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薬液バルブの５ＭＰａ高圧対応技術

　半導体製造工程では大量の純水、薬品が使用され、
それらを制御するバルブはメタルコンタミを嫌うため
に、PTFEなどのフッ素樹脂製のダイアフラムバルブ
が使用されている。（Fig. 1）

　1MPaを超えるような高圧では、ダイアフラムの薄
膜が圧力に耐えられずに破損する懸念があるため、従
来の高圧バルブではダイアフラムを使用しないOリン
グ軸シールタイプのバルブが主流であった。（Fig. 2）

　しかし、軸シールタイプのバルブでは、接液部にOリン
グを使用しており、バルブの開閉動作時の摺動によりOリ
ングが摩耗し、パーティクル発生源となる懸念があった。
　当社では、これら課題を解決するため、5MPaの高圧
にも耐えるPTFEダイアフラムを使用した高圧バルブ
の開発を行った。

　開発した高圧バルブの構造と動作原理をFig. 3に示す。
　操作エアを加圧していないバルブ閉状態では、アク
チュータのスプリング荷重によりピストンが押し下げ
られ、ダイアフラムをボディに押し付けることにより流
体を遮断している。
　アクチュエータの操作ポートからエアを加えてピス
トンを持ち上げると、補助スプリングによりロッドが持
ち上がり、ロッドに締結されているダイアフラムも持ち
上がることで、IN側からOUT側に流体が流れるという
仕組みになっている。
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薬液バルブの５ＭＰａ高圧対応技術
Technology for Handling High Pressure (5  MPa) in Chemical Liquid Valves

　半導体の微細化、高性能化に伴い、従来以上の汚染物除去性能を持つ種々のウェハ洗浄技術が開発されている。
　その内の一つとして、高圧の純水をウェハに噴射する高圧スプレー洗浄がある。
　洗浄原理は、純水がウェハに衝突する単純な物理力だけでなく、ノズルから噴射された高圧の純水と大気圧との圧
力差、および純水が高速でウェハに衝突する際の圧力変化で、キャビテーションが発生することにある。
　当社では、高圧スプレー洗浄に使用される、高圧力の純水を制御可能な樹脂バルブを開発・発売した。本稿では、薬
液用バルブの高圧対応技術を紹介する。
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As semiconductors become smaller and provide better performance, various wafer cleaning technologies 
with higher performance in contaminant removal are being developed. One of which is the high-pressure 
spray cleaning that injects high-pressure pure water onto wafers. This cleaning mechanism involves not only 
the physical force created by simply colliding pure water with wafers but also the cavitation generated by 
the pressure difference between high-pressure pure water injected from the nozzle and atmospheric 
pressure and by the pressure change that occurs when pure water collides with wafers at high speed.
In light of this, CKD has developed and released the resin valve which can control high-pressure pure water 
used in high-pressure spray cleaning process. This paper describes the technology that enables CKD’s 
valves for chemical liquids to control fluids at high pressures.

はじめに1

Fig. 1 　フッ素樹脂ダイアフラムバルブ

Fig. 2 　従来の高圧用バルブ Fig. 3 　5MPa 高圧バルブの動作原理
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　5MPa高圧バルブの特徴として、下記3点が上げら
れる。
　①アクチュエータ分離構造
　②逆アーチ形状のダイアフラム膜
　③R形状バックアップ

①アクチュエータ分離構造
　当バルブに限らず、薬液用バルブには開閉動作を検
知するマイクロフォトセンサ付きのオプションがあ
る。（Fig. 4）マイクロフォトセンサは、ピストンの上
下動作を検知するため、その上下の動作長がマイクロ
フォトセンサの最小検出長0.8㎜を超える必要がある。
また、5MPa高圧バルブでは、高い流体圧力でもシー
ルを可能にするために、数百Nの高荷重スプリングを
必要とする。
　そのためアクチュエータはスプリングを収めるため
の容積と強度を有し、0.8㎜以上のピストン動作長が
必要である。
　高い流体圧を受けるダイアフラムは、直径を小さく
して受圧面積を少しでも小さくした方が、ダイアフラ
ムに加わる負荷が小さくなる。しかし、ダイアフラム
を小型化すると、その上下方向への可動域は小さくな
り、無理に大きく上下動作させると、ダイアフラムの
破損につながってしまう。
　この課題を解決するために、Fig. 3に示すアクチュ
エータ分離構造を採用し、ピストンは大きく上下動作
してもダイアフラムの上下動作は小さく抑えたこと
で、ダイアフラムの耐久性向上に大きく寄与している。

②逆アーチ形状ダイアフラム
　通常のダイアフラムバルブ（Fig. 5）では、ダイアフ
ラムの液圧を受ける側が凹となるアーチ形状となって
いるが、今回の様な高い流体圧力が加わる場合は、ダ

イアフラム薄膜が伸び、その根本に過大な引張応力が
発生し、耐久性が低下する。Fig. 5に通常のダイアフ
ラム薄膜の内部応力状態のイメージ図を示す。

　上記課題を解決するために、今回のダイアフラムは
流体側に凸形状の逆アーチ型とすることを考案した。

（Fig. 6）5MPaの高い流体圧力が加わると、薄膜部が
変形して後述するバックアップに当接するが、逆アー
チ形状を維持しているため、応力の集中する薄膜根元
には圧縮応力のみが発生する構造となっている。これ
は、石積みによるアーチ橋と同じ原理で、柔らかい
PTFEで高圧に耐えるために、新規に採用した形状で
ある。

③R形状バックアップ
　高圧化対応のための第3の方策として、R形状バック
アップにダイアフラム薄膜部を積極的に当接させる設
計とした。これにより、高い流体圧力を受けた時にも、
ダイアフラムは逆アーチ形状を維持し、耐久性が確保
される。
　また、通常はロッド側にバックアップを固定するこ
とが多いが、当製品はシリンダ側にバックアップを固
定した。これにより、液圧による荷重がロッドだけで
なくシリンダ側にも分散され、小さいスプリング荷重
でダイアラムをボディに押し付けることが可能とな
り、ダイアフラムへの負荷が軽減される。（Fig. 7およ
びFig. 8）
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Fig. 5 　通常バルブのダイアフラム

Fig. 6 　5MPa 高圧バルブのダイアフラム

Fig. 4 　マイクロフォトセンサ付5MPaバルブ
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　以上のように5MPa高圧バルブでは、高い流体圧力
を受けても、バックアップにてダイアフラム薄膜の変
形を最小限に留め、かつ逆アーチ構造にて引張応力で
なく圧縮応力とし、さらに適切なダイアフラム動作長
により薄膜部根本への負荷を最小限とすることで、高
圧下における耐久性向上を実現可能としている。

　半導体デバイスの高集積化と高性能化に対応するた
め、半導体製造プロセスは更なる技術開発が進んでい
る。それに伴い、純水・薬液用バルブも更なる進化が求
められている。
　今回、通常使われるバルブの圧力スペック0.5MPa
の10倍となる5MPaの要求に対し、特殊形状ダイアフ
ラムで応えることができた。
　年々高くなっていく技術開発の壁に、今後もチャレ
ンジを続け市場の要求にタイムリーに応えていく。

Fig. 8 　ロッドが受ける液圧による推力

Fig. 7 　バックアップの効果
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