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Photoresist spray coating is an indispensable technique for fabricating three-dimensional MEMS devices. 

Gas flow in the photoresist spray coating was numerically analyzed for achieving uniform deposition onto a 
sample with three-dimensional surface structures. In the spray coating process, a shield plate with an aperture 
was used. With the shield plate, the lateral flow which transferred the resist particles towards the sample edge 
was blocked. The center flow of the spray was used for the resist deposition. The photoresist spray coating 
process was applied to fabricate a three-dimensional MEMS device. A microfluidics device that had 
thermocouples on the trench sidewall was demonstrated. 

  

 

１．はじめに 

近年、MEMS や集積回路の研究分野において、デバイスの高機能化・高集積化に向けて、3 次元化の潮流が見られる。

半導体微細加工技術の基盤となるフォトリソグラフィーは基本的に平坦な構造を加工するために開発された技術といえ

る。従って、フォトレジストのスピンコートプロセスを大きな凹凸形状を持つ基板に適用すると、凹部ではフォトレジス

トが溜まり、凸形状の背後ではレジスト膜が薄くなる。このような成膜サンプルに対して薄い成膜箇所に露光条件を合わ

せると、厚い成膜箇所ではアンダー露光になってパターン

ができない。一方で、厚い箇所に条件を合わせると、薄い

箇所ではオーバー露光となって転写パターンが乱れる。均

一なレジスト膜厚は正確な 3 次元構造を作製していく上で

不可欠である。レジストを微粒子化して塗布するスプレー

コーティングは、凹凸形状基板へのレジスト成膜法として

有効である（図 1）[1-4]。本研究では均一成膜に向けて成膜

プロセスにおけるスプレー流の物理的理解に取り組み、そ

の一方で、レジストスプレーコーティング法を用いて 3 次

元構造 MEMS デバイスを試作した。 
 

 ２．スプレーコーティングにおける気流の解析 

スプレーノズル部で微粒子化されたレジスト微粒子は

N2ガスによって基板表面へと輸送される。スプレー流は

基板に衝突すると水平方向に向きを変える。比較的大きな

レジスト微粒子は慣性に従って直進して基板上に堆積す

るが、小さな微粒子は水平方向の流れに乗って基板の周辺

部に向かって輸送される。この水平方向の流れによるレジ

スト微粒子の堆積が蓄積されて、膜厚分布の原因となる。

ここでは、レジスト微粒子の直進性がよいノズル直下部の

スプレー流を積極的に利用する一方で、水平方向流れによ

る堆積を抑制するため、遮蔽版の利用を検討した[図 2(a)]。 
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図 1: レジストスプレーコーティングの模式図。 

図 2: レジストスプレーコーティングの計算モデル。 
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レジスト流量（0.2-2.4cm3/min.）と N2ガ

ス流量（3.7-4.2x103cm3/min.）は大きく異

なる。スプレー流を N2ガス 1 流体で近似

し、トレンチ構造を持つ基板上に遮蔽板

を設置し、Navier-Stokes 式を解いて解析

を行った[図 2(b)]。遮蔽板における境界

条件の取り扱いを考慮し、MAC 法を用い

て流れの時間変化を評価した。 
初期状態から 4000 計算ステップまで

の間は、ノズルから噴出された N2ガス流

が基板表面に向かって次第に成長する過

程である。遮蔽版なし／ありの流れに大

きな差は認められない。6000 計算ステッ

プ以降では N2 ガス流の一部が遮蔽版で

ブロックされ始める。12000 計算ステッ

プでは、遮蔽版なしの流れでは、基板との両突によって N2ガス流れが横方向に流れを変えている [図 3(a)]。遮蔽板があ

る場合、N2ガス流の一部が遮蔽版によって後方に反射されていることが分かる[図 3(b)]。遮蔽版の導入によって、水平方

向の流れによるレジスト堆積を抑制して、直進性のよいスプレー流を選択的に利用できることが明らかになった。遮蔽版

直下の領域では、トレンチ構造内で渦が発生している。成膜試験では遮蔽板を導入することにより、側壁面を覆うレジス

ト膜の均一化が促進された（図 4）。 
 

３．スプレーコーティングを利用した 3次元 MEMS デバイスの試作 

本スプレーコーティング技術を利用し、3 次元 MEMS デバイスの作製を試みた。 
近年、マイクロ流路デバイスは、細胞・タンパク質の分析・解析に利用されている。細胞やタンパク質の活性状態を維

持するには、それらが分散している溶液の温度状態を一定に保持することが基本である。ここでは、溶液温度のその場モ

ニタリングを目指し、マイクロ流路の側壁部に熱電対構造を試作した[図 5(a)]。Cr 薄膜を流路トレンチ構造のある Si 基
板上に堆積し、レジストスプレー

コーティングおよび斜め露光技術

を用いて、熱電対用の細線パター

ンを形成した。その後、エッチン

グによって、Cr 細線をつくる。そ

の後、Al 薄膜を堆積し、同様のプ

ロセスを経て、Al/Cr 熱電対を側

壁面上にもつマイクロ流路デバイ

スを作製した [図 5(b)]。 
  
４．まとめ 

フォトレジストスプレーコーティングにおける気流を解析した。遮蔽版を導入することで、レジスト堆積の不均一分布

を起こす水平方向の流れを抑制し、直進性のよいスプレー流れの中心部をコーティングプロセスに利用することができる

ことを示した。今後、遮蔽板直下の領域におけるガス流れを明らかにし、凹凸形状をもつ基板サンプルへの均一コーティ

ングに向けて解析をさらに進める必要がある。一方で、本スプレーコーティング技術を 3 次元 MEMS デバイスの試作に

適用した。このような流路トレンチにおける側壁部は通常のフォトリソグラフィー加工がされていなかった領域である。

3 次元 MEMS に不可欠な技術であり、今後の発展が期待される。 
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図 3: スプレーコーティ

ング時におけるN2ガスの

流れ。レイノルズ数は

1000。初期状態から 12000

ステップ後のガスの流れ

を示す。(a) 遮蔽版なし。

(b) 遮蔽版あり。 
(a) (b) 
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図 4: スプレーコーテ

ィングによるレジスト

成膜。 (a) 遮蔽版あり。

(b) 遮蔽版なし。 (a) (b) 
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図 5: 側壁面に熱電対を配置したマイクロ流路デバイス。(a) 模式図。(b) 試作した熱電対。 
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