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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に対してウェット処理を行うウェット処理室と、
　前記ウェット処理室内に配設されて基板を水平面に対し基板搬送方向と直交する方向に
所定角度傾斜させた姿勢で水平方向に搬送する基板搬送手段と、
　前記ウェット処理室内に配設される基板搬送手段によって搬送される基板の主面へ処理
液を供給する処理液供給手段と、
を備えた基板処理装置であって、
　前記処理液供給手段は、
　基板搬送方向に関して交差する方向に等ピッチに互いに平行に配置され処理液を基板の
主面へ吐出する複数のスプレーノズルを備え、
　各前記複数のスプレーノズルは、
　前記基板搬送方向に沿う方向に延在するスプレーパイプ部と、当該スプレーパイプ部の
長手方向に一列に互いに近接して形設され処理液をその吐出口から基板の主面へ吐出する
複数のノズル部から構成される基板処理装置において、
　基板の主面に対する前記複数のノズル部の吐出口の対向角度を、傾斜させた姿勢で搬送
される基板の主面の傾斜下端方向に向けて、基板の主面の傾斜上端部付近から傾斜下端部
付近にかけて、基板の主面の法線に対して漸次小さくなるように、前記複数のノズル部を
前記複数のスプレーパイプ部に形設することにより、前記傾斜上端部付近と前記傾斜下端
部付近における流速差が軽減されることを特徴とする基板処理装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　基板搬送方向に関して交差する方向に等ピッチに配置される前記複数のスプレーノズル
の前記複数のノズル部は、当該交差方向に関して千鳥状に配置されることを特徴とする基
板処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の基板処理装置において、
　各前記スプレーパイプ部に連結された回動手段がさらに備えられ、
　前記回動手段により各前記スプレーパイプ部の中心軸を中心として各前記スプレーパイ
プ部を基板の主面の傾斜上端方向に向けて所定角度一律に回動させた後に復帰回動させ、
当該回動の往復動作を繰り返しながら各前記ノズル部の各前記吐出口からの処理液の基板
の主面への吐出方向を変化させることを特徴とする基板処理装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記複数のノズル部の吐出口から吐出される処理液の吐出量は、等しいことを特徴とす
る基板処理装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記複数のノズル部の吐出口から吐出される処理液は、エッチング液であることを特徴
とする基板処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示装置（ＬＣＤ）用、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）用、有機発
光ダイオード（ＯＬＥＤ）用、電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）用、真空蛍光ディスプレ
イ（ＶＦＤ）用、太陽電池パネル用等のガラス基板、磁気／光ディスク用のガラス／セラ
ミック基板、半導体ウエハ、電子デバイス基板等の各種の基板に対して、純水等の洗浄液
、エッチング液、現像液、レジスト剥離液等の薬液、等々の各種処理液を吐出して基板を
ウェット処理する基板処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の基板処理装置としては、基板の搬送方向に並設された搬送ローラ等によっ
てウェット処理室内に基板を水平面に対し基板搬送方向と直交する方向に所定角度傾斜さ
せた姿勢で搬送しつつ、スプレーノズルから基板の表面に対して処理液をシャワー状に吐
出することにより所定の基板処理を行うものが知られている。このような基板処理装置に
おいては、処理の種類に応じて、純水等の洗浄液、エッチング液、現像液、レジスト剥離
液等の薬液、等々の各種処理液がスプレーノズルから基板の表面に吐出される。
【０００３】
　そして、このような基板処理装置では、基板表面の全面に均一に処理液を供給するため
に、基板搬送方向に沿う方向に延在するスプレーパイプ部と、スプレーパイプ部の長手方
向に一列に互いに近接して形設される複数のノズル部とから構成されたスプレーノズルを
、複数個基板搬送方向に関して交差する方向に等ピッチにて互いに平行に配置し、複数の
ノズル部から処理液を基板の表面へ吐出するようにしている。
【０００４】
　さらに、スプレーノズルのスプレーパイプ部をその長手方向の中心軸を中心として往復
回動させて処理液の吐出方向を変化させるスプレーパイプ部往復回動型の基板処理装置が
使用されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０００－１８８２７２号公報（段落番号［００４０］乃至［００４
１］、図２乃至図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図５は、従来のスプレーパイプ部往復回動型の基板処理装置による薬液供給の様子を示
す模式図である。
【０００７】
　この基板処理装置においては、基板Ｗの搬送方向（図面の平面に関して直角方向）に並
設された複数の搬送ローラ（図示せず）によって基板Ｗが水平面２００に対し基板搬送方
向と直交する方向に所定角度傾斜させた姿勢で搬送される。そして、基板搬送方向に沿う
方向に延在するスプレーパイプ部（図示せず）とスプレーパイプ部の長手方向に一列に互
いに近接して形設される複数のノズル部１００とから構成されたスプレーノズルが、複数
個基板搬送方向に関して交差する方向に等ピッチにて互いに平行に配置され、各スプレー
パイプ部に連結した回動機構（図示せず）により各スプレーパイプ部の中心軸を中心とし
て各スプレーパイプ部が、図５（ａ）図示のように基板Ｗの表面１０２の法線３００に対
して各ノズル部１００のそれぞれの吐出口１０４が基板Ｗの傾斜下端方向に向けて所定角
度、例えば４０°、で表面１０２に対向する状態と、図５（ｂ）図示のように基板Ｗの表
面１０２の法線３００に対して各スプレーパイプ部１００の吐出口１０４が例えば０°で
表面１０２に対向する状態との間を繰り返して往復回動されながら各ノズル部１００の吐
出口１０４からの薬液の基板Ｗの表面１０２への吐出方向を変化させるようにしている。
【０００８】
　図６は、図５図示の基板処理装置によって吐出された薬液の、傾斜姿勢の基板Ｗの表面
１０２上における位置と流速との関係を示すグラフであり、縦軸は吐出された薬液の基板
Ｗの表面１０２上の流速を表し、横軸は傾斜姿勢の基板Ｗの傾斜上端を原点として傾斜下
端までの位置を表す。図６中、四角のドットをプロットした線１０６は、各吐出口１０４
のそれぞれが、図５（ａ）の状態のときの吐出された薬液の基板Ｗの表面１０２上におけ
る位置と流速との関係を示し、丸のドット１０８は図５（ｂ）の状態のときの吐出された
薬液の基板Ｗの表面１０２上における位置と流速との関係を示す。
【０００９】
　図５および図６から明らかなように、基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して各ノズ
ル部１００のそれぞれの吐出口１０４が、基板Ｗの傾斜下端方向に向けて４０°で表面１
０２に対向する状態のときも０°で表面１０２に対向する状態のときも、塗布液の流速が
基板Ｗの傾斜上端部付近では矢符ＡおよびＡ’で示されるように相対的に小さく傾斜下端
部付近に行くほど矢符ＢおよびＢ’で示されるように相対的に大きくなっており、傾斜姿
勢の基板表面１０２上の位置により塗布液の流速の差が発生していることが認められる。
なお、矢符の大きさは流速の大きさを表す。このように、塗布液の流速に差が生じると、
例えばエッチング処理のようなエッチング液を用いる薬液処理の場合には、エッチング速
度に差が発生して処理後のパターン線幅のばらつきを招き、結果として歩留まりの低下や
品質の劣化につながる。
【００１０】
　この発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、傾斜姿勢で支持された基
板の主面上に処理液を吐出する場合に、吐出された処理液の基板主面上の流速の差を軽減
して基板主面の全面における流速の均一化を促進することにより基板主面の全面に亙るウ
ェット処理の均一化を図り、これによって処理の歩留まりの向上や品質改善を達成するこ
とができる基板処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る発明は、基板に対してウェット処理を行うウェット処理室と、前記ウェ
ット処理室内に配設されて基板を水平面に対し基板搬送方向と直交する方向に所定角度傾



(4) JP 5701551 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

斜させた姿勢で水平方向に搬送する基板搬送手段と、前記ウェット処理室内に配設される
基板搬送手段によって搬送される基板の主面へ処理液を供給する処理液供給手段と、を備
えた基板処理装置であって、前記処理液供給手段は、基板搬送方向に関して交差する方向
に等ピッチに互いに平行に配置され処理液を基板の主面へ吐出する複数のスプレーノズル
を備え、各前記複数のスプレーノズルは、前記基板搬送方向に沿う方向に延在するスプレ
ーパイプ部と、当該スプレーパイプ部の長手方向に一列に互いに近接して形設され処理液
をその吐出口から基板の主面へ吐出する複数のノズル部から構成される基板処理装置にお
いて、基板の主面に対する前記複数のノズル部の吐出口の対向角度を、傾斜させた姿勢で
搬送される基板の主面の傾斜下端方向に向けて、基板の主面の傾斜上端部付近から傾斜下
端部付近にかけて、基板の主面の法線に対して漸次小さくなるように、前記複数のノズル
部を前記複数のスプレーパイプ部に形設することにより、前記傾斜上端部付近と前記傾斜
下端部付近における流速差が軽減されることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の基板処理装置において、基板搬送方向に関し
て交差する方向に等ピッチに配置される前記複数のスプレーノズルの前記複数のノズル部
は、当該交差方向に関して千鳥状に配置されることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の基板処理装置において、各前記スプ
レーパイプ部に連結された回動手段が更に備えられ、当該回動手段により各前記スプレー
パイプ部の中心軸を中心として各前記スプレーパイプ部を基板の主面の傾斜上端方向に向
けて所定角度一律に回動させた後に復帰回動させ、当該回動の往復動作を繰り返しながら
各前記ノズル部の各前記吐出口からの処理液の基板の主面への吐出方向を変化させること
を特徴とする。
【００１４】
　請求項４に係る発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の基板処理装置において、
前記複数のノズル部の吐出口から吐出される処理液の吐出量は、等しいことを特徴とする
。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の基板処理装置において、
前記複数のノズル部の吐出口から吐出される処理液は、エッチング液であることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明の基板処理装置においては、基板の主面に対する複数のノズル部の
吐出口の対向角度を傾斜させた姿勢で搬送される基板の主面の傾斜下端方向に向けて、基
板の主面の傾斜上端部付近から傾斜下端部付近にかけて、基板の主面の法線に対して漸次
小さくなるように、複数のノズル部を複数のスプレーパイプ部に形設する。このため、基
板Ｗの主面上において吐出後に流動する処理液は、傾斜上端部付近と傾斜下端部付近にお
いて流速差が軽減されることにより基板の主面上の全面において流速の均一化が促進され
、基板の主面全面に亙って処理の均一化を図ることができる。
【００１７】
　請求項２に係る発明の基板処理装置においては、基板搬送方向に関して交差する方向に
等ピッチに配置される複数のスプレーノズルの複数のノズル部は、当該交差方向に関して
千鳥状に配置される。このため、各ノズル部からの処理液吐出流の相互干渉が低減され、
これによって基板の主面上の全面において流速の均一化がさらに促進され、基板の主面全
面に亙ってより効果的な処理の均一化を図ることができる。
【００１８】
　請求項３に係る発明の基板処理装置においては、回動手段により各スプレーパイプ部の
中心軸を中心として各スプレーパイプ部を基板の主面の傾斜上端方向に向けて所定角度一
律に回動させた後に復帰回動させ、当該回動の往復動作を繰り返しながら各ノズル部の各
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吐出口からの処理液の基板の主面への吐出方向を変化させる。このため、基板Ｗの主面上
において吐出処理液の流速の均一化を一定レベルで維持しつつウェット処理の迅速化を図
ることができる。
【００１９】
　請求項４に係る発明の基板処理装置においては、各ノズル部からの吐出量を、吐出後に
処理液の流速の均一化が促進されるように調整するための煩瑣な機構等を必要とせず、こ
れにより設計コストの低廉化を図ることができる。
【００２０】
　請求項５に係る発明の基板処理装置においては、基板の主面上の傾斜上端部付近と傾斜
下端部付近におけるエッチングレートの差を低減することができ、主面上の全面における
エッチングレートの均一化を効果的に改善することができる。これによって、エッチング
処理後のパターンの線幅等の均一化の向上を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態に係る基板処理装置を模式的に示す概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る基板処理装置おいて基板の表面に対する、スプレーノ
ズルを構成するスプレーパイプ部に形設されたノズル部の吐出口の対向角度を説明するた
めの模式図である。
【図３】従来の基板処理装置および本発明の実施形態に係る基板処理装置によってそれぞ
れ吐出された薬液の、傾斜姿勢の基板の表面上における位置と流速との関係を示すグラフ
である。
【図４】本発明の実施の形態の変形例に係る基板処理装置におけるノズル部から基板の表
面へ薬液を吐出する様子を示す模式図である。
【図５】従来のスプレーパイプ部往復回動型の基板処理装置におけるノズル部から基板の
表面へ処理液を吐出する様子を示す模式図である。
【図６】従来のスプレーパイプ部往復回動型の基板処理装置によって吐出された薬液の、
傾斜姿勢の基板の表面上における位置と流速との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の実施形態に係る基板処理装置１を模式的に示したものである。
【００２４】
　この基板処理装置１は、エッチング液、現像液、レジスト剥離液等の薬液を吐出して基
板Ｗに薬液処理を行う薬液処理室１０と、薬液処理室１０内において基板Ｗを水平姿勢で
支持しつつ水平方向Ｘへ往復移動する複数の搬送ローラ（図示せず）と、薬液を貯留する
薬液タンク１２と、基板Ｗの表面１０２に薬液を吐出するための複数のスプレーノズル１
４と、送液ポンプ１６と、薬液タンク１２に貯留された薬液をスプレーノズル１４に送液
する薬液供給路１８とを備える。
【００２５】
　スプレーノズル１４は、薬液処理室１０内において基板搬送方向Ｘ（図２参照）に関し
て交差する方向に等ピッチに複数個互いに平行して配設され、各スプレーノズル１４は、
基板搬送方向Ｘに沿う方向に延在するスプレーパイプ部２２（図２参照）と、このスプレ
ーパイプ部２２の長手方向に一列に互いに近接して形設され薬液をその吐出口２６（図２
（ｂ）参照）から基板Ｗの表面１０２へ吐出する複数のノズル部２４から構成される。ま
た、薬液処理室１０の底部には、薬液処理室１０の内底部に流下した使用済みの薬液を排
出するための循環排水路２０が設けられており、循環排水路２０は、薬液タンク１２に連
通接続されている。
【００２６】
　上述した構成を備えた基板処理装置１においては、まず、薬液処理室１０の基板搬入口
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（図示せず）から薬液処理室１０内へ搬入されてきた基板Ｗを搬送ローラにより水平面２
００に対し基板搬送方向Ｘと直交する方向に所定角度傾斜させた姿勢で支持しつつ水平方
向へ往復移動させながら、送液ポンプ１６の駆動により薬液タンク１２に貯留された薬液
を薬液供給路１８を介してスプレーノズル１４に送液し、スプレーノズル１４の各ノズル
部２４のそれぞれから等量の薬液を基板Ｗの表面１０２へ吐出することにより、薬液処理
が行なわれる。
【００２７】
　薬液処理を終えた基板Ｗは、搬送ローラにより薬液処理室１０の基板搬出口（図示せず
）から搬出される。基板Ｗの表面１０２から流下しさらに薬液処理室１０の内底部に流下
した薬液は、循環排水路２０を介して薬液タンク１２に回収される。
【００２８】
　図２は、本発明の実施の形態に係る基板処理装置おいて基板Ｗの表面１０２に対する、
スプレーノズル１４を構成するスプレーパイプ部２２に形設されたノズル部２４の吐出口
２６の対向角度を説明するための模式図であり、図２（ａ）はその上面図、図２（ｂ）は
その断面図である。
【００２９】
　スプレーノズル１４は、薬液処理室１０内において基板搬送方向Ｘに交差する方向に等
ピッチに複数個互いに平行して配設され、各スプレーノズル１４は、基板搬送方向Ｘに沿
う方向に延在するスプレーパイプ部２２と、このスプレーパイプ部２２の長手方向に一列
に互いに近接して形設され薬液をその吐出口２６から基板Ｗの表面１０２へ吐出する複数
のノズル部２４から構成される。
【００３０】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、複数個、本実施の形態では８個のスプレー
ノズル１４ａ乃至１４ｈが基板搬送方向Ｘに交差する方向に等ピッチに互いに平行に配設
される。スプレーノズル１４ａ乃至１４ｈはそれぞれ、基板搬送方向Ｘに沿う方向に延在
するスプレーパイプ部２２ａ乃至２２ｈと、各スプレーパイプ部２２ａ乃至２２ｈの長手
方向に一列に互いに近接して形設される複数のノズル部２４から構成される。
【００３１】
　そして、傾斜させた姿勢で搬送される基板Ｗの表面１０２に対する複数のノズル部２４
の吐出口２６の対向角度を基板Ｗの表面１０２の傾斜下端方向に向けて、傾斜上端部付近
から傾斜下端部付近にかけて基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して漸次小さくなるよ
うに、ノズル部２４を各スプレーパイプ部２２ａ乃至２２ｈに形設し、さらにこれらのノ
ズル部２４は、図２（ａ）に示すように基板搬送方向Ｘに交差する方向において千鳥状に
配置される。
【００３２】
　図２（ｂ）は、ノズル部２４のうちスプレーパイプ部２２ａ乃至２２ｈの基板搬送方向
Ｘに沿う方向における略中央部に形設されたノズル部２４ａ乃至２４ｈによって形成され
るノズル部群の１組を例示しており、基板Ｗの表面１０２の傾斜上端部付近で対向するノ
ズル部２４ａの吐出口２６ａでは、基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して所定角度、
例えば４０°に、傾斜下端部付近に対向するノズル部２４ｈの吐出口２６ｈでは例えば０
°の角度に設定される。その他のノズル部群によって形成される組の吐出口の対向角度も
同様に傾斜下端方向に向けて、傾斜上端部付近から下端部付近にかけて基板Ｗの表面１０
２の法線３００に対して漸次小さくなるように設定されている。
【００３３】
　上述のように構成されたスプレーノズル１４ａ乃至１４ｈでは、静止状態の（往復回動
しない）スプレーパイプ部２２ａ乃至２２ｈに形設されたノズル部２４のそれぞれの対向
角度に固定された吐出口２６から基板Ｗの表面１０２へ等しい吐出量の薬液が吐出される
。そして、基板Ｗの表面１０２上において傾斜下端方向へ矢符Ｙで示されるように薬液が
流動し、この流動する薬液は、傾斜上端部付近と傾斜下端部付近において矢符Ｙ’および
Ｙ”で示されるように、両者の流速差が軽減されることにより基板Ｗの表面１０２上の全
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面において流速の均一化が図られる。なお、矢符の大きさは流速の大きさを表す。このよ
うに、等量の薬液が各ノズル部２４から吐出されるようにしたままで、吐出後に薬液の流
速の均一化が促進できるため、そのような均一化を図る目的で、各ノズル部２４からの吐
出量を調整するための煩瑣な機構等を必要とせず、これにより設計コストの低廉化を図る
ことができる。なお、図２（ａ）に示すノズル部２４ｆと２４ｇのように、ノズル部２４
の配置の一部に千鳥状となっていない領域が存在してもよい。
【００３４】
　また、ノズル部２４が、基板搬送方向Ｘに交差する方向において千鳥状に配置されるの
で、各ノズル部２４からの薬液吐出流の相互干渉が低減され、これによって基板表面１０
２上の流動薬液の流速差がさらに効果的に軽減され、基板Ｗの表面１０２上の全面におけ
る流速の均一化が促進される。
【００３５】
　図３は、図５図示の従来の基板処理装置および図２図示の本実施形態に係る基板処理装
置によってそれぞれ吐出された薬液の、傾斜姿勢の基板Ｗの表面１０２上における位置と
流速との関係を示すグラフであり、図６と同様に、縦軸は吐出された薬液の基板Ｗの表面
１０２上の流速を表し、横軸は傾斜姿勢の基板Ｗの傾斜上端を原点として傾斜下端までの
位置を表す。図３中、四角のドットをプロットした線１０６および丸のドット１０８は図
６図示の線１０６および１０８と同一であり、他方三角のドットをプロットした線１１０
は、傾斜させた姿勢で搬送される基板Ｗの表面１０２に対する複数のノズル部２４の吐出
口２６の対向角度を基板Ｗの表面１０２の傾斜下端方向に向けて、傾斜上端部付近から傾
斜下端部付近にかけて基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して漸次小さくなるように、
各スプレーパイプ部２２に形設された複数のノズル部２４の各吐出口２６から吐出された
薬液の基板Ｗの表面１０２上における位置と流速との関係を示す。
【００３６】
　図３図示の線１０６、１０８と１１０とを比較して明らかなように、本実施態様に係る
基板処理装置による薬液吐出では従来技術に係る基板処理装置による薬液吐出に比較して
、基板Ｗの傾斜上端部付近における薬液の流速と傾斜下端部付近における薬液の流速との
差が軽減されていることが認められる。
【００３７】
　したがって、本実施態様に係る基板処理装置において薬液として例えばエッチング液を
用いるエッチング処理の場合、基板Ｗの表面１０２上の傾斜上端部付近と傾斜下端部付近
におけるエッチングレートの差を低減することができ、表面１０２上の全面におけるエッ
チングレートの均一化を効果的に改善することができる。これによって、エッチング処理
後のパターンの線幅等の均一化の向上を達成することができる。
【００３８】
　上述の実施形態では、傾斜させた姿勢で搬送される基板Ｗの表面１０２に対する複数の
ノズル部２４の吐出口２６の対向角度を基板Ｗの表面１０２の傾斜下端方向に向けて、傾
斜上端部付近から傾斜下端部付近にかけて基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して漸次
小さくなるように、ノズル部２４を各スプレーパイプ部２２に形設し、静止状態の（往復
回動しない）スプレーパイプ部２２に形設されたノズル部２４のそれぞれの対向角度に固
定された吐出口２６から基板Ｗの表面１０２へ薬液が吐出されたが、本発明はこれに限定
されない。
【００３９】
　図４は、上述の実施形態の変形例に係る基板処理装置におけるノズル部２４から基板Ｗ
の表面１０２へ薬液を吐出する様子を示す模式図である。
【００４０】
　図４図示の変形例では、傾斜させた姿勢で搬送される基板Ｗの表面１０２に対する複数
のノズル部２４の吐出口２６の対向角度を基板Ｗの表面１０２の傾斜下端方向に向けて、
傾斜上端部付近から傾斜下端部付近にかけて基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して漸
次小さくなるように、ノズル部２４を各スプレーパイプ部２２に形設し、各スプレーパイ
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乃至[００４１]、図２乃至図４）の、回動機構（図示せず）により各スプレーパイプ部２
２の中心軸を中心として各スプレーパイプ部２２を、図４（ａ）図示の状態から、図４（
ｂ）図示のように傾斜上端方向に向けて所定角度、例えば傾斜最下端部付近に対向するノ
ズル部２４ｈの吐出口２６ｈが基板Ｗの表面１０２の法線３００に対して基板上端方向に
向けて４０°の角度を成す状態まで、一律に回動させた後、図４（ａ）図示の状態に復帰
回動させ、このような回動の往復動作を繰り返しながら各ノズル部２４の吐出口２６から
の薬液の基板Ｗの表面１０２への吐出方向を変化させる。なお、この回動機構による各ス
プレーパイプ部２２の往復回動角度、すなわち、各ノズル部２４の各吐出口２６の基板Ｗ
の表面１０２に対する対向角度の揺動幅は、同一である。
【００４１】
　この変形例に係る基板処理装置による薬液吐出では、基板Ｗの表面１０２上において吐
出薬液の流速の均一化を一定レベルで維持しつつ薬液処理の迅速化を図ることができる。
【００４２】
　なお、上述の各実施形態および変形例では処理液としてエッチング液、現像液、レジス
ト剥離液等の薬液を用いた薬液処理に本発明を適用した場合について説明したが、本発明
はこれに限定されず、処理液として純水等の洗浄液を用いる洗浄処理に適用してもよい。
【００４３】
　また、上述の実施形態および変形例では、スプレーノズルの個数として８個用いた構成
について説明したが、本発明はこれに限定されず、基板Ｗのサイズや処理の種類等に応じ
て適宜の数のスプレーノズルを選択すればよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　基板処理装置
　１０　　　　　薬液処理室
　１２　　　　　薬液タンク
　１４　　　　　スプレーノズル
　１６　　　　　送液ポンプ
　１８　　　　　薬液供給路
　２０　　　　　循環排水路
　２２　　　　　スプレーパイプ部
　２４　　　　　ノズル部
　２６　　　　　吐出口
　１０２　　　　基板の表面
　１０６、１０８、１１０　　　　　線
　Ｗ　　　　　基板
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