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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】基板の乾燥に要する時間を短縮することができ
る基板処理方法および基板処理装置を提供する。
【解決手段】基板処理方法では、凹部１６３を有するパ
ターン１６１が形成された第１主面Ｗ１（パターン形成
面）を有する基板Ｗを乾燥させる。第１主面Ｗ１には、
パターン１６１の表面に倣う犠牲層１７０が形成される
（犠牲層形成工程）。犠牲層１７０が形成された第１主
面Ｗ１に充填層１７２形成されることによって、パター
ン１６０の凹部１６３が埋められる（充填層形成工程）
。充填層１７２が形成された状態で、犠牲層１７０が気
化される（気化工程）。犠牲層１７０が気化された後に
、充填層１７２が第１主面Ｗ１から剥離される（剥離工
程）。
【選択図】図１１Ｆ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を有するパターンが形成されたパターン形成面を有する基板を乾燥させる基板処理
方法であって、
　前記パターンの表面に倣う犠牲層を前記パターン形成面に形成する犠牲層形成工程と、
　前記犠牲層が形成された状態で、前記パターンの前記凹部を埋める充填層を前記パター
ン形成面に形成する充填層形成工程と、
　前記充填層が形成された状態で、前記犠牲層を気化させる気化工程と、
　前記犠牲層を気化させた後に、前記充填層を前記パターン形成面から剥離する剥離工程
とを含む、基板処理方法。
【請求項２】
　前記気化工程が、前記犠牲層を気化させることによって、前記パターンの表面と前記充
填層との間に隙間を形成する隙間形成工程を含む、請求項１に記載の基板処理方法。
【請求項３】
　前記犠牲層形成工程が、前記パターンと反応して前記犠牲層を形成する犠牲層形成液を
前記パターン形成面に供給する犠牲層形成液供給工程を含む、請求項１または２に記載の
基板処理方法。
【請求項４】
　前記犠牲層が形成された後で、かつ、前記充填層形成工程の実行前に、前記パターン形
成面から前記犠牲層形成液を除去する除去液を前記パターン形成面に供給する除去液供給
工程をさらに含む、請求項３に記載の基板処理方法。
【請求項５】
　前記気化工程が、前記基板を介して前記犠牲層を加熱することによって前記犠牲層を気
化させる加熱気化工程を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の基板処理方法。
【請求項６】
　前記充填層形成工程が、前記パターン形成面に充填層形成液を供給することによって前
記凹部に前記充填層形成液を充填する充填工程と、前記パターン形成面上の前記充填層形
成液を固化させて前記充填層を形成する固化工程とを含む、請求項１～５のいずれか一項
に記載の基板処理方法。
【請求項７】
　前記基板を水平に保持する基板保持工程をさらに含み、
　前記充填層形成工程が、前記凹部に前記充填層形成液が充填された後で、かつ、前記固
化工程の実行前に、水平に保持された前記基板を鉛直方向に沿う回転軸線まわりに回転さ
せることによって、前記凹部に前記充填層形成液が充填された状態を維持しながら前記パ
ターン形成面から前記充填層形成液の一部を排除する回転排除工程を含む、請求項６に記
載の基板処理方法。
【請求項８】
　前記固化工程が、前記基板を介して前記パターン形成面上の前記充填層形成液を加熱す
ることによって、前記パターン形成面上の前記充填層形成液を固化させる加熱固化工程を
含む、請求項６または７に記載の基板処理方法。
【請求項９】
　前記気化工程が、前記基板を介して前記犠牲層を加熱することにより、前記犠牲層を気
化させる加熱気化工程を含み、
　前記充填層形成工程が、前記犠牲層の気化温度よりも固化温度が低い充填層形成液を前
記パターン形成面に供給することによって、前記凹部に前記充填層形成液を充填する充填
工程と、前記基板を介して前記パターン形成面上の前記充填層形成液を加熱することによ
って、前記パターン形成面上の前記充填層形成液を固化させて前記充填層を形成する加熱
固化工程とを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の基板処理方法。
【請求項１０】
　凹部を有するパターンが形成されたパターン形成面を有する基板を乾燥させる基板処理
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装置であって、
　前記パターンの表面に倣う犠牲層を前記パターン形成面に形成する犠牲層形成ユニット
と、
　前記パターンの前記凹部を埋める充填層を、前記犠牲層が形成された前記パターン形成
面に形成する充填層形成ユニットと、
　前記充填層が形成された前記基板上の前記犠牲層を気化させる気化ユニットと、
　前記犠牲層が気化された前記基板の前記パターン形成面から前記充填層を剥離する剥離
ユニットとを含む、基板処理装置。
【請求項１１】
　前記気化ユニットが、前記犠牲層を気化させることによって、前記パターンの表面と前
記充填層との間に隙間を形成する、請求項１０に記載の基板処理装置。
【請求項１２】
　前記犠牲層形成ユニットが、前記パターン形成面に犠牲層形成液を供給する犠牲層形成
液供給ユニットを有する、請求項１０または１１に記載の基板処理装置。
【請求項１３】
　前記パターン形成面から前記犠牲層形成液を除去するための除去液を前記パターン形成
面に供給する除去液供給ユニットをさらに含む、請求項１２に記載の基板処理装置。
【請求項１４】
　前記気化ユニットが、前記基板を介して前記犠牲層を加熱する犠牲層加熱ユニットを有
する、請求項１０～１３のいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項１５】
　前記充填層形成ユニットが、前記パターン形成面に充填層形成液を供給して前記充填層
形成液を前記凹部に充填させる充填層形成液供給ユニットと、前記パターン形成面上の前
記充填層形成液を固化させる固化ユニットとを有する、請求項１０～１４のいずれか一項
に記載の基板処理装置。
【請求項１６】
　前記基板を水平に保持する基板保持ユニットと、
　水平に保持された前記基板を鉛直方向に沿う回転軸線まわりに回転させる基板回転ユニ
ットとをさらに含み、
　前記基板回転ユニットが、前記凹部に前記充填層形成液が充填された前記基板を回転さ
せることによって、前記凹部に前記充填層形成液が充填された状態を維持しながら前記パ
ターン形成面から前記充填層形成液の一部を排除する、請求項１５に記載の基板処理装置
。
【請求項１７】
　前記固化ユニットが、前記基板を介して前記充填層形成液を加熱する充填層形成液加熱
ユニットを有する、請求項１５または１６に記載の基板処理装置。
【請求項１８】
　前記気化ユニットが、前記基板を介して前記犠牲層を加熱する犠牲層加熱ユニットを有
し、
　前記充填層形成ユニットが、前記犠牲層の気化温度よりも固化温度が低い充填層形成液
を前記パターン形成面に供給する充填層形成液供給ユニットと、前記基板を介して前記充
填層形成液を加熱する充填層形成液加熱ユニットとを有する、請求項１０～１３のいずれ
か一項に記載の基板処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、基板を処理する基板処理方法および基板処理装置に関する。処理対象にな
る基板には、たとえば、半導体ウエハ、液晶表示装置用基板、有機ＥＬ（Electrolumines
cence）表示装置等のＦＰＤ（Flat Panel Display）用基板、光ディスク用基板、磁気デ
ィスク用基板、光磁気ディスク用基板、フォトマスク用基板、セラミック基板、太陽電池
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用基板などの基板が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造において、基板の表面には、回路パターンが形成される。回路パ
ターンが形成された基板の表面は、薬液によって洗浄された後、乾燥される。詳しくは、
薬液をリンス液に置換した後、基板を高速で回転させて基板の表面からリンス液を除去す
ることによって、基板の表面が乾燥される。しかし、回路パターン内の凹部に入り込んだ
リンス液を除去できないおそれがある。それによって、乾燥不良が生じるおそれがある。
凹部に入り込んだリンス液の液面（空気と液体との界面）は、凹部に形成される。そのた
め、液面とパターンとの接触位置に、リンス液の表面張力が働く。この表面張力が大きい
場合には、パターンの倒壊が起こりやすい。
【０００３】
　そこで、下記特許文献１には、基板上のリンス液を充填剤で置換してから充填剤を固化
させた後、プラズマ処理によって充填剤を除去することによって、基板を乾燥させる基板
処理が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１２４３１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、プラズマ処理を行う場合、複雑な工程が必要であるため、基板の乾燥に要する
時間が長期化するおそれがある。ひいては、半導体デバイスの生産性が低下するおそれが
ある。
　そこで、この発明の目的は、基板の乾燥に要する時間を短縮することができる基板処理
方法および基板処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の一実施形態は、凹部を有するパターンが形成されたパターン形成面を有する
基板を乾燥させる基板処理方法であって、前記パターンの表面に倣う犠牲層を前記パター
ン形成面に形成する犠牲層形成工程と、前記犠牲層が形成された前記パターン形成面の前
記パターンの前記凹部を埋める充填層を前記パターン形成面に形成する充填層形成工程と
、前記充填層が形成された状態で、前記犠牲層を気化させる気化工程と、前記犠牲層を気
化させた後に、前記充填層を前記パターン形成面から剥離する剥離工程とを含む、基板処
理方法を提供する。
【０００７】
　この方法によれば、パターンの表面に倣う犠牲層が形成された後に、パターンの凹部が
充填層で埋められる。そのため、充填層は、パターンの表面に密着した状態で形成される
のではなく、パターンの表面との間に犠牲層を介在させた状態で形成される。その後、充
填層が形成された状態で犠牲層を気化させることによって、パターンの表面と充填層との
間から犠牲層が消失する。そのため、犠牲層を形成せずにパターンの凹部を充填層で埋め
る場合と比較して、パターンと充填層との密着度が低くなる。したがって、犠牲層を気化
させた後に、パターン形成面から充填層を容易に剥離することができる。その結果、基板
の乾燥に要する時間を短縮することができる。
【０００８】
　この発明の一実施形態では、前記気化工程が、前記犠牲層を気化させることによって、
前記パターンの表面と前記充填層との間に隙間を形成する隙間形成工程を含む。そのため
、犠牲層を気化させることによって、パターンと充填層との密着度を一層低減させること
ができる。したがって、パターン形成面から充填層を一層容易に剥離することができる。
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　この発明の一実施形態では、前記犠牲層形成工程が、前記パターンと反応して前記犠牲
層を前記パターン形成面に形成する犠牲層形成液を供給する犠牲層形成液供給工程を含む
。そのため、パターン形成面に犠牲層形成液を供給することによって、凹部の隅々に犠牲
層形成液を入り込ませることができる。したがって、パターンの表面に倣う犠牲層を確実
に形成することができる。
【０００９】
　この発明の一実施形態では、前記基板処理方法が、前記犠牲層が形成された後で、かつ
、前記充填層形成工程の実行前に、前記パターン形成面から前記犠牲層形成液を除去する
除去液を前記パターン形成面に供給する除去液供給工程をさらに含む。そのため、充填層
を形成する前にパターン形成面から、犠牲層の形成に寄与しなかった犠牲層形成液を除去
することができる。したがって、犠牲層形成液が充填層の形成に与える影響を低減するこ
とができる。
【００１０】
　この発明の一実施形態では、前記気化工程が、前記基板を介して前記犠牲層を加熱する
ことによって、前記犠牲層を気化させる加熱気化工程を含む。そのため、基板を加熱する
という簡単な手法によって、犠牲層を気化させることができる。
　この発明の一実施形態では、前記充填層形成工程が、前記パターン形成面に充填層形成
液を供給することによって前記凹部に前記充填層形成液を充填する充填工程と、前記パタ
ーン形成面上の前記充填層形成液を固化させて前記充填層を形成する固化工程とを含む。
【００１１】
　この方法によれば、パターン形成面に充填層形成液を供給することによって、凹部の隅
々に充填層形成液を入り込ませることができる。これにより、凹部に残留する液成分を充
填層形成液によって置換することができる。この状態で充填層形成液を固化させて充填層
を形成した後、充填層を剥離することによって、基板を良好に乾燥させることができる。
　この発明の一実施形態では、前記基板処理方法が、前記基板を水平に保持する基板保持
工程をさらに含む。そして、前記充填層形成工程が、前記凹部に前記充填層形成液が充填
された後で、かつ、前記固化工程の実行前に、水平に保持された前記基板を鉛直方向に沿
う回転軸線まわりに回転させることによって、前記パターン形成面から前記充填層形成液
の一部を排除する回転排除工程を含む。
【００１２】
　この方法によれば、基板の回転に起因する遠心力で、パターン形成面から充填層形成液
の一部が排除される。そのため、パターン形成面上の充填層形成液の量が低減される。し
たがって、充填層形成液の固化に要する時間を短縮できる。
　この発明の一実施形態では、前記固化工程が、前記基板を介して前記パターン形成面上
の前記充填層形成液を加熱することによって、前記パターン形成面上の前記充填層形成液
を固化させる加熱固化工程を含む。そのため、基板を加熱するという簡単な手法によって
、充填層形成液を固化させて充填層を形成することができる。
【００１３】
　この発明の一実施形態では、前記気化工程が、前記基板を介して前記犠牲層を加熱する
ことにより、前記犠牲層を気化させる加熱気化工程を含む。そして、前記充填層形成工程
が、固化温度が前記犠牲層の気化温度よりも低い充填層形成液を前記パターン形成面に供
給することによって、前記凹部に前記充填層形成液を充填する充填工程と、前記基板を介
して前記パターン形成面上の前記充填層形成液を加熱することによって、前記パターン形
成面上の前記充填層形成液を固化させて前記充填層を形成する加熱固化工程とを含む。
【００１４】
　この方法によれば、基板を加熱するという簡単な手法によって、充填層形成液を固化さ
せて充填層を形成することもできる。その上、犠牲層を気化させることができる。また、
充填層形成液の固化温度が犠牲層の気化温度よりも低いため、充填層形成液が固化される
前に犠牲層が気化されることを防ぐことができる。また、加熱によって充填層形成液を固
化させた後に犠牲層を気化させるので、犠牲層の加熱開始時には、充填層形成液の固化の
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ために行った加熱によって犠牲層が既に加熱されている。そのため、犠牲層の気化のため
の加熱に要する時間を短縮することができる。
【００１５】
　また、パターン形成面に充填層形成液を供給することによって、凹部の隅々に充填層形
成液を入り込ませることができる。これにより、凹部に残留する液成分を充填層形成液に
よって置換することができる。この状態で充填層形成液を固化させて充填層を形成した後
、充填層を剥離することによって、基板を良好に乾燥させることができる。
　この発明の一実施形態では、凹部を有するパターンが形成されたパターン形成面を有す
る基板を乾燥させる基板処理装置であって、前記パターンの表面に倣う犠牲層を前記パタ
ーン形成面に形成する犠牲層形成ユニットと、前記パターンの前記凹部を埋める充填層を
、前記犠牲層が形成された前記パターン形成面に形成する充填層形成ユニットと、前記充
填層が形成された前記基板上の前記犠牲層を気化させる気化ユニットと、前記犠牲層が気
化された前記基板の前記パターン形成面から前記充填層を剥離する剥離ユニットとを含む
基板処理装置を提供する。
【００１６】
　この構成によれば、充填層形成ユニットによって、犠牲層が形成されたパターン形成面
のパターンの凹部が充填層で埋められる。そのため、充填層は、パターンの表面に密着し
た状態で形成されるのではなく、パターンの表面との間に犠牲層を介在させた状態で形成
される。そして、充填層が形成されたパターン形成面上の犠牲層を気化ユニットによって
気化させることによって、パターンの表面と充填層との間から犠牲層が消失する。そのた
め、犠牲層を形成せずにパターンの凹部を充填層で埋める場合と比較して、パターンと充
填層との密着度が低くなる。したがって、犠牲層が気化されたパターン形成面から充填層
を剥離ユニットによって容易に剥離することができる。その結果、基板の乾燥に要する時
間を短縮することができる。
【００１７】
　この発明の一実施形態では、前記気化ユニットが、前記犠牲層を気化させることによっ
て、前記パターンの表面と前記充填層との間に隙間を形成する。そのため、犠牲層を気化
させることによって、パターンと充填層との密着度を一層低減させることができる。した
がって、パターン形成面から充填層を一層容易に剥離することができる。
　この発明の一実施形態では、前記犠牲層形成ユニットが、前記パターン形成面に犠牲層
形成液を供給する犠牲層形成液供給ユニットを有する。そのため、パターン形成面に犠牲
層形成液を供給することによって、凹部の隅々に犠牲層形成液を入り込ませることができ
る。したがって、パターンの表面に倣う犠牲層を確実に形成することができる。
【００１８】
　この発明の一実施形態では、前記基板処理装置が、前記パターン形成面から前記犠牲層
形成液を除去するための除去液を前記パターン形成面に供給する除去液供給ユニットをさ
らに含む。そのため、充填層を形成する前にパターン形成面から、犠牲層の形成に寄与し
なかった犠牲層形成液を除去することができる。したがって、犠牲層形成液が充填層の形
成に与える影響を低減することができる。
【００１９】
　この発明の一実施形態では、前記気化ユニットが、前記基板を介して前記犠牲層を加熱
する犠牲層加熱ユニットを有する。そのため、基板を加熱するという簡単な手法によって
、犠牲層を気化させることができる。
　この発明の一実施形態では、前記充填層形成ユニットが、前記パターン形成面に充填層
形成液を供給して前記充填層形成液を前記凹部に充填させる充填層形成液供給ユニットと
、前記パターン形成面上の前記充填層形成液を固化させる固化ユニットとを有する。
【００２０】
　この構成によれば、充填層形成液供給ユニットからパターン形成面に充填層形成液を供
給することによって、凹部の隅々に充填層形成液を入り込ませることができる。これによ
り、凹部に残留する液成分を充填層形成液によって置換することができる。この状態で充
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填層形成液を固化させて充填層を形成した後、充填層を剥離することによって、基板を良
好に乾燥させることができる。
【００２１】
　この発明の一実施形態では、前記基板処理装置が、前記基板を水平に保持する基板保持
ユニットと、水平に保持された前記基板を鉛直方向に沿う回転軸線まわりに回転させる基
板回転ユニットとをさらに含む。そして、前記基板回転ユニットが、前記凹部に前記充填
層形成液が充填された前記基板を回転させることによって、前記凹部に前記充填層形成液
が充填された状態を維持しながら前記パターン形成面から前記充填層形成液の一部を排除
する。
【００２２】
　この構成によれば、基板の回転に起因する遠心力で、パターン形成面から充填層形成液
の一部が排除される。そのため、パターン形成面上の充填層形成液の量が低減される。し
たがって、充填層形成液の固化に要する時間を短縮できる。
　この発明の一実施形態では、前記固化ユニットが、前記基板を介して前記充填層形成液
を加熱する充填層形成液加熱ユニットを有する。そのため、基板を加熱するという簡単な
手法によって、充填層形成液を固化させて充填層を形成することができる。
【００２３】
　この発明の一実施形態では、前記気化ユニットが、前記基板を介して前記犠牲層を加熱
する犠牲層加熱ユニットを有する。そして、前記充填層形成ユニットが、前記犠牲層の気
化温度よりも固化温度が低い充填層形成液を前記パターン形成面に供給する充填層形成液
供給ユニットと、前記基板を介して前記充填層形成液を加熱する充填層形成液加熱ユニッ
トとを有する。
【００２４】
　この構成によれば、充填層形成液加熱ユニットで基板を加熱するという簡単な手法によ
って、充填層形成液を固化させて充填層を形成することができる。さらに、犠牲層加熱ユ
ニットで基板を加熱するという簡単な手法によって、充填層が形成されたパターン形成面
上の犠牲層を気化させることもできる。また、充填層形成液の固化温度が犠牲層の気化温
度よりも低いため、犠牲層加熱ユニットで基板を加熱する際に、充填層形成液が固化され
る前に犠牲層が気化されることを防ぐことができる。また、犠牲層の加熱開始時には、充
填層形成液の形成のために行った加熱によって犠牲層が既に加熱されている。そのため、
犠牲層の気化のための加熱に要する時間を短縮することができる。
【００２５】
　また、充填層形成液供給ユニットからパターン形成面に充填層形成液を供給することに
よって、凹部の隅々に充填層形成液を入り込ませることができる。これにより、凹部に残
留する液成分を充填層形成液によって置換することができる。この状態で充填層形成液を
固化させて充填層を形成した後、充填層を剥離することによって、基板を良好に乾燥させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】図１Ａは、この発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を説明するための
模式的な平面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、前記基板処理装置の構成を説明するための模式的な立面図である。
【図２】図２は、前記基板処理装置で処理される基板のパターン形成面の構造の一例を説
明するための模式的な断面図である。
【図３】図３は、前記基板処理装置に備えられた液処理ユニットの構成例を説明するため
の模式的な断面図である。
【図４】図４は、前記基板処理装置に備えられた第１加熱ユニットの構成例を説明するた
めの模式的な断面図である。
【図５】図５は、前記基板処理装置に備えられた第２加熱ユニットの構成例を説明するた
めの模式的な断面図である。
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【図６】図６は、前記基板処理装置に備えられた反転ユニットの構成例を説明するための
模式的な平面図である。
【図７】図７は、前記基板処理装置の主要部の電気的構成を説明するためのブロック図で
ある。
【図８】図８は、前記基板処理装置による基板処理の一例を説明するための流れ図である
。
【図９】図９は、前記基板処理の乾燥処理の一例を説明するための流れ図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｇ】図１０Ｇは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１０Ｈ】図１０Ｈは、前記乾燥処理の一例を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｆ】図１１Ｆは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｇ】図１１Ｇは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１１Ｈ】図１１Ｈは、前記乾燥処理の一例における基板のパターン形成面の構造の変
化を説明するための模式的な断面図である。
【図１２】図１２は、変形例に係る基板処理装置に備えられた剥離ユニットの構成を説明
するための模式図である。
【図１３】図１３は、別の変形例に係る基板処理装置に備えられた剥離ユニットの構成を
説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下では、この発明の実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１Ａは、この発明の第１実施形態に係る基板処理装置１の構成を説明するための模式
的な平面図である。図１Ｂは、基板処理装置１の構成を説明するための模式的な立面図で
ある。
　図１Ａを参照して、基板処理装置１は、半導体ウエハ等の基板Ｗ一枚ずつに対して、洗
浄処理やエッチング処理等の各種の処理を施す枚葉式の装置である。基板処理装置１で処
理される基板Ｗは、第１主面Ｗ１と、第１主面Ｗ１の反対側の主面である第２主面Ｗ２と
を有する（図１Ｂ参照）。第１主面Ｗ１は、パターンが形成されたパターン形成面である
。第２主面Ｗ２には、パターンが形成されていない。
【００２８】
　図２に示すように、基板Ｗの第１主面Ｗ１には、微細なパターン１６１が形成されてい
る。パターン１６１は、基板Ｗの表面に形成された微細な凸状の構造体１６２を含む。構
造体１６２は、絶縁体膜を含んでいてもよいし、導体膜を含んでいてもよい。また、構造
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体１６２は、複数の膜を積層した積層膜であってもよい。ライン状の構造体１６２が隣接
する場合には、それらの間に凹部（溝）１６３が形成される。この場合、構造体１６２の
幅Ｌ１は１０ｎｍ～４５ｎｍ程度、構造体１６２同士の間隔Ｌ２は１０ｎｍ～数μｍ程度
であってもよい。構造体１６２の高さＴは、たとえば５０ｎｍ～５μｍ程度であってもよ
い。パターン１６１の表面は、構造体１６２の表面と、凹部１６３の底面とによって構成
されている。構造体１６２が筒状である場合には、その内方に凹部が形成されることにな
る。
【００２９】
　図１Ａを再び参照して、基板処理装置１は、処理液で基板Ｗを処理する複数（本実施形
態では４つ）の処理タワー２を含む。処理液には、後述する薬液、リンス液、両親媒性の
有機溶媒、犠牲層形成液、充填層形成液および洗浄液等が含まれる。複数の処理タワー２
は、たとえば、同様の構成を有している。
　基板処理装置１は、処理タワー２で処理される複数枚の基板Ｗを収容するキャリヤＣが
載置されるロードポートＬＰと、ロードポートＬＰと処理タワー２との間で基板Ｗを搬送
する搬送ロボットＩＲおよびＣＲと、基板処理装置１を制御するコントローラ３と、水平
方向に延びる搬送路５と、基板Ｗの裏表を反転させる反転ユニット６とをさらに含む。
【００３０】
　搬送路５は、搬送ロボットＩＲから搬送ロボットＣＲに向かって直線状に延びている。
搬送ロボットＩＲは、キャリヤＣと搬送ロボットＣＲとの間で基板Ｗを搬送する。搬送ロ
ボットＣＲは、搬送ロボットＩＲと処理タワー２との間で基板Ｗを搬送する。
　複数の処理タワー２は、搬送路５を挟んで対称に配置されている。複数の処理タワー２
は、搬送路５の両側のそれぞれにおいて、搬送路５が延びる方向（延長方向Ｘ）に沿って
並んでいる。本実施形態では、処理タワー２は、搬送路５の両側に２つずつ配置されてい
る。反転ユニット６は、搬送路５において搬送ロボットＩＲから最も離れた位置に配置さ
れている。
【００３１】
　処理タワー２は、液処理ユニットＭと、第１加熱ユニットＤ１と、第２加熱ユニットＤ
２とを含む。この実施形態では、液処理ユニットＭは、各処理タワー２に２つずつ設けら
れている。
　図１Ｂを参照して、処理タワー２では、２つの液処理ユニットＭ、第１加熱ユニットＤ
１および第２加熱ユニットＤ２が、上下に積層されている。処理タワー２では、下側から
液処理ユニットＭ、液処理ユニットＭ、第１加熱ユニットＤ１、第２加熱ユニットＤ２の
順に配置されている。
【００３２】
　図３は、液処理ユニットＭの構成例を説明するための模式的な断面図である。液処理ユ
ニットＭは、チャンバＲ１と、スピンチャック１０と、処理カップ１１と、第１移動ノズ
ル１２と、第２移動ノズル１３と、第１固定ノズル１４と、複数の第２固定ノズル１５と
を含む。スピンチャック１０、処理カップ１１、第１移動ノズル１２、第２移動ノズル１
３、第１固定ノズル１４、および複数の第２固定ノズル１５は、チャンバＲ１内に配置さ
れている。
【００３３】
　スピンチャック１０は、スピンベース２１と、回転軸２２と、回転軸２２に回転力を与
えるスピンモータ２３とを含む。回転軸２２は、中空軸である。回転軸２２は回転軸線Ａ
１に沿って鉛直方向に延びている。回転軸２２の上端には、スピンベース２１が結合され
ている。スピンベース２１は、水平方向に沿う円盤状の円板部２１Ａと、回転軸２２の上
端に外嵌される筒状部２１Ｂとを有している。円板部２１Ａの上面の直径は、基板Ｗの直
径よりも小さい。
【００３４】
　スピンチャック１０は、基板Ｗをスピンベース２１に保持させるために、スピンベース
２１の上面に配置された基板Ｗを吸引する吸引ユニット２７をさらに含む。スピンベース
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２１および回転軸２２には、吸引経路２５が挿通されている。吸引経路２５は、スピンベ
ース２１の上面の中心から露出する吸引口２４を有する。吸引経路２５は、吸引管２６に
連結されている。吸引管２６は、真空ポンプなどの吸引ユニット２７に連結されている。
吸引管２６には、その経路を開閉するための吸引バルブ２８が介装されている。スピンチ
ャック１０は、基板Ｗを水平に保持するための基板保持ユニットの一例である。
【００３５】
　スピンモータ２３によって回転軸２２が回転されることにより、スピンベース２１が回
転される。これにより、基板Ｗが回転軸線Ａ１まわりに回転される。スピンモータ２３は
、基板Ｗを回転軸線Ａ１まわりに回転させる基板回転ユニットの一例である。
　チャンバＲ１の側壁３０には、搬送ロボットＣＲによって基板Ｗが搬出入される出入口
３１が形成されている。チャンバＲ１には、出入口３１を開閉するシャッタ３２が設けら
れている。シャッタ３２は、シャッタ開閉ユニット３３によって開閉駆動される。
【００３６】
　処理カップ１１は、スピンチャック１０に保持された基板Ｗから外方に飛散する液体を
受け止める複数のガード１６と、複数のガード１６によって下方に案内された液体を受け
止める複数のカップ１７とを含む。この実施形態では、２つのガード１６（第１ガード１
６Ａおよび第２ガード１６Ｂ）と、２つのカップ１７（第１カップ１７Ａおよび第２カッ
プ１７Ｂ）とが設けられている例を示している。
【００３７】
　第１カップ１７Ａおよび第２カップ１７Ｂのそれぞれは、上向きに開放された溝状の形
態を有している。第１ガード１６Ａは、スピンベース２１を取り囲む。第２ガード１６Ｂ
は、第１ガード１６Ａよりも外側でスピンベース２１を取り囲む。第１カップ１７Ａは、
第１ガード１６Ａによって下方に案内された液体を受け止める。第２カップ１７Ｂは、第
２ガード１６Ｂによって下方に案内された液体を受け止める。各カップ１７の溝には、回
収配管（図示せず）または排出配管（図示せず）が接続されている。第１ガード１６Ａと
第２ガード１６Ｂとは、ガード昇降ユニット３６によって、個別に昇降可能である。ガー
ド昇降ユニット３６は、たとえば、ボールねじと、当該ボールねじに駆動力を付与するモ
ータとを含む。
【００３８】
　第１移動ノズル１２は、スピンチャック１０に保持された基板Ｗの上面に向けて薬液を
供給（吐出）する薬液供給ユニットの一例である。第１移動ノズル１２から吐出される薬
液は、たとえば、フッ酸である。
　第１移動ノズル１２から吐出される薬液は、フッ酸には限られない。すなわち、第１移
動ノズル１２から吐出される薬液は、硫酸、酢酸、硝酸、塩酸、フッ酸、アンモニア水、
過酸化水素水、有機酸（たとえば、クエン酸、蓚酸等）、有機アルカリ（たとえば、ＴＭ
ＡＨ：テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド等）、界面活性剤、腐食防止剤のう
ちの少なくとも１つを含む液であってもよい。これらを混合した薬液の例としては、ＳＰ
Ｍ（sulfuric acid／hydrogen peroxide mixture：硫酸過酸化水素水混合液）、ＳＣ１（
ammonia-hydrogen peroxide mixture：アンモニア過酸化水素水混合液）等が挙げられる
。
【００３９】
　第１移動ノズル１２は、薬液を案内する薬液配管４０に接続されている。薬液配管４０
に介装された薬液バルブ５０が開かれると、薬液が、第１移動ノズル１２から下方に連続
的に吐出される。
　第１移動ノズル１２は、第１ノズル移動ユニット３７によって、水平方向および鉛直方
向に移動される。第１移動ノズル１２は、中心位置と、ホーム位置（退避位置）との間で
移動することができる。第１移動ノズル１２は、中心位置に位置するとき、基板Ｗの上面
の回転中心に対向する。基板Ｗの上面の回転中心とは、基板Ｗの上面における回転軸線Ａ
１との交差位置である。第１移動ノズル１２は、ホーム位置に位置するとき、基板Ｗの上
面には対向せず、平面視において、処理カップ１１の外方に位置する。第１移動ノズル１
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２は、鉛直方向への移動によって、基板Ｗの上面に接近したり、基板Ｗの上面から上方に
退避したりできる。
【００４０】
　第１ノズル移動ユニット３７は、たとえば、鉛直方向に沿う回動軸と、回動軸に結合さ
れて水平に延びるアームと、回動軸を昇降させたり回動させたりする回動軸駆動ユニット
とを含む。回動軸駆動ユニットは、回動軸を鉛直な回動軸線まわりに回動させることによ
ってアームを揺動させる。さらに、回動軸駆動ユニットは、回動軸を鉛直方向に沿って昇
降することにより、アームを上下動させる。第１移動ノズル１２はアームに固定される。
アームの揺動および昇降に応じて、第１移動ノズル１２が水平方向および鉛直方向に移動
する。
【００４１】
　第２移動ノズル１３は、スピンチャック１０に保持された基板Ｗの上面（第１主面Ｗ１
）に向けて犠牲層形成液を供給（吐出）する犠牲層形成液供給ユニットとしての機能を有
する。第２移動ノズル１３は、スピンチャック１０に保持された基板Ｗの上面（第１主面
Ｗ１）に向けてＩＰＡ（イソプロピルアルコール）等の両親媒性の有機溶媒を供給（吐出
）する有機溶媒供給ユニットとしての機能をさらに有する。第２移動ノズル１３は、スピ
ンチャック１０に保持された基板Ｗの上面（第１主面Ｗ１）に向けて充填層形成液を供給
（吐出）する充填層形成液供給ユニットとしての機能をさらに有する。
【００４２】
　犠牲層形成液は、基板Ｗの第１主面Ｗ１のパターン１６１（図２参照）の表面に形成さ
れたＳｉＯ２膜と反応して犠牲層を形成する液体である。犠牲層形成液としては、犠牲層
の熱分解温度（気化温度）が、たとえば、５００℃程度のものが用いられる。犠牲層は、
熱分解温度に達すると分解されて気化する。犠牲層は、昇華によって気化してもよい。犠
牲層形成液としては、たとえば、基板Ｗの表面を疎水化する疎水化剤が挙げられる。
【００４３】
　疎水化剤としては、たとえば、シリコン自体およびシリコンを含む化合物を疎水化させ
るシリコン系の疎水化剤、または金属自体および金属を含む化合物を疎水化させるメタル
系の疎水化剤を用いることができる。メタル系の疎水化剤は、たとえば、疎水基を有する
アミン、および有機シリコン化合物の少なくとも一つを含む。シリコン系の疎水化剤は、
たとえば、シランカップリング剤である。シランカップリング剤は、たとえば、ＨＭＤＳ
（ヘキサメチルジシラザン）、ＴＭＳ（テトラメチルシラン）、フッ素化アルキルクロロ
シラン、アルキルジシラザン、および非クロロ系の疎水化剤の少なくとも一つを含む。非
クロロ系の疎水化剤は、たとえば、ジメチルシリルジメチルアミン、ジメチルシリルジエ
チルアミン、ヘキサメチルジシラザン、テトラメチルジシラザン、ビス（ジメチルアミノ
）ジメチルシラン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノトリメチルシラン、Ｎ－（トリメチルシリル
）ジメチルアミンおよびオルガノシラン化合物の少なくとも一つを含む。
【００４４】
　犠牲層形成液は、溶質としての疎水化剤と、疎水化剤を溶解する溶媒を含んでいてもよ
い。溶媒としては、ＰＧＭＥＡ（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）
等の有機溶媒が挙げられる。
　充填層形成液は、固化によって充填層を形成する液体である。「固化」には、たとえば
、溶媒の蒸発に伴い分子間に作用する力等によって溶質が固まることと、重合や架橋等の
化学的な変化によって、物質が固まる（硬化する）こととが含まれる。
【００４５】
　重合や架橋などの化学的な変化によって硬化する充填層形成液は、加熱によって硬化す
る熱硬化性物質や、光の照射によって硬化する光硬化性物質を含む。以下では、熱硬化性
物質および光硬化性物質を総称して硬化性物質ということがある。硬化性物質を含む液体
としては、たとえば、硬化性物質の融液等の、硬化性物質が融解状態で含まれるものや、
あるいは、溶質としての硬化性物質を溶媒に溶解させた溶液などを用いることができる。
ここで、「融解状態」とは、硬化性物質が完全にまたは一部溶解することで流動性を有し
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ている状態を指す。融解状態の硬化性物質としては、流動性の有機ポリマー等が挙げられ
る。
【００４６】
　充填層形成液溶媒として用いられる液体としては、ＰＧＭＥＡ等が挙げられる。この実
施形態では、充填層形成液が、熱硬化性物質を含む例について説明する。熱硬化性物質と
しては、熱硬化温度（固化温度）が犠牲層の熱分解温度よりも低い温度（たとえば２００
℃程度）であるものが用いられる。
　両親媒性の有機溶媒としては、基板Ｗの上面と基板Ｗに形成されたパターン１６１とに
化学反応しない（反応性が乏しい）液体を用いることができる。両親媒性の有機溶媒は、
犠牲層形成液および充填層形成液のそれぞれと相溶性を有していることが好ましい。
【００４７】
　第２移動ノズル１３は、犠牲層形成液を案内する犠牲層形成液配管４１と、充填層形成
液を案内する充填層形成液配管４２と、有機溶媒を案内する有機溶媒配管４３とに接続さ
れている。犠牲層形成液配管４１に介装された犠牲層形成液バルブ５１が開かれると、犠
牲層形成液が、第２移動ノズル１３から下方に連続的に吐出される。充填層形成液配管４
２に介装された充填層形成液バルブ５２が開かれると、充填層形成液が、第２移動ノズル
１３から下方に連続的に吐出される。有機溶媒配管４３に介装された有機溶媒バルブ５３
が開かれると、有機溶媒が、第２移動ノズル１３から下方に連続的に吐出される。
【００４８】
　第２移動ノズル１３は、第２ノズル移動ユニット３８によって、水平方向および鉛直方
向に移動される。第２移動ノズル１３は、中心位置と、ホーム位置（退避位置）との間で
移動することができる。第２移動ノズル１３は、中心位置に位置するとき、基板Ｗの上面
の回転中心に対向する。第２移動ノズル１３は、ホーム位置に位置するとき、基板Ｗの上
面には対向せず、平面視において、処理カップ１１の外方に位置する。第２移動ノズル１
３は、鉛直方向への移動によって、基板Ｗの上面に接近したり、基板Ｗの上面から上方に
退避したりできる。
【００４９】
　第２ノズル移動ユニット３８は、第１ノズル移動ユニット３７と同様の構成を有してい
る。すなわち、第２ノズル移動ユニット３８は、たとえば、鉛直方向に沿う回動軸と、回
動軸および第２移動ノズル１３に結合されて水平に延びるアームと、回動軸を昇降させた
り回動させたりする回動軸駆動ユニットとを含む。
　第１固定ノズル１４は、スピンチャック１０に保持された基板Ｗの上面（第１主面Ｗ１
）に向けてリンス液を供給（吐出）するリンス液供給ユニットに含まれる。リンス液は、
たとえば、ＤＩＷ（純水）である。リンス液としては、ＤＩＷ以外にも、炭酸水、電解イ
オン水、水素水、オゾン水、アンモニア水および希釈濃度（たとえば、１０ｐｐｍ～１０
０ｐｐｍ程度）の塩酸水等が挙げられる。
【００５０】
　第１固定ノズル１４は、リンス液を案内するリンス液配管４４に接続されている。リン
ス液配管４４に介装されたリンス液バルブ５４が開かれると、リンス液が、第１固定ノズ
ル１４の吐出口から下方に連続的に吐出される。
　複数の第２固定ノズル１５は、回転軸線Ａ１まわりの回転方向に間隔を空けて配置され
ている。第２固定ノズル１５は、基板Ｗの下面（第２主面Ｗ２）の周縁部に向けてＩＰＡ
等の洗浄液を供給（吐出）する洗浄液供給ユニットに含まれる。洗浄液は、基板Ｗの下面
に周縁部を洗浄するための液体である。基板Ｗの下面の周縁部に付着した犠牲層形成液や
充填層形成液を洗浄液によって除去することができる。
【００５１】
　第２固定ノズル１５は、洗浄液を案内する複数の洗浄液配管４５のそれぞれに１つずつ
接続されている。洗浄液配管４５に介装された洗浄液バルブ５５が開かれると、洗浄液が
、第２固定ノズル１５の吐出口から上方に連続的に吐出される。
　図４は、第１加熱ユニットＤ１の構成例を説明するための模式的な断面図である。第１
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加熱ユニットＤ１は、チャンバＲ２と、基板Ｗを保持する第１基板ホルダ６０と、基板Ｗ
を加熱する第１ヒータ６１と、基板Ｗを上下動させる複数の第１リフトピン６２とを含む
。
【００５２】
　第１基板ホルダ６０は、基板Ｗが水平な姿勢となるように基板Ｗを下方から支持する板
状の部材である。第１基板ホルダ６０は、チャンバＲ２内に収容されている。
　第１ヒータ６１は、第１基板ホルダ６０に内蔵されている。第１ヒータ６１は、伝熱ま
たは熱輻射によって基板Ｗを加熱する。第１ヒータ６１には、第１ヒータ６１に電力を供
給する第１ヒータ通電ユニット６３が接続されている。第１ヒータ６１は、充填層形成液
の熱硬化温度まで基板Ｗを加熱できればよい。第１ヒータ６１の代わりに、電磁波（紫外
線、赤外線、マイクロ波、Ｘ線、レーザ光等）を照射して基板Ｗを加熱する電磁波照射ユ
ニットが用いられてもよい。
【００５３】
　複数の第１リフトピン６２は、第１基板ホルダ６０を貫通する複数の貫通穴にそれぞれ
挿入されている。複数の第１リフトピン６２が、第１リフトピン昇降ユニット６８によっ
て、上位置と下位置との間で昇降される。複数の第１リフトピン６２が上位置に位置する
とき、基板Ｗは、第１基板ホルダ６０から上方に離間する。複数の第１リフトピン６２が
下位置に位置するとき、複数の第１リフトピン６２の上端部が第１基板ホルダ６０の内部
に退避する。そのため、基板Ｗが第１基板ホルダ６０によって下方から支持される。
【００５４】
　チャンバＲ２は、第１ベース部６４と、第１ベース部６４に対して上下動する第１可動
蓋部６５とを有している。第１ベース部６４と第１可動蓋部６５とによって、チャンバＲ
２の内部空間６６が区画されている。第１可動蓋部６５は、第１蓋部駆動ユニット６７に
よって、上位置と下位置との間で昇降される。第１可動蓋部６５が下位置に位置するとき
、第１ベース部６４と第１可動蓋部６５とが接触し、チャンバＲ２が閉じられる。第１可
動蓋部６５が上位置に位置するとき、チャンバＲ２が開かれる。チャンバＲ２が開かれる
と、搬送ロボットＣＲがチャンバＲ２の内部空間６６にアクセスできる。この状態で、複
数の第１リフトピン６２を上位置に位置させて基板Ｗを第１基板ホルダ６０から離間させ
ることで、搬送ロボットＣＲが基板Ｗを第１リフトピン６２から受け取ったり、第１リフ
トピン６２に基板Ｗを受け渡したりすることができる。
【００５５】
　図５は、第２加熱ユニットＤ２の構成例を説明するための模式的な断面図である。
　第２加熱ユニットＤ２は、チャンバＲ３と、基板Ｗを保持する第２基板ホルダ７０と、
基板Ｗを加熱する第２ヒータ７１と、基板Ｗを上下動させる複数の第２リフトピン７２と
を含む。
　第２基板ホルダ７０は、基板Ｗが水平な姿勢となるように基板Ｗを下方から支持する板
状の部材である。第２基板ホルダ７０は、チャンバＲ３内に収容されている。
【００５６】
　第２ヒータ７１は、第２基板ホルダ７０に内蔵されている。第２ヒータ７１は、伝熱ま
たは熱輻射によって基板Ｗを加熱する。第２ヒータ７１には、第２ヒータ７１に電力を供
給する第２ヒータ通電ユニット７３が接続されている。第２ヒータ７１は、犠牲層の熱分
解温度まで基板Ｗを加熱できればよい。
　第２ヒータ７１の代わりに、電磁波（紫外線、赤外線、マイクロ波、Ｘ線、レーザ光等
）を照射して基板Ｗを加熱する電磁波照射ユニットが用いられてもよい。
【００５７】
　複数の第２リフトピン７２は、第２基板ホルダ７０を貫通する複数の貫通穴にそれぞれ
挿入されている。複数の第２リフトピン７２が、第２リフトピン昇降ユニット７８によっ
て、上位置と下位置との間で昇降される。複数の第２リフトピン７２が上位置に位置する
とき、基板Ｗは、第２基板ホルダ７０から上方に離間する。複数の第２リフトピン７２が
下位置に位置するとき、複数の第２リフトピン７２の上端部が第２基板ホルダ７０の内部
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に退避する。そのため、基板Ｗが第２基板ホルダ７０によって下方から支持される。
【００５８】
　チャンバＲ３は、第２ベース部７４と、第２ベース部７４に対して上下動する第２可動
蓋部７５とを有している。第２ベース部７４と第２可動蓋部７５とによって、チャンバＲ
３の内部空間７６が区画されている。第２可動蓋部７５は、第２蓋部駆動ユニット７７に
よって、上位置と下位置との間で昇降される。第２可動蓋部７５が下位置に位置するとき
、第２ベース部７４と第２可動蓋部７５とが接触し、チャンバＲ３が閉じられる。第２可
動蓋部７５が上位置に位置するとき、チャンバＲ３が開かれる。チャンバＲ３が開かれる
と、搬送ロボットＣＲがチャンバＲ３の内部空間７６にアクセスできる。この状態で、複
数の第２リフトピン７２を上位置に位置させて基板Ｗを第２基板ホルダ７０から離間させ
ることで、搬送ロボットＣＲが基板Ｗを第２リフトピン７２から受け取ったり、第２リフ
トピン７２に基板Ｗを受け渡したりすることができる。
【００５９】
　図６は、反転ユニット６の構成例を説明するための模式的な平面図である。反転ユニッ
ト６は、基板Ｗを挟持する一対の挟持部材８０と、一対の挟持部材８０を回転させる挟持
部材回転ユニット８１と、一対の挟持部材８０の一方を基板Ｗに対して接離（移動）させ
る挟持部材移動ユニット８２とを含む。
　挟持部材８０は、基板Ｗの周縁に当接する当接部８０ａと、当接部８０ａに連結された
軸部８０ｂとを含む。一対の挟持部材８０の当接部８０ａは、基板Ｗの第１主面Ｗ１の中
心を挟んで互いに対向している。挟持部材８０の軸部８０ｂは、軸受８３を介して、回転
可能に支持部材８４に支持されている。一対の挟持部材８０の軸部８０ｂの回転中心軸Ａ
２は、共通しており、基板Ｗの中心を通る。挟持部材回転ユニット８１は、一方の挟持部
材８０の軸部８０ｂに回転力を付与するモータを含む。挟持部材移動ユニット８２は、一
方の挟持部材８０の当接部８０ａを、一方の挟持部材８０の軸部８０ｂに対して他方の挟
持部材８０側に移動させるシリンダを含む。
【００６０】
　挟持部材移動ユニット８２が、一方の挟持部材８０の当接部８０ａを、一方の挟持部材
８０の軸部８０ｂに対して移動させて、基板Ｗの周縁に一方の挟持部材８０の当接部８０
ａを当接させる。これにより、一対の挟持部材８０によって基板Ｗが挟持される。この状
態で、挟持部材回転ユニット８１が一方の挟持部材８０の軸部８０ｂに回転力を付与する
ことによって、基板Ｗが回転中心軸Ａ２まわりに回転する。これにより、基板Ｗを反転さ
せることができる。
【００６１】
　図７は、基板処理装置１の主要部の電気的構成を説明するためのブロック図である。コ
ントローラ３は、マイクロコンピュータを備えており、所定のプログラムに従って、基板
処理装置１に備えられた制御対象を制御する。より具体的には、コントローラ３は、プロ
セッサ（ＣＰＵ）３Ａと、プログラムが格納されたメモリ３Ｂとを含み、プロセッサ３Ａ
がプログラムを実行することによって、基板処理のための様々な制御を実行するように構
成されている。
【００６２】
　特に、コントローラ３は、搬送ロボットＩＲ，ＣＲ、吸引ユニット２７、スピンモータ
２３、シャッタ開閉ユニット３３、ガード昇降ユニット３６、ノズル移動ユニット３７，
３８、蓋部駆動ユニット６７，７７、リフトピン昇降ユニット６８，７８、ヒータ通電ユ
ニット６３，７３、挟持部材回転ユニット８１、挟持部材移動ユニット８２およびバルブ
２８，５０～５５等の動作を制御する。バルブ５０～５５が制御されることによって、対
応するノズルからの流体の吐出が制御される。
【００６３】
　図８は、基板処理装置１による基板処理の一例を説明するための流れ図であり、主とし
て、コントローラ３がプログラムを実行することによって実現される処理が示されている
。
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　基板処理装置１による基板処理では、たとえば、図８に示すように、薬液処理（ステッ
プＳ１）、リンス処理（ステップＳ２）および乾燥処理（ステップＳ３）がこの順番で実
行される。
【００６４】
　まず、基板処理装置１による基板処理では、基板Ｗが、搬送ロボットＩＲ，ＣＲ（図１
参照）によってキャリヤＣから処理タワー２の液処理ユニットＭに搬入される。そして、
吸引ユニット２７による吸引が開始され、かつ、吸引バルブ２８が開かれた状態で、基板
Ｗがスピンチャック１０に渡される。
　基板Ｗは、搬送ロボットＣＲによって搬出されるまでの間、スピンチャック１０によっ
て水平に保持される（基板保持工程）。基板Ｗは、第１主面Ｗ１を上方に向けた状態で、
スピンチャック１０に保持される。そして、スピンモータ２３がスピンベース２１の回転
を開始させる。これにより、基板Ｗの回転が開始される（基板回転工程）。基板Ｗの回転
速度は、たとえば、３００ｒｐｍ～５００ｒｐｍである。基板Ｗの回転は、搬送ロボット
ＣＲによって搬出されるまでの間継続される。
【００６５】
　そして、薬液処理（ステップＳ１）が開始される。具体的には、第１ノズル移動ユニッ
ト３７が、第１移動ノズル１２を中心位置に移動させる。そして、薬液バルブ５０が開か
れる。これにより、第１移動ノズル１２から回転状態の基板Ｗの第１主面Ｗ１（上面）の
中央領域に薬液が供給される（薬液供給工程）。薬液は遠心力によって基板Ｗの第１主面
Ｗ１の全体に行き渡る。
【００６６】
　次に、リンス処理（ステップＳ２）が実行される。リンス処理では、基板Ｗ上の薬液が
ＤＩＷ等のリンス液によって洗い流される。
　具体的には、薬液バルブ５０が閉じられる。これにより、第１移動ノズル１２からの薬
液の吐出が停止される。そして、リンス液バルブ５４が開かれる。これにより、回転状態
の基板Ｗの上面の中央領域に向けて第１固定ノズル１４からリンス液が供給される（リン
ス液供給工程）。リンス液は遠心力によって基板Ｗの上面の全体に行き渡る。これにより
、基板Ｗ上の薬液がリンス液によって置換される。
【００６７】
　次に、基板Ｗを乾燥させる乾燥処理（ステップＳ３）が実行される。以下では、乾燥処
理について具体的に説明する。図９は、乾燥処理（ステップＳ３）の一例を説明するため
の流れ図である。基板処理装置１による乾燥処理（ステップＳ３）では、例えば、図９に
示すように、有機溶媒置換工程（ステップＳ３１）、犠牲層形成液供給工程（ステップＳ
３２）、除去液供給工程（ステップＳ３３）、充填工程（ステップＳ３４）、回転排除工
程（ステップＳ３５）、加熱固化工程（ステップＳ３６）、加熱気化工程（ステップＳ３
７）および剥離工程（ステップＳ３８）がこの順番で実行される。
【００６８】
　図１０Ａ～図１０Ｈは、乾燥処理（ステップＳ３）の一例を説明するための模式的な断
面図である。図１１Ａ～図１１Ｇは、乾燥処理（ステップＳ３）の一例における基板Ｗの
第１主面Ｗ１の構造の変化を説明するための模式的な断面図である。
　乾燥処理（ステップＳ３）では、まず、図１０Ａを参照して、第２ノズル移動ユニット
３８が第２移動ノズル１３を中心位置に移動させる。そして、リンス液バルブ５４（図３
参照）が閉じられる。これにより、第１固定ノズル１４（図３参照）からのリンス液の吐
出が停止される。そして、有機溶媒バルブ５３が開かれる。これにより、第２移動ノズル
１３から回転状態の基板Ｗの第１主面Ｗ１の中央領域に向けて有機溶媒１８０が吐出（供
給）される。有機溶媒１８０は遠心力によって基板Ｗの上面の全体に行き渡る。これによ
り、基板Ｗ上のリンス液が有機溶媒１８０によって置換される（図９の有機溶媒置換工程
（ステップＳ３１））。パターン１６１の複数の凹部１６３に入り込んだリンス液も有機
溶媒１８０によって置換される（図１１Ａ参照）。
【００６９】
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　そして、有機溶媒バルブ５３が閉じられる。これにより、第２移動ノズル１３からの有
機溶媒の吐出（供給）が停止される。その代わりに、図１０Ｂに示すように、犠牲層形成
液バルブ５１が開かれる。これにより、第２移動ノズル１３から回転状態の基板Ｗの第１
主面Ｗ１の中央領域に向けて犠牲層形成液１８１が吐出（供給）される（犠牲層形成液供
給工程（ステップＳ３２））。犠牲層形成液１８１は、遠心力によって基板Ｗの上面（第
１主面Ｗ１）の全体に行き渡る。これにより、基板Ｗ上の有機溶媒１８０が犠牲層形成液
１８１によって置換される。
【００７０】
　図１１Ｂに示すように、パターン１６１内の複数の凹部１６３に入り込んだ有機溶媒１
８０も犠牲層形成液１８１によって置換される。そして、基板Ｗ上のパターン１６１と犠
牲層形成液１８１が反応することによって、パターン１６１の表面に倣う犠牲層１７０が
第１主面Ｗ１に形成される（犠牲層形成工程）。犠牲層１７０は、固体である。犠牲層１
７０は、疎水化剤の１分子の大きさに相当する厚さを有する単分子層であってもよい。こ
のように、第２移動ノズル１３は、基板Ｗの第１主面Ｗ１に犠牲層１７０を形成する犠牲
層形成ユニットとして機能する。
【００７１】
　そして、犠牲層形成液バルブ５１が閉じられる。これにより、第２移動ノズル１３から
の犠牲層形成液１８１の吐出（供給）が停止される。その代わりに、図１０Ｃに示すよう
に、有機溶媒バルブ５３が再び開かれる。これにより、第２移動ノズル１３から回転状態
の基板Ｗの第１主面Ｗ１の中央領域に向けて有機溶媒１８０が吐出（供給）される。有機
溶媒１８０は、遠心力によって基板Ｗの上面の全体に行き渡る。これにより、基板Ｗ上の
犠牲層形成液１８１が有機溶媒１８０によって置換される。このように、第１主面Ｗ１か
ら犠牲層形成液１８１を除去するとして機能する。また、第２移動ノズル１３が除去液供
給ユニットとして機能し、第２移動ノズル１３から回転状態の基板Ｗの第１主面Ｗ１の中
央領域に向けて除去液が供給されることによって除去液供給工程（ステップＳ３３）が実
行される。
【００７２】
　図１１Ｃに示すように、パターン１６１の複数の凹部１６３に入り込んだ犠牲層形成液
１８１も有機溶媒１８０によって置換される。
　そして、有機溶媒バルブ５３が閉じられる。これにより、第２移動ノズル１３からの有
機溶媒１８０の吐出（供給）が停止される。その代わりに、図１０Ｄに示すように、充填
層形成液バルブ５２が開かれる。これにより、第２移動ノズル１３から回転状態の基板Ｗ
の第１主面Ｗ１の中央領域に向けて充填層形成液１８２が吐出（供給）される（充填層形
成液供給工程（ステップＳ３４））。充填層形成液１８２は、遠心力によって基板Ｗの上
面の全体に行き渡る。これにより、基板Ｗ上の有機溶媒１８０が充填層形成液１８２によ
って置換され、基板Ｗ上に充填層形成液１８２の液膜１７１が形成される。
【００７３】
　図１１Ｄに示すように、パターン１６１の複数の凹部１６３に入り込んだ有機溶媒も充
填層形成液１８２によって置換されることによって、パターン１６１の複数の凹部１６３
に充填層形成液１８２が充填される（充填工程）。パターン１６１の凹部１６３に充填層
形成液１８２が充填された後も、第１主面Ｗ１に犠牲層１７０が形成された状態が維持さ
れる。
【００７４】
　そして、充填層形成液バルブ５２が閉じられる。これにより、図１０Ｅに示すように、
第２移動ノズル１３からの充填層形成液１８２の吐出（供給）が停止される。そして、ス
ピンモータ２３が基板Ｗの回転を加速させて、基板Ｗを高速回転させる。これにより、基
板Ｗ上の充填層形成液１８２の一部が排除されて液膜１７１が薄膜化される（回転排除工
程（ステップＳ３５））。
【００７５】
　図１１Ｅを参照して、液膜１７１が薄膜化された後も、充填層形成液１８２が凹部１６
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３に充填された状態が維持されている。液膜１７１の表面がパターン１６１の上端（構造
体１６２の先端）よりも上方に位置するように、充填層形成工程を排除することが好まし
い。なお、回転排除工程（ステップＳ３５）は、充填工程の実行後で、後述する固化工程
の実行前に行われている。
【００７６】
　第１主面Ｗ１への充填層形成液１８２の供給が停止された後、複数の洗浄液バルブ５５
が開かれてもよい。これにより、第２固定ノズル１５から基板Ｗの第２主面Ｗ２の周縁部
に向けて洗浄液が吐出（供給）されて、第２主面Ｗ２の周縁部が洗浄される（周縁部洗浄
工程）。詳しくは、第１主面Ｗ１の周縁部から第２主面Ｗ２の周縁部に回り込んだ犠牲層
形成液１８１や充填層形成液１８２が洗浄液に置換される。
【００７７】
　一定時間の周縁部洗浄工程の後、複数の洗浄液バルブ５５が閉じられて、第２固定ノズ
ル１５から基板Ｗの第２主面Ｗ２の周縁部への洗浄液の吐出が停止される。そして、スピ
ンモータ２３が基板Ｗの回転を停止する。そして、吸引バルブ２８が閉じられる。そして
、搬送ロボットＣＲがスピンチャック１０から基板Ｗを受け取り、液処理ユニットＭから
基板Ｗを搬出する。
【００７８】
　搬送ロボットＣＲは、液処理ユニットＭから搬出した基板Ｗを第１加熱ユニットＤ１に
搬入する。第１加熱ユニットＤ１では、図１０Ｆに示すように、第１基板ホルダ６０に内
蔵された第１ヒータ６１によって基板Ｗが加熱される。第１ヒータ６１によって、基板Ｗ
を介して、充填層形成液１８２の熱硬化温度（固化温度）まで充填層形成液１８２が加熱
される。これにより、基板Ｗの第１主面Ｗ１の充填層形成液１８２が固化され、凹部１６
３を埋める充填層１７２が形成される（加熱固化工程（ステップＳ３６）、固化工程）。
このように、基板Ｗを加熱するという簡単な手法によって、充填層形成液１８２を固化さ
せて充填層１７２を形成することができる。この実施形態では、第１ヒータ６１は、基板
Ｗを介して、充填層形成液１８２を加熱する充填層形成液加熱ユニットとして機能と、充
填層形成液１８２を固化させる固化ユニットとしての機能とを有する。
【００７９】
　充填層１７２は、各凹部１６３にそれぞれ進入した複数の進入部１７２ａと、パターン
１６１の外方（上方）に設けられ複数の進入部１７２ａを連結する連結部１７２ｂとを含
む。
　そして、搬送ロボットＣＲは、基板Ｗを、第１加熱ユニットＤ１から搬出し、第２加熱
ユニットＤ２に搬入する。第２加熱ユニットＤ２では、図１０Ｇに示すように、第２基板
ホルダ７０に内蔵された第２ヒータ７１によって基板Ｗが加熱される。第２ヒータ７１に
よって、基板Ｗを介して、充填層形成液の熱硬化温度よりも高い犠牲層１７０の熱分解温
度まで犠牲層１７０が加熱される。これにより、犠牲層１７０が分解されて気化する（加
熱気化工程（ステップＳ３７）、気化工程）。そのため、基板Ｗを加熱するという簡単な
手法によって、犠牲層１７０を気化させることができる。このように、第２ヒータ７１は
、基板Ｗを介して犠牲層１７０を加熱する犠牲層加熱ユニットとしての機能と、犠牲層１
７０を気化させる気化ユニットとしての機能とを有する。
【００８０】
　犠牲層１７０が気化することによって、充填層１７２とパターン１６１との間に隙間１
７４（図１１Ｇ参照）が形成される（隙間形成工程）。隙間１７４は、構造体１６２の先
端と充填層１７２の連結部１７２ｂとの間と、パターン１６１の表面において凹部１６３
を区画する部分と充填層１７２の進入部１７２ａとの間とに形成される。
　そして、搬送ロボットＣＲは、基板Ｗを、第２加熱ユニットＤ２から搬出し、反転ユニ
ット６に搬入する。反転ユニット６では、挟持部材移動ユニット８２によって一方の挟持
部材８０が他方の挟持部材８０に向けて移動されることによって、基板Ｗが一対の挟持部
材８０によって挟持される。そして、図１０Ｈに示すように、挟持部材回転ユニット８１
は、基板Ｗを１８０°回転させる。これにより、基板Ｗは、一対の挟持部材８０によって
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、第１主面Ｗ１を下側に向けた状態で水平に保持される。充填層１７２とパターン１６１
との間に隙間１７４が形成されているため、充填層１７２はパターン１６１の表面に密着
していない。そのため、第１主面Ｗ１が下側に向けられると、図１１Ｇに示すように、充
填層１７２が自然落下する。これにより、充填層１７２が第１主面Ｗ１から剥離される（
剥離工程（ステップＳ３８））。このように、反転ユニット６は、充填層１７２を第１主
面Ｗ１から剥離する剥離ユニットとして機能する。
【００８１】
　その後、搬送ロボットＣＲ，ＩＲによって、基板ＷがキャリヤＣに戻されることによっ
て、基板処理が終了する。
　以上のように、本実施形態によれば、パターン１６１の表面に倣う犠牲層１７０が形成
された後に、パターン１６１の凹部１６３が充填層１７２で埋められる。そのため、充填
層１７２は、パターン１６１の表面に密着した状態で形成されるのではなく、パターン１
６１の表面との間に犠牲層１７０を介在させた状態で形成される。その後、充填層１７２
が形成された状態で犠牲層１７０を気化させることによって、パターン１６１の表面と充
填層１７２との間から犠牲層１７０が消失する。
【００８２】
　ここで、本実施形態とは異なり、犠牲層１７０を形成せずにパターン１６１の凹部１６
３を充填層１７２で埋める参考例の基板処理を想定する。凹部１６３が設けられているパ
ターン１６１の表面積は比較的大きいので、参考例の基板処理を実行した場合、充填層１
７２とパターン１６１の表面との密着度が一層高くなる。第１主面Ｗ１から充填層１７２
を剥離しにくい。
【００８３】
　したがって、本実施形態の基板処理を行った場合、参考例の基板処理を行った場合と比
較して、凹部１６３が設けられているパターン１６１の表面と充填層１７２との密着度を
低くすることができる。よって、犠牲層１７０を気化させた後に、充填層１７２を第１主
面Ｗ１から充填層１７２を容易に剥離することができる。その結果、基板Ｗの乾燥に要す
る時間を短縮することができる。
【００８４】
　本実施形態によれば、気化工程（加熱気化工程（ステップＳ３７））が、犠牲層１７０
を気化させることによって、パターン１６１の表面と充填層１７２との間に隙間１７４を
形成する隙間形成工程を含む。そのため、犠牲層１７０を気化させることによって、充填
層１７２とパターン１６１との密着度を一層低減させることができる。したがって、第１
主面Ｗ１から充填層１７２を一層容易に剥離することができる。
【００８５】
　本実施形態によれば、犠牲層形成工程が、パターン１６１と反応して犠牲層１７０を第
１主面Ｗ１に形成する犠牲層形成液１８１を供給する犠牲層形成液供給工程を含む。その
ため、第１主面Ｗ１に犠牲層形成液１８１を供給することによって、凹部１６３の隅々に
犠牲層形成液１８１を入り込ませることができる。したがって、パターン１６１の表面に
倣う犠牲層１７０を確実に形成することができる。
【００８６】
　本実施形態によれば、犠牲層１７０が形成された後で、かつ、充填層形成工程の実行前
に、除去液としての両親媒性の有機溶媒１８０が第１主面Ｗ１に供給される（除去液供給
工程（ステップＳ３３））。そのため、充填層１７２を形成する前に第１主面Ｗ１から、
犠牲層１７０の形成に寄与しなかった犠牲層形成液１８１を除去することができる。した
がって、犠牲層形成液１８１が充填層１７２の形成に与える影響を低減することができる
。
【００８７】
　本実施形態によれば、液処理ユニットＭにおいて凹部１６３に充填層形成液１８２を充
填する充填工程（充填層形成液供給工程（ステップＳ３４））と、第１主面Ｗ１上の充填
層形成液１８２が固化される固化工程（加熱固化工程（ステップＳ３７））とが実行され
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ることによって、第１主面Ｗ１に充填層１７２が形成される（充填層形成工程）。
　そのため、第１主面Ｗ１に充填層形成液１８２を供給することによって、凹部１６３の
隅々に充填層形成液１８２を入り込ませることができる。これにより、凹部１６３に残留
する液成分（特に、両親媒性の有機溶媒１８０）を充填層形成液１８２によって置換する
ことができる。この状態で充填層形成液１８２を固化（硬化）させて充填層１７２を形成
した後、充填層１７２を剥離することによって、基板Ｗを良好に乾燥させることができる
。なお、この実施形態では、第２移動ノズル１３および第１ヒータ６１によって充填層形
成ユニットが構成されている。
【００８８】
　この実施形態によれば、充填層形成工程では、凹部１６３に充填層形成液が充填された
後で、かつ、固化工程の実行前に、回転排除工程（ステップＳ３５）が実行される。その
ため、第１主面Ｗ１上の充填層形成液１８２の量が低減される。したがって、充填層形成
液１８２の固化に要する時間を短縮できる。
　この実施形態によれば、充填層形成液１８２の固化温度（硬化温度）が犠牲層１７０の
気化温度よりも低い。そのため、充填層形成液１８２が固化される前に犠牲層１７０が気
化されることを防ぐことができる。また、加熱によって充填層形成液１８２を固化させた
後に犠牲層１７０を気化させるので、犠牲層１７０の加熱開始時には、充填層形成液１８
２の固化のために行った加熱によって犠牲層１７０が既に加熱されている。そのため、犠
牲層１７０の気化のための加熱に要する時間を短縮することができる。
【００８９】
　また、本実施形態では、有機溶媒１８０（除去液）が充填層形成液１８２および犠牲層
形成液１８１の両方と相溶性を有する（混和する）。したがって、充填層形成液１８２と
犠牲層形成液１８１とが混和しない場合であっても、基板Ｗの第１主面Ｗ１に有機溶媒１
８０を供給して基板Ｗ上の犠牲層形成液１８１を有機溶媒１８０で置換し、その後、基板
Ｗの第１主面Ｗ１に充填層形成液１８２を供給して基板Ｗ上の有機溶媒１８０を充填層形
成液１８２で置換することによって、凹部１６３を充填層形成液１８２で充填することが
できる。したがって、犠牲層形成液１８１および充填層形成液１８２の選択の自由度が向
上される。
【００９０】
　この発明は、以上に説明した実施形態に限定されるものではなく、さらに他の形態で実
施することができる。
　本実施形態では、剥離ユニットとして、反転ユニット６を用いた。しかしながら、反転
ユニット６以外のものを剥離ユニットとして用いることもできる。たとえば、図１２に示
すように、反転ユニット６の代わりに、充填層１７２を巻き取って基板Ｗの第１主面Ｗ１
から充填層１７２を剥離する巻き取りユニット９０が設けられていてもよい。巻き取りユ
ニット９０は、たとえば、基板Ｗの第１主面Ｗ１を転がるローラ９１と、基板Ｗの第１主
面Ｗ１に沿う方向にローラ９１を移動させるローラ移動ユニット９２とを含む。また、図
１３に示すように、反転ユニット６の代わりに、充填層１７２を吸着することで第１主面
Ｗ１から充填層１７２を剥離する吸着ユニット９５が設けられていてもよい。吸着ユニッ
ト９５は、充填層１７２に当接する吸着ノズル９６と、吸着ノズル９６内を減圧して充填
層１７２を吸着ノズル９６に吸着させる減圧ユニット９７とを含む。なお、吸着ノズル９
６の先端の吸着面の大きさを充填層１７２の上面の大きさとほぼ同じにしてもよい。
【００９１】
　また、除去液は、必ずしも両親媒性の有機溶媒である必要はない。両親媒性の有機溶媒
とは、別に、犠牲層形成液および充填層形成液のそれぞれと相溶性を有する液体を除去液
として用いてもよい。この場合、第２移動ノズル１３が、犠牲層形成液、充填層形成液、
および両親媒性の有機溶媒とは別の液体を除去液として供給できるように構成されていれ
ばよい。また、この場合、両親媒性の有機溶媒は、リンス液および犠牲層形成液のそれぞ
れと相溶性を有していればよく、充填層形成液と相溶性を有している必要はない。
【００９２】
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　また、本実施形態とは異なり、充填層形成液が光硬化物質を含む場合は、第１加熱ユニ
ットＤ１の代わりに、基板Ｗの第１主面Ｗ１に光を照射する光照射ユニットが各処理タワ
ー２に設けられる。
　また、本実施形態では、充填層を形成するための第１加熱ユニットＤ１と、犠牲層を気
化させるための第２加熱ユニットＤ２とを別々に設けるとした。しかしながら、本実施形
態とは異なり、処理タワー２は、第１加熱ユニットＤ１および第２加熱ユニットＤ２の代
わりに、充填層形成液の固化温度、および犠牲層の気化温度の少なくとも２段階に基板Ｗ
を温度変化させられる単一の加熱ユニットを含んでいてもよい。
【００９３】
　その他、特許請求の範囲に記載した範囲で種々の変更を行うことができる。
【符号の説明】
【００９４】
１　　　　：基板処理装置
３　　　　：コントローラ
６　　　　：反転ユニット（剥離ユニット）
１０　　　：スピンチャック（基板保持ユニット）
１３　　　：第２移動ノズル（犠牲層形成液供給ユニット、犠牲層形成ユニット、充填層
形成液供給ユニット、充填層形成ユニット、除去液供給ユニット、）
２３　　　：スピンモータ（基板回転ユニット）
６１　　　：第１ヒータ（充填層形成液加熱ユニット、固化ユニット、充填層形成ユニッ
ト）
７１　　　：第２ヒータ（犠牲層加熱ユニット、気化ユニット）
９０　　　：巻き取りユニット（剥離ユニット）
９５　　　：吸着ユニット（剥離ユニット）
１６１　　：パターン
１６３　　：凹部
１７０　　：犠牲層
１７２　　：充填層
１８０　　：有機溶媒（除去液）
１８１　　：犠牲層形成液
１８２　　：充填層形成液
Ｗ　　　　：基板
Ｗ１　　　：第１主面（パターン形成面）
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