
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を現像する現像処理方法であって，
　 貯留された現像液の液面の上方において，基板の表面が水平方向に向くように
基板を垂直に保持する工程と，
　前記基板を 液面に対し相対的に下降し，基板の下端部を前記液面
に相対的に低速度で接触させる工程と，
　その後，相対的に高速度で基板の全体を 現像液中に進入させて，基板の全
体を当該現像液中に浸漬する工程と，
　

を有することを特徴とする，現像処理方法。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
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貯留槽に

前記貯留槽の現像液の

前記貯留槽の

基板の全体を現像液中に浸漬した状態で，前記貯留槽を前記基板の表面が向いた前記水
平方向に往復移動させる工程と，

　基板の全体を現像液中に浸漬した状態で，前記基板を前記現像液に対し相対的に基板の
表面と平行な方向に往復移動させる工程を有することを特徴とする，請求項１に記載の現
像処理方法。

　前記基板の前記平行な方向への往復移動は，基板の全体を，前記現像液に対して相対的
に基板の表面と同一平面内において円運動させることによって行われることを特徴とする
，請求項２に記載の現像処理方法。



【請求項５】

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】

【請求項１０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，基板の現像処理方法及び基板の現像処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から，半導体デバイスの製造プロセスにおいて，例えばＬＣＤ基板，ウェハ等の基板
の表面にフォトリソグラフィ技術を用いて回路パターンを形成するフォトリソグラフィ工
程が行われている。
【０００３】
このフォトリソグラフィ工程においては，露光処理された基板を現像する現像処理が行わ
れている。この現像処理には，例えば現像液の処理槽の上方に，ウェハを現像液の液面に
対して略垂直になるように位置させ，ウェハを液面に向けて下降させてウェハを現像液中
に浸漬させる，いわゆるディップ方式の現像処理方法が提案されている（例えば，特許文
献１参照。）。このディップ方式の現像処理方法によれば，ウェハを一枚ずつ処理槽に浸
けるので，処理槽の幅が非常に小さくて済むという利点がある。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０―２７７４１号公報
【０００５】
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　前記基板は，方形の基板であって，
　前記基板の下端部を現像液の液面に接触させる工程においては，前記基板のいずれか一
つの角部から前記現像液の液面に接触させることを特徴とする，請求項１～３のいずれか
に記載の現像処理方法。

　基板を現像液中に浸漬させて基板を現像する現像処理方法であって，
　基板の表面が水平方向に向くように，貯留槽の現像液中に基板を浸漬する工程と，
　基板を現像液中に浸漬した状態で，前記貯留槽を前記基板の表面が向いた前記水平方向
に往復移動させる工程と，を有することを特徴とする，現像処理方法。

現像液中に浸漬された基板を，前記現像液に対し相対的に基板の表面と平行な方向に往
復移動させる工程を有することを特徴とする，請求項５に記載の現像処理方法。

前記基板の前記平行な方向への往復移動は，基板の全体を，前記現像液に対して相対的
に基板の表面と同一平面内において円運動させることによって行われることを特徴とする
，請求項６に記載の現像処理方法。

基板が現像液中に浸漬された際に，現像液に超音波振動を付加する工程を有することを
特徴とする，請求項１～７のいずれかに記載の現像処理方法。

　基板の現像処理装置であって，
　現像液を貯留する貯留槽と，
　前記貯留槽の上方において，基板の表面が水平方向に向くように基板を垂直に保持する
保持部材と，
　前記保持部材と貯留槽とを相対的に上下動させるための昇降駆動部と，
　前記貯留槽を前記基板の表面が向いた前記水平方向に往復移動させるための往復駆動部
と，を備えたことを特徴とする，現像処理装置。

前記往復駆動部は，前記基板の表面と平行な方向にも貯留槽を往復移動できることを特
徴とする，請求項９に記載の現像処理装置。



【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，上記ディップ方式の現像処理方法では，ウェハを現像液内に侵入させる際
に，ウェハが気泡を巻き込んで当該気泡がウェハの表面に付着したり，現像液がウェハの
表面に液跳ねすることがあった。ウェハの表面に気泡が付着した場合，その気泡の付着部
分やその周辺部分には現像液が接触できないので，当該部分の現像が行われなくなる。ま
た，ウェハ表面に現像液が液跳ねした場合，当該液跳ねによって現像液が付着した部分に
おいて現像が行われてしまう。このような場合，ウェハ表面の現像が不均一に行われるの
で，ウェハ表面に現像斑が生じ，歩留まりの低下の原因になっていた。
【０００６】
また，上記ディップ方式の現像処理方法では，ウェハの現像が，ウェハを現像液内で静止
させた状態で行われる。このため，現像開始当初，現像液との反応によりウェハの表面に
発生する残渣がウェハの表面にそのまま付着し続けることがあった。このように現像開始
当初の残渣がウェハの表面に付着し続けた場合，その部分の現像の進行が遅れ，その部分
の現像が不十分になっていた。また，ウェハを現像液内で静止させておいた場合，反応を
終えた現像液がウェハ表面付近に滞留し続けることがあった。このように，いわば現像能
力のない現像液がいつまでもウェハの表面に滞留した場合，その部分の現像が進行しなく
なる。このように，従来の現像処理方法では，局所的にウェハの現像が遅れて，ウェハの
表面に現像斑が生じ易くなっていた。
【０００７】
本発明は，かかる点に鑑みてなされたものであり，ウェハなどの基板を現像液に浸漬させ
て，基板を現像する処理において，基板の面内において斑のない現像を行うことのできる
現像処理方法及び現像処理装置を提供することをその目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　 発明によれば，基板を現像する現像処理方法であって， 貯留された現像液の
液面の上方において，基板の表面が水平方向に向くように基板を垂直に保持する工程と，
前記基板を 液面に対し相対的に下降し，基板の下端部を前記液面に
相対的に低速度で接触させる工程と，その後，相対的に高速度で基板の全体を

現像液中に進入させて，基板の全体を当該現像液中に浸漬する工程と，

を有することを特徴とする現像処理方法が提供される。
【０００９】
この発明によれば，基板が現像液に侵入する際に，基板の下端部が現像液の液面に低速度
で接触するので，この際に基板が気泡を巻き込むことを抑制できる。したがって，基板の
表面に気泡が付着して現像の進行が局所的に妨げられることが抑制できる。また，基板が
現像液に接触する際に現像液が液はねすることを抑制でき，この結果，基板表面の現像が
不規則に開始されることも抑制できる。したがって，現像が基板の表面の全面において均
等に行われるので，基板表面の現像斑が抑制される。一方，基板の下端部を低速度で液面
に接触させた後は，高速度で基板の全体を浸漬するので，基板の下端部側と上端部側との
現像開始時間の時間差が最小限に抑えられて，基板表面の現像が全面に渡って適正に行わ
れる。
【００１０】
　 現像液が基板の表面に対し垂直方向から衝突するので，現像時に基板表面に生じ
た残渣が，現像液から受ける圧力によって取り除かれる。したがって，基板面内の各部分
の現像が適正に進行し，基板の現像が斑なく行われる。なお，前記「基板の全体」は，基
板の表面における現像が行われる部分の全体であれば足り，基板の外縁部を除く部分であ
ってもよい。
【００１１】
前記現像処理方法は，基板の全体を現像液中に浸漬した状態で，前記基板を前記現像液に
対し相対的に基板の表面と平行な方向に往復移動させる工程を有するようにしてもよい。
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像液中に浸漬した状態で，前記貯留槽を前記基板の表面が向いた前記水平方向に往復移動
させる工程と，

また，



この場合，例えば基板の表面の各部分に新しい現像液を接触させることができる。したが
って，反応を終えて現像能力のない現像液がいつまでも基板の表面に滞留することがなく
，基板表面の現像を斑なく適正に行うことができる。前記基板の前記平行な方向への往復
移動は，基板の全体を，前記現像液に対して相対的に基板の表面と同一平面内において円
運動させることによって行われてもよい。なお，この円運動には，楕円運動も含まれる。
【００１２】
前記基板は，方形の基板であって，前記基板の下端部を現像液の液面に接触させる工程に
おいては，前記基板のいずれか一つの角部から前記現像液の液面に接触させるようにして
もよい。かかる場合，基板が現像液の液面に進入する際に，その接触面積が小さくなる。
この結果，基板の現像液への進入時に気泡を巻き込んだり，液が跳ねたりすることが抑制
され，現像が斑なく行われる。
【００１３】
　 発明によれば，基板を現像液中に浸漬させて基板を現像する現像処理方法であって，

を有することを特徴とする現像処理方法が提供される。かかる場合，現
像液が基板の表面に対し垂直方向から衝突するので，現像時に基板表面に発生した残渣が
，その現像液の圧力によって取り除かれる。したがって，基板面内の各部分の現像が適正
に進行し，基板の現像が基板面内において斑なく行われる。
【００１４】
なお，現像液中に浸漬された基板を，前記現像液に対し相対的に基板の表面と平行な方向
に往復移動させてもよく，前記基板の前記平行な方向への往復移動は，基板の全体を，前
記現像液に対して相対的に基板の表面と同一平面内において円運動させることによって行
ってもよい。また，前記現像処理方法は，基板が現像液中に浸漬された際に，現像液に超
音波振動を付加する工程を有していてもよい。かかる場合，現像液が超音波振動し，現像
時に生じた残渣が，基板表面から脱離され，基板表面の現像が適正に進行する。
【００１５】
　 発明によれば，基板の現像処理装置であって，現像液を貯留する貯留槽と，前記貯留
槽の上方において，基板の表面が水平方向に向くように基板を垂直に保持する保持部材と
，前記保持部材と貯留槽とを相対的に上下動させるための昇降駆動部と，前記貯留槽を前
記基板の表面が向いた前記水平方向に往復移動させるための往復駆動部と，を備えたこと
を特徴とする現像処理装置が提供される。
【００１６】
この発明によれば，貯留槽を基板の表面が向いた水平方向に向けて往復移動させることが
できる。つまり，貯留槽内の現像液を，基板の表面に対して相対的に流動させることがで
きる。したがって，例えば現像液が基板の表面に対し垂直方向から衝突するので，現像に
より基板表面に生じた残渣が，現像液から受ける圧力によって除去される。この結果，基
板面内の各部分の現像が残渣に妨げられることなく適正に進行し，基板の現像が斑なく行
われる。前記現像処理装置の前記往復駆動部は，前記基板の表面と平行な方向にも貯留槽
を往復できてもよく，かかる場合，基板の表面に常に新しい現像液を供給できるので，基
板表面の何れの部分の現像も適正に進行し，基板表面の現像が斑なく行われる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下，本発明の好ましい実施の形態について説明する。図１は，本実施の形態にかかる現
像処理方法が実施される現像処理装置１の構成の概略を示す模式図である。
【００１８】
現像処理装置１は，例えば方形の基板Ｇを保持する複数の保持部材２と，これらの保持部
材２を移送するコンベア装置３と，コンベア装置３の移送路Ａ上に設置され，基板Ｇの現
像が行われる現像処理部４などを備えている。
【００１９】
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本
基板の表面が水平方向に向くように，貯留槽の現像液中に基板を浸漬する工程と，基板を
現像液中に浸漬した状態で，前記貯留槽を前記基板の表面が向いた前記水平方向に往復移
動させる工程と，

本



保持部材２は，例えば回路パターンの形成されない基板Ｇの上端部を把持部２ａ，２ｂで
把持し，基板Ｇを上方向側から保持できる。そして，保持部材２は，基板Ｇの表面が移送
方向の水平方向（図１に示すＸ方向）に向くように基板Ｇを垂直に保持できる。コンベア
装置３は，例えば水平軸周りに略環状のベルトＢを二本備えており，この二本のベルトＢ
は，互いに同期して環状に回転駆動できる。保持部材２は，このベルトＢに例えば等間隔
で取り付けられており，この結果，保持部材２の環状の移送路Ａが形成されている。した
がって，コンベア装置３は，ベルトＢを回転移動させることによって，保持部材２を移送
路Ａに沿って移送することができる。つまり，保持部材２は，一旦水平方向の一方向（図
１のＸ方向）に移送された後，上昇され，前記一方向の反対方向に移送され，その後下降
される。
【００２０】
現像処理部４は，例えば環状の移送路Ａの下側に配置され，例えば所定の各種液体が各々
貯留された３つの貯留槽５～７と，貯留槽５～７を載置して，三次元移動自在な昇降駆動
部及び往復駆動部としてのステージ８などを備えている。このステージ８は，Ｘ方向と，
当該Ｘ方向と直角をなす水平方向のＹ方向及び垂直方向のＺ方向に移動可能である。
【００２１】
貯留槽５～７は，基板Ｇの全体を収容できるような略箱形形状を有し，上方を通過する保
持部材２の下側にＸ方向に並べて設けられている。第１の貯留槽５は，移送路Ａの最も上
流側（Ｘ方向負方向側）に配置され，例えば純水などのプリウェット液が貯留されている
。したがって，この第１の貯留槽５のプリウェット液内に基板Ｇを浸漬することによって
，現像前に基板Ｇをプリウェットすることができる。
【００２２】
第２の貯留槽６は，３つの貯留槽の真ん中に配置され，現像液が貯留されている。この第
２の貯留槽６内の現像液内に基板Ｇを浸漬することによって，基板Ｇを現像できる。第３
の貯留槽７は，移送路Ａの最も下流側（Ｘ方向正方向側）に配置され，例えば純水などの
リンス液が貯留されている。したがって，第３の貯留槽７内のリンス液内に基板Ｇを浸漬
することによって，現像後の基板Ｇを洗浄することができる。
【００２３】
第１～第３の貯留槽５～７は，例えばステージ８上に載置されている。したがって，貯留
槽５～７は，移送路Ａに沿ったＸ方向，移送路Ａに直角なＹ方向及びＺ方向に移動自在で
ある。これにより，例えば保持部材２に保持され，各貯留槽５～７の上方に位置した基板
Ｇに対し，各貯留槽５～７が上昇し，基板Ｇを各貯留槽５～７の液体内に浸漬することが
できる。また，貯留槽５～７をＸ方向又はＹ方向に進退移動させることによって，各貯留
槽５～７内の液体を基板Ｇに対し相対的に流動させることができる。
【００２４】
ステージ８の各Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の動作は，例えばコントローラ９により制御されている。
コントローラ９では，各Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の移動距離，移動タイミング，移動速度等を設定
することができる。したがって，コントローラ９の設定により，例えば各貯留槽５～７を
所定の速度で上昇させたり，貯留槽５～７を所定の振幅，振動数でＸ，Ｙ方向に往復移動
させることができる。
【００２５】
現像処理部４の下流側であって，例えば保持部材２を上昇させる移送路Ａには，移送中の
基板Ｇの両面に対し気体を吹き付けるノズル１０が設けられている。このノズル１０によ
って，基板Ｇに付着したリンス液を飛散させ，基板Ｇを仮乾燥することができる。また，
コンベア装置３の移送路Ａには，現像処理装置１内に基板Ｇを搬入出するための搬入出部
（図示せず）が設けられている。さらに，移送路Ａには，基板Ｇを熱処理する加熱処理部
や基板Ｇを冷却する冷却処理部が設けられていてもよい。
【００２６】
次に，以上の現像処理装置１で実施される現像処理方法について説明する。先ず，基板Ｇ
は，図示しない搬入出部から現像処理装置１内に搬入され，コンベア装置３の保持部材２
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に，基板Ｇの表面をＸ方向に向けた状態で垂直に保持される。基板Ｇを保持した保持部材
２は，移送路Ａに沿って現像処理部４に進み，第１の貯留槽５の上方まで移動して停止す
る。次に，ステージ８によって，第１の貯留槽５が上昇して，プリウェット液の液面が基
板Ｇに近づけられる。このとき，基板Ｇは，液面に対して相対的に下降している。そして
，基板Ｇがプリウェット液中に進入し，基板Ｇがプリウェット液に浸漬される。このとき
，例えば図２に示すように保持部材２がプリウェット液に接触しないように，製品領域の
外側の基板上部を除いた部分がプリウェット液に浸漬される。こうして基板Ｇの表面の濡
れ性が向上される。基板Ｇがプリウェットされると，ステージ８により，第１の貯留槽５
が下降され，基板Ｇがプリウェット液中から出される。
【００２７】
その後，基板Ｇを保持した保持部材２が，第２の貯留槽６の上方に移動し停止する。そし
て，ステージ８により，第２の貯留槽６が例えば図３に示すように０．０１～０．１ｍ／
ｓ程度の低速度Ｖ１で上昇し，製品領域の外側に位置する基板Ｇの下端部が現像液Ｃの液
面に低速度で接触する。基板Ｇの下端部が現像液Ｃに浸けられると，図４に示すように第
２の貯留槽６の上昇速度が，例えば０．１５～２ｍ／ｓ程度の高速度Ｖ２に上げられ，基
板Ｇが現像液Ｃ内に素早く浸漬される。このときも，保持部材２に現像液Ｃが付着しない
ように，基板Ｇの上端部が現像液Ｃ内に浸からないようにする。こうして，基板Ｇの表面
の現像が開始される。
【００２８】
続いて，基板Ｇが現像液Ｃ中に浸漬された状態で，例えばステージ８により，図５に示す
ように第２の貯留槽６がＸ方向に往復移動される。この結果，第２の貯留槽６内の現像液
Ｃが，基板Ｇの表面の垂直方向（Ｘ方向）から衝突し，現像によって基板Ｇの表面に生成
された残渣が取り除かれる。
【００２９】
その後，第２の貯留槽６のＸ方向の往復移動が停止され，さらに所定時間経過後，ステー
ジ８により，第２の貯留槽６が下降し，基板Ｇが現像液Ｃ内から出される。このときの第
２の貯留槽６の下降は，例えば高速度Ｖ２で行われる。こうして，基板Ｇの現像が終了す
る。
【００３０】
基板Ｇの現像が終了すると，基板Ｇを保持した保持部材２が第３の貯留槽７の上方まで移
動し停止する。そして，現像の場合と同様に，第３の貯留槽７が，基板Ｇの下端部がリン
ス液の液面に接触するまで低速度Ｖ１で上昇し，その後高速度Ｖ２で上昇して基板Ｇがリ
ンス液内に浸漬される。こうして基板Ｇの洗浄が行われる。所定時間経過後，第３の貯留
槽７が下降して，基板Ｇがリンス液内から出され，基板Ｇの洗浄が終了する。
【００３１】
基板Ｇの洗浄が終了すると，保持部材２はさらに移送路Ａに沿って移動し，基板Ｇが現像
処理部４から搬出される。その後，保持部材２は，搬送路Ａに沿って上昇し，基板Ｇが一
対のノズル１０の間を通過する。この時ノズル１０からは，基板Ｇの両面に気体が吹き付
けられ，基板Ｇの表面に付着したリンス液が吹き飛ばされて基板Ｇが仮乾燥される。その
後，保持部材２は，移送路Ａ上の図示しない搬入出部まで移動し，基板Ｇが現像処理装置
１から搬出される。なお，以上の現像処理は，図１に示すように各保持部材２に保持され
た基板毎に連続的に行われる。
【００３２】
以上の実施の形態によれば，基板Ｇの下端部を現像液Ｃの液面に低速度で接触させ，その
後，前記低速度よりも相対的に速い速度で基板Ｇの全体を現像液中に浸漬するようにした
。この結果，基板Ｇが現像液Ｃ中に進入する際に，気泡を巻き込んで基板Ｇの表面に気泡
が付着することもなく，基板Ｇが斑なく現像される。また，基板Ｇに現像液が跳ねること
もなく，基板Ｇが適正に現像される。さらに基板Ｇの全体を現像液Ｃ中に進入させる際に
は，速度を上げるようにしたので，基板Ｇの下端部と上端部との現像液Ｃへの侵入時間差
を最小限に抑えて，基板Ｇ面内の現像を均等に行うことができる。なお，基板Ｇの下端部
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は，製品領域の外側であるため，基板Ｇの下端部を低速度で現像液に進入させることによ
って発生する当該下端部付近の局所的な進入時間差は気にする必要はない。したがって少
なくとも基板Ｇの製品領域内を高速度Ｖ２で移動させればよい。
【００３３】
基板Ｇが現像液Ｃ内に浸漬された際に，第２の貯留槽６をＸ方向に往復移動させたので，
基板Ｇの表面に現像液Ｃを基板Ｇの表面の垂直方向から衝突させることができる。したが
って，現像により基板Ｇの表面に発生した残渣を，現像液Ｃの衝突圧力により除去するこ
とができる。また，現像液Ｃ内が攪拌されることから，基板Ｇの表面付近に滞留していた
反応を終えた現像液Ｃが新しい現像液Ｃに置換される。この結果，基板Ｇの表面の何れの
部分においても現像が適正に進行し，基板Ｇが斑なく現像される。
【００３４】
以上の実施の形態で記載した現像処理方法では，基板Ｇを現像液Ｃ中に浸漬した際に，基
板Ｇを現像液Ｃに対し相対的にＸ方向に往復移動させていたが，基板Ｇを，現像液Ｃに対
し相対的に基板Ｇの表面の同一平面内において移動させてもよい。例えば，図６に示すよ
うに第２の貯留槽６をＹ方向，つまり基板Ｇの表面と平行でかつ水平方向に往復移動させ
てもよい。かかる場合，現像液Ｃが基板Ｇの表面に沿って流動する。この結果，反応を終
えた現像液Ｇが基板Ｇの表面に滞留することなく，常に新しい現像液Ｃが基板Ｇの表面に
接触するので，基板Ｇの表面の現像が斑なく適正に行われる。さらに，第２の貯留槽６を
，鉛直方向のＺ方向に往復移動させてもよく，図７に示すようにＹ方向とＺ方向の移動を
組み合わせて略円運動させてもよい。第２の貯留槽６を円運動させた場合，現像液Ｃと基
板Ｇの表面との接触により生じるスジ斑が分散するので，現像をさらに斑なく行うことが
できる。
【００３５】
また，前記実施の形態において，基板Ｇが現像液Ｃに浸漬している際に，現像液Ｃに超音
波振動を付加するようにしてもよい。かかる場合，例えば図８に示すように第２の貯留槽
６の両側面に超音波振動子２０を取り付ける。そして，例えば基板Ｇが現像液Ｃに浸漬さ
れた直後に所定時間，現像液Ｃに超音波振動を付加する。この超音波振動により，現像開
始当初に発生した基板Ｇの表面の残渣が基板Ｇの表面から剥離され，その後の現像が好適
に行われる。なお，かかる超音波振動の付加は，現像中を通して行われていてもよいし，
超音波の周波数を変えながら行ってもよい。
【００３６】
前記実施の形態では，本発明をＬＣＤ基板に適用していたが，本発明は半導体ウェハ，フ
ォトマスク用のガラス基板等の他の基板にも適用できる。方形の基板の場合，図９に示す
ように保持部材２が基板Ｇを，基板Ｇのいずれか一つの角部ｇ１が最下部になるように斜
めに保持し，当該角部ｇ１から現像液の液面に接触させるようにしてもよい。かかる場合
，基板Ｇと現像液の液面との接触面積が減少し，基板Ｇが現像液に侵入する際に，気泡の
巻き込みや液はねがさらに抑制される。また，基板Ｇが第２の貯留槽６から出された際に
，基板Ｇに付着した液が角部ｇ１から垂れ落ちやすいので基板Ｇの下端部付近に現像液の
滴が溜まるのを抑制できる。この結果，次の貯留槽に前の貯留槽の液体が持ち込まれ，次
の貯留槽の液が劣化するのを防止できる。さらに，なるべく早く基板Ｇの全面を液に浸漬
させるために，角部ｇ１が液中に侵入して所定距離移動したら，基板上端の一辺が水平に
なるように基板Ｇを回転させつつ基板Ｇを現像液内に侵入させてもよい。
【００３７】
以上の実施の形態では，基板Ｇと現像液Ｃとの相対移動を，第２の貯留槽６側を動かすこ
とで実現していたが，例えば基板Ｇ側を動かすことで実現させてもよい。また，基板Ｇと
現像液Ｃとの相対移動を，第２の貯留槽６内の現像液Ｃを基板Ｇに対して流動させること
によって実現してもよい。例えば図１０に示すように第２の貯留槽３０の底面に，温調さ
れた現像液Ｃを噴出する複数の噴出口３１が設けられ，第２の貯留槽３０の上部に現像液
Ｃを排出する排出口３２が設けられるようにしてもよい。例えば噴出口３１は，基板Ｇの
表面に沿ったＹ方向に並列される。噴出口３１は，供給管３３を通じて図示しない現像液
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供給源に通じている。第２の貯留槽３０の上部の外周には，枠状の樋３４が形成され，排
出口３２は，この樋３４に開口している。樋３４には，排出管３５が連通しており，第２
の貯留槽３０から溢れる現像液Ｃは，排出口３２から樋３４に流出し，樋３４を通じて排
出管３５から排液される。この第２の貯留槽３０においては，現像液Ｃが噴出口３１から
噴出され，上部の排出口３２から排液されるので，第２の貯留槽３０内に現像液Ｃの上昇
流が形成される。この上昇流により，現像液Ｃが基板Ｇに対して流動し，基板Ｇの表面に
常に新しい現像液Ｃが供給されるので，基板Ｇの表面の全面が適正に斑なく現像される。
なお，この現像液Ｃの流動は，上述した第２の貯留槽６の往復移動と共に行ってもよい。
【００３８】
上述の実施の形態において，基板Ｇの下端部が現像液Ｃに接触するまでステージ８を低速
度Ｖ１で上昇させ，その後高速度Ｖ２で上昇させていたが，ステージ８を低速度Ｖ１より
も速い所定速度で上昇させ，基板Ｇの最下端部が現像液Ｃに接触した時点で一旦ステージ
８の上昇を停止させ，その後ステージ８を高速度Ｖ２で上昇させてもよい。かかる場合も
上記実施の形態と同様に，基板Ｇの最下端部が現像液に接触した瞬間に基板Ｇと現像液Ｃ
との相対速度が零になるので，基板Ｇが現像液Ｃ中に進入する際に，基板Ｇの表面に気泡
が付着することもなく，基板Ｇが斑なく現像される。また，基板Ｇの下端部が現像液に接
触するまでのステージ８の上昇速度が低速度Ｖ１よりも速いので，この時の時間が短縮さ
れて基板Ｇのトータルの現像処理時間が短くなる。この結果，基板処理のスループットの
向上が図られる。なお，速度Ｖ１よりも速い前記所定速度は，例えば速度Ｖ２と同等程度
の速度であってもよい。また，基板Ｇの下端部が液に接触したことを検知するには，基板
Ｇの下端部が液に接触するまでのステージ８の上昇距離を予め求めておき，ステージ８の
コントローラ９に設定しておいてもよい。また，第２の貯留槽６の液面が時間により変化
する可能性がある場合には，基板Ｇの下端部が液に接触したことを検知する検知手段を配
置し，当該検知結果に基づいてステージ８の速度を変更してもよい。さらに，このような
ステージ８を一旦停止させる例は，上述の基板Ｇの角部ｇ１から液面に接触させる場合に
も適用できる。
【００３９】
ところで，上記実施の形態では，一のステージ８上に３つの貯留槽５～７が載置されてい
たが，貯留槽５～７を載置するステージがそれぞれ設けられ，各貯留槽毎に上昇速度を制
御してもよい。現像処理時の気泡の巻き込みが基板Ｇの品質に最も影響を与えるため，例
えば第２の貯留槽６における前記低速度Ｖ１を，他の貯留槽５，７における基板Ｇを液に
接触させる速度よりも遅く設定してもよい。また，この場合，基板Ｇが貯留槽５，７内に
先に入れられるので，その分基板Ｇの浸漬時間（処理時間）を長く取ることができ，プリ
ウェットとリンス処理を十分に行うことができる。
【００４０】
ステージ８の代わりに図示しない昇降機構によって各保持部材２の把持部２ａ，２ｂを昇
降させてもよい。この場合，基板Ｇの各処理液に対する浸積時間に応じて各貯留槽内のＸ
方向の横幅を変えてもよい。例えば図１１に示すように浸漬時間の長い第２の貯留槽６の
横幅を第１の貯留槽５と第３の貯留槽７の横幅の整数倍，例えば２倍にしてもよい。こう
することによって，例えば移送路Ａに沿ってベルトＢにより各保持部材２が一斉にＸ方向
に移動したときに，例えば第２の貯留槽６内の基板Ｇ１が現像液Ｃ中に浸漬した状態でＸ
方向正方向側に移動する。第１の貯留槽５内の基板Ｇ２は，第２の貯留槽６側に移動し，
現像液Ｃ内の基板Ｇ１の後ろ側に浸漬される。その後，さらに保持部材２がＸ方向に送ら
れると，基板Ｇ１は，第３の貯留槽７内に移送され，基板Ｇ２は第２の貯留槽６内の基板
Ｇ１があった位置に移動する。そして，第１の貯留槽５内の新しい基板が第２の貯留槽６
内に入れられる。このように，各貯留槽内の幅を変えることによって，複数の基板を一斉
に搬送するコンベア装置３を用いても，処理時間の異なる複数の処理を適正に行うことが
できる。なお，かかる場合，基板の表面（処理面）はＸ方向正方向側に向けておくことが
望ましい。
【００４１】
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また，一の貯留槽からその次の貯留槽に基板Ｇが移送される際に基板Ｇに付着している一
の貯留槽内の液が次の貯留槽内に持ち込まれないように，例えば図１２に示すように一の
貯留槽である例えば第２の貯留槽６の上方側で基板Ｇの裏面側に，エアナイフを形成する
液切り部材としてのノズルＫを備えるようにしてもよい。この場合，基板Ｇが第２の貯留
槽６内から出される際に基板Ｇの裏面に付着している現像液を除去し，その後に次の貯留
槽である第３の貯留槽７に基板Ｇを搬送できる。こうすることで，一の貯留槽内の液の次
の貯留槽への持ち込み量を低減でき，次の貯留槽内の液の劣化を低減できる。なお，ノズ
ルＫは，当然第１の貯留槽５，第３の貯留槽７にも設けてもよい。また，ノズルＫの代わ
りに，ワイパーなどの他の液切り部材を用いてもよい。
【００４２】
【発明の効果】
本発明によれば，基板が斑なく現像されるので，歩留まりの向上が図られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態における現像処理装置の構成の概略を示す模式図である。
【図２】基板が浸漬された第１の貯留槽の縦断面の説明図である。
【図３】基板が現像液中に進入する時の様子を示す第２の貯留槽の縦断面図である。
【図４】基板が浸漬される時の様子を示す第２の貯留槽の縦断面図である。
【図５】Ｘ方向に往復移動する第２の貯留槽を示す斜視図である。
【図６】Ｙ方向に往復移動する第２の貯留槽を示す斜視図である。
【図７】略円運動する第２の貯留槽を示す第２の貯留槽の縦断面図である。
【図８】超音波振動子が取り付けられた第２の貯留槽を示す縦断面の説明図である。
【図９】基板の一の角部から基板を現像液内に進入させる様子を示す説明図である。
【図１０】現像液の噴出口，排出口を設けた場合の第２の貯留槽の構成を示す斜視図であ
る。
【図１１】貯留槽の横幅を変えた場合の様子を示す説明図である。
【図１２】貯留槽に液切り部材を設けた場合の様子を示す説明図である。
【符号の説明】
１　現像処理装置
２　保持部材
３　コンベア装置
４　現像処理部
６　第２の貯留槽
８　ステージ
Ｃ　現像液
Ｇ　基板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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