
JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

(57)【要約】
【課題】　リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において、フォトレジスト膜の良
好なパターン形成が可能であり、良好なドライエッチング耐性を有するエッチングマスク
用ケイ素含有膜を形成でき、保存安定性が良好であり、剥離プロセスで使用される溶液で
剥離が可能なケイ素含有膜形成用組成物、ケイ素含有膜形成基板、更にパターン形成方法
を提供する
【解決手段】　リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において成膜されるケイ素含
有膜を形成するための熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物であって、少なくとも、（Ａ）
酸を触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得られるケ
イ素含有化合物、（Ｂ）熱架橋促進剤、（Ｃ）炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有
機酸、（Ｄ）３価以上のアルコール、（Ｅ）有機溶剤、を含むことを特徴とする熱硬化性
ケイ素含有膜形成用組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において成膜されるケイ素含有膜を形成す
るための熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物であって、少なくとも、
（Ａ）酸を触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得ら
れるケイ素含有化合物、
（Ｂ）下記一般式（１）又は（２）で表される１種又は２種以上の熱架橋促進剤、
　　ＬａＨｂＸ　　　（１）
（式中、Ｌはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウム、Ｘは水酸基、
又は炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸基であり、ａは１以上の整数、ｂは０又
は１以上の整数で、ａ＋ｂは水酸基又は有機酸基の価数である。）
　　Ｍａ’Ｈｂ’Ａ　　　（２）
（式中、Ｍはスルホニウム、ヨードニウム又はアンモニウムであり、Ａは水酸基、炭素数
１～３０の１価又は２価以上の有機酸基、又は非求核性対向イオンであり、ａ’は１以上
の整数、ｂ’は０又は１以上の整数で、ａ’＋ｂ’は水酸基、有機酸基又は非求核性対向
イオンの価数である。）
（Ｃ）炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有機酸、
（Ｄ）３価以上のアルコール、
（Ｅ）有機溶剤
を含むことを特徴とする熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項２】
　前記ケイ素含有化合物が、無機酸及びスルホン酸誘導体から選ばれる１種類以上の化合
物を酸触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得られる
反応混合物から、前記酸触媒を実質的に除去する工程を経て得ることのできるケイ素含有
化合物を含むことを特徴とする請求項１に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項３】
　上記一般式（２）式中のＭが、三級スルホニウム、二級ヨードニウム、又は四級アンモ
ニウムであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成
用組成物。
【請求項４】
　上記一般式（２）式中のＭが光分解性であることを特徴とする請求項１乃至請求項３の
いずれか１項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項５】
　前記加水分解性ケイ素化合物が、光吸収性基を有することを特徴とする請求項１乃至請
求項４のいずれか一項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項６】
　前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、水を含むことを特徴とする請求項１
乃至請求項５のいずれか１項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項７】
　前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、光酸発生剤を含むことを特徴とする
請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項８】
　前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、環状エーテルを置換基として有する
１価又は２価以上のアルコールを含むことを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか
１項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物。
【請求項９】
　少なくとも、被加工基板上に形成された有機膜と、該有機膜の上に請求項１乃至請求項
８のいずれか１項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されたケイ素含有
膜と、該ケイ素含有膜の上にフォトレジスト膜とが形成されたものであることを特徴とす
る基板。



(3) JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　前記ケイ素含有膜と前記フォトレジスト膜の間に、有機反射防止膜を形成させたもので
あることを特徴とする請求項９に記載の基板。
【請求項１１】
　前記フォトレジスト膜が、化学増幅型レジスト組成物を用いて形成されたものであるこ
とを特徴とする請求項９又は請求項１０に記載の基板。
【請求項１２】
　前記有機膜が芳香族骨格を有するものであることを特徴とする請求項９乃至請求項１１
のいずれか一項に記載の基板。
【請求項１３】
　リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加工基板上に形成さ
れた有機膜の上に、請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜
形成用組成物から形成されたケイ素含有膜を形成し、該ケイ素含有膜の上に化学増幅型レ
ジスト組成物を用いてフォトレジスト膜を形成した後、フォトレジスト膜のパターン回路
領域を露光し、現像液で現像して前記フォトレジスト膜にレジスト膜パターンを形成し、
得られたレジスト膜パターンをエッチングマスクにして前記ケイ素含有膜をドライエッチ
ングし、得られたケイ素含有膜パターンをエッチングマスクにして前記有機膜をエッチン
グし、パターンが形成された有機膜をマスクにして基板をエッチングして基板にパターン
を形成することを特徴とするパターン形成方法。
【請求項１４】
　リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加工基板上に形成さ
れた有機膜の上に、請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の熱硬化性ケイ素含有膜
形成用組成物から形成されたケイ素含有膜を形成し、該ケイ素含有膜の上に有機反射防止
膜を形成し、該有機反射防止膜の上に化学増幅型レジスト組成物を用いてフォトレジスト
膜を形成した後、フォトレジスト膜のパターン回路領域を露光し、現像液で現像して前記
フォトレジスト膜にレジスト膜パターンを形成し、得られたレジスト膜パターンをエッチ
ングマスクにして前記有機反射防止膜及び前記ケイ素含有膜をドライエッチングし、得ら
れたケイ素含有膜パターンをエッチングマスクにして前記有機膜をエッチングし、パター
ンが形成された有機膜をマスクにして基板をエッチングして基板にパターンを形成するこ
とを特徴とするパターン形成方法。
【請求項１５】
　前記リソグラフィーは、波長が３００ｎｍ以下の光を用いて行われることを特徴とする
請求項１３又は請求項１４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、半導体素子等の製造工程における微細加工に用いられる多層レジスト法にお
いて使用されるケイ素含有膜を形成するためのケイ素含有膜形成用組成物、ケイ素含有膜
形成基板及びこれを用いたパターン形成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩの高集積化と高速度化に伴い、パターン寸法の微細化が急速に進んでいる。リソ
グラフィー技術は、この微細化に合わせ、光源の短波長化とそれに対するレジスト組成物
の適切な選択により、微細パターンの形成を達成してきた。その中心となったのは単層で
使用するポジ型フォトレジスト組成物である。この単層ポジ型フォトレジスト組成物は、
塩素系あるいはフッ素系のガスプラズマによるドライエッチングに対しエッチング耐性を
持つ骨格をレジスト樹脂中に持たせ、かつ露光部が溶解するようなレジスト機構を持たせ
ることによって、露光部を溶解させてパターンを形成し、残存したレジストパターンをエ
ッチングマスクとしてレジスト組成物を塗布した被加工基板をドライエッチング加工する
ものである。
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【０００３】
　ところが、使用するフォトレジスト膜の膜厚をそのままで微細化、即ちパターン幅をよ
り小さくした場合、フォトレジスト膜の解像性能が低下し、また現像液によりフォトレジ
スト膜をパターン現像しようとすると、いわゆるアスペクト比が大きくなりすぎ、結果と
してパターン崩壊が起こってしまう。このため微細化に伴いフォトレジスト膜厚は薄膜化
されてきた。
【０００４】
　一方、被加工基板の加工には、通常パターン形成されたフォトレジスト膜をエッチング
マスクとして、ドライエッチングにより被加工基板を加工する方法が用いられるが、現実
的にはフォトレジスト膜と被加工基板の間に完全なエッチング選択性を取ることのできる
ドライエッチング方法がないため、被加工基板を加工中にレジスト膜もダメージを受け、
レジスト膜が崩壊し、レジストパターンを正確に被加工基板に転写できなくなる。そこで
、パターンの微細化に伴い、レジスト組成物により高いドライエッチング耐性が求められ
てきた。
【０００５】
　また、露光波長の短波長化によりレジスト組成物に使用する樹脂は、露光波長における
光吸収の小さな樹脂が求められたため、ｉ線、ＫｒＦ、ＡｒＦへの変化に対し、ノボラッ
ク樹脂、ポリヒドロキシスチレン、脂肪族多環状骨格を持った樹脂へと変化してきている
が、現実的には上記ドライエッチング条件におけるエッチング速度は速いものになってき
てしまっており、解像性の高い最近のフォトレジスト組成物は、むしろエッチング耐性が
低くなる傾向がある。
　このことから、より薄くよりエッチング耐性の弱いフォトレジスト膜で被加工基板をド
ライエッチング加工しなければならないことになり、この加工工程における材料及びプロ
セスの確保は急務になってきている。
【０００６】
　このような問題点を解決する方法の一つとして、多層レジスト法がある。この方法は、
フォトレジスト膜、即ちレジスト上層膜とエッチング選択性が異なるレジスト中間膜をレ
ジスト上層膜と被加工基板の間に介在させ、レジスト上層膜にパターンを得た後、得られ
たレジスト上層膜パターンをドライエッチングマスクとして、ドライエッチングによりレ
ジスト中間膜にパターンを転写し、更に得られた中間膜のパターンをドライエッチングマ
スクとして、ドライエッチングにより被加工基板にパターンを転写する方法である。
【０００７】
　多層レジスト法の一つである２層レジスト法では、例えば、レジスト上層膜組成物にケ
イ素を含有する樹脂を使用し、レジスト中間膜としてノボラック樹脂を使用する方法があ
る（例えば、特許文献１）。ケイ素を含有する樹脂は、酸素プラズマによる反応性ドライ
エッチングに対してはよいエッチング耐性を示すが、フッ素系ガスプラズマを用いると容
易にエッチング除去される。一方、ノボラック樹脂は酸素ガスプラズマによる反応性ドラ
イエッチングでは容易にエッチング除去されるが、フッ素系ガスプラズマや塩素系ガスプ
ラズマによるドライエッチングに対しては良好なエッチング耐性を示す。そこで、被加工
基板上にノボラック樹脂膜をレジスト中間膜として成膜し、その上にケイ素含有樹脂を用
いたレジスト上層膜を形成する。続いて、ケイ素含有レジスト膜にエネルギー線の照射及
び現像等の後処理によりパターン形成を行い、それをドライエッチングマスクとして酸素
プラズマによる反応性ドライエッチングでレジストパターンが除去されている部分のノボ
ラック樹脂をドライエッチング除去することでノボラック膜にパターンを転写し、このノ
ボラック膜に転写されたパターンをドライエッチングマスクとして、被加工基板にフッ素
系ガスプラズマや塩素系ガスプラズマによるエッチングを用いてパターン転写をすること
ができる。
【０００８】
　このようなドライエッチングによるパターン転写は、エッチングマスクのエッチング耐
性が十分である場合、比較的良好な形状で転写パターンが得られるため、レジスト現像時
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の現像液による摩擦等を原因としたパターン倒れのような問題が起き難く、比較的高いア
スペクト比のパターンを得ることができる。従って、例えばノボラック樹脂を用いたレジ
スト膜を中間膜の膜厚に相当する厚さにした場合には、アスペクト比の問題から現像時の
パターン倒れ等により直接形成できなかったような微細パターンに対しても、上記の２層
レジスト法によれば、被加工基板のドライエッチングマスクとして十分な厚さのノボラッ
ク樹脂パターンが得られるようになる。
【０００９】
　更に多層レジスト法として、単層レジスト法で使用されている一般的なレジスト組成物
を用いて行うことができる３層レジスト法がある。例えば、被加工基板上にノボラック等
による有機膜をレジスト下層膜として成膜し、その上にケイ素含有膜をレジスト中間膜と
して成膜し、その上に通常の有機系フォトレジスト膜をレジスト上層膜として形成する。
フッ素系ガスプラズマによるドライエッチングに対しては、有機系のフォトレジスト膜は
、ケイ素含有レジスト中間膜に対して良好なエッチング耐性を示すため、レジストパター
ンはフッ素系ガスプラズマによるドライエッチングを用いることでレジスト中間膜として
のケイ素含有膜に転写される。この方法によれば、直接被加工基板を加工するための十分
な膜厚を持ったパターンは形成することが難しいレジスト組成物や、基板を加工するため
にはドライエッチング耐性が十分でないレジスト組成物を用いても、ケイ素含有膜にパタ
ーンを転写することができれば、２層レジスト法と同様に、加工に十分なドライエッチン
グ耐性を持つ有機膜のパターンを得ることができる。
【００１０】
　上記のような３層レジスト法で使用されるケイ素含有レジスト中間膜としては、ＣＶＤ
によるケイ素含有無機膜、例えばＳｉＯ２膜（例えば、特許文献２）やＳｉＯＮ膜（例え
ば、特許文献３）、回転塗布により膜を得られるものとしては、ＳＯＧ（スピンオンガラ
ス）膜（例えば、特許文献４等、非特許文献１）や架橋性シルセスキオキサン膜（例えば
、特許文献５等）等が使用されており、ポリシラン膜（例えば、特許文献６等）も使用で
きると考えられる。これらの中で、ＳｉＯ２膜やＳｉＯＮ膜はレジスト下層膜としての有
機膜をドライエッチングする際のドライエッチングマスクとしての高い性能を持つものの
、成膜に特別の装置を必要とする。それに対し、ＳＯＧ膜や架橋性シルセスキオキサン膜
、ポリシラン膜は、回転塗布と加熱のみで成膜でき、プロセス効率が高いと考えられてい
る。
【００１１】
　多層レジスト法の適用範囲は、レジスト膜の解像限界を上げるという試みだけに留まら
ない。基板加工の一つの方法であるビアファースト法のように、加工中間体基板が大きな
段差を持つ場合、単一レジスト膜でパターン形成を行おうとすると、レジスト膜厚に大き
な差があることから、レジスト露光時に焦点を正確に合わせることができなくなる等の問
題が生じる。このようなケースでは、段差を犠牲膜により埋めて平坦化した後に、その上
にレジスト膜を成膜し、レジストパターンの形成を行うが、この場合には必然的に上記の
ような多層レジスト法を用いることになる（例えば、特許文献７等）。
【００１２】
　このような多層レジスト法で従来使用されてきたケイ素含有膜には幾つかの問題がある
。例えば、光リソグラフィーによりレジストパターンを形成しようとした場合、露光光が
基板で反射し、入射光と干渉して、所謂定在波の問題を引き起こすことはよく知られてお
り、フォトレジスト膜のエッジラフネスのない微細パターンを得るためには、中間膜とし
て反射防止膜を入れてやる必要がある。特に最先端の高ＮＡ露光条件では反射制御は必須
条件である。
【００１３】
　そこで、反射制御をするために、多層レジスト法において、特にＣＶＤでケイ素含有膜
をレジスト中間膜として形成するプロセスでは、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレ
ジスト膜と、ケイ素含有膜との間に有機反射防止膜を入れてやる必要があることになる。
しかしながら、有機反射防止膜を入れた場合、フォトレジスト膜をドライエッチングマス
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クとして有機反射防止膜をパターン加工する必要が生じ、ドライエッチング時にフォトレ
ジスト膜をマスクとして有機反射防止膜をドライエッチング加工した後、ケイ素含有膜の
加工に移行することになる。そのため、有機反射防止膜を加工する分だけ上層のフォトレ
ジスト膜に対してドライエッチングの負荷が加わる。特に、最先端のフォトレジスト膜で
は膜厚が薄くなってきており、このドライエッチング負荷を見逃すことはできない。そこ
で、上記のようなエッチング負荷が生じない光吸収性ケイ素含有膜をレジスト中間膜とし
て適用する３層レジスト法が注目を集めるようになってきた。
【００１４】
　このようなレジスト中間膜として利用される光吸収性ケイ素含有膜として、回転塗布型
の光吸収性ケイ素含有膜が知られている。例えば、芳香族構造を光吸収構造として持たせ
る手法が開示されている（特許文献８）。
【００１５】
　しかし、光を効率よく吸収する芳香環構造は、フッ素系ガスプラズマによるドライエッ
チング加工では、ドライエッチング速度を低下させる働きがあるため、フォトレジスト膜
に負荷をかけないでレジスト中間膜のドライエッチングを行うためには不利な方向である
。そこで、このような光吸収置換基を多量に加えることは好ましくないため、最小限の導
入量に抑える必要がある。
【００１６】
　更に、レジスト中間膜をドライエッチングマスクとして、レジスト下層膜を加工する際
に一般的に使用される酸素ガスプラズマによる反応性ドライエッチングに対するドライエ
ッチング速度は、レジスト中間膜とレジスト下層膜のエッチング選択比を高めるためより
小さいことが好ましく、このようなドライエッチング特性を得るためにはフッ素系エッチ
ングガスに対して反応性の高いケイ素含有量がなるべく高いレジスト中間膜が望まれてい
る。このように上層のフォトレジスト膜、下層の有機膜いずれの膜との加工条件からの要
求としてフッ素ガスに対する反応性の高い成分であるケイ素含有量が高い膜が好ましいと
いえる。
【００１７】
　実際の回転塗布型のケイ素含有中間膜形成用組成物では、ケイ素含有化合物を有機溶剤
に溶解できるように有機置換基を含有している。ＫｒＦエキシマレーザー光を使用したリ
ソグラフィーにおいては、従来知られているレジスト中間膜としてのケイ素含有膜のうち
、ＳＯＧ膜を形成する組成物が非特許文献１で開示されている。
【００１８】
　しかしながら、この組成物では光吸収基に関する記述がないため、この組成物から得ら
れるケイ素含有膜には反射防止機能がないと予想される。
　そのため、最先端の高ＮＡ露光機を使用するリソグラフィーでは露光時の反射を押さえ
込むことができないため、高精細なレジストパターン形状を得ることができない可能性が
ある。
【００１９】
　このように、多層レジスト法で用いられるレジスト中間膜としてのケイ素含有膜は、レ
ジスト上層膜とレジスト下層膜との間での良好なドライエッチング特性、及び高精細なレ
ジストパターン形状の実現、が求められる。また、ケイ素含有率の高い中間膜を形成する
ためのケイ素含有膜形成用組成物において特に問題となるのがケイ素化合物形成用組成物
の保存安定性である。ケイ素含有膜形成用組成物は、組成物中に含まれるケイ素含有化合
物にあるシラノール基が縮合し、ケイ素含有膜形成用組成物の分子量が変化する場合があ
る。
【００２０】
　一般に、加水分解性ケイ素化合物（モノマー）に酸触媒下で水を作用させると、ケイ素
原子に結合している加水分解性置換基が加水分解を受け、シラノール基が形成される。こ
のシラノール基は更に別のシラノール基又は未反応の加水分解性基と縮合反応し、シロキ
サン結合を形成する。そしてこの反応は次々と繰り返し発生し、所謂オリゴマーやポリマ
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ー、場合によってはゾルと呼ばれるケイ素含有化合物を形成していく。このとき、系内で
加水分解反応により生成したモノマー、オリゴマー、ポリマー等から由来するシラノール
基のうち、最も反応性が高いものから順番に縮合反応が進行し、モノマー、オリゴマー、
ポリマー等に所属しているシラノール基が消費され、ケイ素含有化合物が形成される。そ
して、この縮合反応は際限なく進行し、最終的にケイ素含有化合物溶液がゲル化するまで
進行する場合がある。こうなると、膜厚変動やリソグラフィー性能の変動が観測される。
特に、リソグラフィー性能の変動は敏感であるため、分子内のシラノール基が縮合して膜
厚上昇や分子量変化として観測できなくても、高精細なパターン形状の変化として観測さ
れてしまう。
【００２１】
　従来、このような反応性の高いシラノール基を酸性状態で保持すると比較的安定化させ
ることができるとして、非特許文献２等に記載されている。更に、非特許文献１、特許文
献９及び特許文献１０等には、保存安定性を向上させるため水を添加することが開示され
ている。
【００２２】
　しかしながら、このような方法で製造されたケイ素含有膜形成用組成物中のケイ素含有
化合物は、このような手段を講じても実際にはシラノール基の縮合反応を完全に止めるこ
とはできず、時間とともにケイ素含有化合物はゆっくりと変化し、変化したケイ素含有膜
形成用組成物から得られるケイ素含有膜の性質も変化してしまう。そのため、使用直前ま
で冷蔵又は冷凍で保管し、使用する際に使用温度（通常は２３℃）に戻し、素早く使い切
ってしまわなければいけなかった。
【００２３】
　更に、実際の半導体素子の製造工程においては、基板上に形成した塗布膜に不具合が生
じ、再加工しなければいけない場合がある。従来のＳＯＧ膜は、ほぼＳｉＯ２と同等の組
成を有している。そのため、この膜を剥離するためには、フッ化水素酸やフッ素ガス系の
ドライ剥離などが行われていたが、この剥離方法は、基板に対してダメージが大きいもの
であった。
　この問題に対し、従来の半導体素子製造プロセスで一般的に使用されているような硫酸
過水やアンモニア過水を用いた湿式の剥離が可能なケイ素含有膜を形成するケイ素含有膜
形成用組成物が求められている。
【００２４】
【特許文献１】特開平６－９５３８５号公報
【特許文献２】特開平７－１８３１９４号公報
【特許文献３】特開平７－１８１６８８号公報
【特許文献４】特開平５－２９１２０８号公報
【特許文献５】特表２００５－５２０３５４号公報
【特許文献６】特開平１１－６０７３５号公報
【特許文献７】特開２００４－３４９５７２号公報
【特許文献８】特開２００５－１５７７９号公報
【特許文献９】特開２００４－１５７４６９号公報
【特許文献１０】特開２００４－１９１３８６号公報
【非特許文献１】Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，Ｖｏｌ．８８，６３６－６４０
（２００３）
【非特許文献２】Ｃ．Ｊ．Ｂｒｉｎｋｅｒ　ａｎｄ　Ｇ．Ｗ．Ｓｃｈｅｒｅｒ，“Ｓｏｌ
－Ｇｅｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ：Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏ
ｆ　Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ”，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ
　Ｄｉｅｇｏ（１９９０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
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　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、リソグラフィーで用いられる多層レジスト
法において、（１）レジスト下層膜としての有機膜上に形成されたケイ素含有膜の上に、
レジスト上層膜としてフォトレジスト膜を形成し、続いてレジスト膜パターンを形成した
際、高ＮＡ露光条件においても良好なレジスト膜パターンの形成が可能であり、（２）フ
ォトレジスト膜、有機膜との間で良好なドライエッチング特性を有し、（３）保存安定性
が良好であり、（４）従来のフッ化水素酸やドライ剥離だけでなく、硫酸過水やアンモニ
ア過水などの剥離プロセスが使用される溶液で剥離が可能なケイ素含有膜を形成するため
のケイ素含有膜形成用組成物、このケイ素含有膜形成用組成物から形成されるケイ素含有
膜が形成された基板、更にこれを用いたパターン形成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明によれば、リソグラフィーで用いられる多層レジス
ト法において成膜されるケイ素含有膜を形成するための熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成
物であって、少なくとも、
（Ａ）酸を触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得ら
れるケイ素含有化合物、
（Ｂ）下記一般式（１）又は（２）で表される１種又は２種以上の熱架橋促進剤、
　　ＬａＨｂＸ　　　（１）
（式中、Ｌはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウム、Ｘは水酸基、
又は炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸基であり、ａは１以上の整数、ｂは０又
は１以上の整数で、ａ＋ｂは水酸基又は有機酸基の価数である。）
　　Ｍａ’Ｈｂ’Ａ　　　（２）
（式中、Ｍはスルホニウム、ヨードニウム又はアンモニウムであり、Ａは水酸基、炭素数
１～３０の１価又は２価以上の有機酸基、又は非求核性対向イオンであり、ａ’は１以上
の整数、ｂ’は０又は１以上の整数で、ａ’＋ｂ’は水酸基、有機酸基又は非求核性対向
イオンの価数である。）
（Ｃ）炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有機酸、
（Ｄ）３価以上のアルコール、
（Ｅ）有機溶剤
を含むことを特徴とする熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物を提供する（請求項１）。
【００２７】
　このように、リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において、本発明の熱硬化性
ケイ素含有膜形成用組成物を用いることにより、（１）ドライ、液浸いずれの高ＮＡ露光
条件下でも良好なレジスト膜パターン形成が可能となるケイ素含有膜が得られ、（２）上
層のフォトレジスト膜と下層の有機膜との間でドライエッチングマスクとして十分なエッ
チング選択比が得られるケイ素含有膜が得られ、（３）リソグラフィー性能を長期間保持
しても性能変化のない保存安定性の良好なケイ素含有膜形成用組成物が得られ、（４）こ
れまでの半導体素子製造プロセスで一般的に使用されている硫酸過水やアンモニア過水を
用いた湿式の剥離が可能なケイ素含有膜を得ることができる。
【００２８】
　また、前記ケイ素含有化合物が、無機酸及びスルホン酸誘導体から選ばれる１種類以上
の化合物を酸触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得
られる反応混合物から、前記酸触媒を実質的に除去する工程を経て得ることのできるケイ
素含有化合物を含むことが好ましい（請求項２）。
【００２９】
　このように、無機酸及びスルホン酸誘導体から選ばれる１種類以上の化合物を酸触媒と
して用いて加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合することにより得られる反応混合物か
ら、酸触媒を実質的に除去することにより、さらに保存安定性を向上させることができる
。
【００３０】
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　また、一般式（２）式中のＭが、三級スルホニウム、二級ヨードニウム、又は四級アン
モニウムであることが好ましい（請求項３）。
【００３１】
　このように、一般式（２）式中のＭが、三級スルホニウム、二級ヨードニウム、又は四
級アンモニウムである（Ｂ）成分を用いてケイ素含有膜を形成すると、架橋の進行したケ
イ素含有膜を提供することができる。そのため、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレ
ジスト膜中の有効成分のケイ素含有膜への移動が抑制され、通常の有機反射防止膜と同程
度のリソグラフィー性能を得ることができる。
【００３２】
　また、一般式（２）式中のＭが光分解性であることが好ましい（請求項４）。
【００３３】
　一般式（２）中のＭが光分解性であることにより、露光時のレジスト膜パターン形状の
悪化を防止することが可能となる。
【００３４】
　また、前記加水分解性ケイ素化合物が、光吸収性基を有することが好ましい（請求項５
）。
【００３５】
　このように、加水分解性ケイ素化合物が光吸収性基を有することで、ケイ素含有膜が光
吸収性を有し、高ＮＡ露光条件下でも反射を抑えることが可能となり、更に良好なレジス
ト膜パターンが形成できる。
【００３６】
　また、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、水を含むことが好ましい（請
求項６）。
【００３７】
　このように、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に水を添加することにより、ケイ素含
有化合物中のシラノール基が活性化し、熱硬化反応でより緻密な膜を得ることができる。
このような緻密な膜を使用すると、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレジスト膜のリ
ソグラフィー性能を、一般的な有機反射防止膜を用いた場合の有機反射防止膜の上に形成
されるフォトレジスト膜のリソグラフィー性能と同程度以上にすることができる。
【００３８】
　また、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、光酸発生剤を含むことが好ま
しい（請求項７）。
【００３９】
　このように、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に、更に光酸発生剤を含むことで、レ
ジスト膜パターン形成時に、ケイ素含有膜中で酸を発生させることで、レジスト膜パター
ン形状の悪化を防止することができる。
【００４０】
　また、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物が、更に、環状エーテルを置換基として
有する１価又は２価以上のアルコールを含むことが好ましい（請求項８）。
【００４１】
　このように、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に、環状エーテルを置換基として
有する１価又は２価以上のアルコールを安定剤として添加すると、室温付近での縮合が抑
制され、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物の保存安定性を飛躍的に向上させることがで
きる。
【００４２】
　また、少なくとも、被加工基板上に形成された有機膜と、該有機膜の上に前記本発明の
熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されたケイ素含有膜と、該ケイ素含有膜の上
にフォトレジスト膜とが形成されたものであることを特徴とする基板を提供する（請求項
９）。また、前記ケイ素含有膜と前記フォトレジスト膜の間に、有機反射防止膜を形成さ
せたものであることを特徴とする基板を提供する（請求項１０）。
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【００４３】
　このように、有機膜、本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されたケイ
素含有膜、フォトレジスト膜の３層レジスト膜が形成された基板を用いて、リソグラフィ
ーにより基板にパターンを形成すれば、基板に微細なパターンを高精度で形成することが
できる。また、ケイ素含有膜とフォトレジスト膜との間に有機反射防止膜を形成すること
で、さらに良好なレジスト膜パターンが得られる。
【００４４】
　前記フォトレジスト膜が、化学増幅型レジスト組成物を用いて形成されることを特徴と
する基板を提供する（請求項１１）。このように、フォトレジスト膜として化学増幅型レ
ジスト組成物を用いることができる。
【００４５】
　前記有機膜が芳香族骨格を有するものであることを特徴とする基板を提供する（請求項
１２）。このように、芳香族骨格を有する有機膜を用いることで、リソグラフィー工程に
おける反射防止効果があるだけではなく、基板をエッチング加工する際に、十分なエッチ
ング耐性を持つ有機膜となり、良好なエッチング加工が可能となる。
【００４６】
　リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加工基板上に形成さ
れた有機膜の上に、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されたケイ素含有膜
を形成し、該ケイ素含有膜の上に化学増幅型レジスト組成物を用いてフォトレジスト膜を
形成した後、フォトレジスト膜のパターン回路領域を露光し、現像液で現像して前記フォ
トレジスト膜にレジスト膜パターンを形成し、得られたレジスト膜パターンをエッチング
マスクにして前記ケイ素含有膜をドライエッチングし、得られたケイ素含有膜パターンを
エッチングマスクにして前記有機膜をエッチングし、パターンが形成された有機膜をマス
クにして基板をエッチングして基板にパターンを形成することを特徴とするパターン形成
方法を提供する（請求項１３）。
【００４７】
　また、リソグラフィーにより基板にパターンを形成する方法であって、被加工基板上に
形成された有機膜の上に、前記熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されたケイ素
含有膜を形成し、該ケイ素含有膜の上に有機反射防止膜を形成し、該有機反射防止膜の上
に化学増幅型レジスト組成物を用いてフォトレジスト膜を形成した後、フォトレジスト膜
のパターン回路領域を露光し、現像液で現像して前記フォトレジスト膜にレジスト膜パタ
ーンを形成し、得られたレジスト膜パターンをエッチングマスクにして前記有機反射防止
膜及び前記ケイ素含有膜をドライエッチングし、得られたケイ素含有膜パターンをエッチ
ングマスクにして前記有機膜をエッチングし、パターンが形成された有機膜をマスクにし
て基板をエッチングして基板にパターンを形成することを特徴とするパターン形成方法を
提供する（請求項１４）。
【００４８】
　このような３層レジスト法を用いたパターン形成方法であれば、基板に微細なパターン
を高精度で形成することができる。
【００４９】
　また、前記パターン形成方法において、リソグラフィーは、波長が３００ｎｍ以下の光
を用いて行われることが好ましい（請求項１５）。
【００５０】
　本発明では、波長が３００ｎｍ以下の光、特にＡｒＦエキシマレーザーを用いるリソグ
ラフィーによりパターンを形成すると、微細なパターンを高精度で形成することができる
。
【発明の効果】
【００５１】
　以上説明したように、本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物を用いることにより
、（１）ドライ、液浸いずれの高ＮＡ露光条件下でも良好なレジスト膜パターン形成が可
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能なケイ素含有膜が得られ、（２）上層のフォトレジスト膜と下層の有機膜との間でドラ
イエッチングマスクとして十分なエッチング選択比が得られるケイ素含有膜が得られ、（
３）リソグラフィー性能を長期間保持しても性能変化のない保存安定性の良好なケイ素含
有膜形成用組成物が得られ、（４）これまでの半導体素子製造プロセスで一般的に使用さ
れている硫酸過水やアンモニア過水を用いた湿式の剥離が可能となるケイ素含有膜の形成
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明についてより具体的に説明する。
　前述のように多層レジスト法で従来使用されてきたケイ素含有膜には、高ＮＡ露光条件
下でも良好なレジスト膜パターン形成が可能であること、上層のフォトレジスト膜と下層
の有機膜との間でドライエチングマスクとして十分なエッチング選択比が得られること、
保存安定性が良好であること、及び湿式の剥離が可能であることが必要視されていた。
【００５３】
　そこで、本発明者は、リソグラフィーで用いられる多層レジスト法において成膜される
ケイ素含有膜を形成するためのケイ素含有膜形成用組成物のリソグラフィー特性や安定性
について鋭意検討したところ、（Ａ）酸を触媒として用いて加水分解性ケイ素化合物を加
水分解縮合することにより得られるケイ素含有化合物に、
（Ｂ）下記一般式（１）又は（２）で表される１種又は２種以上の熱架橋促進剤、
　　ＬａＨｂＸ　　　（１）
（式中、Ｌはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウム、Ｘは水酸基、
又は炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸基であり、ａは１以上の整数、ｂは０又
は１以上の整数で、ａ＋ｂは水酸基又は有機酸基の価数である。）
　　Ｍａ’Ｈｂ’Ａ　　　（２）
（式中、Ｍはスルホニウム、ヨードニウム又はアンモニウムであり、Ａは水酸基、炭素数
１～３０の１価又は２価以上の有機酸基、又は非求核性対向イオンであり、ａ’は１以上
の整数、ｂ’は０又は１以上の整数で、ａ’＋ｂ’は水酸基、有機酸基又は非求核性対向
イオンの価数である。）
（Ｃ）炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有機酸、
（Ｄ）３価以上のアルコール、
（Ｅ）有機溶剤
を添加することにより、高ＮＡ露光条件下でも良好なレジスト膜パターン形成が可能であ
り、上層のフォトレジスト膜と下層の有機膜との間でドライエッチングマスクとして十分
なエッチング選択比が得られ、保存安定性が良好であり、湿式の剥離が可能であるケイ素
含有膜の形成が可能であることを見出した。
【００５４】
　すなわち、本発明者は、組成物を塗布し加熱硬化させる際に、添加されている（Ｂ）成
分の作用でシラノール基周辺のｐＨを、縮合反応が抑制されるｐＨから、縮合反応が起こ
るｐＨ領域（ｐＨ３付近（Ｃ．Ｊ．Ｂｒｉｎｋｅｒ　ａｎｄ　Ｇ．Ｗ．Ｓｃｈｅｒｅｒ，
“Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ：Ｔｈｅ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ　ｏｆ　Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ”，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ
，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ（１９９０））に記載あり）に変化させることで、効率よく膜を硬
化させることが可能となり、従来の温度条件と同じ条件で加熱硬化させると、従来の硬化
膜に比べて非常に架橋の進行した膜を提供することができるため、フォトレジスト膜中の
有効成分のケイ素含有膜への移動が抑制され、通常の有機反射防止膜と同程度のリソグラ
フィー特性を得ることができ、良好なレジスト膜パターンが得られることを見出した。ま
た、炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸（Ｃ）成分を用いた場合、室温では縮合
反応が抑制され、保存安定性が向上することを見出した。
【００５５】
　このように、（Ｃ）炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸、（Ｂ）熱架橋促進剤
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という技術の組み合わせにより、室温では安定、加熱硬化時には効率的に硬化できる組成
物を見出し、これにより従来の有機反射防止膜と同等の安定性を有するケイ素含有膜を形
成するケイ素含有膜形成用組成物を得ることができることを見出した。また、本発明の熱
硬化性ケイ素含有膜形成用組成物を用いた場合、レジスト上層膜としてのフォトレジスト
膜、レジスト下層膜としての有機膜に対し、十分なエッチング選択比が取れるケイ素含有
膜を形成できることを見出した。更に（Ｄ）３価以上のアルコールを加えると、シラノー
ルとアルコールの間で脱水縮合が発生し膜の中に取り込まれる。この炭素部分は、剥離剤
による攻撃を受け易く、この部分が分解することにより、塗布膜が容易に分解し、湿式の
剥離が可能になることを見出した。
【００５６】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に配合されるケイ素含有化合物は、酸を触
媒として加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合して得られる。好ましいケイ素含有化合
物の製造方法として以下の方法が例示できるが、この方法に限られるものではない。
【００５７】
　（Ａ）成分のケイ素含有化合物を形成するための出発物質は、下記一般式（３）で表す
ことができる加水分解性ケイ素化合物（モノマー）から選ばれる１種または２種類以上の
混合物を加水分解縮合したものである。
　　Ｒ１

ｍ１Ｒ２
ｍ２Ｒ３

ｍ３Ｓｉ（ＯＲ）（４－ｍ１－ｍ２－ｍ３）　　　　（３）
（Ｒは炭素数１～３のアルキル基であり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ互いに同一でも異
なっていてもよく、水素原子、又は炭素数１～３０の１価の有機基であり、ｍ１、ｍ２、
ｍ３は０又は１である。ｍ１＋ｍ２＋ｍ３は０～３、特に０又は１が好ましい。）
【００５８】
　ここで、有機基は炭素を含む基の意味であり、更に水素を含み、また窒素、酸素、硫黄
、ケイ素等を含んでもよい。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３の有機基としては、直鎖状、分岐状、環状
のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アラルキル基等の非置換の１
価炭化水素基、及びこれらの基の水素原子の１個又はそれ以上がエポキシ基、アルコキシ
基、ヒドロキシ基等で置換された基や、－Ｏ－，－ＣＯ－，－ＯＣＯ－，－ＣＯＯ－，－
ＯＣＯＯ－が介在された基等の後述する一般式（４）で示される基、ケイ素－ケイ素結合
を含む有機基等を挙げることができる。また、さらに良好なレジスト膜パターンを得るた
めに、Ｒ１、Ｒ２、またはＲ３に光吸収基を含むモノマーを含むことが好ましい。
【００５９】
　一般式（３）で示されるモノマーのＲ１、Ｒ２、Ｒ３として好ましいものは、水素原子
、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－
ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、２－エチルブチル基、３
－エチルブチル基、２，２－ジエチルプロピル基、シクロペンチル基、ｎ－ヘキシル基、
シクロヘキシル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、エチニル基等
のアルキニル基、更に光吸収性基としてフェニル基、トリル基等のアリール基、ベンジル
基、フェニチル基等のアラルキル基が挙げられる。
【００６０】
　例えば、ｍ１＝０、ｍ２＝０、ｍ３＝０であるテトラアルコキシシランとして、テトラ
メトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ－ｎ－プロポキシシラン、テトラ－ｉｓ
ｏ－プロポキシシランをモノマーとして例示できる。好ましくは、テトラメトキシシラン
、テトラエトキシシランである。
【００６１】
　例えば、ｍ１＝１、ｍ２＝０、ｍ３＝０であるトリアルコキシシランとして、トリメト
キシシラン、トリエトキシシラン、トリ－ｎ－プロポキシシラン、トリ－ｉｓｏ－プロポ
キシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ－ｎ－
プロポキシシラン、メチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン
、エチルトリエトキシシラン、エチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、エチルトリ－ｉｓｏ
－プロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルト
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リ－ｎ－プロポキシシラン、ビニルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｎ－プロピルトリ
メトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリ－ｎ－プロポキシ
シラン、ｎ－プロピルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｉ－プロピルトリメトキシシラ
ン、ｉ－プロピルトリエトキシシラン、ｉ－プロピルトリ－ｎ－プロポキシシラン、ｉ－
プロピルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ｎ－ブチルトリメトキシシラン、ｎ－ブチル
トリエトキシシラン、ｎ－ブチルトリ－ｎプロポキシシラン、ｎ－ブチルトリ－ｉｓｏ－
プロポキシシラン、ｓｅｃ－ブチルトリメトキシシラン、ｓｅｃ－ブチル－トリエトキシ
シラン、ｓｅｃ－ブチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ｓｅｃ－ブチル－トリ－ｉｓｏ
－プロポキシシラン、ｔ－ブチルトリメトキシシラン、ｔ－ブチルトリエトキシシラン、
ｔ－ブチルトリ－ｎプロポキシシラン、ｔ－ブチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シ
クロプロピルトリメトキシシラン、シクロプロピルトリエトキシシラン、シクロプロピル
－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロプロピル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シ
クロブチルトリメトキシシラン、シクロブチルトリエトキシシラン、シクロブチル－トリ
－ｎ－プロポキシシラン、シクロブチル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロペン
チルトリメトキシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、シクロペンチル－トリ－
ｎ－プロポキシシラン、シクロペンチル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロヘキ
シルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、シクロヘキシル－トリ－
ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキシル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロヘキ
セニルトリメトキシシラン、シクロヘキセニルトリエトキシシラン、シクロヘキセニル－
トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキセニル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シ
クロヘキセニルエチルトリメトキシシラン、シクロヘキセニルエチルトリエトキシシラン
、シクロヘキセニルエチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロヘキセニルエチルトリ
－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロオクタニルトリメトキシシラン、シクロオクタニル
トリエトキシシラン、シクロオクタニル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロオクタニ
ル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、シクロペンタジエニルプロピルトリメトキシシラ
ン、シクロペンタジエニルプロピルトリエトキシシラン、シクロペンタジエニルプロピル
－トリ－ｎ－プロポキシシラン、シクロペンタジエニルプロピル－トリ－ｉｓｏ－プロポ
キシシラン、ビシクロヘプテニルトリメトキシシラン、ビシクロヘプテニルトリエトキシ
シラン、ビシクロヘプテニル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ビシクロヘプテニル－トリ
－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビシクロヘプチルトリメトキシシラン、ビシクロヘプチル
トリエトキシシラン、ビシクロヘプチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、ビシクロヘプチ
ル－トリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、アダマンチルトリメトキシシラン、アダマンチル
トリエトキシシラン、アダマンチル－トリ－ｎ－プロポキシシラン、アダマンチル－トリ
－ｉｓｏ－プロポキシシラン等を例示できる。また、光吸収性モノマーとして、フェニル
トリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリ－ｎ－プロポキシシラ
ン、フェニルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ベンジルトリメトキシシラン、ベンジル
トリエトキシシラン、ベンジルトリ－ｎ－プロポキシシラン、ベンジルトリ－ｉｓｏ－プ
ロポキシシラン、トリルトリメトキシシラン、トリルトリエトキシシラン、トリルトリ－
ｎ－プロポキシシラン、トリルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、フェネチルトリメトキ
シシラン、フェネチルトリエトキシシラン、フェネチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、フ
ェネチルトリ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ナフチルトリメトキシシラン、ナフチルトリ
エトキシシラン、ナフチルトリ－ｎ－プロポキシシラン、ナフチルトリ－ｉｓｏ－プロポ
キシシラン等を例示できる。
【００６２】
　好ましくは、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメト
キシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキ
シシラン、ｎ－プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｉｓｏ
－プロピルトリメトキシシラン、ｉｓｏ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－ブチルトリ
メトキシシラン、ｎ－ブチルトリエトキシシラン、ｉｓｏ－ブチルトリメトキシシラン、
ｉｓｏ－ブチルトリエトキシシラン、アリルトリメトキシシラン、アリルトリエトキシシ
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ラン、シクロペンチルトリメトキシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、シクロ
ヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、シクロヘキセニルト
リメトキシシラン、シクロヘキセニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン
、フェニルトリエトキシシラン、ベンジルトリメトキシシラン、ベンジルトリエトキシシ
ラン、フェネチルトリメトキシシラン、フェネチルトリエトキシシランである。
【００６３】
　例えば、ｍ１＝１、ｍ２＝１、ｍ３＝０であるジアルコキシシランとして、ジメチルジ
メトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルエチルジメトキシシラン、メチルエ
チルジエトキシシラン、ジメチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジメチル－ジ－ｉｓｏ－
プロポキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチル－
ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジエチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－ｎ－プロピ
ルジメトキシシラン、ジ－ｎ－プロピルジエトキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ－ｎ－
プロポキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－ｉｓｏ－プ
ロピルジメトキシシラン、ジ－ｉｓｏ－プロピルジエトキシシラン、ジｉｓｏ－プロピル
－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｉｓｏ－プロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、
ジ－ｎ－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｎ－ブチルジエトキシシラン、ジ－ｎ－ブチルジ
－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｎ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－ｓｅｃ
－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｓｅｃ－ブチルジエトキシシラン、ジ－ｓｅｃ－ブチル
－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｓｅｃ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ
－ｔ－ブチルジメトキシシラン、ジ－ｔ－ブチルジエトキシシラン、ジｔ－ブチル－ジ－
ｎ－プロポキシシラン、ジ－ｔ－ブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シクロプ
ロピルジメトキシシラン、ジ－シクロプロピルジエトキシシラン、ジ－シクロプロピル－
ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロプロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－
シクロブチルジメトキシシラン、ジ－シクロブチルジエトキシシラン、ジ－シクロブチル
－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロブチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－
シクロペンチルジメトキシシラン、ジ－シクロペンチルジエトキシシラン、ジ－シクロペ
ンチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロペンチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラ
ン、ジ－シクロヘキシルジメトキシシラン、ジ－シクロヘキシルジエトキシシラン、ジ－
シクロヘキシル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキシル－ジ－ｉｓｏ－プロポ
キシシラン、ジ－シクロヘキセニルジメトキシシラン、ジ－シクロヘキセニルジエトキシ
シラン、ジシクロヘキセニル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキセニル－ジ－
ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シクロヘキセニルエチルジメトキシシラン、ジ－シクロ
ヘキセニルエチルジエトキシシラン、ジ－シクロヘキセニルエチル－ジ－ｎ－プロポキシ
シラン、ジ－シクロヘキセニルエチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ジ－シクロオク
タニルジメトキシシラン、ジ－シクロオクタニルジエトキシシラン、ジシクロオクタニル
－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ジ－シクロオクタニル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、
ジ－シクロペンタジエニルプロピルジメトキシシラン、ジ－シクロペンタジエニルプロピ
ルジエトキシシラン、ジ－シクロペンタジエニルプロピル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、
ジ－シクロペンタジエニルプロピル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビス－ビシクロヘ
プテニルジメトキシシラン、ビス－ビシクロヘプテニルジエトキシシラン、ビス－ビシク
ロヘプテニル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ビス－ビシクロヘプテニル－ジ－ｉｓｏ－プ
ロポキシシラン、ビス－ビシクロヘプチルジメトキシシラン、ビス－ビシクロヘプチルジ
エトキシシラン、ビス－ビシクロヘプチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ビス－ビシクロ
ヘプチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン、ビス－アダマンチルジメトキシシラン、ビス
－アダマンチルジエトキシシラン、ビス－アダマンチル－ジ－ｎ－プロポキシシラン、ビ
ス－アダマンチル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン等を例示できる。また、光吸収性モノ
マーとして、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニル－ジ－エトキシシラン、メチルフ
ェニルジメトキシシラン、メチルフェニルジエトキシシラン、ジフェニル－ジ－ｎプロポ
キシシラン、ジフェニル－ジ－ｉｓｏ－プロポキシシラン等を例示できる。
【００６４】
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　好ましくは、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメト
キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、メチルエチルジメトキシシラン、メチルエチル
ジエトキシシラン、ジ－ｎ－プロピル－ジ－メトキシシラン、ジ－ｎ－ブチルジ－メトキ
シシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、メチルフェニルジエトキシシラン等を例示
できる。
【００６５】
　例えば、ｍ１＝１、ｍ２＝１、ｍ３＝１であるモノアルコキシシランとして、トリメチ
ルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルエチルメトキシシラン、ジメチ
ルエチルエトキシシラン等を例示できる。また、光吸収性モノマーとして、ジメチルフェ
ニルメトキシシラン、ジメチルフェニルエトキシシラン、ジメチルベンジルメトキシシラ
ン、ジメチルベンジルエトキシシラン、ジメチルフェネチルメトキシシラン、ジメチルフ
ェネチルエトキシシラン等を例示できる。
【００６６】
　好ましくは、トリメチルメトキシシラン、ジメチルエチルメトキシシラン、ジメチルフ
ェニルメトキシシラン、ジメチルベンジルメトキシシラン、ジメチルフェネチルメトキシ
シラン等を例示できる。
【００６７】
　上記Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３で表される有機基の別の例として、炭素－酸素単結合又は炭素－
酸素二重結合を１以上有する有機基を挙げることができる。具体的には、エポキシ基、エ
ステル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基からなる群から選択される１以上の基を有する有
機基である。一般式（３）中の炭素－酸素単結合、炭素－酸素二重結合の１以上を有する
有機基は、例として次の一般式（４）で示されるものを挙げることができる。
【００６８】
　　（Ｐ－Ｑ１－（Ｓ１）ｖ１－Ｑ２－）ｕ－（Ｔ）ｖ２－Ｑ３－（Ｓ２）ｖ３－Ｑ４－
　　　（４）
（上記式中、Ｐは水素原子、ヒドロキシル基、
【化１】

炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１～６のアルキルカルボニルオキシ基、又は炭素数
１～６のアルキルカルボニル基であり、Ｑ１とＱ２とＱ３とＱ４は各々独立して－ＣｑＨ

（２ｑ－ｐ）Ｐｐ－（式中、Ｐは上記と同様であり、ｐは０～３の整数であり、ｑは０～
１０の整数（但し、ｑ＝０は単結合であることを示す。）である。）、ｕは０～３の整数
であり、Ｓ１とＳ２は各々独立して－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＯＯ－又は－Ｏ
ＣＯＯ－を表す。ｖ１、ｖ２、ｖ３は、各々独立して０又は１を表す。これらとともに、
Ｔはヘテロ原子を含んでもよい脂環又は芳香環からなる２価の基であり、Ｔの酸素原子等
のヘテロ原子を含んでもよい脂環又は芳香環の例を以下に示す。ＴにおいてＱ２とＱ３と
結合する位置は、特に限定されないが、立体的な要因による反応性や反応に用いる市販試
薬の入手性等を考慮して適宜選択できる。）
【００６９】



(16) JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

20

30

【化２】

 
【００７０】
　一般式（３）中の炭素－酸素単結合又は炭素－酸素二重結合を１以上有する有機基の好
ましい例として、以下のものが挙げられる。なお、下記式中において、（Ｓｉ）はＳｉと
の結合箇所を示すために記載した。
【００７１】
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【化３】
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【００７２】
【化４】

 
【００７３】
【化５】

 
【００７４】
　また、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３の有機基の例として、ケイ素－ケイ素結合を含む有機基を用い
ることもできる。具体的には下記のものを挙げることができる。
【００７５】
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【化６】

 
【００７６】
　これらの加水分解性ケイ素化合物（モノマー）から１種又は２種類以上を選択して、反
応前又は反応中に混ぜてケイ素含有化合物を形成する反応原料とすることができる。
【００７７】
　ケイ素含有化合物は、加水分解性ケイ素化合物を、好ましくは無機酸、脂肪族スルホン
酸及び芳香族スルホン酸から選ばれる１種以上の化合物を酸触媒として用いて、加水分解
縮合を行うことで製造することができる。
【００７８】
　このとき使用される酸触媒は、フッ酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、過塩素酸、リ
ン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸を挙げることができ
る。触媒の使用量は、加水分解性ケイ素化合物１モルに対して１０－６～１０モル、好ま
しくは１０－５～５モル、より好ましくは１０－４～１モルである。
【００７９】
　これらの加水分解性ケイ素化合物から加水分解縮合によりケイ素含有化合物を得るとき
の水の量は、加水分解性ケイ素化合物に結合している加水分解性置換基１モル当たり０．
０１～１００モル、より好ましくは０．０５～５０モル、更に好ましくは０．１～３０モ
ルを添加することが好ましい。１００モルを超える添加は、反応に使用する装置が過大に
なるだけで不経済である。
【００８０】
　操作方法として、触媒水溶液に加水分解性ケイ素化合物を添加して加水分解縮合反応を
開始させる。このとき、触媒水溶液に有機溶剤を加えてもよいし、加水分解性ケイ素化合
物を有機溶剤で希釈しておいてもよいし、両方行ってもよい。反応温度は０～１００℃、
好ましくは５～８０℃である。モノマーの滴下時に５～８０℃に温度を保ち、その後２０
～８０℃で熟成させる方法が好ましい。
【００８１】
　触媒水溶液に加えることのできる、又は加水分解性ケイ素化合物を希釈することのでき
る有機溶剤としては、メタノール、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、
１－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－１－プロパノール、アセトン、アセトニ
トリル、テトラヒドロフラン、トルエン、ヘキサン、酢酸エチル、シクロヘキサノン、メ



(20) JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

チル－２－ｎ－アミルケトン、ブタンジオールモノメチルエーテル、プロピレングリコー
ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ブタンジオールモノエ
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、エチ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ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエ
ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモ
ノエチルエーテルアセテート、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、３－メトキシプロピオン
酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、酢酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピオン酸ｔｅ
ｒｔ－ブチル、プロピレングリコールモノｔｅｒｔ－ブチルエーテルアセテート、γ－ブ
チルラクトン及びこれらの混合物等が好ましい。
【００８２】
　これらの溶剤の中で好ましいものは水可溶性のものである。例えば、メタノール、エタ
ノール、１－プロパノール、２－プロパノール等のアルコール類、エチレングリコール、
プロピレングリコール等の多価アルコール、ブタンジオールモノメチルエーテル、プロピ
レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ブタンジ
オールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコ
ールモノエチルエーテル、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコール
モノプロピルエーテル、エチ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縮
合物誘導体、アセトン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン等を挙げることができる。
　この中で特に好ましいのは、沸点が１００℃以下のものである。
【００８３】
　なお、有機溶剤の使用量は、加水分解性ケイ素化合物１モルに対して０～１，０００ｍ
ｌ、特に０～５００ｍｌが好ましい。有機溶剤の使用量が多いと反応容器が過大となり不
経済である。
【００８４】
　その後、必要であれば酸触媒の中和反応を行い、加水分解縮合反応で生成したアルコー
ルを減圧除去し、反応混合物水溶液を得る。このとき、中和に使用することのできるアル
カリ性物質の量は、触媒で使用された酸に対して０．１～２当量が好ましい。このアルカ
リ性物質は水中でアルカリ性を示すものであれば、任意の物質でよい。
【００８５】
　続いて、反応混合物から加水分解縮合反応で生成したアルコールを取り除かなくてはい
けない。このとき反応混合物を加熱する温度は、添加した有機溶剤と反応で発生したアル
コールの種類によるが、好ましくは０～１００℃、より好ましくは１０～９０℃、更に好
ましくは１５～８０℃である。またこのときの減圧度は、除去すべき有機溶剤及びアルコ
ールの種類、排気装置、凝縮装置及び加熱温度により異なるが、好ましくは大気圧以下、
より好ましくは絶対圧で８０ｋＰａ以下、更に好ましくは絶対圧で５０ｋＰａ以下である
。この際除去されるアルコール量を正確に知ることは難しいが、生成したアルコールのお
よそ８０質量％以上が除かれることが望ましい。
【００８６】
　次に、反応混合物から加水分解縮合に使用した酸触媒を除去してもよい。
　従来技術で製造されたケイ素含有化合物は、加水分解縮合時に使用された酸触媒を実質
的に除去することなく塗布膜形成用組成物に使用されていた。そのため、組成物中に縮合
反応触媒が残存するため、縮合反応が抑制されるようなｐＨに制御された組成物であって
も、シラノール基の縮合を抑えることができず、保存安定性の悪い組成物しか得られなか
った。
【００８７】
　この縮合反応は特定のｐＨで抑制されることが知られており（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙ
ｍ．Ｓｃｉ．，Ｖｏｌ．８８，６３６－６４０（２００３）及びＣ．Ｊ．Ｂｒｉｎｋｅｒ
　ａｎｄ　Ｇ．Ｗ．Ｓｃｈｅｒｅｒ，“Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ：Ｔｈｅ　Ｐｈ
ｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｓｏｌ－Ｇｅｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ”，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ（１９９０））、ｐＨが１．



(21) JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

５程（安定ｐＨ）で安定化されると記載されている。
【００８８】
　しかし、初めからシラノール基が安定ｐＨになるようなこのような酸性物質を、加水分
解縮合触媒として使用して得られた塗布膜形成用組成物では、シラノール基の縮合反応が
十分に進まないため、残存シラノール基が多くなる。そのため、たとえ組成物を安定ｐＨ
に保っても、シラノール基の量が多すぎるため、保存安定性の低い組成物しか得ることが
できない。
【００８９】
　本発明では、加水分解縮合に最適な酸触媒を使用して得られたケイ素含有化合物から、
実質的に酸触媒を除去した後、（Ｃ）成分を用いて安定ｐＨに制御することにより、保存
安定性を向上させることが可能になった。
【００９０】
　酸触媒を除去する方法として、水とケイ素含有化合物を混合し、ケイ素含有化合物を有
機溶剤で抽出する。このとき使用する有機溶剤としては、ケイ素含有化合物を溶解でき、
水と混合させると２層分離するものが好ましい。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、１－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－１－プ
ロパノール、アセトン、テトラヒドロフラン、トルエン、ヘキサン、酢酸エチル、シクロ
ヘキサノン、メチル－２－ｎ－アミルケトン、ブタンジオールモノメチルエーテル、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ブタン
ジオールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリ
コールモノエチルエーテル、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコー
ルモノプロピルエーテル、エチ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
ールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコール
モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、
ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピ
オン酸エチル、酢酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピオン酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピレングリ
コールモノｔｅｒｔ－ブチルエーテルアセテート、γ－ブチルラクトン、メチルイソブチ
ルケトン、シクロペンチルメチルエーテル等及びこれらの混合物を挙げることができる。
【００９１】
　更に、水溶性有機溶剤と水難溶性有機溶剤の混合物を使用することも可能である。例え
ばメタノール＋酢酸エチル、エタノール＋酢酸エチル、１－プロパノール＋酢酸エチル、
２－プロパノール＋酢酸エチル、ブタンジオールモノメチルエーテル＋酢酸エチル、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノメチルエー
テル、ブタンジオールモノエチルエーテル＋酢酸エチル、プロピレングリコールモノエチ
ルエーテル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノエチルエーテル＋酢酸エチル、ブタン
ジオールモノプロピルエーテル＋酢酸エチル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ
ル＋酢酸エチル、エチレングリコールモノプロピルエーテル＋酢酸エチル、メタノール＋
メチルイソブチルケトン、エタノール＋メチルイソブチルケトン、１－プロパノール＋メ
チルイソブチルケトン、２－プロパノール＋メチルイソブチルケトン、プロピレングリコ
ールモノメチルエーテル＋メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモノメチルエー
テル、プロピレングリコールモノエチルエーテル＋メチルイソブチルケトン、エチレング
リコールモノエチルエーテル＋メチルイソブチルケトン、プロピレングリコールモノプロ
ピルエーテル＋メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモノプロピルエーテル＋メ
チルイソブチルケトン、メタノール＋シクロペンチルメチルエーテル、エタノール＋シク
ロペンチルメチルエーテル、１－プロパノール＋シクロペンチルメチルエーテル、２－プ
ロパノール＋シクロペンチルメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル
＋シクロペンチルメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル＋シクロペン
チルメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル＋シクロペンチルメチル
エーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノプロピルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、エチレング
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リコールモノプロピルエーテル＋シクロペンチルメチルエーテル、メタノール＋プロピレ
ングリコールメチルエーテルアセテート、エタノール＋プロピレングリコールメチルエー
テルアセテート、１－プロパノール＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、
２－プロパノール＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、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メチルエーテルアセテート、エチレング
リコールモノメチルエーテル＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、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＋プロピレングリコールメチルエーテルアセテー
ト、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メチルエーテル
アセテート、エチ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メチルエ
ーテルアセテート等組み合わせが好ましいが、組み合わせはこれらに限定されることはな
い。
【００９２】
　なお、水溶性有機溶剤と水難溶性有機溶剤との混合割合は、適宜選定されるが、水難溶
性有機溶剤１００質量部に対して、水溶性有機溶剤０．１～１，０００質量部、好ましく
は１～５００質量部、更に好ましくは２～１００質量部である。
【００９３】
　続いて、中性水で洗浄する。この水は、通常脱イオン水や超純水と呼ばれているものを
使用すればよい。この水の量は、ケイ素含有化合物溶液１Ｌに対して、０．０１～１００
Ｌ、好ましくは０．０５～５０Ｌ、より好ましくは０．１～５Ｌである。この洗浄の方法
は、両方を同一の容器にいれ掻き混ぜ後、静置して水層を分離すればよい。洗浄回数は、
１回以上あればよいが、１０回以上洗浄しても洗浄しただけの効果は得られないため、好
ましくは１～５回程度である。
【００９４】
　その他に酸触媒を除去する方法として、イオン交換樹脂による方法や、エチレンオキサ
イド、プロピレンオキサイド等のエポキシ化合物で中和したのち除去する方法を挙げるこ
とができる。これらの方法は、反応に使用された酸触媒に合わせて適宜選択することがで
きる。
【００９５】
　なお、上記の触媒除去操作において、酸触媒が実質的に除去されたとは、反応に使用さ
れた酸触媒がケイ素含有化合物中反応開始時に添加した量に対して１０質量％以下、好ま
しくは５質量％以下程度残存しているものは許容されることを意味する。
【００９６】
　このときの水洗操作により、ケイ素含有化合物の一部が水層に逃げ、実質的に分画操作
と同等の効果が得られている場合があるため、水洗回数や洗浄水の量は触媒除去効果と分
画効果を鑑みて適宜選択すればよい。
【００９７】
　酸触媒が残留しているケイ素含有化合物あるいは酸触媒が除去されたケイ素含有化合物
の溶液のいずれの場合においても、最終的な溶剤を加えて減圧で溶剤交換することでケイ
素含有化合物溶液を得る。このときの溶剤交換の温度は、除去すべき反応溶剤や抽出溶剤
の種類によるが、好ましくは０～１００℃、より好ましくは１０～９０℃、更に好ましく
は１５～８０℃である。またこのときの減圧度は、除去すべき抽出溶剤の種類、排気装置
、凝縮装置及び加熱温度により異なるが、好ましくは大気圧以下、より好ましくは絶対圧
で８０ｋＰａ以下、更に好ましくは絶対圧で５０ｋＰａ以下である。
【００９８】
　このとき、溶剤が変わることによりケイ素含有化合物が不安定になる場合がある。これ
は最終的な溶剤とケイ素含有化合物との相性により発生するが、これを防止するため、安
定剤として後述する（Ｃ）成分を加えても良い。加える量としては溶剤交換前の溶液中の
ケイ素含有化合物１００質量部に対して０～２５質量部、好ましくは０～１５質量部、よ
り好ましくは０～５質量部であるが、添加する場合は０．５質量部以上が好ましい。溶剤
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交換前の溶液に必要であれば、（Ｃ）成分を添加して溶剤交換操作を行えばよい。
【００９９】
　ケイ素含有化合物は、ある濃度以上に濃縮すると縮合反応が進行し、有機溶剤に対して
再溶解不可能な状態に変化してしまう。そのため、適度な濃度の溶液状態にしておくこと
が好ましい。このときの濃度としては、５０質量％以下、好ましくは４０質量％以下、更
に好ましくは３０質量％以下である。
【０１００】
　ケイ素含有化合物溶液に加える最終的な溶剤として好ましいものはアルコール系溶剤で
あり、特に好ましいものはエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール等のモノアルキルエーテル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール等
のモノアルキルエーテルである。具体的には、ブタンジオールモノメチルエーテル、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ブタン
ジオールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリ
コールモノエチルエーテル、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレングリコー
ルモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル等が好ましい。
【０１０１】
　また、加水分解性ケイ素化合物を加水分解縮合させる際の別の反応操作としては、モノ
マー又はモノマーの有機溶液に、水又は含水有機溶剤を添加し、加水分解反応を開始させ
る。このとき触媒はモノマー又はモノマーの有機溶液に添加してもよいし、水又は含水有
機溶剤に添加しておいてもよい。反応温度は０～１００℃、好ましくは１０～８０℃であ
る。水の滴下時に１０～５０℃に加熱し、その後２０～８０℃に昇温させて熟成させる方
法が好ましい。
【０１０２】
　有機溶剤を使用する場合は、水溶性のものが好ましく、メタノール、エタノール、１－
プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－１－
プロパノール、アセトン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、ブタンジオールモノメ
チルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチ
ルエーテル、ブタンジオールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエー
テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ブタンジオールモノプロピルエーテル、
プロピレングリコールモノプロピルエーテル、エチ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ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエ
ーテルアセテート、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縮合
物誘導体及びこれらの混合物等を挙げることができる。
【０１０３】
　有機溶剤の使用量は、前記の量と同様でよい。得られた反応混合物の後処理は、前記の
方法と同様で後処理し、ケイ素含有化合物を得る。
【０１０４】
　得られるケイ素含有化合物の分子量は、モノマーの選択だけでなく、重合時の反応条件
制御により調整することができるが、重量平均分子量が１００，０００を超えるものを用
いると、ケースによっては異物の発生や塗布斑が生じることがあり、１００，０００以下
、より好ましくは２００～５０，０００、更に好ましくは３００～３０，０００のものを
用いることが好ましい。なお、上記重量平均分子量に関するデータは、検出器としてＲＩ
を用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により、標準物質としてポ
リスチレンを用いて、ポリスチレン換算で分子量を表したものである。
【０１０５】
　本発明のケイ素含有膜形成用組成物は、酸性条件下で製造されたものであれば、組成及
び／又は反応条件が異なる２種類以上のケイ素含有化合物を含んでいてもよい。
【０１０６】
　上記ケイ素含有化合物（Ａ）に、更に、熱架橋促進剤（Ｂ）、炭素数が１～３０の１価
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または２価以上の有機酸（Ｃ）、３価上のアルコール（Ｄ）及び有機溶剤（Ｅ）を配合し
てケイ素含有膜形成用組成物を作ることができる。
【０１０７】
　従来、３００℃以上の高温や、熱酸発生剤による酸触媒によりケイ素含有化合物を硬化
させていた。本発明では、組成物を塗布し加熱硬化させる際に、添加されている（Ｂ）成
分の作用でシラノール基周辺のｐＨを、安定ｐＨから不安定になるｐＨ領域（ｐＨ３付近
）に変化させることで、効率よく膜を硬化させることが可能となった。即ち、従来の温度
条件と同じ条件で加熱硬化させると、従来の硬化膜に比べて非常に架橋の進行した膜を提
供することができる。そのため、レジスト膜中の有効成分のケイ素含有膜への移動が抑制
され、通常の有機反射防止膜と同程度のリソグラフィー特性を得ることができる。
【０１０８】
　このように、本発明ではケイ素含有膜形成時の架橋反応を更に促進させるため、（Ｂ）
成分として熱架橋促進剤を含有しなければいけない。このような熱架橋促進剤として、一
般式（１）又は（２）で示される化合物を挙げることができる。
　　ＬａＨｂＸ　　　（１）
（式中、Ｌはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム又はセシウム、Ｘは水酸基、
又は炭素数１～３０の１価又は２価以上の有機酸基であり、ａは１以上の整数、ｂは０又
は１以上の整数で、ａ＋ｂは水酸基又は有機酸基の価数である。）
　　Ｍａ’Ｈｂ’Ａ　　　（２）
（式中、Ｍはスルホニウム、ヨードニウム又はアンモニウムであり、Ａは水酸基、炭素数
１～３０の１価又は２価以上の有機酸基、又は非求核性対向イオンであり、ａ’は１以上
の整数、ｂ’は０又は１以上の整数で、ａ’＋ｂ’は水酸基、有機酸基又は非求核性対向
イオンの価数である。）
【０１０９】
　一般式（１）で示される化合物として、アルカリ金属有機酸塩を例示できる。例えば、
リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムの水酸塩、ギ酸塩、酢酸塩、プ
ロピオン酸塩、ブタン酸塩、ペンタン酸塩、ヘキサン酸塩、ヘプタン酸塩、オクタン酸塩
、ノナン酸塩、デカン酸塩、オレイン酸塩、ステアリン酸塩、リノール酸塩、リノレン酸
塩、安息香酸塩、フタル酸塩、イソフタル酸塩、テレフタル酸塩、サリチル酸塩、トリフ
ルオロ酢酸塩、モノクロロ酢酸塩、ジクロロ酢酸塩、トリクロロ酢酸塩等の１価の塩、１
価又は２価のシュウ酸塩、マロン酸塩、メチルマロン酸塩、エチルマロン酸塩、プロピル
マロン酸塩、ブチルマロン酸塩、ジメチルマロン酸塩、ジエチルマロン酸塩、コハク酸塩
、メチルコハク酸塩、グルタル酸塩、アジピン酸塩、イタコン酸塩、マレイン酸塩、フマ
ル酸塩、シトラコン酸塩、クエン酸塩、炭酸塩等が挙げられる。
【０１１０】
　具体的には、ギ酸リチウム、酢酸リチウム、プロピオン酸リチウム、ブタン酸リチウム
、ペンタン酸リチウム、ヘキサン酸リチウム、ヘプタン酸リチウム、オクタン酸リチウム
、ノナン酸リチウム、デカン酸リチウム、オレイン酸リチウム、ステアリン酸リチウム、
リノール酸リチウム、リノレン酸リチウム、安息香酸リチウム、フタル酸リチウム、イソ
フタル酸リチウム、テレフタル酸リチウム、サリチル酸リチウム、トリフルオロメタンス
ルホン酸リチウム、トリフルオロ酢酸リチウム、モノクロロ酢酸リチウム、ジクロロ酢酸
リチウム、トリクロロ酢酸リチウム、水酸化リチウム、シュウ酸水素リチウム、マロン酸
水素リチウム、メチルマロン酸水素リチウム、エチルマロン酸水素リチウム、プロピルマ
ロン酸水素リチウム、ブチルマロン酸水素リチウム、ジメチルマロン酸水素リチウム、ジ
エチルマロン酸水素リチウム、コハク酸水素リチウム、メチルコハク酸水素リチウム、グ
ルタル酸水素リチウム、アジピン酸水素リチウム、イタコン酸水素リチウム、マレイン酸
水素リチウム、フマル酸水素リチウム、シトラコン酸水素リチウム、クエン酸水素リチウ
ム、炭酸水素リチウム、シュウ酸リチウム、マロン酸リチウム、メチルマロン酸リチウム
、エチルマロン酸リチウム、プロピルマロン酸リチウム、ブチルマロン酸リチウム、ジメ
チルマロン酸リチウム、ジエチルマロン酸リチウム、コハク酸リチウム、メチルコハク酸
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リチウム、グルタル酸リチウム、アジピン酸リチウム、イタコン酸リチウム、マレイン酸
リチウム、フマル酸リチウム、シトラコン酸リチウム、クエン酸リチウム、炭酸リチウム
、ギ酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、プロピオン酸ナトリウム、ブタン酸ナトリウム、ペ
ンタン酸ナトリウム、ヘキサン酸ナトリウム、ヘプタン酸ナトリウム、オクタン酸ナトリ
ウム、ノナン酸ナトリウム、デカン酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、ステアリン酸
ナトリウム、リノール酸ナトリウム、リノレン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、フタ
ル酸ナトリウム、イソフタル酸ナトリウム、テレフタル酸ナトリウム、サリチル酸ナトリ
ウム、トリフルオロメタンスルホン酸ナトリウム、トリフルオロ酢酸ナトリウム、モノク
ロロ酢酸ナトリウム、ジクロロ酢酸ナトリウム、トリクロロ酢酸ナトリウム、水酸化ナト
リウム、シュウ酸水素ナトリウム、マロン酸水素ナトリウム、メチルマロン酸水素ナトリ
ウム、エチルマロン酸水素ナトリウム、プロピルマロン酸水素ナトリウム、ブチルマロン
酸水素ナトリウム、ジメチルマロン酸水素ナトリウム、ジエチルマロン酸水素ナトリウム
、コハク酸水素ナトリウム、メチルコハク酸水素ナトリウム、グルタル酸水素ナトリウム
、アジピン酸水素ナトリウム、イタコン酸水素ナトリウム、マレイン酸水素ナトリウム、
フマル酸水素ナトリウム、シトラコン酸水素ナトリウム、クエン酸水素ナトリウム、炭酸
水素ナトリウム、シュウ酸ナトリウム、マロン酸ナトリウム、メチルマロン酸ナトリウム
、エチルマロン酸ナトリウム、プロピルマロン酸ナトリウム、ブチルマロン酸ナトリウム
、ジメチルマロン酸ナトリウム、ジエチルマロン酸ナトリウム、コハク酸ナトリウム、メ
チルコハク酸ナトリウム、グルタル酸ナトリウム、アジピン酸ナトリウム、イタコン酸ナ
トリウム、マレイン酸ナトリウム、フマル酸ナトリウム、シトラコン酸ナトリウム、クエ
ン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸カリウム、プロピオン酸カリウム
、ブタン酸カリウム、ペンタン酸カリウム、ヘキサン酸カリウム、ヘプタン酸カリウム、
オクタン酸カリウム、ノナン酸カリウム、デカン酸カリウム、オレイン酸カリウム、ステ
アリン酸カリウム、リノール酸カリウム、リノレン酸カリウム、安息香酸カリウム、フタ
ル酸カリウム、イソフタル酸カリウム、テレフタル酸カリウム、サリチル酸カリウム、ト
リフルオロメタンスルホン酸カリウム、トリフルオロ酢酸カリウム、モノクロロ酢酸カリ
ウム、ジクロロ酢酸カリウム、トリクロロ酢酸カリウム、水酸化カリウム、シュウ酸水素
カリウム、マロン酸水素カリウム、メチルマロン酸水素カリウム、エチルマロン酸水素カ
リウム、プロピルマロン酸水素カリウム、ブチルマロン酸水素カリウム、ジメチルマロン
酸水素カリウム、ジエチルマロン酸水素カリウム、コハク酸水素カリウム、メチルコハク
酸水素カリウム、グルタル酸水素カリウム、アジピン酸水素カリウム、イタコン酸水素カ
リウム、マレイン酸水素カリウム、フマル酸水素カリウム、シトラコン酸水素カリウム、
クエン酸水素カリウム、炭酸水素カリウム、シュウ酸カリウム、マロン酸カリウム、メチ
ルマロン酸カリウム、エチルマロン酸カリウム、プロピルマロン酸カリウム、ブチルマロ
ン酸カリウム、ジメチルマロン酸カリウム、ジエチルマロン酸カリウム、コハク酸カリウ
ム、メチルコハク酸カリウム、グルタル酸カリウム、アジピン酸カリウム、イタコン酸カ
リウム、マレイン酸カリウム、フマル酸カリウム、シトラコン酸カリウム、クエン酸カリ
ウム、炭酸カリウムなどを例示できる。
【０１１１】
　一般式（２）で示される化合物として、（Ｑ－１）、（Ｑ－２）及び（Ｑ－３）で示さ
れるスルホニウム化合物、ヨードニウム化合物及びアンモニウム化合物を挙げることがで
きる。
【化７】

（式中、Ｒ２０４、Ｒ２０５、Ｒ２０６、Ｒ２０４’、Ｒ２０５’はそれぞれ炭素数１～
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１２の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキ
ソアルケニル基、炭素数６～２０の置換あるいは非置換のアリール基、又は炭素数７～１
２のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基の水素原子の一部又
は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、Ｒ２０５とＲ２０６とは
環を形成してもよく、環を形成する場合には、Ｒ２０５、Ｒ２０６はそれぞれ炭素数１～
６のアルキレン基を示す。Ａ－、Ａ’－、Ａ’’－は非求核性対向イオンを表す。Ｒ２０

７、Ｒ２０８、Ｒ２０９、Ｒ２１０は、Ｒ２０４、Ｒ２０５、Ｒ２０６、Ｒ２０４’、Ｒ
２０５’と同様であるが、水素原子であってもよい。Ｒ２０７とＲ２０８、Ｒ２０７とＲ
２０８とＲ２０９とは環を形成してもよく、環を形成する場合には、Ｒ２０７とＲ２０８

及びＲ２０７とＲ２０８とＲ２０９は炭素数３～１０のアルキレン基を示す。）
【０１１２】
　上記Ｒ２０４、Ｒ２０５、Ｒ２０４’、Ｒ２０５’、Ｒ２０６、Ｒ２０７、Ｒ２０８、
Ｒ２０９、Ｒ２１０は互いに同一であっても異なっていてもよく、具体的にはアルキル基
として、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、ｓｅｃ－ブ
チル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シク
ロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロプロピルメチル基、４－メ
チルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が
挙げられる。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、プロぺニル基、ブテニル基、
ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、２－オ
キソシクロペンチル基、２－オキソシクロヘキシル基等が挙げられ、２－オキソプロピル
基、２－シクロペンチル－２－オキソエチル基、２－シクロヘキシル－２－オキソエチル
基、２－（４－メチルシクロヘキシル）－２－オキソエチル基等を挙げることができる。
アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等や、ｐ－メトキシフェニル基、ｍ－メト
キシフェニル基、ｏ－メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキ
シフェニル基、ｍ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、２－メチ
ルフェニル基、３－メチルフェニル基、４－メチルフェニル基、エチルフェニル基、４－
ｔｅｒｔ－ブチルフェニル基、４－ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキル
フェニル基、メチルナフチル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、メトキシナ
フチル基、エトキシナフチル基等のアルコキシナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエチ
ルナフチル基等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシナフチル基
等のジアルコキシナフチル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェニ
ルエチル基、フェネチル基等が挙げられる。アリールオキソアルキル基としては、２－フ
ェニル－２－オキソエチル基、２－（１－ナフチル）－２－オキソエチル基、２－（２－
ナフチル）－２－オキソエチル基等の２－アリール－２－オキソエチル基等が挙げられる
。
【０１１３】
　Ａ－、Ａ’－、Ａ’’－としては、水酸イオン、ギ酸イオン、酢酸イオン、プロピオン
酸イオン、ブタン酸イオン、ペンタン酸イオン、ヘキサン酸イオン、ヘプタン酸イオン、
オクタン酸イオン、ノナン酸イオン、デカン酸イオン、オレイン酸イオン、ステアリン酸
イオン、リノール酸イオン、リノレン酸イオン、安息香酸イオン、ｐ－メチル安息香酸イ
オン、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸イオン、フタル酸イオン、イソフタル酸イオン、テレフタ
ル酸イオン、サリチル酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、モノクロロ酢酸イオン、ジク
ロロ酢酸イオン、トリクロロ酢酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭素化物イオ
ン、ヨウ素化物イオン、硝酸イオン、塩素酸イオン、過塩素酸イオン、臭素酸イオン、ヨ
ウ素酸イオン、シュウ酸イオン、マロン酸イオン、メチルマロン酸イオン、エチルマロン
酸イオン、プロピルマロン酸イオン、ブチルマロン酸イオン、ジメチルマロン酸イオン、
ジエチルマロン酸イオン、コハク酸イオン、メチルコハク酸イオン、グルタル酸イオン、
アジピン酸イオン、イタコン酸イオン、マレイン酸イオン、フマル酸イオン、シトラコン
酸イオン、クエン酸イオン、炭酸イオン等が挙げられる。
【０１１４】
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　具体的には、スルホニウム化合物として、ギ酸トリフェニルスルホニウム、酢酸トリフ
ェニルスルホニウム、プロピオン酸トリフェニルスルホニウム、ブタン酸トリフェニルス
ルホニウム、ペンタン酸トリフェニルスルホニウム、ヘキサン酸トリフェニルスルホニウ
ム、ヘプタン酸トリフェニルスルホニウム、オクタン酸トリフェニルスルホニウム、ノナ
ン酸トリフェニルスルホニウム、デカン酸トリフェニルスルホニウム、オレイン酸トリフ
ェニルスルホニウム、ステアリン酸トリフェニルスルホニウム、リノール酸トリフェニル
スルホニウム、リノレン酸トリフェニルスルホニウム、安息香酸トリフェニルスルホニウ
ム、ｐ－メチル安息香酸トリフェニルスルホニウム、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸トリフェニ
ルスルホニウム、フタル酸トリフェニルスルホニウム、イソフタル酸トリフェニルスルホ
ニウム、テレフタル酸トリフェニルスルホニウム、サリチル酸トリフェニルスルホニウム
、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロ酢酸トリフェ
ニルスルホニウム、モノクロロ酢酸トリフェニルスルホニウム、ジクロロ酢酸トリフェニ
ルスルホニウム、トリクロロ酢酸トリフェニルスルホニウム、水酸化トリフェニルスルホ
ニウム、シュウ酸トリフェニルスルホニウム、マロン酸トリフェニルスルホニウム、メチ
ルマロン酸トリフェニルスルホニウム、エチルマロン酸トリフェニルスルホニウム、プロ
ピルマロン酸トリフェニルスルホニウム、ブチルマロン酸トリフェニルスルホニウム、ジ
メチルマロン酸トリフェニルスルホニウム、ジエチルマロン酸トリフェニルスルホニウム
、コハク酸トリフェニルスルホニウム、メチルコハク酸トリフェニルスルホニウム、グル
タル酸トリフェニルスルホニウム、アジピン酸トリフェニルスルホニウム、イタコン酸ト
リフェニルスルホニウム、マレイン酸トリフェニルスルホニウム、フマル酸トリフェニル
スルホニウム、シトラコン酸トリフェニルスルホニウム、クエン酸トリフェニルスルホニ
ウム、炭酸トリフェニルスルホニウム、塩化トリフェニルスルホニウム、臭化トリフェニ
ルスルホニウム、ヨウ化トリフェニルスルホニウム、硝酸トリフェニルスルホニウム、塩
素酸トリフェニルスルホニウム、過塩素酸トリフェニルスルホニウム、臭素酸トリフェニ
ルスルホニウム、ヨウ素酸トリフェニルスルホニウム、シュウ酸ビストリフェニルスルホ
ニウム、マロン酸ビストリフェニルスルホニウム、メチルマロン酸ビストリフェニルスル
ホニウム、エチルマロン酸ビストリフェニルスルホニウム、プロピルマロン酸ビストリフ
ェニルスルホニウム、ブチルマロン酸ビストリフェニルスルホニウム、ジメチルマロン酸
ビストリフェニルスルホニウム、ジエチルマロン酸ビストリフェニルスルホニウム、コハ
ク酸ビストリフェニルスルホニウム、メチルコハク酸ビストリフェニルスルホニウム、グ
ルタル酸ビストリフェニルスルホニウム、アジピン酸ビストリフェニルスルホニウム、イ
タコン酸ビストリフェニルスルホニウム、マレイン酸ビストリフェニルスルホニウム、フ
マル酸ビストリフェニルスルホニウム、シトラコン酸ビストリフェニルスルホニウム、ク
エン酸ビストリフェニルスルホニウム、炭酸ビストリフェニルスルホニウムなどが挙げら
れる。
【０１１５】
　また、ヨードニウム化合物として具体的には、ギ酸ジフェニルヨードニウム、酢酸ジフ
ェニルヨードニウム、プロピオン酸ジフェニルヨードニウム、ブタン酸ジフェニルヨード
ニウム、ペンタン酸ジフェニルヨードニウム、ヘキサン酸ジフェニルヨードニウム、ヘプ
タン酸ジフェニルヨードニウム、オクタン酸ジフェニルヨードニウム、ノナン酸ジフェニ
ルヨードニウム、デカン酸ジフェニルヨードニウム、オレイン酸ジフェニルヨードニウム
、ステアリン酸ジフェニルヨードニウム、リノール酸ジフェニルヨードニウム、リノレン
酸ジフェニルヨードニウム、安息香酸ジフェニルヨードニウム、ｐ－メチル安息香酸ジフ
ェニルヨードニウム、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸ジフェニルヨードニウム、フタル酸ジフェ
ニルヨードニウム、イソフタル酸ジフェニルヨードニウム、テレフタル酸ジフェニルヨー
ドニウム、サリチル酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジフェニ
ルヨードニウム、トリフルオロ酢酸ジフェニルヨードニウム、モノクロロ酢酸ジフェニル
ヨードニウム、ジクロロ酢酸ジフェニルヨードニウム、トリクロロ酢酸ジフェニルヨード
ニウム、水酸化ジフェニルヨードニウム、シュウ酸ジフェニルヨードニウム、マロン酸ジ
フェニルヨードニウム、メチルマロン酸ジフェニルヨードニウム、エチルマロン酸ジフェ
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ニルヨードニウム、プロピルマロン酸ジフェニルヨードニウム、ブチルマロン酸ジフェニ
ルヨードニウム、ジメチルマロン酸ジフェニルヨードニウム、ジエチルマロン酸ジフェニ
ルヨードニウム、コハク酸ジフェニルヨードニウム、メチルコハク酸ジフェニルヨードニ
ウム、グルタル酸ジフェニルヨードニウム、アジピン酸ジフェニルヨードニウム、イタコ
ン酸ジフェニルヨードニウム、マレイン酸ジフェニルヨードニウム、フマル酸ジフェニル
ヨードニウム、シトラコン酸ジフェニルヨードニウム、クエン酸ジフェニルヨードニウム
、炭酸ジフェニルヨードニウム、塩化ジフェニルヨードニウム、臭化ジフェニルヨードニ
ウム、ヨウ化ジフェニルヨードニウム、硝酸ジフェニルヨードニウム、塩素酸ジフェニル
ヨードニウム、過塩素酸ジフェニルヨードニウム、臭素酸ジフェニルヨードニウム、ヨウ
素酸ジフェニルヨードニウム、シュウ酸ビスジフェニルヨードニウム、マロン酸ビスジフ
ェニルヨードニウム、メチルマロン酸ビスジフェニルヨードニウム、エチルマロン酸ビス
ジフェニルヨードニウム、プロピルマロン酸ビスジフェニルヨードニウム、ブチルマロン
酸ビスジフェニルヨードニウム、ジメチルマロン酸ビスジフェニルヨードニウム、ジエチ
ルマロン酸ビスジフェニルヨードニウム、コハク酸ビスジフェニルヨードニウム、メチル
コハク酸ビスジフェニルヨードニウム、グルタル酸ビスジフェニルヨードニウム、アジピ
ン酸ビスジフェニルヨードニウム、イタコン酸ビスジフェニルヨードニウム、マレイン酸
ビスジフェニルヨードニウム、フマル酸ビスジフェニルヨードニウム、シトラコン酸ビス
ジフェニルヨードニウム、クエン酸ビスジフェニルヨードニウム、炭酸ビスジフェニルヨ
ードニウムなどが挙げられる。
【０１１６】
　一方、アンモニウム化合物として具体的には、ギ酸テトラメチルアンモニウム、酢酸テ
トラメチルアンモニウム、プロピオン酸テトラメチルアンモニウム、ブタン酸テトラメチ
ルアンモニウム、ペンタン酸テトラメチルアンモニウム、ヘキサン酸テトラメチルアンモ
ニウム、ヘプタン酸テトラメチルアンモニウム、オクタン酸テトラメチルアンモニウム、
ノナン酸テトラメチルアンモニウム、デカン酸テトラメチルアンモニウム、オレイン酸テ
トラメチルアンモニウム、ステアリン酸テトラメチルアンモニウム、リノール酸テトラメ
チルアンモニウム、リノレン酸テトラメチルアンモニウム、安息香酸テトラメチルアンモ
ニウム、ｐ－メチル安息香酸テトラメチルアンモニウム、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸テトラ
メチルアンモニウム、フタル酸テトラメチルアンモニウム、イソフタル酸テトラメチルア
ンモニウム、テレフタル酸テトラメチルアンモニウム、サリチル酸テトラメチルアンモニ
ウム、トリフルオロメタンスルホン酸テトラメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テト
ラメチルアンモニウム、モノクロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラ
メチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラメチルア
ンモニウム、シュウ酸テトラメチルアンモニウム、マロン酸テトラメチルアンモニウム、
メチルマロン酸テトラメチルアンモニウム、エチルマロン酸テトラメチルアンモニウム、
プロピルマロン酸テトラメチルアンモニウム、ブチルマロン酸テトラメチルアンモニウム
、ジメチルマロン酸テトラメチルアンモニウム、ジエチルマロン酸テトラメチルアンモニ
ウム、コハク酸テトラメチルアンモニウム、メチルコハク酸テトラメチルアンモニウム、
グルタル酸テトラメチルアンモニウム、アジピン酸テトラメチルアンモニウム、イタコン
酸テトラメチルアンモニウム、マレイン酸テトラメチルアンモニウム、フマル酸テトラメ
チルアンモニウム、シトラコン酸テトラメチルアンモニウム、クエン酸テトラメチルアン
モニウム、炭酸テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメチルアンモニウム、臭化テトラ
メチルアンモニウム、ヨウ化テトラメチルアンモニウム、硝酸テトラメチルアンモニウム
、塩素酸テトラメチルアンモニウム、過塩素酸テトラメチルアンモニウム、臭素酸テトラ
メチルアンモニウム、ヨウ素酸テトラメチルアンモニウム、シュウ酸ビステトラメチルア
ンモニウム、マロン酸ビステトラメチルアンモニウム、メチルマロン酸ビステトラメチル
アンモニウム、エチルマロン酸ビステトラメチルアンモニウム、プロピルマロン酸ビステ
トラメチルアンモニウム、ブチルマロン酸ビステトラメチルアンモニウム、ジメチルマロ
ン酸ビステトラメチルアンモニウム、ジエチルマロン酸ビステトラメチルアンモニウム、
コハク酸ビステトラメチルアンモニウム、メチルコハク酸ビステトラメチルアンモニウム
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、グルタル酸ビステトラメチルアンモニウム、アジピン酸ビステトラメチルアンモニウム
、イタコン酸ビステトラメチルアンモニウム、マレイン酸ビステトラメチルアンモニウム
、フマル酸ビステトラメチルアンモニウム、シトラコン酸ビステトラメチルアンモニウム
、クエン酸ビステトラメチルアンモニウム、炭酸ビステトラメチルアンモニウム、ギ酸テ
トラプロピルアンモニウム、酢酸テトラプロピルアンモニウム、プロピオン酸テトラプロ
ピルアンモニウム、ブタン酸テトラプロピルアンモニウム、ペンタン酸テトラプロピルア
ンモニウム、ヘキサン酸テトラプロピルアンモニウム、ヘプタン酸テトラプロピルアンモ
ニウム、オクタン酸テトラプロピルアンモニウム、ノナン酸テトラプロピルアンモニウム
、デカン酸テトラプロピルアンモニウム、オレイン酸テトラプロピルアンモニウム、ステ
アリン酸テトラプロピルアンモニウム、リノール酸テトラプロピルアンモニウム、リノレ
ン酸テトラプロピルアンモニウム、安息香酸テトラプロピルアンモニウム、ｐ－メチル安
息香酸テトラプロピルアンモニウム、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸テトラプロピルアンモニウ
ム、フタル酸テトラプロピルアンモニウム、イソフタル酸テトラプロピルアンモニウム、
テレフタル酸テトラプロピルアンモニウム、サリチル酸テトラプロピルアンモニウム、ト
リフルオロメタンスルホン酸テトラプロピルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラプロ
ピルアンモニウム、モノクロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラプ
ロピルアンモニウム、トリクロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラプロピ
ルアンモニウム、シュウ酸テトラプロピルアンモニウム、マロン酸テトラプロピルアンモ
ニウム、メチルマロン酸テトラプロピルアンモニウム、エチルマロン酸テトラプロピルア
ンモニウム、プロピルマロン酸テトラプロピルアンモニウム、ブチルマロン酸テトラプロ
ピルアンモニウム、ジメチルマロン酸テトラプロピルアンモニウム、ジエチルマロン酸テ
トラプロピルアンモニウム、コハク酸テトラプロピルアンモニウム、メチルコハク酸テト
ラプロピルアンモニウム、グルタル酸テトラプロピルアンモニウム、アジピン酸テトラプ
ロピルアンモニウム、イタコン酸テトラプロピルアンモニウム、マレイン酸テトラプロピ
ルアンモニウム、フマル酸テトラプロピルアンモニウム、シトラコン酸テトラプロピルア
ンモニウム、クエン酸テトラプロピルアンモニウム、炭酸テトラプロピルアンモニウム、
塩化テトラプロピルアンモニウム、臭化テトラプロピルアンモニウム、ヨウ化テトラプロ
ピルアンモニウム、硝酸テトラプロピルアンモニウム、塩素酸テトラプロピルアンモニウ
ム、過塩素酸テトラプロピルアンモニウム、臭素酸テトラプロピルアンモニウム、ヨウ素
酸テトラプロピルアンモニウム、シュウ酸ビステトラプロピルアンモニウム、マロン酸ビ
ステトラプロピルアンモニウム、メチルマロン酸ビステトラプロピルアンモニウム、エチ
ルマロン酸ビステトラプロピルアンモニウム、プロピルマロン酸ビステトラプロピルアン
モニウム、ブチルマロン酸ビステトラプロピルアンモニウム、ジメチルマロン酸ビステト
ラプロピルアンモニウム、ジエチルマロン酸ビステトラプロピルアンモニウム、コハク酸
ビステトラプロピルアンモニウム、メチルコハク酸ビステトラプロピルアンモニウム、グ
ルタル酸ビステトラプロピルアンモニウム、アジピン酸ビステトラプロピルアンモニウム
、イタコン酸ビステトラプロピルアンモニウム、マレイン酸ビステトラプロピルアンモニ
ウム、フマル酸ビステトラプロピルアンモニウム、シトラコン酸ビステトラプロピルアン
モニウム、クエン酸ビステトラプロピルアンモニウム、炭酸ビステトラプロピルアンモニ
ウム、ギ酸テトラブチルアンモニウム、酢酸テトラブチルアンモニウム、プロピオン酸テ
トラブチルアンモニウム、ブタン酸テトラブチルアンモニウム、ペンタン酸テトラブチル
アンモニウム、ヘキサン酸テトラブチルアンモニウム、ヘプタン酸テトラブチルアンモニ
ウム、オクタン酸テトラブチルアンモニウム、ノナン酸テトラブチルアンモニウム、デカ
ン酸テトラブチルアンモニウム、オレイン酸テトラブチルアンモニウム、ステアリン酸テ
トラブチルアンモニウム、リノール酸テトラブチルアンモニウム、リノレン酸テトラブチ
ルアンモニウム、安息香酸テトラブチルアンモニウム、ｐ－メチル安息香酸テトラブチル
アンモニウム、ｐ－ｔ－ブチル安息香酸テトラブチルアンモニウム、フタル酸テトラブチ
ルアンモニウム、イソフタル酸テトラブチルアンモニウム、テレフタル酸テトラブチルア
ンモニウム、サリチル酸テトラブチルアンモニウム、トリフルオロメタンスルホン酸テト
ラブチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラブチルアンモニウム、モノクロロ酢酸テ
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トラブチルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テト
ラブチルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニウム、シュウ酸テトラブチルアンモ
ニウム、マロン酸テトラブチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラブチルアンモニウム
、エチルマロン酸テトラブチルアンモニウム、プロピルマロン酸テトラブチルアンモニウ
ム、ブチルマロン酸テトラブチルアンモニウム、ジメチルマロン酸テトラブチルアンモニ
ウム、ジエチルマロン酸テトラブチルアンモニウム、コハク酸テトラブチルアンモニウム
、メチルコハク酸テトラブチルアンモニウム、グルタル酸テトラブチルアンモニウム、ア
ジピン酸テトラブチルアンモニウム、イタコン酸テトラブチルアンモニウム、マレイン酸
テトラブチルアンモニウム、フマル酸テトラブチルアンモニウム、シトラコン酸テトラブ
チルアンモニウム、クエン酸テトラブチルアンモニウム、炭酸テトラブチルアンモニウム
、塩化テトラブチルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム、ヨウ化テトラブチル
アンモニウム、硝酸テトラブチルアンモニウム、塩素酸テトラブチルアンモニウム、過塩
素酸テトラブチルアンモニウム、臭素酸テトラブチルアンモニウム、ヨウ素酸テトラブチ
ルアンモニウム、シュウ酸ビステトラブチルアンモニウム、マロン酸ビステトラブチルア
ンモニウム、メチルマロン酸ビステトラブチルアンモニウム、エチルマロン酸ビステトラ
ブチルアンモニウム、プロピルマロン酸ビステトラブチルアンモニウム、ブチルマロン酸
ビステトラブチルアンモニウム、ジメチルマロン酸ビステトラブチルアンモニウム、ジエ
チルマロン酸ビステトラブチルアンモニウム、コハク酸ビステトラブチルアンモニウム、
メチルコハク酸ビステトラブチルアンモニウム、グルタル酸ビステトラブチルアンモニウ
ム、アジピン酸ビステトラブチルアンモニウム、イタコン酸ビステトラブチルアンモニウ
ム、マレイン酸ビステトラブチルアンモニウム、フマル酸ビステトラブチルアンモニウム
、シトラコン酸ビステトラブチルアンモニウム、クエン酸ビステトラブチルアンモニウム
、炭酸ビステトラブチルアンモニウム、等を例示することができる。
【０１１７】
　上記熱架橋促進剤（Ｂ）は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができ
る。熱架橋促進剤の添加量は、ベースポリマー（上記方法で得られたケイ素含有化合物（
Ａ））１００質量部に対して、好ましくは０．０１～５０質量部、より好ましくは０．１
～４０質量部である。
【０１１８】
　なお、上記熱架橋促進剤（Ｂ）が、加熱硬化時に全て揮発しない場合、ケイ素含有膜中
に（Ｂ）成分が残留する可能性がある。この成分は、レジスト膜パターン形状を悪化する
可能性がある。一方、露光時に（Ｂ）成分のカチオン部分が分解する化合物を用いると、
露光時のレジスト膜パターン形状の悪化を防止することが可能となる。そのため、ケイ素
含有化合物の硬化性能が飛躍的に向上し、リソグラフィー形状の良好なケイ素含有硬化膜
を形成することが可能となる。
【０１１９】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物の安定性を確保するため、（Ｃ）成分とし
て炭素数が１～３０の１価又は２価以上の有機酸を添加しなくてはいけない。このとき添
加する酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘ
プタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、
リノレン酸、安息香酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、サリチル酸、トリフル
オロ酢酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、シュウ酸、マロン酸、メチ
ルマロン酸、エチルマロン酸、プロピルマロン酸、ブチルマロン酸、ジメチルマロン酸、
ジエチルマロン酸、コハク酸、メチルコハク酸、グルタル酸、アジピン酸、イタコン酸、
マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、クエン酸等を例示することができる。特にシュウ
酸、マレイン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、クエン酸等が好ましい。また、安定性を保
つため、２種類以上の酸を混合して使用してもよい。添加量は組成物に含まれるケイ素含
有化合物１００質量部に対して０．００１～２５質量部、好ましくは０．０１～１５質量
部、より好ましくは０．１～５質量部である。
　あるいは、上記有機酸を組成物のｐＨに換算して、好ましくは０≦ｐＨ≦７、より好ま
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しくは０．３≦ｐＨ≦６．５、更に好ましくは０．５≦ｐＨ≦６となるように配合するこ
とがよい。
【０１２０】
　更に、３価以上のアルコール（Ｄ）を架橋剤として添加すると、硫酸過水やアンモニア
過水などの剥離プロセスが使用される溶液で剥離が可能なケイ素含有膜を形成できるケイ
素含有膜形成用組成物が得られる。このような３価以上のアルコールのうち、１級水酸基
を２個以上有するアルコールが好ましい。一例として、下記に示す化合物を挙げることが
できる。
【０１２１】



(32) JP 2010-85912 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【化８】

【０１２２】
（ここで、Ｘ’は水素、またはメチル基、Ｒ’は炭素数１以上の有機基で、水酸基側の炭
素はメチレン基、ｎは３以上、１００未満の整数である。）
【０１２３】
　なお、上記架橋剤は１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
架橋剤の添加量は、ベースポリマー（上記方法で得られたケイ素含有化合物）１００質量
部に対して、好ましくは０．００１～５０質量部、より好ましくは０．０１～４０質量部
である。
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　このような３価以上のアルコールを架橋剤として添加すると、剥離剤の作用により炭素
原子により構成されている架橋剤部分から硬化膜が分解し、ケイ素含有膜が崩壊し剥離が
容易になる。
【０１２４】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物には、（Ｅ）成分として、前記ケイ素含有
化合物の製造時に使用したものと同様の有機溶剤、好ましくは水溶性有機溶剤、特にエチ
レングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール等のモノアルキルエー
テル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオ
ール等のモノアルキルエーテルを使用する。具体的には、ブタンジオールモノメチルエー
テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ブタンジオールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エ
チレングリコールモノエチルエーテル、ブタンジオールモノプロピルエーテル、プロピレ
ングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテルなどから
選ばれる有機溶剤を使用する。
【０１２５】
　本発明では熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に水を添加してもよい。水を添加すると
、ケイ素含有化合物が水和されるため、リソグラフィー性能が向上する。組成物の溶剤成
分における水の含有率は０質量％を超え５０質量％未満であり、特に好ましくは０．３～
３０質量％、更に好ましくは０．５～２０質量％である。それぞれの成分は、添加量が多
すぎると、塗布膜の均一性が悪くなり、最悪の場合はじきが発生してしまう。一方、添加
量が少ないとリソグラフィー性能が低下するため好ましくない。
　水を含む全溶剤の使用量は、ベースポリマー１００質量部に対して５００～１００，０
００質量部、特に４００～５０，０００質量部が好適である。
【０１２６】
　本発明では熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物に光酸発生剤を添加してもよい。熱架橋
促進剤（Ｂ）が、加熱硬化時や露光時に全て揮発しない場合、ケイ素含有膜に残留してい
る（Ｂ）成分がパターン形状に影響を与える可能性がある。これを防止するため、レジス
ト膜パターン形成時に、ケイ素含有膜中で酸を発生させることで、レジスト膜パターン形
状の悪化を防止することができる。本発明で使用される光酸発生剤としては、
（Ａ－Ｉ）下記一般式（Ｐ１ａ－１）、（Ｐ１ａ－２）又は（Ｐ１ｂ）のオニウム塩、
（Ａ－ＩＩ）下記一般式（Ｐ２）のジアゾメタン誘導体、
（Ａ－ＩＩＩ）下記一般式（Ｐ３）のグリオキシム誘導体、
（Ａ－ＩＶ）下記一般式（Ｐ４）のビススルホン誘導体、
（Ａ－Ｖ）下記一般式（Ｐ５）のＮ－ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル、
（Ａ－ＶＩ）β－ケトスルホン酸誘導体、
（Ａ－ＶＩＩ）ジスルホン誘導体、
（Ａ－ＶＩＩＩ）ニトロベンジルスルホネート誘導体、
（Ａ－ＩＸ）スルホン酸エステル誘導体
等が挙げられる。
【０１２７】
【化９】

（式中、Ｒ１０１ａ、Ｒ１０１ｂ、Ｒ１０１ｃ，Ｒ１０１ｄ、Ｒ１０１ｅはそれぞれ炭素
数１～１２の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又
はオキソアルケニル基、炭素数６～２０の置換あるいは非置換のアリール基、又は炭素数
７～１２のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基にある水素原
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子の一部又は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、Ｒ１０１ｂと
Ｒ１０１ｃとは環を形成してもよく、環を形成する場合には、Ｒ１０１ｂ、Ｒ１０１ｃは
それぞれ炭素数１～６のアルキレン基を示す。Ｋ１－及びＫ２－は非求核性対向イオンを
表す。）
【０１２８】
　上記Ｒ１０１ａ、Ｒ１０１ｂ、Ｒ１０１ｃ、Ｒ１０１ｄ、Ｒ１０１ｅは互いに同一であ
っても異なっていてもよく、具体的にはアルキル基として、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、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シ
クロヘプチル基、シクロプロピルメチル基、４－メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシ
ルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル基としては、
ビニル基、アリル基、プロぺニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等
が挙げられる。オキソアルキル基としては、２－オキソシクロペンチル基、２－オキソシ
クロヘキシル基等が挙げられ、２－オキソプロピル基、２－シクロペンチル－２－オキソ
エチル基、２－シクロヘキシル－２－オキソエチル基、２－（４－メチルシクロヘキシル
）－２－オキソエチル基等を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、ナ
フチル基等や、ｐ－メトキシフェニル基、ｍ－メトキシフェニル基、ｏ－メトキシフェニ
ル基、エトキシフェニル基、ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基、ｍ－ｔｅｒｔ－ブトキ
シフェニル基等のアルコキシフェニル基、２－メチルフェニル基、３－メチルフェニル基
、４－メチルフェニル基、エチルフェニル基、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル基、４－ブ
チルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基、メチルナフチル基、エチ
ルナフチル基等のアルキルナフチル基、メトキシナフチル基、エトキシナフチル基等のア
ルコキシナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエチルナフチル基等のジアルキルナフチル
基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙げ
られる。アラルキル基としてはベンジル基、フェニルエチル基、フェネチル基等が挙げら
れる。アリールオキソアルキル基としては、２－フェニル－２－オキソエチル基、２－（
１－ナフチル）－２－オキソエチル基、２－（２－ナフチル）－２－オキソエチル基等の
２－アリール－２－オキソエチル基等が挙げられる。Ｋ－の非求核性対向イオンとしては
塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、１，１，１－トリフル
オロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホ
ネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、４－フルオロベンゼンスルホネート、１，
２，３，４，５－ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシ
レート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられる。
【０１２９】
【化１０】

（式中、Ｒ１０２ａ、Ｒ１０２ｂはそれぞれ炭素数１～８の直鎖状、分岐状又は環状のア
ルキル基を示す。Ｒ１０３は炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を
示す。Ｒ１０４ａ、Ｒ１０４ｂはそれぞれ炭素数３～７の２－オキソアルキル基を示す。
Ｋ３－及びＫ４－は非求核性対向イオンを表す。）
【０１３０】
　上記Ｒ１０２ａ、Ｒ１０２ｂとして具体的には、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、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロプロ
ピルメチル基、４－メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基等が挙げられる。
Ｒ１０３としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基
、へキシレン基、へプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、１，４－シクロへキシレン
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レン基、１，４－シクロヘキサンジメチレン基等が挙げられる。Ｒ１０４ａ、Ｒ１０４ｂ

としては、２－オキソプロピル基、２－オキソシクロペンチル基、２－オキソシクロヘキ
シル基、２－オキソシクロヘプチル基等が挙げられる。Ｋ３－及びＫ４－は式（Ｐ１ａ－
１）、（Ｐ１ａ－２）及び（Ｐ１ａ－３）で説明したものと同様のものを挙げることがで
きる。
【０１３１】
【化１１】

（式中、Ｒ１０５、Ｒ１０６は炭素数１～１２の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又
はハロゲン化アルキル基、炭素数６～２０の置換あるいは非置換のアリール基又はハロゲ
ン化アリール基、又は炭素数７～１２のアラルキル基を示す。）
【０１３２】
　Ｒ１０５、Ｒ１０６のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ヘキシル
基、ヘプチル基、オクチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロ
ヘプチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基と
してはトリフルオロメチル基、１，１，１－トリフルオロエチル基、１，１，１－トリク
ロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、
ｐ－メトキシフェニル基、ｍ－メトキシフェニル基、ｏ－メトキシフェニル基、エトキシ
フェニル基、ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基、ｍ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基等
のアルコキシフェニル基、２－メチルフェニル基、３－メチルフェニル基、４－メチルフ
ェニル基、エチルフェニル基、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル基、４－ブチルフェニル基
、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化アリール基とし
てはフルオロフェニル基、クロロフェニル基、１，２，３，４，５－ペンタフルオロフェ
ニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる
。
【０１３３】

【化１２】

（式中、Ｒ１０７、Ｒ１０８、Ｒ１０９、Ｒ１１０は炭素数１～１２の直鎖状、分岐状又
は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数６～２０のアリール基又はハロゲ
ン化アリール基、又は炭素数７～１２のアラルキル基を示す。Ｒ１０８、Ｒ１０９は互い
に結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、Ｒ１０８、Ｒ１０９は
それぞれ炭素数１～６の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。）
【０１３４】
　Ｒ１０７、Ｒ１０８、Ｒ１０９、Ｒ１１０のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリ
ール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、Ｒ１０５、Ｒ１０６で説明した
ものと同様の基が挙げられる。なお、Ｒ１０８、Ｒ１０９のアルキレン基としてはメチレ
ン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。
【０１３５】
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【化１３】

（式中、Ｒ２０１ａ、Ｒ２０１ｂはそれぞれ炭素数１～１２の直鎖状、分岐状又は環状の
アルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキソアルケニル基、炭素数６～２０
の置換あるいは非置換のアリール基、又は炭素数７～１２のアラルキル基又はアリールオ
キソアルキル基を示し、これらの基にある水素原子の一部又は全部がアルコキシ基等によ
って置換されていてもよい。）
【０１３６】

【化１４】

（式中、Ｒ２１０は炭素数６～１０のアリーレン基、炭素数１～６のアルキレン基又は炭
素数２～６のアルケニレン基を示し、これらの基に含まれる水素原子の一部又は全部は更
に炭素数１～４の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、ニトロ基、アセチル
基、又はフェニル基で置換されていてもよい。Ｒ２１１は炭素数１～８の直鎖状、分岐状
又は置換のアルキル基、アルケニル基又はアルコキシアルキル基、フェニル基、又はナフ
チル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数１～４のアルキル基又
はアルコキシ基；炭素数１～４のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で
置換されていてもよいフェニル基；炭素数３～５のヘテロ芳香族基；又は塩素原子、フッ
素原子で置換されていてもよい。）
【０１３７】
　ここで、Ｒ２１０のアリーレン基としては、１，２－フェニレン基、１，８－ナフチレ
ン基等が、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメ
チレン基、フェニルエチレン基、ノルボルナン－２，３－ジイル基等が、アルケニレン基
としては、１，２－ビニレン基、１－フェニル－１，２－ビニレン基、５－ノルボルネン
－２，３－ジイル基等が挙げられる。Ｒ２１１のアルキル基としては、Ｒ１０１ａ～Ｒ１

０１ｅと同様のものが、アルケニル基としては、ビニル基、１－プロペニル基、アリル基
、１－ブテニル基、３－ブテニル基、イソプレニル基、１－ペンテニル基、３－ペンテニ
ル基、４－ペンテニル基、ジメチルアリル基、１－ヘキセニル基、３－ヘキセニル基、５
－ヘキセニル基、１－ヘプテニル基、３－ヘプテニル基、６－ヘプテニル基、７－オクテ
ニル基等が、アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プ
ロポキシメチル基、ブトキシメチル基、ペンチロキシメチル基、ヘキシロキシメチル基、
ヘプチロキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブ
トキシエチル基、ペンチロキシエチル基、ヘキシロキシエチル基、メトキシプロピル基、
エトキシプロピル基、プロポキシプロピル基、ブトキシプロピル基、メトキシブチル基、
エトキシブチル基、プロポキシブチル基、メトキシペンチル基、エトキシペンチル基、メ
トキシヘキシル基、メトキシヘプチル基等が挙げられる。
【０１３８】
　なお、更に置換されていてもよい炭素数１～４のアルキル基としては、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
等が、炭素数１～４のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、
イソプロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、イソブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基等が、炭素
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数１～４のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよい
フェニル基としては、フェニル基、トリル基、ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基、ｐ－
アセチルフェニル基、ｐ－ニトロフェニル基等が、炭素数３～５のヘテロ芳香族基として
は、ピリジル基、フリル基等が挙げられる。
【０１３９】
　具体的には、例えば下記の光酸発生剤が挙げられる。トリフルオロメタンスルホン酸ジ
フェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニ
ル）フェニルヨードニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、ｐ－トル
エンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルヨードニウム、トリフルオ
ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸（ｐ－ｔ
ｅｒｔ－ブトキシフェニル）ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ビ
ス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスル
ホン酸トリス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム、ｐ－トルエンスルホン
酸トリフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニ
ル）ジフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフ
ェニル）フェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸トリス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキ
シフェニル）スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、
ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチル
スルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンス
ルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、ｐ－トルエ
ンスルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、トリフ
ルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ジメチ
ルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスル
ホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、トリフルオ
ロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘ
キシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン
酸（２－ノルボニル）メチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、エチレンビス
［メチル（２－オキソシクロペンチル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート］
、１，２’－ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオ
ニウム塩、ビス（ベンゼンスルホニル）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（キシレンスルホニル）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（シクロペンチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－ブチ
ルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｓｅ
ｃ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－プロピルスルホニル）ジアゾメタン、
ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジ
アゾメタン、ビス（ｎ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソアミルスルホニル
）ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｔｅｒｔ－ア
ミルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスルホニル－１－（ｔｅｒｔ－ブチ
ルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスルホニル－１－（ｔｅｒｔ－アミル
スルホニル）ジアゾメタン、１－ｔｅｒｔ－アミルスルホニル－１－（ｔｅｒｔ－ブチル
スルホニル）ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニ
ル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジフェ
ニルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジシクロヘキシルグリ
オキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－２，３－ペンタンジオングリオキシ
ム、ビス－Ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－２－メチル－３，４－ペンタンジオングリ
オキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ
－（ｎ－ブタンスルホニル）－α－ジフェニルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンス
ルホニル）－α－ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）
－２，３－ペンタンジオングリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－２－メ
チル－３，４－ペンタンジオングリオキシム、ビス－Ｏ－（メタンスルホニル）－α－ジ
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メチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（トリフルオロメタンスルホニル）－α－ジメチルグリ
オキシム、ビス－Ｏ－（１，１，１－トリフルオロエタンスルホニル）－α－ジメチルグ
リオキシム、ビス－Ｏ－（ｔｅｒｔ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、
ビス－Ｏ－（パーフルオロオクタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ
－（シクロヘキサンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ベンゼンス
ルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－フルオロベンゼンスルホニル
）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼンスルホニル
）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（キシレンスルホニル）－α－ジメチルグリ
オキシム、ビス－Ｏ－（カンファースルホニル）－α－ジメチルグリオキシム等のグリオ
キシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン、ビストリフルオロメチルスルホニルメタ
ン、ビスメチルスルホニルメタン、ビスエチルスルホニルメタン、ビスプロピルスルホニ
ルメタン、ビスイソプロピルスルホニルメタン、ビス－ｐ－トルエンスルホニルメタン、
ビスベンゼンスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、２－シクロヘキシルカルボニル
－２－（ｐ－トルエンスルホニル）プロパン、２－イソプロピルカルボニル－２－（ｐ－
トルエンスルホニル）プロパン等のβ－ケトスルホン酸誘導体、ジフェニルジスルホン、
ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導体、ｐ－トルエンスルホン酸２，６－ジ
ニトロベンジル、ｐ－トルエンスルホン酸２，４－ジニトロベンジル等のニトロベンジル
スルホネート誘導体、１，２，３－トリス（メタンスルホニルオキシ）ベンゼン、１，２
，３－トリス（トリフルオロメタンスルホニルオキシ）ベンゼン、１，２，３－トリス（
ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、Ｎ－ヒドロキ
シスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドトリフルオ
ロメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエタンスルホン酸エステル
、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスク
シンイミド２－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－ペンタ
ンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－オクタンスルホン酸エステル
、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスク
シンイミドｐ－メトキシベンゼンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２
－クロロエタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドベンゼンスルホン酸
エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド－２，４，６－トリメチルベンゼンスルホン酸
エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－ナフタレンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒド
ロキシスクシンイミド２－ナフタレンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－２－フェニ
ルスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシマレイミドメタンスルホン
酸エステル、Ｎ－ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－２
－フェニルマレイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシグルタルイミドメタン
スルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシグルタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、Ｎ－
ヒドロキシフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドベンゼ
ンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドトリフルオロメタンスルホン酸エス
テル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシナ
フタルイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホ
ン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドメタン
スルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミド
トリフルオロメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３－
ジカルボキシイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル等のＮ－ヒドロキシイミド化合物の
スルホン酸エステル誘導体等が挙げられる。
【０１４０】
　これらの中で、特にトリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ
ルオロメタンスルホン酸（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）ジフェニルスルホニウム、
トリフルオロメタンスルホン酸トリス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）スルホニウム
、ｐ－トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸（ｐ－ｔ
ｅｒｔ－ブトキシフェニル）ジフェニルスルホニウム、ｐ－トルエンスルホン酸トリス（
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フチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル（２－オキソ
シクロヘキシル）スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸（２－ノルボニル）メチ
ル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウム、１，２’－ナフチルカルボニルメチルテ
トラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス（ベンゼンスルホニル）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（シクロヘキシルスル
ホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソブチル
スルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ
－プロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、
ビス（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス－Ｏ－
（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－Ｏ－（ｎ－ブタンスル
ホニル）－α－ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニル
メタン等のビススルホン誘導体、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドメタンスルホン酸エステ
ル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロ
キシスクシンイミド１－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２
－プロパンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－ペンタンスルホン酸
エステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドｐ－トルエンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロ
キシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドベンゼン
スルホン酸エステル等のＮ－ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体が好ま
しく用いられる。
【０１４１】
　なお、上記光酸発生剤は１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができ
る。酸発生剤の添加量は、ベースポリマー（上記方法で得られたケイ素含有化合物）１０
０質量部に対して、好ましくは０．０１～５０質量部、より好ましくは０．０５～４０質
量部である。
【０１４２】
　更に、本発明では必要に応じて界面活性剤を配合することが可能である。ここで、界面
活性剤としては非イオン性のものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチレン
エタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、パー
フルオロアルキルエチレンオキサイド付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物が挙
げられる。例えばフロラード「ＦＣ－４３０」、「ＦＣ－４３１」、「ＦＣ－４４３０」
（いずれも住友スリーエム（株）製）、サーフロン「Ｓ－１４１」、「Ｓ－１４５」、「
ＫＨ－１０」、「ＫＨ－２０」、「ＫＨ－３０」、「ＫＨ－４０」（いずれも旭硝子（株
）製）、ユニダイン「ＤＳ－４０１」、「ＤＳ－４０３」、「ＤＳ－４５１」（いずれも
ダイキン工業（株）製）、メガファック「Ｆ－８１５１」（大日本インキ工業（株）製）
、「Ｘ－７０－０９２」、「Ｘ－７０－０９３」（いずれも信越化学工業（株）製）等を
挙げることができる。好ましくは、フロラード「ＦＣ－４４３０」、「ＫＨ－２０」、「
ＫＨ－３０」、「Ｘ－７０－０９３」が挙げられる。
　なお、界面活性剤の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができ
、ベースポリマー１００質量部に対し、０～１０質量部、特に０～５質量部とすることが
好ましい。
【０１４３】
　また、本発明者は、ケイ素含有化合物中に含まれる残存シラノール基同士の縮合を室温
付近で抑制させるため鋭意検討を行ったところ、環状エーテルを置換基として有する１価
又は２価以上のアルコールを安定剤として添加すると、室温付近での縮合が抑制され、組
成物の保存安定性が飛躍的に向上することを見出した。特に、以下の構造で示されるエー
テル化合物を添加するができることを見出した。このようなものとして、下記に示す化合
物を挙げることができる。
【０１４４】
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【化１５】

【０１４５】
【化１６】

【０１４６】
　ここで、Ｒ９０ａは、水素原子、炭素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状の１価炭化
水素基、Ｒ９１Ｏ－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ１－（ＣＨ２）ｎ２－（ここで、０≦ｎ１≦５
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、０≦ｎ２≦３、Ｒ９１は水素原子又はメチル基）、又はＲ９２Ｏ－〔ＣＨ（ＣＨ３）Ｃ
Ｈ２Ｏ〕ｎ３－（ＣＨ２）ｎ４－（ここで、０≦ｎ３≦５、０≦ｎ４≦３、Ｒ９２は水素
原子又はメチル基）であり、Ｒ９０ｂは、水酸基、１個又は２個以上の水酸基を有する炭
素数１～１０の直鎖状、分岐状又は環状の１価炭化水素基、ＨＯ－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ

５－（ＣＨ２）ｎ６－（ここで、１≦ｎ５≦５、１≦ｎ６≦３）、又はＨＯ－〔ＣＨ（Ｃ
Ｈ３）ＣＨ２Ｏ〕ｎ７－（ＣＨ２）ｎ８－（ここで、１≦ｎ７≦５、１≦ｎ８≦３）であ
る。
【０１４７】
　本発明のエッチングマスク用として有効な熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成
されるケイ素含有膜は、フォトレジスト膜と同様にスピンコート法等で基板上に作製する
ことが可能である。スピンコート後、溶剤を蒸発させ、ケイ素含有膜の上に形成されるフ
ォトレジスト膜とのミキシング防止のため、架橋反応を促進させるためにベークをするこ
とが望ましい。ベーク温度は５０～５００℃の範囲内で、１０～３００秒の範囲内が好ま
しく用いられる。特に好ましい温度範囲は、製造されるデバイスの構造にもよるが、デバ
イスへの熱ダメージを少なくするため、４００℃以下が好ましい。
【０１４８】
　ここで、本発明においては、被加工基板上に形成された有機膜と、有機膜の上に熱硬化
性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されるケイ素含有膜と、このケイ素含有膜の上にフ
ォトレジスト膜を形成した基板を得て、パターン形成を行うことができる。
　この場合、被加工基板の被加工層としては、ｋ値が３以下の低誘電率絶縁膜、一次加工
された低誘電率絶縁膜、窒素及び／又は酸素含有無機膜、金属膜等を挙げることができる
。
【０１４９】
　更に詳しくは、被加工基板は、ベース基板上に被加工層（被加工部分）を形成したもの
とすることができる。ベース基板としては、特に限定されるものではなく、Ｓｉ、アモル
ファスシリコン（α－Ｓｉ）、ｐ－Ｓｉ、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、Ｗ、ＴｉＮ、Ａ
ｌ等で被加工層と異なる材質のものが用いられてもよい。被加工層としては、Ｓｉ、Ｓｉ
Ｏ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ｐ－Ｓｉ、α－Ｓｉ、Ｗ、Ｗ－Ｓｉ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ
等及び種々の低誘電膜及びそのエッチングストッパー膜が用いられ、通常５０～１０，０
００ｎｍ、特に１００～５，０００ｎｍの厚さに形成し得る。
【０１５０】
　本発明では、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されるケイ素含有膜とケイ素
含有膜の上に形成されるフォトレジスト膜の間に市販の有機反射防止膜を形成してもよい
。このとき、有機反射防止膜は芳香族置換基を有する化合物となる。この有機反射防止膜
は、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレジスト膜のパターンをドライエッチングで転
写する際に、フォトレジスト膜に対してエッチング負荷とならないようにしなければいけ
ない。例えば、フォトレジスト膜に対して、厚さで８０％以下、好ましくは５０％以下の
膜厚であれば、ドライエッチング時の負荷としては非常に小さなものになる。
　この場合、有機反射防止膜は、最低反射が２％以下、好ましくは１％以下、より好まし
くは０．５％以下になるように調整するのが好ましい。
【０１５１】
　本発明の基板をＡｒＦエキシマレーザー光による露光プロセスに使用する場合、ケイ素
含有膜の上に形成されるフォトレジスト膜としては、通常のＡｒＦエキシマレーザー光用
フォトレジスト組成物をいずれも使用可能である。ＡｒＦエキシマレーザー光用フォトレ
ジスト組成物は多数の候補がすでに公知であり、化学増幅ポジ型レジスト組成物であれば
、酸の作用により酸不安定基が分解してアルカリ水溶液に可溶性となる樹脂と光酸発生剤
及び酸の拡散を制御するための塩基性物質が、化学増幅型ネガ型レジスト組成物であれば
、酸の作用により架橋剤と反応してアルカリ水溶液に不溶性になる樹脂と光酸発生剤、架
橋剤及び酸の拡散を制御するための塩基性物質が主要成分であるが、どのような樹脂を使
用するかにより特性に差がある。すでに公知の樹脂を大別すると、ポリ（メタ）アクリル
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系、ＣＯＭＡ（Ｃｙｃｌｏ　Ｏｌｅｆｉｎ　Ｍａｌｅｉｃ　Ａｎｈｙｄｒｉｄｅ）系、Ｃ
ＯＭＡ－（メタ）アクリルハイブリッド系、ＲＯＭＰ（Ｒｉｎｇ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｍｅ
ｔｈａｔｈｅｓｉｓ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）系、ポリノルボルネン系等がある
が、このうち、ポリ（メタ）アクリル系樹脂を使用したレジスト組成物は、側鎖に脂環式
骨格を導入することでエッチング耐性を確保しているため、解像性能は、他の樹脂系に比
較して優れる。
【０１５２】
　ポリ（メタ）アクリル系樹脂を使用したＡｒＦエキシマレーザー用レジスト組成物は多
数のものが公知になっているが、ポジ型用としては、いずれも主要機能としてエッチング
耐性を確保するためのユニット、酸の作用により分解してアルカリ可溶性に変化するユニ
ット、密着性を確保するためのユニット等の組み合わせ、あるいは場合により１つのユニ
ットが上記の機能の２以上を兼ねるユニットを含む組み合わせによりポリマーが構成され
る。このうち、酸によりアルカリ溶解性が変化するユニットとしては、アダマンタン骨格
を持つ酸不安定基を持つ（メタ）アクリル酸エステル（特開平９－７３１７３号公報）や
、ノルボルナンやテトラシクロドデカン骨格を持つ酸不安定基を有する（メタ）アクリル
酸エステル（特開２００３－８４４３８号公報）は高い解像性とエッチング耐性を与え、
特に好ましく使用される。また、密着性を確保するためのユニットとしては、ラクトン環
を持つノルボルナン側鎖を有する（メタ）アクリル酸エステル（国際公開第００／０１６
８４号パンフレット）、オキサノルボルナン側鎖を有する（メタ）アクリル酸エステル（
特開２０００－１５９７５８号公報）や、ヒドロキシアダマンチル側鎖を有する（メタ）
アクリル酸エステル（特開平８－１２６２６号公報）が良好なエッチング耐性と高い解像
性を与えることから特に好ましく使用できる。また、更に隣接位がフッ素置換されること
により酸性を示すアルコールを官能基として持つユニット（例えば、Ｐｏｌｙｍ．Ｍａｔ
ｅｒ．Ｓｃｉ．Ｅｎｇ．１９９７．７７．ｐｐ４４９）をポリマーが含有するものは、ポ
リマーに膨潤を抑制する物性を与え、高い解像性を与えることから、特に近年注目されて
いるイマージョン法に対応するレジストポリマーとして注目されているが、ポリマー中に
フッ素が含有されることにより、エッチング耐性が低下することが問題になっている。本
発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されるエッチングマスク用ケイ素含有
膜は、このようなエッチング耐性が確保しにくい有機レジスト組成物に対して特に有効に
使用することができる。
【０１５３】
　上記ポリマーを含有するＡｒＦエキシマレーザー用レジスト組成物には、他に酸発生剤
、塩基性化合物等が含有されるが、酸発生剤は、本発明のケイ素含有膜形成用組成物に添
加可能なものとほぼ同一のものが使用でき、特にオニウム塩が、感度や解像性の点から有
利である。また、塩基性物質についても多数のものが公知であり、最近公開となった特開
２００５－１４６２５２号公報に多数例示されており、それらから有利に選択し得る。
【０１５４】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜組成物を用いて形成したエッチングマスク用ケイ素含有
膜を形成した後、その上にフォトレジスト組成物溶液を用いてフォトレジスト膜を形成す
るが、ケイ素含有膜層と同様にスピンコート法が好ましく用いられる。レジスト組成物を
スピンコート後、プリベークを行うが、８０～１８０℃で１０～３００秒の範囲が好まし
い。その後露光を行い、ポストエクスポジュアーベーク（ＰＥＢ）、現像を行い、レジス
ト膜パターンを得る。
【０１５５】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜組成物を用いて形成したケイ素含有膜のエッチングは、
フロン系ガス、窒素ガス、炭酸ガス等を使ってエッチングを行う。本発明の熱硬化性ケイ
素含有膜組成物を用いて形成したケイ素含有膜は前記ガスに対するエッチング速度が速く
、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレジスト膜の膜減りが小さいという特徴がある。
【０１５６】
　また、本発明で用いられる多層レジスト法では、本発明の熱硬化性ケイ素含有膜組成物
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を用いて形成したケイ素含有膜と被加工基板の間にレジスト下層膜として有機膜を設ける
。下層膜を被加工基板のエッチングマスクとする場合には、レジスト下層膜は芳香族骨格
を有する有機膜であることが好ましいが、レジスト下層膜が犠牲膜である場合等は、有機
膜だけではなく、ケイ素含量が１５質量％以下のものであればケイ素含有材料であっても
よい。
【０１５７】
　本発明の多層レジスト法において、被加工基板のエッチングマスクとなる下層膜として
、有機膜を使用した場合、有機膜は、パターン形成されたレジスト膜パターンをケイ素含
有膜に転写した後、更にそのパターンをもう一度転写させる膜であり、ケイ素含有膜が高
いエッチング耐性を示すエッチング条件でエッチング加工できるという特性を持つと共に
、被加工基板をエッチング加工する条件に対しては高いエッチング耐性を持つという特性
が要求される。
【０１５８】
　このような下層膜としての芳香族骨格を有する有機膜は、既に３層レジスト法用、ある
いはシリコンレジスト組成物を使用した２層レジスト法用の下層膜として多数公知であり
、特開２００５－１２８５０９号公報記載の４，４’－（９Ｈ－フルオレン－９－イリデ
ン）ビスフェノールノボラック樹脂（分子量１１，０００）の他、ノボラック樹脂をはじ
めとする多数の樹脂が、２層レジスト法や３層レジスト法のレジスト下層膜材料として公
知であり、それらをいずれも使用することができる。また、通常のノボラックよりも耐熱
性を上げたい場合には、４，４’－（９Ｈ－フルオレン－９－イリデン）ビスフェノール
ノボラック樹脂のような多環式骨格を入れることもでき、更にポリイミド系樹脂を選択す
ることもできる（例えば、特開２００４－１５３１２５号公報）。
【０１５９】
　上記有機膜は、組成物溶液を用い、フォトレジスト組成物と同様にスピンコート法等で
基板上に形成することが可能である。スピンコート法等で有機膜を形成した後、有機溶剤
を蒸発させるためベークをすることが望ましい。ベーク温度は８０～３００℃の範囲内で
、１０～３００秒の範囲内が好ましく用いられる。
【０１６０】
　なお、特に限定されるものではないが、エッチング加工条件により異なるが下層膜とし
ての有機膜の厚さは１０ｎｍ以上、特に５０ｎｍ以上であり、５０，０００ｎｍ以下であ
ることが好ましく、本発明の熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物から形成されるケイ素含
有膜の厚さは１ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、ケイ素含有膜の上に形成されるフォトレ
ジスト膜の厚さは１ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることが好ましい。
【０１６１】
　本発明の熱硬化性ケイ素含有膜組成物から形成されるケイ素含有膜を用いた３層レジス
ト法は、例えば次の通りである。このプロセスにおいては、まず被加工基板上に有機膜を
スピンコート法等で作製する。この有機膜は、被加工基板をエッチングするときのマスク
として作用するので、エッチング耐性が高いことが望ましく、上層のエッチングマスク用
ケイ素含有膜とミキシングしないことが求められるので、スピンコートした後に熱あるい
は酸によって架橋することが望ましい。その上に本発明の組成物から得られたエッチング
マスク用ケイ素含有膜、有機反射防止膜、フォトレジスト膜を前記方法で成膜する。フォ
トレジスト膜は、定法に従い、フォトレジスト膜に応じた光源、例えばＫｒＦエキシマレ
ーザー光や、ＡｒＦエキシマレーザー光、あるいはＦ２レーザー光を用いて、パターン露
光し、個々のレジスト膜に合わせた条件による加熱処理の後、現像液による現像操作を行
うことでレジスト膜パターンを得ることができる。次にこのレジスト膜パターンをエッチ
ングマスクとして、有機膜に対し、ケイ素含有膜のエッチング速度が優位に高いドライエ
ッチング条件、例えばフッ素系ガスプラズマによるドライエッチングでのエッチングを行
う。上記有機反射防止膜とケイ素含有膜をエッチング加工すると、フォトレジスト膜のサ
イドエッチングによるパターン変化の影響を殆ど受けずに、ケイ素含有膜パターンを得る
ことができる。次に、上記で得たレジスト膜パターンが転写されたケイ素含有膜パターン
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を持つ基板に対し、有機膜のエッチング速度が優位に高いドライエッチング条件、例えば
酸素を含有するガスプラズマによる反応性ドライエッチングや、水素－窒素を含有するガ
スプラズマによる反応性ドライエッチングを行い、有機膜をエッチング加工する。このエ
ッチング工程により有機膜のパターンが得られるが、同時に最上層のフォトレジスト層は
、通常失われる。更に、ここで得られた有機膜をエッチングマスクとして、被加工基板の
ドライエッチング、例えば、フッ素系ドライエッチングや塩素系ドライエッチングを使用
することで、被加工基板を精度よくエッチング加工することができる。上記例において、
有機反射防止膜は必要に応じて形成され、有機反射防止膜は必ずしも用いられない場合も
ある。
【実施例】
【０１６２】
　以下、合成例及び実施例と比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明はこれ
らの記載によって限定されるものではない。
【０１６３】
　（ケイ素含有化合物１～５の合成）
　　（合成例１）
　メタノール２００ｇ、イオン交換水２００ｇ、３５％塩酸１ｇを１，０００ｍｌガラス
フラスコに仕込み、テトラエトキシシラン５０ｇ、メチルトリメトキシシラン１００ｇ及
びフェニルトリメトキシシラン１０ｇの混合物を室温で加えた。そのまま、８時間室温で
加水分解縮合させた後、プロピレングリコールモノエチルエーテル３００ｍｌを加え、減
圧で濃縮してケイ素含有化合物１のプロピレングリコールモノエチルエーテル溶液３００
ｇ（ポリマー濃度２１％）を得た。このもののポリスチレン換算分子量を測定したところ
Ｍｗ＝２，０００であった。
【０１６４】
　　（合成例２）
　合成例１のテトラエトキシシラン５０ｇ、メチルトリメトキシシラン１００ｇ及びフェ
ニルトリメトキシシラン１０ｇの混合物をメチルトリメトキシシラン１００ｇ及びフェニ
ルトリメトキシシラン２０ｇに代えた以外は同様の操作でケイ素含有化合物２のプロピレ
ングリコールモノエチルエーテル溶液３００ｇ（ポリマー濃度１９％）を得た。このもの
のポリスチレン換算分子量を測定したところＭｗ＝３，０００であった。
【０１６５】
　　（合成例３）
　合成例１のメタノール６０ｇ、イオン交換水２００ｇ、３５％塩酸１ｇ、テトラエトキ
シシラン５０ｇ、メチルトリメトキシシラン１００ｇ、フェニルトリメトキシシラン１０
ｇ及びプロピレングリコールモノエチルエーテルをイオン交換水２６０ｇ、６５％硝酸５
ｇ、テトラメトキシシラン７０ｇ、メチルトリメトキシシラン７０ｇ、フェニルトリメト
キシシラン１０ｇ及びブタンジオールモノメチルエーテルに代えた以外は同様の操作でケ
イ素含有化合物３のブタンジオールモノメチルエーテル溶液３００ｇ（ポリマー濃度２０
％）を得た。このもののポリスチレン換算分子量を測定したところＭｗ＝２，５００であ
った。
【０１６６】
　　（合成例４）
　イオン交換水２６０ｇ、３５％塩酸１ｇを１，０００ｍｌガラスフラスコに仕込み、テ
トラメトキシシラン７０ｇ、メチルトリメトキシシラン２５ｇ、下記式［ｉ］のシラン化
合物２５ｇ及びフェニルトリメトキシシラン１０ｇの混合物を室温で加えた。そのまま、
８時間室温で加水分解縮合させた後、副生メタノールを減圧で留去した。そこに、酢酸エ
チル８００ｍｌ及びプロピレングリコールモノプロピルエーテル３００ｍｌを加え、水層
を分液した。残った有機層に、イオン交換水１００ｍｌを加えて撹拌、静置、分液した。
これを３回繰り返した。残った有機層にプロピレングリコールモノプロピルエーテルを２
００ｍｌ加えて、減圧で濃縮してケイ素含有化合物４のプロピレングリコールモノプロピ
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グラフでクロルイオンを分析したが、検出されなかった。このもののポリスチレン換算分
子量を測定したところＭｗ＝１，８００であった。
【０１６７】
【化１７】

【０１６８】
　　（合成例５）
　エタノール２００ｇ、イオン交換水１００ｇ、メタンスルホン酸３ｇを１，０００ｍｌ
ガラスフラスコに仕込み、テトラメトキシシラン４０ｇ、メチルトリメトキシシラン１０
ｇ、下記式［ｉｉ］のシラン化合物５０ｇ及びフェニルトリメトキシシラン１０ｇの混合
物を室温で加えた。そのまま、８時間室温で加水分解縮合させた後、副生メタノールを減
圧で留去した。そこに、酢酸エチル８００ｍｌ及びエチレングリコールモノプロピルエー
テル３００ｍｌを加え、水層を分液した。残った有機層に、イオン交換水１００ｍｌを加
えて撹拌、静置、分液した。これを３回繰り返した。残った有機層にエチレングリコール
モノプロピルエーテルを２００ｍｌ加えて、減圧で濃縮してケイ素含有化合物５のエチレ
ングリコールモノプロピルエーテル溶液３００ｇ（ポリマー濃度２０％）を得た。得られ
た溶液をイオンクロマトグラフでメタンスルホン酸イオンを分析したところ、反応に使用
したもののうち９９％が除去されていることが判った。このもののポリスチレン換算分子
量を測定したところＭｗ＝２，１００であった。
【０１６９】
【化１８】

【０１７０】
　（実施例１～７、比較例１～２）
　上記合成例で得られたケイ素含有化合物１～５（Ａ）、熱架橋促進剤（Ｂ）、炭素数が
１～３０の１価又は２価以上の有機酸（Ｃ）、架橋剤としての３価以上のアルコール（Ｄ
）、有機溶剤（Ｅ）、水及びその他の添加剤を表１に示す割合で混合し、０．１μｍのフ
ッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物溶
液をそれぞれ調製し、それぞれＳｏｌ．１～９とした。
【０１７１】
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【０１７２】
　上記実施例１～７、比較例１～２で用いられた熱架橋促進剤（Ｂ）、光酸発生剤、及び
架橋剤としての３価以上のアルコール（Ｄ）を以下に示す。
ＴＰＳＯＡｃ：酢酸トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＯＨ：水酸化トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＣｌ：塩化トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＭＡ：マレイン酸モノ（トリフェニルスルホニウム）（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＮ：硝酸トリフェニルスルホニウム（光分解性熱架橋促進剤）
ＴＭＡＯＡｃ：酢酸テトラメチルアンモニウム（非光分解性熱架橋促進剤）
ＴＰＳＮｆ：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（光酸発生剤）
【０１７３】
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【０１７４】
　まず、レジスト下層膜としての有機膜材料として、Ｓｉウエハー上に４，４’－（９Ｈ
－フルオレン－９－イリデン）ビスフェノールノボラック樹脂（分子量１１，０００）（
特開２００５－１２８５０９号公報）含有組成物（樹脂２８質量部、溶剤１００質量部）
を回転塗布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚３００ｎｍの下層膜としての有機膜
を形成した。この有機膜材料としては、上記の他、ノボラック樹脂をはじめとする多数の
樹脂が、多層レジスト法のレジスト下層膜材料として公知であり、それらをいずれも使用
することができる。
【０１７５】
　次に、Ｓｏｌ．１～９を回転塗布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚１００ｎｍ
のケイ素含有膜を形成した。
【０１７６】
　更に、ケイ素含有膜の上に形成するフォトレジスト膜を形成するため、ＡｒＦエキシマ
レーザー光露光用レジスト組成物として以下のものをＦＣ－４３０（住友スリーエム（株
）製）０．１質量％を含有するＰＧＭＥＡ（プロピレングリコールモノメチルエーテルア
セテート）溶液に溶解させ、０．１μｍのフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによ
って調製した。
【０１７７】
　樹脂
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【化２０】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　光酸発生剤　：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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２質量部
　塩基性化合物：トリエタノールアミン　　　　０．０２質量部
【０１７８】
　この組成物をケイ素含有膜の上に塗布し、１３０℃，６０秒間ベークして膜厚２００ｎ
ｍのフォトレジスト膜を形成した。
　次いで、ＡｒＦ露光装置（（株）ニコン製；Ｓ３０５Ｂ、ＮＡ０．６８、σ０．８５、
２／３輪体照明、Ｃｒマスク）で露光し、１１０℃で９０秒間ベーク（ＰＥＢ）し、２．
３８質量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）水溶液で現像し、ポジ型
のパターンを得た。得られたパターンの９０ｎｍＬ／Ｓのパターン形状を観察した結果を
表２に示す。
【０１７９】

【表２】

【０１８０】
　いずれの実施例においても基板付近で裾引きやアンダーカット、インターミキシング現
象のないパターンが得られた。比較例２では、レジストパターンに倒れが生じた。
【０１８１】
　（ドライエッチング耐性テスト）
　次いで、ドライエッチング耐性のテストを行った。上記組成物Ｓｏｌ．１～９を回転塗
布し、２００℃で１分間加熱成膜して、膜厚１００ｎｍのケイ素含有膜Ｆｉｌｍ１～９を
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作製した。これらの膜と、有機膜及びフォトレジスト膜を下記のエッチング条件（１）で
エッチング試験を実施した。その結果を表３に示す。有機膜やフォトレジスト膜に比べれ
ば十分に速く、レジストパターンをエッチングマスクとしてケイ素含有膜にパターン転写
することが可能である。
 
（１）ＣＨＦ３／ＣＦ４系ガスでのエッチング試験
装置：東京エレクトロン（株）製ドライエッチング装置ＴＥ－８５００Ｐ
エッチング条件（１）：
　チャンバー圧力　　　　　　　　　　４０．０Ｐａ
　ＲＦパワー　　　　　　　　　１，３００Ｗ
　ギャップ　　　　　　　　　　　　　　９ｍｍ
　ＣＨＦ３ガス流量　　　　　　　　　　３０ｍｌ／ｍｉｎ
　ＣＦ４ガス流量　　　　　　　　　　　３０ｍｌ／ｍｉｎ
　Ａｒガス流量　　　　　　　　　　１００ｍｌ／ｍｉｎ
　処理時間　　　　　　　　　　　　　１０ｓｅｃ
【０１８２】
【表３】

【０１８３】
　続いて、表４に示すようにＯ２系ガスのドライエッチングの速度を下記に示すエッチン
グ条件（２）で調べた。有機膜やフォトレジスト膜に比べれば十分に遅く、ケイ素含有膜
をエッチングマスクとして有機膜にパターン転写することが可能である。
【０１８４】
エッチング条件（２）：
　チャンバー圧力　　　　　　　　　　６０．０Ｐａ
　ＲＦパワー　　　　　　　　　　　６００Ｗ
　Ａｒガス流量　　　　　　　　　　　４０ｍｌ／ｍｉｎ
　Ｏ２ガス流量　　　　　　　　　　　　６０ｍｌ／ｍｉｎ
　ギャップ　　　　　　　　　　　　　　９ｍｍ
　処理時間　　　　　　　　　　　　　２０ｓｅｃ
【０１８５】
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【表４】

【０１８６】
（剥離試験）
　更に、剥離試験を行った。上記で得たケイ素含有膜形成用組成物（Ｓｏｌ．１～９）で
成膜したケイ素含有膜を硫酸と過酸化水素水を３対１で混合した硫酸過水中、９０℃で処
理し、剥離性能を確認した。
【０１８７】
【表５】

【０１８８】
　表５の結果より、いずれの実施例からも架橋剤として３価以上のアルコールを含有して
いると硫酸過水による剥離が可能であった。一方、比較例１のケイ素含有膜は剥離ができ
なかった。
【０１８９】
　更に、保存安定性試験を行った。上記で得たケイ素含有膜形成用組成物（Ｓｏｌ．１～
９）を３０℃で３ヶ月保管した後、上記の方法による塗布を再度行い、成膜性の変化を生
じないかの試験を行った。その結果を表６に示す。
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【０１９０】
　表６の結果より、いずれの実施例のケイ素含有膜形成用組成物においても３０℃で３ヶ
月以上、室温に換算すると６ヶ月以上の保存安定性があることが確認された。比較例１は
膜厚の変動は無かったが、パターン形状に剥がれが生じ、比較例２では膜厚が上昇し、パ
ターン形状に剥がれが生じる結果となった。
【０１９１】
　以上より、本発明の組成物、熱硬化性ケイ素含有膜形成用組成物を用いた場合、高ＮＡ
露光機を使用した場合にも良好なレジスト膜パターンが形成され、ドライエッチングマス
クとして下層の有機膜と上層のフォトレジスト膜に対して十分な選択比を得ることができ
、保存安定性が良く、剥離液による湿式剥離が可能なケイ素含有膜を得ることができるこ
とが確認された。
【０１９２】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に含有される。
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