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★諸特性(現像性・塗布性・濡れ性・付着性・剥離)を制御する!
★パターン倒れ・ＬＥＲの原因と改善！
★レジストシュミレーション・パラメータの算出・設定方法!!
第１章 レジスト基礎物性
第1節. はじめに
1.1 微細加工におけるレジストの役割
1.2 レジスト材料の進歩と最近の動向
第2節. 現在までに開発された代表的レジストの構造と機能
2.1 架橋型レジスト
2.2 溶解阻止型レジスト
2.3 化学増幅レジスト
第3節. これからの展開が期待されるレジスト材料
3.1 F2 エキシマーレジストとそれ以降のレジスト
3.2 ナノインプリント型レジスト
3.3 感光性ポリイミドと反応現像型ポリイミド
3.4 熱増殖型酸発生剤のレジストへの応用
3.5 有機アモルファス材料のレジストへの応用
3.6 架橋と分解機能をもつレジスト
第２章 レジスト材料の基礎と設計
はじめに −レジスト材料の推移−
第1節． レジスト材料の構造と機能の発現
1.1 ナフトキノンジアジド型レジストの構造と機能
1.2 化学増幅型レジストの構造と機能
1.3 化学増幅系に関わる問題
第2節． レジスト材料設計の考え方
2.1 NQD／NVK系レジストの設計
NQD化合物／NVK樹脂
2.2 化学増幅型レジストの設計
酸分解性樹脂／光酸発生剤
第３章 レジスト種類
第1節．ノボラック―ジアゾナフトキノン（DNQ）系レジスト
1.1 レジストの転換点
1.2 ノボラック−DNQレジストの特徴
1.3 ノボラック−DNQ系レジストの高性能化
第2節．化学増幅系レジスト
2.1 KrFレーザ用化学増幅系レジストの背景
2.2 化学増幅系レジストの機構
2.3 化学増幅系レジストの課題
2.4 ArFエキシマーレーザ用レジスト
第3節．電子線レジスト
3.1 電子線レジストの背景 3.2 ポジ型電子線レジスト
3.3 ネガ型電子線レジスト
第４章 応用技術
第1節．ナノインプリント
1項．熱ナノインプリント
1.1 高分子樹脂の機械的特性
1.2 熱ナノインプリントにおける樹脂の特性と変形メカニズム
1.3 熱インプリントによる高アスペクト比パターンの成型
高アスペクト比パターンの成型メカニズム
高アスペクト比パターン離型時の問題点
2項．光（UV）ナノインプリント
1 光（UV）ナノインプリントとは
1.1 基本プロセス
1.2 熱インプリントとの比較
1.3 光リソグラフィーとの比較
2 要素技術
2.1 モールド作製技術 2.2 インプリント装置
2.3 材料技術
材料の種類／材料への要求特性
3 プロセス技術
3.1 離型技術と付着力測定 3.2 多層レジストプロセス
3.3 転写技術
3.4 均一インプリント技術
4 ナノインプリント技術の応用展開

（書籍申し込み要領）
◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
FAX:03‑5740‑8766まで！
◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および
振込要領をお送りいたします。
◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認
次第、受領書をお送りいたします。
発刊時に弊社より書籍、請求書および振込
要領をご送付いたします（送料は弊社負担）
◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
にてお願いいたします。原則として領収証の
発行はいたしません。
◎振り込み手数料はご負担ください。
★http://www.johokiko.co.jp/
の申込みフォームからも承ります！

★書籍申込書

★レジスト膜表面および応力の分析・評価！
★各種レジストの構造・特性および課題と高性能化へのアプローチ！
★レジスト製造工程・プロセスおよび品質保証・品質管理！

3項．ナノインプリントモールド
1 モールド加工技術
1.1 リソグラフィ 1.2 エッチング 1.3 電鋳
2 各種ナノインプリントモールド技術
2.1 Siモールド 2.2 SiCモールド
2.3 石英モールド・SiO2モールド 2.4 Ni電鋳モールド
2.5 Taモールド
2.6 炭素系モールド
第2節 カラーフィルタ用顔料分散レジスト
1 顔料の特徴
2 顔料分散技術
3 顔料分散レジストの特徴と材料設計
3.1 顔料分散レジストの特徴
顔料分散レジストの一般的な構成成分／顔料分散
レジストを使用したカラーフィルター製造プロセス
／顔料分散レジストの光反応機構と硬化挙動
3.2 顔料分散レジストに要求される性能
塗布性／色特性／現像特性／表面粗度／信頼性
3.3 COAカラーフィルターオンアレイ用顔料分散レジスト
3.4 顔料分散レジストの今後の動向
省液化・省プロセス化など／色特性向上
第3節 液浸レジスト
1 ArF液浸リソグラフィ用レジストの開発スケジュール
2 液浸溶媒のレジストへの影響とトップコート
3 高屈折率液浸レジスト
4 F2液浸リソグラフィ用レジスト
第５章 レジスト特性・制御・分析
第1節 レジスト現像性
1 アルカリ溶解に対する考え方
2 アルカリ溶解に対するフェノール樹脂高次構造の影響
3 アルカリ溶解挙動の解析
第2節 レジスト塗布性（塗布制御・塗布欠陥対策）
1 塗布方式の変化
2 スリット塗布方式における塗布ムラとその改良手法
2.1 モヤムラの改善手法 2.2 横段ムラの改善手法
3 スリット塗布用レジストの開発課題
第3節 レジスト膜の濡れ性、付着性
1 スピンコート時に生じるレジスト膜の濡れ不良
2 レジストパターンの付着性
3 AFMによる直接剥離法によるレジストパターンの
付着性解析
4 パターン間の液体メニスカスの乾燥過程
第4節 レジスト剥離
1 レジスト剥離技術の現状
2 レジストとオゾンの反応性
2.1 オゾンと有機物の反応性
2.2 ラジカルとレジストの反応性の比較
3 オゾンによるレジスト除去技術
3.1 オゾン溶解水を用いたレジスト除去技術
3.2 オゾンガスを用いたレジスト除去技術
3.3 湿潤オゾンによるレジスト除去
3.4 酢酸蒸気含有オゾンによるレジスト除去
3.5 環境リスク及びコストの比較
第5節 レジスト制御技術
1項 レジストパターン倒れ
1 ライン列（高密度パターン）のパターン倒れ
1.1 パターン倒れの原因 1.2 パターン倒れの抑制
1.3 表面張力ゼロの乾燥
2 孤立ラインのパターン倒れ

2項 レジストLERの原因と改善
1 ラインエッジラフネス
1.1 LERの問題点
1.2 LERの評価方法
2 ラフネスの支配要因とその改善策
2.1 露光コントラスト
2.2 パターン形成プロセスにおける統計的なばらつき
2.3 レジスト分子量/分子量分散
2.4 レジスト組成・ポリマー組成の不均一性
2.5 高分子集合体
高分子集合体と集合体脱離現像／ラフネスの低減へ
の取り組み
第6節 レジスト膜の機械的性質の分析・評価
1 インデンテーション法によるレジスト膜の表面硬さ解析
2 マニピュレーション法による高分子集合体の凝集性解析
3 レジストパターンのヤング率測定
4 レジスト膜へのアルカリ水溶液の浸透と膨潤
5 レジスト膜の環境応力亀裂
第６章 レジストシミュレーション
第1節 リソグラフィーシミュレーションの歴史
第2節 化学増幅系ポジ型レジストのシミュレーション
2.1 露光工程
光強度の計算／露光による酸発生反応／
酸発生反応の解析
2.2 露光後ベーク(PEB)
脱保護反応／酸失活反応／脱保護反応の解析
2.3 現像反応
現像速度モデル／現像反応解析／現像特性の測定／
現像パラメータの算出／表面難溶化反応の解析／
化学増幅ポジ型レジストのシミュレーション
第3節 化学増幅系ネガ型レジストのシミュレーション
3.1 パラメータの測定装置およびシミュレーション・システム
3.2 シミュレーションパラメータの測定
3.3 架橋反応の解析
3.4 レジスト形状シミュレーションの検討
第７章 製造技術
第1節 フォトレジスト
1 フォトレジストの変遷
1.1 ポジ型フォトレジスト
1.2 ２成分系ポジ型フォトレジスト
2 フォトレジストの原料
2.1 樹脂 2.2 感光剤 2.3 溶剤及びその他の原料
3 フォトレジストの製造工程
3.1 フォトレジストを造る 3.2 製造プロセス
4 品質管理と品質保証
第2節．ドライフィルムレジスト
1 ドライフィルム市場の現況と将来の予測
2 ドライフィルムの技術動向
3 回路形成プロセスとレジスト材料
4 ドライフィルムで用いられる反応・材料
5 ドライフィルム材料の最近のトピックス
5.1 パッケージ用ドライフィルム
FC‑BGA用フィルム／CSP用フィルム
5.2 直描用フィルム
LDI用フィルム／DLP露光用フィルム
6 永久レジスト（ソルダレジスト）のドライフィルム化
6.1 感光性カバーレイフィルム
6.2 PKG用ソルダレジストフィルム
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