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(57)【要約】
【課題】無機膜上に形成するレジストパターンの形成性及びエッチング選択比に優れ、レ
ジスト膜を薄膜化する場合においても忠実なパターン転写が可能な多層レジストプロセス
用無機膜形成組成物、並びにパターン形成方法の提供を目的とする。
【解決手段】本発明は、［Ａ］加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）、加水分解性基を有
する金属錯体（Ｉ）の加水分解物及び加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の加水分解縮
合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物、並びに［Ｂ］有機溶媒を含有す
る多層レジストプロセス用無機膜形成組成物であって、［Ａ］化合物が、第３族元素、第
４族元素及び第５族元素からなる群より選択される少なくとも１種の金属元素を含有し、
かつこの金属元素の含有割合が、［Ａ］化合物に含まれる金属元素及び半金属元素の合計
量に対し５０モル％以上であることを特徴とする多層レジストプロセス用無機膜形成組成
物である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　［Ａ］加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）、加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の
加水分解物及び加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の加水分解縮合物からなる群より選
択される少なくとも１種の化合物、並びに
　［Ｂ］有機溶媒
を含有する多層レジストプロセス用無機膜形成組成物であって、
　［Ａ］化合物が、第３族元素、第４族元素及び第５族元素からなる群より選択される少
なくとも１種の金属元素を含有し、かつ上記第３族元素、第４族元素及び第５族元素から
なる群より選択される少なくとも１種の金属元素の含有割合が、［Ａ］化合物に含まれる
金属元素及び半金属元素の合計量に対し５０モル％以上であることを特徴とする多層レジ
ストプロセス用無機膜形成組成物。
【請求項２】
　［Ｃ］水をさらに含有する請求項１に記載の多層レジストプロセス用無機膜形成組成物
。
【請求項３】
　［Ｄ］架橋促進剤をさらに含有する請求項１又は請求項２に記載の多層レジストプロセ
ス用無機膜形成組成物。
【請求項４】
　（１）請求項１、請求項２又は請求項３に記載の無機膜形成組成物を用い、被加工基板
の上側に無機膜を形成する工程、
　（２）レジスト組成物を用い、上記無機膜上にレジスト膜を形成する工程、
　（３）フォトマスクを介した放射線の照射により、上記レジスト膜を露光する工程、
　（４）上記露光されたレジスト膜の現像により、レジストパターンを形成する工程、及
び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、
被加工基板にパターンを形成する工程
を有するパターン形成方法。
【請求項５】
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
をさらに有し、
　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成する請求項４に記載の
パターン形成方法。
【請求項６】
　上記工程（２）におけるレジスト組成物が、
　［α］酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体
を含有し、
　上記工程（４）における現像を有機溶媒現像液で行い、ネガ型のレジストパターンを形
成する請求項４又は請求項５に記載のパターン形成方法。
【請求項７】
　（１）請求項１、請求項２又は請求項３に記載の無機膜形成組成物を用い、被加工基板
の上側に無機膜を形成する工程、
　（２’）ナノインプリントリソグラフィー法により、上記無機膜上にレジストパターン
を形成する工程、及び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、
被加工基板にパターンを形成する工程
を有するパターン形成方法。
【請求項８】
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
をさらに有し、
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　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成する請求項７に記載の
パターン形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層レジストプロセス用無機膜形成組成物及びパターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置等の微細化に伴い、より高い集積度を得るために多層レジストプロセスを用
いた加工サイズの微細化が進んでいる。この多層レジストプロセスでは、シリコン系無機
材料を用いて無機膜を形成した後、レジスト組成物をさらに塗布して無機膜とはエッチン
グ選択比の異なる有機膜であるレジスト膜を形成し、次いで露光によってマスクパターン
を転写し、現像液で現像することによりレジストパターンを得る。引き続きドライエッチ
ングによりこのレジストパターンを無機膜に転写し、最終的にドライエッチングによりレ
ジスト下層膜のパターンを被加工基板に転写することにより、所望のパターンが施された
基板が得られる（特開２００１－２８４２０９号公報、特開２０１０－８５９１２号公報
及び特開２００８－３９８１１号公報参照）。
【０００３】
　一方、被加工基板をより微細に加工するためにはレジスト膜を薄膜化する必要がある。
しかし、シリコン酸化膜等の従来の無機材料を用い、レジスト膜を薄膜化する場合、レジ
ストパターンの消失、型崩れ、曲がり等を生じ、所望のパターンの転写が困難となる不都
合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２８４２０９号公報
【特許文献２】特開２０１０－８５９１２号公報
【特許文献３】特開２００８－３９８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は以上のような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、無機膜上に形
成するレジストパターンの形成性及びエッチング選択比に優れ、レジスト膜を薄膜化する
場合においても忠実なパターン転写が可能な多層レジストプロセス用無機膜形成組成物、
並びにパターン形成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた発明は、
　［Ａ］加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）、加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の
加水分解物及び加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の加水分解縮合物からなる群より選
択される少なくとも１種の化合物（以下、「［Ａ］化合物」とも称する）、並びに
　［Ｂ］有機溶媒
を含有する多層レジストプロセス用無機膜形成組成物であって、
　［Ａ］化合物が、第３族元素、第４族元素及び第５族元素からなる群より選択される少
なくとも１種の金属元素（以下、「特定元素」とも称する）を含有し、かつ上記第３族元
素、第４族元素及び第５族元素からなる群より選択される少なくとも１種の金属元素の含
有割合が、［Ａ］化合物に含まれる金属元素及び半金属元素の合計量に対し５０モル％以
上であることを特徴とする多層レジストプロセス用無機膜形成組成物である。
【０００７】
　当該組成物は［Ａ］化合物を含有し、かつ上記特定元素の含有割合を上記特定範囲とす
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ることで、無機膜上に形成するレジストパターンの形成性及び形成される無機膜と有機膜
との間のエッチング選択比を向上することができる。
【０００８】
　当該組成物は、［Ｃ］水をさらに含有することが好ましい。当該組成物が、［Ｃ］水を
さらに含有することで無機膜形成反応を促進することができる。
【０００９】
　当該組成物は、［Ｄ］架橋促進剤をさらに含有することが好ましい。当該組成物が［Ｄ
］架橋促進剤をさらに含有することで、加熱等の処理により［Ａ］化合物をより高分子量
化することができ、その結果、形成される無機膜と有機膜との間のエッチング選択比をよ
り向上することができる。
【００１０】
　本発明のパターン形成方法（以下、「パターン形成方法（Ｉ）」とも称する）は、
　（１）当該組成物を用い、被加工基板の上側に無機膜を形成する工程、
　（２）レジスト組成物を用い、上記無機膜上にレジスト膜を形成する工程、
　（３）フォトマスクを介した放射線の照射により、上記レジスト膜を露光する工程、
　（４）上記露光されたレジスト膜の現像により、レジストパターンを形成する工程、及
び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、
被加工基板にパターンを形成する工程
を有する。
【００１１】
　当該パターン形成方法（Ｉ）によると、レジスト膜を薄膜化する場合においてもレジス
トパターンの消失、型崩れ、曲がり等を抑制でき忠実なパターン転写が可能となる。これ
により本発明はより微細な加工サイズが要求されるパターン形成においても好適に適用す
ることができる。
【００１２】
　当該パターン形成方法は、
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
をさらに有し、
　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成することも好ましい。
【００１３】
　当該組成物は、有機材料と無機材料との間で優れたエッチング選択比が得られることか
ら、無機膜及び有機膜を有するレジスト下層膜を順次、ドライエッチングプロセスを用い
てレジストパターンの転写を良好に行うことができる。
【００１４】
　上記工程（２）におけるレジスト組成物は、
　［α］酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体（以下、「［α］重合体」と
も称する）
を含有し、
　上記工程（４）おける現像を有機溶媒を含む現像液で行い、ネガ型のレジストパターン
を形成することも好ましい。
【００１５】
　このように、上記構成とすることで、レジストパターンの膜減りを抑制することができ
る。その結果、当該パターン形成方法によれば、より忠実なパターン転写が可能となる。
【００１６】
　本発明の別のパターン形成方法（以下、「パターン形成方法（ＩＩ）」ともいう）は、
　（１）当該組成物を用い、被加工基板の上側に無機膜を形成する工程、
　（２’）ナノインプリントリソグラフィー法により、上記無機膜上にレジストパターン
を形成する工程、及び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、



(5) JP 2012-215878 A 2012.11.8

10

20

30

40

被加工基板にパターンを形成する工程
を有する。
【００１７】
　また、当該パターン形成方法（ＩＩ）は、
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
をさらに有し、
　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成することが好ましい。
【００１８】
　当該パターン形成方法（ＩＩ）によれば、ナノインプリントリソグラフィー法によるレ
ジストパターンの形成を介することによって、忠実なパターン転写が可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、レジストパターン形成性及びエッチング選択比に優れる多層レジストプロセ
ス用無機膜形成組成物、並びにパターン形成方法を提供することができる。従って、当該
組成物を用いた多層レジストプロセスにおいては、有機膜を薄膜化する場合においてもレ
ジストパターンの消失、型崩れ、曲がり等を抑制でき忠実なパターン転写が可能となる。
従って、本発明は、今後更に微細化が進行するとみられるＬＳＩの製造、特に微細なコン
タクトホール等の形成に極めて好適に使用することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜多層レジストプロセス用無機膜形成組成物＞
　本発明の多層レジストプロセス用無機膜形成組成物は、［Ａ］化合物及び［Ｂ］有機溶
媒を含有する。また、好適成分として［Ｃ］水及び［Ｄ］架橋促進剤を含有することがで
きる。さらに、当該組成物は本発明の効果を損なわない限り、その他の任意成分を含有し
てもよい。当該組成物は、無機膜上に形成するレジストパターンの形成性及びドライエッ
チング耐性に優れる無機膜を形成することができ、多層レジストプロセスに好適に用いる
ことができる。以下、各成分について詳述する。
【００２１】
＜［Ａ］化合物＞
　［Ａ］化合物は加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）、加水分解性基を有する金属錯体
（Ｉ）の加水分解物及び加水分解性基を有する金属錯体（Ｉ）の加水分解縮合物からなる
群より選択される少なくとも１種の化合物である。［Ａ］化合物は、第３族元素、第４族
元素及び第５族元素からなる群より選択される少なくとも１種の金属元素を含有する。上
記第３族元素、第４族元素及び第５族元素からなる群より選択される少なくとも１種の金
属元素の含有割合は、［Ａ］化合物に含まれる金属元素及び半金属元素の合計量に対し５
０モル％以上であり、７０モル％以上が好ましく、９０モル％以上がより好ましい。
【００２２】
　特定元素としては、例えば
　Ｓｃ（スカンジウム）、Ｙ（イットリウム）等の第３族元素；
　Ｔｉ（チタン）、Ｚｒ（ジルコニウム）、Ｈｆ（ハフニウム）等の第４族元素；
　Ｖ（バナジウム）、Ｎｂ（ニオブ）、Ｔａ（タンタル）等の第５族元素が挙げられる。
【００２３】
　これらの特定元素のうちジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、チタンが好ましい。
【００２４】
［金属錯体（Ｉ）］
　上記金属錯体（Ｉ）は、特定元素の原子へ加水分解性基が結合した化合物であり、下記
式（５）で表される。
【００２５】
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【化１】

【００２６】
　上記式（５）中、Ｍは、特定元素の原子である。Ｒ１は、アルコキシ基を有していても
よい炭素数１～１０のアルキル基、又は炭素数３～１０のシクロアルキル基である。Ｒ３

は、有機基である。ｂ及びｃは、それぞれ独立して０～７の整数である。但し、ｂ＋ｃは
原子Ｍの価数に対応する。ｂが２以上の場合、複数のＲ１は同一であっても異なっていて
もよい。ｃが２以上の場合、複数のＲ３は、同一であっても異なっていてもよい。ｄは、
０～７の整数である。Ｒ５は、有機化合物である。但し、ｄが２以上の場合、複数のＲ５

は、同一であっても異なっていてもよい。
【００２７】
　上記ＯＲ１で表されるアルコキシ基は、アルコールが有するヒドロキシ基の水素原子を
除いた基である。
【００２８】
　上記アルコールとしては、例えば下記式（２）で表される化合物が好ましい。
【００２９】

【化２】

【００３０】
　上記式（２）中、Ｒ２は、上記式（１）におけるＲ１と同義である。
【００３１】
　上記Ｒ２がアルキル基又はシクロアルキル基である場合の上記式（２）で表される化合
物としては、例えばメタノール、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、ｎ
－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノール、ペンタノール、シクロヘキサノール等が挙げられる
。上記Ｒ２がアルコキシ基で置換されたアルキル基又はシクロアルキル基である場合の上
記式（２）で表される化合物としては、例えばメトキシメタノール、メトキシエタノール
、エトキシメタノール、エトキシエタノール、メトキシプロパノール、エトキシプロパノ
ール、プロポキシプロパノール等が挙げられる。
【００３２】
　上記ＯＣＯＲ３で表される基は、カルボン酸が有するカルボキシ基の水素原子を除いた
基である。
【００３３】
　上記カルボン酸としては、例えば下記式（４）で表される化合物が好ましい。
【００３４】
【化３】

【００３５】
　上記式（４）中、Ｒ４は、上記式（５）におけるＲ３と同義である。
【００３６】
　上記式（４）で表される化合物としては、例えば酢酸、トリフルオロ酢酸、２－メチル
プロパン酸、ペンタン酸、２，２－ジメチルプロパン酸、ブタン酸、ヘキサン酸、２－エ
チルヘキサン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、アクリル酸、メタクリル酸、サリチ
ル酸等が挙げられる。
【００３７】
　上記Ｒ５で表される有機化合物としては、例えば下記式（６）で表されるエーテル類が
挙げられる。
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【００３８】
【化４】

【００３９】
　上記式（６）中、Ｒ６及びＲ７は、骨格鎖中に酸素原子を有していてもよい炭素数１～
１０の飽和又は不飽和の炭化水素基である。但し、Ｒ６及びＲ７は、互いに結合して環構
造を形成していてもよい。
【００４０】
　上記式（６）で表されるエーテル類としては、例えばメチラール、ジエチルエーテル、
ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジアミルエーテル、ジエチルアセタール、ジヘ
キシルエーテル、トリオキサン、ジオキサン等が挙げられる。
【００４１】
　上記Ｒ５で表される有機化合物としては、例えば下記式（７）又は式（８）で表される
ケトン類等が挙げられる。
【００４２】

【化５】

【００４３】
　上記式（７）及び（８）中、Ｒ８及びＲ１０は、それぞれ独立して骨格鎖中にケト基を
有していてもよい炭素数１～１０の飽和又は不飽和の炭化水素基である。Ｒ９及びＲ１１

は、それぞれ独立して炭素数１～１０の飽和又は不飽和の炭化水素基である。
【００４４】
　上記式（７）又は（８）で表されるケトン類としては、例えばアセトン、メチルエチル
ケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン、メチル
シクロヘキシルケトン、ジエチルケトン、エチルブチルケトン、トリメチルノナノン、ア
セトニルアセトン、メシチルオキシド、シクロヘキサノン、ダイアセトンアルコール（４
－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン）、アセチルアセトン（２，４－ペンタンジ
オン）、２，４－トリフルオロペンタンジオン、２，４－ヘキサフルオロペンタンジオン
、エチルアセトアセテート、２，２，６，６－テトラメチル‐３，５－ヘプタンジオン、
１，３－ジフェニル‐１，３－プロパンジオン、１－フェニル‐１，３－ブタンジオン等
が挙げられる。
【００４５】
　上記Ｒ５で表される有機化合物としては、例えば下記式（９）で表されるエステル類が
挙げられる。
【００４６】
【化６】

【００４７】
　上記式（９）中、Ｒ１４は、ケト基、ヒドロキシル基又はアルコキシ基を有していても
よい炭素数１～１０の飽和又は不飽和の炭化水素基である。Ｒ１５は、アルコキシ基を有
していてもよい炭素数１～１０の飽和又は不飽和の炭化水素基である。
【００４８】
　上記式（９）で表されるエステル類としては、例えばギ酸エチル、酢酸メチル、酢酸エ
チル、酢酸ブチル、酢酸シクロヘキシル、プロピオン酸メチル、酪酸エチル、オキシイソ
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酪酸エチル、アセト酢酸エチル、乳酸エチル、メトキシブチルアセテート、シュウ酸ジエ
チル、マロン酸ジエチル等が挙げられる。
【００４９】
　加水分解物は、金属錯体（Ｉ）を加水分解して得られる。加水分解縮合物は、金属錯体
（Ｉ）のみを縮合させてもよいし、金属錯体（Ｉ）と他の金属錯体とを縮合させてもよい
。上記加水分解縮合物における、特定元素の含有割合は、加水分解縮合物に含まれる金属
元素及び半金属元素の合計量に対し、５０モル％以上であり、７０モル％以上であること
が好ましく、９０モル％以上であることがより好ましい。加水分解は、金属錯体（Ｉ）に
水、又は水及び触媒を添加し、２０℃～１００℃で数時間～数日間撹拌することで行なわ
れる。水の使用量としては、［Ａ］化合物１００モルに対して、通常１００モル以下、好
ましくは５モル～５０モルである。触媒としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸等の無機酸；
酢酸、プロピオン酸、酪酸、マレイン酸等の有機酸等の酸触媒や、水酸化ナトリウム、水
酸化カリウム、アンモニア、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、テトラメチル
アンモニウムヒドロキシド等の無機又は有機アルカリ触媒等が挙げられる。
【００５０】
＜［Ｂ］有機溶媒＞
　本発明においては、［Ａ］化合物を［Ｂ］有機溶媒へ溶解又は分散することにより、当
該組成物が得られる。［Ｂ］有機溶媒としては、例えばアルコール系溶媒、ケトン系溶媒
、アミド系溶媒、エーテル系溶媒、エステル系溶媒及びその混合溶媒等が挙げられる。こ
れらの溶媒は、単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００５１】
　アルコール系溶媒としては、例えば
　メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、ｉｓｏ－プロパノール、ｎ－ブタノール
、ｉｓｏ－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール、ｎ－ペンタノール
、ｉｓｏ－ペンタノール、２－メチルブタノール、ｓｅｃ－ペンタノール、ｔｅｒｔ－ペ
ンタノール、３－メトキシブタノール、ｎ－ヘキサノール、２－メチルペンタノール、ｓ
ｅｃ－ヘキサノール、２－エチルブタノール、ｓｅｃ－ヘプタノール、３－ヘプタノール
、ｎ－オクタノール、２－エチルヘキサノール、ｓｅｃ－オクタノール、ｎ－ノニルアル
コール、２，６－ジメチル－４－ヘプタノール、ｎ－デカノール、ｓｅｃ－ウンデシルア
ルコール、トリメチルノニルアルコール、ｓｅｃ－テトラデシルアルコール、ｓｅｃ－ヘ
プタデシルアルコール、フルフリルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチ
ルシクロヘキサノール、３，３，５－トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコー
ル、ジアセトンアルコール等のモノアルコール系溶媒；
　エチレングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、
２，４－ペンタンジオール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、２，５－ヘキサン
ジオール、２，４－ヘプタンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、ジエチ
レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレング
リコール等の多価アルコール系溶媒；
　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プロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチ
レングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチ
レングリコールモノ－２－エチルブチルエーテル、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プロピルエ
ーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシル
エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチル
エーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチ
ルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ
エチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル等の多価アルコールエー
テル系溶媒等が挙げられる。
【００５２】



(9) JP 2012-215878 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

　ケトン系溶媒としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルｎ－プロピルケ
トン、メチルｎ－ブチルケトン、ジエチルケトン、メチルｉｓｏ－ブチルケトン、メチル
ｎ－ペンチルケトン、エチルｎ－ブチルケトン、メチルｎ－ヘキシルケトン、ジｉｓｏ－
ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、シクロヘプ
タノン、シクロオクタノン、メチルシクロヘキサノン、２，４－ペンタンジオン、アセト
ニルアセトン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン等のケトン系溶媒が挙げられる。
【００５３】
　アミド系溶媒としては、例えばＮ，Ｎ’－ジメチルイミダゾリジノン、Ｎ－メチルホル
ムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、アセトアミ
ド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルプロピオンア
ミド、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。
【００５４】
　エステル系溶媒としては、例えばジエチルカーボネート、プロピレンカーボネート、酢
酸メチル、酢酸エチル、γ－バレロラクトン、酢酸ｎ－プロピル、酢酸ｉｓｏ－プロピル
、酢酸ｎ－ブチル、酢酸ｉｓｏ－ブチル、酢酸ｓｅｃ－ブチル、酢酸ｎ－ペンチル、酢酸
ｓｅｃ－ペンチル、酢酸３－メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸２－エチルブチ
ル、酢酸２－エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘ
キシル、酢酸ｎ－ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコー
ルモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレング
リコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエ
チレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエー
テル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピレングリ
コールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グ
リコール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロピオン酸ｎ－ブチル
、プロピオン酸ｉｓｏ－アミル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ－ｎ－ブチル、乳酸メチ
ル、乳酸エチル、乳酸ｎ－ブチル、乳酸ｎ－アミル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチ
ル、フタル酸ジエチル等が挙げられる。
【００５５】
　これらの［Ｂ］有機溶媒のうち、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレ
ングリコールモノエチルエーテルが好ましい。
【００５６】
　［Ｂ］有機溶媒の含有量としては、当該組成物中における［Ａ］化合物の含有量が、金
属酸化物換算で０．５質量％～２０質量％、好ましくは０．５質量％～１５質量％となる
含有量が好ましい。
【００５７】
＜［Ｃ］水＞
　当該組成物は好適成分として［Ｃ］水をさらに含有することが好ましい。当該組成物が
、［Ｃ］水をさらに含有することで無機膜形成反応を促進することができる。［Ｃ］水と
しては、特に限定されず、例えば蒸留水、イオン交換水等が挙げられる。［Ｃ］水の含有
量としては、当該組成物１００質量部に対して、０．１質量部～１０質量部が好ましく、
１質量部～８質量部がより好ましい。
【００５８】
＜［Ｄ］架橋促進剤＞
　当該組成物は好適成分として［Ｄ］架橋促進剤をさらに含有することが好ましい。［Ｄ
］架橋促進剤は、光又は熱によって酸又は塩基を発生する化合物であり、当該組成物が［
Ｄ］架橋促進剤をさらに含有することで、無機膜と有機膜との間のエッチング選択比が向
上する。［Ｄ］架橋促進剤としては、例えばオニウム塩化合物、Ｎ－スルホニルオキシイ
ミド化合物等が挙げられる。［Ｄ］架橋促進剤としては、熱によって酸又は塩基を発生す
る熱架橋促進剤が好ましく、中でもオニウム塩化合物が好ましい。
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【００５９】
　オニウム塩化合物としては、例えばスルホニウム塩、テトラヒドロチオフェニウム塩、
ヨードニウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。
【００６０】
　スルホニウム塩としては、例えば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、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、トリフェニ
ルスルホニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム２
－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンス
ルホネート、４－シクロヘキシ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、４－シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロ－ｎ－ブ
タンスルホネート、４－シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロ－
ｎ－オクタンスルホネート、４－シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム２－ビ
シクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホ
ネート、４－メタンスルホニ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、４－メタンスルホニルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロ－ｎ－ブ
タンスルホネート、４－メタンスルホニルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロ
－ｎ－オクタンスルホネート、４－メタンスルホニルフェニルジフェニルスルホニウム２
－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンス
ルホネート、トリフェニルホスホニウム１，１，２，２－テトラフルオロ－６－（１－ア
ダマンタンカルボニロキシ）－ヘキサン－１－スルホネート等が挙げられる。
【００６１】
　テトラヒドロチオフェニウム塩としては、例えば１－（４－ｎ－ブトキシナフタレン－
１－イル）テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、１－（４－ｎ
－ブトキシナフタレン－１－イル）テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ－ｎ－ブタ
ンスルホネート、１－（４－ｎ－ブトキシナフタレン－１－イル）テトラヒドロチオフェ
ニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、１－（４－ｎ－ブトキシナフタレン－
１－イル）テトラヒドロチオフェニウム２－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－
１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホネート、１－（６－ｎ－ブトキシナフタレ
ン－２－イル）テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、１－（６
－ｎ－ブトキシナフタレン－２－イル）テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ－ｎ－
ブタンスルホネート、１－（６－ｎ－ブトキシナフタレン－２－イル）テトラヒドロチオ
フェニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、１－（６－ｎ－ブトキシナフタレ
ン－２－イル）テトラヒドロチオフェニウム２－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イ
ル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホネート、１－（３，５－ジメチル－４
－ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、
１－（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフェニウムノナフ
ルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、１－（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）
テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、１－（３，５－
ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフェニウム２－ビシクロ［２．２
．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホネート等が挙げ
られる。
【００６２】
　ヨードニウム塩としては、例えば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、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、ジフェニルヨー
ドニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム２－ビシク
ロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホネー
ト、ビス（４－ｔ－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、ビ
ス（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、ビ
ス（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、
ビス（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウム２－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－
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イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタンスルホネート等が挙げられる。
【００６３】
　アンモニウム塩としては、例えば蟻酸アンモニウム、マレイン酸アンモニウム、フマル
酸アンモニウム、フタル酸アンモニウム、マロン酸アンモニウム、コハク酸アンモニウム
、酒石酸アンモニウム、リンゴ酸アンモニウム、乳酸アンモニウム、クエン酸アンモニウ
ム、酢酸アンモニウム、プロピオン酸アンモニウム、ブタン酸アンモニウム、ペンタン酸
アンモニウム、ヘキサン酸アンモニウム、ヘプタン酸アンモニウム、オクタン酸アンモニ
ウム、ノナン酸アンモニウム、デカン酸アンモニウム、シュウ酸アンモニウム、アジピン
酸アンモニウム、セバシン酸アンモニウム、酪酸アンモニウム、オレイン酸アンモニウム
、ステアリン酸アンモニウム、リノール酸アンモニウム、リノレイン酸アンモニウム、サ
リチル酸アンモニウム、ベンゼンスルホン酸アンモニウム、安息香酸アンモニウム、ｐ－
アミノ安息香酸アンモニウム、ｐ－トルエンスルホン酸アンモニウム、メタンスルホン酸
アンモニウム、トリフルオロメタンスルホン酸アンモニウム、トリフルオロエタンスルホ
ン酸アンモニウム等が挙げられる。また、上記アンモニウム塩のアンモニウムイオンが、
メチルアンモニウムイオン、ジメチルアンモニウムイオン、トリメチルアンモニウムイオ
ン、テトラメチルアンモニウムイオン、エチルアンモニウムイオン、ジエチルアンモニウ
ムイオン、トリエチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン、プロピル
アンモニウムイオン、ジプロピルアンモニウムイオン、トリプロピルアンモニウムイオン
、テトラプロピルアンモニウムイオン、ブチルアンモニウムイオン、ジブチルアンモニウ
ムイオン、トリブチルアンモニウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオン、トリメチ
ルエチルアンモニウムイオン、ジメチルジエチルアンモニウムイオン、ジメチルエチルプ
ロピルアンモニウムイオン、メチルエチルプロピルブチルアンモニウムイオン、エタノー
ルアンモニウムイオン、ジエタノールアンモニウムイオン、トリエタノールアンモニウム
イオン等に置換されたアンモニウム塩等が挙げられる。さらに、１，８－ジアザビシクロ
［５．４．０］ウンデカ－７－エン塩、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］－５－ノ
ネン塩等が挙げられる。１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン塩と
しては１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン蟻酸塩、１，８－ジア
ザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エンｐ－トルエンスルホン酸等が挙げられる。
【００６４】
　Ｎ－スルホニルオキシイミド化合物としては、例えばＮ－（トリフルオロメタンスルホ
ニルオキシ）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、
Ｎ－（ノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホニルオキシ）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５
－エン－２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ－（パーフルオロ－ｎ－オクタンスルホニルオ
キシ）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド、Ｎ－（
２－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１，２，２－テトラフルオロエタン
スルホニルオキシ）ビシクロ［２．２．１］ヘプト－５－エン－２，３－ジカルボキシイ
ミド等が挙げられる。
【００６５】
　これらの［Ｄ］架橋促進剤のうち、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、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、ジフェニルヨ
ードニウムパーフルオロ－ｎ－オクタンスルホネート、１－（４－ｎ－ブトキシナフタレ
ン－１－イル）テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、１－（４
－ｎ－ブトキシナフタレン－１－イル）テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ－ｎ－
ブタンスルホネート、１－（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）テトラヒドロ
チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、１－（３，５－ジメチル－４－ヒドロ
キシフェニル）テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ－ｎ－ブタンスルホネート、テ
トラアルキルアンモニウム塩、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エ
ン塩が好ましい。
【００６６】
　これらの［Ｄ］架橋促進剤は、単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。［Ｄ
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］架橋促進剤の使用量としては、［Ａ］化合物１００質量部に対して、１０質量部以下が
好ましく、０．１質量部以上５質量部以下がより好ましい。［Ｄ］架橋促進剤の使用量を
上記特定範囲とすることで、エッチング選択比をより向上させることができる。
【００６７】
＜その他の任意成分＞
　当該無機膜形成組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、界面活性剤等のその他の
任意成分を含有できる。
【００６８】
［界面活性剤］
　界面活性剤は塗布性、ストリエーション等を改良する作用を示す成分である。界面活性
剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ
ルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンｎ－オクチルフ
ェニルエーテル、ポリオキシエチレンｎ－ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ
ールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤の
他、以下商品名として、ＫＰ３４１（信越化学工業製）、ポリフローＮｏ．７５、同Ｎｏ
．９５（以上、共栄社化学製）、エフトップＥＦ３０１、同ＥＦ３０３、同ＥＦ３５２（
以上、トーケムプロダクツ製）、メガファックＦ１７１、同Ｆ１７３（以上、大日本イン
キ化学工業製）、フロラードＦＣ４３０、同ＦＣ４３１（以上、住友スリーエム製）、ア
サヒガードＡＧ７１０、サーフロンＳ－３８２、同ＳＣ－１０１、同ＳＣ－１０２、同Ｓ
Ｃ－１０３、同ＳＣ－１０４、同ＳＣ－１０５、同ＳＣ－１０６（以上、旭硝子製）等が
挙げられる。
【００６９】
　界面活性剤は、単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。また、界面活性剤の
配合量は、その目的に応じて適宜決定することができる。
【００７０】
＜多層レジストプロセス用無機膜形成組成物の調製方法＞
　当該組成物は、例えば［Ｂ］有機溶媒中で［Ａ］化合物、［Ｃ］水、［Ｄ］架橋促進剤
、及びその他の任意成分等を所定の割合で混合することにより調製できる。当該組成物は
通常、その使用に際して溶媒に溶解した後、例えば孔径０．２μｍ程度のフィルターでろ
過することによって、調製される。
【００７１】
＜パターン形成方法（Ｉ）＞
　本発明のパターン形成方法（Ｉ）は、
　（１）当該組成物を用い、被加工基板の上側に無機膜を形成する工程、
　（２）レジスト組成物を用い、上記無機膜上にレジスト膜を形成する工程、
　（３）フォトマスクを介した放射線の照射により、上記レジスト膜を露光する工程、
　（４）上記露光されたレジスト膜の現像により、レジストパターンを形成する工程、及
び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、
被加工基板にパターンを形成する工程
を有する。
【００７２】
　当該組成物を用いた本発明のパターン形成方法（Ｉ）によると、レジスト膜を薄膜化す
る場合においてもレジストパターンの消失、型崩れ、曲がり等を抑制でき忠実なパターン
転写が可能となる。これにより本発明はより微細な加工サイズが要求されるパターン形成
においても好適に適用することができる。
【００７３】
　また、当該パターン形成方法（Ｉ）は、
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
をさらに有し、
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　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成することが好ましい。
【００７４】
　上記工程（２）におけるレジスト組成物は、
　［α］酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体
を含有し、
　上記工程（４）における現像を有機溶媒現像液で行い、ネガ型のレジストパターンを形
成するパターン形成方法も好ましい。
【００７５】
　当該組成物は、有機材料と無機材料との間で優れたエッチング選択比が得られることか
ら、無機膜及び有機膜を有するレジスト下層膜を順次、ドライエッチングプロセスを用い
てレジストパターンの転写を良好に行うことができる。以下、各工程を詳述する。
【００７６】
［工程（１）］
　本工程では、当該組成物を用い、被加工基板の上側に無機膜を形成する。上記被加工基
板としては、例えば酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、ポリシロキサン等の
絶縁膜、並びに市販品であるブラックダイヤモンド（ＡＭＡＴ製）、シルク（ダウケミカ
ル製）、ＬＫＤ５１０９（ＪＳＲ製）等の低誘電体絶縁膜で被覆したウェハ等の層間絶縁
膜が挙げられる。また、この被加工基板としては、配線講（トレンチ）、プラグ溝（ビア
）等のパターン化された基板を用いてもよい。上記無機膜の形成方法としては、被加工基
板の表面に塗布することにより、当該組成物の塗膜を形成し、この塗膜を加熱処理、又は
紫外光の照射及び加熱処理を行うことにより硬化させることで形成できる。当該組成物を
塗布する方法としては、例えばスピンコート法、ロールコート法、ディップ法等が挙げら
れる。また、加熱温度しては、通常１５０℃～５００℃であり、好ましくは１８０℃～３
５０℃である。加熱時間としては、通常３０秒～１，２００秒であり、好ましくは４５秒
～６００秒である。さらに、当該組成物塗布後に紫外光照射を行っても良い。無機膜の膜
厚としては、通常５ｎｍ～５０ｎｍ程度である。
【００７７】
［工程（０）］
　また、上記工程（１）の前に、被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程を有して
いてもよい。レジスト下層膜としては、例えばレジスト下層膜用組成物を用いて形成する
有機膜、従来公知のＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法
により形成される炭素膜等が挙げられる。レジスト下層膜形成組成物としては、従来公知
のものを使用でき、例えばＮＦＣ　ＨＭ８００５（ＪＳＲ製）等が挙げられる。レジスト
下層膜の形成方法としては、被加工基板上に塗布することにより、レジスト下層膜形成組
成物の塗膜を形成し、この塗膜を加熱処理、又は紫外光の照射及び加熱処理を行うことに
より硬化させることで形成できる。レジスト下層膜形成組成物を塗布する方法としては、
例えばスピンコート法、ロールコート法、ディップ法等が挙げられる。また、加熱温度し
ては、通常１５０℃～５００℃であり、好ましくは１８０℃～３５０℃である。加熱時間
としては、通常３０秒～１，２００秒であり、好ましくは４５秒～６００秒である。レジ
スト下層膜の膜厚としては、通常５０ｎｍ～５００ｎｍ程度である。
【００７８】
　また、上記被加工基板表面には、レジスト下層膜形成組成物を用いて得られるレジスト
下層膜とは異なる他の下層膜が形成されていてもよい。この他の下層膜は、反射防止機能
、塗布膜平坦性、ＣＦ４等のフッ素系ガスに対する高エッチング耐性等が付与された膜で
ある。この他の下層膜としては、例えばＮＦＣ　ＨＭ８００５（ＪＳＲ製）等の市販品を
使用することができる。
【００７９】
［工程（２）～（４）］
　工程（２）～（４）では、無機膜上にレジスト組成物を塗布し、露光、加熱及び現像し
、レジストパターンを形成する。上記レジスト組成物としては、例えば酸発生剤を含有し
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、露光部がアルカリ水溶性現像液に対しては溶解性を示し、有機溶媒現像液に対しては難
溶性を示す化学増幅型レジスト組成物、酸発生剤と架橋剤を有し、露光部がアルカリ水溶
性現像液、有機溶媒現像液に難溶性となる化学増幅型レジスト組成物、アルカリ可溶性樹
脂とキノンジアジド系感光剤とからなり、露光部がアルカリ水溶性現像液に対しては溶解
性を示すレジスト組成物等が挙げられる。これらのレジスト組成物のうち、酸発生剤を含
有し、露光部がアルカリ水溶性現像液に対しては溶解性を示し、有機溶媒現像液に対して
は難溶性を示す化学増幅型レジスト組成物が好ましい。
【００８０】
　上記レジスト塗膜は、上記レジスト組成物を塗布することによって形成された塗膜をプ
レベークすることにより、塗膜中の溶媒（即ち、レジスト組成物に含有される溶媒）を揮
発させて形成することができる。プレベークの温度としては、使用するレジスト組成物の
種類等に応じて適宜調整されるが、３０℃～２００℃が好ましく、５０℃～１５０℃がよ
り好ましい。加熱時間としては、通常３０秒～２００秒であり、好ましくは４５秒～１２
０秒である。なお、このレジスト膜の表面にさらに他の塗膜を設けてもよい。レジスト膜
の膜厚としては、通常、１ｎｍ～５００ｎｍであり、１０ｎｍ～３００ｎｍが好ましい。
【００８１】
　次いで、得られたレジスト塗膜に、フォトマスクを介して選択的に放射線を照射してレ
ジスト塗膜を露光する。放射線としては、レジスト組成物に使用されている酸発生剤の種
類に応じて、可視光線、紫外線、遠紫外線、Ｘ線、電子線、γ線、分子線、イオンビーム
等から適切に選択されるが、遠紫外線であることが好ましく、ＫｒＦエキシマレーザー（
２４８ｎｍ）、ＡｒＦエキシマレーザー（１９３ｎｍ）、Ｆ２エキシマレーザー（波長１
５７ｎｍ）、Ｋｒ２エキシマレーザー（波長１４７ｎｍ）、ＡｒＫｒエキシマレーザー（
波長１３４ｎｍ）、極紫外線（波長１３．５ｎｍ等）がより好ましい。また、液浸露光法
も採用することができる。なお、レジスト膜上に液浸上層膜形成組成物を用いて液浸上層
膜を形成してもよい。
【００８２】
　露光後にレジスト膜の解像度、パターンプロファイル、現像性等を向上させるため、ポ
ストエクスポージャーベーク（ＰＥＢ）を行う。このＰＥＢの温度としては、使用される
レジスト組成物の種類等に応じて適宜調整されるが、１８０℃以下が好ましく、１５０℃
以下がより好ましい。加熱時間としては、通常３０秒～２００秒であり、好ましくは４５
秒～１２０秒である。
【００８３】
　ＰＥＢ後、レジスト塗膜を現像して、レジストパターンを形成する。現像に用いる現像
液としては、使用されるレジスト組成物の種類に応じて適宜選択することができる。化学
増幅型レジスト組成物やアルカリ可溶性樹脂を含有するレジスト組成物の場合には、例え
ば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナト
リウム、アンモニア、エチルアミン、ｎ－プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ－ｎ－プ
ロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、
トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド、テトラエチルア
ンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、１，８－ジアザビシクロ［５
．４．０］－７－ウンデセン、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］－５－ノネン等の
アルカリ性水溶液が挙げられる。また、これらのアルカリ性水溶液は、水溶性有機溶媒、
例えば、メタノール、エタノール等のアルコール類や、界面活性剤を適量添加したもので
あってもよい。現像後にはレジストパターンをリンス液により洗浄することが好ましい。
【００８４】
［工程（５）］
　本工程では、上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングに
より、被加工基板にパターンを形成する。なお、上記レジスト下層膜を形成している場合
は、上記レジストパターンをマスクとして無機膜、レジスト下層膜及び被加工基板を順次
ドライエッチングしてパターンを形成する。ドライエッチングは、公知のドライエッチン
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グ装置を用いて行うことができる。また、ドライエッチング時のソースガスとしては、被
エッチング物の元素組成にもよるが、Ｏ２、ＣＯ、ＣＯ２等の酸素原子を含むガス、Ｈｅ
、Ｎ２、Ａｒ等の不活性ガス、Ｃｌ２、ＢＣｌ３等の塩素系ガス、ＣＨＦ３、ＣＦ４等の
フッ素系ガス、Ｈ２、ＮＨ３のガス等を使用することができる。なお、これらのガスは混
合して用いることもできる。
【００８５】
　上記工程（２）におけるレジスト組成物は、
　［α］酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体、及び
　［β］酸発生体
を含有し、
　上記工程（４）における現像を有機溶媒現像液で行い、ネガ型のレジストパターンを形
成することが好ましい。また、上記レジスト組成物は、［α］重合体以外の他の重合体を
含有してもよい。
【００８６】
［［α］重合体］
　［α］重合体は、酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体である。［α］重
合体は、酸の作用により解離する酸解離性基を有する重合体であれば、その具体的な構造
は特に限定されるものではないが、例えば下記式（１０）で表される酸解離性基を含む構
造単位（Ｉ）を有することが好ましい。
【００８７】
【化７】

【００８８】
　上記式（１０）中、Ｒｐは、酸解離性基である。
【００８９】
　構造単位（Ｉ）が上記式（１０）で表される基を有することで、当該パターン形成方法
に用いられるレジスト膜の露光部の現像液に対する溶解性を減少させることができ、露光
部の膜減りを抑制することができる。
【００９０】
　構造単位（Ｉ）は、下記式（１１）で表される構造単位であることが好ましい。
【００９１】
【化８】

【００９２】
　上記式（１１）中、Ｒ１６は、水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基である。
Ｒｐは、上記式（１０）と同義である。
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【００９３】
　構造単位（Ｉ）が上記特定構造であると、当該パターン形成方法に用いられるレジスト
膜の露光部の現像液に対する溶解性をより減少させることができ、露光部の膜減りをより
抑制することができる。
【００９４】
　上記Ｒｐで表される酸解離性基は、下記式（１２）で表されることが好ましい。
【００９５】
【化９】

【００９６】
　上記式（１２）中、Ｒｐ１～Ｒｐ３は、炭素数１～４のアルキル基又は炭素数４～２０
の脂環式炭化水素基である。但し、上記アルキル基及び脂環式炭化水素基が有する水素原
子の一部又は全部は置換されていてもよい。また、Ｒｐ２及びＲｐ３は、互いに結合して
、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数４～２０の２価の脂環式炭化水素基を形
成してもよい。
【００９７】
　上記式（１０）及び式（１１）においてＲｐで表される酸解離性基を上記式（１２）で
表される特定構造の基とすることで、上記酸解離性基は、露光部において発生する酸の作
用により解離し易くなる。その結果、当該パターン形成方法によると、レジスト膜におけ
る露光部の現像液に対する溶解性をさらに減少させることができ、膜減りをさらに抑制す
ることができる。
【００９８】
［［β］酸発生体］
　［β］酸発生体は、露光により酸を発生し、その酸により［α］重合体中に存在する酸
解離性基を解離させる等により、［α］重合体の現像液に対する溶解度を変化させる。
【００９９】
　［β］酸発生体としては、例えば、オニウム塩化合物、Ｎ－スルホニルオキシイミド化
合物、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物等が挙げられる。
【０１００】
　オニウム塩化合物としては、例えば、スルホニウム塩、テトラヒドロチオフェニウム塩
、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩等が挙げられる。
【０１０１】
　これらのうち、オニウム塩化合物が好ましく、スルホニウム塩がより好ましく、トリフ
ェニルスルホニウム２－ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル－１，１－ジフルオロ
エタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム２－（１－アダマンチル）－１，１－ジ
フルオロエタンスルホネートがさらに好ましい。［β］酸発生体は、１種又は２種以上を
用いてもよい。
【０１０２】
　［β］酸発生体が酸発生剤である場合の含有量としては、上記レジスト組成物の感度及
び現像性を確保する観点から、［α］重合体１００質量部に対して、通常、０．１質量部
以上２０質量部以下であり、０．５質量部以上１５質量部以下が好ましい。
【０１０３】
　上記工程（４）における現像を有機溶媒現像液で行い、ネガ型のレジストパターンを形
成する場合において、上記有機溶媒としては、エーテル系溶媒、ケトン系溶媒及びエステ
ル系溶媒からなる群より選択される少なくとも１種の有機溶媒であることが好ましい。こ
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れにより、露光部の現像液に対する溶解性をさらに減少させることができ、膜減りをさら
に抑制することができる。
【０１０４】
　上記エーテル系溶媒としては、例えばジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチ
ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジフェニルエーテル、メトキシベンゼン
等が挙げられる。
【０１０５】
　ケトン系溶媒としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチル－ｎ－プロピル
ケトン、メチル－ｎ－ブチルケトン、ジエチルケトン、メチル－ｉｓｏ－ブチルケトン、
メチル－ｎ－アミルケトン、メチル－イソアミルケトン、エチル－ｎ－ブチルケトン、メ
チル－ｎ－ヘキシルケトン、ジ－ｉｓｏ－ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロペ
ンタノン、シクロヘキサノン、シクロヘプタノン、シクロオクタノン、メチルシクロヘキ
サノン、２，４－ペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノン等のケトン系溶
媒が挙げられる。
【０１０６】
　エステル系溶媒としては、例えばジエチルカーボネート、プロピレンカーボネート、酢
酸メチル、酢酸エチル、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、酢酸ｎ－プロピル、
酢酸ｉｓｏ－プロピル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸ｉｓｏ－ブチル、酢酸ｓｅｃ－ブチル、酢
酸ｎ－ペンチル、酢酸ｓｅｃ－ペンチル、酢酸３－メトキシブチル、酢酸メチルペンチル
、酢酸２－エチルブチル、酢酸２－エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル
、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸ｎ－ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、
酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチルエーテ
ル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチ
ルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、酢酸プロピレングリ
コールモノメチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プロピ
レングリコールモノプロピルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、
酢酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコールモノエチ
ルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プ
ロピオン酸ｎ－ブチル、プロピオン酸ｉｓｏ－アミル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ－
ｎ－ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ｎ－ブチル、乳酸ｎ－アミル、マロン酸ジエ
チル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル等が挙げられる。
【０１０７】
　有機溶媒現像液中の有機溶媒の含有量は８０質量％以上であり、好ましくは１００％で
ある。現像液中の有機溶媒の含有量を８０質量％以上とすることにより、露光の有無によ
るパターンのコントラストを向上させることができ、その結果、現像特性及びリソグラフ
ィー特性に優れたパターンを形成することができる。なお、有機溶媒現像液には露光部の
現像液への溶解性を調節することを目的として、アミン類等の塩基性化合物を添加するこ
とができる。現像後にはレジストパターンをリンス液により洗浄することが好ましい。
【０１０８】
＜パターン形成方法（ＩＩ）＞
　本発明のパターン形成方法（ＩＩ）は、
　（１）当該組成物を用い、被加工基板の上側に無機膜を形成する工程、
　（２’）ナノインプリントリソグラフィー法により、上記無機膜上にレジストパターン
を形成する工程、及び
　（５）上記レジストパターンをマスクとした１又は複数回のドライエッチングにより、
被加工基板にパターンを形成する工程
を有する。
【０１０９】
　また、当該パターン形成方法（ＩＩ）は、
　（０）被加工基板上にレジスト下層膜を形成する工程、
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をさらに有し、
　上記工程（１）において、無機膜を上記レジスト下層膜上に形成することが好ましい。
【０１１０】
　当該パターン形成方法によると、ナノインプリントリソグラフィー法によっても好適に
適用することができる。なお、パターン形成方法（ＩＩ）の上記工程（０）、工程（１）
及び工程（５）は、上述のパターン形成方法（Ｉ）の項における説明を適用できる。以下
、工程（２’）について詳述する。
【０１１１】
［工程（２’）］
　工程（２’）は、ナノインプリントリソグラフィー法により、上記無機膜上にレジスト
パターンを形成する工程である。このレジストパターンは、例えば感放射線性の硬化性組
成物を用いて形成することができる。具体的には工程（１）で無機膜が形成された基材上
に感放射線性の硬化性組成物の塗布によりパターン形成層を形成する工程と、表面に反転
パターンを有するモールドの表面を疎水化処理する工程と、疎水化処理した上記モールド
の表面をパターン形成層に圧接する工程と、上記モールドを圧接した状態でパターン形成
層を露光する工程と、上記モールドを、露光されたパターン形成層から剥離する工程とを
含む方法である。
【０１１２】
　この場合、上記硬化性組成物は、硬化促進剤等を含有できる。硬化促進剤としては、例
えば感放射線性硬化促進剤や熱硬化促進剤がある。これらの中でも、感放射線性硬化促進
剤が好ましい。感放射線性硬化促進剤は、ナノインプリント用感放射線性組成物を構成す
る構成単位によって適宜選択でき、例えば光酸発生剤、光塩基発生剤及び光増感剤等が挙
げられる。なお、感放射線性硬化促進剤は、２種以上を併用してもよい。
【０１１３】
　塗布方法としては、例えばインクジェット法、ディップコート法、エアーナイフコート
法、カーテンコート法、ワイヤーバーコード法、グラビアコート法、エクストルージョン
コート法、スピンコート法、スリットスキャン法等が挙げられる。
【０１１４】
　モールドの疎水化処理工程は、表面に反転パターンを有するモールドの表面を離型剤等
により疎水化処理する。上記モールドは、光透過性の材料で構成される必要がある。この
光透過性の材料としては、例えばガラス、石英、ＰＭＭＡ、ポリカーボネート樹脂等の光
透明性樹脂；透明金属蒸着膜；ポリジメチルシロキサン等の柔軟膜；光硬化膜；金属膜等
が挙げられる。
【０１１５】
　上記離型剤としては、例えばシリコン系離型剤、フッ素系離型剤、ポリエチレン系離型
剤、ポリプロピレン系離型剤、パラフィン系離型剤、モンタン系離型剤、カルナバ系離型
剤等が挙げられる。なお、離型剤は単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。こ
れらのうち、シリコン系離型剤が好ましい。このシリコン系離型剤としては、例えばポリ
ジメチルシロキサン、アクリルシリコーングラフトポリマー、アクリルシロキサン、アリ
ールシロキサン等が挙げられる。
【０１１６】
　圧接工程は、パターン形成層に上記疎水化処理したモールドを圧接する工程である。パ
ターン形成層に凹凸パターンを有するモールドを圧接することでパターン形成層中に、モ
ールド凹凸パターンが形成される。モールドを圧接する際の圧力としては、通常０．１Ｍ
Ｐａ～１００ＭＰａであり、０．１ＭＰａ～５０ＭＰａが好ましく、０．１ＭＰａ～３０
ＭＰａであることがより好ましく。圧接時間としては、通常１秒～６００秒であり、１秒
～３００秒が好ましく、１秒～１８０秒がより好ましい。
【０１１７】
　露光工程は、モールドを圧接したままパターン形成層を露光する。パターン形成層を露
光することにより、ナノインプリント用感放射線性組成物に含有される光重合開始剤から
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ラジカルが発生する。それにより、ナノインプリント用感放射線性組成物からなるパター
ン形成層が、モールドの凹凸パターンが転写された状態で硬化する。凹凸パターンが転写
されることで、例えばＬＳＩ、システムＬＳＩ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、Ｄ
－ＲＤＲＡＭ等の半導体素子の層間絶縁膜用膜、半導体素子製造時におけるレジスト膜等
として利用することができる。
【０１１８】
　なお、硬化性組成物が熱硬化性である場合には、上記露光工程の代わりに、加熱硬化工
程により硬化させる。熱硬化を行う場合、加熱雰囲気及び加熱温度等は特に限定されない
が、例えば不活性雰囲気下又は減圧下で、４０℃～２００℃で加熱することができる。加
熱はホットプレート、オーブン、ファーネス等を用いて行うことができる。
【０１１９】
　最後に、モールドをパターン形成層から剥離する。剥離方法としては、特に限定されず
例えば基材を固定してモールドを基材から遠ざかるように移動させて剥離してもよく、モ
ールドを固定して基材をモールドから遠ざかるように移動させて剥離してもよく、これら
の両方を逆方向へ引っ張って剥離してもよい。
【実施例】
【０１２０】
　以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に制
限されるものではない。
【０１２１】
＜［Ａ］化合物＞
　合成例、実施例及び比較例において用いた［Ａ］化合物は以下のとおりである。
Ａ－１：ビス（２，４－ペンタンジオネート）ジｉ－プロポキシチタン（７５質量％イソ
プロパノール）
Ａ－２：２，４－ペンタンジオネートトリブトキシジルコニウム（５０質量％酢酸ブチル
／ブタノール）
Ａ－３：ハフニウム２，４－ペンタンジオネート
Ａ－４：バナジウム２，４－ペンタンジオネート
Ａ－５：テトラメトキシシラン
Ａ－６：メチルトリメトキシシラン
Ａ－７：フェニルトリメトキシシラン
【０１２２】
［合成例１］
　上記（Ａ－１）４０．００ｇ及びプロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ
）５４．０６ｇを混合し、２５℃で１０分間攪拌した後、水５．９４ｇを混合し、６０℃
まで昇温し、４時間加熱撹拌を行った。反応終了後、室温まで冷却し、プロピレングリコ
ールモノメチルエーテルを５０．００ｇ添加し、低沸点物をエバポレーターにて除去して
加水分解縮合物（Ａ－８）の溶液を得た。（Ａ－８）の溶液の固形分濃度は、焼成法によ
り測定した結果、１１．００％であった。
【０１２３】
［合成例２及び３］
　表１に示す種類、量の各成分を使用した以外は合成例１と同様に操作して、加水分解縮
合物（Ａ－９）及び（Ａ－１０）を合成した。
【０１２４】
［合成例４］
　シュウ酸０．２７ｇを水１０．００ｇに加熱溶解させて、シュウ酸水溶液を調製した。
上記（Ａ－３）１８．６１ｇ、（Ａ－４）１１．３２ｇ及びＰＧＭＥ６０．００ｇを入れ
たフラスコに、冷却管と調製したシュウ酸水溶液を入れた滴下ロートとをセットした。次
いで、オイルバスにて６０℃に加熱した後、シュウ酸水溶液をゆっくり滴下し、６０℃で
４時間反応させた。反応終了後、反応溶液の入ったフラスコを放冷してからエバポレータ
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ーにセットし、低沸点物をエバポレーターにて除去して加水分解縮合物（Ａ－１１）の溶
液を得た。（Ａ－１１）の溶液の固形分濃度は、焼成法により測定した結果、１０．９８
％であった。
【０１２５】
［合成例５］
　シュウ酸０．４０ｇを水１９．２０ｇに加熱溶解させて、シュウ酸水溶液を調製した。
上記（Ａ－５）９．４６ｇ、（Ａ－６）３．０２ｇ、（Ａ－７）０．８８ｇ及びＰＧＭＥ
６７．０４ｇを入れたフラスコに、冷却管と調製したシュウ酸水溶液を入れた滴下ロート
とをセットした。次いで、オイルバスにて６０℃に加熱した後、シュウ酸水溶液をゆっく
り滴下し、６０℃で４時間反応させた。反応終了後、反応溶液の入ったフラスコを放冷し
てからエバポレーターにセットし、低沸点物をエバポレーターにて除去して加水分解縮合
物（Ａ－１２）の溶液を得た。（Ａ－１２）の溶液の固形分濃度は、焼成法により測定し
た結果、１１．９０％であった。また、固形分の重量平均分子量（Ｍｗ）は２，９００で
あった。
【０１２６】
【表１】

【０１２７】
＜多層レジストプロセス用無機膜形成組成物の調製＞
　実施例及び比較例において用いた［Ｂ］有機溶媒及び［Ｄ］架橋促進剤は以下のとおり
である。
【０１２８】
＜［Ｂ］有機溶媒＞
Ｂ－１：プロピレングリコールモノメチルエーテル
Ｂ－２：プロピレングリコールモノエチルエーテル
【０１２９】
＜［Ｄ］架橋促進剤＞
Ｄ－１：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
Ｄ－２：１－（４－ｎ－ブトキシナフタレン－１－イル）テトラヒドロチオフェニウムト
リフルオロメタンスルホネート
Ｄ－３：酢酸テトラメチルアンモニウム
Ｄ－４：１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エンｐ－トルエンスルホ



(21) JP 2012-215878 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

ン酸塩
【０１３０】
［実施例１］
　［Ａ］化合物としての（Ａ－１）５．３３質量部を［Ｂ］有機溶媒としての（Ｂ－１）
８９．４８質量部に溶解させた後、（Ｃ）５．００質量部、（Ｄ－１）０．１９質量部を
添加した後、この溶液を孔径０．２μｍのフィルターでろ過して、多層レジストプロセス
用無機膜形成組成物を調製した。
【０１３１】
［実施例２～７及び比較例１］
　表２に示す種類、量の各成分を使用した以外は実施例１と同様に操作して、各多層レジ
ストプロセスの各無機膜形成組成物を調製した。なお、「－」は該当する成分を使用しな
かったことを示す。
【０１３２】
＜評価＞
　上記のように調製した多層レジストプロセスの各無機膜形成組成物について、以下のよ
うに各種物性を評価した。結果を表２にあわせて示す。
【０１３３】
［レジストパターン形成性、アルカリ水溶液現像］
　被加工基板としてのシリコンウェハ上に、レジスト下層膜形成組成物（ＮＦＣ　ＨＭ８
００５、ＪＳＲ製）をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホットプレート上で６
０秒間乾燥させることにより、膜厚３００ｎｍのレジスト下層膜を形成した。形成したレ
ジスト下層膜上に各無機膜形成組成物をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホッ
トプレート上で６０秒間焼成することにより膜厚２０ｎｍの無機膜を形成した。形成した
無機膜上にレジスト組成物（ＡＲＸ２０１４Ｊ、ＪＳＲ製）を塗布し、９０℃で６０秒間
乾燥させ膜厚１００ｎｍのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜上に液浸上層膜形
成組成物（ＮＦＣ　ＴＣＸ０９１－７、ＪＳＲ製）を塗布し、９０℃で６０秒間乾燥させ
膜厚３０ｎｍの液浸上層膜を形成した。その後、ＡｒＦエキシマレーザー照射装置（Ｓ６
１０Ｃ、ニコン製）を用い、液浸法によって１６ｍＪ／ｃｍ２のレーザー照射量で露光処
理した後、被加工基板を１１５℃で６０秒間加熱した。次いで、２．３８ｗｔ％テトラメ
チルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液で３０秒間現像処理し、シリコンウェハ上に
残ったレジストと生じた溝の幅がそれぞれ５０ｎｍである、５０ｎｍのライン・アンド・
スペースパターンのレジストパターンを形成した。形成したレジストパターンを走査型電
子顕微鏡（日立ハイテク製）で観察し、５０ｎｍのライン・アンド・スペースのパターン
において、レジストパターンのボトム形状が裾広がり形状にならない場合をレジストパタ
ーン形成性が良好（Ａ）と判断し、裾広がり形状になる場合をレジストパターン形成性が
不良（Ｂ）と判断した。なお、形成したレジストパターンをマスクとして無機膜及び被加
工基板に対し、ドライエッチンッグ装置（東京エレクトロン製、Ｔｅｌｉｕｓ　ＳＣＣＭ
）を用いて順次ドライエッチングすることでパターン転写を行った。
【０１３４】
［レジストパターン形成性、有機溶剤現像］
　被加工基板としてのシリコンウェハ上に、レジスト下層膜形成組成物（ＮＦＣ　ＨＭ８
００５、ＪＳＲ製）をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホットプレート上で６
０秒間乾燥させることにより、膜厚３００ｎｍのレジスト下層膜を形成した。形成したレ
ジスト下層膜上に各無機膜形成組成物をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホッ
トプレート上で６０秒間焼成することにより膜厚２０ｎｍの無機膜を形成した。形成した
無機膜上にレジスト組成物を塗布し、９０℃で６０秒間乾燥させ膜厚１００ｎｍのレジス
ト膜を形成した。形成したレジスト膜上に液浸上層膜形成組成物（ＮＦＣ　ＴＣＸ０９１
－７、ＪＳＲ製）を塗布し、９０℃で６０秒間乾燥させ膜厚３０ｎｍの液浸上層膜を形成
した。その後、ＡｒＦエキシマレーザー照射装置（Ｓ６１０Ｃ、ニコン製）を用い、液浸
法によって１６ｍＪ／ｃｍ２のレーザー照射量で露光処理した後、被加工基板を１１５℃
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ＩＢＣでリンスした。２，０００ｒｐｍ、１５秒間振り切りでスピンドライすることによ
り、４０ｎｍライン／８０ｎｍのライン・アンド・スペースパターンのレジストパターン
を形成した。形成したレジストパターンを走査型電子顕微鏡（日立ハイテク製）で観察し
、４０ｎｍのライン・アンド・スペースのパターンにおいて、レジストパターンのボトム
形状が裾広がり形状にならない場合をレジストパターン形成性が良好（Ａ）と判断し、裾
広がり形状になる場合をレジストパターン形成性が不良（Ｂ）と判断した。なお、形成し
たレジストパターンをマスクとして無機膜及び被加工基板に対し、ドライエッチンッグ装
置（東京エレクトロン製、Ｔｅｌｉｕｓ　ＳＣＣＭ）を用いて順次ドライエッチングする
ことでパターン転写を行った。
【０１３５】
［レジストパターン形成性、ナノインプリントリソグラフィー法］
　被加工基板としてのシリコンウェハ上に、レジスト下層膜形成組成物（ＮＦＣ　ＨＭ８
００５、ＪＳＲ製）をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホットプレート上で６
０秒間乾燥させることにより、膜厚３００ｎｍのレジスト下層膜を形成した。形成したレ
ジスト下層膜上に各無機膜形成組成物をスピンコーターによって塗布し、２５０℃のホッ
トプレート上で６０秒間焼成することにより膜厚２０ｎｍの無機膜を形成した。形成した
無機膜上にＵＶ硬化性組成物を実験用基板の中心に約５０μＬスポットし、簡易インプリ
ント装置（ＥＵＮ－４２００、エンジニアリングシステム社製）のワークステージに設置
した。一方、離型剤（商品名「ＨＤ－１１００Ｚ」、ダイキン化成社製）を所定の方法で
あらかじめ塗布した石英テンプレート（ＮＩＭ－ＰＨ３５０、ＮＴＴ－ＡＴＮ社製）を、
シリコーンゴム（厚さ０．２ｍｍ）を接着層として、簡易インプリント装置の石英製露光
ヘッドへ貼り付けた。次いで、簡易インプリント装置の圧力を０．２ＭＰａとした後、露
光ヘッドを下降し、テンプレートと実験基板とを、ナノインプリント用光硬化性組成物を
介して密着させた後、ＵＶ露光を１５秒間実施した。１５秒後に露光ステージを上昇し、
テンプレートを硬化した被形状転写層から剥離し、パターンを形成した。形成したレジス
トパターンを走査型電子顕微鏡（日立ハイテク製）で観察し、５０ｎｍのライン・アンド
・スペースのパターンにおいて、レジストパターンに欠けがなく、矩形である場合をレジ
ストパターン形成性が良好（Ａ）と判断し、パターン損失がある場合をレジストパターン
形成性が不良（Ｂ）と判断した。
【０１３６】
［耐エッチング性］
　上記エッチング装置を用いて、上記無機膜を２通りの方法でエッチングした。１つ目は
、上記レジスト下層膜（ＮＦＣ　ＨＭ８００５）を毎分２００ｎｍだけエッチングする条
件でエッチングした。２つ目は、二酸化シリコン膜を毎分１００ｎｍだけエッチングする
条件でエッチングした。いずれのエッチングにおいても、初期膜厚とエッチング後膜厚の
差が５ｎｍ未満の場合を、エッチング選択比が良好（Ａ）と判断し、差が５ｎｍ以上の場
合を不良（Ｂ）と判断した。良好なエッチング選択性と判断された場合、上記各無機膜形
成組成物はそれぞれの膜を加工する際のマスク膜として良好に機能する。
【０１３７】
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【表２】

【０１３８】



(24) JP 2012-215878 A 2012.11.8

10

　表２に示される結果から明らかなように、当該無機膜形成組成物はエッチング選択比に
優れ、また当該無機膜形成組成物を用いた場合、形成されるレジストパターンはレジスト
パターン形成性に優れることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本発明は、レジストパターン形成性及びエッチング選択比に優れる多層レジストプロセ
ス用無機膜形成組成物、並びにパターン形成方法を提供することができる。従って、当該
組成物を用いた多層レジストプロセスにおいては、有機膜を薄膜化する場合においてもレ
ジストパターンの消失、型崩れ、曲がり等を抑制でき忠実なパターン転写が可能となる。
従って、本発明は、今後更に微細化が進行するとみられるＬＳＩの製造、特に微細なコン
タクトホール等の形成に極めて好適に使用することができる。
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