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(57)【要約】
【課題】　基板の全面に対して、ウエット処理を均一に
施すことができるようにした噴射式で傾斜搬送型のウエ
ット処理装置を提供する。
【解決手段】　処理液供給機構４は、傾斜姿勢で水平搬
送される基板Ｗの上方に配置され、基板Ｗの上面へ向け
て噴射する噴射ノズル４１は、基板Ｗの搬送方向（ｘ方
向）に延在するスプレーパイプ４２に取り付けられてい
る。各スプレーパイプ４２は、一つ上方へ隣のスプレー
パイプ４２との間隔が、下方のスプレーパイプ４２より
狭い間隔に配置している。また、噴射ノズル４１は、下
方ほど、ノズル吊下具４３を長寸にすることにより、噴
射ノズル４１と基板Ｗとの距離を、下方ほど小さくして
いる。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に処理液を供給してウエット処理を行う基板処理装置において、
　基板を傾斜姿勢で搬送する傾斜搬送手段と、
　傾斜搬送手段により搬送される基板へ、処理液を噴射する複数の液噴射ノズルを備え、
　噴射ノズルから噴射された処理液の基板に対する打力が、傾斜姿勢の基板の低い部位が
高い部位より強いことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基板処理装置において、
　前記複数の噴射ノズルは、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルの
間隔を、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルの間隔より、狭くしたことを特徴
とする基板処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の基板処理装置において、
　前記複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段の基板搬送方向と交差する方向に沿って配
置された噴射ノズルは、傾斜搬送手段の基板搬送方向と交差する方向に関する噴射ノズル
の間隔を、傾斜姿勢の基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板の低い部
位へ処理液を噴射する噴射ノズルでは、狭くしたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の基板処理装置において、
　前記複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段による基板搬送方向に沿って配置された噴
射ノズルは、基板搬送方向に関する噴射ノズルの間隔を、傾斜姿勢の基板の高い部位へ処
理液を噴射する噴射ノズルより、基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルでは、狭
くしたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の基板処理装置において、
　傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液
を噴射する噴射ノズルより、基板との距離を近づけたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の基板処理装置において、
　傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液
を噴射する噴射ノズルより、噴射ノズル噴射角を、狭くしたことを特徴とする基板処理装
置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の基板処理装置において、
　傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液
を噴射する噴射ノズルより、噴射する処理液の流量を多くしたことを特徴とする基板処理
装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の基板処理装置において、
　前記噴射ノズルは、処理液としてエッチング液を噴射し、基板をエッチング処理するこ
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】
　本発明は、基板処理装置、特に、処理液を噴射させることによって、基板表面に付着す
る不要物を除去する基板処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置、プラズマ表示装置や有機ＥＬ表示装置等の画像表示装置用ガラス基板、
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フォトマスク用基板、光ディスク用基板、半導体ウエハ、太陽電池用基板等の基板の製造
には、種々の基板処理装置が必要となる。
【０００３】
　これらの基板処理装置の中には、薬液や純水等の処理液を基板に供給することによって
、所要の処理を行うウエット処理がある。
【０００４】
　ウエット処理には、ノズルから薬液や純水等の処理液を細かなシャワー状に噴射するよ
うに供給することにより、噴射された処理液が勢いのある飛沫となって、基板表面の不要
物に衝突することで、基板から不要物を除去する噴射式のウエット処理がある。
【０００５】
　また、ウエット処理には、基板を傾斜姿勢で搬送しつつ、基板に対して処理液を供給す
ることにより、基板に供給された処理液が、傾斜した基板に沿って速やかに流下し、基板
表面の処理効率が向上するという利点を活かした傾斜搬送型のウエット処理が知られてい
る。
【０００６】
　噴射式であって、傾斜搬送型のウエット処理を行う処理装置としては、例えば特許文献
１の基板処理装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１８８２７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来、噴射式のウエット処理装置を、傾斜搬送型にすると、処理中に傾斜させた基板の
高い部位に比べて、基板の低い部位では、ウエット処理の出来具合が弱く、基板の全面を
均一にウエット処理できない不都合があった。
【０００９】
　このような不都合のため、エッチング処理では、基板の傾斜時の高い部位で所定の線幅
にエッチングしようとすると、低い部位ではエッチング不足となる。他方、低い部位で所
定の線幅にエッチングしようとすると、高い部位では過剰にエッチングしてしまう。基板
の全面に渡って、所定の線幅となるように、均一にエッチングすることが困難であった。
【００１０】
　洗浄処理や剥離処理においては、基板の傾斜時の高い部位では、十分に洗浄できたが、
低い部位では洗浄不足が生じ、無理矢理に低い部位まで十分に洗浄しようとすると、高い
部位では、必要以上に洗浄することになり、処理液を無駄に消費する不具合が避けられな
かった。
【００１１】
　本発明は、上記課題を解消しようとしてなされたものであり、基板の全面に対して、ウ
エット処理を均一に施すことができるようにした噴射式で傾斜搬送型のウエット処理装置
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】
【００１２】
　上記課題を解決するために、
　請求項１に記載の発明は、基板に処理液を供給してウエット処理を行う基板処理装置に
おいて、基板を傾斜姿勢で搬送する傾斜搬送手段と、傾斜搬送手段により搬送される基板
へ、処理液を噴射する複数の液噴射ノズルを備え、噴射ノズルから噴射された処理液の基
板に対する打力が、傾斜姿勢の基板の低い部位が高い部位より強いことを特徴とする。　
　　　
【００１３】
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　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明の基板処理装置において、前記
複数の噴射ノズルは、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルの間隔を
、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルの間隔より、狭くしたことを特徴とする
。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明の基板処理装置において、前記
複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段の基板搬送方向と交差する方向に沿って配置され
た噴射ノズルは、傾斜搬送手段の基板搬送方向と交差する方向に関する噴射ノズルの間隔
を、傾斜姿勢の基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板の低い部位へ処
理液を噴射する噴射ノズルでは、狭くしたことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の発明の基板処理装置におい
て、前記複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段による基板搬送方向に沿って配置された
噴射ノズルは、基板搬送方向に関する噴射ノズルの間隔を、傾斜姿勢の基板の高い部位へ
処理液を噴射する噴射ノズルより、基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルでは、
狭くしたことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれかに記載の発明の基板処理装
置において、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部
位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板との距離を近づけたことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれかに記載の発明の基板処理装
置において、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部
位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、噴射ノズル噴射角を、狭くしたことを特徴とする
。
【００１８】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれかに記載の発明の基板処理装
置において、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルは、基板の高い部
位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、噴射する処理液の流量を多くしたことを特徴とす
る。
【００１９】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれかに記載の発明の基板処理装
置において、前記噴射ノズルは、処理液としてエッチング液を噴射し、基板をエッチング
処理することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　上記課題を解消するために、上記課題の原因を鋭意探究した結果、噴射式のウエット処
理を、傾斜型でウエット処理することより基板表面の処理液に起こる独特な挙動に原因が
あることを見出した。つまり、基板へ向けて噴射された処理液は、傾斜姿勢であるから基
板表面では、処理液が高い部位から低い部位へ流れる。低い部位では、当該低い部位へ向
けて噴射された処理液に加えて、高い部位から流下して来た処理液が合わさって、基板表
面に処理液の膜が厚く存在する。
【００２１】
　このため、低い部位では、噴射された処理液が基板表面に衝突する勢いが、処理液の厚
い膜で弱められ、噴射式のウエット処理に不足が生じる不具合が生じていた。
【００２２】
　他方、高い部位では、より高い部位から流下して来る処理液は無い、または、あっても
僅かであるから、その高い部位の基板表面に存在する処理液は膜を形成しても薄く、噴射
された処理液は基板表面に、弱められることがなく勢いよく衝突し、噴射式のウエット処
理が支障なく行われる。
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【００２３】
　上記したような噴射式で傾斜搬送型のウエット処理の独特の処理液の挙動を回避すれば
、傾斜姿勢の基板の低い部位も、高い部位と同様に、噴射式ウエット処理が達成でき、基
板全面を均一にウエット処理できることの知見に基づき、請求項１から請求項８に記載の
発明は創作されたものである。
【００２４】
　すなわち、請求項１から請求項８に記載の発明は、ノズルから噴射された処理液の基板
に対する打力を、傾斜姿勢の基板の低い部位では高い部位より強くしたので、処理液の膜
が厚く存在する基板の低い部位に対しても、処理液の厚い膜に抗して、処理液の下の基板
表面に処理液の打力が十分に影響を及ぼすことができる。このため、基板表面が直に受け
る打力は、処理液の厚い膜状に存在する基板の低い部位でも、高い部位でも同程度が確保
でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことができる。
【００２５】
　特に、請求項２に記載の発明によれば、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する
噴射ノズルの間隔を、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルの間隔より、狭くし
たので、低い部位ほどノズルが密に配置される。このため、単位面積当たりで処理液の噴
射を受ける量が多くなり、処理液の膜に抗して基板表面が直に受ける打力は、処理液の厚
い膜状に存在する基板の低い部位でも、高い部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一
に、噴射式のウエット処理を施すことができる。
【００２６】
　特に、請求項３に記載の発明によれば、前記複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段の
基板搬送方向と交差する方向に沿って配置された噴射ノズルは、基板搬送方向と交差する
方向での間隔を、傾斜姿勢の基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板の
低い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルでは、狭くしたことにより、基板搬送方向と交差
する方向に関する噴射ノズルの密度は、低い部位ほど密に配置されることになる。このた
め、基板の低い部位は単位面積当たりに処理液の噴射を受ける量が多く、基板表面が直に
受ける打力は、処理液の厚い膜状に存在する基板の低い部位でも、高い部位でも同程度が
確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことができる。
【００２７】
　特に、請求項４に記載の発明によれば、前記複数の噴射ノズルのうち、傾斜搬送手段の
基板搬送方向に沿って配置された噴射ノズルは、基板搬送方向での間隔を、傾斜姿勢の基
板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板の低い部位へ処理液を噴射する噴
射ノズルでは、狭くしたことにより、基板搬送方向に関して噴射ノズルを密に配置される
ことになる。このため、噴射ノズルは、低い部位で密に配置されことになり、低い部位ほ
ど基板表面の単位面積当たりに処理液の噴射を受ける量が多く、基板表面が直に受ける打
力は、処理液の厚い膜状に存在する基板の低い部位でも、高い部位でも同程度が確保でき
、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことができる。
【００２８】
　特に、請求項５に記載の発明によれば、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する
噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、基板との距離を近づ
けたので、基板の低い部位では、ノズルから噴射された処理液の勢いが、基板周囲のガス
の抵抗で弱められることが少なく、基板表面が直に受ける打力は、基板の低い部位でも、
高い部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことが
できる。
【００２９】
　特に、請求項６に記載の発明によれば、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する
噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、噴射ノズル噴射角を
、狭くしたので、基板の低い部位では、噴射角度の狭い噴射ノズルから処理液が噴射され
、処理液の勢いが強く、基板に向かう処理液の角度も基板に対して垂直に近いことも相乗
して、基板表面が直に受ける打力は、処理液が厚い膜状に存在する基板の低い部位でも、
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高い部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことが
できる。
【００３０】
　特に、請求項７に記載の発明によれば、傾斜姿勢の基板の低い部位へ処理液を噴射する
噴射ノズルは、基板の高い部位へ処理液を噴射する噴射ノズルより、噴射する処理液の流
量を多くしたので、基板表面が直に受ける打力は、処理液が厚い膜状に存在する基板の低
い部位でも、高い部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理
を施すことができる。
【００３１】
　特に、請求項８に記載の発明によれば、処理液としてエッチング液を噴射するので、傾
斜姿勢の基板の低い部位でも、高い部位と同程度にエッチングが進行し、基板全面を均一
にエッチングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る基板処理装置の概略斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る基板処理装置における基板搬送方向に垂直な縦断面
図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る基板処理装置による基板への処理液の噴射状態を説
明するための図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る基板処理装置における基板搬送方向に垂直な縦断面
図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る基板処理装置による基板への処理液の噴射状態を説
明するための図である。
【図６】他の実施形態における基板処理装置の構成要素を模式的に示す図である。
【図７】他の実施形態における基板処理装置の構成要素を模式的に示す図である。
【図８】他の実施形態における基板処理装置の構成要素を模式的に示す図である。
【図９】他の実施形態における基板処理装置の構成要素を模式的に示す図である。
【図１０】他の実施形態における基板処理装置の構成要素を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３４】
　＜１．第１実施形態＞
　図１は、本発明に係る基板処理装置１の概略斜視図であり、図２は、基板処理装置１を
、基板搬送方向と垂直な鉛直面で破断して示す縦断面図である。基板処理装置１は、箱形
のエッチングチャンバー２の内部に、処理対象物として液晶表示装置の製造に供するガラ
ス製の基板Ｗを、傾斜姿勢（水平面に対して角度θ）にした状態で、水平方向に搬送する
基板搬送機構３と、傾斜姿勢で水平搬送される基板Ｗの上面に対して、処理液としてエッ
チング液を噴射する処理液供給機構４を備える。
【００３５】
　基板処理装置１は、エッチングチャンバー２内で基板Ｗを、基板搬送機構３によって傾
斜姿勢で移動する間に、基板Ｗの上面は全面がエッチング液の噴射を受けて、エッチング
液の化学作用に、噴射の衝撃による物理作用が相乗して、基板Ｗの表面の金属膜をむら無
くエッチング処理する。
【００３６】
　なお、本明細書および図面では、説明の便宜のためにｘ，ｙ，ｚの直行座標形を用い、
鉛直方向をｚ方向として、水平方向のｘ方向とｙ方向のうち、基板Ｗの搬送方向と同じ方
向をｘ方向とする。
【００３７】
　エッチングチャンバー２は、ｘ方向手前側の基板搬入側壁体２１と、ｘ方向の向こう側
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の基板搬出側壁体２２と、ｙ方向に沿って延在し前記両壁体２１，２２を連接する側壁体
２３と側壁体２４と、底壁体２５と、上蓋２６からなる箱体を形成している。
【００３８】
　なお、図１は、基板処理装置１の内部が見えるように上蓋を取り外した状態で図示して
いるが、基板Ｗをエッチング処理する稼働時には、エッチング液が周囲へ飛散しないよう
に上蓋は装填される。
【００３９】
　また、エッチングチャンバー２の基板搬入側壁体２１には、基板Ｗを基板処理装置１の
内部へ入れるための基板搬入口２６を開口し、基板搬出側壁体２２には、基板Ｗを基板処
理装置１の外へ出すための搬出口２７を開口している。
【００４０】
　基板搬送機構３は、図２に示すように、側壁体２３の下部に設けた下位軸受け部材３１
と、側壁体２４の中程に設けた上位軸受け３２によって、水平面に対して角度θに軸を傾
けた姿勢で、両端を回転可能に支持されたローラ軸３３を備える。ローラ軸３３は、複数
の搬送ローラ３４を環装している。それら複数の搬送ローラ３４を環装したローラ軸３３
は、基板Ｗの搬送方向に沿って、所定の間隔を置いて複数配備されている。したがって、
基板搬送方向（ｘ方向）に沿って、かつ、ｙ方向から角度θ傾斜した方向に沿って、水平
面に対して角度θ傾けた搬送面を形成するようにして、多数の搬送ローラ３４が配置され
ることとなる。
【００４１】
　これら搬送ローラ３４は、図示しない搬送駆動機構でローラ軸３３が回転駆動されるに
ともない、ローラ軸３３と一体に搬送ローラ３４が回転し、その外周上端に載せた基板Ｗ
を搬送する。この際に、基板Ｗは、ローラ軸３３の傾き角度θの傾斜姿勢でｘ方向に搬送
される。
【００４２】
　なお、搬送機構３には、搬送ローラ３４に載せられた基板Ｗが、傾斜姿勢で搬送される
ことにともない、下方へずれ落ちないように、基板Ｗの下方への移動を規制する補助ロー
ラ３５を備える。補助ローラ３５は、その回転軸３６が、ローラ軸３３の軸線と直角な向
きになるように、下位軸受け部材３１に付設された補助軸受け部材３７に軸支される。補
助ローラ３５は、外周面が傾斜姿勢の基板Ｗの下方端面と回転しながら接触することで、
基板Ｗの搬送を妨げずに支える。
【００４３】
　処理液供給機構４は、搬送機構３によって傾斜姿勢で水平搬送される基板Ｗの上方に配
置され、多数の噴射ノズル４１からエッチングを基板Ｗの上面へ向けて噴射する。
【００４４】
　噴射ノズル４１は、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に延在するスプレーパイプ４２に取り
付けられている。スプレーパイプ４２は、一端が基板搬出側壁体２２に付設された基板搬
出側パイプ支持部材４４に支持され、他端は基板搬入側壁体２１に付設された基板搬入側
パイプ支持部材（図示せず）に支持されている。
【００４５】
　なお、噴射ノズル４１をスプレーパイプ４２に取り付けるに際しては、スプレーパイプ
４２と噴射ノズル４１との途中にノズル吊下具４３を介在させている。これは、ノズル吊
下具４３の長さを違えることにより、噴射ノズル４１と基板Ｗとの距離を後で説明するよ
うにするためである。
【００４６】
　スプレーパイプ４２とノズル吊下具４３および噴射ノズル４１は、内部で連通し、スプ
レーパイプ４２の管内のエッチング液は、ノズル吊下具４３を経由して、噴射ノズル４１
から噴射される。
【００４７】
　なお、スプレーパイプ４２は、Ｙ方向に複数本並列配置しているが、各スプレーパイプ
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４２は共通配管４５が連通している。この共通配管４５は、エッチング供給機構（図示せ
ず）から提供されるエッチングを各スプレーパイプ４２へ分配供給する。
【００４８】
　スプレーパイプ４２は１１本あり、各スプレーパイプ４２は、一つ上方へ隣のスプレー
パイプ４２との間隔が、下方のスプレーパイプ４２ほど狭い間隔に配置している。つまり
、一番下方のスプレーパイプ４２から１番、２番、３番…１１番（最も上方のスプレーパ
イプ４２）と称すと、１番と２番のスプレーパイプ４２の間隔をＤ１、２番と３番の間隔
をＤ２，３番と４番の間隔をＤ３，…１０番と１１番の間隔をＤ１０と準々に表記すると
、Ｄ１＜Ｄ２＜Ｄ３＜…＜Ｄ１０のように、下方のスプレーパイプ４２どうしの間隔を狭
く配置している。
【００４９】
　上記したような間隔でスプレーパイプ４２が配置されることに従い、スプレーパイプ４
２に取り付けられる噴射ノズル４１どうしの間隔も、同様に、基板Ｗの搬送方向に垂直な
方向（ｙ方向）に関して、より厳密にはｙ方向から角度θだけ傾けた方向に関して、低い
位置の噴射ノズル４１ほど、隣の噴射ノズル４１との間隔を狭く配置することになる。な
お、噴射ノズル４１は、いわゆる千鳥配置にしているので基板搬送方向に若干前後するも
のの、低い位置の噴射ノズル４１ほど、隣の噴射ノズル４１との間隔を狭く配置すること
には変わりはない。
【００５０】
　また、噴射ノズル４１は、下方の噴射ノズル４１ほど、ノズル吊下具４３を長寸にする
ことにより、噴射ノズル４１と基板Ｗとの距離を、下方の噴射ノズル４１ほど小さくして
いる。つまり、下方の噴射ノズル４１から上方の噴射ノズル４１へ向けて準々に、噴射ノ
ズル４１から基板Ｗへの距離をＨ１，Ｈ２、Ｈ３…Ｈ１１と表記すると、Ｈ１＜Ｈ２＜Ｈ
３…Ｈ１１となる。
【００５１】
　また、一本のスプレーパイプ４２に取り付ける噴射ノズル４１の数は、下方のスプレー
パイプ４２ほど多い。噴射ノズル４１は、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に隣の噴射ノズル
４１との間隔を、１番のスプレーパイプ４２に取り付けられた噴射ノズル４１どうしの間
隔をＳ１、２番のスプレーパイプ４２に取り付けられた噴射ノズル４１どうしの間隔をＳ
２、３番のスプレーパイプ４２取り付けられた噴射ノズル４１どうしの間隔をＳ３、最も
上方の１１番のスプレーパイプ４２に取り付けられた噴射ノズル４１どうしの間隔をＳ１
１と、準々に表記すると、Ｓ１＜Ｓ２＜Ｓ３…＜Ｓ１０となる。
【００５２】
　上記のように噴射ノズル４１を配置したことにより、基板Ｗにエッチング液が噴射され
る様子を図３に模式的に示す。図３は、この第１実施形態に係る基板処理装置１による基
板Ｗへのエッチング液の噴射状態を説明するための図であり、傾斜姿勢の基板Ｗを傾斜姿
勢のままで上方から観察して、傾斜姿勢の基板Ｗの低い部位を紙面手前側として、噴射ノ
ズル４１から噴射されたエッチング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲の輪郭を円で、各噴
射ノズル４１に対応させて模式的に示している。
【００５３】
　図３から明らかなように、基板Ｗの低い部位では、噴射ノズル４１から噴射されたエッ
チング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲が狭く、噴射ノズル４１から噴射されたエッチン
グ液が狭く集中している。また、基板Ｗの低い部位では、噴射されたエッチング液の飛沫
が基板Ｗに衝突する範囲の重なりが多い。
【００５４】
　他方、基板Ｗの高い部位では、低い部位と比較してのことであるが、噴射ノズル４１か
ら噴射されたエッチング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲が広い。また、噴射されたエッ
チング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲の重なりが少ない。
【００５５】
　上記したように噴射ノズル４１を配置することにより、傾斜搬送される基板Ｗにおいて
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、基板Ｗの低い部位ほど、噴射ノズル４１から基板Ｗまでの距離を近づけたことにより、
基板の低い部位ほど、噴射ノズル４１から噴射された勢いが削がれることが少ない状態で
エッチング液が基板に衝突するので、エッチング液の打力が強くなる。
【００５６】
　噴射ノズル４１から出たエッチング等の処理液は、基板Ｗに到達するまでに、基板Ｗの
周囲の空気（空気以外の所要のガスを雰囲気とする処理では、そのガス）によって、噴射
された処理液の飛沫が運動エネルギーを奪われ、噴射ノズル４１から離れるほど強く運動
エネルギーを奪われる。これは、処理液が基板に及ぼす打力が、噴射ノズル４１に近いほ
ど強く、遠いほど弱いからである。
【００５７】
　また、下方のスプレーパイプ４２ほど、隣のスプレーパイプ４２との間隔を狭くしてい
るので、基板Ｗの低い部位ほど、基板Ｗの搬送方向に垂直な方向（ｙ方向）に関して、よ
り厳密にはｙ方向から角度θだけ傾けた方向に関して、隣の噴射ノズル４１との間隔が狭
く、噴射ノズル４１が密に配置されるので、基板Ｗへ噴射される単位面積当たりのエッチ
ング液の流量が多く、基板Ｗが受けるエッチング液の打力が強くなる。
【００５８】
　更に、各スプレーパイプ４２に取り付ける噴射ノズル４１の数を、下方のスプレーパイ
プ４２ほど多くしたことにより、基板Ｗの低い部位ほど、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）へ
隣の噴射ノズル４１との間隔が狭く、噴射ノズル４１が密に配置されるので、基板Ｗへ噴
射される単位面積当たりのエッチング液の流量が多く、基板Ｗが受けるエッチング液の打
力が強くなる。
【００５９】
　第１実施形態は、最適の実施形態であって、上記した３つの作用が相乗的に奏功するの
で、噴射式であって、かつ、傾斜搬送型のウエット処理を、基板全面に対して均一に施す
ことができる。つまり、噴射ノズル４１から噴射されたエッチング液の基板Ｗへ向かう打
力を、傾斜姿勢の基板Ｗの高い部位より低い部位が強くなるようにしたので、基板Ｗの上
にエッチング液の膜が厚く存在する基板Ｗの低い部位に対しても、エッチング液の厚い膜
に抗して、エッチング液の下の基板表面にエッチング液の打力が十分に影響を及ぼすこと
ができる。このため、処理液の下で基板表面が直に受ける打力は、基板の低い部位でも、
高い部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことが
できる。
【００６０】
　前記した基板処理装置では、共通配管４５が各スプレーパイプ４２へ処理液すなわちエ
ッチング液を供給するようにしたが、個々のスプレーパイプ４２ごとに独立した配管とし
てもよい。それにより、エッチング液を所望の圧力で各スプレーパイプ４２へ供給できる
。
【００６１】
　また、噴射ノズル４１へ処理液を供給するには、スプレーパイプ４２の内部を通さず、
スプレーパイプ４２は噴射ノズル４１を支持させることだけに使用し、噴射ノズル４１ご
とに独立した配管、例えば樹脂製ホースなどを使用して、処理液を供給するようにすても
よい。
【００６２】
　また、スプレーパイプ４２は、基板搬送方向に沿って長く配置したが、基板搬送方向と
交差する方向に沿って、長く配してもよい。
また、噴射ノズル４１は、鉛直下方向きに設置したが、所要の方向に傾けて設置してもよ
い。
【００６３】
　また、噴射ノズル４１は、静止させずに、基板Ｗの搬送方向、および／または基板の搬
送方向に揺動させて、いわゆる首振り噴射させてもよい。
【００６４】
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　＜２．第２実施形態＞
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態が第１実施形態と相違するのは、
スプレーパイプ２４２とスプレーパイプ２４２との間隔、噴射ノズル２４１と噴射ノズル
２４１との間隔、ノズル吊下具２４３の長さ、および、噴射ノズル２４１の数である。
図４は、第２実施形態に係る基板処理装置における基板搬送方向に垂直な縦断面図である
。処理液供給機構２０４は、搬送機構３によって傾斜姿勢で水平搬送される基板Ｗの上方
に配置され、多数の噴射ノズル２４１からエッチング液を基板Ｗの上面へ向けて噴射する
。
【００６５】
　噴射ノズル２４１は、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に延在するスプレーパイプ２４２に
取り付けられ、スプレーパイプ２４２は、一端が基板搬出側壁体２２に付設された基板搬
出側パイプ支持部材２４４に支持され、他端は基板搬入側壁体２１に付設された基板搬入
側パイプ支持部材（図示せず）に支持されている。
【００６６】
　第２実施形態では、スプレーパイプ２４２は２３本あり、一番下方のスプレーパイプ２
４２から１番、２番、３番…２３番（最も上方のスプレーパイプ２４２）と称すと、１番
と２番のスプレーパイプ２４２の間隔をＤ１、２番と３番の間隔をＤ２，３番と４番の間
隔をＤ３，…２２番と２３番の間隔をＤ２２と準々に表記すると、（Ｄ１＝Ｄ２＝Ｄ３＝
Ｄ４＝Ｄ５＝Ｄ６＝Ｄ７＝Ｄ８）＜（Ｄ９＝Ｄ１０＝Ｄ１１＝Ｄ１２＝Ｄ１３＝Ｄ１４＝
Ｄ１５＝Ｄ１６）＜（Ｄ１７＝Ｄ１８＝Ｄ１９＝Ｄ２０＝Ｄ２１＝Ｄ２２）となる。
【００６７】
　つまり、下方の１番から９番のスプレーパイプ２４２までを第１群と称すると、第１群
内のスプレーパイプ２４２どうしの間隔は等しい。９番から１７番のスプレーパイプ２４
２までを第２群と称すると、第２群内のスプレーパイプ２４２どうしの間隔は等しい。１
７番から２３番のスプレーパイプ２４２までを第３群と称すると、第３群内のスプレーパ
イプ２４２どうしの間隔は等しい。これらのように、本発明では、高さが違うスプレーパ
イプ２４２の一部において、スプレーパイプ２４２どうしが同じ間隔であることを排除し
ない。
【００６８】
　第１群内のスプレーパイプ２４２どうしの間隔は、第２群内のスプレーパイプ２４２ど
うしの間隔よりも狭い。第２群内のスプレーパイプ４２どうしの間隔は、第３群内のスプ
レーパイプ２４２どうしの間隔よりも狭い。
【００６９】
　上記したような間隔でスプレーパイプ２４２が配置されることに従い、スプレーパイプ
２４２に取り付けられる噴射ノズル２４１の間隔も、同様に、基板Ｗの搬送方向に垂直な
方向（ｙ方向）に関して、より厳密にはｙ方向から角度θだけ傾けた方向に関して、１番
から９番のスプレーパイプ２４２に取り付けられた噴射ノズル２４１までを第１群と称す
ると、第１群内の噴射ノズル２４１どうしの間隔は等しい。９番から１７番のスプレーパ
イプ２４２に取り付けられた噴射ノズル２４１を第２群と称すると、第２群内の噴射ノズ
ル２４１どうしの間隔は等しい。１７番から２３番のスプレーパイプ２４２に取り付けら
れた噴射ノズル２４１を第３群と称すると、第３群内の噴射ノズル２４１どうしの間隔は
等しい。これらのように、本発明では、高さが違う噴射ノズル２４１の一部において、噴
射ノズル２４１どうしが同じ間隔であることを排除しない。
【００７０】
　第１群内の噴射ノズル２４１どうしの間隔は、第２群内の噴射ノズル２４１どうしの間
隔よりも狭い。第２群内の噴射ノズル２４１どうしの間隔は、第３群内の噴射ノズル２４
１どうしの間隔よりも狭い。
【００７１】
　以上説明したように第２実施形態では、基板Ｗの搬送方向に垂直な方向（ｙ方向）に関
して、より厳密にはｙ方向から角度θだけ傾けた方向に関して、噴射ノズル２４１どうし
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の間隔は、配置される高さに応じて、第１群、第２群、第３群の３種に区分けし、群単位
で、前記方向に関する噴射ノズル２４１の間隔を、下方の噴射ノズル２４１群は上方の噴
射ノズル２４１群よりも、狭くなるように配置している。
【００７２】
　したがって、第１群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位
は、第２群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される部位よりも、打力が強
い。第２群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位は、第３群
の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される部位よりも、打力が強い。
【００７３】
　ただし、第１群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位では
、第１群内の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される打力が等しい。第２群
の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位では、第２群の噴射ノ
ズル２４１によってエッチング液が噴射される打力が等しい。第３群の噴射ノズル２４１
によってエッチング液が噴射される基板の部位では、第３群の噴射ノズル２４１によって
エッチング液が噴射される打力が等しい。これらのように、本発明では、高さが違う噴射
ノズル２４１がエッチング液を噴射する部位で、一部の噴射ノズル２４１からエッチング
が噴射される打力が同じであることを排除しない。
【００７４】
　また、第２実施形態でも、噴射ノズル２４１は、下方の噴射ノズル２４１ほど、ノズル
吊下具２４３を長寸にすることにより、噴射ノズル２４１と基板Ｗとの距離を、下方の噴
射ノズル２４１ほど小さくしているが、２３本あるスプレーパイプ２４２の一つ一つ準々
と、下方の噴射ノズル２４１から上方の噴射ノズル２４１へ向けて準々に、噴射ノズル２
４１から基板Ｗへの距離は、Ｈ１＜Ｈ２＜Ｈ３…Ｈ２３となるようにしている。
【００７５】
　また、一本のスプレーパイプ２４２に取り付ける噴射ノズル４１の数は、下方のスプレ
ーパイプ２４２ほど多いが、郡単位で多くしている。基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）へ隣の
噴射ノズル２４１との間隔を、下方から１番のスプレーパイプ２４２に取り付けられた噴
射ノズル２４１どうしの間隔をＳ１、２番のスプレーパイプ２４２に取り付けられた噴射
ノズル２４１どうしの間隔をＳ２、３番のスプレーパイプ２４２取り付けられた噴射ノズ
ル２４１どうしの間隔をＳ３、最も上方の１１番のスプレーパイプ２４２に取り付けられ
た噴射ノズル２４１どうしの間隔をＳ１１と、準々に表記すると、Ｓ１＝Ｓ２＝Ｓ３＝Ｓ
４＝Ｓ５＝Ｓ６＝Ｓ７＝Ｓ８＝Ｓ９＜Ｓ１０＝Ｓ１１＝Ｓ１２＝Ｓ１３＝Ｓ１４＝Ｓ１５
＝Ｓ１６＝Ｓ１７＜Ｓ１８＝Ｓ１９＝Ｓ２０＝Ｓ２１＝Ｓ２２＝Ｓ２３となる。
【００７６】
　つまり、下方の１番から９番のスプレーパイプ２４２を第１群とすると、第１群内では
、スプレーパイプ２４２に取り付ける噴射ノズル２４１どうしの間隔は等しい。１０番か
ら１７番のスプレーパイプ２４２を第２群とすると、第１群内では、スプレーパイプ２４
２に取り付ける噴射ノズル２４１どうしの間隔は等しい。１８番から２３番のスプレーパ
イプ２４２を第３群とすると、第３群内では、スプレーパイプ２４２に取り付ける噴射ノ
ズル２４１どうしの間隔は等しい。これらのように、本発明では、高さが違う噴射ノズル
２４１の一部において、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に関する噴射ノズル２４１どうしが
同じ間隔であることを排除しない。
【００７７】
　第１群内にてスプレーパイプ２４２に取り付けられた噴射ノズル２４１の基板Ｗの搬送
方向（ｘ方向）に関する間隔は、第２群内のスプレーパイプ２４２に取り付けられた噴射
ノズル２４１どうしの間隔よりも狭い。第２群内にてスプレーパイプ２４２に取り付けら
れた噴射ノズル２４１どうしの間隔は、第３群内のスプレーパイプ２４２に取り付けられ
た噴射ノズル２４１どうしの間隔よりも狭い。
【００７８】
　したがって、第１群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位
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は、第２群の噴射ノズル４１によってエッチング液が噴射される部位よりも、打力が強い
。第２群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位は、第３群の
噴射ノズル４１によってエッチング液が噴射される部位よりも、打力が強い。
【００７９】
　ただし、第１群の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位では
、第１群内の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される打力が等しい。第２群
の噴射ノズル２４１によってエッチング液が噴射される基板の部位では、第２群の噴射ノ
ズル４１によってエッチング液が噴射される打力が等しい。第３群の噴射ノズル２４１に
よってエッチング液が噴射される基板の部位では、第３群の噴射ノズル２４１によってエ
ッチング液が噴射される打力が等しい。これらのように、本発明では、高さが違う噴射ノ
ズル２４１がエッチング液を噴射する部位で、噴射ノズル２４１からエッチングが噴射さ
れる打力が同じであることを排除しない。　
【００８０】
　ここで、第２実施形態における噴射ノズル２４１の配置により、基板Ｗにエッチング液
が噴射される様子を図５に模式的に示す。図５は、第２実施形態におけるエッチング液の
噴射状態を説明するための図であり、傾斜姿勢の基板Ｗを傾斜姿勢のままで上方から観察
して、傾斜姿勢の基板Ｗ低い部位を紙面手前側として、噴射ノズル２４１から噴射された
エッチング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲の輪郭を円で、各噴射ノズル２４１に対応さ
せて模式的に示している。
【００８１】
　図５から明らかなように、第１群の噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液が基
板Ｗに到達することになる基板Ｗの比較的低い部位では、各噴射ノズル２４１から噴射さ
れたエッチング液の飛沫が基板に衝突する範囲が狭く、集中している。また、噴射された
エッチング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲の重なりが多い。
【００８２】
　第３群の噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液が基板Ｗに到達することになる
基板Ｗの比較的高い部位では、各噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液の飛沫が
基板Ｗに衝突する範囲が広く、拡散している。また、噴射されたエッチング液の飛沫が基
板Ｗに衝突する範囲の重なりも少ない。
【００８３】
　第２群の噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液が基板Ｗに到達することになる
基板Ｗの中間部位では、各噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液の飛沫が基板Ｗ
に衝突する範囲は、前記低い部位より広いが、前記高い部位よりは狭く、中間である。ま
た、噴射されたエッチング液の飛沫が基板Ｗに衝突する範囲の重なりは、前記低い部位よ
り少ないが、前記高い部位よりは多く、中ぐらいである。
【００８４】
　上記したように噴射ノズル２４１を配置することにより、傾斜搬送される基板Ｗにおい
て、基板Ｗの低い部位ほど、噴射ノズル２４１から基板Ｗまでの距離を近づけたことによ
り、基板の低い部位ほど、噴射ノズル２４１から噴射された勢いが削がれることが少ない
状態でエッチング液が基板に衝突するので、エッチング液の打力が強くなる。
【００８５】
　また、郡単位ではあるが、下方のスプレーパイプ２４２の群ほど、上方のスプレーパイ
プ４２の群と比較して、スプレーパイプ２４２どうしの間隔を狭くしている。したがって
、基板Ｗの搬送方向に垂直な方向（ｙ方向）に関して、より厳密にはｙ方向から角度θだ
け傾けた方向に関して、下方のスプレーパイプ２４２の群は、それより上方のスプレーパ
イプ２４２の群よりも、噴射ノズル２４１どうしの間隔が狭く、噴射ノズル２４１が密に
配置されるので、基板Ｗへ噴射される単位面積当たりのエッチング液の流量が多く、基板
Ｗが受けるエッチング液の打力が強くなる。
【００８６】
　更に、各スプレーパイプ２４２に取り付ける噴射ノズル２４１の数は、郡単位ではある
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が、下方のスプレーパイプ２４２の群は、それより上方のスプレーパイプ２４２の群より
も多くしたので、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に関して、一つのスプレーパイプ２４２に
取り付ける噴射ノズル２４１同士の間隔が狭く、噴射ノズル２４１が密に配置されるので
、基板Ｗへ噴射される単位面積当たりのエッチング液の流量が多く、基板Ｗが受けるエッ
チング液の打力が強くなる。
【００８７】
　第２実施形態は、噴射ノズル２４１から噴射されたエッチング液の基板Ｗへ向かう打力
を、傾斜姿勢の基板Ｗの高い部位より低い部位が強くなるようにしたので、基板Ｗの上に
エッチング液の膜が厚く存在する基板Ｗの低い部位に対しても、エッチング液の厚い膜に
抗して、エッチング液の下の基板表面にエッチング液の打力が十分に影響を及ぼすことが
でき、このため、処理液の下で基板表面が直に受ける打力は、基板の低い部位でも、高い
部位でも同程度が確保でき、基板全面に均一に、噴射式のウエット処理を施すことができ
る。
【００８８】
　＜３．変形例＞
　噴射ノズルから噴射されたエッチング液が基板Ｗへ向かう打力を、傾斜姿勢の基板Ｗの
高い部位より低い部位を強くするには、基板処理装置を様々に構成することで行うことが
できる。次に、前記した第１実施形態や第２実施形態にて採用した構成要素および、採用
していない構成要素も含めて、基板の低い部位で高い部位よりも処理液の打力を強くする
ことを可能にする構成要素を、図６、図７、図８、図９、図１０を参照して説明する。
【００８９】
　図６に示す構成要素は、噴射ノズル３４１を、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）と交差する
方向に複数配置し、基板搬送方向と交差する方向における噴射ノズルの間隔Ｄを、傾斜姿
勢の基板Ｗの低い部位では高い部位より、狭くしている。なお、この構成要素は、第１実
施形態および第２実施形態で採用されている。
【００９０】
　基板搬送方向と交差する方向における噴射ノズル３４１の間隔Ｄを、傾斜姿勢の基板Ｗ
の低い部位では高い部位より、狭くすることにより、基板Ｗの低い部位では高い部位より
噴射ノズル３４１が密に配置されるので、基板Ｗへ噴射される単位面積当たりの処理液の
流量が多く、基板Ｗが受ける処理液の打力が強くなる。
【００９１】
　なお、基板Ｗの搬送方向と交差する方向は、第１実施形態および第２実施形態では、基
板Ｗの搬送方向と平面視で、直角に交差する方向であるが、直交に限定する必要はなく、
所望の角度で交差させればよい。
【００９２】
　また、複数在る噴射ノズル３４１のうち、基板搬送方向と交差する方向で隣り合う噴射
ノズル３４１の間隔は、必ずしも全ての噴射ノズル３４１において、下方隣の噴射ノズル
３４１との間隔が、上方隣の噴射ノズル３４１との間隔よりも、狭くすることが求められ
るわけではない。少なくとも、基板搬送方向と交差する方向に複数在る噴射ノズル３４１
のうち、少なくとも一つの噴射ノズル３４１が、下方隣の噴射ノズル３４１との間隔が、
上方隣の噴射ノズル３４１との間隔よりも、狭くしてあればよい。なお、その他の噴射ノ
ズル３４１においては、隣の噴射ノズル３４１との間隔が同じでもよい。
【００９３】
　ただし、基板搬送方向と交差する方向に複数在る噴射ノズル３４１のうち、下方に隣の
噴射ノズル３４１との間隔が、上方に隣の噴射ノズル３４１との間隔よりも狭い噴射ノズ
ル３４１は、なるべく多い方が好ましい。傾斜姿勢の基板の低い部位から、高い部位へ向
けて、打力を高めることの変化を滑らかにできるからである。
【００９４】
　図７に示す構成要素では、噴射ノズル３４１を、基板Ｗの搬送方向（ｘ方向）に複数配
置し、基板搬送方向と交差する方向における噴射ノズル３４１の間隔Ｓを、傾斜姿勢の基
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板Ｗの低い部位では高い部位より、狭くしている。なお、図７において、噴射ノズル３の
基板搬送方向の並びいついては、その一部を波線で描き、その他は図示を省略している。
この構成要素は、第１実施形態および第２実施形態で採用されている。
【００９５】
　基板搬送方向と交差する方向における噴射ノズル３４１の間隔Ｓを、傾斜姿勢の基板Ｗ
の低い部位では高い部位より、狭くすることにより、基板Ｗの低い部位では高い部位より
噴射ノズル３４１が密に配置されるので、基板Ｗへ噴射される単位面積当たりの処理液の
流量が多く、基板Ｗが受ける処理液の打力が強くなる。
【００９６】
　なお、複数在る噴射ノズル３４１のうち、基板搬送方向で隣り合う噴射ノズル３４１の
間隔は、必ずしも全ての噴射ノズル３４１について、下方の噴射ノズル３４１の並びにお
ける噴射ノズル３４１どうしの間隔が、上方の噴射ノズル３４１の並びにおける噴射ノズ
ル３４１どうしの間隔よりも、狭くすることが求められるわけではない。基板搬送方向に
複数在る噴射ノズル３４１のうち、少なくとも一つの噴射ノズル３４１について、当該噴
射ノズル３４１より上方の噴射ノズル３４１と比較して、基板搬送方向に隣の噴射ノズル
３４１との間隔が、狭くなっていればよい。なお、その他の噴射ノズル３４１においては
、隣の噴射ノズル３４１との間隔が同じでもよい。
【００９７】
　ただし、基板搬送方向に複数在る噴射ノズル３４１のうち、上方の噴射ノズル３４１と
比較して、基板搬送方向に隣の噴射ノズル３４１との間隔が、狭くした噴射ノズル３４１
は、なるべく多い方が好ましい。傾斜姿勢の基板の低い部位から、高い部位へ向けて、打
力を高めることの変化を滑らかにできるからである。
【００９８】
　図８に示す構成要素では、噴射ノズル３４１の基板Ｗとの距離Ｈを、下方の噴射ノズル
３４１ほど上方の噴射ノズル３４１より、小さく、すなわち近づけている。なお、この構
成要素は、第１実施形態および第２実施形態で採用されている。
【００９９】
　下方の噴射ノズル３４１を上方の噴射ノズル３４１より、基板Ｗとの距離Ｈを小さくし
たことにより、基板Ｗの低い部位は、高い部位と比較して、噴射ノズル３４１から出た処
理液が基板周囲のガスによって、噴射されたことによる運動エネルギーが削がれることが
少なく、基板Ｗが受ける処理液の打力が強くなる。
【０１００】
　なお、複数在る噴射ノズル３４１のうち、必ずしも全ての噴射ノズル３４１が、当該噴
射ノズル３４１より上方の噴射ノズル３４１と比較して、基板Ｗとの距離を小さくするこ
とが求められるわけではない。少なくとも一つの噴射ノズル３４１が、上方の噴射ノズル
３４１より、基板Ｗとの距離が小さくなっていればよい。なお、その他の噴射ノズル３４
１においては、隣の噴射ノズル３４１との間隔が同じでもよい。
【０１０１】
　ただし、複数在る噴射ノズル３４１のうち、上方の噴射ノズル３４１と比較して、基板
Ｗとの距離を小さくした噴射ノズル３４１は、なるべく多い方が好ましい。傾斜姿勢の基
板の低い部位から、高い部位へ向けて、打力を高めることの変化を滑らかにできるからで
ある。
【０１０２】
　図９に示す構成要素では、噴射ノズル３４１の噴射角度（処理液を噴射する広がりの角
度）αを、下方の噴射ノズル３４１を上方の噴射ノズル３４１より、狭めている。なお、
この構成要素は、第１実施形態や第２実施形態には採用していない、他の構成要素である
。
【０１０３】
　下方の噴射ノズル３４１を上方の噴射ノズル３４１より、噴射角度αを狭めたことによ
り、基板Ｗの低い部位は、高い部位と比較して、噴射ノズル３４１から出た処理液の飛沫
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が狭い範囲に集中的に衝突し、基板Ｗが受ける処理液の打力が強くなる。
【０１０４】
　なお、複数在る噴射ノズル３４１のうち、必ずしも全ての噴射ノズル３４１が、当該噴
射ノズル３４１より上方の噴射ノズル３４１と比較して、噴射角度αを狭めることが求め
られるわけではない。少なくとも一つの噴射ノズル３４１が、上方の噴射ノズル３４１よ
り、噴射角度αが狭ければよい。その他の噴射ノズル３４１においては、隣の噴射ノズル
３４１と噴射角度αが同じでもよい。
【０１０５】
　ただし、複数在る噴射ノズル３４１のうち、上方の噴射ノズル３４１と比較して、噴射
角度αを狭めた噴射ノズル３４１は、なるべく多い方が好ましい。傾斜姿勢の基板の低い
部位から、高い部位へ向けて、打力を高めることの変化を滑らかにできるから。
【０１０６】
　図１０に示す構成要素では、噴射ノズル３４１が噴射する処理液の流量を、下方の噴射
ノズル３４１を上方の噴射ノズル３４１より、多くしている。なお、この構成要素は、第
１実施形態や第２実施形態には採用していない、他の構成要素である。
【０１０７】
　下方の噴射ノズル３４１を上方の噴射ノズル３４１より、噴射する処理液の流量を多く
したことにより、基板Ｗの低い部位は、高い部位と比較して、噴射ノズル３４１から出た
処理液の単位面積当たりの量が多いので、基板Ｗが受ける処理液の打力が強くなる。
【０１０８】
　なお、複数在る噴射ノズル３４１のうち、必ずしも全ての噴射ノズル３４１が、当該噴
射ノズル３４１より上方の噴射ノズル３４１と比較して、流量を多くすることが求められ
るわけではない。少なくとも一つの噴射ノズル３４１が、上方の噴射ノズル３４１より、
流量が多ければよい。その他の噴射ノズル３４１においては、隣の噴射ノズル３４１と流
量が同じでもよい。
【０１０９】
　ただし、複数在る噴射ノズル３４１のうち、上方の噴射ノズル３４１と比較して、流量
を多くした噴射ノズル３４１は、なるべく多い方が好ましい。傾斜姿勢の基板の低い部位
から、高い部位へ向けて、打力を高めることの変化を滑らかにできるからである。
【０１１０】
　ここまで、図６、図７、図８、図９、図１０を参照して、基板の低い部位で高い部位よ
りも処理液の打力を強くすることを可能にする幾つもの構成要素を例示列挙したが、その
ことを可能にするのは、上記構成要素だけに限定されることはない。
【０１１１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はその趣旨を逸脱しない限りに
おいて上述のもの以外に種々の変更を行うことが可能である。
【０１１２】
　本発明は、上記した各種の構成要素を、いずれか一つ、または、幾つかの構成要素を組
み合わせて採用してもよい。また、基板の低い部位で高い部位よりも処理液の打力を強く
することを可能できれば上記構成要素とは別の構成要素を、採用してもよい。
【０１１３】
　また、エッチング処理に本発明を適用した実施形態を説明したが、本発明は、エッチン
グ処理に限らず、処理液を基板へ向けて噴射することにより、処理液の化学作用と、噴射
による物理作用の双方を活用して基板表面に対して処理を施す処理に適用することができ
る。
【０１１４】
　そのような処理の好適例としては、基板表面の不要物を除去する洗浄処理、現像処理、
剥離処理などが挙げられる。なお、不要物とは、例えば、洗浄処理におけるパーティクル
や自然酸化膜、カラーフィルタの現像処理におけるカラーレジスト、感光性ポリイミド樹
脂、剥離処理におけるパーティクルやレジスト等である。



(16) JP 2011-181795 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

【０１１５】
　また、処理液も、処理の種類に応じて、洗浄液、現像液、剥離液、エッチング液などを
使用することができ、どのような機能の液を用いるか限定されない。処理液の種類は、純
水、酸、アルカリ、有機の薬液など、細かな氷の粒子を含む液など限定されない。
【０１１６】
　なお、本発明をエッチング処理に適用した場合には、エッチング処理に独特の優れた効
果が期待できる。
【０１１７】
　本発明では、傾斜姿勢の基板の高い部位に対しては、変更を加える必要はなく、低い部
位に対して基板に噴射するエッチングの打力を強くすればよいから、基板の高い部位での
エッチング処理の仕上がりに悪影響を与えることなく、低い部位でのエッチング不足を解
消できる。
【０１１８】
　すなわち、エッチング処理は、エッチング不足を解消せねばならないが、その影響で、
エッチングを必要以上に進行させることを招いては成らない。例えば、フォトレジスト膜
に対する剥離処理の場合、フォトレジスト膜を漏れなく除去するように、処理の不足を生
じないことだけを目指せばよく、基板のどこかの部位で、フォトレジストの除去が十分進
行した後に、まだ剥離処理を強く行っても、そのことで基板を損ねることはない。
【０１１９】
　エッチング処理の場合は、適正なエッチングの度合いを超えて、エッチング処理を進行
させるような事態が、基板のどこかで生じると、過剰エッチングとなり、エッチングパタ
ーンの線幅がやせ細るなどの新たな不具合が生じてしまう。本発明をエッチング処理に適
用した場合には、そのような不具合を来すことがなく、高品質で均一にエッチングをする
ことができる。
【０１２０】
　また、本発明によって処理する基板は、液晶表示装置、プラズマ表示装置や有機ＥＬ表
示装置等の画像表示装置用ガラス基板、フォトマスク用基板、光ディスク用基板、半導体
ウエハ、太陽電池用基板等など、各種基板に対する処理に本発明は用いることができる。
【符号の説明】
【０１２１】
１　基板処理装置
２　エッチングチャンバー
３　基板搬送機構
４　処理液供給機構
２１　基板搬入側壁体
２２　基板搬出側壁体
２３，２４　側壁体
２５　底壁体
２６　基板搬入口
２７　基板搬出口
３１　下位軸受け部材
３２　上位軸受け部材
３３　ローラ軸
３４　搬送ローラ
３５　補助ローラ
３６　回転軸
３７　補助軸受け部材
４１、２４１、３４１　噴射ノズル
４２、２４２　スプレーパイプ
４３、２４３　ノズル吊下具
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４４、２４４　基板搬出側パイプ支持部材
Ｗ　　基板
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