
クレンリネス・
チェーン

次へ

半導体製造では、原材料の選定から取り付けた部品の最終検査に至るまで、全サプライヤー
のプロセスが最高レベルのクレンリネス（清浄度）で、かつコンタミネーションの無い
状態で行われることが求められます。半導体に関することなら、ぜひスウェージロック社に
ご用命ください。



クレンリネス維持のため、スウェージロック社は超高純度用の
材料、製造工程、クリーニング仕様、品質管理手順のすべてに
こだわっています。だからこそ、安心してお使いいただける
製品を生み出すことが可能なのです。

スウェージロック社の違い

次へ



クリーンな製造の実現に向けて

純度
品質／信頼性／
安全性

施工セミナー
スループット／
再現性

スウェージロック社は、高純度用製品を提供することで、クリーンな製造を実現
します。なお、当社がお届けするのは製品だけではありません。お客さまに
合わせたソリューションも提案いたします。お客さまの作業環境はもちろん、
腐食性、再現性およびスループットの必要性、コンタミネーションの排除など、
さまざまな要因も考慮しています。当社が開発した ALDシステム用ダイヤフ
ラム・バルブのような革新的な製品をお使いいただくことで、半導体部品の
製造効率を向上させることが可能になります。当社の品質に対するこだわりが、
スピード、一貫性、クレンリネスの維持を実現しているのです。

連携の強み

i



i

材料の選定 製造
クリーニング／
パッケージング

純度
スウェージロック社の超高純度ソリューションで、クリーン
かつ信頼性の高い切り替えを行い、溶接時の熱管理を最適化
することで、コンタミネーションを排除し、外に漏れない
安全なシステムを構築することができます。



材料の選定から
すべてが始まります
スウェージロック社が使用している材料はすべて、科学的なデータによる裏付けが
あります。材料の考案、試験、検証は、半導体製造をはじめとする高純度アプリ
ケーションに合わせて実施しています。必要な要件を満たすことができるか否かは、
金属バー・ストックからフルオロポリマーに至るまで、使用する材料の特性によって
決まります。当社では製造工程に合わせて慎重に材料を選定しているため、溶接や
取り付けが容易になる上、アプリケーションに必要な純度を確保することができる
のです。

i

316／ 316L
ステンレス鋼

溶接性
ASTM® 仕様の
ステンレス鋼との
成分比較

6LV ステンレス鋼／
6LVVステンレス鋼

耐食性

更なる
精錬工程

フルオロポリマー

合金 22



材料の選定

316／316Lステンレス鋼
スウェージロック社が使用しているステンレス鋼は、材料の
強度はそのままで耐食性および延性が向上するよう成分を
調整した合金です。当社のステンレス鋼はすべて、規格が合金
に求める性能を十分発揮できるよう成分を指定しており、材料
特性の適切なバランスを実現しているため、半導体アプリケー
ションに適しています。

i

精錬工程についてはこちら



材料の選定

6LVステンレス鋼／6LVVステンレス鋼
スウェージロック社は、半導体製造用として複数の
グレードの 316Lステンレス鋼を提供しています。代表
的な製造方法は以下の 2つです（両者は共にダブル
メルト材ですが、最初のメルト法が異なります）：

• 高純度用 6LV
（AOD�VAR �アルゴン・酸素脱炭�真空アーク再溶解）

• 超高純度用 6LVV
 （VIM�VAR �真空誘導溶解 �真空アーク再溶解）

i

精錬工程についてはこちら



材料の選定

合金 22
ステンレス鋼以外の材料では、合金 22があります。
合金 22は、クロム、モリブデン、タングステンを
含む、ニッケル・ベースの合金です。合金 22は
他の材料に比べて鉄の含有量が少ないため、孔食
やすき間腐食に対する耐性に優れていると共に、
腐食性物質が使用されている環境においても溶接性
や性能を維持しつつ、応力腐食割れにも強くなっ
ています。

i

溶接性についてはこちら

合金 22の特性についてはこちら



材料の選定

合金 22の特性
合金 22は、水分が存在するアプリケーションにおけ
る耐食性にも優れています。合金 22は鉄の含有量
が少ないため酸化しにくく、プロセスをクリーンな
状態に維持することができます。

合金 22は、日々進化する半導体製造環境で使用され
ることが多い、反応性の高い化学物質に特に適して
います。

i



材料の選定

さらなる精錬工程
高純度の材料の純度をさらに高める方法もあります。真空溶解を
行うと、不純物を取り除くことができます。高純度用 6LV材は、
VAR法（AOD＋ VAR）を用いて真空下で再溶解しています。超高純
度用 6LVV材は、真空溶解（VIM＋ VAR）を 2回行うことでクレンリ
ネスを高めています。

i

溶解工程についてはこちら



材料の選定

米国材料試験協会（ASTM®）仕様の
ステンレス鋼との成分比較
研磨や溶接を行った後のステンレス鋼の耐食性、溶接性、材料表面の特
性は、合金を適切に混合しているか否かでその良し悪しが決まります。
一般に流通しているステンレス鋼の中には、ニッケル（Ni）やクロム（Cr）
などの高価な成分の量が抑えられているものも少なくありません。
スウェージロック社は、耐食性や強度を高めると共に、延性の向上を実現
するため、合金の成分を最適化しています。

i

ニッケルおよびクロムの耐食性、延性、
強度についてはこちら

硫黄の溶接性および
機械加工性についてはこちら



i

材料の選定

米国材料試験協会（ASTM®）仕様の
316／ 316Lステンレス鋼の
成分比較
仕様の成分（パーセンテージ）での比較

ASTM規格
スウェージロック社の 316L規格

Cr

Ni

S

クロム含有量は ASTMが規定する範囲の上限側
にあり、耐食性を向上させています。

ニッケル含有量は ASTMが規定する範囲の上限側
にあり、耐食性を最大限に高めています。

硫黄含有量は ASTMの規定よりも狭い範囲内
に管理し、純度を落とすことなく溶接性および
機械加工性を安定させています。

溶接性についてはこちら 耐食性についてはこちら



i

一回目の溶解 二回目の溶解 目的 スウェージロック社の
材質グレード

AOD
炭素含有量を減らし、ステンレス鋼の合金を回復させます。
ステンレス鋼に含まれる不純物がステンレス鋼の副産物
（スラグなど）と反応し、ステンレス鋼の精錬を行います。

316/316L

AOD VAR

VAR溶鉱炉内で、AOD工程で製造した電極を電気アーク
で再溶解します。真空内で溶解と凝固をコントロールする
ことで、化学成分およびミクロ組織が一定になるため、
割れや疲労に対する耐性が高まります。

6LV

VIM VAR
VIM＋ VAR工程によって、無酸素雰囲気で不純物が少な
いインゴットが製造されるため、非金属酸化物系介在物の
形成を制限することができます。

6LVV

材料の選定

溶解工程
アルゴンと酸素の混合ガスによる脱炭（AOD）精錬工程によって、クリーン
な製造に求められる安定した化学成分を含む材料を生み出しています。
真空誘導溶解（VIM）工程で製造したインゴットを、再溶解工程で電極と
して使用することで、材料の精錬レベルをさらに高めることができます。
真空アーク再溶解（VAR）工程は、二回目の溶解工程として、AODまたは
VIMで製造した材料を精錬したり、純度を高めたりする目的で行われます。 

仕様の比較方法についてはこちら



材料の選定

溶接性
溶接の仕上がりの良し悪しは、溶接工の技量だけではなく、使用す
る材料の化学成分、特にステンレス鋼に含まれる硫黄の量によって
決まります。ASTM®規格が規定する硫黄含有量の許容範囲は大
きいため、硫黄の量にバラツキがあると安定した溶接ビードを得る
ことが難しく、スループットに影響を与えるおそれがあります。

i

優れた溶接の仕上がりに
ついてはこちら　



材料の選定

優れた溶接
仕上がりの重要性
硫黄含有量によって、溶接性は大きく変動します。硫黄含有量の許容範囲内で
あっても、下限値に近いストックから製造した溶接部品と、上限値に近いストック
から製造した溶接部品とでは、安定した半導体グレードの溶接結果を得ることはで
きません。チューブと継手を溶接する場合、それぞれの表面の硫黄含有量が異なって
いると、溶接ビードのシフト量に差が生じるおそれがあります。高純度アプリケー
ションにおいては、溶接ビードがへこんだり盛り上がったりすることなく、溶接
接合部の内径部が完全に溶け込んでいることが必須条件です。

i

高硫黄 高硫黄高硫黄 低硫黄 低硫黄 低硫黄

腐食についてはこちら



材料の選定

耐食性
スウェージロック社は、半導体製造装置材料協会（SEMI）と共同で、耐食
性を測る際に臨界孔食温度（CPT）試験を使用する手法を開発しました。
SEMIは、従来の表面分析の代替法として、SEMI F77規格の中に ASTM®

G150『ステンレス鋼の電気化学的な臨界孔食温度試験の標準試験法』を採用
しています。表面試験では、試験を行う場所や設備、試験担当者などの変動
要因によって結果にブレが生じることがありますが、CPT試験にはそれが
ありません。また、CPT試験はインライン・プロセス・コントロールの一部
として行うことができるため、評価の際に工程を中断して外部に部品を送
る必要もありません。

i

CPT試験についてはこちら



材料の選定

フルオロポリマー
半導体産業において、フルオロポリマーは、流体や
ガスと接するホースの内面や、柔らかい部品（バル
ブのシートやシールなど）に使用されています。
フルオロポリマーは、半導体製造に必要な高温下でも
安定し、化学反応が起きることなく耐食性にも優れて
いるため、プロセスの純度を維持することができます。

i

フルオロポリマーについてはこちら



i材料 工程 特性

ポリテトラフルオロエチレン
（PTFE） PTFEおよび次世代 PTFEは、圧縮

成形しています。本工程は従来の
プラスチック成形工程よりクリーン
なため、材料の成形内面に金属残留物
は見られません。

PTFEは反応性がほとんど無いため、
半導体製造で一般的に使用されてい
る、反応性や腐食性が高い化学物質
に特に適しています。

次世代

ポリテトラフルオロエチレン
（PTFE）

次世代 PTFEは、化学的に加工する
ことで、引張強さや透過耐性を強化
しています。

パーフルオロアルコキシ
（PFA）

PFAは、従来の射出成形および押し
出し工程で形成されています。PFAは、
従来型の熱可塑性樹脂に見られる
加工しやすい特性と、PTFEの特性
を併せ持っています。

PTFEに見られる特性に加え、PFA
は流れ、クリープ耐性、熱安定性を
向上させます。

材料の選定

フルオロポリマーの特性



当社のコミットメント

製造
スウェージロック製品は、一貫した品質、超高純度仕様、耐食性、溶接性
を備えています。厳密かつ高度に管理された当社の製造工程は、材料の選定
から始まります。製造工程で表面処理を行うことで耐食性を高め、表面欠陥
を除去することでコンタミネーションを最低限に抑えています。

スウェージロック社で使用している材料は、電解研磨を行った後に、不動態
化処理で仕上げています。

i

電解研磨についてはこちら 不動態化処理についてはこちら



製造

電解研磨
ガス供給システムで使用するチューブの内面を滑らかに
する上で、電解研磨は欠かせません。電解研磨は、電気
化学的プロセスを使用して、材料の表面から金属イオン
を除去します。機械研磨では、研磨剤が残留するおそれ
があるため、 半導体アプリケーションでは電解研磨の方
が優れた手法であると言えます。

i

電解研磨のしくみについてはこちら



CrFe CrFe

製造

電解研磨で表面が
クリーンになるしくみ
電解研磨中に、粘性を持つ薄い層 （フィルム） が陽極
上に形成されます。この層を通して母材の表面が溶出
します。処理後の表面は、鉄に対するクロムの割合が
高くなり、耐食性が高まります。結果として、この工
程では、接液 ･接ガス部の表面がよりスムーズになる
と同時に表面積が減るため、ドライダウンおよびシス
テムのパージに要する時間が短縮されます。

スウェージロック社は、電解研磨を最適化するための
専用フィクスチャーや特定の部品の寸法等のパラメー
ターを設計しています。

i

水素の泡

酸素の泡

薄い層 ベイルビー層
（機械的変質層）

陰極（�） 陰極（�） 陰極（�）

内部層 酸素拡散層

不動態化処理についてはこちら



製造

不動態化処理
不動態化処理では、酸洗いタンクを使用して、
外部エレメントによる損傷から材料を保護する
不活性の不動態層を形成し、材料の耐食性を高め
ています。

i



当社のコミットメント

クリーニング／パッケージング
スウェージロック社は、責任を持って超高純度製造に適したさまざまな
製品をお届けしています。当社は、超高純度業界に特有のクレンリネス
に対する要求事項を熟知しています。業界基準を上回る必要のあるアプ
リケーションであってもお任せください。

i

工程仕様 代表的な
クリーニング工程



クリーニング／パッケージング

工程仕様
各種コンタミネーション（機械油／冷却液、仕上げ剤、電解研磨用電解液など）を完全に
除去することができなかった場合、純度が低下することになります。スウェージロック社で
採用している工程仕様は、超高純度製造で使用されている部品の性能およびクリーニングの
業界最高レベルの要件を網羅しています。

超高純度工程仕様（Swagelok SC-01仕様）

半導体製造におけるコンタミネーションの可能性を減らすため、不純物および腐食に製品が
侵されない表面仕上げや構成部品の材質に関するガイドラインを規定しています。

太陽光発電工程仕様（Swagelok SC-06仕様）

超高純度アプリケーション用の特定製品の部品に対する電解研磨仕上げおよび標準仕上げ
を規定しています。

特別なクリーニングおよびパッケージング（Swagelok SC-11仕様）

標準のクリーニングおよびパッケージング要件を超える、接液・接ガス部のシステム部品向けの
クリーニングおよびパッケージング要件を規定しています。本仕様では、半導体製造時に接液・
接ガス流路や重要な経路に潤滑剤やパーティクルが混入してこないようにしています。

標準のクリーニングおよびパッケージング（Swagelok SC-10仕様）

標準品に対するクリーニング、潤滑剤の塗布、組み立て、パッケージングに関する要件を
規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。

i

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/jp/ms-06-61.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/jp/MS-06-64.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/jp/MS-06-63.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/jp/MS-06-62-scs.pdf


クリーニング／パッケージング

代表的なクリーニング工程
スウェージロック社では、一貫性を得るため、製造工程中に数段階に
分けて製品のクリーニングを行っています。

全クリーニング・タイプにおいて、製品は一連の超音波クリーニング、
複数の水リンス ･ タンクを経て、乾燥チャンバーに移動します。
Swagelok SC-01仕様のクリーニングでは、洗浄および乾燥中の全部品
を外部環境から隔離することで、パーティクルによるコンタミネーション
を最小限に抑えています。

i

原材料

一次機械加工

仕上げ

電解研磨

組み立て

試験タイプ IIクリーニング

タイプ IVクリーニング

パッケージング

タイプ Iクリーニング

タイプ IIIクリーニング

溶接



クリーニング／パッケージング

代表的なクリーニング工程
タイプ Iクリーニングは、部品の最初の加工後、かつ仕上げ作業に進む前に行います。
タイプ Iのクリーニングでは、機械加工の際に生じるコンタミネーション（冷却用流体、
切り屑等のパーティクルなど）の大半を除去します。

タイプ IIクリーニングは、材料の仕上げ作業後、かつ部品の電解研磨仕上げ前に行いま
す。本工程では、仕上げ作業の際に生じたコンタミネーションのうち、目に見えるもの
（ラッピングや電解液の残留物など）を除去します。タイプ IIのクリーニングは、一般
的に化学的および機械的な方法の両方を用いて行います。

タイプ IIIクリーニングは、部品の電解研磨仕上げおよび溶接の後に行います。タイプ
IIIのクリーニングが組み立て前の最後のクリーニング工程となるため、これで部品の
クレンリネス・レベルが決まります。

タイプ IVクリーニングでは、Swagelok SC-01仕様のクリーニングを行ったバルブの
パッケージングを行う前に、窒素による最後のパージを行います。本プロセスで、組み
立て後の製品のクレンリネスが確保されます。

パッケージング

当社が定める基準に合わせて仕上げを行った後、クリーンなキャップおよびプラグを
エンド・コネクションに取り付けてねじなどの重要な表面を保護し、クレンリネスを維
持します。その後、輸送および保管中のコンタミネーションや損傷から保護するため、
パッケージングを行います。

i



ii

当社のコミットメント

スループット／再現性
スループットとは、より早く、より短いダウンタイム（停止時間）で、より多くの材料
を製造することを指します。再現性とは、製造する製品の質が常に均一であることを指
します。お客さまの高純度アプリケーションに適したスウェージロック製品をお選びい
ただくことで、スループットや再現性を実現することができます。当社が開発した ALD
システム用バルブ（ALDシリーズ）のような革新的な製品で、半導体製造の効率アップ
が得られます。

ALDシリーズ・バルブの特徴：

• 強度と耐食性に優れたコバルト基超合金（UNS R30003）製ダイヤフラム

• 非常に優れたサイクル・ライフを実現するデザイン（特許申請中）

• 高速および再現性に優れた作動

• 高温条件下での使用にも適合

• バルブのオープンまたはクローズに要する時間は 5ミリ秒未満



ii

品質の評価 浸漬超音波試験渦電流探傷試験

走査型電子
顕微鏡

臨界孔食温度
試験

品質および再現性を追求したスウェージロック製品は長くお使いいただける
ため、交換の頻度を減らすことができます。製品の評価工程で、半導体産
業における非常に過酷な使用条件下でも適合することを確認しているため、
お客さまのプロセスの安全を確保することができます。

当社のコミットメント

品質／信頼性／安全性



i

品質／信頼性／安全性

継続的な品質評価
スウェージロック社では、厳しい品質基準を満たすことで、
すべての工程において高い価値およびパフォーマンスを実現
しています。当社の品質システムは、ISO 9001の要件に準拠
しています。そしてこの品質は、評価工程にも拡大して適用
されます。材料検査の際は、さまざまな方法で欠陥の有無を
調べ、超高純度製造に適していることを確認します。材料の
欠陥を抑えれば、漏れや流路の障害が生じる可能性を抑える
ことができるため、プロセスのクレンリネスを維持すること
ができます。

当社の試験では、半導体製造など、腐食性や毒性が非常に
高い環境において使用する製品に求められる長いサイクル・
ライフに適していることも確認しています。

i



品質／信頼性／安全性

渦電流探傷試験
ステンレス鋼バー・ストックが入荷すると、まず渦電流探傷
試験を行います。渦電流探傷試験は、電磁誘導を利用して導
電性材料の表面欠陥を検出します。円形コイルをステンレス
鋼に近接して設置し、電流を流すと、コイル内を流れる交流
電流（AC）がステンレス鋼に作用して磁場を切り替え、渦電
流を発生させます。ステンレス鋼の電気伝導率や透磁率の差
異、欠陥の有無によって渦電流やそれに付随する相や振幅が
変化します。

i



品質／信頼性／安全性

浸漬超音波試験
ステンレス鋼の製造後、浸漬超音波試験を行って内部欠陥の有無を
調べます。この試験では、超音波の短パルス波が接触媒質（油や水
など）を介して伝わり、ステンレス鋼内の欠陥を検出します。検査
する際は、材料と超音波探触子の間に少量の液体が存在するように
するか、材料を接触媒質内に完全に浸します。この試験は、透過力
および感度が高いため、ステンレス鋼内の奥深くにある小さな欠陥
でも検出することができます。

i



品質／信頼性／安全性

臨界孔食温度（CPT）試験
臨界孔食温度（CPT）試験では、ステンレス鋼の孔食に対する感受性を
予測することができます。ステンレス鋼の全表面（部分的ではなく）に
対し、ステンレス鋼表面を保護している不動態酸化層における破損の
有無を調べます。

CPT値は、試験中に孔食が生じる最低温度です。

i

CPT試験の手順についてはこちら CPT値の解釈についてはこちら



品質／信頼性／安全性

臨界孔食温度（CPT）
試験の手順
1. 試験対象外の非接液 ･接ガス・エリアを被覆し、接液 ･
接ガス部分が試験溶液にさらされるようにします。

2. 試験片を試験溶液に浸します。

3. 最初の温度を 0 °Cにして、部品に電流を流します。

4. 溶液の温度を 1°C／分の割合で上昇させます。溶液の温
度が上昇すると、ステンレス鋼の不動態層が破損します。
この現象は、不動態層が絶縁体として機能しているため、
伝導率が高まることで検証することができます。

5. 溶液が臨界孔食温度（CPT）に達したことを確認します。
CPTは、電流が急速に増加する温度と定義します。

6. 溶液が CPTに達した後、試験片の孔食（ピッティング）
の量を目視で確認します。

i

試験電極

照合電極
グラファイト製
対極

試験片

CPT値の解釈についてはこちら



品質／信頼性／安全性

臨界孔食温度（CPT）値の解釈
下のグラフは、温度と電流の関係を示しています。臨界電流とは、
試験片の表面の不動態層が破損し始め、孔食が生じるポイントになり
ます （臨界電流は、試験中に急激な勾配変化となって現れます） 。臨界
孔食温度は、電気化学的に孔食温度をスキャンしている最中に、孔食
の発現が見られる温度です。

i

電流密度（µA/cm2）

（°C）

30°C

25°C

20°C

15°C

10°C

5°C 

不動態化処理についてはこちら

温
度



品質／信頼性／安全性

走査型電子顕微鏡による検査
X線分析機能付きの走査型電子顕微鏡を使用して、
材料の表面および内面の欠陥を調べ、安全性や信頼性
に問題がないことを確認しています。

i



施工セミナー活用のすすめ
さらにクレンリネスを高めたいとお考えですか？ぜひスウェージロック
社が実施している施工セミナーをご活用ください。超高純度製
造では、システム部品が互いに連動して、毒性や腐食性がある
流体を漏れなくシールし、さまざまな使用条件下でもシステムの
保全および純度を維持することが求められます。施工セミナーで
スウェージロック製品の性能を最大限に高める方法を学ぶことで、
製造目標が達成でき、各工程における安全性を高めることができ
ます。

i

施工セミナーについてはこちら



施工セミナー活用のすすめ
施工セミナーの主な内容：

• 技術的な製品概要

• 適切な施工技術と工具

• 検査法

実習内容：

• 製品の取り付け

• 適切な施工の検証

• 取り付け資格認定プログラム

i



連携の強み

適切な製品の選定

世界各地のスウェージロック指定販売会社が、プロジェクトのスムーズな遂行を
サポートいたします。製品選定ツールを使用していただくと、地域や時間を問わず、
必要な時に適切な製品を選定するお手伝いをすることができます。

日々稼働しているプロセスには即納が必要です

スウェージロック社では、お客さまに合わせた在庫管理サービスや、最適の在庫
レベルを維持するためのジャスト・イン・タイム納品も行うことが可能です。

グローバルかつローカルに

製品の提供やサポートはお任せください。スウェージロック社は、グローバルな
企業であると同時に、地域性を重視した世界各地で 200カ所を超える指定販売会社
が、エキスパートとしてサポートを提供いたします。

i

スウェージロック社は、スウェージロック指定販売会社と
連携してお客さまの超高純度製造をバックアップいたします。

スウェージロック・ウェブサイトはこちら

http://www.swagelok.com/ja-JP
http://www.swagelok.com/ja-JP/About/Our-Business/Inventory
http://www.swagelok.com/ja-JP/locate-a-sales-service-center
http://www.swagelok.com/ja-JP
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