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真空圧力制御システムの開発
Development of Vacuum Pressure Control System

真空圧力制御システムの開発

　当社では半導体製造装置向けファインシステム機器として、プロセスガスの供給系に使用される機器から排気系
に使用される機器まで幅広い製品の製造、販売をしている。その中に、排気系に使用される真空圧力制御システムが
あるが、半導体製造装置の中で化学反応によりウエハの表面に薄膜を形成するCVD（Chemical Vapor 
Deposition）装置に採用されており、装置反応炉内の真空圧力を広範囲かつ高精度に制御を行う機器でキーパーツ
の一つである。発売からおおよそ25年が経過しているが、半導体の微細化・高性能化に伴い日々進化し続けている
半導体市場の要求に対応してきたことで、常に業界ナンバーワンの地位を維持し続けてきた。本稿では、真空圧力制
御システムの要素技術および最新の市場要求への対応について一例を紹介する。

CKD manufactures and sells a wide range of products, from components used for supplying process gases to components used 
for exhausting process gases, as ultra-high purity components for use in semiconductor manufacturing equipment. One of 
which is a vacuum pressure control system used for exhausting process gases. This system is used in a CVD (Chemical Vapor 
Deposition) device that forms a thin film on the wafer surface through a chemical reaction in semiconductor manufacturing 
equipment. This component is one of the key parts of the CVD device and controls the vacuum pressure in the reaction 
chamber with wide range and high accuracy. Although about 25 years have passed since its release, it has always maintained 
its number one position in the industry by meeting the demands of the semiconductor market, which continues to evolve day by 
day as semiconductors become smaller and provide better performance. This paper presents an example of the key underlying 
technologies of vacuum pressure control system and how the system meets the demand of the latest market.

はじめに1

　従来の真空圧力制御システムは、ガスの流れを遮断
するための遮断弁、反応炉の高真空領域の圧力を制御
するためのバタフライ式開度比例弁、低真空領域の圧
力を制御するためのバイパス回路という構成が一般的
であった（Fig. 1）。
　市場から半導体製造装置のコンパクト化、容易なメ
ンテナンス性、バイパス回路からのパーティクル発生
リスクの低減などの要求を受け、当社では新しく真空
圧力制御システムを開発した。

Fig. 1 　従来の真空圧力制御システム

開発コンセプト2

　市場からの要求に応えるために、次にあげるコンセ
プトのもと開発を行った。

　①遮断機能と圧力制御機能の統合
　　ガスの遮断と圧力制御を一つのバルブで行う。
　②ワイドレンジ圧力制御
　　高真空領域から低真空領域まで一つのバルブで
　　圧力制御を行う。
　③バイパス回路機能
　　 バイパス回路は、一定の圧力に制御する機能と

大気圧から徐々に減圧する機能を有しており、
これをバルブで対応する。

システム構成3

　一般的なバタフライ式開度比例弁は駆動にモータを
使用しているため、停電などで電源が落ちた場合、弁
がその位置で停止してしまう。真空ポンプが停止する
ことで排気ガスが逆流してしまうため、排気ガスの遮
断として別途エア駆動の遮断弁を設置する必要があっ
た。また、流路内の弁体が回転し開度を変化させる構
造のため、高真空領域の制御性は良いが、低真空領域
では弁体周辺部からガスが漏れ出てしまい圧力制御が
できないため、バイパス回路を使用して、低真空領域
の圧力制御を行っていた。そこで、遮断機能・圧力制御
機能・バイパス回路機能を一つのバルブで対応可能な
エア駆動のノーマルクローズタイプのポペット式開度
比例弁を開発した（Fig. 2）。
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Fig. 2 　当社の真空圧力制御システム

開発のポイント4

　遮断機能と圧力制御機能を一つのバルブで行うため
には、エア駆動のノーマルクローズタイプのポペット
式遮断弁構造が適しておりベースとした（Fig. 3）。し
かし、一般的なシリンダでは、スティックスリップの
発生や、ヒステリシスが大きいため、高精度な圧力制
御ができなかった。そこで、低摺動で動作しスティッ
クスリップの発生がなく、ヒステリシスの小さいダイ
ヤフラムシリンダを採用した（Fig. 4）。

Fig. 3 　ポペット式遮断弁
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Fig. 4 　ダイヤフラムシリンダ

　さらに、開度比例制御機能として、当社の電空レギュ
レータ技術を採用した。電空レギュレータは、入力信
号と内部に搭載された圧力センサ信号との差に応じて
フィードバック制御を行い、入力信号に比例して空気

圧を変化させる機器であるが、圧力センサを位置セン
サに変更することで、入力信号に比例して開度を変化
させることが可能となった。さらに電空レギュレータ
は、微少流量のエアを制御することが可能なため、高
分解能で開度制御を行うことが可能となった。ダイヤ
フラムシリンダと組み合わせることで、高精度な圧力
制御を行うことを可能にした。
　しかし、ダイヤフラムシリンダへのエア供給が微小
流量の電空レギュレータのみでは、バルブの全開全閉
に時間が掛かってしまう。市場の要求としては、高速
に全開全閉できることも重要であるため、全開全閉動
作を高速にするため、別途オリフィスの大きな電磁弁
を搭載し、高精度な圧力制御と高速な全開全閉を別々
の制御で行えるようにした（Fig. 5）。

Fig. 5 　空気圧回路

　次に、高真空領域から低真空領域まで一つのバルブ
で圧力制御を行う方法について説明する。ノーマルク
ローズタイプのポペット式遮断弁は、スプリングの推
力を利用して弁体部のシール部材（Oリング）を弁座部
に押し付けることで流体の流れを遮断する構造であ
る。従来、弁体部のOリングは流体の完全遮断を目的と
して使用されていた。しかし、Oリングに加わる荷重と
弾性体変形量とはリニアな関係にあることが分かり、O
リングに加える荷重をコントロールすることで、任意
の弾性体変形量を実現できることに着目した（Fig. 6）。
　そこで、真空圧力容器内の圧力を一定にした時の弾
性体変形量と流量の関係の実験を行った（Fig. 7）。

Fig. 6 　荷重と弾性体変形量の関係
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Fig. 7 　弾性体変形量と流量の関係

　その結果、Oリングの弾性体変形量と流量が、ほぼリ
ニアな関係にあることが分かった。Fig. 7グラフ内の
P**は、真空圧力容器内の圧力を示す。
　したがって、前述のとおり高分解能の開度制御にて
Oリングの弾性体変形量をコントロールすることで、
高真空領域から低真空領域まで一つのバルブで圧力制
御を行うことが可能となった（Fig. 8）。

Fig. 8 　弾性体変形領域の圧力制御

　バイパス回路の機能として、反応炉圧力を大気圧か
ら徐々に減圧するものがある。急激な減圧は、反応炉
内のパーティクルを巻き上げ、シリコンウエハの薄膜
工程に悪影響を与えてしまう。また、反応炉や真空ポ
ンプに大きなダメージを与える可能性もある。この機
能をバルブで対応する必要がある。
　開発したバルブは、高分解能での開度制御によりワ
イドレンジな圧力制御が可能である。そこで、指定し
た真空圧力変化速度で圧力を減圧制御するソフトウェ
アを開発することで、この課題を解決することができ
た。これまでバイパス回路では、徐々に圧力を減圧さ
せることはできても、圧力が減圧する速度までは制御
することができなかった。しかし、反応炉圧力を指定
した真空圧力変化速度で減圧することが可能となり、
パーティクルの巻き上げ防止だけでなく、目標の真空
圧力に到達するまでの時間も管理できるようになり、

処理時間の短縮にも貢献できた。この機能は当社のオ
リジナル機能であり、スロー排気制御と呼んでいるが、
高精度の圧力制御とスロー排気制御ができることが、
市場で標準採用される理由にもなった。

評価結果5

　当社の真空圧力制御システムの評価結果をFig. 9～
Fig. 11に示す。図中のAPCは、当社が開発した真空圧
力制御バルブを示す。
　Fig. 9は高真空領域から低真空領域までの圧力制御
を行った波形である。1.2kPaの高真空圧力から
93.1kPaの低真空圧力まで、圧力制御が可能であるこ
とがわかる。

Fig. 9 　真空圧力制御

　 Fig. 10は単一速度でのスロー排気制御、Fig. 11は
速度を可変させた時のスロー排気制御を行った波形で
ある。スロー排気制御では、指定する真空圧力変化速
度をリアルタイムに変更することで、段階的に減圧速
度を可変させることが可能である。

Fig. 10 　スロー排気制御 （単一速度）
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Fig. 11 　スロー排気制御 （可変速度）

バリエーションと最新の動向6

　発売から25年経過した真空圧力制御システムであ
るが、市場要求に対応してきたバリエーションと最新
の製品について紹介する。
　最初に発売した製品は、口径が80Aのバルブであり、
接ガス部の温度は100℃を目標としていた。CVDプロ
セスでは成膜時に副生成物が発生するが、温度が低い
と固体化する特性があり、これがバルブ内部に付着し、
内部漏れを起こすトラブルとなった。そこで、ヒータ
の開発を行い接ガス部の温度を150℃まで引き上げる
ことで、副生成物の固体化を防止し、内部漏れの問題
を解決した。その後、40A/50A/100Aの口径対応、
ボディ材質の変更、開度制御の高速化、小形・軽量対応
を行ってきた。
　最新の市場要求として、口径は同じでコンダクタン
ス向上がある。コンダクタンスを向上させる方法とし
て、口径を大きくする、開度を大きくする手段が考え
られる。しかし、市場要求として口径を変更すること
はできない。口径を大きくすると、装置が大きくなっ
てしまう、装置内部のレイアウトを変更しなければな
らないなどの問題が発生するからである。また、開度
を大きくするためには、バルブ構造を一から検討する
必要があり、要求スピードに対応できなくなる。
　そこで口径・開度は同じで、ボディ形状を変更する
ことでコンダクタンス向上が可能か流体解析を実施
し、最適なボディ形状の検討を行った（Fig. 12）。
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Fig. 12 　流体解析によるボディ形状検討

　Fig. 13は流体解析の結果から決定したボディ形状
でのコンダクタンスの測定結果である。流体解析の結
果と同じ現行ボディのコンダクタンスに対して40％
向上する結果が得られた。流体解析を活用することで、
市場の要求スピードに対応することができた。また、
口径・開度が同じであるため、現行バルブと置き換え
が可能であり、装置側の変更なしにコンダクタンス向
上を行うことができるメリットにもなった。

Fig. 13 　コンダクタンス測定結果

おわりに7

　当社の真空圧力制御システムの要素技術について紹
介を行ってきたが、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の技術進化は
激しく、これに追従していく必要がある。これまで培っ
てきた要素技術を活かしながら、難易度の高い要求に対
して応えることができる製品の開発に取り組んでいく。
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