
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 配置された基板に暴露処
理用ガスを吹き付ける基板処理装置であって、
　前記チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、

　前記ガス分配手段には、前記第一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口
が形成されており、
　前記ガス分配手段は、

前記第一の空間に 前記暴露処
理用ガスを前記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

10

20

JP 3886424 B2 2007.2.28

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チャンバー内に

へ 供給 供給
　前記ガス供給手段により供給されるガスを前記チャンバー内に導入する複数個のガス導
入口と、
　前記ガス導入口を介して導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出す複数個
のガス吹出部と、
　前記チャンバー内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、
　前記チャンバーの内部空間を、前記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される
第一の空間と、前記基板の配置領域を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、
　を備え、

前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記基板の配置
領域に近い位置に配置され、各ガス吹出部より 吹き出された

り、
　前記複数個のガス吹出部から一度に吹き出されるガスは、前記第一の空間内で濃度が均
一化され、更に、前記ガス分配手段の複数の開口を介して前記第二の空間に吹き出される



を特徴とする基板処理装置。
【請求項２】

【請求項３】

を特徴とす
る請求項１又は２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
　

基板処理装置
【請求項５】
　

基板処理装置。
。
【請求項６】
　 配置された基板に暴露処
理用ガスを吹き付ける基板処理装置であって、
　前記チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、

　前記ガス分配手段には、前記第一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口
が形成されており、
　前記ガス分配手段は、

前記第一の空間に 前記暴露
処理用ガスを前記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

　
基板処理装置。

【請求項７】

【請求項８】
　 配置された基板に暴露処
理用ガスを吹き付ける基板処理装置であって、
　前記チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、
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こと

　前記複数個のガス吹出部は、前記第一の空間内において分散配置されていることを特徴
とする請求項１に記載の基板処理装置。

　前記ガス分配手段から起立するように設けられた隔壁により前記ガス吹出部を所定数ご
とに囲むことによって、前記第一の空間が複数の小空間に分割されていること

前記隔壁には、隣り合う小空間を相互に連通させる孔或いは隙間が形成されていること
を特徴とする請求項３に記載の

前記複数の小空間は、前記隔壁により相互に密閉されていることを特徴とする請求項３
に記載の

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チャンバー内に

へ 供給 供給
　前記ガス供給手段により供給されるガスを前記チャンバー内に導入する複数個のガス導
入口と、
　前記ガス導入口を介して導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出すガス吹
出部と、
　前記チャンバー内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、
　前記チャンバーの内部空間を、前記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される
第一の空間と、前記基板の配置領域を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、
　を備え、

前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記基板の配置
領域に近い位置に配置され、前記ガス吹出部より 吹き出された

り、
　前記ガス分配手段から起立するように設けられた隔壁により、前記第一の空間が複数の
小空間に分割されているとともに、このうち何れかの小空間内に前記ガス吹出口が配され
、

前記隔壁には、隣り合う小空間を相互に連通させる孔或いは隙間が形成されていること
を特徴とする

　前記チャンバーと連結し、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバーに搬入し、
あるいは、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバーから搬出するため減圧搬送チ
ャンバーと、
　前記減圧搬送チャンバーと連結し、大気圧の下に前記基板を外部から搬入し、減圧状態
の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバーに搬入するとともに、減圧状態の下にお
いて前記基板を前記減圧搬送チャンバーから搬出し、大気圧の下に前記基板を外部に搬出
する圧力調整搬送チャンバーと、
　を備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の基板処理装置。

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チャンバー内に

へ 供給 供給



　前記ガス分配手段には、前記第一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口
が形成されており、
　前記ガス分配手段は、前記 前記第一の空間に 前記暴露処理
用ガスを前記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

を特徴とする基板処理装置。
【請求項９】

基板処理装置。
【請求項１０】
　

基板処理装置。
【請求項１１】
　

基板処理装置。
【請求項１２】
　

基板処理装置。
【請求項１３】
　

基板処理装置。
【請求項１４】
　

基板処理装置。
【請求項１５】
　

基板処理装置。
【請求項１６】

基板処理装置。
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　前記ガス供給手段により供給されるガスを前記チャンバー内に導入する少なくとも一つ
のガス導入口と、
　前記ガス導入口を介して導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出す少なく
とも一つのガス吹出部と、
　前記チャンバー内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、
　前記チャンバーの内部空間を、前記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される
第一の空間と、前記基板の配置領域を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、
　を備え、

ガス吹出部より 吹き出された
り、

　当該基板処理装置は更に、
　前記チャンバーと連結し、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバーに搬入し、
あるいは、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバーから搬出するため減圧搬送チ
ャンバーと、
　前記減圧搬送チャンバーと連結し、大気圧の下に前記基板を外部から搬入し、減圧状態
の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバーに搬入するとともに、減圧状態の下にお
いて前記基板を前記減圧搬送チャンバーから搬出し、大気圧の下に前記基板を外部に搬出
する圧力調整搬送チャンバーと、
　を備えること

　前記チャンバーは前記ガス導入口及び前記ガス吹出部をそれぞれ複数備えることを特徴
とする請求項８に記載の

前記ガス分配手段は、前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記基板の配置
領域に近い位置に配置され、
　前記ガス分配手段から起立するように設けられた隔壁により前記ガス吹出部を所定数ご
とに囲むことによって、前記第一の空間が複数の小空間に分割されていることを特徴とす
る請求項９に記載の

前記隔壁には、隣り合う小空間を相互に連通させる孔或いは隙間が形成されていること
を特徴とする請求項１０に記載の

前記複数の小空間は、前記隔壁により相互に密閉されていることを特徴とする請求項１
０に記載の

前記ガス導入口毎にガス流量制御機構を備えていることを特徴とする請求項１、２、３
、４、５、９、１０、１１又は１２のいずれか一項に記載の

前記ガス分配手段は板状に形成されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれ
か一項に記載の

前記ガス分配手段と重なり合って配置され、前記ガス分配手段に形成されている開口の
うちの任意の個数の開口を塞ぐことにより、前記暴露処理用ガスの吹き出し範囲を規定す
るガス吹き出し範囲規定手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1乃至１４の何れか
一項に記載の

　前記基板が載置されるステージが、上下動可能に形成されていることを特徴とする請求
項１乃至１５の何れか一項に記載の



【請求項１７】

基板処理装置。
【請求項１８】

基板処理装置。
【請求項１９】

基板処理装
置。
【請求項２０】
　

基板処理装置。
【請求項２１】

基板処理装置。
【請求項２２】

基板処理装置。
【請求項２３】

基板処理装置。
【請求項２４】

【請求項２５】

【請求項２６】

【請求項２７】

【請求項２８】
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　前記基板が載置されるステージが、その軸心の周りに回転可能に形成されていることを
特徴とする請求項１乃至１６の何れか一項に記載の

　前記基板の温度を調整する基板温度調整手段をさらに備えていることを特徴とする請求
項１乃至１７の何れか一項に記載の

　前記基板温度調整手段は、前記基板が載置されるステージの温度を制御することにより
、前記基板の温度を制御するものであることを特徴とする請求項１８に記載の

前記暴露処理用ガスの温度を調整するガス温度調整手段をさらに備えていることを特徴
とする請求項１乃至１９の何れか一項に記載の

　前記チャンバー内に配置された基板と前記ガス分配手段との間隔が５乃至１５ｍｍに設
定されていることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか一項に記載の

　前記チャンバー内にプラズマを発生させるプラズマ発生機構をさらに備えることを特徴
とする請求項１乃至２１の何れか一項に記載の

　前記プラズマ発生機構は、前記基板の上方に配置された上部電極部と、前記基板の下方
に配置された下部電極部とからなり、
　前記上部電極部及び前記下部電極部のうちの何れか一方は接地され、他方は高周波電源
を介して接地されていることを特徴とする請求項２２に記載の

　請求項１乃至２３のいずれか一項に記載の基板処理装置を用いて基板に暴露処理用ガス
を吹き付け暴露処理を行う基板処理方法であって、
　前記暴露処理用ガスとして、薬液の気化ガス又は蒸気ガスを基板に吹き付けることを特
徴とする基板処理方法。

　前記暴露処理用ガスは、薬液の気化ガス又は蒸気ガスと、窒素ガスと、の混合ガスであ
ることを特徴とする請求項２４に記載の基板処理方法。

　前記薬液を貯留した容器内に窒素ガスを供給し、バブリングにより前記気化ガス又は蒸
気ガスを発生させることを特徴とする請求項２４又は２５に記載の基板処理方法。

　前記薬液として、水溶液を用いることを特徴とする請求項２４乃至２６のいずれか一項
に記載の基板処理方法。

　前記薬液として、（１）乃至（８）の有機溶剤のうちの少なくとも何れか一つを含む有
機溶液を用いることを特徴とする請求項２４乃至２６のいずれか一項に記載の基板処理方
法。
　（ただし、（１）及び（２）において、Ｒはアルキル基又は置換アルキル基、Ａｒはフ
ェニル基又はフェニル基以外の芳香環を示す）
　（１）アルコール類（Ｒ－ＯＨ）
　（２）アルコキシアルコール類
　（３）エーテル類（Ｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ａｒ）
　（４）エステル類
　（５）ケトン類
　（６）グリコール類



【請求項２９】

【請求項３０】

【請求項３１】

【請求項３２】

【請求項３３】

【請求項３４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体素子の形成に用いられる基板に対して行う各種ガス雰囲気による暴露
処理を行う基板処理装置 に関する。特に、本発明は、基板表面に形成された有機
膜に対して、その有機膜を溶解し、リフローさせる有機溶媒溶液を気化させたガス雰囲気
の下において行う暴露処理を行う基板処理装置 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　半導体素子の形成に用いられる基板に対して各種処理を行う従来の処理装置の一例とし
て特開平１１－７４２６１号公報に記載された装置がある。この装置は、有機材料からな
る塗布膜を利用して、半導体素子の形成された基板表面の凹凸を平坦化する装置であり、
平坦性が良く、熱処理による耐クラック性も良い平坦膜を形成することができる。
【０００３】
　以下、この処理装置を図１ を参照して説明する。
【０００４】
　この処理装置は、密閉容器５０１と、密閉容器５０１の底面に配置されたホットプレー
ト５０２と、密閉容器５０１の上部を覆う蓋５０３と、密閉容器５０１内の温度をホット
プレート５０２と同じ温度に保つために、密閉容器５０１を囲んで設けられたヒータ５０
４と、を備えている。
【０００５】
　密閉容器５０１の上部には、密閉容器５０１と蓋５０３との間にガス導入口５０５とガ
ス排出口５０６とが設けられている。
【０００６】
　この密閉容器５０１内のホットプレート５０２上に、ポリシロキサン塗布液が塗布され
たウェハを搬入する。このとき、ホットプレート５０２は１５０℃とし、ガス導入口５０
５からは１５０℃に加熱されたジプロピレングリコールモノエチルエーテルを溶媒ガスと
して導入する。ウェハを６０秒間溶媒ガスに晒した後、溶媒ガスの導入を中止し、次いで
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　（７）アルキレングリコール類
　（８）グリコールエーテル類

　前記薬液として、酸を主成分とする溶液、又は無機－有機混合液を用いることを特徴と
する請求項２４乃至２８のいずれか一項に記載の基板処理方法。

　表面上に有機膜が形成された基板に対し前記暴露処理を行うことにより、前記有機膜の
リフロー処理を行うことを特徴とする請求項２４乃至２９のいずれか一項に記載の基板処
理方法。

　前記有機膜を溶解させることにより前記リフロー処理を行うことを特徴とする請求項３
０に記載の基板処理方法。

　前記暴露処理用ガスの温度と、前記ステージの温度とを、それぞれ摂氏１８乃至４０度
の範囲内に設定することを特徴とする請求項２４乃至３１のいずれか一項に記載の基板処
理方法。

　前記暴露処理用ガスの温度を、摂氏２０乃至５０度の範囲で制御することを特徴とする
請求項２４乃至３０に記載の基板処理方法。

　前記暴露処理用ガスの温度を、摂氏２０乃至２５度の範囲で制御することを特徴とする
請求項３２又は３３に記載の基板処理方法。

及び方法

及び方法

３



、窒素を導入して１２０秒間保持し、ウェハを密閉容器５０１から搬出する。
【０００７】
　この処理装置によれば、ポリシロキサン塗布液からなる塗布膜中に含まれる溶媒を急激
に蒸発させるという従来の単純なホットプレートによる加熱処理に代えて、ポリシロキサ
ン塗布液の溶媒と同じ溶媒を密閉容器５０１中に導入して、塗布膜中の溶媒の蒸発を遅ら
せ、塗布膜の流動性を保ちながら塗布膜を平坦化させ、徐々に溶媒を蒸発させる。従って
、従来のような塗布膜の急激な収縮によるクラックの発生がなく、平坦性の良い平坦化膜
が得られるというものである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　以上のように、図１ に示した処理装置によれば、単なる平坦化膜の形成は可能である
。
【０００９】
　しかしながら、後述するように、本願発明者らが先に出願した特願２０００－１７５１
３８号に記載のレジストパターンリフローには図１ に示した処理装置を使用することは
できない。
【００１０】
　ここで、上述のレジストパターンリフローについて概略を説明する。
【００１１】
　図１ は、レジストパターンリフローを用いた半導体装置の製造プロセスの各過程を示
す断面図である。
【００１２】
　先ず、図１ （ａ）に示すように、透明性絶縁基板５１１の上にゲート電極５１２を形
成し、ゲート絶縁膜５１３で透明性絶縁基板５１１及びゲート電極５１２を覆う。
【００１３】
　次いで、ゲート絶縁膜５１３上に半導体膜５１４、クロム５１５を堆積させる。この後
、スピンコート法により塗布膜を塗布し、露光及び現像を行って、図１ （ａ）に示すよ
うに、レジストパターン５１６を形成する。
【００１４】
　次に、レジストパターン５１６をマスクとしてクロム５１５のみをエッチングし、図１

（ｂ）に示すように、ソース・ドレイン電極５１７を形成する。
【００１５】
　続いて、図１ （ｃ）に示すように、レジストパターン５１６をリフローさせ、少なく
ともエッチングされてはならない領域、この場合はＴＦＴのバックチャネル領域５１８（
図 参照）を覆うようなレジストパターン５３６を形成する。
【００１６】
　次いで、図１ （ａ）に示すように、このレジストパターン５３６をマスクとして半導
体膜５１４をエッチングして、半導体膜パターン５１８を形成する。
【００１７】
　このように、レジストパターン５１６をリフローさせると、図１ （ｂ）の平面図に示
されるように、ソース・ドレイン電極５１７の直下の領域以外の領域で形成される半導体
膜パターン５１８が横方向に距離Ｌ（図１ （ａ）及び（ｂ）参照）だけ広くなる。この
距離Ｌをレジストパターン５３６のリフロー距離と呼ぶ。
【００１８】
　このようにして広げられたレジストパターン５３６がその下層にある半導体層５１４の
エッチング加工寸法を決めることになるので、基板全面に渡ってリフロー距離Ｌの制御性
は重要なポイントになる。
【００１９】
　しかしながら、図１ に示した特開平１１－７４２６１号公報に記載の装置では、単に
ガスをウェハ５０２表面に流すのみであり、ガスがウェハ５０２の全面に渡って均一には
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ならないので、リフロー距離Ｌを所望の値に正確に制御することは困難であることが分か
った。
【００２０】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、リフロー距離Ｌを所望の値に
正確に制御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。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するため、本発明は、

配置された基板に暴露処理用ガスを吹き付ける基板処理装置であって、前記
チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、

前記ガス分配手段には、
前記第一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口が形成されており、前記ガ
ス分配手段は、

前記第一の空間に 前記暴露処理用ガス
を前記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

を特徴とする基板処理装
置を提供する。
【００２２】
　本基板処理装置によれば、暴露処理用ガスはガス分配手段によって基板表面の全面に渡
ってほぼ均一に吹き付けられることになるので、基板全面に渡ってリフロー距離Ｌを精度
良く制御することができる。
【００２３】

【００２４】

【００２５】

【００２６】

【００２７】
　また、本発明は、 配置さ
れた基板に暴露処理用ガスを吹き付け 基板処理装置であって、前
記チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、

前記ガス分配手段には、前記第
一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口が形成されており、前記ガス分配
手段は、
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及び方法

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チ
ャンバー内に

へ 供給 供給 前記ガス供給手段により供給さ
れるガスを前記チャンバー内に導入する複数個のガス導入口と、前記ガス導入口を介して
導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出す複数個のガス吹出部と、前記チャ
ンバー内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、前記チャンバーの内部空間
を、前記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される第一の空間と、前記基板の配
置領域を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、を備え、

前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記基板の配置領域に近
い位置に配置され、各ガス吹出部より 吹き出された

り、前記複数個のガス吹出部か
ら一度に吹き出されるガスは、前記第一の空間内で濃度が均一化され、更に、前記ガス分
配手段の複数の開口を介して前記第二の空間に吹き出されること

　本基板処理装置においては、前記複数個のガス吹出部は、前記第一の空間内において分
散配置されていることが好ましい。

　本基板処理装置においては、前記ガス分配手段から起立するように設けられた隔壁によ
り前記ガス吹出部を所定数ごとに囲むことによって、前記第一の空間が複数の小空間に分
割されていることが好ましい。

　本基板処理装置においては、前記隔壁には、隣り合う小空間を相互に連通させる孔或い
は隙間が形成されていることが好ましい。

　或いは、本基板処理装置においては、前記複数の小空間は、前記隔壁により相互に密閉
されていることも好ましい。

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チャンバー内に
て暴露処理を行うための

へ 供給 供給 前記ガス供給手段により供給
されるガスを前記チャンバー内に導入する複数個のガス導入口と、前記ガス導入口を介し
て導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出すガス吹出部と、前記チャンバー
内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、前記チャンバーの内部空間を、前
記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される第一の空間と、前記基板の配置領域
を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、を備え、

前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記基板の配置領域に近い位置



前記第一の空間に 前記暴露処理用ガスを前
記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

基板処理装置を提供
する。
【００２８】
　本基板処理装置においては、

を備えることが
好ましい。
【００２９】
　また、本発明は、 配置さ
れた基板に暴露処理用ガスを吹き付け 基板処理装置であって、前
記チャンバー 暴露処理用ガスを するガス 手段と、

前記
ガス分配手段には、前記第一の空間と前記第二の空間とを連通させる複数個の開口が形成
されており、前記ガス分配手段は、前記 前記第一の空間に 前
記暴露処理用ガスを前記開口を介して前記第二の空間に導入させるものであ

を特徴とする基
板処理装置を提供する。
【００３０】

【００３１】

【００３２】
　

【００３３】

【００３４】
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に配置され、前記ガス吹出部より 吹き出された
り、前記ガス分配手段から起立する

ように設けられた隔壁により、前記第一の空間が複数の小空間に分割されているとともに
、このうち何れかの小空間内に前記ガス吹出口が配され、前記隔壁には、隣り合う小空間
を相互に連通させる孔或いは隙間が形成されていることを特徴とする

前記チャンバーと連結し、減圧状態の下において前記基板
を前記チャンバーに搬入し、あるいは、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバー
から搬出するため減圧搬送チャンバーと、前記減圧搬送チャンバーと連結し、大気圧の下
に前記基板を外部から搬入し、減圧状態の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバー
に搬入するとともに、減圧状態の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバーから搬出
し、大気圧の下に前記基板を外部に搬出する圧力調整搬送チャンバーと、

基板が内部に配置されるチャンバーを備え、該チャンバー内に
て暴露処理を行うための

へ 供給 供給 前記ガス供給手段により供給
されるガスを前記チャンバー内に導入する少なくとも一つのガス導入口と、前記ガス導入
口を介して導入されるガスを前記チャンバーの内部空間に吹き出す少なくとも一つのガス
吹出部と、前記チャンバー内よりガスを排気する少なくとも一つのガス排気口と、前記チ
ャンバーの内部空間を、前記ガス吹出部から前記暴露処理用ガスが吹き出される第一の空
間と、前記基板の配置領域を含む第二の空間とに分離するガス分配手段と、を備え、

ガス吹出部より 吹き出された
り、当該基板

処理装置は更に、前記チャンバーと連結し、減圧状態の下において前記基板を前記チャン
バーに搬入し、あるいは、減圧状態の下において前記基板を前記チャンバーから搬出する
ため減圧搬送チャンバーと、前記減圧搬送チャンバーと連結し、大気圧の下に前記基板を
外部から搬入し、減圧状態の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバーに搬入すると
ともに、減圧状態の下において前記基板を前記減圧搬送チャンバーから搬出し、大気圧の
下に前記基板を外部に搬出する圧力調整搬送チャンバーと、を備えること

　本基板処理装置においては、前記チャンバーは前記ガス導入口及び前記ガス吹出部をそ
れぞれ複数備えることが好ましい。

　この場合、前記ガス分配手段は、前記チャンバー内において、各ガス吹出部よりも前記
基板の配置領域に近い位置に配置され、前記ガス分配手段から起立するように設けられた
隔壁により前記ガス吹出部を所定数ごとに囲むことによって、前記第一の空間が複数の小
空間に分割されていることが好ましい。

前記隔壁には、隣り合う小空間を相互に連通させる孔或いは隙間が形成されていても良
いし、或いは、前記複数の小空間は、前記隔壁により相互に密閉されていても良い。

　本基板処理装置においては、前記ガス導入口毎にガス流量制御機構を備えていることが
好ましい。

　本基板処理装置においては、前記ガス分配手段は板状に形成されていることが好ましい
。



【００３５】

【００３６】

【００３７】

【００３８】

【００３９】

【００４０】

【００４１】

【００４２】

【００４３】

【００４４】

【００４５】

【００４６】

【００４７】

【００４８】
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　本基板処理装置においては、前記ガス分配手段と重なり合って配置され、前記ガス分配
手段に形成されている開口のうちの任意の個数の開口を塞ぐことにより、前記暴露処理用
ガスの吹き出し範囲を規定するガス吹き出し範囲規定手段をさらに備えることも好ましい
。

　本基板処理装置においては、前記基板が載置されるステージが、上下動可能に形成され
ていることが好ましい。

　本基板処理装置においては、前記基板が載置されるステージが、その軸心の周りに回転
可能に形成されていることが好ましい。

　本基板処理装置においては、前記基板の温度を調整する基板温度調整手段をさらに備え
ていることが好ましい。

　この場合、前記基板温度調整手段は、前記基板が載置されるステージの温度を制御する
ことにより、前記基板の温度を制御するものであることを好ましい一例とする。

　本基板処理装置においては、前記暴露処理用ガスの温度を調整するガス温度調整手段を
さらに備えていることも好ましい。

　本基板処理装置においては、前記チャンバー内に配置された基板と前記ガス分配手段と
の間隔が５乃至１５ｍｍに設定されていることが好ましい。ただし、前記基板と前記ガス
分配手段との間の間隔は２乃至１００ｍｍの範囲内に設定することが可能である。

　本基板処理装置においては、前記チャンバー内にプラズマを発生させるプラズマ発生機
構をさらに備えることも好ましい。

　この場合、前記プラズマ発生機構は、前記基板の上方に配置された上部電極部と、前記
基板の下方に配置された下部電極部とからなり、前記上部電極部及び前記下部電極部のう
ちの何れか一方は接地され、他方は高周波電源を介して接地されていることを好ましい一
例とする。

　更に、本発明は、本基板処理装置を用いて基板に暴露処理を行う基板処理方法であって
、前記暴露処理用ガスとして、薬液の気化ガス又は蒸気ガスを基板に吹き付けることを特
徴とする基板処理方法を提供する。

　本基板処理方法においては、前記暴露処理用ガスは、薬液の気化ガス又は蒸気ガスと、
窒素ガスと、の混合ガスであることが好ましい。

　本基板処理方法においては、前記薬液を貯留した容器内に窒素ガスを供給し、バブリン
グにより前記気化ガス又は蒸気ガスを発生させることが好ましい。

　本基板処理方法においては、前記薬液として、水溶液を用いることを好ましい一例とす
る。

　或いは、本基板処理方法においては、前記薬液として、（１）乃至（８）の有機溶剤の
うちの少なくとも何れか一つを含む有機溶液を用いることも好ましい（ただし、（１）及
び（２）において、Ｒはアルキル基又は置換アルキル基、Ａｒはフェニル基又はフェニル
基以外の芳香環を示す）。



【００４９】

【００５０】

【００５１】

【００５２】

【００５３】

【００５４】

【００５５】

【００５６】

【００５７】
【発明の実施の形態】
　（第一の実施形態）
　図１は、本発明の第一の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。本実
施形態に係る基板処理装置は、チャンバー内に配置された基板に対して暴露処理用ガスを
均一に吹き付ける装置である。
【００５８】
　図１に示すように、本実施形態に係る基板処理装置１００は、暴露処理チャンバー１０
１と、暴露処理チャンバー１０１の内部に暴露処理用ガスを するガス 機構１２０
と、基板に暴露処理用ガスを吹き付けるガス吹き付け機構１１０と、を備えている。
【００５９】
　暴露処理チャンバー１０１は、下部チャンバー１０と上部チャンバー２０とからなり、
下部チャンバー１０及び上部チャンバー２０は下部チャンバー１０に取り付けられたＯ－
リング１２１を介して接合され、内部に気密空間を形成している。
【００６０】
　暴露処理チャンバー１０１には複数個のガス導入口１０１ａと２個のガス排気口１０１
ｂとが形成されている。図示していないが、各ガス排気口１０１ｂには開度調節機構が設
けられており、各ガス排気口１０１ｂの開口の割合を自在に調節することができるように
なっている。
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　（１）アルコール類（Ｒ－ＯＨ）
　（２）アルコキシアルコール類
　（３）エーテル類（Ｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ａｒ）
　（４）エステル類
　（５）ケトン類
　（６）グリコール類
　（７）アルキレングリコール類
　（８）グリコールエーテル類
　また、本基板処理方法においては、前記薬液として、酸を主成分とする溶液、又は無機
－有機混合液を用いることも好ましい。

　本基板処理方法においては、表面上に有機膜が形成された基板に対し前記暴露処理を行
うことにより、前記有機膜のリフロー処理を行うことを好ましい一例とする。

　この場合、前記有機膜を溶解させることにより前記リフロー処理を行うことが好ましい
。

　本基板処理方法においては、前記暴露処理用ガスの温度と、前記ステージの温度とを、
それぞれ摂氏１８乃至４０度の範囲内に設定することが好ましい。

　前記ステージの温度は摂氏２４乃至２６度に設定されていることがより好ましい。

　或いは、本基板処理方法においては、前記暴露処理用ガスの温度を、摂氏２０乃至５０
度の範囲で制御することも好ましい。

　本基板処理方法においては、前記暴露処理用ガスの温度を、摂氏２０乃至２５度の範囲
で制御することがより好ましい。

　また、前記暴露処理用ガスの流量は２乃至１０リットル／分であることが好ましい。た
だし、前記暴露処理用ガスの流量を１乃至１００リットル／分とすることも可能である。

供給 供給



【００６１】
　暴露処理チャンバー１０１の内部には、鉛直方向に上下動可能な昇降ステージ１１が設
けられており、基板１は、昇降ステージ１１の上面に水平姿勢で載置される。昇降ステー
ジ１１は１乃至５０ｍｍの範囲内で上下動することができるように構成されている。
【００６２】
　ガス吹き付け機構１１０は、上部チャンバー２０に形成された複数個のガス導入口１０
１ａの各々に挿入されたガス導入管２４と、ガス導入管２４の先端に取りつけられたガス
拡散部材２３と、ガス吹き出し板２１と、ガス吹き出し板２１を固定し、ガスの吹き出し
範囲を規定するガス吹き出し板枠２１２と、を備えている。
【００６３】
　図２は、ガス吹き出し板２１とガス吹き出し板枠２１２とを示す斜視図である。
【００６４】
　図２に示すように、ガス吹き出し板２１は平板からなり、ガス吹き出し板２１にはマト
リクス状に複数個の開口２１１が形成されている。開口２１１は、ガス吹き出し板２１の
下方に位置する基板１の全域を覆うように、設けられている。
【００６５】
　本実施形態においては、開口２１１の直径は０．５乃至３ｍｍであり、隣接する開口２
１１間の間隔は１乃至５ｍｍである。
【００６６】
　図１に示すように、ガス吹き出し板２１はガス拡散部材２３と基板１との間に位置する
ように水平に取りつけられ、暴露処理チャンバー１０１の内部空間を、暴露処理用ガスが
ガス導入管２４を介して導入される第一の空間１０２ａと、基板１が配置されている第二
の空間１０２ｂとに分離している。開口２１１は、この第一の空間１０２ａと第二の空間
１０２ｂとを連通させており、第一の空間１０２ａに導入された暴露処理用ガスは開口２
１１を介して第二の空間１０２ｂに導入される。
【００６７】
　図２に示すように、ガス吹き出し板枠２１２は、フレーム状の側壁２１２ａと、側壁２
１２ａの下端から内側に向かって延びるフレーム状の延長部２１２ｂと、からなっている
。
【００６８】
　ガス吹き出し板２１はシール材２１４を介して延長部２１２ｂ上に接着されている。こ
れにより、ガス吹き出し板２１とガス吹き出し板枠２１２との間には隙間がなくなり、ガ
ス吹き出し板２１の周囲から処理ガスが漏れ出すことがない。
【００６９】
　延長部２１２ｂの長さを適当な長さに設定することにより、ガス吹き出し板２１に形成
された開口２１１のいくつかが塞がれ、ガス吹き出し板２１による暴露処理用ガスの吹き
出し範囲が規定される。
【００７０】
　本実施形態においては、側壁２１２ａの高さは５ｍｍ、延長部２１２ｂの長さは１０ｍ
ｍであり、ガス吹き出し板枠２１２は基板１の上方１０ｍｍの位置に配置されている。
【００７１】
　第一の空間１０２ａに位置するガス拡散部材２３は箱状の部材からなり、その外壁には
複数個の孔が設けられている。
【００７２】
　ガス導入管２４を介して吹き出した暴露処理用ガスは、ガス拡散部材２３の内部にあた
って、一旦、ガス拡散部材２３の内部に貯留されることによって、均一に拡散される。こ
の結果、ガス拡散部材２３の内部において暴露処理用ガスの濃度が均一になる。この後、
暴露処理用ガスはガス拡散部材２３の外部に放出される。
【００７３】
　ただし、ガス拡散部材２３の形状は上記の形状に限定されるものではなく、他の形状を
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取ることも可能である。図３にガス拡散部材２３の一例を示す。
【００７４】
　図３に示すガス拡散部材２３は中空の球形をなしており、外面には複数個の孔２３ａが
形成され、ガス拡散部材２３の内部と外部とを連通させている。
【００７５】
　ガス導入管２４は球形のガス拡散部材２３の中心まで延びており、ガス拡散部材２３の
中心から暴露処理用ガスがガス拡散部材２３の内部に放出されるようになっている。この
ため、暴露処理用ガスはいずれの孔２３ａであっても等距離で孔２３ａに到達する。この
ように、暴露処理用ガスが孔２３ａに到達する間に暴露処理用ガスが拡散され、濃度が均
一化される。
【００７６】

【００７７】

【００７８】

【００７９】

【００８０】

【００８１】

【００８２】

【００８３】

【００８４】
　ガス 機構１２０は、蒸気発生装置３１と、蒸気発生装置３１から発生した暴露処理
用ガスを各ガス導入管２４に供給するガス配管３２と、を備えている。
【００８５】
　蒸気発生装置３１には、暴露処理用ガスを発生させる液体が貯留されている。この液体
に対して、窒素（Ｎ 2）ガスをバブリングすることにより、ガスが発生し、窒素ガスとと
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　なお、ガス拡散部材２３に形成された複数個の孔（図３の場合孔２３ａ）により、ガス
吹出部が構成されている。

　ここで、複数個のガス拡散部材２３は全て第一の空間１０２ａの内部に配置されている
。

　そして、１個のガス導入管２４及びそれと対応する１個のガス拡散部材２３ごとに、あ
るいは、複数本のガス導入管２４及びそれらと対応する複数個のガス拡散部材２３ごとに
隔壁で囲むことにより、第一の空間１０２ａは複数個の小空間に分割されている。

　これにより、各小空間に一個または二個以上のガス拡散部材２３が配置されている
　図１の場合、第一の空間１０２ａ内において、１個のガス導入管２４ごとに隔壁１０３
が設けられている。

　つまり、図１に示す例の場合、各小空間に一個ずつのガス拡散部材２３（ガス吹出部を
備える）が配置されている。

　このようにして、暴露処理用ガス３３を各小空間から第二の空間１０２ｂへガス分配手
段２１を介して吹き出させる際に、ガス導入管２４毎に制御され、小空間ごとに制御され
たガス流量を第二の空間１０２ｂの位置ごとに制御することが可能になる。これにより、
第二の空間１０２ｂに置かれた基板１に対してその基板１上の位置によらずに、さらに均
一な濃度のガスを吹き付けることができる。

　ここで、各小空間は隔壁１０３により相互に密閉されていることは必ずしも必要ではな
く、隔壁１０３に孔あるいは隙間を設けることにより、隣接する小空間相互間において部
分的に気体が連通するようにすることも可能である。

　また、隔壁１０３により第一の空間１０２ａを複数の小空間に分割する場合、各小空間
に１個ずつのガス導入管２４を対応させることは必ずしも必要ではなく、例えば、図８に
示すように、複数の小空間の何れか一つに対応させてガス導入管２４を１個のみ設けるこ
とも可能である。この場合には、各隔壁１０３には孔１０３ａを開けておいて、ガス導入
管２４から吹き出した暴露処理用ガス３３が孔１０３ａを介して全ての小空間に行き渡る
ようにする。
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もに暴露処理用ガス３３として暴露処理チャンバー１０１に供給される。
【００８６】
　また、ガス 機構１２０は、蒸気発生装置３１を取り囲む貯蔵容器３０１を備えてお
り、この貯蔵容器３０１には温度調整液が貯留されている。この温度調整液からの熱伝導
によって蒸気発生装置３１内の暴露処理用ガスを発生させる液体の温度を制御し、ひいて
は、暴露処理用ガス３３の温度を制御する。
【００８７】
　温度調整液としては、例えば、エチレングリコールと純水とを混合した液体を用いる。
なお、温度調整液としては、熱伝導性があり、凝固点が摂氏０度よりも低い液体であれば
、いかなる液体をも用いることができる。温度調整液の温度調整は、ヒーターを用いた加
熱、冷媒を用いた電子的な冷却、工場内の諸々の製造装置を冷却するための工場冷却水に
よる冷却などにより行うことができる。
【００８８】
　本実施形態においては、暴露処理チャンバー１０１に供給される暴露処理用ガス３３の
流量は１乃至５０Ｌ／ｍｉｎの範囲に設定されている。
【００８９】
　暴露処理チャンバー１０１において基板１に吹き付けられた暴露処理用ガスは、下部チ
ャンバー１０の周辺に形成されたガス排気口１０１ｂを介して、真空ポンプ（図示せず）
により、排気される。ガス排気口１０１ｂには、複数個の孔が設けられた排気孔板１３１
がかぶせられており、この排気孔板１３１により、処理後の暴露処理用ガスは均等に排気
される。
【００９０】
　なお、本実施形態においては、排気孔板１３１に設けられた孔の直径は２乃至１０ｍｍ
、隣接する孔の間の間隔は２乃至５０ｍｍの範囲に設定されている。
【００９１】
　また、暴露処理チャンバー１０１内のガス雰囲気をより高純度にするためと、処理時間
を秒単位で厳密に制御するためには、暴露処理チャンバー１０１内のガスの置換を短時間
に行う必要がある。
【００９２】
　このような要求を満たすため、本願発明者の実験結果によれば、暴露処理チャンバー１
０１の排気に用いる真空ポンプは、少なくとも５０Ｌ／ｍｉｎ以上の排気速度を有し、か
つ、排気開始から１分経過後の暴露処理チャンバー１０１内の圧力が－１００ＫＰａ以下
になるような排気能力を有していることが必要であることが判明した。
【００９３】
　次いで、本実施形態に係る基板処理装置１００の動作及び本基板処理装置１００を用い
た基板１の処理方法を以下に説明する。
【００９４】
　先ず、処理する基板１を昇降ステージ１１上に置き、下部チャンバー１０及び上部チャ
ンバー２０を閉じ、昇降ステージ１１を上下動させ、ガス吹き出し板２１と基板１との間
の距離を１０ｍｍに設定する。
【００９５】
　暴露処理チャンバー１０１内のガス雰囲気をより高純度にするため、暴露処理用ガスの
導入前に暴露処理チャンバー１０１内を強制的に排気し、約－７０ＫＰａ以下（大気圧を
０ＫＰａとする）になるようにする。
【００９６】
　次いで、蒸気発生装置３１に送り込む窒素ガスのガス圧を０．５ｋｇ／ｃｍ、流量を５
．０Ｌ／ｍｉｎに設定し、窒素ガスを蒸気発生装置３１に貯留されている処理液に流し込
み、処理液（薬液）から気化したガスをバブル状に発生させる。
【００９７】
　処理液から気化したガスと窒素ガスとを含んだ暴露処理用ガス３３を５．０Ｌ／ｍｉｎ
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のガス流量でガス配管３２に流す。
【００９８】
　暴露処理用ガス３３はガス配管３２及びガス導入管２４を経てガス拡散部材２３に貯留
され、ガス拡散部材２３の内部において、ガス濃度がほぼ均一になるように拡散される。
その後、暴露処理用ガス３３はガス拡散部材２３から第一の空間１０２ａに放出される。
【００９９】
　各ガス拡散部材２３から第一の空間１０２ａに放出された暴露処理用ガス３３はほぼ均
一の濃度とほぼ均一の速度を有している。さらに、暴露処理用ガス３３は第一の空間１０
２ａに一旦貯留されて、ガス濃度がさらに均一化される。このため、暴露処理用ガス３３
は、ガス吹き出し板２１に設けられた開口２１１を介して均一に第二の空間１０２ｂに放
出され、ひいては、昇降ステージ１１上に載置されている基板１に対して、均一に吹き付
けられる。
【０１００】
　なお、ガス拡散部材２３を設けずに、ガス吹き出し板２１のみによってガス濃度の均一
化を図ることも可能である。
【０１０１】
　この結果、基板１において、レジストパターン５１６のリフローが起きる（図１ （ａ
）参照）。
【０１０２】
　暴露処理用ガス３３をガス配管３２、ガス導入管２４及びガス拡散部材２３を介して暴
露処理チャンバー１０１の内部に流し続け、暴露処理チャンバー１０１内の圧力が陽圧（
＋０ＫＰａ以上）になったときに、ガス排気口１０１ｂを開放する。
【０１０３】
　処理プロセス条件として暴露処理チャンバー１０１内の圧力を、例えば、＋０．２ＫＰ
ａに設定した場合には、ガス排気口１０１ｂの開度を調整し、暴露処理チャンバー１０１
内の圧力が＋０．２ＫＰａに維持されるようにする。
【０１０４】
　ただし、処理圧力としては－５０Ｋｐａから５０ＫＰａの範囲内の圧力を選ぶことが可
能である。最適な圧力範囲は－２０ＫＰａから２０ＫＰａであり、特に望ましい圧力範囲
は－５ＫＰａから５ＫＰａである。処理圧力は、その誤差が±０．１ＫＰａ以内になるよ
うに、制御される。
【０１０５】
　一定の処理時間が経過したら、ガスの置換をすみやかに行うために、暴露処理用ガスを
排出し、Ｎ 2ガスで置換する方法をとる。
【０１０６】
　そのために、先ず、暴露処理用ガス３３の導入を停止した後、真空排気を行い、暴露処
理チャンバー１０１内の圧力を約－７０ＫＰａ以下にする。さらに、図１の破線で示した
経路のバルブを開き、チャンバー置換用ガスとして暴露処理チャンバー１０１内に窒素ガ
スその他の不活性ガスを２０Ｌ／ｍｉｎ以上の流量で流入させながら、真空ポンプを用い
て、真空排気を少なくとも１０秒以上行なう。この時の暴露処理チャンバー１０１の圧力
としては、少なくとも－３０ＫＰａを維持するようにする。
【０１０７】
　真空排気を止め、暴露処理チャンバー１０１の圧力が陽圧になるまで窒素ガスを導入し
、暴露処理チャンバー１０１の圧力が約＋２ＫＰａになった時点で置換用の窒素ガスの導
入を止める。
【０１０８】
　上部チャンバー２０及び下部チャンバー１０を開き、処理した基板１を取り出す。
【０１０９】
　本実施形態において使用する有機膜パターンとしてのレジストの材料例を以下に説明す
る。レジストの材料には、有機溶剤に溶解するレジストと水溶性のレジストとがある。
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【０１１０】
　有機溶剤に溶解するレジストの例としては、高分子化合物に感光剤及び添加剤を加えた
材料から構成されるレジストがある。
【０１１１】
　高分子化合物としては種々のものがあり、ポリビニル系ではポリビニルケイ皮酸エステ
ルがある。ゴム系では、環化ポリイソプレンや環化ポリブタジエンにビスアジド化合物を
混合したものがある。ノボラック樹脂系では、クレゾールノボラック樹脂とナフトキノン
ジアジド－５－スルフォン酸エステルを混合したものがある。アクリル酸の共重合樹脂系
では、ポリアクリルアミドやポリアミド酸がある。
【０１１２】
　また、水溶性のレジストの例としては、高分子化合物に感光剤及び添加剤を加えた材料
から構成されるレジストがある。高分子化合物としては種々のものがあり、ポリアクリル
酸、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリエチレ
ンイミン、ポリエチレンオキシド、スチレン－無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアミ
ン、ポリアリルアミン、オキサゾリン基含有水溶性樹脂、水溶性メラミン樹脂、水溶性尿
素樹脂、アルキッド樹脂、スルホンアミドのうちのいずれか、あるいは、これらの２種類
以上の混合物を用いたものが考えられる。
【０１１３】
　次に、レジスト膜を溶解させる溶剤に用いられる薬液の例を挙げる。
１．レジストが有機溶剤に溶解する場合
（ａ）有機溶剤具体例として、有機溶剤を上位概念としての有機溶剤と、それを具体化し
た下位概念の有機溶剤とに分けて示す。（Ｒはアルキル基又は置換アルキル基、Ａｒはフ
ェニル基又はフェニル基以外の芳香環を示す）
・アルコール類（Ｒ－ＯＨ）
・アルコキシアルコール類
・エーテル類（Ｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ｒ、Ａｒ－Ｏ－Ａｒ）
・エステル類
・ケトン類
・グリコール類
・アルキレングリコール類
・グリコールエーテル類
　上記有機溶剤の具体例としては、次のようなものがある。
・ＣＨ３ＯＨ、Ｃ２Ｈ５ＯＨ、ＣＨ３（ＣＨ２）ＸＯＨ
・イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）
・エトキシエタノール
・メトキシアルコール
・長鎖アルキルエステル
・モノエタノールアミン（ＭＥＡ）
・アセトン
・アセチルアセトン
・ジオキサン
・酢酸エチル
・酢酸ブチル
・トルエン
・メチルエチルケトン（ＭＥＫ）
・ジエチルケトン
・ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）
・メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）
・ブチルカルビトール
・ｎ－ブチルアセテート（ｎＢＡ）
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・ガンマーブチロラクトン
・エチルセロソルブアセテート（ＥＣＡ）
・乳酸エチル
・ピルビン酸エチル
・２－ヘプタノン（ＭＡＫ）
・３－メトキシブチルアセテート
・エチレングリコール
・プロピレングリコール
・ブチレングリコール
・エチレングリコールモノエチルエーテル
・ジエチレングリコールモノエチルエーテル
・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
・エチレングリコールモノメチルエーテル
・エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
・エチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル
・ポリエチレングリコール
・ポリプロレングリコール
・ポリブチレングリコール
・ポリエチレングリコールモノエチルエーテル
・ポリジエチレングリコールモノエチルエーテル
・ポリエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
・ポリエチレングリコールモノメチルエーテル
・ポリエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
・ポリエチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル
・メチル－３－メトキシプロピオネート（ＭＭＰ）
・プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）
・プロピレングリコールモノプロピルエーテル（ＰＧＰ）
・プロピレングリコールモノエチルエーテル（ＰＧＥＥ）
・エチル－３－エトキシプロピオネート（ＦＥＰ）
・ジプロピレングリコールモノエチルエーテル
・トリプロピレングリコールモノエチルエーテル
・ポリプロピレングリコールモノエチルエーテル
・プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート
・３－メトキシプロピオン酸メチル
・３－エトキシプロピオン酸エチル
・Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）
２．レジストが水溶性の場合
（ａ）水
（ｂ）水を主成分とする水溶液
　本願発明者は、本実施形態に係る基板処理装置１００及び暴露処理用ガス３３を用いて
、以下のように、実際に基板上にパターニングされた塗布膜をリフローさせた。
【０１１４】
　まず、基板上にノボラック樹脂を主成分とするレジストからなる塗布膜を２．０μｍの
厚さに塗布し、幅１０．０μｍ及び長さ２０．０μｍの塗布膜パターンを形成した。
【０１１５】
　この塗布膜パターンを本実施形態に係る基板処理装置１００において、暴露処理用ガス
３３としてＮＭＰを用いて、リフローさせた。暴露処理用ガス３３に含まれるＮ 2ガスそ
の他の条件は上記の第一の実施形態に記載した条件を用いた。
【０１１６】
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　図４は、塗布膜パターンの横方向へのリフロー距離のリフロー時間依存性を示したもの
である。この時に用いた上記の条件以外のリフローの主要条件は下記の通りである。
（１）暴露処理用ガス及び流量：処理液蒸気５Ｌ／ｍｉｎ、Ｎ 2ガス５Ｌ／ｍｉｎ
（２）暴露処理用ガス温度：２２℃
（３）昇降ステージ１１とガス吹き出し板２１との間隔：１０ｍｍ
（４）昇降ステージ１１の温度：２６℃
（５）暴露処理チャンバー１０１内の処理圧力：＋０．２ＫＰａ
　図４からわかるように、塗布膜パターンのリフロー距離はリフロー時間に対してほぼリ
ニアな関係で変化する。従って、リフロー距離はリフロー時間で制御することが可能であ
る。
【０１１７】
　図５は、塗布膜パターンのリフロー後のリフロー距離の基板内での均一性を示すグラフ
である。
【０１１８】
　図４において示したリフロー条件において、リフロー時間、処理ガス温度、昇降ステー
ジ１１とガス吹き出し板２１との間隔、昇降ステージ１１の温度、暴露処理チャンバー１
０１内の処理圧力を固定し、処理ガス流量を変化させた。これら以外の条件は図４の条件
と同じ条件を用いた。
【０１１９】
　この測定では、塗布膜パターンのリフロー時間を５分とし、リフローさせた後の塗布膜
パターンのリフロー距離を測定した。測定点は基板１の１０箇所をほぼ平面的に均等に渡
って測定した。１０箇所の測定値における最大値をＴｍａｘ、最小値をＴｍｉｎ、それら
の平均値をＴｍｅａｎとすると、測定点でのリフロー距離ＴｘのばらつきＴｘｓは次式で
表される。
Ｔｘｓ＝｜（Ｔｍｅａｎ―Ｔｘ）／Ｔｍｅａｎ｜
　図５からわかるように、暴露処理用ガス３３の流量が２乃至１０Ｌ／ｍｉｎの間では、
基板１内におけるリフロー距離のばらつきが約５％と極めて良い結果が得られた。
【０１２０】
　発明者の実験によれば、リフロー処理の制御因子としては、レジストパターンへの暴露
処理用ガス３３の供給量が最も重要である。ガス吹き出し板２１を設け、基板１の各部分
ごとに暴露処理用ガス３３の供給量を制御することにより、リフロー距離を自在に制御す
ることが可能である。
【０１２１】
　図６は、塗布膜パターンのリフロー後のリフロー距離の基板内での均一性を示すグラフ
である。
【０１２２】
　図４において示したリフロー条件において、リフロー時間、処理ガス温度、処理ガス流
量、昇降ステージ１１の温度、暴露処理チャンバー１０１内の処理圧力を固定し、昇降ス
テージ１１とガス吹き出し板２１との間隔を変化させた。
【０１２３】
　図６から明らかであるように、昇降ステージ１１とガス吹き出し板２１との間隔を５乃
至１５ｍｍの範囲に設定すれば、リフロー距離は基板１内で約１０％以内のばらつきに抑
えることができることが分かった。
【０１２４】
　図７は、塗布膜パターンのリフロー速度を示すグラフである。
【０１２５】
　図４において示したリフロー条件において、リフロー時間、処理ガス温度、処理ガス流
量、昇降ステージ１１とガス吹き出し板２１との間隔、暴露処理チャンバー１０１内の処
理圧力を固定し、昇降ステージ１１の温度を変化させた。
【０１２６】
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　図７から明らかであるように、昇降ステージ１１の温度を２４乃至２６℃に設定するこ
とにより、塗布膜パターンのリフロー速度が１０μｍ／分近傍で安定することがわかる。
【０１２７】
　以上の測定結果から、本実施形態に係る基板処理装置１００において、以下の条件の下
に、基板１に対する暴露処理用ガス３３の暴露処理を行うことにより、マスクとしての機
能を保持しつつ、塗布膜パターンのリフロー距離を基板１内で１０％以内に抑えることが
できる。
（１）暴露処理用ガス及び流量：処理液蒸気２乃至１０Ｌ／ｍｉｎ、窒素ガス２乃至１０
Ｌ／ｍｉｎ
（２）暴露処理用ガス温度：２０乃至２６℃
（３）昇降ステージ１１とガス吹き出し板２１との間隔：５乃至１５ｍｍ
（４）昇降ステージ１１の温度：２４乃至２６℃
（５）暴露処理チャンバー１０１内の処理圧力－１乃至＋２ＫＰａ
　本実施形態に係る基板処理装置１００はレジストのリフローを行うための装置として説
明したが、基板処理装置１００は、レジストのリフロー以外の使用目的に用いることも可
能である。例えば、半導体基板の表面を酸洗浄したり、あるいは、基板に対するレジスト
の密着性向上のために使用することも可能である。このような場合には、次のような薬液
が使用される。
（Ａ）酸を主成分とする溶液（表面洗浄用）
・塩酸・弗化水素
・その他酸溶液
（Ｂ）無機－有機混合溶剤（有機膜の密着力強化に用いる場合）
・ヘキサメチルジシラザン等のシランカップリング剤
　（第二の実施形態）

【０１２８】

【０１２９】

【０１３０】

【０１３１】

【０１３２】
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　図９は、本発明の第二の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す概略図である。本実
施形態に係る基板処理装置６００は、処理対象の基板を大気中から暴露処理チャンバーに
移送し、処理終了後に、基板を暴露処理チャンバーから再び大気中に戻すまでのプロセス
を連続して行うことを可能にする装置である。

　本実施形態に係る基板処理装置６００は、３個の処理チャンバー６０１と、３個の処理
チャンバー６０１のそれぞれと連結し、処理前の基板を減圧状態の下において処理チャン
バー６０１に搬入し、あるいは、処理後の基板を減圧状態の下において処理チャンバー６
０１から搬出するため減圧搬送チャンバー６０２と、減圧搬送チャンバー６０２と連結し
、処理前の基板を大気圧の下に外部から搬入し、減圧状態の下において基板を減圧搬送チ
ャンバー６０２に搬入するとともに、処理後の基板を減圧状態の下において減圧搬送チャ
ンバー６０２から搬出し、大気圧の下にその基板を外部に搬出する圧力調整搬送チャンバ
ー６０３と、基板を圧力調整搬送チャンバー６０３内に移送し、あるいは、基板を圧力調
整搬送チャンバー６０３から搬出するための基板搬入搬出用移載機構６０４と、から構成
されている。

　３個の処理チャンバー６０１のそれぞれには上述の第一の実施形態に係る基板処理装置
１００及び後述する第三乃至第五の実施形態に係る基板処理装置２００、３００、４００
のうちの何れかが搭載されている。

　以下、本実施形態に係る基板処理装置６００の動作を説明する。

　先ず、処理対象の基板は大気圧の下で基板搬入搬出用移載機構６０４により圧力調整搬
送チャンバー６０３内に移送される。

　基板が圧力調整搬送チャンバー６０３内に移送された後、圧力調整搬送チャンバー６０



【０１３３】

【０１３４】

【０１３５】

【０１３６】

【０１３７】

【０１３８】

【０１３９】
　（第三の実施形態）
　図 は、第 の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。本実施形態
に係る基板処理装置２００は、第一の実施形態に係る基板処理装置１００と同様に、チャ
ンバー内に配置された基板に対して暴露処理用ガスを均一に吹き付ける装置である。
【０１４０】
　第一の実施形態に係る基板処理装置１００の構成要素と同一の構造及び機能を有する構
成要素には同一の符号を付してある。
【０１４１】
　本願発明者の実験によれば、基板１に対する処理プロセスの安定化及び均一化を高め、
さらに、反応速度を制御するためには、各機構の温度調整をする必要があることが分かっ
た。このため、本実施形態に係る基板処理装置２００においては、以下のように、温度調
整機構が設けられている。
【０１４２】
　下部チャンバー１０においては、基板１の温度を調整するため、昇降ステージ１１の内
部を中空とし、昇降ステージ１１の内部に温度調節液１１２を流し、循環させることによ
り、昇降ステージ１１全体の温度調節を行う。
【０１４３】
　また、上部チャンバー２０の内部を中空とし、上部チャンバー２０の内部に温度調節液
２２１を流し、循環させることにより、上部チャンバー２０のみならず、熱伝導を利用し
て、上部チャンバー２０に接しているガス導入管２４、ガス拡散部材２３及びガス吹き出
し板２１の温度調節を行う。
【０１４４】
　次に、ガス １２０においては、供給される暴露処理用ガス３３の温度を調整す
るため、貯留容器３０１の内部を中空とし、貯留容器３０１の内部に温度調節液を流し、
循環させることにより、暴露処理用ガス３３の温度調節を行う。
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３は基板搬入搬出用移載機構６０４と遮断状態になり、圧力調整搬送チャンバー６０３の
内部は減圧され、真空状態になる。この状態の下で、基板は圧力調整搬送チャンバー６０
３から減圧搬送チャンバー６０２に搬送される。減圧搬送チャンバー６０２は常に真空状
態にされている。

　次いで、基板は減圧搬送チャンバー６０２から何れかの処理チャンバー６０１に搬送さ
れ、その処理チャンバー６０１において処理（例えば、暴露処理あるいはアッシング処理
）が施される。

　処理終了後、基板は処理チャンバー６０１から減圧搬送チャンバー６０２に搬送される
。必要な場合には、基板は、再度、他の処理チャンバー６０１に搬送され、他の種類の処
理が施される。

　次いで、基板は減圧搬送チャンバー６０２から真空状態にある圧力調整搬送チャンバー
６０３に搬送される。基板が圧力調整搬送チャンバー６０３内に搬送された後、圧力調整
搬送チャンバー６０３は内圧を上げ、真空状態から大気圧状態に移行する。

　その後、圧力調整搬送チャンバー６０３は基板搬入搬出用移載機構６０４との遮断状態
を解除し、処理後の基板を基板搬入搬出用移載機構６０４に搬出する。

　次いで、基板搬入搬出用移載機構６０４は基板を外部に搬出する。

　以上のように、本実施形態に係る基板処理装置６００によれば、基板を連続的に処理す
ることができる。

１０ 三

供給機構



【０１４５】
　制御が必要な温度範囲としては１０乃至８０℃、特に、２０乃至５０℃の範囲で制御可
能であることが必要であり、さらに、少なくとも±３℃以内、特に±０．５℃以内で制御
できるようにすることが必要であることが判明した。
【０１４６】
　次いで、本実施形態に係る基板処理装置２００の動作及び本基板処理装置２００を用い
た基板１の処理方法を以下に説明する。
【０１４７】
　先ず、温度調節液１１２を２４℃に設定し、昇降ステージ１１及び基板１の温度が同温
度になるようにする。
【０１４８】
　貯留容器３０１に流し込む温度調節液は２６℃に設定し、ガス １２０からの暴
露処理用ガス３３の温度が同温度になるようにする。
【０１４９】
　温度調節液２２１も２６℃に設定し、ガス吹き出し板２１、上部チャンバー２０及びガ
１ス拡散器２３の温度が同温度になるようにする。
【０１５０】
　この後、第一の実施形態に係る基板処理装置１００を用いた基板１の処理方法と同様の
過程を実施する。
【０１５１】
　（第四の実施形態）

【０１５２】

【０１５３】

【０１５４】

【０１５５】

【０１５６】

【０１５７】
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供給機構

　図１１は、本発明の第四の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。

　図１１に示すように、本実施形態に係る基板処理装置３００は、上記の第一の実施形態
に係る基板処理装置１００と比べて、隔壁１０３を備えていない点でのみ異なり、その他
の点では同様である。なお、基板処理装置３００の構成要素のうち、上記の基板処理装置
１００と同様の構成要素には同一の符号を付している。

　（第一乃至第四の実施形態の変形例）
　上述の第一、第三、第四の実施形態に係る基板処理装置１００、２００、３００の構造
は上記の構造に限定されるものではなく、以下に述べるように、種々の変更が可能である
。

　先ず、ガス吹き付け機構１１０において、次のような変更が可能である。

　第一、第三、第四の実施形態においては、各ガス導入管２４の上流側に１個のガス流量
制御機構を設け、このガス流量制御機構から各ガス導入管２４に暴露処理用ガス３３を分
配することを想定したが、ガス導入管２４の各々に暴露処理用ガス３３の流量を調節する
ガス流量制御機構を設けることも可能である。このガス流量制御機構は、マスフロー制御
、流量計を用いた制御、単なるバルブの開角度の制御などを行うことにより、暴露処理用
ガス３３の流量を制御することができる。

　また、第三及び四の実施形態に係る基板処理装置２００、３００においては、ガス吹き
出し板２１は上部チャンバー２０に対して固定されているが、第二の実施形態に係る基板
処理装置６００に搭載する場合、ガス吹き出し板２１をその中心を回転中心として回転可
能に形成することも可能である。例えば、モーターその他の動力源を用いて、暴露処理用
ガス３３が基板１に対して吹き付けられている間にガス吹き出し板２１を回転させること
により、より均一に暴露処理用ガス３３を基板１に対して吹き付けることができる。

　さらに、ガス吹き出し板２１のみならず、昇降ステージ１１もその軸心を回転中心とし



【０１５８】

【０１５９】

【０１６０】

【０１６１】

【０１６２】
　（第 の実施形態）
　図１２は、本発明の第 の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。第
一の実施形態に係る基板処理装置１００がチャンバー内に配置された基板に対して暴露処
理用ガスを均一に吹き付ける装置であったのに対して、本実施形態に係る基板処理装置４
００は、チャンバー内に配置された基板に対して暴露処理用ガスを均一に吹き付けるとと
もに、基板に対してドライエッチング又はアッシング処理をも行う装置である。
【０１６３】
　なお、ドライエッチング又はアッシング処理は暴露処理の前または後に行うことができ
、あるいは、暴露処理と同時に行うことも可能である。
【０１６４】
　第一の実施形態に係る基板処理装置１００の構成要素と同一の構造及び機能を有する構
成要素には同一の符号を付してある。
【０１６５】
　本実施形態に係る基板処理装置４００は、第一の実施形態に係る基板処理装置１００の
構成に加えて、プラズマ発生機構を備えており、このプラズマ発生機構は、上部チャンバ
ー２０とガス吹き出し板２１との間に配置された上部電極４１０と、昇降ステージ１１の
内部に配置された下部電極４２０と、コンデンサ４２２と、ＲＦ高周波電源４２３と、か
ら構成されている。
【０１６６】
　上部電極４１０は上部電極配線４１１を介してアース４１２に接続されている。
【０１６７】
　また、下部電極４２０は、下部電極配線４２１を介してコンデンサ４２２及びＲＦ高周
波電源４２３に接続されており、最終的には、アース４２４に接続されている。
【０１６８】
　本実施形態に係る基板処理装置４００は、以下のようにして、基板１に対する暴露処理
及びドライエッチング又はアッシング処理を施す。
【０１６９】
　まず、基板１上に被エッチング膜のパターンを形成する。その上に更に形成するレジス
ト膜のマスクパターン（以後「レジストマスク」と呼ぶ）を前述の第一の実施形態の場合
と同様にして変形する。すなわち、基板１を暴露処理用ガス３３に対して暴露させること
により、レジストマスクを溶解リフローさせ、そのパターンを変形させる。
【０１７０】
　ここで、そのレジストマスクが溶解リフロー変形を起こす前後において、基板１上に形
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て回転可能に形成することが可能である。

　例えば、ガス吹き出し板２１と昇降ステージ１１の双方を相互に逆方向に回転させるこ
とにより、より均一に暴露処理用ガス３３を基板１に対して吹き付けることができる。

　なお、昇降ステージ１１をこのように回転可能に形成することが可能であるのは、上記
の第一の実施形態に係る基板処理装置１００についても同様である。

　また、ガス吹き出し板２１は、上記のように平板として形成する例に限らず、基板１に
向かって凸状の、あるいは、凹状の円弧状の曲面を有する板から構成することも可能であ
る。

　また、暴露処理チャンバー１０１の内部に暴露処理チャンバー１０１の内圧を測定する
ための圧力測定素子を設け、暴露処理チャンバー１０１の内部を真空排気する真空排気装
置を圧力測定素子が測定した圧力に応じて作動させることにより、暴露処理チャンバー１
０１の内圧を自動調整することが可能である。

五
五



成されている被エッチング膜のパターンに対して、異なるパターン状態のレジストマスク
でエッチング加工を行う。
【０１７１】
　これにより、基板１上の被エッチング膜のパターンとしては、２種類のエッチングパタ
ーンを形成することができる。
【０１７２】
　ただし、このレジストマスクに対しては、Ｏ 2プラズマを用いたアッシング処理と呼ば
れる処理も併せて行われる。
【０１７３】
　本実施形態に係る基板処理装置４００におけるドライエッチング又はアッシング処理は
以下のようにして行われる。ただし、本実施形態に係る基板処理装置４００において行わ
れるドライエッチング又はアッシング処理は通常のドライエッチング又はアッシング処理
と同様のものである。
【０１７４】
　まず、暴露処理チャンバー１０１内に基板１を搭載し、真空引きして、暴露処理チャン
バー１０１内の残留ガスを除去する。この場合の暴露処理チャンバー１０１内の圧力は約
１Ｐａ以下である。
【０１７５】
　次に、ドライエッチング処理の場合には、エッチングガスとして、例えば、Ｃｌ 2／Ｏ 2

／Ｈｅ（Ｃｒ等のメタルのエッチングの場合）、アッシング処理の場合には、ガスとして
、Ｏ 2のみ又はＯ 2／ＣＦ 4等の混合ガスを暴露処理チャンバー１０１内に導入する。
【０１７６】
　その場合の暴露処理チャンバー１０１内の圧力は１０Ｐａ乃至１２０Ｐａの範囲で一定
に保つ。
【０１７７】
　次に、上部電極４１０と下部電極４２０の間に、ＲＦ高周波電源６２３とコンデンサ６
２２を用いてプラズマ放電をさせることにより、基板１に対してドライエッチング又はア
ッシング処理を行う。
【０１７８】
　本実施形態においては、下部電極４２０はコンデンサ６２２及びＲＦ高周波電源６２３
を介して接地されているが、下部電極４２０はＲＦ高周波電源６２３のみを介して接地す
るように構成することも可能である。
【０１７９】
　また、本実施形態においては、上部電極４１０が直接接地され、下部電極４２０がコン
デンサ６２２及びＲＦ高周波電源６２３を介して接地されているが、これとは逆に、下部
電極４２０が直接接地され、上部電極４１０がコンデンサ６２２及びＲＦ高周波電源６２
３を介して、あるいは、ＲＦ高周波電源６２３のみを介して接地されているように構成す
ることも可能である。
【０１８０】
　さらに、暴露処理チャンバー１０１内にプラズマを発生させるためのプラズマ発生機構
は本実施形態におけるプラズマ発生機構に限定されるものではなく、他のプラズマ発生機
構を用いることが可能である。
【０１８１】
　以上のように、本実施形態に係る基板処理装置４００によれば、基板１に体する暴露処
理と、ドライエッチング又はアッシング処理とを一つのチャンバーで行うことが可能であ
る。
【０１８２】
　なお、暴露処理で使用する暴露処理用ガス３３とドライエッチング又はアッシング処理
で使用する各種ガスとはそれぞれ別個のガス を介して暴露処理チャンバー１０１
内に導入してもよく、あるいは、単一のガス を共用して、暴露処理チャンバー１
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０１内に導入することも可能である。ただし、暴露処理とドライエッチング又はアッシン
グ処理とを同時に行う必要がある場合には、別個のガス を設けることが必要であ
る。
【０１８３】
　また、本実施形態に係る基板処理装置４００においても、第 の実施形態に係る基板処
理装置２００と同様に、上部電極４１０及び下部電極４２０の温度を一定に維持するため
の温度調節機構を設けることができる。
【０１８４】
【発明の効果】
　以上のように、本発明に係る基板処理装置を用いることにより、基板表面の全面に渡っ
てほぼ均一に暴露処理用ガスを流すことができるので、基板全面に渡ってリフロー距離Ｌ
を精度良く制御することができる。
【０１８５】
　さらには、その暴露処理の前後あるいは暴露処理と同時に、基板に対してドライエッチ
ング又はアッシング処理を行うことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。
【図２】　第一の実施形態に係る基板処理装置におけるガス吹き出し板及びガス吹き出し
板枠を示す斜視図である。
【図３】　ガス拡散部材の一例を示す斜視図である。
【図４】　塗布膜のリフロー距離のリフロー時間依存性を示すグラフである。
【図５】　リフロー後の塗布膜の膜厚の基板内均一性の蒸気流量依存性を示すグラフであ
る。
【図６】　リフロー後の塗布膜の膜厚の基板内均一性を昇降ステージとガス吹き出し板と
の間隔を変化させたときについて測定したグラフである。
【図７】　塗布膜のリフロー速度の昇降ステージの温度に対する依存性を示すグラフであ
る。
【図８】
【図９】
【図１０】
【図１１】
【図１２】
【図１３】
【図１４】

【図１５】
【符号の説明】
１  基板
１０  下部チャンバー
１１  昇降ステージ
２０  上部チャンバー
２１  ガス吹き出し板
２３  ガス拡散部材
２４  ガス導入管
３１  蒸気発生装置
３２  ガス配管
３３  暴露処理用ガス
１００  第一の実施形態に係る基板処理装置
１０１  暴露処理チャンバー
１１０  ガス吹き付け機構
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三

　本発明の第一の実施形態に係る基板処理装置の変形例を示す断面図である。
　本発明の第二の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。

　本発明の第三の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。
　本発明の第四の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。
　本発明の第五の実施形態に係る基板処理装置の構成を示す断面図である。
　従来の塗布膜の平坦化装置を示す模式的な断面図である。
　従来の塗布膜の平坦化装置を薄膜トランジスタの製造工程に適用した場合の

薄膜トランジスタの製造工程の一部を示す断面図である。
　図１４に続く製造工程を示す断面図及び平面図である。



１０３  隔壁
１１２、２２１  温度調節液
１２０  ガス
１２１  Ｏ－リング
２００  第 の実施形態に係る基板処理装置
３００  第 の実施形態に係る基板処理装置
４００  第 の実施形態に係る基板処理装置
４１０  上部電極
４１１  上部電極配線
４１２、４２４  アース
４２０  下部電極
４２１  下部電極配線
４２２  コンデンサ
４２３  ＲＦ高周波電源
６００  第 の実施形態に係る基板処理装置
６０１  処理チャンバー
６０２  減圧搬送チャンバー
６０３  圧力調整搬送チャンバー
６０４  基板搬入搬出用移載機構
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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