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(57)【要約】
【課題】高濃度オゾン水を用いたフォトレジスト除去装
置において、基板表面の洗浄領域へのフォトレジストと
オゾンの反応生成物の再付着を防止する。
【解決手段】洗浄対象の基板を支持して回転する支持台
と、支持台の上方に、注水口を下方に向けて配設された
洗浄ノズルと、洗浄ノズルに高濃度オゾン水を供給する
高濃度オゾン水供給装置とを備えたフォトレジスト除去
装置において、洗浄ノズルを、基板の回転中心からそれ
ぞれ所定の距離をおいて配置された複数の単位洗浄ノズ
ルで構成し、各単位洗浄ノズルを、各単位洗浄ノズルか
ら吐出された高濃度オゾン水の基板上における流れの方
向の重なりが少なくなるように基板の周方向にずらして
配置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄対象の基板を支持して回転する支持台と、前記支持台の上方に、注水口を下方に向
けて配設された洗浄ノズルと、前記洗浄ノズルに高濃度オゾン水を供給する高濃度オゾン
水供給装置とを備えたフォトレジスト除去装置であって、
　前記洗浄ノズルは、前記支持台の回転中心からそれぞれ所定の距離をおいて配置された
複数の単位洗浄ノズルからなり、
　高濃度オゾン水の前記基板上における流れの方向の重なりが少なくなるよう前記基盤の
半径方向に重ならない様に配置されていることを特徴とするフォトレジスト除去装置。
【請求項２】
　洗浄対象の基板を支持して回転する支持台と、前記支持台の上方に、注水口を下方に向
けて配設された洗浄ノズルと、前記洗浄ノズルに高濃度オゾン水を供給する高濃度オゾン
水供給装置とを備えたフォトレジスト除去装置であって、
　前記洗浄ノズルは、前記支持台の回転中心からそれぞれ所定の距離をおいて配置された
複数の単位洗浄ノズルからなり、少なくとも前記基板の周縁部における前記各単位洗浄ノ
ズルが、前記各単位洗浄ノズルから吐出された高濃度オゾン水の前記基板上における流れ
の方向の重なりが少なくなるよう前記支持台の周方向にずらして配置されていることを特
徴とする請求項１記載のフォトレジスト除去装置。
【請求項３】
　前記複数の単位洗浄ノズルは、前記支持台の中心部側を基点とする開螺旋状に配置され
ていることを特徴とする請求項１記載の請求項１又は２記載のフォトレジスト除去装置。
【請求項４】
　前記基板の洗浄前の領域へ、吐出された高濃度オゾン水が流入するのを防ぐエアナイフ
を配設してなることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載のフォトレジスト除
去装置。
【請求項５】
　前記洗浄ノズルから吐出される高濃度オゾン水に超音波振動を伝播させる超音波振動素
子を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載のフォトレジスト除去装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上の不要なフォトレジストを除去する装置に係り、特に、半導体製造工
程において、ドライエッチング処理や高電流イオン注入処理が施された基板表面に残存す
るフォトレジストを、高濃度オゾン水により均一に除去することのできるフォトレジスト
除去装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体製造工程において、ドライエッチング処理や高電流イオン注入処理が施さ
れたシリコン基板の表面に残存する不要なフォトレジストを除去するために、回転する支
持台上に支持させたシリコン基板の表面に洗浄ノズルから、溶剤や薬品を吐出して残存す
るフォトレジストを溶解除去することが行われている。
　しかし、この方法では、溶剤や薬品を含む大量の廃液が生じる上に、これらの溶剤や薬
品は一般に排出規制があるため、特別の処理施設を必要とし、コスト面及び環境面の両面
で大きい負担となっていた。
【０００３】
　このため、近時、不要なフォトレジストが残存するシリコン基板の表面に排出規制のな
いオゾン水を供給して、オゾンの酸化力により残存するフォトレジストを除去する方法が
検討されている（特許文献１参照）。
　しかしながら、オゾンは従来から使用されていた、たとえば、硫酸と過酸化水素水の混
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合液と比べれば強い酸化力を持つものの、自己分解性があるため溶剤や薬品を使用するも
のと比べれば、剥離作用において、なお不十分であるという難点がある。
【０００４】
　特に、回転する支持台上に、フォトレジストが残存するシリコン基板を支持させ、その
表面中心部にノズルからオゾン水を吐出させると、基板の表面の単位面積あたりを流れる
オゾン水の流量は、中心部から離れるにつれて、基板の半径の二乗に反比例して少なくな
るため、３００ｍｍφのような大径の基板では特に周縁部に対するオゾンの供給量が少な
くなってしまうため、周縁部のフォトレジストの剥離が難しくなる。
【０００５】
　さらに、高濃度オゾン水は、その強い酸化力のため、除去されたフォトレジストの溶解
物が酸化して沈着性の反応生成物が生じ、それが基板の周縁部に沈着して、まだ剥離して
いないフォトレジストとオゾンとの接触を阻害し、このため周縁部のフォトレジストの除
去が一層難しくなるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２９５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、従来のオゾン水によるフォトレジストの除去方法では、基板の周縁部
へのオゾンの供給が不十分な上に、基板の周縁部に除去されたフォトレジストの溶解物と
オゾンの反応生成物が沈着して、剥離されていないフォトレジストとオゾンの接触を阻害
するため、周縁部のフォトレジストの除去が困難であるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記従来の問題を解決するもので、シリコン基板表面に残存する不要なフォ
トレジストを、高濃度オゾン水によって均一に除去するフォトレジスト除去装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のフォトレジスト除去装置の一つの実施形態は、洗浄対象の基板を支持して回転
する支持台と、前記支持台の上方に、注水口を下方に向けて配設された洗浄ノズルと、前
記洗浄ノズルに高濃度オゾン水を供給する高濃度オゾン水供給装置とを備えたフォトレジ
スト除去装置であって、前記洗浄ノズルは、前記支持台の回転中心からそれぞれ所定の距
離をおいて配置された複数の単位洗浄ノズルからなり、少なくとも前記基板の周縁部にお
ける前記各単位洗浄ノズルが、前記各単位洗浄ノズルから吐出された高濃度オゾン水の前
記基板上における流れの方向の重なりが少なくなるよう前記支持台の周方向にずらして配
置されていることを特徴とする。
【００１０】
　本実施形態で用いる高濃度オゾン水は、たとえばＧＲシリーズとして市販されているＧ
Ｒ－ＲＢ（ガス流量４Ｌ／ｍｉｎ（Ｎ））、ＧＲ－ＲＣ（ガス流量６Ｌ／ｍｉｎ（Ｎ））
、ＧＲ－ＲＤ（ガス流量８Ｌ／ｍｉｎ（Ｎ））、ＧＲ－ＲＥ（ガス流量１０Ｌ／ｍｉｎ（
Ｎ））、ＧＲ－ＲＦ（ガス流量１２Ｌ／ｍｉｎ（Ｎ））、ＧＲ－ＲＧ（ガス流量１４Ｌ／
ｍｉｎ（Ｎ））［いずれも住友精密工業社商品名、ガス圧力０．２ＭＰａ］として知られ
るオゾナイザーで生成したオゾンガスを、所定の濃度（例えば１４０ｐｐｍ）で超純水に
溶解させたものを使用することができる。
　また、この実施形態で用いる支持台としては、２０００～６０００ｒ．ｐ．ｍで回転す
る汎用の回転支持台を使用することができる。
【００１１】
　本発明のフォトレジスト除去装置は、基本的に洗浄ノズルが、支持台の回転中心からそ
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れぞれ所定の距離をおいて配置された複数の単位洗浄ノズルからなり、少なくとも周縁部
における各単位洗浄ノズルが、各単位洗浄ノズルから吐出された高濃度オゾン水の前記基
板上における流れの方向の重なりが少なくなるよう支持台の周方向にずらして配置されて
いる。
　これによって、従来、中心部側だけに配設されていたため、周縁部のオゾン水の水量が
少なくなり、これに起因して生じていた、剥離の不均一が改善される。
　フォトレジスト除去のための回転する支持台では、剥離されたフォトレジストを遠心力
で除去するために、２０００～６０００ｒ．ｐ．ｍのような高速で回転しており、ノズル
から吐出された高濃度オゾン水は、遠心力により、ほとんど半径方向に飛散し、このため
、複数の単位洗浄ノズルを基板の中心部から基板の周縁部にかけて直線的に配置すると、
各単位洗浄ノズルから吐出された高濃度オゾン水は、周縁部へ向かう流れが重なってしま
い、その結果、周縁部に反応生成物が沈着しやすくなる。
　本発明によれば、複数の独立した単位洗浄ノズルを、例えば、基板の中心部から周縁部
に至る３６０°以下の開螺旋をなすよう配置することによって解消される。
　各単位洗浄ノズルをこのように配置すると、各単位洗浄ノズルと基板の中心を結ぶ線の
重なりはなくなり、周縁部における反応生成物の沈着は減少する。
　なお、各単位洗浄ノズルを多数設ける場合には、それぞれ隣接する単位洗浄ノズルどう
しを連通させた一連のスリット状に形成するようにしてもよい。
　また、基板に沈着したフォトレジストとオゾンの反応生成物を除去するために、支持台
上に単位洗浄ノズルの配置のない扇形の領域を作り、ここにエアナイフを配置して吐出さ
れた高濃度オゾン水の層をエアナイフで直ちに除去することにより、周縁部における沈着
防止をより確実にすることができる。
　さらに、単位洗浄ノズル、特に支持台の周縁部に配置される単位洗浄ノズルに超音波振
動子を取り付け、吐出する高濃度オゾン水に超音波を印加して反応生成物の基板への沈着
をより確実に防止することもできる。
　超音波振動子の周波数は、１００ｋＨｚ～1ＭＨｚで入力パワーは３０～２００Ｗ程度
が好ましい。
　回転する支持台に支持された基板の中心に高濃度オゾン水を供給した場合、周縁部の基
板表面に供給される単位面積あたりのオゾン量（高濃度オゾン水の量）は半径の２乗に反
比例して減少する。
　したがって、基板の周縁部に供給されるオゾンの量（高濃度オゾン水の量）を多くする
ことにより、より一層、基板周縁部の沈着物の生成を防止することができる。
　基板の周縁部に供給されるオゾンの量を多くする方策としては、（１）基板の半径方向
に配設する単位洗浄ノズルの数を、中心部側から周縁部側に向かって多くなるようにする
、（２）基板の半径方向に配設する単位洗浄ノズルから吐出する高濃度オゾン水の流量を
、中心部側から周縁部側に向かって多くなるようにする、（３）基板の半径方向に配設す
る単位洗浄ノズルから吐出する高濃度オゾン水のオゾン濃度を、中心部側から周縁部側に
向かって高濃度とする、（４）これらの方法を組み合わせる、等の方法をとることができ
る。
【００１２】
　（１）の単位洗浄ノズルの数を、中心部側から周縁部側に向かって多くするには、例え
ば、洗浄ノズルを基板の半径方向に、複数区画に区分し、各区分に属する環状（中心部は
円状）の各領域に、中心に１個、中心から次の同心円上に２個、その次の同心円上には３
個、……というように、周縁部にいくにしたがって単位洗浄ノズルの数が多くなるように
する。このとき、環状の領域の幅を等しくすると、周縁部にいくにしたがって同心円の円
周方向の間隔が広くなるので、中心部側では、環状の領域の幅を広く、周縁部側の方で狭
くすることが望ましい。この方式は、本発明において単位洗浄ノズルを開螺旋状に配置す
る場合に、隣接する単位洗浄ノズルの距離を調整することにより容易に実現することがで
きる。（２）の方法は、ノズルの間隔を変える代わりに、各単位洗浄ノズルの流量を周縁
部側で多くなるようにする方法であり、例えば単位洗浄ノズルの穴径を周縁部側に向けて
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順次大きくすることにより実現できる。（３）の方法は、洗浄ノズルの数を周縁部側で多
くする代わりに、周縁部側のオゾン濃度を高くする方法である。（４）の方法は、これら
の方法を組み合わせたもので、例えば（１）のと（２）の方法を組み合わせることにより
、使用する単位洗浄ノズル数（ノズルの孔数）を少なくすることができる。
【００１３】
　なお、本発明においても、高濃度オゾン水の吐出された基板表面に、紫外線やエキシマ
レーザー光等の高エネルギー線を照射してオゾンの反応性を高めることも可能である。
　さらに、一定以上のオゾン濃度が維持できる高濃度高温オゾン水製造装置から供給され
る高温のオゾン水、たとえば、７０℃以上のオゾン水を使用して、フォトレジストとの反
応速度を高めることも可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、各単位洗浄ノズルから吐出される高濃度オゾン水の前記基板上におけ
る流れの方向の重なりが少なくなるよう、少なくとも周縁部に配置する各単位洗浄ノズル
を支持台の周方向にずらして配置するので、オゾン水のフォトレジストへの反応効率を高
めて均一にフォトレジストを除去することができ、薬品を使用しないフォトレジスト除去
を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態の構成を概略的に示す図である。
【図２】図１の実施形態の要部の構成を概念的に示す図である。
【図３】図２の要部のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】本発明の他の実施形態の要部の構成を概略的に示す拡大断面である。
【図５】本発明のさらに他の実施形態の要部の構成を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係るフォトレジスト除去装置を実施するための最良の形態を実施例に基づき図
面を参照して、以下説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１乃至図３は、本発明の一実施形態を説明するための図である。
　図に示すように、この実施例のフォトレジスト除去装置１は、モータ２で駆動され水平
面内を２０００～６０００ｒ．ｐ．ｍで回転する支持台３と、高濃度オゾン水供給装置４
と、支持アーム５に取り付けられて支持台３上に配置された洗浄ノズル７を備えている。
　高濃度オゾン水供給装置４は、オゾナイザーで生成されたオゾンガスを供給するオゾン
ガス供給管４ａからの濃度２１０ｇ／ｍ３のオゾンガスを、超純水供給管４ｂから供給さ
れる超純水に溶解させて１４０ｐｐｍの濃度の高濃度オゾン水を調整し、この高濃度オゾ
ン水を管路６を介して洗浄ノズル7に供給する。
　洗浄ノズル7は、支持台３の回転中心部から周縁部にかけて、複数の単位洗浄ノズル７
ａ，７ａ，……を回転方向に変位する開螺旋状に配列し、洗浄ノズル7の支持台３におけ
る回転方向後方に高圧空気を下方に向けて噴出するエアナイフ８が、支持台３の半径方向
に配設されている。
　複数の単位洗浄ノズル７ａ，７ａ，……の開螺旋状の曲線は、各単位洗浄ノズル７ａか
ら吐出される高濃度オゾン水が、基板９に接触して、ほぼ半径方向（径方向の遠心力と基
板の回転力に由来する接線方向の力の合成力の方向）に飛散する際、それぞれの単位洗浄
ノズル７ａから吐出された高濃度オゾン水の流れが重ならないような曲線とされている。
符号１０は高濃度オゾン水の単位洗浄ノズル７ａへ供給される高濃度オゾン水の開閉バル
ブ、Ｃは排液受けである。
　この実施例のフォトレジスト除去装置によれば、周縁部に流れる高濃度オゾン水の水流
が均一になり、フォトレジストとオゾンの反応生成物が周縁部に沈着しにくくなる。
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　さらに、この実施例では、洗浄ノズル７の回転方向後方に、エアナイフ８を配置して、
各単位洗浄ノズル７ａから高濃度オゾン水が吐出する前に、基板の表面に沈着したフォト
レジストとオゾンの反応生成物を高圧空気で除去するようにしたので、周縁部に残存する
フォトレジストも完全に除去することができる。
【００１８】
　この実施例の装置を用いて不要のフォトレジスト（ノボラック樹脂系フォトレジスト）
が残存する３００ｍｍφのシリコン基板１０に７０ｐｐｍ、７０℃の高濃度オゾン水を５
Ｌ／ｍｉｎで３０秒間、３０００ｒｐｍで回転しながら吐出させたところフォトレジスト
は完全に除去することができた。
　これに対して、基板１１の中心に配置した円筒管から高濃度オゾン水を同量吐出させる
ようにした従来のフォトレジスト除去装置では、３０秒間の洗浄では、基板表面の周縁部
部にフォトレジストの未剥離部分が残った。
【実施例２】
【００１９】
　図４は、洗浄ノズル７の各単位洗浄ノズル７ａ，７ａ，……に超音波振動子を取り付け
た実施形態の単位洗浄ノズル７ａを示したものである。
　同図において、単位洗浄ノズル７ａは、高濃度オゾン水１０と接して振動板１１が配置
され、その振動板１１の上に超音波振動子１２が配置されている。
　なお、洗浄ノズル７以外の構成は、図１乃至図３と同一である。
　そして、高濃度オゾン水実施形態では、高濃度オゾン水１０を吐出口１３から吐出する
にあたって超音波振動子１２に１００ｋＨｚ～1ＭＨｚで３０～２００Ｗの高周波の電圧
を印加して超音波を発生させ、この超音波は吐出される高濃度オゾン水１０を介して基板
の洗浄面に振動エネルギーを伝播し、反応生成物の基板への沈着を防止するとともにフォ
トレジストの剥離を促進する。
　なお、超音波振動子１２は、全ての単位洗浄ノズル７ａに設ける必要はなく、特に剥離
が不完全になりがちな基板周縁部の単位洗浄ノズルにのみ設けるようにしてもよい。
【実施例３】
【００２０】
　図５は、洗浄ノズル７の各単位洗浄ノズル７ａ，７ａ，……を３６０°の開螺旋状に配
列した実施形態の洗浄ノズル７を模式的に示したものであり、洗浄ノズル７以外の部分は
、エアナイフがないことを除いて実施例１に示した装置と同様である。
　この実施例では、基板の周方向に均一に、かつ周縁部にいくほど高濃度オゾン水の吐出
水量が多くなるので、より均一なフォトレジストの剥離が可能になる。
【００２１】
　なお、本発明は上記実施形態に示される複数の構成要素を適宜に組合せたり、また実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除する等、種々の変形が可能である
。
【符号の説明】
【００２２】
　１……フォトレジスト除去装置
　２……モータ
　３……回転する支持台
　４……高濃度オゾン水供給装置
　５……支持アーム
　７……洗浄ノズル
　７ａ……単位洗浄ノズル
　８……エアナイフ
　９……開閉バルブ
　１０……高濃度オゾン水
　１１……振動板
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　１２……超音波振動子
　１3……吐出口

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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