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(57)【要約】
【課題】 基板を水平に保持して回転する基板保持体の
下方において発生する気流が、排気や排液の流れに与え
る影響を極力低減できる液処理装置および液処理方法を
提供する。
【解決手段】 液処理装置１００は、ウエハＷを水平に
保持する保持部材１４を有し、ウエハＷとともに回転可
能な回転プレート１１と、前記回転プレート１１を回転
させる回転モータ３と、ウエハＷに処理液を供給する表
面処理液供給ノズル５と、回転プレート１１の回転中心
からみて保持部材１４よりも径方向外側に設けられ、前
記回転プレート１１の下方に形成される気流を遮蔽する
遮蔽壁５５と、を具備する。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を水平に保持する保持部材を有し、基板とともに回転可能な基板保持体と、
前記基板保持体を回転させる回転機構と、
基板に処理液を供給する液供給機構と、
前記基板保持体の回転中心からみて前記保持部材よりも径方向外側に設けられ、前記基
板保持体の下方に形成される気流を遮蔽する遮蔽壁と、
を具備したことを特徴とする、液処理装置。
【請求項２】
前記保持部材は、前記基板保持体の下面側に配置されるとともに該基板保持体の上面側
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に突出した保持部を備え、該保持部において基板を保持することを特徴とする、請求項１
に記載の液処理装置。
【請求項３】
前記遮蔽壁は、前記基板保持体の下方において前記保持部材を囲むように円筒状に配置
されていることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の液処理装置。
【請求項４】
前記基板保持体に保持された基板を囲繞するように環状をなし、回転する基板から振り
切られた処理液を受け止める液受けカップと、
前記液受けカップに対応した環状をなし、前記液受けカップから排出された処理液を受
け止めるとともに、受け止めた処理液を排液する排液口を有する排液カップと、
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前記排液カップの外側に前記排液カップを囲繞するように設けられ、前記液受けカップ
およびその周囲からの主に気体成分を取り入れて排気する排気カップと、をさらに具備し
、
前記遮蔽壁は、前記排液カップに設けられていることを特徴とする、請求項１から請求
項３のいずれか１項に記載の液処理装置。
【請求項５】
前記遮蔽壁により、前記排液カップにおいて、前記液受けカップから排出された処理液
を受け止める第１の処理液受け部と、前記第１の処理液受け部よりも内側に設けられ、前
記基板保持体の裏面に漏出した処理液を受け止める第２の処理液受け部と、が区分けされ
ていることを特徴とする、請求項４に記載の液処理装置。
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【請求項６】
前記遮蔽壁は、前記基板保持体の下面から下方に向けて前記保持部材を囲むように円筒
状に形成された壁であることを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載
の液処理装置。
【請求項７】
前記回転機構の回転軸と前記遮蔽壁との間に、前記基板保持体下方における前記回転軸
の周囲の雰囲気と前記排液カップの周囲の雰囲気を区別する隔壁を設けたことを特徴とす
る、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の液処理装置。
【請求項８】
前記隔壁より区別される前記回転軸側の空間の圧力を調整する圧力調節手段を設けた、
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請求項７に記載の液処理装置。
【請求項９】
前記隔壁より区別される前記回転軸側の空間にパージガスを導入するガス導入部を設け
た、請求項７に記載の液処理装置。
【請求項１０】
前記隔壁と前記遮蔽壁との間の前記保持部材の下方位置に、前記気流を遮蔽する第２の
遮蔽壁を有する、請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の液処理装置。
【請求項１１】
前記基板保持体の下面に、前記保持部材による気流の形成を抑制する複数の凸状部が弧
状に形成されており、該凸状部の間に前記保持部材が配備されている、請求項１から請求
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項１０のいずれか１項に記載の液処理装置。
【請求項１２】
基板を水平に保持する保持部材を有し、基板とともに回転可能な基板保持体と、
前記基板保持体を回転させる回転機構と、
基板に処理液を供給する液供給機構と、
前記基板保持体の回転中心からみて前記保持部材よりも径方向外側に設けられ、前記基
板保持体の下方に形成される気流を遮蔽する気流遮蔽手段と、
を具備したことを特徴とする、液処理装置。
【請求項１３】
基板を水平に保持する保持部材を有し、基板とともに回転可能な基板保持体と、前記基
板保持体を回転させる回転機構と、基板に処理液を供給する液供給機構と、
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前記基板保

持体に保持された基板を囲繞するように環状をなし、回転する基板から振り切られた処理
液を受け止める液受けカップと、前記液受けカップに対応した環状をなし、前記液受けカ
ップから排出された処理液を受け止めるとともに、受け止めた処理液を排液する排液口を
有する排液カップと、前記排液カップの外側に前記排液カップを囲繞するように設けられ
、前記液受けカップおよびその周囲からの主に気体成分を取り入れて排気する排気カップ
と、を有する液処理装置を用いた液処理方法であって、
前記保持部材を囲むように設けられた第１の遮蔽壁により、前記基板保持体の下方に形
成される気流を遮蔽して前記排気カップ内の排気を行なうことを特徴とする、液処理方法
。
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【請求項１４】
前記回転機構の回転軸と前記第１の遮蔽壁との間に設けた隔壁を設け、前記隔壁より区
別される前記回転軸側の空間にパージガスを導入して陽圧にしたことを特徴とする、請求
項１３に記載の液処理方法。
【請求項１５】
前記隔壁と前記第１の遮蔽壁との間の前記保持部材の下方位置に設けた第２の遮蔽壁に
より、前記基板保持体の下方に形成される気流を遮蔽しつつ前記排気カップ内の排気を行
なうことを特徴とする、請求項１３または請求項１４に記載の液処理方法。
【請求項１６】
前記基板保持体の下面に弧状に形成された複数の凸状部を設け、前記基板保持体の下方
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における気流の形成を抑制することを特徴とする、請求項１３から請求項１５のいずれか
１項に記載の液処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば半導体ウエハ等の基板に対して所定の液処理を行う液処理装置および
液処理方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
半導体デバイスの製造プロセスやフラットパネルディスプレー（ＦＰＤ）の製造プロセ
スにおいては、被処理基板である半導体ウエハやガラス基板に処理液を供給して液処理を
行うプロセスが多用されている。このようなプロセスとしては、例えば、基板に付着した
パーティクルやコンタミネーション等を除去する洗浄処理、フォトリソグラフィ工程にお
けるフォトレジスト液や現像液の塗布処理等を挙げることができる。
【０００３】
このような液処理装置としては、半導体ウエハ等の基板をスピンチャックに保持し、基
板を回転させた状態で基板の表面または表裏面に処理液を供給して基板の表面または表裏
面に液膜を形成して処理を行う枚葉式のものが知られている。
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【０００４】
この種の装置では、通常、処理液は基板の中心に供給され、基板を回転させることによ
り処理液を外方に広げて液膜を形成し、処理液を離脱させることが一般的に行われている
。そして、基板の外方へ振り切られた処理液を下方へ導くように基板の外側を囲繞する液
受けカップ等の部材を設け、基板から振り切られた処理液をこの液受けカップからその下
方に配設された排液カップへと導き、速やかに排出するようにしている。
【０００５】
また、上記のように基板を水平支持した状態で回転させる方式の液処理装置では、回転
中に基板の位置ずれが生じると、基板の破損等を引き起こす原因になる。そこで、基板を
回転可能に保持する基板保持体に基板を確実に固定して一体的に回転させるために、基板
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の外縁を規制してこれを保持する保持部材（チャック）を配備することが行なわれている
（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２−３６８０６６号公報（図７など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記特許文献１に記載された液処理装置において、保持部材は、基板保持体の裏面側に
突出するように数カ所に装着され、その表面側で基板の周縁を支持する構成になっている
。このような保持部材を有する基板保持体を回転させた場合、基板保持体の下方に突出し
た保持部材によって、基板保持体の下方空間に気流が生じる。このような気流が発生する
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と、基板保持体の下方における排気の流れに影響を与え、ミストの排出を妨げ、ミストが
基板表面に付着してウォーターマークやパーティクル等の欠陥を引き起こす原因となる。
さらに、基板保持体の下方に発生した気流は、排液カップに受け止められた処理液の流れ
にも影響を与え、処理液を排液口へ効率的に導くことが困難になる。
【０００７】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、基板を水平に保持して回転する基
板保持体の下方において発生する気流が、排気や排液の流れに与える影響を極力低減でき
る液処理装置および液処理方法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】
【０００８】
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上記課題を解決するため、本発明の第１の観点は、基板を水平に保持する保持部材を有
し、基板とともに回転可能な基板保持体と、前記基板保持体を回転させる回転機構と、基
板に処理液を供給する液供給機構と、前記基板保持体の回転中心からみて前記保持部材よ
りも径方向外側に設けられ、前記基板保持体の下方に形成される気流を遮蔽する遮蔽壁と
、を具備したことを特徴とする、液処理装置を提供する。
【０００９】
上記第１の観点において、前記保持部材は、前記基板保持体の下面側に配置されるとと
もに該基板保持体の上面側に突出した保持部を備え、該保持部において基板を保持するも
のであってもよい。また、前記遮蔽壁は、前記基板保持体の下方において前記保持部材を
囲むように円筒状に配置されていることが好ましい。また、前記基板保持体に保持された
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基板を囲繞するように環状をなし、回転する基板から振り切られた処理液を受け止める液
受けカップと、前記液受けカップに対応した環状をなし、前記液受けカップから排出され
た処理液を受け止めるとともに、受け止めた処理液を排液する排液口を有する排液カップ
と、前記排液カップの外側に前記排液カップを囲繞するように設けられ、前記液受けカッ
プおよびその周囲からの主に気体成分を取り入れて排気する排気カップと、をさらに具備
し、前記遮蔽壁は、前記排液カップに設けられていることが好ましい。この場合、前記遮
蔽壁により、前記排液カップにおいて、前記液受けカップから排出された処理液を受け止
める第１の処理液受け部と、前記第１の処理液受け部よりも内側に設けられ、前記基板保
持体の裏面に漏出した処理液を受け止める第２の処理液受け部と、が区分けされていても
よい。
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【００１０】
また、前記遮蔽壁は、前記基板保持体の下面から下方に向けて前記保持部材を囲むよう
に円筒状に形成された壁であることが好ましい。また、前記回転機構の回転軸と前記遮蔽
壁との間に、前記基板保持体下方における前記回転軸の周囲の雰囲気と前記排液カップの
周囲の雰囲気を区別する隔壁を設けることが好ましい。この場合、前記隔壁より区別され
る前記回転軸側の空間の圧力を調整する圧力調節手段を設けてもよく、前記隔壁より区別
される前記回転軸側の空間にパージガスを導入するガス導入部を設けてもよい。また、前
記隔壁と前記遮蔽壁との間の前記保持部材の下方位置に、前記気流を遮蔽する第２の遮蔽
壁を有することもできる。また、前記基板保持体の下面に、前記保持部材による気流の形
成を抑制する複数の凸状部が弧状に形成されていてもよく、該凸状部の間に前記保持部材
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が配備されていてもよい。
【００１１】
本発明の第２の観点は、基板を水平に保持する保持部材を有し、基板とともに回転可能
な基板保持体と、前記基板保持体を回転させる回転機構と、基板に処理液を供給する液供
給機構と、前記基板保持体の回転中心からみて前記保持部材よりも径方向外側に設けられ
、前記基板保持体の下方に形成される気流を遮蔽する気流遮蔽手段と、を具備したことを
特徴とする、液処理装置を提供する。
【００１２】
本発明の第３の観点は、基板を水平に保持する保持部材を有し、基板とともに回転可能
な基板保持体と、前記基板保持体を回転させる回転機構と、基板に処理液を供給する液供
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給機構と、前記基板保持体に保持された基板を囲繞するように環状をなし、回転する基板
から振り切られた処理液を受け止める液受けカップと、前記液受けカップに対応した環状
をなし、前記液受けカップから排出された処理液を受け止めるとともに、受け止めた処理
液を排液する排液口を有する排液カップと、前記排液カップの外側に前記排液カップを囲
繞するように設けられ、前記液受けカップおよびその周囲からの主に気体成分を取り入れ
て排気する排気カップと、を有する液処理装置を用いた液処理方法であって、前記保持部
材を囲むように設けられた第１の遮蔽壁により、前記基板保持体の下方に形成される気流
を遮蔽して前記排気カップ内の排気を行なうことを特徴とする、液処理方法を提供する。
【００１３】
上記第３の観点において、前記回転機構の回転軸と前記第１の遮蔽壁との間に設けた隔
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壁を設け、前記隔壁より区別される前記回転軸側の空間にパージガスを導入して陽圧にす
ることが好ましい。また、前記隔壁と前記第１の遮蔽壁との間の前記保持部材の下方位置
に設けた第２の遮蔽壁により、前記基板保持体の下方に形成される気流を遮蔽しつつ前記
排気カップ内の排気を行なうことが好ましい。また、前記基板保持体の下面に弧状に形成
された複数の凸状部を設け、前記基板保持体の下方における気流の形成を抑制することが
好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、保持部材によって基板を保持して回転させる基板保持体の回転中心か
らみて保持部材よりも径方向外側に遮蔽壁を設けたので、基板保持体の下方において発生
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した気流が排気や排液の流れに与える影響を抑制することができる。これにより、液処理
装置においてミストやパーティクルの発生を低減し、効率的に排気および排液を行なうこ
とが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、添付図面を参照しつつ本発明の実施形態について詳細に説明する。ここでは、本
発明を半導体ウエハ（以下、単にウエハと記す）の表裏面洗浄を行う液処理装置に適用し
た場合について示す。
【００１６】
＜第１実施形態＞
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図１は、本発明の第１実施形態に係る液処理装置の概略構成を示す断面図、図２はその
平面図、図３は排気・排液部を拡大して示す断面図である。この液処理装置１００は、ベ
ースプレート１と、被処理基板であるウエハＷを回転可能に保持するウエハ保持部２と、
このウエハ保持部２を回転させる回転モータ３と、ウエハ保持部２に保持されたウエハＷ
を囲繞するように設けられ、ウエハ保持部２とともに回転する回転カップ４と、ウエハＷ
の表面に処理液を供給する表面処理液供給ノズル５と、ウエハＷの裏面に処理液を供給す
る裏面処理液供給ノズル６と、回転カップ４の周縁部に設けられた排気・排液部７とを有
している。また、排気・排液部７の周囲およびウエハＷの上方を覆うようにケーシング８
が設けられている。ケーシング８の上部にはファン・フィルター・ユニット（ＦＦＵ）９
が設けられており、ウエハ保持部２に保持されたウエハＷに清浄空気のダウンフローが供
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給されるようになっている。
【００１７】
ウエハ保持部２は、水平に設けられた円板状をなす回転プレート１１と、その裏面の中
心部に接続され、下方鉛直に延びる円筒状の回転軸１２とを有している。回転プレート１
１の中心部には、回転軸１２内の孔１２ａに連通する円形の孔１１ａが形成されている。
そして、裏面処理液供給ノズル６を備えた昇降部材１３が孔１２ａおよび孔１１ａ内を昇
降可能に設けられている。回転プレート１１には、ウエハＷの外縁を保持する保持部材１
４が設けられており、図２に示すように、これらは３つ等間隔で配置されている。この保
持部材１４は、ウエハＷが回転プレート１１から少し浮いた状態で水平にウエハＷを保持
するようになっている。この保持部材１４はウエハＷの端面を保持可能な保持部１４ａと

20

、保持部１４ａから回転プレート裏面側中心方向に延材する着脱部１４ｂと、保持部１４
ａを垂直面内で回動させる回転軸１４ｃと、この回転軸１４ｃを含む支点部１４ｄを有し
、着脱部１４ｂの先端部を図示しないシリンダ機構により上方に押し上げることにより、
保持部１４ａが外側に回動してウエハＷの保持が解除される。保持部材１４は、図示しな
いバネ部材により保持部１４ａがウエハＷを保持する方向に付勢されており、シリンダ機
構を作動させない場合には保持部材１４によりウエハＷが保持された状態となる。
【００１８】
回転軸１２は、２つのベアリング１５ａを有する軸受け部材１５を介してベースプレー
ト１に回転可能に支持されている。回転軸１２の下端部にはプーリー１６が嵌め込まれて
おり、プーリー１６にはベルト１７が巻き掛けられている。ベルト１７はモータ３の軸に

30

取り付けられたプーリー１８にも巻き掛けられている。そして、モータ３を回転させるこ
とによりプーリー１８、ベルト１７およびプーリー１６を介して回転軸１２を回転するよ
うになっている。
【００１９】
軸受け部材１５の直上には回転軸１２の外周に沿って環状をなすパージガス供給ポート
１９が設けられている。このパージガス供給ポート１９へは軸受け部材１５の外壁内に鉛
直方向に沿って設けられたパージガス流路２０が接続されており、このパージガス流路２
０には、軸受け部材１５のベースプレート１の下方位置に対応する部分においてパージガ
ス配管２１が接続されている。そして、図示しないパージガス供給源からパージガス配管
２１、パージガス流路２０を経てパージガス供給ポート１９へパージガスとして例えばＮ
２

40

ガスが供給される。このパージガスはパージガス供給ポート１９から回転軸１２の上方

側および下方側へ流れる。
【００２０】
パージガス供給ポート１９から上方に導入されたパージガスは、隔壁６５により区画さ
れる回転軸１２周囲の空間Ｓ１に放出され、この空間Ｓ１を陽圧にする。これにより、各
種処理液の成分によってケミカル雰囲気となっている隔壁６５より外側の空間Ｓ２から飛
散したミストや処理液が、腐食しやすい金属製材質の回転軸１２の上部に付着することを
避け、回転軸１２の腐食を防止している。
一方、パージガス供給ポート１９から下方に導入されたパージガスは、軸受け部材１５
内の上下のベアリング１５ａ，１５ｂの周囲を通過して装置外部へ排出される。これによ
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り、ベアリング１５ａおよび１５ｂの摩耗により生じたパーティクルを装置外部へ運び出
することができる。よって、ベアリング１５ａ，１５ｂからのパーティクルがウエハＷへ
到達することを抑制することが可能となっている。
【００２１】
表面処理液供給ノズル５は、ノズルアーム２２に保持されており、図示しない液供給チ
ューブから処理液が供給され、その内部に設けられたノズル孔５ａを介して処理液を吐出
するようになっている。吐出する処理液としては、洗浄用の薬液、純水等のリンス液、Ｉ
ＰＡのような乾燥溶媒等を挙げることができ、１種または２種以上の処理液を吐出可能と
なっている。ノズルアーム２２は、図２に示すように軸２３を中心として回動可能に設け
られており、図示しない駆動機構により、ウエハＷ中心上および外周上の吐出位置とウエ

10

ハＷの外方の退避位置との間で移動可能となっている。なお、ノズルアーム２２は上下動
可能に設けられており、退避位置と吐出位置で回動するときには上昇した状態となり、表
面処理液供給ノズル５から処理液を吐出する際には、下降した状態となる。
【００２２】
裏面処理液供給ノズル６は昇降部材１３の中心に設けられており、その内部に長手方向
に沿って延びるノズル孔６ａが形成されている。そして、図示しない処理液チューブを介
してノズル孔６ａの下端から所定の処理液が供給され、その処理液がノズル孔６ａを介し
てウエハＷの裏面に吐出されるようになっている。吐出する処理液としては、上記表面処
理液供給ノズル５と同様、洗浄用の薬液、純水等のリンス液、ＩＰＡのような乾燥溶媒等
を挙げることができ、１種または２種以上の処理液を吐出可能となっている。昇降部材１

20

３の上端部にはウエハＷを支持するウエハ支持台２４を有している。ウエハ支持台２４の
上面には、ウエハＷを支持するための３本のウエハ支持ピン２５（２本のみ図示）を有し
ている。そして、裏面処理液供給ノズル６の下端には接続部材２６を介してシリンダ機構
２７が接続されており、このシリンダ機構２７によって昇降部材１３を昇降させることに
よりウエハＷを昇降させてウエハＷのローディングおよびアンローディングが行われる。
【００２３】
回転カップ４は、図３に示すように、回転プレート１１の端部上方から内側斜め上方に
延びる円環状の庇部３１と、庇部３１の外端部から垂直下方へ延びる筒状の外側壁部３２
を有している。外側壁部３２と回転プレート１１との間には円環状の隙間３３が形成され
ており、この隙間３３からウエハＷが回転プレート１１および回転カップ４とともに回転
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されて飛散した処理液（ミスト）が下方に導かれる。
【００２４】
庇部３１と回転プレート１１との間にはウエハＷとほぼ同じ高さの位置に板状をなす案
内部材３５が介在されている。図４に示すように、庇部３１と案内部材３５との間、案内
部材３５と回転プレート１１との間には、それぞれ処理液を通過させる複数の開口３６お
よび３７を形成するための複数のスペーサ部材３８および３９が周方向に沿って配置され
ている。庇部３１と、案内部材３５と、回転プレート１１と、これらの間のスペーサ部材
３８，３９とは、ねじ４０によりねじ止めされている。
【００２５】
案内部材３５は、その表裏面がウエハＷの表裏面と略連続するように設けられている。

40

そして、モータ３によりウエハ保持部材２および回転カップ４をウエハＷとともに回転さ
せて表面処理液供給ノズル５からウエハＷ表面の中心に処理液を供給した際には、処理液
は遠心力でウエハＷの表面を広がり、ウエハＷの周縁から振り切られる。このウエハＷ表
面から振り切られた処理液は、略連続して設けられた案内部材３５の表面に案内されて開
口３６から外方へ排出され、庇部３１および外側壁部３２によって下方へ導かれる。また
、同様にウエハ保持部材２および回転カップ４をウエハＷとともに回転させて裏面処理液
供給ノズル６からウエハＷの裏面の中心に処理液を供給した際には、処理液は遠心力でウ
エハＷの裏面を広がり、ウエハＷの周縁から振り切られる。このウエハＷ裏面から振り切
られた処理液は、ウエハＷの裏面と略連続して設けられた案内部材３５の裏面に案内され
て開口３７から外方へ排出され、庇部３１および外側壁部３２によって下方へ導かれる。
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このときスペーサ部材３８、３９および外側壁部３２に到達した処理液には遠心力が作用
しているから、これらがミストとなって内側へ戻ることが阻止される。
【００２６】
また、案内部材３５はこのようにウエハＷ表面および裏面から振り切られた処理液を案
内するので、ウエハＷの周縁から脱離した処理液が乱流化し難く、処理液をミスト化させ
ずに回転カップ４外へ導くことができる。なお、図２に示すように、案内部材３５には、
保持部材１４に対応する位置に、保持部材１４を避けるように切り欠き部４１が設けられ
ている。
【００２７】
排気・排液部７は、主に回転プレート１１と回転カップ４に囲繞された空間から排出さ

10

れる気体および液体を回収するためのものであり、図３の拡大図にも示すように、回転カ
ップ４から排出された処理液を受ける環状をなす排液カップ５１と、排液カップ５１の外
側に、排液カップ５１を囲繞するように設けられた環状をなす排気カップ５２とを備えて
いる。
【００２８】
図１および図３に示すように、排液カップ５１は、回転カップ４の外側に、外側壁部３
２に近接して垂直に設けられた垂直壁５３と、垂直壁５３の下端から内側に向かって延び
る底部５４とを有している。垂直壁５３の上端は回転カップ４の外側壁部３２の上方まで
延びており、庇部３１に沿って湾曲している。これにより排液カップ５１内のミストがウ
エハＷ側へ逆流することを防止するようになっている。

20

環状をなす排液カップ５１の底部５４は、その外側から内側（つまりウエハＷの回転中
心側）に向かって上昇するように傾斜し、その内側端は保持部材１４の保持部１４ａより
も内側（回転中心側）に対応する位置まで達している。
【００２９】
また、排液カップ５１の内部の保持部材１４の外側位置には、底部５４から回転プレー
ト１１の下面近傍まで延び、その周方向に沿って環状（円筒状）に設けられた遮蔽壁５５
を有している。この遮蔽壁５５は、回転プレート１１下方の空間Ｓ２に発生した気流が排
液カップ５１の外側方向（回転軸１２とは反対の方向）へ向けて進行することを妨げる作
用を有している。そして、排液カップ５１は、この遮蔽壁５５によって、隙間３３から排
出される処理液を受ける第１の処理液受け部である主液受け部５６と、保持部材１４の保

30

持部１４ａ近傍部分から滴下される処理液を受ける第２の処理液受け部である副液受け部
５７に分割されている。つまり、遮蔽壁５５は、処理液を受ける処理液受け部を二つに区
分する仕切り壁（隔壁）としての機能も持っている。
【００３０】
保持部材１４の保持部１４ａは、回転軸１４ｃを回動中心として回動することによりウ
エハＷを保持もしくは保持を解除できるように構成されているため、回転プレート１１に
は、保持部１４ａを挿入するための開口１１ｂが設けられている。この回転プレート１１
の開口１１ｂを介して処理液が回転プレート１１の裏面側（下面）に廻り込み、下方に滴
下した場合には、副液受け部５７によって受けることができる。
また、遮蔽壁５５には、副液受け部５７から主液受け部５６に処理液を導くための連通

40

口である孔５８が形成されている。
【００３１】
排液カップ５１の底部５４の最外側部分には１箇所の排液口６０が設けられており、排
液口６０には排液管６１が接続されている。排液管６１には排液切り替え部および吸引機
構（いずれも図示せず）が設けられており、処理液の種類に応じて分別して回収または廃
棄されるようになっている。なお、排液口６０は例えば処理液の種類に応じて複数箇所に
設けられていてもよい。
【００３２】
排気カップ５２は、排液カップ５１の垂直壁５３の外側部分に垂直に設けられた外側壁
６４と、保持部材１４の内側部分に垂直にかつその上端が回転プレート１１に近接するよ
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うに設けられた隔壁６５と、ベースプレート１上に設けられた底壁６６と、外側壁６４か
ら上方へ湾曲するとともに、回転カップ４の上方を覆うように設けられた上側壁６７とを
有している。前記のように、隔壁６５はその内側の回転軸１２周囲の空間Ｓ１とその外側
の空間Ｓ２の雰囲気を分ける壁である。そして、排気カップ５２は、その上側壁６７と回
転カップ４の庇部３１との間の環状をなす導入口６８から回転カップ４内およびその周囲
の主にガス成分を取り込んで排気するようになっている。また、排気カップ５２の下部に
は、図１に示すように、排気口７０が設けられており、排気口７０には排気管７１が接続
されている。排気管７１の下流側には図示しない吸引機構が設けられており、回転カップ
４の周囲を排気することが可能となっている。排気口７０は複数設けられており、処理液
の種類に応じて切り替えて使用することが可能となっている。

10

【００３３】
このように、処理液が回転カップ４を介して排液カップ５１に導かれ、気体成分は導入
口６８から排気カップ５２に導かれ、かつ排液カップ５１からの排液と排気カップ５２か
らの排気が独立して行われるようになっているので、排液と排気を分離した状態で導くこ
とが可能となる。また、排液カップ５１からミストが漏出しても排気カップ５２がその周
囲を囲繞しているので速やかに排気口７０を介して排出され、ミストが外部に漏出するこ
とが確実に防止される。
【００３４】
前記のように、排液カップ５１の底部５４は、その外側から内側（回転中心側）に向か
って上昇するように傾斜して形成されているため、主液受け部５６の内底面５４ａおよび

20

副液受け部５７の内底面５４ｂもそれぞれ外側から内側（回転中心側）に向かって上昇す
るように傾斜している。そして、副液受け部５７は、主液受け部５６に比べて浅底に形成
されている。これは、主液受け部５６と副液受け部５７で受ける処理液量の大小関係と対
応している。すなわち、回転プレート１１の開口１１ｂを介して裏面側（下面）に廻り込
む処理液は主液受け部５６で受ける処理液の量に比べて少ないため、副液受け部５７の容
積に比べて主液受け部５６の容積を大きくすることが好ましい。
【００３５】
また、遮蔽壁５５は、回転プレート１１が回転した際に、保持部材１４の回転プレート
１１の下方に突出した部分によって形成された気流（例えば、旋回流）がミストを随伴し
てウエハＷ側に到達することを阻止する役割を有している。
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すなわち、保持部材１４は、保持部１４ａの反対端である着脱部１４ｂに向かうに従い
、回転プレート１１の裏面側の中心方向に向けて下方に突起しているため、回転プレート
１１を回転させた状態で保持部材１４が羽根のような役割をして回転プレート１１の下方
空間に気流を形成する。このような気流が発生すると、排気カップ５２内で排気口７０へ
向かう一方向の排気の流れを乱してしまう。その結果、排気中に含まれるミストを拡散さ
せ、ウエハＷの表面にウォーターマークやパーティクルを発生させる原因となる。そこで
本実施形態では、保持部材１４を囲むように筒状の遮蔽壁５５を配備することにより、回
転プレート１１の回転に伴う保持部材１４の周回運動によって発生した気流が外周方向へ
向かうことを妨げ、正常な排気の流れを乱すことがないようにしている。
【００３６】

40

また、回転プレート１１の開口１１ｂを介して裏面側（下面）に廻り込む処理液を確実
に回収するためには、回転プレート１１の外周側から、処理液が回転支持手段の裏面側に
漏出する部位である回転プレート１１の開口１１ｂの下方位置に至る範囲を排液カップ５
１によってカバーする必要がある。この目的のために、排液カップ５１の処理液受け部（
凹部）を内側に向けて拡大した場合、回転プレート１１の裏面側に突出して装着された保
持部材１４が回転する際に回転プレート１１の下方の空間に発生させる気流により、排液
カップ５１の凹部内に集められた処理液の流れを乱し、ミストを発生させる原因となる。
【００３７】
このようなことから、本実施形態の排液カップ５１では、遮蔽壁５５によって排液カッ
プ５１の処理液受け部を主液受け部５６および副液受け部５７に二分割し、前記気流が排
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液カップ５１の主液受け部５６内を流れる処理液の流れを乱すことを抑制し、ミストの発
生を防止するとともに正常な排液の流れを維持できるようにした。また、遮蔽壁５５によ
り二分割された排液カップ５１の主液受け部５６と副液受け部５７は、図１および図３に
示されるように、いずれも断面視略Ｖ字型をした溝（環状の凹部）であり、その溝の最下
端に排液口６０および連通口である孔５８が形成されているので、処理液を速やかに排液
口６０へ運ぶことができる。
さらに、遮蔽壁５５は、前記気流を遮蔽する機能を持つことから、気流が排気経路に達
して排気カップ５２内での正常な排気流を乱すことも防止できる。
【００３８】
以上のように、遮蔽壁５５を設けたことにより、保持部材１４の回転により発生した気
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流が排気カップ５２内での排気に与える影響と、排液カップ５１内での排液に与える影響
を同時に緩和することができる。従って、液処理装置１００における排気および排液の効
率を高め、ミストの発生やパーティクル汚染が少なく、信頼性の高い液処理装置を提供で
きる。
【００３９】
次に、以上のように構成される液処理装置１００の動作について図５を参照して説明す
る。まず、図５の（ａ）に示すように、昇降部材１３を上昇させた状態で、図示しない搬
送アームからウエハ支持台２４の支持ピン２５上にウエハＷを受け渡す。次いで、図５の
（ｂ）に示すように、昇降部材１３を、ウエハＷを保持部材１４により保持可能な位置ま
で下降させ、保持部材１４によりウエハＷをチャッキングする。そして、図５の（ｃ）に
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示すように、表面処理液供給ノズル５を退避位置からウエハＷの中心上の吐出位置に移動
させる。
【００４０】
この状態で、図５の（ｄ）に示すように、モータ３により回転プレート１１を回転カッ
プ４およびウエハＷとともに回転させながら、表面処理液供給ノズル５および裏面処理液
供給ノズル６から所定の処理液を供給して洗浄処理を行う。
【００４１】
この洗浄処理においては、ウエハＷの表面および裏面の中心に処理液が供給され、その
洗浄液が遠心力によりウエハＷの外側に広がり、ウエハＷの周縁から振り切られる。この
場合に、ウエハＷの外側を囲繞するように設けられているカップがウエハＷとともに回転
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する回転カップ４であるから、ウエハＷから振り切られた処理液が回転カップ４に当たっ
た際に処理液に遠心力が作用し、固定カップの場合のような飛び散り（ミスト化）は発生
し難い。そして回転カップ４に達した処理液は下方に導かれ、隙間３３から排液カップ５
１の主液受け部５６に排出される。一方、回転プレート１１の保持部材１４の取り付け位
置には、保持部１４ａを挿入する開口１１ｂが設けられているため、その部分から排液カ
ップ５１の副液受け部５７に処理液が滴下される。
【００４２】
ウエハＷの洗浄の際に回転カップ４から排出される処理液は、回転しながら環状の隙間
３３から排出されるため、それを受ける排液カップ５１は環状なものとならざるを得ない
。
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【００４３】
このように、環状の排液カップ５１から短時間で処理液を排出することができることか
ら、複数種の処理液を使用する場合に、排出先を切り替えるタイミングを見極めるのが容
易となり、また、処理液を切り替える際に２種類の処理液が混ざった状態で排出されてし
まうことを防止することができる。
【００４４】
この場合に、排液カップ５１の底部５４（つまり、主液受け部５６の内底面５４ａおよ
び副液受け部５７の内底面５４ｂ）は外側から内側へ向かって上昇するように傾斜してい
るので、主液受け部５６および副液受け部５７に排出された処理液が速やかに外側部分に
流れ、液残りを発生し難くすることができる。また、気流を遮蔽する機能を持つ遮蔽壁５
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５によって、回転プレート１１の回転時に主として保持部材１４により発生する気流をブ
ロックし、気流が排液カップ５１内の処理液の流れを乱すことがないようにしている。さ
らに、遮蔽壁５５を設けることによって、気流が排気経路に達して排気カップ５２内の正
常な排気を乱すことを防ぎ、ミストやパーティクルの拡散を抑制できる。
【００４５】
＜第２実施形態＞
次に図６〜図８を参照しながら本発明の第２実施形態に係る液処理装置について説明す
る。
図６は、本発明の第２実施形態に係る液処理装置１０１の概略構成を示す断面図である
。この液処理装置１０１の基本的構成は、図１の第１実施形態にかかる液処理装置１００
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と同様であるため、以下では相違点のみを説明し、同様の構成には同一の符号を付して説
明を省略する。
第１実施形態の液処理装置１００では、遮蔽壁５５を排液カップ５１の底部５４から立
設することによって、処理液受け部を主液受け部５６および副液受け部５７に二分割した
。これに対し、本実施形態の液処理装置１０１では、回転プレート１１から下方に向けて
円筒状の遮蔽壁５５ａを設ける構成とした。遮蔽壁５５ａは、回転プレート１１の開口１
１ａよりも外周側の近傍に設けられており、その高さは、排液カップ５１ａの底部５４ｃ
の直近に達するように構成されている。従って、排液カップ５１ａは、第１実施形態のよ
うな遮蔽壁５５（図１）を有していない。
【００４６】
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遮蔽壁５５ａの機能は、第１実施形態における遮蔽壁５５と略同様である。すなわち、
遮蔽壁５５ａは、空間Ｓ２において発生した気流を遮蔽する機能を有しており、前記気流
が排気経路に達して排気カップ５２内での正常な排気流を乱すことを防止できる。また、
遮蔽壁５５ａによって、排液カップ５１ａの処理液受け部を主液受け部５６ａおよび副液
受け部５７ａに二分割できるので、空間Ｓ２において保持部材１４の周回運動により発生
した気流が排液カップ５１の主液受け部５６ａ内を流れる処理液の流れを乱すことを抑制
し、ミストの発生を防止するとともに正常な排液の流れを維持するように作用する。本実
施形態では、遮蔽壁５５ａにより二分割された排液カップ５１ａの主液受け部５６ａと副
液受け部５７ａは、遮蔽壁５５ａの下端と排液カップ５１ａの底部５４ｃとの隙間におい
て連通していることから、副液受け部５７ａに滴下した処理液は、内側（ウエハＷの回転
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中心側）から外周側へ向けて傾斜した底部５４ｃの内底部を速やかに流下して主液受け部
５６ａに導かれる。そして、処理液は、断面視略Ｖ字型をした溝（環状の凹部）である主
液受け部５６ａの最下端に形成された排液口６０へ速やかに運ばれる。
【００４７】
また、本実施形態の液処理装置１０１では、回転プレート１１の下面に、気流抑制手段
としての弧状の凸部１１ｃを設けている。図７は回転プレート１１下面を示す斜視図であ
り、図８は、凸部１１ｃを含む回転プレート１１の要部断面図である。凸部１１ｃは、保
持部材１４の装着部位Ｐを両側から挟むように複数個（本実施形態では３つ）設けられて
いる。回転プレート１１を回転させると旋回流などの気流が空間Ｓ２に発生する理由は、
前記のように、比較的大型の部材である保持部材１４が回転プレート１１の下方に突出し
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た状態で周回運動する際に攪拌翼として働くためである。従って、回転プレート１１の下
面において、保持部材１４と同じ円軌道を移動できる位置に凸部１１ｃを突出形成するこ
とにより、保持部材１４による攪拌機能を弱め、気流の発生自体を少なくすることができ
る。このような気流抑制効果を得るため、凸部１１ｃの高さｈは、保持部材１４の支点部
１４ｄと同じもしくはそれ以上とすることが好ましい。なお、凸部１１ｃは、中空でも中
実でもよく、また、回転プレート１１と一体に形成されていてもよいし、別部材を回転プ
レート１１の下面に接合したものであってもよい。
【００４８】
以上のように、遮蔽壁５５ａを回転カップ１１の側に設けることによっても、保持部材
１４の回転により空間Ｓ２で発生した気流が排気カップ５２内での排気に与える影響と、
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排液カップ５１ａ内での排液に与える影響を同時に緩和することができる。また、遮蔽壁
５５ａを配備したことに加え、回転プレート１１の下面に、保持部材１４による攪拌機能
を弱める気流抑制手段（凸部１１ｃ）を設けたことにより、気流の強さを減衰させ得る。
従って、液処理装置１０１における排気および排液の効率を高め、ミストの発生やパーテ
ィクル汚染が少なく、信頼性の高い液処理装置を提供できる。
なお、本実施形態の気流抑制手段（凸部１１ｃ）を、第１実施形態の液処理装置１００
に適用することも可能である。
【００４９】
＜第３実施形態＞
次に、図９は本発明の第３実施形態に係る液処理装置１０２の概略構成を示す断面図で
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ある。この液処理装置１０２の基本的構成は、図１の第１実施形態にかかる液処理装置１
００と同様であるため、以下では相違点のみを説明し、同様の構成には同一の符号を付し
て説明を省略する。本実施形態にかかる液処理装置１０２では、遮蔽壁５５に加えて、そ
の内側（回転軸１２側）下方に、第２の遮蔽壁７３を設けた。第２の遮蔽壁７３は、ベー
スプレート１上に設けられた底壁６６から立設された円筒状の壁である。この第２の遮蔽
壁７３は、保持部材１４の下方位置に形成され、その上端が保持部材１４に近接する高さ
で形成されている。そして、第２の遮蔽壁７３は、回転プレート１１の回転時に保持部材
１４の周回運動により空間Ｓ２内に発生した気流が、排液カップ５１や、その周囲の排気
経路へ向かうことを妨げる作用を有している。このような気流遮蔽効果を高める上で、遮
蔽板７３と保持部材１４との間隔は、円軌道を描いて移動する保持部材１４に接触しない
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範囲で出来るだけ少ないことが好ましい。
【００５０】
また、第２の遮蔽壁７３により、空間Ｓ２で発生した気流が排液カップ５１の下方から
排気口７０へ回りこむことを防止できる。空間Ｓ２で発生した気流が直接排気口７０へ進
行すると、排気カップ５２の上側壁６７と回転カップ４の庇部３１との間の導入口６８か
ら取り込まれたガス成分が、排気口７０へと向かう排気の流れを乱してしまう。その結果
、排気中のミストが拡散してウエハＷに付着しウォーターマークやパーティクル汚染を引
き起こす原因となる。第２の遮蔽壁７３を設けることにより、上記のような気流の影響を
排除して正常な排気を行なうことができる。
さらに、保持部材１４の近傍には、保持部材１４の着脱部１４ｂを押し上げるために図
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示しないシリンダ機構が配備されていることから、第２の遮蔽壁７３を設けることにより
、排液カップ５１から処理液やミストが飛散してシリンダ機構に付着し、腐食の原因にな
ることを防止できる。
【００５１】
このように、本実施形態の液処理装置１０２では、遮蔽壁５５に加えて、第２の遮蔽壁
７３を設けた二重遮蔽構造を採用したので、空間Ｓ２で発生した気流が排気カップ５２内
での排気に与える影響と、排液カップ５１内での排液に与える影響を同時に緩和すること
ができる。従って、液処理装置１０２における排気および排液の効率を高め、ミストの発
生やパーティクル汚染が少なく、信頼性の高い液処理装置を提供できる。なお、第３実施
形態の液処理装置１０２における第２の遮蔽壁７３は、第２実施形態の液処理装置１０１
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にも配設することができる。
【００５２】
なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく種々変形可能である。例えば、上記
の各実施形態では、ウエハの表裏面洗浄を行う液処理装置を例にとって示したが、本発明
はこれに限らず、表面または裏面の一方の洗浄処理を行う液処理装置であってもよく、ま
た、液処理については洗浄処理に限らず、レジスト液塗布処理やその後の現像処理等、他
の液処理であっても構わない。
また、上記の各実施形態では、回転プレート１１と同期して回転する回転カップ４を備
えた構成としたが、回転プレート１１に保持されたウエハＷを囲繞する液受けカップとし
ては、回転しないものでも使用できる。
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また、上記実施形態では被処理基板として半導体ウエハを用いた場合について示したが
、液晶表示装置（ＬＣＤ）用のガラス基板に代表されるフラットパネルディスプレイ（Ｆ
ＰＤ）用の基板等、他の基板に適用可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
本発明は、半導体ウエハに付着したパーティクルやコンタミネーションを除去するため
の洗浄装置に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る液処理装置の概略構成を示す断面図。
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【図２】本発明の第１実施形態に係る液処理装置を一部切り欠いて示す概略平面図。
【図３】図１の液処理装置の排気・排液部を拡大して示す断面図。
【図４】図１の液処理装置の回転カップおよび案内部材の取り付け状態を説明するための
図。
【図５】本発明の一実施形態に係る液処理装置の処理動作を説明するための図。
【図６】本発明の第２実施形態に係る液処理装置の概略構成を示す断面図。
【図７】第２実施形態に用いられる回転プレートの下面の構造を示す斜視図。
【図８】第２実施形態に用いられる回転プレートの要部断面図。
【図９】本発明の第３実施形態に係る液処理装置の概略構成を示す断面図。
【符号の説明】
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【００５５】
１；ベースプレート
２；ウエハ保持部
３；回転モータ
４；回転カップ
５；表面処理液供給ノズル
６；裏面処理液供給ノズル
７；排気・排液部
８；ケーシング
９；ＦＦＵ
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１１；回転プレート
１２；回転軸
１３；昇降部材
１４；保持部材
３１；庇部
３２；外側壁部
３３；隙間
３５；案内部材
５１；排液カップ
５２；排気カップ
５３；垂直壁
５４；底部
５５；遮蔽壁
５６；主液受け部（第１の液受け部）
５７；副液受け部（第２の液受け部）
６０；排液口
６５；隔壁
１００，１０１，１０２；液処理装置
Ｗ；ウエハ
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図４】

JP 2007‑330927 A 2007.12.27

(15)
【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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