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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡易な構成で小型化を図った管継手を備えるバ
ルブ、当該バルブを備える流体制御装置、当該流体制御
装置を備える半導体製造装置、および当該半導体製造装
置を使用した半導体製造方法を提供する。
【解決手段】バルブ１は、バルブ本体１０と、バルブ本
体１０内に操作エアを供給するためのエア通路２０ａが
形成された管継手２０とを備える。キャップ４の上蓋部
４０には、突起部が設けられた被嵌合孔が形成され、管
継手２０は、上蓋部４０に嵌合される嵌合部３０を有し
、嵌合部３０は、その外周に突起部が嵌る嵌合溝が形成
され、嵌合溝よりも先端側に位置する先端部を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルブ本体と、
　前記バルブ本体に連結され、前記バルブ本体内に操作エアを供給するためのエア導入路
が形成された管継手と、を備えたバルブであって、
　前記バルブ本体は、流体通路が形成されたボディと、前記流体通路を開閉する弁体と、
前記弁体により前記流体通路を開閉させるために、前記弁体に対し近接および離間移動可
能に設けられたステムと、前記ボディに接続され前記管継手が嵌合される被嵌合部を有す
るケーシングと前記ケーシング内に設けられ前記管継手を介して外部から供給される操作
エアにより前記ステムを駆動する駆動手段とを有するアクチュエータと、を備え、
　前記被嵌合部には、被嵌合孔が形成され、前記被嵌合孔を画成する内周面には、前記被
嵌合孔の内方へ突出する突起部が設けられ、
　前記管継手は、前記被嵌合部に嵌合される嵌合部を有し、
　前記嵌合部は、その外周に前記突起部が嵌る嵌合溝が形成され、前記嵌合溝よりも先端
側に位置する先端部を有したバルブ。
【請求項２】
　前記ケーシングの前記被嵌合部の剛性は、前記管継手の嵌合部の剛性よりも大きく構成
されている請求項１に記載のバルブ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のバルブを備えた流体制御装置。
【請求項４】
　半導体製造装置で使用される請求項３に記載の流体制御装置。
【請求項５】
　ガス供給手段として請求項４に記載の流体制御装置を備える半導体製造装置。
【請求項６】
　半導体製造装置は、ＣＶＤ装置、スパッタリング装置またはエッチング装置である請求
項５に記載の半導体製造装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体製造装置を使用して半導体を製造する半導体製造方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造装置等の流体管路に使用されるバルブ、当該バルブを備える流体
制御装置、当該流体制御装置を備える半導体製造装置、および当該半導体製造装置を使用
した半導体製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、流体通路が形成されたボディに対し、操作エアで駆動するステムおよびピス
トンを収容するボンネットおよびキャップを接続し、キャップに対し管継手を装着するた
めの雌ねじ部を設けた空気操作式のダイヤフラムバルブが提案されている（例えば、特許
文献１参照）。そして、管継手は、金属により構成され雄ねじ部を有するねじ部と、ねじ
部に装着された継手部とを有し、ねじ部の雄ねじ部がバルブの雌ねじ部に螺合されてバル
ブに対し装着される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９７６５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年当該バルブが使用される半導体製造装置の小型化が求められており、こ
れに伴い管継手が装着されたバルブの小型化も求められている。しかし、従来の管継手で
は、管継手をキャップに螺合するために六角形状の締付部が必要であり、当該締付部のた
めにバルブの上下方向の長さが長くなってしまう。そして、簡易な構成で小型化を図った
管継手を備えるバルブは提案されていない。
【０００５】
　そこで本発明は、簡易な構成で小型化を図った管継手を備えるバルブを提供することを
目的とする。さらに、本発明は、当該バルブを備える流体制御装置、当該流体制御装置を
備える半導体製造装置、および当該半導体製造装置を使用した半導体製造方法を提供する
ことを目的とする
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を解決するために、本発明の一態様であるバルブは、バルブ本体と、前記バル
ブ本体に連結され、前記バルブ本体内に操作エアを供給するためのエア通路が形成された
管継手と、を備えたバルブであって、前記バルブ本体は、流体通路が形成されたボディと
、前記流体通路を開閉する弁体と、前記弁体により前記流体通路を開閉させるために、前
記弁体に対し近接および離間移動可能に設けられたステムと、前記ボディに接続され前記
管継手が嵌合される被嵌合部を有するケーシングと前記ケーシング内に設けられ前記管継
手を介して外部から供給される操作エアにより前記ステムを駆動する駆動手段とを有する
アクチュエータと、を備え、前記被嵌合部には、被嵌合孔が形成され、前記被嵌合孔を画
成する内周面には、前記被嵌合孔の内方へ突出する突起部が設けられ、前記管継手は、前
記被嵌合部に嵌合される嵌合部を有し、前記嵌合部は、その外周に前記突起部が嵌る嵌合
溝が形成され、前記嵌合溝よりも先端側に位置する先端部を有している。
【０００７】
　また、前記ケーシングの前記被嵌合部の剛性は、前記管継手の嵌合部の剛性よりも大き
く構成されても良い。
【０００８】
　また、本発明の一態様である流体制御装置は、上記のバルブを備える。
【０００９】
　また、本発明の一態様である流体制御装置は、半導体製造装置で使用される。
【００１０】
　また、本発明の一態様である半導体製造装置は、ガス供給手段として上記の流体制御装
置を備える。
【００１１】
　また、本発明の一態様である半導体製造装置は、ＣＶＤ装置、スパッタリング装置また
はエッチング装置である。
【００１２】
　また、本発明の一態様である半導体製造方法は、上記の半導体製造装置を使用して半導
体を製造する方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、簡易な構成で小型化を図った管継手を備えるバルブ、当該バルブを備
える流体制御装置、当該流体制御装置を備える半導体製造装置、および当該半導体製造装
置を使用した半導体製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る開状態にあるバルブの縦断面図を示す。
【図２】（ａ）は、嵌合部が上蓋部に嵌合される前の状態を示す図であり、（ｂ）は、嵌
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合部が上蓋部に嵌合された後の状態を示す図である。
【図３】第２の実施形態に係るバルブの縦断面図を示す。
【図４】ガス供給手段を備える半導体制御装置の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の一実施形態によるバルブについて、図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、第１の実施形態に係る開状態にあるバルブ１の縦断面図を示している。なお、
図１に示したバルブ１はダイヤフラムバルブである。図１に示すように、バルブ１は、バ
ルブ本体１０と、管継手２０とを備える。バルブ本体１０は、ボディ２と、ボンネット３
と、キャップ４と、ダイヤフラム５と、ダイヤフラム押さえ６と、ステム７と、ピストン
８と、圧縮コイルばね９とを主に備える。なお、以下の説明において、バルブ１の、管継
手２０側を上側、ボディ２側を下側として説明する。
【００１７】
　ボディ２には、円柱状の弁室２ａと、弁室２ａに連通する流体流入路２ｂおよび流体流
出路２ｃとが形成されている。バルブボディ２の流体流入路２ｂと弁室２ａとが連通する
箇所の周縁には、環状のシート２Ｄが設けられている。
【００１８】
　ボンネット３は、略円筒状をなし、その下端部の外周に設けられた雄ねじ部をバルブボ
ディ２に設けられた雌ねじ部に螺合させることにより、弁室２ａを覆うようにバルブボデ
ィ２に固定されている。
【００１９】
　キャップ４は、略有蓋円筒状をなし、その下端部の外周に設けられた雄ねじ部をボンネ
ット３の上端部に設けられた雌ねじ部に螺合させることにより、ボンネット３に固定され
ている。キャップ４は、上端部に位置する上蓋部４０を有し、上蓋部４０は、被嵌合部に
相当し、管継手２０が嵌合される。上蓋部４０の詳細な構成については後述する。キャッ
プ４とボンネット３とによりピストン８および圧縮コイルばね９を収容する空間が画成さ
れている。また、キャップ４は、金属（例えば、アルミ合金等）により構成されている。
なお、ボンネット３およびキャップ４は、アクチュエータのケーシングに相当する。
【００２０】
　弁体であるダイヤフラム５は、ボンネット３の下端に配置された押さえアダプタ５Ａと
、ボディ２の弁室２ａを形成する底面とにより、その外周縁部が挟圧され保持されている
。ダイヤフラム５は、球殻状をなし、上に凸の円弧状が自然状態となっている。ダイヤフ
ラム５がシート４Ｄに対し当接および離間することによって、流体通路の開閉が行われる
。ダイヤフラム５は、例えば、ニッケル合金薄板により構成され、円形に切り抜き、中央
部を上方へ膨出させた球殻状に形成される。なお、ダイヤフラム５は、ステンレス鋼薄板
からなるものや、ステンレス鋼薄板とニッケル・コバルト合金薄板との積層体より構成さ
れても良い。
【００２１】
　ダイヤフラム押さえ６は、ダイヤフラム５の上側に設けられ、ダイヤフラム５の中央部
を押圧可能に構成されている。
【００２２】
　ステム７は、ボンネット３により上下方向に移動可能に支持され、ダイヤフラム５に対
して近接および離間移動することにより、ダイヤフラム押さえ６を介して、ダイヤフラム
５をシート４Ｄに当接および離間させるように構成されている。なお、本実施形態ではス
テム７の移動方向は上下方向に相当する。
【００２３】
　ピストン８は、ステム７と一体的に構成され、ステム７の上側に設けられ、ボンネット
３およびキャップ４により上下方向に移動可能に支持されている。ピストン８の下面とボ
ンネット３の上面とにより操作エア導入室８ａが画成されている。また、ピストン８には
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、その上端から操作エア導入室８ａまで延びる操作エア導入路８ｂが形成されている。
【００２４】
　圧縮コイルばね９は、上蓋部４Ａの下面とピストン８の上面の間に配置されており、ピ
ストン８を常に下側に付勢している。
【００２５】
　第１Ｏリング３Ａは、ボンネット３とステム７との間に介在し、ステム７およびピスト
ン８の上下方向に移動をガイドし、第２Ｏリング３Ｂは、ボンネット３とピストン８との
間に介在し、ステム７およびピストン８の上下方向に移動をガイドする。また、第１Ｏリ
ング３Ａおよび第２Ｏリング３Ｂは、操作エア導入室８ａの操作エア導入路８ｂに連通す
る部分以外を密閉している。また、第３Ｏリング８Ｃは、ピストン８の上端とキャップ４
との間に介在し、ピストン８の上下方向に移動をガイドし、操作エアが圧縮コイルばね９
が配置された空間に流入するのを防止している。第４Ｏリング４Ａは、上蓋部４０と管継
手２０との間に介在し、操作エアが外部に漏れるのを防止し、外部からごみ等が流入する
のを防止している。
【００２６】
　管継手２０は、ワンタッチ継手であり、直線状に延びて略円筒状をなしている。管継手
２０は、継手本体２１と、ガイド筒体２２と、開放筒体２３と、ロック爪２４と、ストッ
パ２５と、シールリング２６とを有する。
【００２７】
　継手本体２１は、チューブ取付け部２１Ａと、嵌合部３０とを有する。ガイド筒体２２
は、チューブ取付け部２１Ａの内周面に嵌合され固定されている。開放筒体２３は、ガイ
ド筒体２２の内周面より上下方向に移動可能に支持されている。開放筒体２３の指で押さ
れる部分である鍔部２３Ａは、長円または楕円形状をなしている。ロック爪２４は、開放
筒体２３の下端に設けられ、挿入されたエアチューブの外周面に食い込むことによりエア
チューブが抜けるのを防止する。また、開放筒体２３を下側に押し込むことにより、ロッ
ク爪２４のエアチューブの外周面への食い込みが解除される。ストッパ２５は、ロック爪
２４の下側に設けられ、ロック爪２４の過度の変形を防止する。シールリング２６は、ス
トッパ２５の下側に設けられ、エアチューブの外周面に当接して、操作エアが漏れるのを
防止する。なお、継手本体２１は、樹脂（例えばＰＢＴ（Poly Butylene Terephtalate）
等）により構成される。また、管継手２０には、上端の開放筒体２３から嵌合部３０まで
貫通するエア通路２０ａが形成されている。
【００２８】
　そして、本実施形態のバルブ１では、管継手２０を介して、操作エア導入室８ａに操作
エアが導入されていない状態では、ステム７およびピストン８は圧縮コイルばね９の付勢
力によって下死点にあり、ダイヤフラム押さえ６によりダイヤフラム５が押圧されてバル
ブ１は閉状態となっている。つまり、バルブ１は、通常状態では閉状態である。一方、管
継手２０を介して、操作エア導入室８ａに操作エアが導入されている状態では、ステム７
およびピストン８は圧縮コイルばね９の付勢力に抗して上死点に移動し、ダイヤフラム５
の弾性力および流体の圧力によりダイヤフラム押さえ６が上側に移動し、バルブ１は開状
態となっている。なお、ピストン８、操作エア導入室８ａ、操作エア導入路８ｂ、および
圧縮コイルばね９は、操作エアによりステム７を駆動するアクチュエータの駆動手段に相
当する。
【００２９】
　次に、図２を参照して、嵌合部３０と上蓋部４０との詳細な構成について説明する。図
２（ａ）は、嵌合部３０が上蓋部４０に嵌合される前の状態を示す図であり、図２（ｂ）
は、嵌合部３０が上蓋部４０に嵌合された後の状態を示す図である。
【００３０】
　図２（ａ）に示すように、嵌合部３０は、第１嵌合部３１と、第２嵌合部３２とを有す
る。第１嵌合部３１は、チューブ取付け部２１Ａの下側に設けられ、チューブ取付け部２
１Ａよりも短い直径を有する。第２嵌合部３２は、第１嵌合部３１の下側に設けられ、第



(6) JP 2016-89885 A 2016.5.23

10

20

30

40

50

１嵌合部３１よりも短い直径を有する。また、第２嵌合部３２は、その下端に先端部３３
を有し、先端部３３の上側には、嵌合溝３４が第２嵌合部３２の外周に一周連続して形成
されている。
【００３１】
　嵌合溝３４は、上下方向に交差し第２嵌合部３２の中心に向かって下方に延びる第１傾
斜面３４ａと、上下方向に延びる第１上下面３４ｂと、上下方向に直交する方向に延びる
第１摺動面３４ｃとにより構成されている。また、先端部３３の外周の端面３５は、先端
に向かって縮径するテーパ形状をなしている。
【００３２】
　上蓋部４０には、被嵌合孔４１が形成されている。被嵌合孔４１は、第１被嵌合孔４２
と、第２被嵌合孔４３と、第３被嵌合孔４４とを有する。第１被嵌合孔４２の直径は、第
１嵌合部３１の直径と略等しく構成される。第２被嵌合孔４３は、第１被嵌合孔４２の下
側に形成され、第１被嵌合孔４２の直径より短い直径を有する。第３被嵌合孔４４は、第
２被嵌合孔４３の下側に形成され、第２被嵌合孔４３の直径より短く第２嵌合部３１の直
径と略等しい直径を有する。また、第１嵌合部３１の上下方向の長さは、第１被嵌合孔４
２の深さと略等しく構成され、第２嵌合部３２の上下方向の長さは、第２被嵌合孔４３お
よび第３被嵌合孔４４の深さと略等しく構成されている。
【００３３】
　第３嵌合孔４４を画成する内周面には、内方に向かって突出する環状の突起部４５が設
けられている。突起部４５は、上下方向に交差し被嵌合孔４１の中心に向かって下方に延
びる第２傾斜面４５ａと、上下方向に延びる第２上下面４５ｂと、上下方向に直交する方
向に延び、第１摺動面３４ｃに摺接可能である第２摺動面４５ｃとにより構成されている
。
【００３４】
　また、上蓋部４０はアルミ合金により構成され、嵌合部３０は樹脂（例えばＰＢＴ等）
により構成され、上蓋部４０の径方向の厚さは嵌合部３０の径方向の厚さよりも厚く構成
されている。よって、上蓋部４０の剛性は嵌合部３０の剛性よりも大きく構成されている
。
【００３５】
　そして、管継手２０の嵌合部３０を、バルブ本体１０のキャップ４の上蓋部４０に嵌合
するには、嵌合部３０を被嵌合孔４１に挿入し、先端部３３の端面３５を突起部４５の第
２傾斜面４５ａに押しつけて、第２嵌合部３２を内側に湾曲するように変形させながら、
先端部３３に突起部４５を乗り越えさせる。これにより、上蓋部４０の突起部４５が、嵌
合部３０の嵌合溝３４に嵌って、管継手２０の嵌合部３０がバルブ本体１０の上蓋部４０
に嵌合された状態となる。このように、螺合部分を有することなく、管継手２０がバルブ
本体１０に対し連結されている。シール部材であるＯリング４Ａは、嵌合部３０と上蓋部
４０との間に介在し、嵌合溝３４および突起部４５に対して、先端部３３の反対側に位置
する。また、管継手２０の嵌合部３０は、キャップ４の上蓋部４０に対し、第１摺動面３
４ｃと第２摺動面４５ｃとが摺接した状態で回転可能に嵌合されている。
【００３６】
　以上のように、本実施形態のバルブ１によれば、管継手２０の嵌合部３０は、その外周
に突起部４５が嵌る嵌合溝３４が形成され、嵌合溝３４よりも先端側に位置する先端部３
３を有する。これにより、管継手２０の嵌合部３０が、その先端部３３が上蓋部（被嵌合
部）４０の突起部４５を乗り越えて、突起部４５が嵌合溝３４に嵌った状態で、上蓋部（
被嵌合部）４０の被嵌合孔４１に対し嵌合される。よって、螺合部分を有することなく管
継手２０がバルブ本体１０に連結されている。その結果、管継手２０をキャップ４に締め
付けるための六角形状の締付部を設ける必要がないので、管継手２０を有するバルブ１の
上下方向の長さを短くすることができる。よって、バルブ１を小型化することができ、バ
ルブ１が使用される流体制御装置および半導体製造装置の小型化に寄与することができる
。



(7) JP 2016-89885 A 2016.5.23

10

20

30

40

50

【００３７】
　また、管継手２０のバルブ本体１０に対する連結は、管継手２０の嵌合部３０の嵌合溝
３４にキャップ４の上蓋部４０の突起部４５が嵌ることにより実施している。よって、簡
易な構成で、管継手２０とバルブ本体１０とを連結しているので、部品点数を削減するこ
とができ、バルブ１の小型化および製造コストの削減を図ることができる。さらに、容易
に管継手２０とバルブ本体１０とを連結することができ、管継手２０がバルブ本体１０か
ら外れにくい構成とすることができる。
【００３８】
　また、上蓋部４０の剛性は嵌合部３０の剛性よりも大きく構成されている。よって、先
端部３３の先端面３５を突起部４５の第２傾斜面４５ａに押しつけて、第２嵌合部３２を
内側に湾曲するように変形させながら、先端部３３に突起部４５を乗り越えさせることに
より、管継手２０の嵌合部３０は、上蓋部（被嵌合部）４０の被嵌合孔４１に対し嵌合さ
れる。従って、管継手２０の嵌合部３０と、上蓋部４０の被嵌合孔４１とを容易に連結さ
せることができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、キャップ４はアルミ合金により構成され、継手本体２１は樹脂
により構成されている。よって、バルブ１が使用される装置内が高温（例えば１５０℃）
となり、樹脂からなる継手本体２１のガラス転移点を超え応力緩和が発生し、操作エアの
圧力により嵌合部３０が押し広げられたとしても、嵌合部３０がアルミ合金からなる上蓋
部４０に押しつけられるので、継手本体２１がキャップ４から外れることはない。また、
操作エアの圧力により嵌合部３０が押し広げられることにより、嵌合部３０と被嵌合部４
０との密着力が高まるので、操作エアが漏れるのを抑制することができる。
【００４０】
　また、管継手２０の嵌合部３０は、キャップ４の上蓋部４０に対し、第１摺動面３４ｃ
と第２摺動面４５ｃとが摺接した状態で回転可能に嵌合され、Ｏリング４Ａは、嵌合部３
０と上蓋部４０との間に介在し、嵌合溝３４および突起部４５に対して、先端部３３の反
対側に位置する。よって、管継手２０を回転させることにより、開放筒体２３の長円また
は楕円形状をなす鍔部を、作業者が指で押しやすい所望の向きに設定することができる。
この結果、作業者が管継手２０に取り付けられたエアチューブの取り外しを容易に行うこ
とができる。また、Ｏリング４Ａにより、外部からのごみ等の進入を防止することができ
、第１摺動面３４ｃと第２摺動面４５ｃとの間にごみ等が介在して、管継手２０の滑らか
な回転が阻害されるのを防止することができる。
【００４１】
　次に、本発明の第２の実施形態に係るバルブについて、図３に基づいて説明する。図３
は、第２の実施形態に係るバルブ１０１の断面図を示す。なお、第１の実施形態のバルブ
１と同一の部材について、同一の参照番号を付して説明を省略し、異なる部分についての
み説明を行う。
【００４２】
　第１の実施形態の管継手２０は、直線状（Ｉ字状）をなしていたが、図３に示すように
、管継手１２０はＬ字状をなしていても良い。具体的には、継手本体１２１のチューブ取
付け部１２１Ａが、Ｌ字状をなしており、水平方向に向かって開口するように取り付けら
れた開放筒体２３に対し、エアチューブが挿入されるように構成されている。
【００４３】
　また、本実施形態のキャップ４の上蓋部４０には、環状の突出部４７が設けられており
、突出部４７および上蓋部４０が被嵌合部として機能し、突出部４７および上蓋部４０に
対し、管継手１２１の嵌合部３０が嵌合される。そして、第１の実施形態と同様に、管継
手１２０の嵌合部３０は、キャップ４の上蓋部４０および突出部４７に対し、回転可能に
嵌合されている。
【００４４】
　第２の実施形態のバルブ１０１によれば、嵌合部３０は、上蓋部４０および突出部４７
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に対し回転可能に嵌合されているので、管継手１２０を回転させることにより、開放筒体
２３を、エアチューブの位置に合わせて、所望の向きに設定することができる。その結果
、バルブ１０１が使用される半導体製造装置等の小型化に寄与することができる。
【００４５】
　また、第２の実施形態のバルブ１０１は、第１の実施形態のバルブ１とほぼ同様の効果
を奏する。
【００４６】
　次に、上記で説明したバルブ１、１０１が使用される流体制御装置および流体制御装置
を備える半導体制御装置について説明する。
【００４７】
　図４は、ガス供給手段５０を備える半導体制御装置６０の概略図である。半導体製造装
置６０は、例えば、ＣＶＤ装置であり、流体制御装置であるガス供給手段５０と、真空チ
ャンバ７０と、排気手段８０とを有し、ウェハ上に不動態膜（酸化膜）を形成する装置で
ある。
【００４８】
　ガス供給手段５０は、ガス供給源５１と、圧力計５２と、開閉弁５３、５４と、ＭＦＣ
１～４（マスフローコントローラ）とを備える。ガス供給手段５０と真空チャンバ７０と
の間には、開閉弁６１が設けられている。真空チャンバ７０は、ウェハ７２を載置するた
めの載置台７１と、ウェハ７２上に薄膜を形成するための電極７３とを備える。真空チャ
ンバ７０には、商用電源６２が接続されている。排気手段８０は、排気配管８１と、開閉
弁８２と、集塵機８３とを備える。
【００４９】
　ウェハ７２上に薄膜を形成する時には、開閉弁５３、５４の開閉、ＭＦＣ１～４、およ
び開閉弁６１の開閉により、真空チャンバ７０へのガスの供給が制御される。また、ウェ
ハ７２上に薄膜を形成した際に発生する副生成物たる粉粒体を除去する時には、開閉弁８
２が開状態とされ、排気配管８１を介して集塵機８３により粉粒体が除去される。
【００５０】
　そして、開閉弁５３、５４、６１、８２に対して、本実施形態におけるバルブ１、１０
１を適用することができる。バルブ１、１０１は小型化が図られているので、流体制御装
置であるガス供給手段５０を小型化することができる。よって、当該ガス供給手段５０は
、小型化が求められる半導体製造装置６０において使用するのに適しており、半導体製造
装置６０を小型化することができる。小型化された半導体製造装置６０を使用することに
より、クリーンルーム内の設置面積が小さくなり、クリーンルームのランニングコスト（
製造コスト）を低減させることができ、より安価な製造方法で得られた半導体を得ること
ができる。
【００５１】
　なお、半導体製造装置６０がＣＶＤ装置の場合について説明したが、スパッタリング装
置またはエッチング装置であっても良い。エッチング装置（ドライエッチング装置）は、
処理室、ガス供給手段（流体制御装置）、排気手段から構成され、反応性の気体による腐
食作用によって、材料表面等を加工する装置である。スパッタリング装置は、ターゲット
、真空チャンバ、ガス供給手段（流体制御装置）、排気手段から構成され、材料表面を成
膜する装置である。このように、エッチング装置およびスパッタリング装置も、ガス供給
手段（流体制御装置）および排気手段を備えているので、バルブ１、１０１を用いること
によりこれらの装置を小型化することができる。
【００５２】
　なお、本発明は、上述した実施例に限定されない。当業者であれば、本発明の範囲内で
、種々の追加や変更等を行うことができる。
【００５３】
　例えば、上記の実施形態において、バルブ１を、管継手２０側を上側にボディ２を下側
にして設置する形態について説明したが、設置方向はこれに限らず、水平方向に設置され
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【００５４】
　また、上記の実施形態では、キャップ４がアルミ合金から構成され、継手本体２１が樹
脂から構成されていたが、これに限らず、キャップ４が鋼材により構成され、継手本体２
１がアルミ合金または銅合金により構成されていても良い。すなわち、キャップ４の上蓋
部４０の剛性が、継手本体２１の嵌合部３０の剛性よりも大きく構成されていれば良い。
【００５５】
　また、第２の実施形態において管継手２０はＬ字状であり、開放筒体２３が上下方向に
対して直角の方向（水平方向）に向かって開口するように構成されていたが、開放筒体２
３が上下方向に対して直角ではなく、例えば上下方向に対して４５°傾斜する方向に開口
するように構成されていても良い。また、駆動手段は、ステム７を駆動可能であり、ダイ
ヤフラム５によりバルブ１を開閉可能であれば、上記の実施形態の構成に限らない。
【００５６】
　バルブ１、１０１は、ダイヤフラムバルブであったが、操作エアで駆動するバルブであ
れば他のバルブであっても良い。また、バルブ１、１０１は、通常状態では閉状態のバル
ブであったが、通常状態において開状態のバルブであっても良い。また、シール部材は、
Ｏリングであったが、Ｘリング等のリングまたはリップパッキン等であっても良い。
【００５７】
　また、上記の実施形態では、キャップ４の上蓋部４０（上蓋部４０および突出部４７）
を被嵌合部として機能させ、管継手２０（管継手１２０）を上蓋部４０（上蓋部４０およ
び突出部４７）に嵌合させた。しかし、ボンネット３またはキャップ４の筒状部（側面部
）を被嵌合部として機能させ、当該筒状部に管継手２０（管継手１２０）を嵌合させて、
操作エアを操作エア導入室８ａに供給するようにしても良い。当該構成によれば、管継手
２０（管継手１２０）を有するバルブの上下方向に直交する方向の長さを短くすることが
でき、バルブを小型化することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１：バルブ、２：ボディ、４：キャップ、４Ａ：第４Ｏリング、５：弁体、７：ステム、
８：ピストン、８ａ：操作エア導入室、８ｂ：操作エア導入路、９：圧縮コイルばね、１
０：バルブ本体、２０：管継手、２０ａ：エア通路、３０：嵌合部、３３先端部、３４：
嵌合溝、３４ｃ：第１摺動面、４０：上蓋部、４１：被嵌合孔、４５：突起部、４５ｃ：
第２摺動面、４７：突出部
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