキル基と同様であり、メチル基又はエチル基が好ましく、
エチル基が最も好ましい。ｈは１又は２が好ましく、２が最も好ましい。
【００５８】
　高分子化合物（Ａ１）中、構成単位（ａ１）の割合は、高分子化合物（Ａ１）を構成す
る全構成単位に対し、１０～８０モル％が好ましく、２０～７０モル％がより好ましく、
２５～５０モル％がさらに好ましい。下限値以上とすることによって、レジスト組成物と
した際にパターンを得ることができ、上限値以下とすることにより他の構成単位とのバラ
ンスをとることができる。
【００５９】
・構成単位（ａ２）
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　高分子化合物（Ａ１）は、前記構成単位（ａ０）に加えて、または前記構成単位（ａ０
）および（ａ１）に加えて、さらに、ラクトン含有単環または多環式基を含むアクリル酸
エステルから誘導される構成単位（ａ２）を有することが好ましい。
　構成単位（ａ２）において、アクリル酸エステルのα－位の置換基としては、上記構成
単位（ａ０）のα－位の置換基と同様のものが挙げられる。
　構成単位（ａ２）のラクトン含有単環または多環式基は、高分子化合物（Ａ１）をレジ
スト膜の形成に用いた場合に、レジスト膜の基板への密着性を高めたり、現像液との親水
性を高めたりするうえで有効なものである。
　ここで、ラクトン含有単環または多環式基とは、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－構造を含むひとつの
環（ラクトン環）を含有する環式基を示す。ラクトン環をひとつの目の環として数え、ラ
クトン環のみの場合は単環式基、さらに他の環構造を有する場合は、その構造に関わらず
多環式基と称する。
【００６０】
　構成単位（ａ２）としては、このようなラクトンの構造（－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－）と環基と
を共に持てば、特に限定されることなく任意のものが使用可能である。
　具体的には、ラクトン含有単環式基としては、γ－ブチロラクトンから水素原子１つを
除いた基が挙げられる。また、ラクトン含有多環式基としては、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
が挙げられる。特に、以下のような構造式を有するラクトン含有トリシクロアルカンから
水素原子を１つを除いた基が、工業上入手し易いなどの点で有利である。
【００６１】

【化２１】

【００６２】
　構成単位（ａ２）の例として、より具体的には、下記一般式（ａ２－１）～（ａ２－５
）で表される構成単位が挙げられる。
【００６３】
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［式中、Ｒは水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基またはハロゲン化低級アルキル基
であり、Ｒ’は水素原子、低級アルキル基、または炭素数１～５のアルコキシ基であり、
ｍは０または１の整数である。］
【００６４】
　一般式（ａ２－１）～（ａ２－５）におけるＲは上記と同じである。
　一般式（ａ２－１）～（ａ２－５）中、Ｒ’の低級アルキル基としては、Ｒの低級アル
キル基と同じである。Ｒ’は、工業上入手が容易であること等を考慮すると、水素原子が
好ましい。
【００６５】
　前記一般式（ａ２－１）～（ａ２－５）の具体的な構成単位を例示する。
【００６６】
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【００６７】
【化２４】

【００６８】
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【化２５】

【００６９】
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【００７０】
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【化２７】

【００７１】
　一般式（ａ２－１）～（ａ２－５）中、Ｒ’は、工業上入手が容易であること等を考慮
すると、水素原子が好ましい。
　これらの中でも、一般式（ａ２－１）～（ａ２－５）から選択される少なくとも１種以
上を用いることが好ましく、一般式（ａ２－１）～（ａ２－３）から選択される少なくと
も１種以上を用いることが好ましい。具体的には、化学式（ａ２－１－１）、（ａ２－１
－２）、（ａ２－２－１）、（ａ２－２－２）、（ａ２－３－１）、（ａ２－３－２）、
（ａ２－３－９）及び（ａ２－３－１０）から選択される少なくとも１種以上を用いるこ
とが好ましい。
【００７２】
　高分子化合物（Ａ１）において、構成単位（ａ２）としては、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。
　高分子化合物（Ａ１）中の構成単位（ａ２）の割合は、高分子化合物（Ａ１）を構成す
る全構成単位の合計に対して、５～６０モル％が好ましく、１０～５０モル％がより好ま
しく、２０～５０モル％がさらに好ましい。下限値以上とすることにより構成単位（ａ２
）を含有させることによる効果が充分に得られ、上限値以下とすることにより他の構成単
位とのバランスをとることができる。
【００７３】
・構成単位（ａ３）
　高分子化合物（Ａ１）は、前記構成単位（ａ０）に加えて、または前記構成単位（ａ０
）および（ａ１）に加えて、または前記構成単位（ａ０）、（ａ１）および（ａ２）に加
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構成単位（ａ３）を有していてもよい。構成単位（ａ３）を有することにより、（Ａ）成
分の親水性が高まり、現像液との親和性が高まって、露光部でのアルカリ溶解性が向上し
、解像性の向上に寄与する。
【００７４】
　構成単位（ａ２）において、アクリル酸エステルのα－位の置換基としては、上記構成
単位（ａ０）のα－位の置換基と同様のものが挙げられる。
　極性基としては、水酸基、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基の水素原子の一部がフ
ッ素原子で置換されたヒドロキシアルキル基等が挙げられ、特に水酸基が好ましい。
　脂肪族炭化水素基としては、炭素数１～１０の直鎖状または分岐状の炭化水素基（好ま
しくはアルキレン基）や、多環式の脂肪族炭化水素基（多環式基）が挙げられる。該多環
式基としては、例えばＡｒＦエキシマレーザー用レジスト組成物用の樹脂において、多数
提案されているものの中から適宜選択して用いることができる。
　その中でも、水酸基、シアノ基、カルボキシ基、またはアルキル基の水素原子の一部が
フッ素原子で置換されたヒドロキシアルキル基を含有する脂肪族多環式基を含み、かつア
クリル酸エステルから誘導される構成単位がより好ましい。該多環式基としては、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から１個以上の水素原子を
除いた基などを例示できる。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。この様な多環式基は、ＡｒＦエキシマレーザー用レジ
スト組成物用のポリマー（樹脂成分）において、多数提案されているものの中から適宜選
択して用いることができる。これらの多環式基の中でも、アダマンタンから２個以上の水
素原子を除いた基、ノルボルナンから２個以上の水素原子を除いた基、テトラシクロドデ
カンから２個以上の水素原子を除いた基が工業上好ましい。
【００７５】
　構成単位（ａ３）としては、極性基含有脂肪族炭化水素基における炭化水素基が炭素数
１～１０の直鎖状または分岐状の炭化水素基のときは、アクリル酸のヒドロキシエチルエ
ステルから誘導される構成単位が好ましく、該炭化水素基が多環式基のときは、下記式（
ａ３－１）で表される構成単位、（ａ３－２）で表される構成単位、（ａ３－３）で表さ
れる構成単位が好ましいものとして挙げられる。
【００７６】
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【化２８】

（式中、Ｒは前記に同じであり、ｊは１～３の整数であり、ｋは１～３の整数であり、ｔ
’は１～３の整数であり、ｌは１～５の整数であり、ｓは１～３の整数である。）
【００７７】
　式（ａ３－１）中、ｊは１又は２であることが好ましく、１であることがさらに好まし
い。ｊが２の場合は、水酸基がアダマンチル基の３位と５位に結合しているものが好まし
い。ｊが１の場合は、水酸基がアダマンチル基の３位に結合しているものが好ましい。
ｊは１であることが好ましく、特に水酸基がアダマンチル基の３位に結合しているものが
好ましい。
【００７８】
　式（ａ３－２）中、ｋは１であることが好ましい。シアノ基はノルボルニル基の５位ま
たは６位に結合していることが好ましい。
【００７９】
　式（ａ３－３）中、ｔ’は１であることが好ましい。ｌは１であることが好ましい。s
は１であることが好ましい。これらはアクリル酸のカルボキシ基の末端に２－ノルボルニ
ル基または３－ノルボルニル基が結合していることが好ましい。フッ素化アルキルアルコ
ールはノルボルニル基の５又は６位に結合していることが好ましい。
【００８０】
　構成単位（ａ３）としては、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。
　高分子化合物（Ａ１）が構成単位（ａ３）を有する場合、高分子化合物（Ａ１）中、構
成単位（ａ３）の割合は、当該高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位に対し、５～
５０モル％であることが好ましく、さらに好ましくは１５～４５モル％、最も好ましくは
１５～３５モル％である。
【００８１】
　本発明において、高分子化合物（Ａ１）は、これらの構成単位（ａ０）～（ａ３）を全
て有する共重合体であることが、本発明の効果に優れることから好ましく、特に構成単位
（ａ０）～（ａ３）からなる共重合体であることが好ましい。
【００８２】
・構成単位（ａ４）
　高分子化合物（Ａ１）は、本発明の効果を損なわない範囲で、上記構成単位（ａ０）～
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（ａ３）以外の他の構成単位（ａ４）を含んでいてもよい。
　構成単位（ａ４）は、上述の構成単位（ａ０）～（ａ３）に分類されない他の構成単位
であれば特に限定するものではなく、ＡｒＦエキシマレーザー用、ＫｒＦポジエキシマレ
ーザー用（好ましくはＡｒＦエキシマレーザー用）等のレジスト用樹脂に用いられるもの
として従来から知られている多数のものが使用可能である。
　構成単位（ａ４）としては、例えば酸非解離性の脂肪族多環式基を含み、かつアクリル
酸エステルから誘導される構成単位などが好ましい。
　構成単位（ａ４）において、アクリル酸エステルのα－位の置換基としては、上記構成
単位（ａ０）のα－位の置換基と同様のものが挙げられる。
　構成単位（ａ４）における多環式基は、例えば、前記の構成単位（ａ１）の場合に例示
したものと同様のものを例示することができ、ＡｒＦエキシマレーザー用、ＫｒＦエキシ
マレーザー用（好ましくはＡｒＦエキシマレーザー用）等のレジスト組成物の樹脂成分に
用いられるものとして従来から知られている多数のものが使用可能である。
　特にトリシクロデカニル基、アダマンチル基、テトラシクロドデカニル基、イソボルニ
ル基、ノルボルニル基から選ばれる少なくとも１種以上であると、工業上入手し易いなど
の点で好ましい。これらの多環式基は、炭素数１～５の直鎖又は分岐状のアルキル基で置
換されていてもよい。
　構成単位（ａ４）として、具体的には、下記一般式（ａ４－１）～（ａ４－５）の構造
のものを例示することができる。
【００８３】
【化２９】

（式中、Ｒは前記と同じである。）
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【００８４】
　かかる構成単位（ａ４）は、高分子化合物（Ａ１）の必須成分ではないが、これを高分
子化合物（Ａ１）に含有させる際には、高分子化合物（Ａ１）を構成する全構成単位の合
計に対して、構成単位（ａ４）を１～３０モル％、好ましくは１０～２０モル％含有させ
ると好ましい。
【００８５】
　高分子化合物（Ａ１）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、高分子化合物（Ａ１）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（ＣＦ３）２－ＯＨ基を導入してもよい。このように、アルキル基の水素原子の一部
がフッ素原子で置換されたヒドロキシアルキル基が導入された共重合体は、現像欠陥の低
減やＬＥＲ（ラインエッジラフネス：ライン側壁の不均一な凹凸）の低減に有効である。
【００８６】
　高分子化合物（Ａ１）の質量平均分子量（Ｍｗ）（ゲルパーミネ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、特に限定するものではないが、２０００～３０
０００が好ましく、５０００～２００００がより好ましく、７０００～１５０００が本発
明の効果の点から最も好ましい。
　また分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．０～５．０が好ましく、１．０～３．０がより好まし
く、１．０～２．０が最も好ましい。
【００８７】
　（Ａ）成分中、高分子化合物（Ａ１）の割合は、本発明の効果のためには、好ましくは
５０質量％以上、より好ましくは８０～１００質量％であり、最も好ましくは１００質量
％である。
【００８８】
　高分子化合物（Ａ１）においては、放射線の照射により構成単位（ａ０）から酸（たと
えばスルホン酸イオン）が発生する。そのため、高分子化合物（Ａ１）は、従来の化学増
幅型レジストにおけるベース樹脂成分（露光によりアルカリ溶解性が変化する樹脂成分）
としての機能と、酸発生剤としての機能とを兼ね備えており、それ自体でレジスト組成物
を構成することができる。
【００８９】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物において、（Ａ）成分は、高分子化合物（Ａ１）以
外に、さらに、前記構成単位（ａ０）を有さない高分子化合物（Ａ２）を含有してもよい
。
　高分子化合物（Ａ２）としては、構成単位（ａ０）を有していないものであれば特に限
定されないが、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂が好ましい。酸の作用によ
りアルカリ可溶性が増大する樹脂としては、従来、化学増幅型ポジ型レジスト用の樹脂成
分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。
【００９０】
　高分子化合物（Ａ２）として、より具体的には、前記構成単位（ａ１）、（ａ２）およ
び／または（ａ３）を有する高分子化合物（以下、高分子化合物（Ａ２－１）という）が
挙げられる。
　高分子化合物（Ａ２－１）中、構成単位（ａ１）の割合は、高分子化合物（Ａ２－１）
の全構成単位の合計に対して、５～８０モル％が好ましく、１０～７０モル％がより好ま
しい。また、構成単位（ａ３）の割合は、高分子化合物（Ａ２－１）の全構成単位の合計
に対して、５～５０モル％が好ましく、１０～４０モル％がより好ましい。また、構成単
位（ａ４）の割合は、高分子化合物（Ａ２－１）の全構成単位の合計に対して、５～８０
モル％が好ましく、１０～６０モル％がより好ましい。
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　高分子化合物（Ａ２－１）は、さらに前記構成単位（ａ５）を有していてもよい。
　高分子化合物（Ａ２－１）の質量平均分子量は５０００～３００００が好ましく、６０
００～２００００がより好ましい。また分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．０～５．０が好まし
く、１．０～３．０がより好ましい。
　（Ａ）成分中の高分子化合物（Ａ２）の割合は、特に限定されないが、高分子化合物（
Ａ２）を配合することによる効果を得るためには、高分子化合物（Ａ１）：高分子化合物
（Ａ２）＝９：１～１：９の比率（質量比）で混合して用いることが好ましく、８：２～
２：８が更に好ましく、５：５～２～８であることが最も好ましい。
【００９１】
　液浸露光用レジスト組成物中の（Ａ）成分の割合は、目的とするレジスト膜厚によって
適宜調製することができる。
【００９２】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物は、上記（Ａ）成分、および後述する各種任意の成
分を有機溶剤に溶解させて製造することができる。
　有機溶剤としては、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、化学増幅型レジスト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や、アセトン、メチルエチルケトン、シク
ロヘキサノン、メチルイソアミルケトン、２－ヘプタノンなどのケトン類、エチレングリ
コール、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、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、プロピレングリコールモノアセテート、ジ
プロピレングリコール、またはジプロピレングリコールモノアセテートのモノメチルエー
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またはモノフェ
ニルエーテルなどの多価アルコール類およびその誘導体や、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。
　また、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）と極性溶剤
とを混合した混合溶媒は好ましい。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。
　より具体的には、極性溶剤としてＥＬを配合する場合は、ＰＧＭＥＡ：ＥＬの質量比が
好ましくは１：９～９：１、より好ましくは２：８～８：２であると好ましい。
　また、有機溶剤として、その他には、ＰＧＭＥＡおよびＥＬの中から選ばれる少なくと
も１種と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。
　有機溶剤の使用量は特に限定しないが、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、一般的にはレジスト組成物の固形分濃度２～２０質量％、
好ましくは５～１５質量％の範囲内となる様に用いられる。
【００９３】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物には、必須成分ではないが、本発明の効果を損なわ
ない範囲で、露光により酸を発生する酸発生剤成分（Ｂ）（ただし高分子化合物（Ａ１）
を除く。）を配合させることができる。
　かかる酸発生剤成分（Ｂ）（以下、（Ｂ）成分ということがある）としては、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使用することができる。こ
のような酸発生剤としては、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
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ルホン系酸発生剤など多種のものが知られている。
【００９４】
　オニウム塩系酸発生剤としては、下記一般式（ｂ－１）または（ｂ－２）で表される化
合物が挙げられる。
【００９５】
【化３０】

［式中、Ｒ１”～Ｒ３”，Ｒ５”～Ｒ６”は、それぞれ独立に、アリール基またはアルキ
ル基を表し；Ｒ４”は、直鎖、分岐または環状のアルキル基またはフッ素化アルキル基を
表し；Ｒ１”～Ｒ３”のうち少なくとも１つはアリール基を表し、Ｒ５”～Ｒ６”のうち
少なくとも１つはアリール基を表す。］
【００９６】
 式（ｂ－１）中、Ｒ１”～Ｒ３”はそれぞれ独立にアリール基またはアルキル基を表す
。Ｒ１”～Ｒ３”のうち、少なくとも１つはアリール基を表す。Ｒ１”～Ｒ３”のうち、
２以上がアリール基であることが好ましく、Ｒ１”～Ｒ３”のすべてがアリール基である
ことが最も好ましい。
　Ｒ１”～Ｒ３”のアリール基としては、特に制限はなく、例えば、炭素数６～２０のア
リール基であって、該アリール基は、そ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、ハロゲン原子等で置換されていてもよく、されていなくてもよい。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。
 前記アリール基の水素原子が置換されていても良い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。
 前記アリール基の水素原子が置換されていても良い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、エトキシ基が最も好ましい。
 前記アリール基の水素原子が置換されていても良いハロゲン原子としては、フッ素原子
であることが好ましい。
　Ｒ１”～Ｒ３”のアルキル基としては、特に制限はなく、例えば炭素数１～１０の直鎖
状、分岐状または環状のアルキル基等が挙げられる。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、デカニル基等が挙げられ、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。
　これらの中で、Ｒ１～Ｒ３はすべてフェニル基であることが最も好ましい。
【００９７】
　Ｒ４”は、直鎖、分岐または環状のアルキル基またはフッ素化アルキル基を表す。
 前記直鎖のアルキル基としては、炭素数１～１０であることが好ましく、炭素数１～８
であることがさらに好ましく、炭素数１～４であることが最も好ましい。
 前記環状のアルキル基としては、前記Ｒ１”で示したような環式基であって、炭素数４
～１５であることが好ましく、炭素数４～１０であることがさらに好ましく、炭素数６～
１０であることが最も好ましい。
 前記フッ素化アルキル基としては、炭素数１～１０であることが好ましく、炭素数１～
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化アルキル基のフッ素化率（アルキル基中のフッ素原子の割合）は、好ましくは１０～１
００％、さらに好ましくは５０～１００％であり、特に水素原子をすべてフッ素原子で置
換したものが、酸の強度が強くなるので好ましい。
　Ｒ４”としては、直鎖または環状のアルキル基、またはフッ素化アルキル基であること
が最も好ましい。
【００９８】
　式（ｂ－２）中、Ｒ５”～Ｒ６”はそれぞれ独立にアリール基またはアルキル基を表す
。Ｒ５”～Ｒ６”のうち、少なくとも１つはアリール基を表す。Ｒ５”～Ｒ６”のうち、
２以上がアリール基であることが好ましく、Ｒ５”～Ｒ６”のすべてがアリール基である
ことが最も好ましい。
　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。
　これらの中で、Ｒ５”～Ｒ６”はすべてフェニル基であることが最も好ましい。
　式（ｂ－２）中のＲ４”としては上記式（ｂ－１）のＲ４”と同様のものが挙げられる
。
【００９９】
　オニウム塩系酸発生剤の具体例としては、ジフェニルヨードニウムのトリフルオロメタ
ンスルホネートまたはノナフルオロブタンスルホネート、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェニル）ヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネートまたはノナフルオロブタンスル
ホネート、トリフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフ
ルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、トリ（４－メ
チルフェニル）スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプ
ロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジメチル（４－ヒドロ
キシナフチル）スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプ
ロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、モノフェニルジメチル
スルホニウムのトリフルオロンメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホ
ネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジフェニルモノメチルスルホニウム
のトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそ
のノナフルオロブタンスルホネート、（４－メチルフェニル）ジフェニルスルホニウムの
トリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはその
ノナフルオロブタンスルホネート、（４－メトキシフェニル）ジフェニルスルホニウムの
トリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはその
ノナフルオロブタンスルホネート、トリ（４－ｔｅｒｔ－ブチル）フェニルスルホニウム
のトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそ
のノナフルオロブタンスルホネート、ジフェニル（１－（４－メトキシ）ナフチル）スル
ホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネート
またはそのノナフルオロブタンスルホネートなどが挙げられる。また、これらのオニウム
塩のアニオン部がメタンスルホネート、ｎ－プロパンスルホネート、ｎ－ブタンスルホネ
ート、ｎ－オクタンスルホネートに置き換えたオニウム塩も用いることができる。
【０１００】
　また、前記一般式（ｂ－１）又は（ｂ－２）において、アニオン部を下記一般式（ｂ－
３）又は（ｂ－４）で表されるアニオン部に置き換えたものも用いることができる（カチ
オン部は（ｂ－１）又は（ｂ－２）と同様）。
【０１０１】
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【化３１】

［式中、Ｘ”は、少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換された炭素数２～６のア
ルキレン基を表し；Ｙ”、Ｚ”は、それぞれ独立に、少なくとも１つの水素原子がフッ素
原子で置換された炭素数１～１０のアルキル基を表す。］
【０１０２】
　Ｘ”は、少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換された直鎖状または分岐状のア
ルキレン基であり、該アルキレン基の炭素数は２～６であり、好ましくは炭素数３～５、
最も好ましくは炭素数３である。
　Ｙ”、Ｚ”は、それぞれ独立に、少なくとも１つの水素原子がフッ素原子で置換された
直鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基の炭素数は１～１０であり、好ま
しくは炭素数１～７、より好ましくは炭素数１～３である。
　Ｘ”のアルキレン基の炭素数またはＹ”、Ｚ”のアルキル基の炭素数は、上記炭素数の
範囲内において、レジスト溶媒への溶解性も良好である等の理由により、小さいほど好ま
しい。
　また、Ｘ”のアルキレン基またはＹ”、Ｚ”のアルキル基において、フッ素原子で置換
されている水素原子の数が多いほど、酸の強度が強くなり、また２００ｎｍ以下の高エネ
ルギー光や電子線に対する透明性が向上するので好ましい。該アルキレン基またはアルキ
ル基中のフッ素原子の割合、すなわちフッ素化率は、好ましくは７０～１００％、さらに
好ましくは９０～１００％であり、最も好ましくは、全ての水素原子がフッ素原子で置換
されたパーフルオロアルキレン基またはパーフルオロアルキル基である。
【０１０３】
　本発明において、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、化学増幅型レジスト
組成物用として多用されているので、任意に選択して用いることができる。
【０１０４】
【化３２】

（式（Ｂ－１）中、Ｒ２１、Ｒ２２はそれぞれ独立に有機基を表す。）
【０１０５】
　本発明において、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
）を有していてもよい。
　Ｒ２１の有機基としては、直鎖、分岐また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良い。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、分岐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
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水素原子の一部また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。
　Ｒ２１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。
【０１０６】
　Ｒ２２の有機基としては、直鎖、分岐また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。Ｒ２２のアルキル基、アリール基としては、前記Ｒ２１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。
　Ｒ２２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。
【０１０７】
　オキシムスルホネート系酸発生剤として、さらに好ましいものとしては、下記一般式（
Ｂ－２）または（Ｂ－３）で表される化合物が挙げられる。
【０１０８】
【化３３】

［式（Ｂ－２）中、Ｒ３１は、シアノ基、置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化
アルキル基である。Ｒ３２はアリール基である。Ｒ３３は置換基を有さないアルキル基ま
たはハロゲン化アルキル基である。］
【０１０９】

【化３４】

［式（Ｂ－３）中、Ｒ３４はシアノ基、置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化ア
ルキル基である。Ｒ３５は２または３価の芳香族炭化水素基である。Ｒ３６は置換基を有
さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基である。ｐは２または３である。］
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【０１１０】
　前記一般式（Ｂ－２）において、Ｒ３１の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン
化アルキル基は、炭素数が１～１０であることが好ましく、炭素数１～８がより好ましく
、炭素数１～６が最も好ましい。
　Ｒ３１としては、ハロゲン化アルキル基が好ましく、フッ素化アルキル基がより好まし
い。
　Ｒ３１におけるフッ素化アルキル基は、アルキル基の水素原子が５０％以上フッ素化さ
れていることが好ましく、より好ましくは７０％以上、さらに好ましくは９０％以上フッ
素化されていることが好ましい。
【０１１１】
　Ｒ３２のアリール基としては、フェニル基、ビフェニル（ｂｉｐｈｅｎｙｌｙｌ）基、
フルオレニル（ｆｌｕｏｒｅｎｙｌ）基、ナフチル基、アントラセル（ａｎｔｈｒａｃｙ
ｌ）基、フェナントリル基等の、芳香族炭化水素の環から水素原子を１つ除いた基、およ
びこれらの基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
原子で置換されたヘテロアリール基等が挙げられる。これらのなかでも、フルオレニル基
が好ましい。
　Ｒ３２のアリール基は、炭素数１～１０のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルコ
キシ基等の置換基を有していても良い。該置換基におけるアルキル基またはハロゲン化ア
ルキル基は、炭素数が１～８であることが好ましく、炭素数１～４がさらに好ましい。ま
た、該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。
【０１１２】
　Ｒ３３の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基は、炭素数が１～１
０であることが好ましく、炭素数１～８がより好ましく、炭素数１～６が最も好ましい。
　Ｒ３３としては、ハロゲン化アルキル基が好ましく、フッ素化アルキル基がより好まし
く、部分的にフッ素化されたアルキル基が最も好ましい。
　Ｒ３３におけるフッ素化アルキル基は、アルキル基の水素原子が５０％以上フッ素化さ
れていることが好ましく、より好ましくは７０％以上、さらに好ましくは９０％以上フッ
素化されていることが、発生する酸の強度が高まるため好ましい。最も好ましくは、水素
原子が１００％フッ素置換された完全フッ素化アルキル基である。
【０１１３】
　前記一般式（Ｂ－３）において、Ｒ３４の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン
化アルキル基としては、上記Ｒ３１の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アル
キル基と同様のものが挙げられる。
　Ｒ３５の２または３価の芳香族炭化水素基としては、上記Ｒ３２のアリール基からさら
に１または２個の水素原子を除いた基が挙げられる。
　Ｒ３６の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基としては、上記Ｒ３

３の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基と同様のものが挙げられる
。
　ｐは好ましくは２である。
【０１１４】
　オキシムスルホネート系酸発生剤の具体例としては、α‐（ｐ‐トルエンスルホニルオ
キシイミノ）‐ベンジルシアニド、α‐（ｐ‐クロロベンゼンスルホニルオキシイミノ）
‐ベンジルシアニド、α‐（４‐ニトロベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐ベンジルシ
アニド、α‐（４‐ニトロ‐２‐トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシイミノ）
‐ベンジルシアニド、α‐（ベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐４‐クロロベンジルシ
アニド、α‐（ベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐２，４‐ジクロロベンジルシアニド
、α‐（ベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐２，６‐ジクロロベンジルシアニド、α‐
（ベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐４‐メトキシベンジルシアニド、α‐（２‐クロ
ロベンゼンスルホニルオキシイミノ）‐４‐メトキシベンジルシアニド、α‐（ベンゼン
スルホニルオキシイミノ）‐チエン‐２‐イルアセトニトリル、α‐（４‐ドデシルベン
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キシイミノ）‐４‐メトキシフェニル］アセトニトリル、α‐［（ドデシルベンゼンスル
ホニルオキシイミノ）‐４‐メトキシフェニル］アセトニトリル、α‐（トシルオキシイ
ミノ）‐４‐チエニルシアニド、α‐（メチルスルホニルオキシイミノ）‐１‐シクロペ
ンテニルアセトニトリル、α‐（メチルスルホニルオキシイミノ）‐１‐シクロヘキセニ
ルアセトニトリル、α‐（メチルスルホニルオキシイミノ）‐１‐シクロヘプテニルアセ
トニトリル、α‐（メチルスルホニルオキシイミノ）‐１‐シクロオクテニルアセトニト
リル、α‐（トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ）‐１‐シクロペンテニルアセ
トニトリル、α‐（トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ）‐シクロヘキシルアセ
トニトリル、α‐（エチルスルホニルオキシイミノ）‐エチルアセトニトリル、α‐（プ
ロピルスルホニルオキシイミノ）‐プロピルアセトニトリル、α‐（シクロヘキシルスル
ホニルオキシイミノ）‐シクロペンチルアセトニトリル、α‐（シクロヘキシルスルホニ
ルオキシイミノ）‐シクロヘキシルアセトニトリル、α‐（シクロヘキシルスルホニルオ
キシイミノ）‐１‐シクロペンテニルアセトニトリル、α‐（エチルスルホニルオキシイ
ミノ）‐１‐シクロペンテニルアセトニトリル、α‐（イソプロピルスルホニルオキシイ
ミノ）‐１‐シクロペンテニルアセトニトリル、α‐（ｎ‐ブチルスルホニルオキシイミ
ノ）‐１‐シクロペンテニルアセトニトリル、α‐（エチルスルホニルオキシイミノ）‐
１‐シクロヘキセニルアセトニトリル、α‐（イソプロピルスルホニルオキシイミノ）‐
１‐シクロヘキセニルアセトニトリル、α‐（ｎ‐ブチルスルホニルオキシイミノ）‐１
‐シクロヘキセニルアセトニトリル、α－（メチルスルホニルオキシイミノ）－フェニル
アセトニトリル、α－（メチルスルホニルオキシイミノ）－ｐ－メトキシフェニルアセト
ニトリル、α－（トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ）－フェニルアセトニトリ
ル、α－（トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ）－ｐ－メトキシフェニルアセト
ニトリル、α－（エチルスルホニルオキシイミノ）－ｐ－メトキシフェニルアセトニトリ
ル、α－（プロピルスルホニルオキシイミノ）－ｐ－メチルフェニルアセトニトリル、α
－（メチルスルホニルオキシイミノ）－ｐ－ブロモフェニルアセトニトリルなどが挙げら
れる。
　また、下記化学式で表される化合物が挙げられる。
【０１１５】
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【化３５】

【０１１６】
　また、前記一般式（Ｂ－２）または（Ｂ－３）で表される化合物のうち、好ましい化合
物の例を下記に示す。
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【０１１７】
【化３６】

【０１１８】
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【化３７】

【０１１９】
　上記例示化合物の中でも、下記の３つの化合物が好ましい。
【０１２０】



(46) JP 4597655 B2 2010.12.15

10

20

30

40

【化３８】

【０１２１】
【化３９】

【０１２２】
【化４０】

【０１２３】
　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、ポリ（ビススルホニル）ジアゾメタン類としては、例えば、以下に示す構造をも
つ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（Ａ＝３の場合
）、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（Ａ＝４の場合
）、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（Ａ＝６の場
合）、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（Ａ＝１０
の場合）、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（
Ｂ＝２の場合）、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（Ｂ＝３の場合）、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（Ｂ＝６の場合）、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（Ｂ＝１０の場合）などを挙げることができる。
【０１２４】
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【化４１】

【０１２５】
　（Ｂ）成分としては、これらの酸発生剤を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。
　液浸露光用レジスト組成物中、（Ｂ）成分の含有量は、（Ａ）成分１００質量部に対し
、１０質量部以下が好ましく、０．１～５質量部がより好ましい。１０質量部を超えると
、本発明の効果が損なわれるおそれがある。
【０１２６】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物には、レジストパターン形状、引き置き経時安定性
などを向上させるために、さらに任意の成分として、含窒素有機化合物（Ｄ）（以下、（
Ｄ）成分という）を配合させることができる。
　この（Ｄ）成分は、既に多種多様なものが提案されているので、公知のものから任意に
用いれば良く、例えば、ｎ－ヘキシルアミン、ｎ－ヘプチルアミン、ｎ－オクチルアミン
、ｎ－ノニルアミン、ｎ－デシルアミン等のモノアルキルアミン；ジエチルアミン、ジ－
ｎ－プロピルアミン、ジ－ｎ－ヘプチルアミン、ジ－ｎ－オクチルアミン、ジシクロヘキ
シルアミン等のジアルキルアミン；トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－プ
ロピルアミン、トリ－ｎ－ブチルアミン、トリ－ｎ－ヘキシルアミン、トリ－ｎ－ペンチ
ルアミン、トリ－ｎ－ヘプチルアミン、トリ－ｎ－オクチルアミン、トリ－ｎ－ノニルア
ミン、トリ－ｎ－デカニルアミン、トリ－ｎ－ドデシルアミン等のトリアルキルアミン；
ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロ
パノールアミン、ジ－ｎ－オクタノールアミン、トリ－ｎ－オクタノールアミン等のアル
キルアルコールアミンが挙げらる。これらの中でも、特に第２級脂肪族アミンや第３級脂
肪族アミンが好ましく、炭素数５～１０のトリアルキルアミンがさらに好ましく、トリ－
ｎ－オクチルアミンが最も好ましい。
　また、下記一般式（ＶＩ）で表される含窒素有機化合物も好ましく用いることができる
。
【０１２７】
【化４２】

（式中、Ｒ１１、Ｒ１２は、それぞれ独立して低級アルキレン基、Ｒ１３は低級アルキル
基を示す。）
【０１２８】
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　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３は直鎖、分岐鎖、環状であってもよいが、直鎖、分岐鎖状であ
ることが好ましい。
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３の炭素数は、分子量調整の観点から、それぞれ１～５、好まし
くは１～３である。Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３の炭素数は同じであってもよいし、異なって
いてもよい。Ｒ１１、Ｒ１２の構造は同じであってもよいし、異なっていてもよい。
　一般式（ＶＩ）で表される化合物としては、例えばトリス-（２－メトキシメトキシエ
チル）アミン、トリス－２－（２－メトキシ（エトキシ））エチルアミン、トリス-（２
－（２－メトキシエトキシ）メトキシエチル）アミン等が挙げられる。中でもトリス－２
－（２－メトキシ（エトキシ））エチルアミンが好ましい。
　これらの中では、とくに上記一般式（ＶＩ）で表される化合物が好ましく、特にトリス
－２－（２－メトキシ（エトキシ））エチルアミンがイマージョンリソグラフィー工程に
おいて使用される溶媒に対する溶解性が小さく好ましい。
【０１２９】
　これらは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。
　（Ｄ）成分は、（Ａ）成分１００質量部に対して、通常０．０１～５．０質量部の範囲
で用いられる。
【０１３０】
　また、本発明の液浸露光用レジスト組成物には、前記（Ｄ）成分の配合による感度劣化
の防止、またレジストパターン形状、引き置き安定性等の向上の目的で、さらに任意の成
分として、有機カルボン酸またはリンのオキソ酸若しくはその誘導体（Ｅ）（以下、（Ｅ
）成分という）を含有させることができる。なお、（Ｄ）成分と（Ｅ）成分は併用するこ
ともできるし、いずれか１種を用いることもできる。
　有機カルボン酸としては、例えば、マロン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、安息香
酸、サリチル酸などが好適である。
　リンのオキソ酸若しくはその誘導体としては、リン酸、リン酸ジ－ｎ－ブチルエステル
、リン酸ジフェニルエステルなどのリン酸またはそれらのエステルのような誘導体、ホス
ホン酸、ホスホン酸ジメチルエステル、ホスホン酸－ジ－ｎ－ブチルエステル、フェニル
ホスホン酸、ホスホン酸ジフェニルエステル、ホスホン酸ジベンジルエステルなどのホス
ホン酸およびそれらのエステルのような誘導体、ホスフィン酸、フェニルホスフィン酸な
どのホスフィン酸およびそれらのエステルのような誘導体が挙げられ、これらの中で特に
ホスホン酸が好ましい。
　（Ｅ）成分は、（Ａ）成分１００質量部当り０．０１～５．０質量部の割合で用いられ
る。
【０１３１】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物には、さらに所望により、混和性のある添加剤、例
えばレジスト膜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、染料などを適宜、添加
含有させることができる。
【０１３２】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物の製造は、例えば、上記各成分を通常の方法で混合
、攪拌するだけでよく、必要に応じディゾルバー、ホモジナイザー、３本ロールミルなど
の分散機を用い分散、混合させてもよい。また、混合した後で、さらにメッシュ、メンブ
レンフィルターなどを用いてろ過してもよい。
【０１３３】
≪レジストパターン形成方法≫
　次に、本発明のレジストパターンの形成方法について説明する。
　まずシリコンウェーハ等の基板上に、本発明の液浸露光用レジスト組成物をスピンナー
などで塗布した後、プレベーク（ＰＡＢ処理）を行う。
　なお、基板とレジスト組成物の塗布層との間には、有機系または無機系の反射防止膜を
設けた２層積層体とすることもできる。
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　また、液浸露光用レジスト組成物の塗布層上に有機系の反射防止膜を設けた２層積層体
とすることもでき、さらにこれに下層の反射防止膜を設けた３層積層体とすることもでき
る。該レジスト層上に設ける反射防止膜はアルカリ現像液に可溶であるものが好ましい。
　ここまでの工程は、周知の手法を用いて行うことができる。操作条件等は、使用するレ
ジスト組成物の組成や特性に応じて適宜設定することが好ましい。
【０１３４】
　次いで、上記で得られた液浸露光用レジスト組成物の塗膜であるレジスト層に対して、
所望のマスクパターンを介して選択的に液浸露光（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　
Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）を行う。このとき、予めレジスト層と露光装置の最下位置のレ
ンズ間を、空気の屈折率よりも大きい屈折率を有する溶媒で満たすが、さらに、空気の屈
折率よりも大きくかつ前記レジスト層の有する屈折率よりも小さい屈折率を有する溶媒で
満たした状態で露光を行うことが好ましい。
　露光に用いる波長は、特に限定されず、ＡｒＦエキシマレーザー、ＫｒＦエキシマレー
ザー、Ｆ２レーザーなどの放射線を用いて行うことができる。本発明にかかるレジスト組
成物は、ＫｒＦまたはＡｒＦエキシマレーザー、特にＡｒＦエキシマレーザーに対して有
効である。
【０１３５】
　上記のように、本発明の形成方法においては、露光時に、レジスト層と露光装置の最下
位置のレンズ間に、空気の屈折率よりも大きくかつ使用されるレジスト組成物の屈折率よ
りも小さい屈折率を有する溶媒で満たすことが好ましい。
　空気の屈折率よりも大きくかつ使用されるレジスト組成物の屈折率よりも小さい屈折率
を有する溶媒としては、例えば、水、フッ素系不活性液体、シリコン系溶剤等が挙げられ
る。
　該フッ素系不活性液体の具体例としては、Ｃ３ＨＣｌ２Ｆ５、Ｃ４Ｆ９ＯＣＨ３、Ｃ４

Ｆ９ＯＣ２Ｈ５、Ｃ５Ｈ３Ｆ７等のフッ素系化合物を主成分とする液体やパーフロオロア
ルキル化合物のような沸点が７０～１８０℃であり、より好ましくは、沸点が８０～１６
０℃のものを挙げることができる。このパーフロオロアルキル化合物としては、具体的に
は、パーフルオロアルキルエーテル化合物やパーフルオロアルキルアミン化合物を挙げる
ことができる。
　さらに、具体的には、前記パーフルオロアルキルエーテル化合物としては、パーフルオ
ロ（２－ブチル－テトラヒドロフラン）（沸点１０２℃）を挙げることができ、前記パー
フルオロアルキルアミン化合物としては、パーフルオロトリブチルアミン（沸点１７４℃
）を挙げることができる。
　フッ素系不活性液体の中では、上記範囲の沸点を有するものが、露光終了後に、液浸に
用いた媒体の除去を、簡便な方法で行えることから好ましい。
【０１３６】
　本発明の液浸露光用レジスト組成物は、特に水による悪影響を受けにくく、感度、レジ
ストパターンプロファイル形状に優れることから、空気の屈折率よりも大きい屈折率を有
する溶媒として、水が好ましく用いられる。また、水はコスト、安全性、環境問題および
汎用性の観点からも好ましい。
　また、空気の屈折率よりも大きくかつ使用されるレジスト組成物の屈折率よりも小さい
屈折率を有する溶媒の屈折率としては、前記範囲内であれば特に制限されない。
【０１３７】
　次いで、露光工程を終えた後、ＰＥＢ（露光後加熱）を行い、続いて、アルカリ性水溶
液からなるアルカリ現像液を用いて現像処理する。そして、好ましくは純水を用いて水リ
ンスを行う。水リンスは、例えば、基板を回転させながら基板表面に水を滴下または噴霧
して、基板上の現像液および該現像液によって溶解したレジスト組成物を洗い流す。そし
て、乾燥を行うことにより、レジスト組成物の塗膜がマスクパターンに応じた形状にパタ
ーニングされた、レジストパターンが得られる。
【０１３８】
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　このように、本発明の液浸露光用ポジ型レジスト組成物およびレジストパターン形成方
法により、レジストパターン、たとえばラインアンドスペース（Ｌ＆Ｓ）パターンのライ
ン幅が９０ｎｍ以下の微細なレジストパターンを、形状よく形成できる。
　本発明により形状に優れたレジストパターンが形成できる理由としては、定かではない
が、以下の理由が推測される。すなわち、液浸露光においては、上述のように、液浸露光
時にレジスト層が液浸溶媒に接触することになる。従来の低分子量の酸発生剤を用いた場
合、液浸溶媒との接触の際に、酸発生剤の液浸溶媒中への溶出が生じ、それによってレジ
スト層の変質が起こったり、液浸溶媒の屈折率が変化するなどの現象が生じてレジストパ
ターン形状が悪化していたと推測される。これに対し、本発明の液浸露光用レジスト組成
物においては、高分子化合物中に酸発生基が保持されていることにより液浸溶媒中への溶
出が抑制され、液浸溶媒の屈折率の変化が抑制される等によりパターンのうねりやＬＥＲ
等が改善され、レジストパターン形状が改善されると推測される。さらに、高分子化合物
自体に酸発生基が存在していることにより、レジスト膜中で酸発生基が局在化することな
く均一に分布し、このことからも表面荒れやＬＥＲが改善され、レジストパターン形状が
改善されると推測される。
　さらに、液浸溶媒中への酸発生剤の溶出が抑制されると推測されることから、レジスト
層の変質や、液浸溶媒の屈折率の変化も抑制されると期待される。
【実施例】
【０１３９】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるもの
ではない。
　下記合成例で用いたモノマー成分（１）～（４）それぞれの構造を以下に示す。
【０１４０】
【化４３】

【０１４１】
［合成例１］
　０．７ｇの（１）、１０．０ｇの（２）、７．２ｇの（３）、および５．０ｇの（４）
を１００ｍｌのテトラヒドロフランに溶解し、アゾビスイソブチロニトリル０．３５ｇを
加えた。６時間還流した後、反応溶液を１Ｌのｎ－ヘプタンに滴下した。析出した樹脂を
濾別、減圧乾燥を行い白色な粉体樹脂を得た。この樹脂を樹脂１とし、その構造式を下記
に示す。樹脂１の質量平均分子量（Ｍｗ）は１０６００、分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．８
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、下記構造式に示す各構成単位の組成比（モル比）はａ：ｂ：ｃ：ｄ＝３６．４：３８．
６：２３．９：１．１であった。
【０１４２】
【化４４】

【０１４３】
［比較合成例１］
　１８．７ｇの（２）、１３．６ｇの（３）、および９．５ｇの（４）を２００ｍｌのテ
トラヒドロフランに溶解し、アゾビスイソブチロニトリル１．６４ｇを加えた。６時間還
流した後、反応溶液を１Ｌのｎ－ヘプタンに滴下した。析出した樹脂を濾別、減圧乾燥を
行い白色な粉体樹脂を得た。この樹脂を樹脂２とし、その構造式を下記に示す。樹脂２の
質量平均分子量（Ｍｗ）は１３３００、分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は２．５であった。また、
カーボン１３核磁気共鳴スペクトル（１３Ｃ－ＮＭＲ）を測定した結果、下記構造式に示
す各構成単位の組成比（モル比）はａ：ｂ：ｃ＝３３．６：４３．８：２２．６であった
。
【０１４４】
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【化４５】

【０１４５】
実施例１
　１００質量部の樹脂１と、０．３質量部のトリ－ｎ－オクチルアミンとを、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）と乳酸エチル（ＥＬ）との混合
溶剤（ＰＧＭＥＡ：ＥＬ＝６：４（質量比））に溶解して固形分濃度５質量％のポジ型レ
ジスト組成物溶液を得た。
【０１４６】
　次に、得られたポジ型レジスト組成物溶液を用いて以下の評価を行った。
［液浸露光評価］
　８インチのシリコンウェーハ上に有機反射防止膜用材料（ブリューワーサイエンス社製
、商品名ＡＲＣ－２９）を塗布し、２２５℃で６０秒間焼成して膜厚７７ｎｍの反射防止
膜を形成して基板とした。該基板上に、上記で得られたポジ型レジスト組成物溶液をスピ
ンナーを用いて均一に塗布し、ホットプレート上で１３０℃、９０秒間プレベークして、
乾燥させることにより、膜厚１３０ｎｍのレジスト層を形成した。
　次に、浸漬露光として、ニ光束干渉露光機ＬＥＩＥＳ１９３－１（Ｎｉｋｏｎ社製）を
用いて、プリズムと水と１９３ｎｍの２本の光束干渉による液浸二光束干渉露光を行った
。同様の方法は、前記非特許文献２にも開示されており、実験室レベルで簡易にラインア
ンドスペース（Ｌ＆Ｓ）パターンが得られる方法として公知である。
　そして、１２０℃、９０秒間の条件でＰＥＢ処理し、さらに２３℃にて２．３８質量％
テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で３０秒間パドル現像し、その後３０秒間
、純水を用いて水リンスし、振り切り乾燥を行って、ラインアンドスペース（１：１）の
レジストパターン（以下、Ｌ／Ｓパターンという）を形成した。
【０１４７】
　このようにして得られたＬ／ＳパターンをＳＥＭにより観察したところ、６５ｎｍのラ
インアンドスペースが１：１となるレジストパターンが形成された。また、レジストパタ
ーンの形状は、ラインのうねりがなく、パターン側壁等のラフネスも少ないものであった
。
【０１４８】
［比較例１］
　樹脂１に代えて樹脂２を用い、さらに酸発生剤として３．５質量部のトリフェニルスル
ホニウムノナフルオロブタンスルホネートを加えた以外は実施例１と同様にしてポジ型レ
ジスト組成物溶液を調製し、上記と同様の評価を行った。
【０１４９】
　このようにして得られたＬ／ＳパターンをＳＥＭにより観察したところ６５ｎｍのライ
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ンアンドスペースが１：１となるレジストパターンが形成された。しかし、レジストパタ
ーンの形状はラインに顕著なうねりが生じており、パターン側壁のラフネスが顕著に見受
けられた。
【０１５０】
　上記の結果から明らかなように、高分子化合物（Ａ１）に相当する樹脂１を用いた実施
例１のポジ型レジスト組成物によれば、液浸露光において、優れた形状のレジストパター
ンを高い解像性で形成できた。
　一方、酸発生基を有さない樹脂２を用い、別途、低分子量の酸発生剤を添加した比較例
１のポジ型レジスト組成物によれば、液浸露光において、レジストパターンの形状が悪か
った。
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