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(57)【要約】
【課題】ダブルパターニング法における工程数を低減で
きる新規なパターン形成方法、及び該パターン形成方法
に好適に用いられる被覆膜形成用材料を提供する。
【解決手段】支持体１上に、ポジ型レジスト組成物を塗
布してレジスト膜２を形成する工程と、前記レジスト膜
２を、マスクパターンを介して選択的に露光し、現像し
てレジストパターン３を形成する工程と、前記レジスト
パターン３の表面に、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜
形成用材料を用いて被覆膜４を形成する工程と、前記被
覆膜４により被覆された前記レジストパターン５を露光
し、現像して、前記被覆膜４成分よりなるパターン５を
形成する工程と、を含むパターン形成方法により、微細
なパターンを形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上にパターンを形成するパターン形成方法であって、
　支持体上に、ポジ型レジスト組成物を塗布してレジスト膜を形成する工程と、
　前記レジスト膜を、マスクパターンを介して選択的に露光し、現像してレジストパター
ンを形成する工程と、
　前記レジストパターンの表面に、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜形成用材料を用いて
被覆膜を形成する工程と、
　前記被覆膜により被覆された前記レジストパターンを露光し、現像して、前記被覆膜成
分よりなるパターンを形成する工程と、を含むことを特徴とするパターン形成方法。
【請求項２】
　前記被覆膜形成用材料は、少なくとも水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶
液から構成されるものであることを特徴とする請求項１又は２に記載のパターン形成方法
。
【請求項３】
　前記水溶性樹脂は、アクリル系樹脂、ビニル系樹脂、セルロース系樹脂、アミド系樹脂
、及びオキサゾリン基を含有するポリマーからなる群より選択される少なくとも１種の樹
脂を含むものであることを特徴とする請求項２に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
　前記水溶性樹脂は、ポリビニルピロリドン、及びポリビニルアルコールからなる群より
選択される少なくとも１種の樹脂を含むものであることを特徴とする請求項２又は３に記
載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記水溶性架橋剤は、トリアジン誘導体、グリコールウリル誘導体、及び尿素誘導体、
からなる群より選択される少なくとも１種の物質を含むものであることを特徴とする請求
項２～４のいずれか１項に記載のパターン形成方法。
【請求項６】
　請求項１に記載のパターン形成方法に用いられる被覆膜形成材料であって、
　少なくとも水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶液から構成されることを特
徴とする被覆膜形成用材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パターン形成方法及び被覆膜形成用材料に関し、より詳細には水溶性樹脂組
成物からなる被覆膜形成用材料を用いて微細なパターンを形成するパターン形成方法、及
び該パターン形成方法に好適に用いられる被覆膜形成用材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　基板の上に微細なパターンを形成し、これをマスクとしてエッチングを行うことによっ
て該パターンの下層を加工する技術（パターン形成技術）は、半導体産業のＩＣ作成など
に広く採用され、大きな注目を浴びている。
【０００３】
　微細パターンは、通常、有機材料からなり、リソグラフィー法やナノインプリント法な
どの技術によって形成される。例えばリソグラフィー法においては、基板などの支持体の
上に、樹脂などの基材成分を含むレジスト組成物からなるレジスト膜を形成し、該レジス
ト膜に対し、所定のパターンが形成されたマスク（マスクパターン）を介して、光、電子
線などの放射線にて選択的露光を行い、現像処理を施すことにより、上記レジスト膜に所
定形状のレジストパターンを形成する工程が行われる。露光した部分が現像液に溶解する
特性に変化するレジスト組成物をポジ型、露光した部分が現像液に溶解しない特性に変化
するレジスト組成物をネガ型という。そして、上記レジストパターンをマスクとして、基
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板をエッチングにより加工する工程を経て半導体素子などが製造される。
【０００４】
　近年、リソグラフィー技術の進歩により急速にパターンの微細化が進んでいる。微細化
の手法としては、一般に、露光光源の短波長化が行われている。具体的には、従来は、ｇ
線、ｉ線に代表される紫外線が用いられていたが、現在では、ＫｒＦエキシマレーザーや
、ＡｒＦエキシマレーザーを用いた半導体素子の量産が開始されており、例えばＡｒＦエ
キシマレーザーを用いたリソグラフィーにより、４５ｎｍレベルの解像性でのパターン形
成が可能となっている。また、解像性のさらなる向上のために、これらエキシマレーザー
より短波長のＦ２エキシマレーザー、電子線、ＥＵＶ（極紫外線）やＸ線などについても
検討が行われている。
【０００５】
　レジスト組成物には、これらの露光光源に対する感度、微細な寸法のパターンを再現で
きる解像性などのリソグラフィー特性が求められる。このような要求を満たすレジスト組
成物として、酸の作用によりアルカリ溶解性が変化する基材成分と、露光により酸を発生
する酸発生剤とを含有する化学増幅型レジスト組成物が用いられている（特許文献１参照
）。例えばポジ型の化学増幅型レジストは、通常、基材成分として、酸の作用によりアル
カリ溶解性が増大する樹脂を含有しており、レジストパターン形成時に、露光によって酸
発生剤から酸が発生すると、露光部がアルカリ可溶性となる。
【０００６】
　解像性のさらなる向上のための手法の１つとして、露光機の対物レンズと試料との間に
、空気よりも高屈折率の液体（液浸媒体）を介在させて露光（浸漬露光）を行うリソグラ
フィー法、いわゆる液浸リソグラフィー（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　Ｌｉｔｈ
ｏｇｒａｐｈｙ；以下、液浸露光ということがある。）が知られている（非特許文献１参
照）。
【０００７】
　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、既存の露光装置を応用し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、解像度など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。
【０００８】
　液浸露光は、あらゆるパターン形状の形成において有効であり、さらに、現在検討され
ている位相シフト法、変形照明法などの超解像技術と組み合わせることも可能であるとさ
れている。現在、液浸露光技術としては、主に、ＡｒＦエキシマレーザーを光源とする技
術が活発に研究されている。また、現在、液浸媒体としては、主に水が検討されている。
【０００９】
　最近、新しく提案されているリソグラフィー技術の１つとして、パターニングを２回以
上行ってパターンを形成するダブルパターニング法がある（非特許文献２、３参照）。こ
のダブルパターニング法によれば、１回のパターニングで形成されるパターンよりも微細
なパターンが形成できるとされている。例えば非特許文献２には、図２に示すような方法
が記載されている。
【００１０】
　すなわち、まず、図２（ａ）に示すように、基板１０１と下層膜１０２とハードマスク
１０３とが積層された積層体を用意する。次に、ハードマスク１０３上にレジスト膜を設
け、該レジスト膜を、図２（ｂ）に示すように、マスク１０５を介して選択的に露光し、
現像することにより、スペース幅ｄ／４のトレンチパターンが複数、ピッチｄで配置され
たレジストパターン１０４を形成する。次に、レジストパターン１０４をマスクとしてハ
ードマスク１０３のエッチングを行った後、残ったレジストパターン１０４を除去する。
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これにより、図２（ｃ）に示すように、レジストパターンが転写されたハードマスク１０
３’が得られる。次に、図２（ｄ）に示すように、マスク１０５の位置をシフトさせ、ま
た、ハードマスク１０３’上にレジスト材料を塗布することにより、ハードマスク１０３
’内の空隙を充填する、ハードマスク１０３’の厚さよりも厚い膜厚のレジスト膜を形成
する。そして、該レジスト膜を、シフトさせたマスク１０５を介して選択的に露光し、現
像してレジストパターン１０６を形成する。次に、レジストパターン１０６をマスクとし
てハードマスク１０３’のエッチングを行った後、残ったレジストパターン１０６を除去
する。これにより、図２（ｅ）に示すように、スペース幅ｄ／４のトレンチパターンが複
数、ピッチｄ／２で配置されたパターンが転写されたハードマスク１０３”が得られる。
そして、ハードマスク１０３”をマスクとしてエッチングを行うことにより、下層膜１０
２にハードマスク１０３”のパターンが転写され、使用したマスク１０５の１／２のピッ
チのパターン１０２’が形成される。
【００１１】
　このように、ダブルパターニング法によれば、同じ露光波長の光源を用いても、また、
同じレジスト組成物を用いても、より高解像性のレジストパターンを形成することが可能
である。また、ダブルパターニング法は、既存の露光装置を用いて行うことができる。
【特許文献１】特開２００３－２４１３８５号公報
【非特許文献１】オプトロニクス（ＯＰＴＲＯＮＩＣＳ）Ｎ０．４（２００３年）．
【非特許文献２】プロシーディングスオブエスピーアイイ（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏ
ｆ　ＳＰＩＥ）第５２５６巻、第９８５～９９４頁（２００３年）．
【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）第６１５３巻、第６１５３０１－１～１９頁（２００６年）．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記ダブルパターニング法を用いた場合、高解像性のレジストパターンを形成すること
が可能であるが、さらなる電子機器の小型化が求められる近年の状況から、より高解像度
で微細なレジストパターン形成技術が求められている。
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、より微細なパターン
を形成するための新規なパターン形成方法、及び該パターン形成方法に好適に用いられる
被覆膜形成用材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記の目的を達成するため、鋭意検討を重ねた。その結果、レジストパ
ターンの表面に、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜形成用材料を用いて被覆膜を形成し、
被覆膜により被覆されたレジストパターンを露光・現像・除去して、前記被覆膜成分より
なるパターンを形成することにより、より微細なパターンを形成できることを見出し、本
発明を完成するに至った。より具体的には、本発明は、以下の発明を包含する。
【００１５】
　本発明の第一の態様は、支持体上にパターンを形成するパターン形成方法であって、支
持体上に、ポジ型レジスト組成物を塗布してレジスト膜を形成する工程と、前記レジスト
膜を、マスクパターンを介して選択的に露光し、現像してレジストパターンを形成する工
程と、前記レジストパターンの表面に、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜形成用材料を用
いて被覆膜を形成する工程と、前記被覆膜により被覆された前記レジストパターンを露光
し、現像して、前記被覆膜成分よりなるパターンを形成する工程と、を含むパターン形成
方法である。
【００１６】
　本発明の第二の態様は、上記第一の態様に記載のパターン形成方法に用いられる被覆膜
形成材料であって、少なくとも水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶液から構
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成される被覆膜形成用材料である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、より微細なパターンを形成できる新規なパターン形成方法、及び該パ
ターン形成方法に好適に用いられる被覆膜形成用材料を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態について説明すると以下の通りである。なお、本発明は以下の実施
形態に限定されるものではないことを念のため付言しておく。
【００１９】
　≪１．パターン形成方法≫
　本発明のパターン形成方法は、ポジ型レジスト組成物を用いるパターン形成方法である
。かかるレジスト組成物としては、本発明実施時点において当業者が利用可能な、公知の
ポジ型レジスト組成物を用いることができ、特に限定されるものではない。なかでも化学
増幅型のポジ型レジスト組成物を用いることが好ましい。
【００２０】
　化学増幅型レジスト組成物としては、特に制限はなく、化学増幅型レジスト組成物とし
て提案されている多数の化学増幅型レジスト組成物の中から、使用する露光光源、リソグ
ラフィー特性などに応じて適宜選択して用いることができる。
【００２１】
　化学増幅型レジスト組成物としては、酸の作用によりアルカリ溶解性が変化する基材成
分（Ａ）（以下、（Ａ）成分という。）及び露光により酸を発生する酸発生剤成分（Ｂ）
（以下、（Ｂ）成分という。）が有機溶剤（Ｓ）（以下、（Ｓ）成分という。）に溶解し
てなるものが一般的である。
【００２２】
　ここで、「基材成分」とは、膜形成能を有する有機化合物であり、好ましくは分子量が
５００以上の有機化合物が用いられる。該有機化合物の分子量が５００以上であることに
より、膜形成能が向上し、また、ナノレベルのパターンを形成しやすい。
【００２３】
　前記分子量が５００以上の有機化合物は、分子量が５００以上２０００以下の低分子量
の有機化合物（以下、低分子化合物という。）と、分子量が２０００より大きい高分子量
の樹脂（重合体）とに大別される。前記低分子化合物としては、通常、非重合体が用いら
れる。樹脂（重合体）の場合は、「分子量」として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。以下、単
に「樹脂」という場合は、分子量が２０００より大きい樹脂を示すものとする。
【００２４】
　（Ａ）成分としては、酸の作用によりアルカリ溶解性が変化する低分子化合物であって
もよく、酸の作用によりアルカリ溶解性が変化する樹脂であってもよく、これらの混合物
であってもよい。
【００２５】
　（Ａ）成分としては、通常、化学増幅型レジスト用の基材成分として用いられている有
機化合物を１種単独で、又は２種以上を混合して使用することができる。なお、本明細書
中、特に明示しない場合は、化学増幅型レジスト組成物又はレジスト組成物とはポジ型レ
ジスト組成物を示す。
【００２６】
　（Ａ）成分としては、酸解離性溶解抑制基を有し、酸の作用によりアルカリ溶解性が増
大する基材成分が用いられる。かかるポジ型レジスト組成物は、露光前はアルカリ不溶性
であり、レジストパターン形成時に、露光により（Ｂ）成分から酸が発生すると、当該酸
の作用により酸解離性溶解抑制基が解離し、（Ａ）成分がアルカリ可溶性へと変化する。
そのため、レジストパターンの形成において、当該ポジ型レジスト組成物を基板上に塗布
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して得られるレジスト膜に対して選択的に露光すると、露光部はアルカリ可溶性へ転じる
一方で、未露光部はアルカリ不溶性のまま変化しないので、アルカリ現像することができ
る。
【００２７】
　ポジ型レジスト組成物の（Ａ）成分としては、酸解離性溶解抑制基を有するものであれ
ばよく、下記（Ａ－１）成分及び／又は（Ａ－２）成分がより好ましい。
・（Ａ－１）成分：酸解離性溶解抑制基を有する樹脂。
・（Ａ－２）成分：酸解離性溶解抑制基を有する低分子化合物。
【００２８】
　以下、（Ａ－１）成分及び（Ａ－２）成分の好ましい態様をより具体的に説明する。
【００２９】
　［（Ａ－１）成分］
　（Ａ－１）成分としては、酸解離性溶解抑制基を有する構成単位を有する樹脂が好まし
い。
【００３０】
　当該樹脂中の、前記酸解離性溶解抑制基を有する構成単位の割合は、当該樹脂を構成す
る全構成単位の合計量に対し、２０～８０モル％であることが好ましく、２０～７０モル
％がより好ましく、３０～６０モル％がさらに好ましい。
【００３１】
　（Ａ－１）成分として、より具体的には、酸解離性溶解抑制基を有するノボラック樹脂
、ヒドロキシスチレン系樹脂、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂、ヒドロキ
シスチレンから誘導される構成単位と（α－低級アルキル）アクリル酸エステルから誘導
される構成単位とを含有する共重合樹脂などが好適に用いられる。
【００３２】
　なお、本明細書において、「（α－低級アルキル）アクリル酸」とは、アクリル酸（Ｃ
Ｈ２＝ＣＨ－ＣＯＯＨ）及びα－低級アルキルアクリル酸の一方又は両方を示す。α－低
級アルキルアクリル酸は、アクリル酸におけるカルボニル基が結合している炭素原子に結
合した水素原子が、低級アルキル基で置換されたものを示す。「（α－低級アルキル）ア
クリル酸エステル」は「（α－低級アルキル）アクリル酸」のエステル誘導体であり、ア
クリル酸エステル及びα－低級アルキルアクリル酸エステルの一方又は両方を示す。「（
α－低級アルキル）アクリル酸エステルから誘導される構成単位」とは、（α－低級アル
キル）アクリル酸エステルのエチレン性２重結合が開裂して形成される構成単位であり、
以下（α－低級アルキル）アクリレート構成単位ということがある。「（α－低級アルキ
ル）アクリレート」は、アクリレート及びα－低級アルキルアクリレートの一方又は両方
を示す。「ヒドロキシスチレンから誘導される構成単位」とは、ヒドロキシスチレン又は
α―低級アルキルヒドロキシスチレンのエチレン性２重結合が開裂して形成される構成単
位であり、以下ヒドロキシスチレン単位ということがある。「α－低級アルキルヒドロキ
シスチレン」は、フェニル基が結合する炭素原子に低級アルキル基が結合していることを
示す。
【００３３】
　「α－低級アルキルアクリル酸エステルから誘導される構成単位」及び「α－低級アル
キルヒドロキシスチレンから誘導される構成単位」において、α位に結合している低級ア
ルキル基は、炭素数１～５のアルキル基であり、直鎖又は分岐鎖状のアルキル基が好まし
く、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、ネオペンチル基などが挙げられる。
工業的にはメチル基が好ましい。
【００３４】
　（Ａ－１）成分として好適な樹脂成分としては、特に限定するものではないが、例えば
、下記構成単位（ａ１）のようなフェノール性水酸基を有する単位と、下記構成単位（ａ
２）及び下記構成単位（ａ３）の中から選ばれる少なくとも１つのような酸解離性溶解抑
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溶性の単位とを有する樹脂成分（以下、（Ａ－１１）成分ということがある。）が挙げら
れる。当該（Ａ－１１）成分においては、露光によって酸発生剤から発生する酸の作用に
よって、構成単位（ａ２）及び／又は構成単位（ａ３）において開裂が生じ、これによっ
て、初めはアルカリ現像液に対して不溶性であった樹脂において、そのアルカリ溶解性が
増大する。その結果、露光・現像により、化学増幅型のポジ型のパターンを形成すること
ができる。
・・構成単位（ａ１）
　構成単位（ａ１）は、フェノール性水酸基を有する単位であって、好ましくは下記一般
式（１）で表されるヒドロキシスチレンから誘導される単位である。
【００３５】
【化１】

【００３６】
　［式（１）中、Ｒは水素原子又は低級アルキル基を示す。］
　式（１）中、Ｒは水素原子又は低級アルキル基である。低級アルキル基については上記
の通りであり、特に水素原子又はメチル基が好ましい。Ｒの説明は以下同様である。－Ｏ
Ｈのベンゼン環への結合位置は、特に限定されるものではないが、式中に記載の４の位置
（パラ位）が好ましい。
【００３７】
　構成単位（ａ１）は、パターンを形成する点からは、（Ａ－１１）成分中に４０～８０
モル％、好ましくは５０～７５モル％含まれることが好ましい。４０モル％以上とするこ
とにより、アルカリ現像液に対する溶解性を向上させることができ、パターン形状の改善
効果も得られる。８０モル％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。
【００３８】
　また、パターン上に被覆膜が形成される点からは、構成単位（ａ１）は、（Ａ－１１）
成分中に、５０モル％以上含まれることが好ましく、より好ましくは６０モル％以上、さ
らに好ましくは７５モル％以上である。上限は特に限定されないが８０モル％以下である
。上記の範囲であると、フェノール性水酸基の存在により、パターン上に良好な被覆膜が
形成でき、良好な形状のパターンを得ることができる。またパターンと被覆膜との密着性
が良好となる。
・・構成単位（ａ２）
　構成単位（ａ２）は、酸解離性溶解抑制基を有する構成単位であって、下記一般式（２
）で表されるものである。
【００３９】
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【化２】

【００４０】
　［式（２）中、Ｒは上記と同じであり、Ｘは酸解離性溶解抑制基を示す。］
　酸解離性溶解抑制基Ｘは、第３級炭素原子を有するアルキル基であって、当該第３級ア
ルキル基の第３級炭素原子がエステル基［－Ｃ（Ｏ）Ｏ－］に結合している酸離性溶解抑
制基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基のような環状アセタール基など
である。このような酸解離性溶解抑制基Ｘは、例えば化学増幅型のポジ型レジスト組成物
において用いられているものの中から上記以外のものも任意に使用することができる。
【００４１】
　構成単位（ａ２）としては、例えば下記一般式（３）で表されるものなどが好ましいも
のとして挙げられる。
【００４２】

【化３】

【００４３】
　［式（３）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３は、それぞれ独立に低
級アルキル基（直鎖、分岐鎖のいずれでもよい。炭素数は好ましくは１～５である。）で
ある。あるいは、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３のうち、Ｒ１１が低級アルキル基であり、Ｒ１

２とＲ１３とが結合して単環又は多環の脂肪族環式基を形成していてもよい。該脂肪族環
式基の炭素数は好ましくは５～１２である。］
　ここで、「脂肪族」とは、当該基又は化合物が芳香族性を有さないことを意味し、「脂
肪族環式基」は、芳香族性を持たない単環式基又は多環式基を意味する。
【００４４】
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３が脂肪族環式基を有さない場合には、例えばＲ１１、Ｒ１２、
Ｒ１３がいずれもメチル基であるものが好ましい。
【００４５】
　Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３のいずれかが脂肪族環式基を有する場合において、脂肪族環式
基が単環の脂肪族環式基である場合は、構成単位（ａ２）として、例えばシクロペンチル
基、シクロヘキシル基を有するものなどが好ましい。
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【００４６】
　脂肪族環式基が多環の脂環式基である場合、構成単位（ａ２）として好ましいものとし
ては、例えば下記一般式（４）で表されるものを挙げることができる。
【００４７】
【化４】

【００４８】
　［式（４）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ１４は低級アルキル基（直鎖、分岐鎖のいず
れでもよい。炭素数は好ましくは１～５である。）である。］
　また、多環の脂肪族環式基を含む酸解離性溶解抑制基を有するものとして、下記一般式
（５）で表されるものも好ましい。
【００４９】

【化５】

【００５０】
　［式（５）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ１５、Ｒ１６は、それぞれ独立に低級アルキ
ル基（直鎖、分岐鎖のいずれでもよい。炭素数は好ましくは１～５である。）である。］
　構成単位（ａ２）は、（Ａ－１１）成分中に、５～５０モル％、好ましくは１０～４０
モル％、さらに好ましくは１０～３５モル％含まれることが好ましい。
・・構成単位（ａ３）
　構成単位（ａ３）は、酸解離性溶解抑制基を有する構成単位であって、下記一般式（６
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）で表されるものである。
【００５１】
【化６】

【００５２】
　［式（６）中、Ｒは上記と同じであり、Ｘ’は酸解離性溶解抑制基を示す。］
　酸解離性溶解抑制基Ｘ’は、ｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニル基、ｔｅｒｔ－アミル
オキシカルボニル基などの第３級アルキルオキシカルボニル基；ｔｅｒｔ－ブチルオキシ
カルボニルメチル基、ｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニルエチル基などの第３級アルキル
オキシカルボニルアルキル基；ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－アミル基などの第３級ア
ルキル基；テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基などの環状アセタール基；
エトキシエチル基、メトキシプロピル基などのアルコキシアルキル基などである。
【００５３】
　中でも、ｔｅｒｔ―ブチルオキシカルボニル基、ｔｅｒｔ―ブチルオキシカルボニルメ
チル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、テトラヒドロピラニル基、エトキシエチル基が好ましい。
【００５４】
　酸解離性溶解抑制基Ｘ’は、例えば化学増幅型のポジ型レジスト組成物において用いら
れているものの中から上記以外のものも任意に使用することができる。
【００５５】
　一般式（６）において、ベンゼン環に結合している基（－ＯＸ’）の結合位置は特に限
定するものではないが式中に示した４の位置（パラ位）が好ましい。
【００５６】
　構成単位（ａ３）は、（Ａ－１１）成分中に、５～５０モル％、好ましくは１０～４０
モル％、さらに好ましくは１０～３５モル％含まれることが好ましい。
・・構成単位（ａ４）
　構成単位（ａ４）は、アルカリ不溶性の構成単位であって、下記一般式（７）で表され
るものである。
【００５７】
【化７】
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【００５８】
　［式（７）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ４’は低級アルキル基を示し、ｎ’は０～３
の整数を示す。］
　なお、Ｒ４’の低級アルキル基は、直鎖又は分岐鎖のいずれでもよく、炭素数は好まし
くは１～５とされる。ｎ’は０～３の整数を示すが、０であることが好ましい。
【００５９】
　構成単位（ａ４）は、（Ａ－１１）成分中、１～４０モル％、好ましくは５～２５モル
％とされる。１モル％以上とすることにより、形状の改善（特に膜減りの改善）の効果が
高くなり、４０モル％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。
【００６０】
　（Ａ－１１）成分においては、前記構成単位（ａ１）と、構成単位（ａ２）及び構成単
位（ａ３）の中から選ばれる少なくとも１つの構成単位とを必須としつつ、任意に構成単
位（ａ４）を含んでもよい。また、これらの各構成単位を全て有する共重合体を用いても
よいし、これらの構成単位を１つ以上有する重合体同士の混合物としてもよい。又はこれ
らを組み合わせてもよい。
【００６１】
　また、（Ａ－１１）成分は、前記構成単位（ａ１）、（ａ２）、（ａ３）、（ａ４）以
外のものを任意に含むことができるが、これらの構成単位の割合が８０モル％以上、好ま
しくは９０モル％以上（１００モル％が最も好ましい）であることが好ましい。
【００６２】
　特に、「前記構成単位（ａ１）及び（ａ３）を有する共重合体のいずれか１種、又は該
共重合体の２種以上の混合物」、又は、「構成単位（ａ１）、（ａ２）、及び（ａ４）を
有する共重合体のいずれか１種、又は該共重合体の２種以上の混合物」を、それぞれ用い
るか又は混合した態様が、簡便に効果が得られるため最も好ましい。また、耐熱性向上の
点でも好ましい。
【００６３】
　特には、第３級アルキルオキシカルボニル基で保護したポリヒドロキシスチレンと、１
－アルコキシアルキル基で保護したポリヒドロキシスチレンとの混合物であることが好ま
しい。かかる混合を行う場合、各重合体の混合比（質量比）（第３級アルキルオキシカル
ボニル基で保護したポリヒドロキシスチレン／１－アルコキシアルキル基で保護したポリ
ヒドロキシスチレン）は、例えば１／９～９／１、好ましくは２／８～８／２とされ、さ
らに好ましくは２／８～５／５である。
【００６４】
　（Ａ－１）成分として好適な上記（Ａ－１１）成分以外の樹脂成分として、特に、耐エ
ッチング性がより低いパターンを形成できるという点で、（α－低級アルキル）アクリル
酸エステル樹脂を含む樹脂成分（（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂）が好ま
しく、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂からなる樹脂成分がより好ましい。
【００６５】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂においては、酸解離性溶解抑制基を含む
（α－低級アルキル）アクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ５）を有する樹脂
が好ましい。α－低級アルキル基については上記と同様である。
【００６６】
　構成単位（ａ５）の酸解離性溶解抑制基は、露光前の（Ａ－１２）成分全体をアルカリ
不溶とするアルカリ溶解抑制性を有すると同時に、露光後に（Ｂ）成分から発生した酸の
作用により解離し、この（Ａ－１２）成分全体をアルカリ可溶性へ変化させる基である。
【００６７】
　また、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分においては、構成単位（ａ５
）における酸解離性溶解抑制基が、（Ｂ）成分から発生した酸により解離すると、カルボ
ン酸を生成する。この生成したカルボン酸の存在により、レジストパターン上に形成され
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る被覆膜との密着性が向上する。
【００６８】
　酸解離性溶解抑制基としては、例えばＡｒＦエキシマレーザーの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。一般的
には、（α－低級アルキル）アクリル酸のカルボキシ基と環状又は鎖状の第３級アルキル
エステルを形成する基、あるいは環状又は鎖状のアルコキシアルキル基などが広く知られ
ている。
【００６９】
　ここで、「第３級アルキルエステルを形成する基」とは、アクリル酸のカルボキシ基の
水素原子と置換することによりエステルを形成する基である。すなわち、アクリル酸エス
テルのカルボニルオキシ基［－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－］の末端の酸素原子に、鎖状又は環状の第
３級アルキル基の第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。
【００７０】
　なお、第３級アルキル基とは、第３級炭素原子を有するアルキル基である。鎖状の第３
級アルキルエステルを形成する基としては、例えばｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－アミ
ル基などが挙げられる。環状の第３級アルキルエステルを形成する基としては、後述する
「脂環式基を含有する酸解離性溶解抑制基」で例示するものと同様のものが挙げられる。
【００７１】
　「環状又は鎖状のアルコキシアルキル基」は、カルボキシ基の水素原子と置換してエス
テルを形成する。すなわち、アクリル酸エステル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形成する。かか
る構造においては、酸の作用により、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。
【００７２】
　このような環状又は鎖状のアルコキシアルキル基としては、１－メトキシメチル基、１
－エトキシエチル基、１－イソプロポキシエチル、１－シクロヘキシルオキシエチル基、
２－アダマントキシメチル基、１－メチルアダマントキシメチル基、４－オキソ－２－ア
ダマントキシメチル基、１－アダマントキシエチル基、２－アダマントキシエチル基など
が挙げられる。
【００７３】
　構成単位（ａ５）としては、環状、特に、脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基
を含む構成単位が好ましい。ここで、「脂肪族」及び「脂肪族環式基」は、上記で定義し
た通りである。
【００７４】
　脂肪族環式基としては、単環又は多環のいずれでもよく、例えばＡｒＦレジストなどに
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。耐エッチン
グ性の点からは多環の脂環式基が好ましい。また、脂環式基は炭化水素基であることが好
ましく、特に飽和の炭化水素基（脂環式基）であることが好ましい。
【００７５】
　単環の脂環式基としては、例えば、シクロアルカンから１個の水素原子を除いた基が挙
げられる。多環の脂環式基としては、例えばビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テ
トラシクロアルカンなどから１個の水素原子を除いた基などを例示できる。
【００７６】
　具体的には、単環の脂環式基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙
げられる。多環の脂環式基としては、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など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。これらの中でもアダマンタンから１個の水素原子を除いたアダ
マンチル基、ノルボルナンから１個の水素原子を除いたノルボルニル基、トリシクロデカ
ンからの１個の水素原子を除いたトリシクロデカニル基、テトラシクロドデカンから１個
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【００７７】
　より具体的には、構成単位（ａ５）は、下記一般式（１’）～（３’）から選ばれる少
なくとも１種であることが好ましい。また、（α－低級アルキル）アクリル酸エステルか
ら誘導される単位であって、そのエステル部に上記した環状のアルコキシアルキル基を有
する単位、具体的には２－アダマントキシメチル基、１－メチルアダマントキシメチル基
、４－オキソ－２－アダマントキシメチル基、１－アダマントキシエチル基、２－アダマ
ントキシエチル基などの置換基を有していてもよい脂肪族多環式アルキルオキシ低級アル
キル（α－低級アルキル）アクリル酸エステルから誘導される単位から選ばれる少なくと
も１種であることが好ましい。
【００７８】
【化８】

【００７９】
　［式（１’）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ１は低級アルキル基を示す。］
【００８０】

【化９】

【００８１】
　［式（２’）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ２及びＲ３はそれぞれ独立に低級アルキル
基を示す。］
【００８２】
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【化１０】

【００８３】
　［式（３’）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ４は第３級アルキル基を示す。］
　一般式（１’）～（３’）中、Ｒの水素原子又は低級アルキル基としては、上述したア
クリル酸エステルのα位に結合している水素原子又は低級アルキル基の説明と同様である
。
【００８４】
　Ｒ１の低級アルキル基としては、炭素数１～５の直鎖又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、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。中でも
、メチル基、エチル基であることが工業的に入手が容易であることから好ましい。
【００８５】
　Ｒ２及びＲ３の低級アルキル基は、それぞれ独立に、炭素数１～５の直鎖又は分岐鎖状
のアルキル基であることが好ましい。中でも、Ｒ２及びＲ３が共にメチル基である場合が
工業的に好ましい。具体的には、２－（１－アダマンチル）－２－プロピルアクリレート
から誘導される構成単位を挙げることができる。
【００８６】
　Ｒ４は鎖状の第３級アルキル基又は環状の第３級アルキル基である。鎖状の第３級アル
キル基としては、例えばｔｅｒｔ－ブチル基やｔｅｒｔ－アミル基が挙げられ、ｔｅｒｔ
－ブチル基が工業的に好ましい。環状の第３級アルキル基としては、前述の「脂肪族環式
基を含有する酸解離性溶解抑制基」で例示したものと同じであり、２－メチル－２－アダ
マンチル基、２－エチル－２－アダマンチル基、２－（１－アダマンチル）－２－プロピ
ル基、１－エチルシクロヘキシル基、１－エチルシクロペンチル基、１－メチルシクロヘ
キシル基、１－メチルシクロペンチル基などを挙げることができる。
【００８７】
　また、基－ＣＯＯＲ４は、式中に示したテトラシクロドデカニル基の３又は４の位置に
結合していてよいが、結合位置は特定できない。また、アクリレート構成単位のカルボキ
シ基残基も同様に式中に示した８又は９の位置に結合していてよい。
【００８８】
　構成単位（ａ５）は１種又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【００８９】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分中、構成単位（ａ５）の割合は、（
α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分を構成する全構成単位の合計に対して、
２０～６０モル％であることが好ましく、３０～５０モル％がより好ましく、３５～４５
モル％が最も好ましい。下限値以上とすることによって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。
【００９０】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂は、前記構成単位（ａ５）に加えてさら
に、ラクトン環を有するアクリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ６）を有するこ
とが好ましい。構成単位（ａ６）は、レジスト膜の基板への密着性を高めたり、現像液と
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の親水性を高めたりする上で有効なものである。また、パターンとの密着性が高い被覆膜
を形成することができる。
【００９１】
　構成単位（ａ６）において、α位の炭素原子に結合しているのは、低級アルキル基又は
水素原子である。α位の炭素原子に結合している低級アルキル基は、構成単位（ａ５）の
説明と同様であって、好ましくはメチル基である。
【００９２】
　構成単位（ａ６）としては、アクリル酸エステルのエステル側鎖部にラクトン環からな
る単環式基又はラクトン環を有する多環の環式基が結合した構成単位が挙げられる。なお
、このときラクトン環とは、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－構造を含む１つの環を示し、これを１つの
目の環として数える。したがって、ここでは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。
【００９３】
　構成単位（ａ６）としては、例えば、γ－ブチロラクトンから水素原子１つを除いた単
環式基や、ラクトン環含有ビシクロアルカンから水素原子１つを除いた多環式基を有する
ものなどが挙げられる。
【００９４】
　構成単位（ａ６）として、より具体的には、例えば以下の一般式（４’）～（７’）か
ら選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。
【００９５】
【化１１】

【００９６】
　［式（４’）中、Ｒは上記と同じであり、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又
は低級アルキル基を示す。］
【００９７】

【化１２】
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【００９８】
　［式（５’）中、Ｒは上記と同じであり、ｍは０又は１である。］
【００９９】
【化１３】

【０１００】
　［式（６’）中、Ｒは上記と同じである。］
【０１０１】

【化１４】

【０１０２】
　［式（７’）中、Ｒは上記と同じである。］
　一般式（４’）中において、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は低級アルキ
ル基であり、好ましくは水素原子である。Ｒ５、Ｒ６において、低級アルキル基としては
、好ましくは炭素数１～５の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基であり、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、ｔｅｒｔ－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。
【０１０３】
　一般式（４’）～（７’）で表される構成単位の中でも、一般式（４’）で表される構
成単位が安価で工業的に好ましく、一般式（４’）で表される構成単位の中でもＲがメチ
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エステル結合の位置が、そのラクトン環上のα位であるα－メタクリロイルオキシ－γ－
ブチロラクトンであることが最も好ましい。
【０１０４】
　構成単位（ａ６）は１種又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【０１０５】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分中、構成単位（ａ６）の割合は、（
α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分を構成する全構成単位の合計に対して、
２０～６０モル％が好ましく、２０～５０モル％がより好ましく、３０～４５モル％が最
も好ましい。下限値以上とすることによりリソグラフィー特性が向上し、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。
【０１０６】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分は、前記構成単位（ａ５）に加えて
、又は前記構成単位（ａ５）及び（ａ６）に加えてさらに、極性基含有多環式基を含むア
クリル酸エステルから誘導される構成単位（ａ７）を有することが好ましい。構成単位（
ａ７）により、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分全体の親水性が高まり
、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。
【０１０７】
　構成単位（ａ７）において、α位の炭素原子に結合しているのは、低級アルキル基又は
水素原子である。α位の炭素原子に結合している低級アルキル基は、構成単位（ａ５）の
説明と同様であって、好ましくはメチル基である。極性基としては、水酸基、シアノ基、
カルボキシ基、アミノ基などが挙げられ、特に水酸基が好ましい。多環式基としては、前
述の（ａ５）単位である「脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基」で例示した脂肪
族環式基のうち、多環式のものから適宜選択して用いることができる。
【０１０８】
　構成単位（ａ７）としては、下記一般式（８’）～（９’）から選ばれる少なくとも１
種であることが好ましい。
【０１０９】
【化１５】

【０１１０】
　［式（８’）中、Ｒは上記と同じであり、ｎは１～３の整数である。］
　一般式（８’）中のＲは上記一般式（１’）～（３’）中のＲと同様である。これらの
中でも、ｎが１であり、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。
【０１１１】
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【０１１２】
　［式（９’）中、Ｒは上記と同じであり、ｋは１～３の整数である。］
　これらの中でも、ｋが１であるものが好ましい。また、シアノ基がノルボルナニル基の
５位又は６位に結合していることが好ましい。
【０１１３】
　構成単位（ａ７）は１種又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【０１１４】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分中、構成単位（ａ７）の割合は、（
α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分を構成する全構成単位の合計に対して、
１０～５０モル％が好ましく、１５～４０モル％がより好ましく、２０～３５モル％がさ
らに好ましい。下限値以上とすることによりリソグラフィー特性が向上し、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。
【０１１５】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分においては、これらの構成単位（ａ
５）～（ａ７）の合計が、全構成単位の合計に対し、７０～１００モル％であることが好
ましく、８０～１００モル％であることがより好ましい。
【０１１６】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分は、前記構成単位（ａ５）～（ａ７
）以外の構成単位（ａ８）を含んでいてもよい。構成単位（ａ８）としては、上述の構成
単位（ａ５）～（ａ７）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い
。
【０１１７】
　例えば多環の脂肪族炭化水素基を含み、かつ（α－低級アルキル）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。該多環の脂肪族炭化水素基は、例えば、前述の
「脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基」で例示した脂肪族環式基のうち、多環式
のものから適宜選択して用いることができる。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、ノルボルニル基、イソ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。構成単位（ａ８）としては
、酸非解離性基であることが最も好ましい。
【０１１８】
　構成単位（ａ８）として、具体的には、下記（１０）～（１２）の構造のものを例示す
ることができる。
【０１１９】
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【化１７】

【０１２０】
　［式（１０）中、Ｒは上記と同じである。］
【０１２１】
【化１８】

【０１２２】
　［式（１１）中、Ｒは上記と同じである。］
【０１２３】

【化１９】

【０１２４】
　［式（１２）中、Ｒは上記と同じである。］
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　構成単位（ａ８）を有する場合、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分中
、構成単位（ａ８）の割合は、（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分を構成
する全構成単位の合計に対して、１～２５モル％が好ましく、５～２０モル％がより好ま
しい。
【０１２５】
　（α－低級アルキル）アクリル酸エステル樹脂成分は、少なくとも構成単位（ａ５）、
（ａ６）、及び（ａ７）を有する共重合体であることが好ましい。かかる共重合体として
は、例えば、上記構成単位（ａ５）、（ａ６）、及び（ａ７）からなる共重合体、上記構
成単位（ａ５）、（ａ６）、（ａ７）、及び（ａ８）からなる共重合体などが例示できる
。
【０１２６】
　（Ａ－１１）成分は、前記構成単位に係るモノマーを公知の方法で重合することにより
得ることができる。例えば、各構成単位に係るモノマーを、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などによっ
て重合させることによって得ることができる。
【０１２７】
　（Ａ－１）成分は、質量平均分子量（ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによる
ポリスチレン換算質量平均分子量、以下同様。）３００００以下であることが好ましく、
２００００以下であることが好ましく、１２０００以下であることがさらに好ましい。下
限値は、２０００超であればよく、パターン倒れの抑制、解像性向上等の点で、好ましく
は４０００以上、さらに好ましくは５０００以上とされる。
【０１２８】
　［（Ａ－２）成分］
　（Ａ－２）成分としては、分子量が５００以上２０００以下であって、上述の（Ａ－１
）成分の説明で例示したような酸解離性溶解抑制基Ｘ又はＸ’を有する低分子化合物が好
ましい。具体的には、複数のフェノール骨格を有する化合物の水酸基の水素原子の一部を
上記酸解離性溶解抑制基Ｘ又はＸ’で置換したものが挙げられる。
【０１２９】
　（Ａ－２）成分は、例えば、非化学増幅型のｇ線やｉ線レジストにおける増感剤や耐熱
性向上剤として知られている低分子量フェノール化合物の水酸基の水素原子の一部を上記
酸解離性溶解抑制基で置換したものが好ましく、そのようなものから任意に用いることが
できる。
【０１３０】
　かかる低分子量フェノール化合物としては、例えば、次のようなものが挙げられる。
【０１３１】
　ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（２，３，４－トリヒドロキシフェニル
）メタン、２－（４－ヒドロキシフェニル）－２－（４’－ヒドロキシフェニル）プロパ
ン、２－（２，３，４－トリヒドロキシフェニル）－２－（２’，３’，４’－トリヒド
ロキシフェニル）プロパン、トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（４－ヒド
ロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－２－ヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒド
ロキシ－２，５－ジメチルフェニル）－２－ヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒド
ロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビス（４
－ヒドロキシ－２，５－ジメチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビ
ス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビ
ス（３－シクロヘキシル－４－ヒドロキシ－６－メチルフェニル）－４－ヒドロキシフェ
ニルメタン、ビス（３－シクロヘキシル－４－ヒドロキシ－６－メチルフェニル）－３，
４－ジヒドロキシフェニルメタン、１－［１－（４－ヒドロキシフェニル）イソプロピル
］－４－［１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼン、フェノール、ｍ
－クレゾール、ｐ－クレゾール又はキシレノールなどのフェノール類のホルマリン縮合物
の２、３、４核体などが挙げられる。勿論これらに限定されるものではない。
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【０１３２】
　なお、酸解離性溶解抑制基も特に限定されず、上記したものが挙げられる。
＜（Ｂ）成分＞
　（Ｂ）成分としては、従来、化学増幅型レジストにおける酸発生剤として公知のものの
中から任意のものを適宜選択して用いることができる。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、ジスルホン系酸発生剤など多種のも
のが知られている。
【０１３３】
　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トリフルオロメタン
スルホネート、（４－メトキシフェニル）フェニルヨードニウムトリフルオロメタンスル
ホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムトリフルオロメタンスル
ホネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メトキシ
フェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メチルフェ
ニル）ジフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨー
ドニウムノナフルオロブタンスルホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨー
ドニウム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ノナフルオロブタ
ンスルホネートが挙げられる。中でも、フッ素化アルキルスルホン酸イオンをアニオンと
するオニウム塩が好ましい。
【０１３４】
　オキシムスルホネート化合物の例としては、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。これらの中で、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が好ましい。
【０１３５】
　ジアゾメタン系酸発生剤の具体例としては、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）ジアゾメタンなどが挙げられる。
【０１３６】
　（Ｂ）成分として、１種の酸発生剤を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。
【０１３７】
　（Ｂ）成分の使用量は、（Ａ）成分１００質量部に対し、１～２０質量部、好ましくは
２～１０質量部とされる。上記範囲の下限値以上とすることにより充分なパターン形成が
行われ、上記範囲の上限値以下であれば溶液の均一性が得られやすく、良好な保存安定性
が得られる。
＜任意成分＞
　化学増幅型レジスト組成物には、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よいが、アミン、特に第２級低級脂肪族アミンや第３
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級低級脂肪族アミンが好ましい。
【０１３８】
　ここで、低級脂肪族アミンとは炭素数５以下のアルキル又はアルキルアルコールのアミ
ンをいい、この第２級や第３級アミンの例としては、トリメチルアミン、ジエチルアミン
、トリエチルアミン、ジ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリペンチ
ルアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミンな
どが挙げられるが、特にトリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミンのような第
３級アルカノールアミンが好ましい。
【０１３９】
　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。
【０１４０】
　（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。
【０１４１】
　また、化学増幅型レジスト組成物には、前記（Ｄ）成分との配合による感度劣化を防ぎ
、またパターン形状、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
カルボン酸又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。
【０１４２】
　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。
【０１４３】
　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又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
ン酸及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
ホスフィン酸及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。
【０１４４】
　（Ｅ）成分は、（Ａ）成分１００質量部当り、通常０．０１～５．０質量部の割合で用
いられる。
【０１４５】
　化学増幅型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、例えば該レ
ジスト組成物の塗布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などを適宜含有さ
せることができる。
【０１４６】
　化学増幅型レジスト組成物は、材料を有機溶剤（Ｓ）（以下、（Ｓ）成分という。）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、レジスト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種又は２種以上を適宜選択して用いることができる。
【０１４７】
　具体例としては、γ－ブチロラクトンなどのラクトン類、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、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）、ジプロピレ
ングリコール、又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
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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又はモノフェニルエーテル
などの多価アルコール類及びその誘導体や、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。これらの中でも、ＰＧＭＥＡ、ＥＬ、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。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。
【０１４８】
　（Ｓ）成分の使用量は特に限定しないが、化学増幅型レジスト組成物が、支持体上に塗
布可能な濃度の液体となる量が用いられる。
【０１４９】
　本発明のパターン形成方法は、支持体上にパターンを形成するパターン形成方法であっ
て、支持体上に、ポジ型レジスト組成物を塗布してレジスト膜を形成する工程（以下、膜
形成工程（１）という。）と、前記レジスト膜を、マスクパターンを介して選択的に露光
し、現像してレジストパターンを形成する工程（以下、パターニング工程（１）という。
）と、前記レジストパターンの表面に、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜形成用材料を用
いて被覆膜を形成する工程（以下、被覆工程という。）と、前記被覆膜により被覆された
前記レジストパターンを露光し、現像して、前記被覆膜成分よりなるパターンを形成する
工程（以下、パターニング工程（２）という。）と、を含む。
【０１５０】
　以下、本発明のパターン形成方法について、図１を用いて好ましい実施形態を説明する
。
【０１５１】
　本実施形態においては、まず、図１（ａ）に示すように、支持体１上に、化学増幅型の
ポジ型レジスト組成物を塗布してレジスト膜２を形成する。次に、図１（ｂ）に示すよう
に、レジスト膜２を選択的に露光し、現像して複数のレジストパターン３を形成する。次
に、図１（ｃ）に示すように、複数のレジストパターン３の表面に、それぞれ、水溶性樹
脂組成物からなる被覆膜形成用材料４ａを塗布する。このときの被覆膜形成用材料を、レ
ジストパターン３と同じ膜厚か薄い膜厚で塗布することが好ましい。次に、図（ｄ）に示
すようにレジストパターン３の周囲にのみ被覆膜４を残存させる。次に、図１（ｅ）に示
すように、被覆膜４により被覆されたレジストパターン３を露光し、現像して、支持体１
上から除去し、被覆膜４よりなる被覆パターン５を形成する。
【０１５２】
　このようにして、支持体１上に、パターニング工程（１）で形成したレジストパターン
３よりも狭ピッチのパターン５（被覆膜４成分よりなるパターン５）が形成される。
【０１５３】
　以下、各工程についてより詳細に説明する。
【０１５４】
　［膜形成工程（１）］
　支持体１としては、特に限定されず、従来公知のものを用いることができ、例えば、電
子部品用の基板や、これに所定の配線パターンが形成されたものなどを例示することがで
きる。より具体的には、シリコンウェーハ、銅、クロム、鉄、アルミニウム等の金属製の
基板や、ガラス基板などが挙げられる。配線パターンの材料としては、例えば銅、アルミ
ニウム、ニッケル、金などが使用可能である。
【０１５５】
　また、支持体１としては、上述のような基板上に、無機系及び／又は有機系の膜が設け
られたものであってもよい。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）や多層レジスト法にお
ける下層膜などの有機膜が挙げられる。特に、下層膜が設けられていると、基板上に、高
アスペクト比のパターンを形成でき、半導体の製造などにおいて有用であり、好ましい。
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【０１５６】
　ここで、多層レジスト法とは、基板上に、少なくとも一層の有機膜（下層膜）と、少な
くとも一層のレジスト膜とを設け、上層のレジスト膜に形成したレジストパターンをマス
クとして下層のパターニングを行う方法であり、高アスペクト比のパターンを形成できる
とされている。多層レジスト法には、基本的に、上層のレジスト膜と、下層膜との二層構
造とする方法と、これらのレジスト膜と下層膜との間に一層以上の中間層（金属薄膜等）
を設けた三層以上の多層構造とする方法とに分けられる。多層レジスト法によれば、下層
膜により所要の厚みを確保することにより、レジスト膜を薄膜化し、高アスペクト比の微
細パターン形成が可能となる。
【０１５７】
　有機膜を設ける場合、有機膜は、例えば、有機膜を構成する樹脂成分などを有機溶剤に
溶解した有機膜形成用材料を基板にスピンナーなどで塗布し、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。有機膜形成用材料については、詳しくは後述する。
【０１５８】
　有機膜の厚さは、好ましくは１０～５００ｎｍ、より好ましくは５０～４５０ｎｍであ
る。この範囲内とすることにより、高アスペクト比のパターンが形成できる、基板エッチ
ング時に十分な耐エッチング性が確保できるなどの効果がある。
【０１５９】
　化学増幅型レジスト組成物としては、特に制限はなく、上述したような、化学増幅型レ
ジスト組成物として提案されている多数の化学増幅型レジスト組成物の中から適宜選択し
て用いることができる。
【０１６０】
　レジスト膜２は、化学増幅型レジスト組成物を支持体上に塗布することにより形成でき
る。第一の化学増幅型レジスト組成物の塗布は、スピンナーなどを用いる従来公知の方法
によって行うことができる。
【０１６１】
　具体的には、たとえば化学増幅型レジスト組成物を支持体上にスピンナーなどで塗布し
、８０～１５０℃の温度条件下、ベーク処理（プレベーク）を４０～１２０秒間、好まし
くは６０～９０秒間施し、有機溶剤を揮発させることによりレジスト膜２を形成できる。
【０１６２】
　レジスト膜２の厚さは、好ましくは５０～５００ｎｍ、より好ましくは５０～４５０ｎ
ｍである。この範囲内とすることにより、レジストパターンを高解像度で形成できる、エ
ッチングに対する十分な耐性が得られるなどの効果がある。
【０１６３】
　［パターニング工程（１）］
　パターニング工程（１）は、従来公知の方法を利用して行うことができ、例えば、所定
のパターンが形成されたマスク（マスクパターン）を介してレジスト膜２を選択的に露光
し、８０～１５０℃の温度条件下、ベーク処理（ＰＥＢ（露光後加熱））を４０～１２０
秒間、好ましくは６０～９０秒間施して施し、例えば０．１～１０質量％濃度のテトラメ
チルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）水溶液でアルカリ現像すると、露光部が除去
されてレジストパターン３が形成される。
【０１６４】
　露光に用いる波長は、特に限定されず、ＫｒＦエキシマレーザー、ＡｒＦエキシマレー
ザー、Ｆ２エキシマレーザー、ＥＵＶ（極紫外線）、ＶＵＶ（真空紫外線）、ＥＢ（電子
線）、Ｘ線、軟Ｘ線などの放射線を用いて行うことができる。
【０１６５】
　このとき、レジスト膜２の選択的露光は、空気や窒素などの不活性ガス中で行う通常の
露光（ドライ露光）であってもよく、液浸露光により行ってもよい。
【０１６６】
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　液浸露光では、上述したように、露光時に、従来は空気や窒素など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膜との間の部分を、空気の屈折率よりも大きい
屈折率を有する溶媒（液浸媒体）で満たした状態で露光を行う。より具体的には、液浸露
光は、上記のようにして得られたレジスト膜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（液浸媒体）で満たし、その状態で、所望のマス
クパターンを介して露光（浸漬露光）することによって実施できる。
【０１６７】
　液浸媒体としては、空気の屈折率よりも大きく、かつ本発明のポジ型レジスト組成物を
用いて形成されるレジスト膜の有する屈折率よりも小さい屈折率を有する溶媒が好ましい
。かか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。
【０１６８】
　空気の屈折率よりも大きく、かつレジスト膜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、シリコーン系溶剤、炭化水素系溶剤などが
挙げられる。
【０１６９】
　フッ素系不活性液体の具体例としては、Ｃ３ＨＣｌ２Ｆ５、Ｃ４Ｆ９ＯＣＨ３、Ｃ４Ｆ

９ＯＣ２Ｈ５、Ｃ５Ｈ３Ｆ７などのフッ素系化合物を主成分とする液体などが挙げられ、
沸点が７０～１８０℃のものが好ましく、８０～１６０℃のものがより好ましい。フッ素
系不活性液体が上記範囲の沸点を有するものであると、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。
【０１７０】
　フッ素系不活性液体としては、特に、アルキル基の水素原子が全てフッ素原子で置換さ
れたパーフロオロアルキル化合物が好ましい。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。
【０１７１】
　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。
【０１７２】
　［被覆工程］
　次に、形成した複数のレジストパターン３の表面に、それぞれ、水溶性樹脂組成物から
なる被覆膜形成用材料を用いて被覆膜４を形成して複数の被覆パターン５を形成する。こ
のとき、レジストパターン３の上面に水溶性樹脂組成物からなる層が厚く形成されなくす
ることが好ましい。つまり、前記レジストパターン３の膜厚と同じ膜厚か薄くなるように
被覆膜形成用材料を塗布することが好ましい。
【０１７３】
　被覆膜４の形成方法としては、水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶液を含
む被覆膜形成用材料を用いる方法が好ましく用いられる。被覆膜形成用材料については、
後述する本発明の被覆膜形成用材料において詳細に説明する。
【０１７４】
　この被覆膜形成用材料を用いる場合、被覆膜４は、例えば、当該被覆膜形成用材料をパ
ターンの表面に塗布して塗膜を形成した後、該塗膜にベーク処理を施すことによって形成
できる。なお、ベーク処理の前に、８０℃～１８０℃の温度で３０秒～１８０秒程度、塗
膜にプレベーク処理を施すようにしても構わない。
【０１７５】
　被覆膜形成用材料の塗布方法は、公知の方法が使用でき、例えば、レジストパターン３
が形成された支持体１を、被覆膜形成用材料中に浸漬する方法（ディップコート法）、被
覆膜形成用材料をスピンコート法により当該支持体１上に塗布する方法などが挙げられる
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。
【０１７６】
　被覆工程においては、被覆膜形成用材料の塗布後、塗膜にベーク処理を施す。ベーク処
理を施すことにより、レジストパターン３からの酸の拡散が促進され、レジストパターン
３と塗膜との界面において架橋反応が起こる。この架橋反応により、レジストパターンの
表面に被覆膜４が形成される。
【０１７７】
　ベーク処理において、ベーク温度は、７０℃～１８０℃が好ましく、８０℃～１７０℃
がより好ましい。この範囲内とすることにより、強固な被覆膜４が形成できる。ベーク時
間は、特に制限はないが、ベーク処理による効果、パターン形状の安定性などを考慮する
と、３０秒～３００秒間が好ましく、６０秒～１８０秒間がより好ましい。
【０１７８】
　被覆工程においては、被覆膜形成用材料の塗布後、支持体１表面を洗浄液で洗浄するこ
とが好ましい。これにより、支持体１上の、レジスト膜が存在しない部分（非パターン部
分）の表面に余分な水溶性樹脂が付着していたとしても、当該洗浄液によって洗い流され
るか、または濃度が非常に薄くなる。一方、レジストパターン３表面の水溶性樹脂は、架
橋しているためそのまま残る。その結果、レジストパターン３表面には水溶性樹脂膜が充
分に形成されるが、支持体１上の非パターン部表面には水溶性樹脂膜が形成されないか、
ほとんど形成されず、高い被覆選択性で、レジストパターン３表面に水溶性樹脂膜（被覆
膜４）を形成できる。また、レジストパターン３の上面には、水溶性樹脂がほとんど付着
していないので、水溶性樹脂膜がほとんど形成されない。
【０１７９】
　さらに、洗浄を行うことにより、被覆膜４は、膜厚が薄くて均一なものとなる。すなわ
ち、洗浄を行うと、レジストパターン３上の、架橋していない余分な水溶性樹脂が除去さ
れ、一方、架橋により強くパターン表面に結合した水溶性樹脂はパターン表面に均一に残
る。そのため、ナノメーターレベルの水溶性樹脂の薄膜が、均一な膜厚で、極めて精度よ
く、かつ高い再現性で形成される。
【０１８０】
　洗浄液としては、未架橋の水溶性樹脂などを溶解して除去できるものであればよく、例
えば、後述する被覆膜形成用材料の溶媒として挙げるものと同様のものを用いることがで
きる。
【０１８１】
　洗浄は、公知の方法を用いて行うことができ、例えば洗浄液をスプレー法などによって
、被覆膜形成用材料からなる塗膜の表面に供給した後、余分な洗浄液を減圧下で吸引して
行う方法や、洗浄液に浸漬洗浄する方法、スプレー洗浄する方法、蒸気洗浄する方法、洗
浄液をスピンコート法により支持体上に塗布する方法などが挙げられ、特にスピンコート
法が好ましい。洗浄条件（洗浄時間、洗浄液の使用量等）は、洗浄方法などを考慮して適
宜設定すればよい。例えばスピンコート法による洗浄を行う場合、１００～５０００ｒｐ
ｍ、１～１００秒間程度の範囲内で適宜調節すればよい。
【０１８２】
　洗浄は、被覆膜形成用材料からなる塗膜中の溶媒が完全に揮発する前に行うことが好ま
しい。該溶媒が完全に揮発していないかどうかは、視認により確認できる。
【０１８３】
　被覆膜４の厚さは、好ましくは０．１ｎｍ以上であり、より好ましくは０．５～５０ｎ
ｍであり、さらに好ましくは１～３０ｎｍである。０．１ｎｍ以上とすることにより、エ
ッチング、例えば酸素プラズマエッチングなどのドライエッチングに対する十分な耐性が
得られるなどの効果がある。
【０１８４】
　［パターニング工程（２）］
　次に、被覆膜４により被覆されたレジストパターン３を露光し、現像して、支持体１上
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から除去し、被覆膜４成分よりなるパターン５を形成する。これにより、支持体１上に、
複数のパターン５が形成される。
【０１８５】
　ここで、本発明においては、レジストパターン３は、被覆膜４により被覆されているが
、露光することにより、アルカリ現像により除去することができる。この露光はマスクを
使用しない全面露光でよい。一方、レジストパターン３の側面に形成されている（付着し
ている）被覆膜４は、現像後もそのまま残る。なお、レジストパターン３の上部に被覆膜
４が形成されている場合には、現像処理によりレジストパターン３を除去した際に同時に
除去されることになる。レジストパターン３の上部に形成される被覆膜は薄くアルカリ現
像に対する耐性がないためである。
【０１８６】
　なお、本パターニング工程（２）において、レジストパターン３を全て除去することな
く、一部のレジストパターン３を選択的に残存させてもよい。その場合、レジストパター
ン３と被覆膜４成分よりなるパターン５との複合パターンが形成されることになる。どの
レジストパターン３を残すかについては、その目的・用途に応じて適宜設定可能であり、
特に限定されるものではない。
【０１８７】
　例えば、ライン幅１００ｎｍ、ライン幅：スペース幅＝１：３のラインアンドスペース
パターンを形成した後、マスクパターンを、ラインの方向に対して垂直方向に２００ｎｍ
平行移動させ、ライン幅１００ｎｍ、ライン幅：スペース幅＝１：３のラインアンドスペ
ースパターンを形成することにより、ライン幅１００ｎｍ、ライン幅：スペース幅＝１：
１のラインアンドスペースパターンを形成することができる。
【０１８８】
　また、パターニング工程（１）で用いたマスクパターンを回転移動させたり、パターニ
ング工程（１）で用いたマスクパターンとは異なるマスクパターンを用いたりすることに
より、多様な複合パターンを形成することができる。
【０１８９】
　マスクパターンを移動させる方法以外の方法としては、露光機中のステージ（基板を載
せている台）を移動させる方法を用いることもできる。
【０１９０】
　本発明のパターン形成方法においては、上記パターニング工程（２）後、さらに、上述
した膜形成工程（１）、パターニング工程（１）、被覆工程、パターニング工程（２）の
一連の操作を複数回繰り返して行ってもよい。すなわち、支持体１上に形成された被覆パ
ターン５表面に、レジスト組成物を塗布してレジスト膜を形成し、該レジスト膜を選択的
に露光し、現像してレジストパターンを形成した後、水溶性樹脂組成物からなる被覆膜形
成用材料を用いて被覆膜を形成して被覆パターンを形成する操作を複数回行ってもよい。
これにより、さらに狭ピッチのパターンを形成したり、複雑な形状のパターンを形成した
りすることができる。
【０１９１】
　本発明のパターン形成方法においては、上記パターニング工程（２）後、形成された被
覆パターン５（又は複合パターン）をマスクとして用いて支持体１のエッチングを行って
もよい。すなわち、基板上に有機膜が設けられている場合は有機膜のエッチングを行うこ
とができ、該有機膜に、複合パターンに忠実なパターン（有機膜パターン）を形成でき、
さらに、これらのパターン（複合パターン及び有機膜パターン）をマスクとして基板のエ
ッチングを行うことができる。複合パターンが基板上に直接形成されている場合は、その
まま、複合パターンをマスクとして、基板のエッチングを行うことができる。このように
基板をエッチングすることにより、半導体デバイスなどを製造することができる。
【０１９２】
　エッチングの方法は、公知の方法が利用でき、例えば有機膜のエッチングは、ドライエ
ッチングが好ましい。特に、被覆膜のそれらのエッチングに対する耐性が高い点、生産効



(28) JP 2009-53547 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

率の点から、酸素プラズマエッチング、又はＣＦ４ガス若しくはＣＨＦ３ガスを用いたエ
ッチングが好ましく、中でも酸素プラズマエッチングが好ましい。基板のエッチングは、
ハロゲンガスを用いたエッチングが好ましく、フッ化炭素系ガスを用いたエッチングが好
ましく、特にＣＦ４ガス又はＣＨＦ３ガスを用いたエッチングが好ましい。
【０１９３】
　［有機膜形成用材料］
　上述した膜形成工程（１）に用いられる支持体１において、基板上に形成されていても
よい有機膜を形成するための有機膜形成用材料は、レジスト膜のような、電子線や光に対
する感受性を必ずしも必要とするものではない。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ればよい。
【０１９４】
　また、被覆膜にて被覆された被覆パターンを用いて有機膜をエッチングすることにより
、該被覆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など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。
【０１９５】
　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。
【０１９６】
　中でも、上述した様に、エッチング工程において酸素プラズマエッチングを用いる場合
、有機膜を、酸素プラズマエッチングによりエッチングしやすく、かつハロゲンガス、具
体的にはＣＦ４ガス又はＣＨＦ３ガスなどのフッ化炭素系ガスに対して耐性が比較的高い
材料から構成すると好ましい。
【０１９７】
　また、上記有機ＢＡＲＣと基板との間に、ノボラック樹脂、アクリル樹脂及び可溶性ポ
リイミドからなる群から選択される少なくとも一種の樹脂成分を含む有機膜を形成しても
よい。
【０１９８】
　これらの材料は、酸素プラズマエッチングなどのエッチングを行いやすいと同時に、フ
ッ化炭素系ガスに対する耐性が強く、本発明において好適である。すなわち一般に、基板
などのエッチングはフッ化炭素系ガスなどのハロゲンガスを用いて行われるので、このよ
うな材料から有機膜を構成することにより、有機膜パターンを形成する際に酸素プラズマ
エッチングを用いて加工性を向上させるとともに、基板などをエッチングするフッ化炭素
系ガスなどのハロゲンガスを用いた後工程においては、耐エッチング性を向上させること
ができる。
【０１９９】
　これらの樹脂成分は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
【０２００】
　上記の中でも、ノボラック樹脂、及び側鎖に脂環式部位又は芳香族環を有するアクリル
樹脂は、安価で汎用的に用いられ、フッ化炭素系ガスを用いたドライエッチングに対する
耐性に優れるので、好ましく用いられる。
【０２０１】
　ノボラック樹脂としては、ポジ型レジスト組成物に一般的に用いられているものが使用
可能であるし、ノボラック樹脂を主成分として含むｉ線やｇ線用のポジ型レジストも使用
可能である。
【０２０２】
　ノボラック樹脂は、例えば、フェノール性水酸基を持つ芳香族化合物（以下、単に「フ
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ェノール類」という。）とアルデヒド類とを酸触媒下で付加縮合させることにより得られ
る樹脂である。
【０２０３】
　フェノール類としては、例えばフェノール、ｏ－クレゾール、ｍ－クレゾール、ｐ－ク
レゾール、ｏ－エチルフェノール、ｍ－エチルフェノール、ｐ－エチルフェノール、ｏ－
ブチルフェノール、ｍ－ブチルフェノール、ｐ－ブチルフェノール、２，３－キシレノー
ル、２，４－キシレノール、２，５－キシレノール、２，６－キシレノール、３，４－キ
シレノール、３，５－キシレノール、２，３，５－トリメチルフェノール、３，４，５－
トリメチルフェノール、ｐ－フェニルフェノール、レゾルシノール、ヒドロキノン、ヒド
ロキノンモノメチルエーテル、ピロガロール、フロログリシノール、ヒドロキシジフェニ
ル、ビスフェノールＡ、没食子酸、没食子酸エステル、α－ナフトール、β－ナフトール
などが挙げられる。
【０２０４】
　アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、フルフラール、ベンズアルデヒド、
ニトロベンズアルデヒド、アセトアルデヒドなどが挙げられる。
【０２０５】
　付加縮合反応時の触媒は、特に限定されるものではないが、例えば酸触媒では、塩酸、
硝酸、硫酸、蟻酸、蓚酸、酢酸などが使用される。
【０２０６】
　ノボラック樹脂は、市販されているものを使用することもできる。
【０２０７】
　ノボラック樹脂の質量平均分子量（Ｍｗ）の下限値としては、３０００以上が好ましく
、５０００以上がより好ましく、６０００以上がより好ましく、７０００以上がさらに好
ましい。上限値としては、５００００以下が好ましく、３００００以下がより好ましく、
１００００以下がさらに好ましく、９０００以下が最も好ましい。
【０２０８】
　Ｍｗが３０００以上であると、高温でベークしたときに昇華しにくく、装置が汚染され
にくい。また、Ｍｗを５０００以上とすることにより、フッ化炭素系ガスなどに対する耐
エッチング性が優れるので好ましい。また、Ｍｗが５００００以下であると、微細な凹凸
を有する基板に対する良好な埋め込み特性が優れ、特に１００００以下であると、ドライ
エッチングしやすい傾向があり、好ましい。
【０２０９】
　ノボラック樹脂としては、特に、Ｍｗが５０００～５００００、好ましくは８０００～
３００００であり、かつ分子量５００以下の低核体、好ましくは２００以下の低核体の含
有量が、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー法において１質量％以下、好ましくは
０．８質量％以下であるノボラック樹脂が好ましい。低核体の含有量は、少ないほど好ま
しく、望ましくは０質量％である。
【０２１０】
　上記範囲内のＭｗを有するノボラック樹脂において、分子量５００以下の低核体の含有
量が１質量％以下であることにより、微細な凹凸を有する基板に対する埋め込み特性が良
好になる。低核体の含有量が低減されていることにより埋め込み特性が良好になる理由は
明らかではないが、分散度が小さくなるためと推測される。
【０２１１】
　ここで、「分子量５００以下の低核体」とは、ポリスチレンを標準としてＧＰＣ法によ
り分析した際に分子量５００以下の低分子フラクションとして検出されるものである。「
分子量５００以下の低核体」には、重合しなかったモノマーや、重合度の低いもの、例え
ば、分子量によっても異なるが、フェノール類２～５分子がアルデヒド類と縮合したもの
などが含まれる。
【０２１２】
　分子量５００以下の低核体の含有量（質量％）は、このＧＰＣ法による分析結果を、横
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軸にフラクション番号、縦軸に濃度をとってグラフとし、全曲線下面積に対する、分子量
５００以下の低分子フラクションの曲線下面積の割合（％）を求めることにより測定され
る。
【０２１３】
　アクリル樹脂としては、ポジ型レジスト組成物に一般的に用いられているものが使用可
能であり、例えば、エーテル結合を有する重合性化合物から誘導された構成単位と、カル
ボキシ基を有する重合性化合物から誘導された構成単位を含有するアクリル樹脂を挙げる
ことができる。
【０２１４】
　エーテル結合を有する重合性化合物としては、２－メトキシエチル（メタ）アクリレー
ト、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、３－メトキシブチル（メタ
）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アクリレート、フェノキシポリエチレング
リコール（メタ）アクリレート、メトキシポリプロピレングリコール（メタ）アクリレー
ト、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレートなどのエーテル結合及びエステル結合
を有する（メタ）アクリル酸誘導体などを例示することができる。これらの化合物は単独
又は２種以上組み合わせて使用できる。なお、本明細書において（メタ）アクリレートは
アクリレートとメタクリレートの一方あるいは両方を示す。
【０２１５】
　カルボキシ基を有する重合性化合物としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸
などのモノカルボン酸；マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などのジカルボン酸；２－メ
タクリロイルオキシエチルコハク酸、２－メタクリロイルオキシエチルマレイン酸、２－
メタクリロイルオキシエチルフタル酸、２－メタクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフ
タル酸などのカルボキシ基及びエステル結合を有する化合物などを例示することができ、
好ましくは、アクリル酸、メタクリル酸である。これらの化合物は単独又は２種以上組み
合わせて使用できる。
【０２１６】
　可溶性ポリイミドとは、有機溶剤により液状にできるポリイミドである。
【０２１７】
　有機膜形成用材料には、さらに所望により混和性のある添加剤、例えば有機膜の性能を
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などを適宜含有させることができる。
【０２１８】
　有機膜形成用材料は、上述した樹脂成分などの材料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、上述した化学増幅型レジスト組成物の（Ｓ）成分として
例示したものと同様のものを用いることができる。
【０２１９】
　なお、レジスト膜と有機膜との間に、シリコン系材料からなるハードマスク層を用いて
もよい。
≪２．被覆膜形成用材料≫
　本発明の被覆膜形成用材料は、水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶液から
構成されるものであり、前記本発明のパターン形成方法において、前記被覆膜を形成する
ために用いられるものである。
＜水溶性樹脂＞
　本発明の被覆膜形成用材料に用いることができる水溶性樹脂は、室温で水に溶解し得る
樹脂であればよく、特に制限されるものでないが、本発明ではアクリル系樹脂、ビニル系
樹脂、セルロース系樹脂、アミド系樹脂、及びオキサゾリン基を含有するポリマーを含む
ポリマーの中から選ばれる少なくとも１種を含ませることができる。
【０２２０】
　アクリル系樹脂としては、例えば、アクリル酸、アクリル酸メチル、メタクリル酸、メ
タクリル酸メチル、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル
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メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、Ｎ－メチルアクリ
ルアミド、ジアセトンアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、
Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレ
ート、アクリロイルモルホリンなどのモノマーを構成成分とするポリマー又はコポリマー
が挙げられる。
【０２２１】
　ビニル系樹脂としては、例えば、Ｎ－ビニルピロリドン、ビニルイミダゾリジノン、酢
酸ビニルなどのモノマーを構成成分とするポリマー又はコポリマーが挙げられる。
【０２２２】
　セルロース系樹脂としては、例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロースヘキサヒドロフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテート
サクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロール、セルロールアセテートヘキサヒドロフタレート、カルボキ
シメチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロースなどが挙げられる。
【０２２３】
　さらに、アミド系樹脂の中で水溶性のものも用いることができる。
【０２２４】
　中でも、ビニル系樹脂が好ましく、特にはポリビニルピロリドンやポリビニルアルコー
ルが好ましい。
【０２２５】
　「オキサゾリン基を含有するポリマー」としては、オキサゾリン骨格を分子中に含むポ
リマーであればよく、その具体的な構造は特に限定されるものではない。例えば、オキサ
ゾリン骨格を有するモノマーの重合体のみならず、オキサゾリン骨格を有するモノマーと
オキサゾリン骨格を有しないモノマーとの共重合体を含む。なお、本明細書において「ポ
リマー」とは、２量体以上のオリゴマーをも含むものである。
【０２２６】
　「オキサゾリン骨格」としては、下記構造式（１３－１）で示される２－オキサゾリン
、構造式（１３－２）で示される３－オキサゾリン、構造式（１３－３）で示される４－
オキサゾリンのほか、それらの置換体が挙げられる。
【０２２７】
【化２０】

【０２２８】
　該置換体としては、上記構造式１３で示されるオキサゾリンの炭素原子あるいは窒素原
子に結合する水素原子が、炭素数１～６の置換若しくは未置換の低級アルキル基、カルボ
キシル基、水酸基、ハロゲン基で置換された化合物が挙げられる。上記置換された低級ア
ルキル基としては、ヒドロキシアルキル基、（低級アルコキシ）アルキル基などが挙げら
れるが、これら例示に限定されるものではない。
【０２２９】
　本発明に用いることができるオキサゾリン基を含有するポリマーとしては、例えば、以
下の一般式（１４）で示される構造を有するものが特に好ましい。
【０２３０】
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【化２１】

【０２３１】
　これらの水溶性樹脂は、単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
【０２３２】
　水溶性樹脂の配合量は、被覆膜を使用上必要十分な膜厚とするためには、被覆膜形成用
材料の固形分中、１～９９質量％程度とするのが好ましく、より好ましくは４０～９９質
量％程度であり、さらに好ましくは６５～９９質量％程度である。
＜水溶性架橋剤＞
　水溶性架橋剤は、その構造中に少なくとも１個の窒素原子を有する。このような水溶性
架橋剤としては、少なくとも２個の水素原子がヒドロキシアルキル基及び／又はアルコキ
シアルキル基で置換された、アミノ基及び／又はイミノ基を有する含窒素化合物が好まし
く用いられる。これら含窒素化合物としては、例えばアミノ基の水素原子がメチロール基
又はアルコシキメチル基あるいはその両方で置換された、メラミン系誘導体、尿素系誘導
体、グアナミン系誘導体、アセトグアナミン系誘導体、ベンゾグアナミン系誘導体、スク
シニルアミド系誘導体や、イミノ基の水素原子が置換されたグリコールウリル系誘導体、
エチレン尿素系誘導体などを挙げることができる。
【０２３３】
　これら含窒素化合物の中でも、架橋反応性の点から、少なくとも２個の水素原子がメチ
ロール基、又は（低級アルコキシ）メチル基、あるいはその両方で置換されたアミノ基あ
るいはイミノ基を有する、ベンゾグアナミン系誘導体、グアナミン系誘導体、メラミン系
誘導体などのトリアジン誘導体、グリコールウリル系誘導体、及び尿素系誘導体のうちの
１種以上が好ましい。
【０２３４】
　水溶性架橋剤の配合量は、被覆膜形成用材料の固形分中、１～９９質量％程度とするの
が好ましく、より好ましくは１～６０質量％程度であり、さらに好ましくは１～３５質量
％程度である。
＜溶媒＞
　本発明の被膜形成用材料は、上述した水溶性樹脂及び水溶性架橋剤を含有してなる水溶
液として通常用いられる。この被膜形成用材料は、３～５０質量％濃度の水溶液として用
いるのが好ましく、５～２０質量％濃度の水溶液として用いるのがより好ましい。濃度が
３質量％未満ではレジストパターンへの被覆不良となるおそれがあり、一方、５０質量％
超では、濃度を高めたことに見合う効果の向上が認められず、取り扱い性の点からも好ま
しくない。
【０２３５】
　なお、溶媒としては、水とアルコール系溶媒との混合溶媒を用いることもできる。アル
コール系溶媒としては、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコ
ール、イソプロピルアルコール、グリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコー
ル、１，２－ブチレングリコール、１，３－ブチレングリコール、２，３－ブチレングリ
コールなどが挙げられる。これらのアルコール系溶媒は、水に対して３０質量％を上限と
して混合して用いられる。
＜任意成分＞
　被膜膜形成用材料には、水溶性樹脂及び水溶性架橋剤の他に、以下のように任意成分を
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配合してもよい。
・界面活性剤
　被膜膜形成用材料には、例えば界面活性剤を配合することができる。界面活性剤として
は、特に限定されるものではないが、上記水溶性樹脂に対し溶解性が高く、懸濁を発生し
ないなどの特性が必要である。このような特性を満たす界面活性剤を用いることにより、
特に被覆膜形成用材料を塗布する際の気泡（マイクロフォーム）発生を抑えることができ
、このマイクロフォーム発生と関係があるとされるディフェクトの発生の防止を図ること
ができる。上記の点から、Ｎ－アルキルピロリドン系界面活性剤、第４級アンモニウム塩
系界面活性剤、ポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤、ノニウム系界面活性
剤のうちの１種以上が好ましく用いられる。
【０２３６】
　Ｎ－アルキルピロリドン系界面活性剤としては、下記一般式（１５）で表されるものが
好ましい。
【０２３７】

【化２２】

【０２３８】
　［式（１５）中、Ｒ２０は炭素数６以上のアルキル基を示す］
　かかるＮ－アルキルピロリドン系界面活性剤として、具体的には、Ｎ－ヘキシル－２－
ピロリドン、Ｎ－へプチル－２－ピロリドン、Ｎ－オクチル－２－ピロリドン、Ｎ－ノニ
ル－２－ピロリドン、Ｎ－デシル－２－ピロリドン、Ｎ－デシル－２－ピロリドン、Ｎ－
ウンデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ドデシル－２－ピロリドン、Ｎ－トリデシル－２－ピ
ロリドン、Ｎ－テトラデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ペンタデシル－２－ピロリドン、Ｎ
－ヘキサデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ヘプタデシル－２－ピロリドン、Ｎ－オクタデシ
ル－２－ピロリドンなどが挙げられる。中でもＮ－オクチル－２－ピロリドン（「ＳＵＲ
ＦＡＤＯＮＥ　ＬＰ１００」；ＩＳＰ社製）が好ましく用いられる。
【０２３９】
　第４級アンモニウム系界面活性剤としては、下記一般式（１６）で表されるものが好ま
しい。
【０２４０】

【化２３】

【０２４１】
　［式（１６）中、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４は、それぞれ独立に、アルキル基又
はヒドロキシアルキル基を示し（ただし、そのうちの少なくとも１つは炭素数６以上のア
ルキル基又はヒドロキシアルキル基を示す）、Ｘ－は水酸化物イオン又はハロゲンイオン
を示す。］
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　かかる第４級アンモニウム系界面活性剤として、具体的には、ドデシルトリメチルアン
モニウムヒドロキシド、トリデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラデシル
トリメチルアンモニウムヒドロキシド、ペンタデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシ
ド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、へプタデシルトリメチルアンモ
ニウムヒドロキシド、オクタデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドなどが挙げられ
る。中でも、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドが好ましく用いられる。
【０２４２】
　ポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤としては、下記一般式（１７）で表
されるものが好ましい。
【０２４３】
【化２４】

【０２４４】
　［式（１７）中、Ｒ２５は炭素数１～１０のアルキル基又はアルキルアリル基を示し、
Ｒ２６は水素原子又は（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）Ｒ２５（Ｒ２５は上記で定義したとおり）を示
し、ｘは１～２０の整数を示す。］
　かかるポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤としては、具体的には「プラ
イサーフＡ２１２Ｅ」、「プライサーフＡ２１０Ｇ」（以上、いずれも第一工業製薬（株
）製）などとして市販されているものを好適に用いることができる。
【０２４５】
　ノニオン性界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンのアルキルエーテル化物又はア
ルキルアミンオキシド化合物であることが好ましい。
【０２４６】
　ポリオキシアルキレンのアルキルエーテル化物は、下記一般式（１８）又は（１９）で
表される化合物が好ましく用いられる。
【０２４７】

【化２５】

【０２４８】
　上記一般式（１８）、（１９）において、Ｒ２７及びＲ２８は、炭素数１～２２の直鎖
状、分岐鎖状若しくは環状のアルキル基、水酸基を有するアルキル基、又はアルキルフェ
ニル基を示す。Ａ０はオキシアルキレン基であり、オキシエチレン、オキシプロピレン、
及びオキシブチレン基の中から選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。ｙは整数
である。
【０２４９】
　アルキルアミンオキシド化合物は、下記一般式（２０）又は（２１）で示される化合物
が好ましく用いられる。
【０２５０】
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【化２６】

【０２５１】
　上記一般式（２０）、（２１）において、Ｒ２９は酸素原子で中断されていてもよい炭
素数８～２０のアルキル基又はヒドロキシアルキル基を示し、ｐ及びｑは１～５の整数を
示す。
【０２５２】
　上記一般式（２０）、（２１）で表されるアルキルアミンオキシド化合物としては、オ
クチルジメチルアミンオキシド、ドデシルジメチルアミンオキシド、デシルジメチルアミ
ンオキシド、ラウリルジメチルアミンオキシド、セチルジメチルアミンオキシド、ステア
リルジメチルアミンオキシド、イソヘキシルジエチルアミンオキシド、ノニルジエチルア
ミンオキシド、ラウリルジエチルアミンオキシド、イソペンタデシルメチルエチルアミン
オキシド、ステアリルメチルプロピルアミンオキシド、ラウリルジ（ヒドロキシエチル）
アミンオキシド、セチルジエタノールアミンオキシド、ステアリルジ（ヒドロキシエチル
）アミンオキシド、ドデシルオキシエトキシエトキシエチルジ（メチル）アミンオキシド
、ステアリルオキシエチルジ（メチル）アミンオキシドなどが挙げられる。
【０２５３】
　これらの界面活性剤の中でも、特にディフェクト低減の点からは、ノニウム系界面活性
剤が好ましく用いられる。
【０２５４】
　界面活性剤の配合量は、被覆膜形成用材料の固形分中、０．１～１０質量％程度とする
のが好ましく、より好ましくは０．２～２質量％程度である。上記配合量範囲を外れた場
合、塗布性の悪化、あるいはマイクロフォームと呼ばれる塗布時に発生する気泡に関係が
深いと考えられるディフェクトの発生といった問題が生じるおそれがある。
【０２５５】
　・水溶性フッ素化合物
　被膜膜形成用材料には、水溶性フッ素化合物を配合してもよい。水溶性フッ素化合物と
しては、特に限定されるものではないが、上記水溶性樹脂に対し溶解性が高く、懸濁を発
生しないなどの特性が必要である。このような特性を満たす水溶性フッ素化合物を用いる
ことにより、レベリング性（被膜膜形成用材料の広がり度合い）を向上させることができ
る。このレベリング性は、界面活性剤の添加による接触角の引き下げにより達成すること
も可能であるが、界面活性剤添加量を過剰にした場合、ある一定以上の塗布向上性が認め
られないばかりか、過剰量とすることにより、塗布した際に、塗布条件によっては被覆膜
上に気泡（マイクロフォーム）が発生し、ディフェクトの原因となり得るという問題があ
る。この水溶性フッ素化合物を配合することにより、そのような発泡を抑制しつつ、接触
角を下げ、レベリング性を向上させることができる。
【０２５６】
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　かかる水溶性フッ素化合物としては、フルオロアルキルアルコール類、フルオロアルキ
ルカルボン酸類などが好ましく用いられる。フルオロアルキルアルコール類としては、２
－フルオロ－１－エタノール、２，２－ジフルオロ－１－エタノール、トリフルオロエタ
ノール、テトラフルオロプロパノール、オクタフルオロアミルアルコールなどが挙げられ
る。フルオロアルキルカルボン酸類としては、トリフルオロ酢酸などが挙げられる。ただ
し、これら例示に限定されるものではなく、水溶性を有するフッ素化物であって、上述の
効果を奏するものであれば限定されない。特には、炭素数６以下のフルオロアルキルアル
コール類が好ましく用いられる。中でも入手しやすさなどの点から、トリフルオロエタノ
ールが特に好ましい。
【０２５７】
　水溶性フッ素化合物の配合量は、被覆膜形成用材料の固形分中、０．１～３０質量％程
度とするのが好ましく、より好ましくは０．１～１５質量％程度である。上記配合量範囲
未満では塗布性が悪化するおそれがある。また上記配合量より過剰量配合した場合、配合
量に見合うレベリング性の向上は望めない。
・アミド基含有モノマー
　被膜膜形成用材料には、アミド基含有モノマーを配合してもよい。アミド基含有モノマ
ーとしては、特に限定されるものではないが、上記水溶性樹脂に対し溶解性が高く、懸濁
を発生しないなどの特性が必要である。
【０２５８】
　かかるアミド基含有モノマーとしては、下記一般式（２２）で表されるアミド化合物が
好ましく用いられる。
【０２５９】
【化２７】

【０２６０】
　上記一般式（２２）において、Ｒ３０は水素原子、炭素数１～５のアルキル基、又はヒ
ドロキシアルキル基を示し、Ｒ３１は炭素数１～５のアルキル基を示し、Ｒ３２は水素原
子又はメチル基を示し、ｚは０～５の数を示す。上記においてアルキル基、ヒドロキシア
ルキル基は直鎖、分岐鎖のいずれも含む。
【０２６１】
　上記一般式（２２）中、Ｒ３０が水素原子、メチル基、又はエチル基を示し、ｚが０で
あるアミド基含有モノマーがより好ましく用いられる。このようなアミド基含有モノマー
としては、具体的には、アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリル
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ
－ジエチルメタクリルアミド、Ｎ－メチルアクリルアミド、Ｎ－メチルメタクリルアミド
、Ｎ－エチルアクリルアミド、Ｎ－エチルメタクリルアミドなどが挙げられる。中でも、
アクリルアミド、メタクリルアミドが特に好ましい。
【０２６２】
　アミド基含有モノマーの配合量は、被覆膜形成用材料の固形分中、０．１～３０質量％
程度とするのが好ましく、より好ましくは１～１５質量％程度である。０．１質量％未満
では所望の効果を得ることが難しく、一方、３０質量％を超えても配合量に見合う効果の
向上が得られない。
【０２６３】
　・少なくとも酸素原子及び／又は窒素原子を有する複素環式化合物
　被膜膜形成用材料には、少なくとも酸素原子及び／又は窒素原子を有する複素環式化合
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【０２６４】
　かかる複素環式化合物としては、オキサゾリジン骨格を有する化合物、オキサゾリン骨
格を有する化合物、オキサゾリドン骨格を有する化合物、およびオキサゾリジノン骨格を
有する化合物の中から選ばれる少なくとも１種が好ましく用いられる。
【０２６５】
　オキサゾリジン骨格を有する化合物としては、下記構造式（２３）で示されるオキサゾ
リンのほか、その置換体が挙げられる。
【０２６６】
【化２８】

【０２６７】
　該置換体としては、上記構造式（２３）で示されるオキサゾリンの炭素原子あるいは窒
素原子に結合する水素原子が、炭素数１～６の置換若しくは未置換の低級アルキル基、カ
ルボキシル基、水酸基、ハロゲン基で置換された化合物が挙げられる。上記置換された低
級アルキル基としては、ヒドロキシアルキル基、（低級アルコキシ）アルキル基などが挙
げられるが、これら例示に限定されるものではない。
【０２６８】
　オキサゾリン骨格を有する化合物としては、下記構造式（２４－１）で示される２－オ
キサゾリン、構造式（２４－２）で示される３－オキサゾリン、構造式（２４－３）で示
される４－オキサゾリンのほか、それらの置換体が挙げられる。
【０２６９】
【化２９】

【０２７０】
　該置換体としては、上記構造式（２４－１）～（２４－３）で示されるオキサゾリン骨
格を有する化合物の炭素原子あるいは窒素原子に結合する水素原子が、炭素数１～６の置
換若しくは未置換の低級アルキル基、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン基で置換された
化合物が挙げられる。上記置換された低級アルキル基としては、ヒドロキシアルキル基、
（低級アルコキシ）アルキル基などが挙げられるが、これら例示に限定されるものではな
い。
【０２７１】
　該オキサゾリン骨格を有する化合物の中でも、下記構造式（２４－１－Ａ）で示される
２－メチル２－オキサゾリンが好ましく用いられる。
【０２７２】
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【化３０】

【０２７３】
　オキサゾリドン骨格を有する化合物としては、下記構造式（２５－１）で示される５（
４）－オキサゾロン、下記構造式（２５－２）で示される５（２）－オキサゾロン、下記
構造式（２５－３）で示される４（５）－オキサゾロン、下記構造式（２５－４）で示さ
れる２（５）－オキサゾロン、下記構造式（２５－５）で示される２（３）－オキサゾロ
ンのほか、それらの置換体が挙げられる。
【０２７４】
【化３１】

【０２７５】
　該置換体としては、上記構造式（２５－１）～（２５－５）で示されるオキサゾリドン
骨格を有する化合物の炭素原子あるいは窒素原子に結合する水素原子が、炭素数１～６の
置換若しくは未置換の低級アルキル基、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン基で置換され
た化合物が挙げられる。上記置換された低級アルキル基としては、ヒドロキシアルキル基
、（低級アルコキシ）アルキル基などが挙げられるが、これら例示に限定されるものでは
ない。
【０２７６】
　オキサゾリジノン骨格を有する化合物（又は２－オキサゾリドン骨格を有する化合物）
としては、下記構造式（２６）で示されるオキサゾリジノン（又は２－オキサゾリドン）
のほか、その置換体が挙げられる。
【０２７７】
【化３２】

【０２７８】
　該置換体としては、上記構造式（２６）で示されるオキサゾリジノン（又は２－オキサ
ゾリドン）の炭素原子あるいは窒素原子に結合する水素原子が、炭素数１～６の置換若し
くは未置換の低級アルキル基、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン基で置換された化合物
が挙げられる。上記置換された低級アルキル基としては、ヒドロキシアルキル基、（低級
アルコキシ）アルキル基などが挙げられるが、これら例示に限定されるものではない。
【０２７９】
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　該オキサゾリジノン骨格を有する化合物の中でも、下記構造式（２６－１）で示される
３－メチル－２－オキサゾリドンが好ましく用いられる。
【０２８０】
【化３３】

【０２８１】
　少なくとも酸素原子及び／又は窒素原子を有する複素環式化合物の配合量は、上記水溶
性樹脂に対し、１～５０質量％とするのが好ましく、より好ましくは３～２０質量％であ
る。１質量％未満では所望の効果を得ることが難しく、一方、５０質量％を超えても配合
量に見合う効果の向上が得られない。
【０２８２】
　・少なくとも同一環内に２個以上の窒素原子を有する複素環式化合物
　被膜膜形成用材料には、少なくとも同一環内に２個以上の窒素原子を有する複素環式化
合物を配合してもよい。
【０２８３】
　かかる複素環式化合物としては、ピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、２－ピラ
ゾリン、５－ピラゾロン、３－メチル－１－フェニル－５－ピラゾロン、２，３－ジメチ
ル－１－フェニル－５－ピラゾロン、２，３－ジメチル－４－ジメチルアミノ－１－フェ
ニル－５－ピラゾロン、ベンゾピラゾールなどのピラゾール系化合物；イミダゾール、メ
チルイミダゾール、２，４，５－トリフェニルイミダゾール、４－（２－アミノエチル）
イミダゾール、２－アミノ－３－（４－イミダゾリル）プロピオン酸などのイミダゾール
系化合物；２－イミダゾリン、２，４，５－トリフェニル－２－イミダゾリン、２－（１
－ナフチルメチル）－２－イミダゾリンなどのイミダゾリン系化合物；イミダゾリジン、
２－イミダゾリドン、２，４－イミダゾリジンジオン、１－メチル－２，４－イミダゾリ
ジンジオン、５－メチル－２，４－イミダゾリジンジオン、５－ヒドロキシ－２，４－イ
ミダゾリジンジオン－５－カルボン酸、５－ウレイド－２，４－イミダゾリジンジオン、
２－イミノ－１－メチル－４－イミダゾリドン、２－チオキソ－４－イミダゾリドンなど
のイミダゾリジン系化合物；ベンゾイミダゾール、２－フェニルベンゾイミダゾール、２
－ベンゾイミダゾリノンなどのベンゾイミダゾール系化合物；１，２－ジアジン、１，３
－ジアジン、１，４－ジアジン、２，５－ジメチルピラジンなどのジアジン系化合物；２
，４（１Ｈ，３Ｈ）ピリミジンジオン、５－メチルウラシル、５－エチル－５－フェニル
－４，６－パーヒドロピリミジンジオン、２－チオキソ－４（１Ｈ，３Ｈ）－ピリミジノ
ン、４－イミノ－２（１Ｈ，３Ｈ）－ピリミジン、２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－ピ
リミジントリオンなどのヒドロピリミジン系化合物；シンノリン、フタラジン、キナゾリ
ン、キノキサリン、ルミノールなどのベンゾジアジン系化合物；ベンゾシノリン、フェナ
ジン、５，１０－ジヒドロフェナジンなどのジベンゾジアジン系化合物；１Ｈ－１，２，
３－トリアゾール、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール、４－アミノ－１，２，４－トリア
ゾールなどのトリアゾール系化合物；ベンゾトリアゾール、５－メチルベンゾトリアゾー
ルなどのベンゾトリアゾール系化合物；１，３，５－トリアジン、１，３，５－トリアジ
ン－２，４，６－トリオール、２，４，６－トリメトキシ－１，３，５－トリアジン、１
，３，５－トリアジン－２，４，６－トリチオール、１，３，５－トリアジン－２，４，
６－トリアミン、４，６－ジアミノ－１，３，５－トリアジン－２－オールなどのトリア
ジン系化合物、などが挙げられるが、これら例示に限定されるものではない。
【０２８４】
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　中でも、取り扱いが容易であり、さらには入手が容易である、などの点から、イミダゾ
ール系化合物の単量体が好ましく用いられ、特にはイミダゾールが好ましく用いられる。
【０２８５】
　少なくとも同一環内に２個以上の窒素原子を有する複素環式化合物の配合量は、上記水
溶性樹脂に対し、１～１５質量％程度とするのが好ましく、より好ましくは２～１０質量
％程度である。１質量％未満では所望の効果が得られ難く、一方、１５質量％を超えると
所望の効果が得られ難いのと同時にディフェクト発生のリスクも高くなる。
【０２８６】
　・水溶性アミン化合物
　被膜膜形成用材料には、水溶性アミン化合物を配合してもよい。このような水溶性アミ
ン化合物を用いることにより、不純物発生防止、ｐＨ調整などが可能となる。
【０２８７】
　かかる水溶性アミン化合物としては、２５℃の水溶液におけるｐＫａ（酸解離定数）が
７．５～１３のアミン類が挙げられる。具体的には、例えば、モノエタノールアミン、ジ
エタノールアミン、トリエタノールアミン、２－（２－アミノエトキシ）エタノール、Ｎ
，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチ
ルエタノールアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、Ｎ－
ブチルエタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン
、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などのアルカノールアミン類
；ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、プロピレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエ
チルエチレンジアミン、１，４－ブタンジアミン、Ｎ－エチル－エチレンジアミン、１，
２－プロパンジアミン、１，３－プロパンジアミン、１，６－ヘキサンジアミンなどのポ
リアルキレンポリアミン類；２－エチル－ヘキシルアミン、ジオクチルアミン、トリブチ
ルアミン、トリプロピルアミン、トリアリルアミン、ヘプチルアミン、シクロヘキシルア
ミンなどの脂肪族アミン類；ベンジルアミン、ジフェニルアミンなどの芳香族アミン類；
ピペラジン、Ｎ－メチル－ピペラジン、ヒドロキシエチルピペラジンなどの環状アミン類
などが挙げられる。中でも、沸点１４０℃以上（７６０ｍｍＨｇ）のものが好ましく、例
えばモノエタノールアミン、トリエタノールアミンなどが好ましく用いられる。
【０２８８】
　水溶性アミン化合物の配合量は、被覆膜形成用材料の固形分中、０．１～３０質量％程
度とするのが好ましく、より好ましくは２～１５質量％程度である。０．１質量％未満で
は経時による液の劣化が生じるおそれがあり、一方、３０質量％を超えるとレジストパタ
ーンの形状悪化を生じるおそれがある。
【０２８９】
　・非アミン系水溶性有機溶媒
　被膜膜形成用材料には、非アミン系水溶性有機溶媒を配合してもよい。このような非ア
ミン系水溶性有機溶媒を用いることにより、ディフェクトの発生を抑制することができる
。
【０２９０】
　かかる非アミン系水溶性有機溶媒としては、水と混和性のある非アミン系有機溶媒であ
ればよく、例えばジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類；ジメチルスルホン、ジエ
チルスルホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）スルホン、テトラメチレンスルホンなどの
スルホン類；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミドなどのアミド
類；Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－ピロリドン、Ｎ－プロピル－２－ピ
ロリドン、Ｎ－ヒドロキシメチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリ
ドンなどのラクタム類；１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジエチル－
２－イミダゾリジノン、１，３－ジイソプロピル－２－イミダゾリジノンなどのイミダゾ
リジノン類；エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレング
リコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコ
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ールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコ
ール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、グリセリン、１，２－ブチレングリコ
ール、１，３－ブチレングリコール、２，３－ブチレングリコールなどの多価アルコール
類及びその誘導体が挙げられる。中でも、ディフェクト発生抑制などの点から多価アルコ
ール類及びその誘導体が好ましく、特にはグリセリンが好ましく用いられる。非アミン系
水溶性有機溶媒は１種又は２種以上を用いることができる。
【０２９１】
　非アミン系水溶性有機溶媒の配合量は、上記水溶性樹脂に対し、０．１～３０質量％程
度とするのが好ましく、より好ましくは０．５～１５質量％程度である。０．１質量％未
満ではディフェクト低減効果が低くなりがちであり、一方、３０質量％を超えるとレジス
トパターンとの間でミキシング層を形成しがちとなり、好ましくない。
【０２９２】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０２９３】
　以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明がこれらの実施例に限定
されるものでないことは勿論である。
【０２９４】
　［実施例１］
　ＡｒＦレジスト組成物「ＴＡｒＦ－Ｐ６１１１」（東京応化工業株式会社製）を、８イ
ンチシリコン基板の上にスピンコート塗布し、１４０℃、６０秒の条件でプレベーク処理
（ＰＡＢ）を施すことにより、膜厚２４３ｎｍのレジスト膜を形成した。ついで、このレ
ジスト膜を、ＫｒＦエキシマレーザー露光機ＮＳＲ－Ｓ２０３（Ｎｉｋｏｎ社製、ＮＡ＝
０．６８、σ＝０．７５）を用いて、ライン幅２５０ｎｍ、ピッチ７５０ｎｍのマスクを
介して選択的に露光した。ついで、１４０℃、６０秒の条件でベーク処理（ＰＥＢ）を施
した後、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を用いて３０秒間
現像し、脱イオン水で２０秒間洗浄した。その結果、レジスト膜に、ライン幅２７０ｎｍ
のラインパターンが等間隔に配置されたレジストパターン（以下、パターン（１）という
。）が形成された。
【０２９５】
　別途、水溶性樹脂としてオキサゾリン基含有ポリマー「（製品名）エポクロスWS-500」
（日本触媒社製）を全固形分濃度＝２０質量％となるように水で調整し、被覆膜形成用材
料とした。
【０２９６】
　この被覆膜形成用材料を、前記パターン（１）の上に、スピンコートで前記パターン（
１）の膜厚の約８０％程度の厚さになるように塗布した後、１３０℃、６０秒の条件でベ
ーク処理を施し、脱イオン水で６０秒間洗浄した。その結果、パターン（１）の表面が水
溶性樹脂膜で被覆された。
【０２９７】
　続いて、水溶性樹脂膜で被覆されたパターン（１）が形成された基板上に、レジスト溶
剤であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（以下、「ＰＧＭＥＡ」と
もいう）をスピンコートし、１４０℃にて６０秒間乾燥処理した後、マスクなしで全面露
光を施し、次いで、上記と同じ条件で現像し、脱イオン水で２０秒間洗浄した。その結果
、上記パターン（１）を除去することができ、水溶性樹脂からなるパターンのみを形成す
ることができた。
【０２９８】
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　［実施例２］
　ＡｒＦレジスト組成物「ＴＡｒＦ－Ｐ６１１１」（東京応化工業株式会社製）を、８イ
ンチシリコン基板の上にスピンコート塗布し、１４０℃、６０秒の条件でプレベーク処理
（ＰＡＢ）を施すことにより、膜厚２４３ｎｍのレジスト膜を形成した。ついで、このレ
ジスト膜を、ＫｒＦエキシマレーザー露光機ＮＳＲ－Ｓ２０３（Ｎｉｋｏｎ社製、ＮＡ＝
０．６８、σ＝０．７５）を用いて、ライン幅２５０ｎｍ、ピッチ７５０ｎｍのマスクを
介して選択的に露光した。ついで、１４０℃、６０秒の条件でベーク処理（ＰＥＢ）を施
した後、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を用いて３０秒間
現像し、脱イオン水で２０秒間洗浄した。その結果、レジスト膜に、ライン幅２７０ｎｍ
のラインパターンが等間隔に配置されたレジストパターン（以下、パターン（１）という
。）が形成された。
【０２９９】
　別途、水溶性樹脂としてポリビニルピロリドン「ＰＶＰ　Ｋ３０」（ＢＡＳＦ社製）、
水溶性架橋剤として尿素系架橋剤「Ｎ－８３１４」（三和ケミカル社製）を水溶性樹脂に
対して５質量％、界面活性剤としてラウリルジメチルアミンオキシドを全体量に対して５
００ｐｐｍ配合した水溶液（全固形分濃度＝５質量％とした）を、被覆膜形成用材料とし
て調製した。
【０３００】
　この被覆膜形成用材料を、前記パターン（１）の上に、前記パターン（１）の膜厚の約
８０％程度の厚さになるようにスピンコートで塗布した後、１３０℃、６０秒の条件でベ
ーク処理を施し、脱イオン水で６０秒間洗浄した。その結果、パターン（１）の表面が被
覆膜（水溶性樹脂膜）で被覆され、被覆ラインパターンが形成された。
【０３０１】
　続いて、被覆ラインパターンが形成された基板上に、レジスト溶剤であるプロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート（以下、「ＰＧＭＥＡ」ともいう）をスピンコー
トし、１４０℃にて６０秒間乾燥処理した後、該レジスト膜をマスクなしで全面露光を施
し、次いで、上記と同じ条件で現像し、脱イオン水で２０秒間洗浄した。その結果、上記
パターン（１）を除去することができ、水溶性樹脂からなるパターンのみを形成すること
ができた。
【産業上の利用可能性】
【０３０２】
　本発明によれば、半導体産業におけるＩＣ作製のみならず、いわゆるナノテクノロジー
分野において幅広い産業上の利用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０３０３】
【図１】本発明のパターン形成方法の好ましい実施形態を説明する概略工程図である。
【図２】従来のダブルパターニング法の一例を説明する概略工程図である。
【符号の説明】
【０３０４】
　１　支持体
　２　レジスト膜
　３　レジストパターン
　４ａ被覆膜形成用材料
　４　被覆膜
　５　被覆パターン（被覆膜成分よりなるパターン）
　１０１　基板
　１０２　下層膜
　１０３　ハードマスク
　１０４　レジストパターン
　１０５　マスク
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　１０６　レジストパターン

【図１】 【図２】
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