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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定量の液体材料が充填される充填容器と、充填容器内の液体材料を同伴する搬送ガス
が導入される搬送ガス導入流路と、搬送ガスに同伴して液体材料が供給される液体材料供
給流路と、前記充填容器の上部に配設され、一定量の内容積を有する定量供給器と、一端
が該定量供給器に接続され、液体材料を補充するための液体材料補充流路と、一端が定量
供給器の下部と接続され、他端が充填容器内の液体材料の液層内に浸される配管Ｌａと、
一端が定量供給器の上部と接続され、他端が充填容器内にあり前記配管Ｌａの他端よりも
上部に位置する配管Ｌｂと、定量供給器と配管Ｌａの間に設けられた開閉弁Ｖａと、定量
供給器と配管Ｌｂの間に設けられた開閉弁Ｖｂと、これらを制動する制御部と、を備え、
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液体材料の供給時には、充填容器に搬送ガスを導入し、これに同伴して液体材料を供給す
るように制御するとともに、液体材料の補充時には、前記液体材料補充流路を開いて定量
供給器に液体材料を充填し、この状態から前記開閉弁Ｖａ，Ｖｂを同時に開状態とするこ
とによって、定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充するように制御することを特徴
とする充填容器内の液体材料の供給装置。
【請求項２】
前記定量供給器と開閉弁Ｖｂの間の流路を分岐して設けられた分岐流路Ｌｃと、該分岐
流路Ｌｃに接続され不活性ガスの供給可能な流路Ｌｄと、流路Ｌｄの一端と分岐流路Ｌｃ
の間に設けられた開閉弁Ｖｃと、を備え、
液体材料の補充時に、流路Ｌｄに不活性ガスを供給するとともに、開閉弁Ｖｃを開状態と
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して定量供給器，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を充填容器内に補充する
ことを特徴とする請求項１記載の充填容器内の液体材料の供給装置。
【請求項３】
前記流路Ｌｄが所定の内容積を有するとともに、流路Ｌｄの他端に設けられた開閉弁Ｖ
ｄと、前記分岐流路Ｌｃに設けられた圧力計Ｐｃと、前記流路Ｌｄに設けられた圧力計Ｐ
ｄと、を備え、
前記流路Ｌｄを所定の加圧条件にした状態での圧力計Ｐｄの指示値と、開閉弁Ｖｃの開閉
前後の圧力計Ｐｃの指示値から、定量供給器内の液体材料の液量を測定することを特徴と
する請求項２記載の充填容器内の液体材料の供給装置。
【請求項４】
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補充用液体材料を貯留するとともに、前記液体材料補充流路の一端が貯留された液体材
料の液層内に浸される貯留容器と、該貯留容器の頭頂部から不活性ガスを供給する不活性
ガス供給流路Ｌｅと、を備え、
該不活性ガス供給流路Ｌｅからの不活性ガスの供給圧によって、前記定量供給器に液体材
料を補充することを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の充填容器内の液体材料の
供給装置。
【請求項５】
所定量の液体材料が充填される充填容器に搬送ガスを導入し、これに同伴して液体材料
を供給する液体材料の供給装置において、
前記充填容器の上部に配設され一定量の内容積を有する定量供給器に液体材料を充填した
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状態を形成した後、該定量供給器の下端部を、配管Ｌａを介して充填容器内の液体材料の
液層内と導通させると同時に、定量供給器の上端部を、配管Ｌｂを介して前記液層上部の
空間と導通させることによって、定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、充填容
器内の液面が一定となるように制御することを特徴とする充填容器内の液面管理方法。
【請求項６】
（１）搬送ガスによって既知量の液体材料を供給する場合、定期的に前記定量供給器に
液体材料を充填し、該定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、
（２）搬送ガスによって任意の液量の液体材料を供給する場合、前記充填容器内の圧力を
モニタし、定量供給器に液体材料を充填して充填容器内の液体材料を補充した前後の圧力
値から液面の位置を推算し、過量の場合は補充を停止し、不足がある場合は不足量を前記
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定量供給器に液体材料を充填し、該定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、
前記液面が一定となるように制御することを特徴とする請求項５記載の充填容器内の液面
管理方法。
【請求項７】
前記充填容器への液体材料の補充時において、前記定量供給器と、その上部空間に設け
られた導通可能な所定の内容積を有する流路Ｌｄとを遮断し、該流路Ｌｄを不活性ガスに
よって所定の加圧条件にした状態での圧力と、その状態から定量供給器と流路Ｌｄを導通
した状態に移行したときの流路Ｌｄの圧力から、定量供給器内の液体材料の液量を測定し
、
（３）前記液量がない場合、上記（１）または（２）のいずれかの操作を行い、
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（４）前記液量があった場合、前記流路Ｌｄを所定の加圧条件にした状態から、定量供給
器と流路Ｌｄの導通および定量供給器と配管Ｌｂの導通を行い、定量供給器，配管Ｌａお
よび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を充填容器内に補充した後、上記（１）または（２）
のいずれかの操作を行う、
ことによって、液面を一定に制御することを特徴とする請求項６記載の充填容器内の液面
管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、充填容器内の液体材料の供給装置および該液体材料の供給装置における充填
容器内の液面管理方法に関し、特に、ＣＶＤ装置等へ供給する液化材料ガスや液体材料等
の安定供給ができる充填容器内の液体材料の供給装置および該液体材料の供給装置におけ
る充填容器内の液面管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体製造プロセスなどにおいては、例えば、イソプロピルアルコールやフッ酸、ある
いはジエチルシランなどの各種の液体材料が用いられている。このような液体材料は、所
定容量の容器内に充填され、所定の圧力を有する不活性ガスを充填容器内に供給すること
によって、圧送されることが多い。このとき、製造プロセスの実動状態においては、液体
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材料の供給量を制御するためあるいは供給を確保するために、液体材料の重量測定等と同
時に充填容器側に設置されている各種センサによって直接液体材料の残量を検知する方法
を取っている場合が多い。通常、液体材料の重量測定には、マスフローコントローラ（Ｍ
ＦＣ）が用いられ、液体材料の残量を検知するために、液面計などの監視用のセンサが用
いられている。このとき、直接液体材料の残量を検知する場合には、容器内の液体材料の
状態を監視することが重要となる一方、監視用のセンサに対して、その残量検知の正確さ
、精度の高さが要求されるとともに、液体材料の汚染あるいはセンサの汚染を防止するた
めに、液体材料と完全に非接触な状態で検出可能なセンサが好ましい。
【０００３】
従来の液面監視用の測定方法としては、容器内にフロート式のセンサを配置して液面を
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測定する手段や、ロードセル等からなる重量計を用いる手段、あるいは容器上部から液面
に当てて反射する超音波を検出し液面までの距離を測定する超音波式等により液面を検知
する手段等がある。
【０００４】
具体的には、図８に示すように、液中に立設したガイドパイプ１１１と、ガイドパイプ
１１１内の液面に浮くフロート１１２と、フロート１１２の上面に立設した光可変減哀板
１１３と、光可変減哀板１１３の光通過面の左右のガイドパイプ１１１側に設置した発光
・受光の両手段１００を有する光学検出装置とからなるフロート式の液面計を挙げること
ができる。その長さ方向（縦方向）に連続的に光の透過率を変化させた光可変減哀板１１
３が、フロート１１２の上下動とともに上下動することにより、透過光量が増加・減衰す
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る。従って、この該透過光量の増加・減衰により、液面のレベルを検出することができる
（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
また、図９に示すように、重量計２０１を用いた液面計を挙げることができる。重量計
２０１の上に容器２０２が載置され、この容器２０２には液体２０３が収容されており、
この液体２０３中に設けられた電源２０４に接続されたヒータ２０５により加熱されて沸
騰するように構成されていて、沸騰により生じた気体２０６は容器２０２の上方に設けら
れた気体送出部２０７より排出され、ジャバラ管２０８を介して所要の消費管に供給され
る。この気体２０６の外部への供給により減少する液量に見合った液体２０３を補充する
ため、容器２０２の下方に設けられた液体供給部２０９に接続されたジャバラ管２１０を
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介して液体２０３が供給される。この液体２０３の供給においては、容器２０２内の液体
２０３の液量がほぼ一定になるように供給する必要があるため、液量を監視する手段とし
て液体が収容されている容器２０２の重量を測定し、その重量から液量を推定し、その推
定液量から液面を求める方法が用いられている（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開昭６２−００１１２４号公報
【特許文献２】特開２０００−０４６６３１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】
【０００７】
しかしながら、液体材料の供給装置に上記のような液面計を用いた場合、次のような問
題が生じることがある。
（ｉ）フロート式の液面計では、フロート部分が液体材料に対して接触式であるため、液
体材料が汚染される可能性がある。また、デリバリーを行わないリチャージタンク等の据
え置き式容器に使用した場合、液面計自身が故障した場合の交換が難しいという問題があ
る。さらに、搬送ガスをバブリングして容器内の液体材料を搬送する方法を用いた場合（
以下「バブリング容器」を用いた方法ということがある）では、バブリングによって常に
フロートが動き、正確な液面の位置測定が困難である。
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（ii）重量計を用いた場合、容器に様々な配管が接続されているため、軽量な容器や内容
量が軽くなればなるほど精度が低くなるという問題がある。また、容器を含む大きな重量
から、消費・補充される液体材料の小さな重量変化を求める必要があることから、微量の
液体材料を供給する場合や密度の小さな液体材料を供給する場合には、測定精度に限界が
ある。
（iii）超音波式センサは、液体材料に対して非接触式であり好ましいが、検知される液
面の安定が必要であり、バブリング容器を用いた方法において、液面の変動が大きく正確
な測定ができない。また、ガス雰囲気上に存在するため、センサ表面等が少なからず汚染
され、正確に検知できなくなる可能性がある。
【０００８】
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本発明の目的は、消費量に対応した充填容器への液体材料の補充ができ、安定した液体
材料の供給が可能な充填容器内の液体材料の供給装置を提供することにある。また、上記
従来技術の有する問題点に鑑みて、充填容器内の液体材料の液量を正確に管理し、過充填
を防止でき、かつ定期的な一定量の補充を行うことができる充填容器内の液体材料の供給
装置および該液体材料の供給装置における充填容器内の液面管理方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、以下に示す充填容器内
の液体材料の供給装置および該液体材料の供給装置における充填容器内の液面管理方法に
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よって上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに到った。
【００１０】
本発明に係る液体材料の供給装置は、所定量の液体材料が充填される充填容器と、充填
容器内の液体材料を同伴する搬送ガスが導入される搬送ガス導入流路と、搬送ガスに同伴
して液体材料が供給される液体材料供給流路と、前記充填容器の上部に配設され、一定量
の内容積を有する定量供給器と、一端が該定量供給器に接続され、液体材料を補充するた
めの液体材料補充流路と、一端が定量供給器の下部と接続され、他端が充填容器内の液体
材料の液層内に浸される配管Ｌａと、一端が定量供給器の上部と接続され、他端が充填容
器内にあり前記配管Ｌａの他端よりも上部に位置する配管Ｌｂと、定量供給器と配管Ｌａ
の間に設けられた開閉弁Ｖａと、定量供給器と配管Ｌｂの間に設けられた開閉弁Ｖｂと、
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これらを制動する制御部と、を備え、液体材料の供給時には、充填容器に搬送ガスを導入
し、これに同伴して液体材料を供給するように制御するとともに、液体材料の補充時には
、前記液体材料補充流路を開いて定量供給器に液体材料を充填し、この状態から前記開閉
弁Ｖａ，Ｖｂを同時に開状態とすることによって、定量供給器内の液体材料を充填容器内
に補充するように制御することを特徴とする。
【００１１】
また、本発明は、所定量の液体材料が充填される充填容器に搬送ガスを導入し、これに
同伴して液体材料を供給する液体材料の供給装置における充填容器内の液面管理方法であ
って、前記充填容器の上部に配設され一定量の内容積を有する定量供給器に液体材料を充
填した状態を形成した後、該定量供給器の下端部を、配管Ｌａを介して充填容器内の液体
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材料の液層内と導通させると同時に、定量供給器の上端部を、配管Ｌｂを介して前記液層
上部の空間と導通させることによって、定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、
充填容器内の液面が一定となるように制御することを特徴とする。
【００１２】
充填容器内の液体材料を安定して供給する場合、充填容器内の液体材料の液面の高さを
管理制御することが重要である。バブリングにより連続的に液体材料が消費されていくと
容器内の残量が減少し、液面の高さが変化するため、その消費量に合わせ液体材料を補充
する必要がある。この構成によれば、補充用の配管Ｌａに加えて、過充填を防止するため
の配管Ｌｂを設けるとともに、補充用の配管Ｌａに接続して定量供給器を設けることによ
って、過充填のみならず定期的に一定量の補充が可能となる。つまり、定量供給器に液体
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材料を充填し、定量供給器を配管Ｌｂと接続することによって、液体材料の消費量に応じ
て、一定量の液体材料を充填容器に充填される。従って、他の液面センサを使用すること
なく、液体材料の液面を一定に保つことができ、安定した液体材料の供給が可能な充填容
器内の液体材料の供給装置および充填容器内の液面管理方法を提供することができる。
【００１３】
また、充填容器への液体材料の充填あるいは補充を、定量供給器内部に搬送ガスが存在
する状態で行うことから、いわゆるウォーターハンマーを防止することができ、流路を構
成する開閉弁や圧力計などの破損の大きな原因を取り除くこともできるとともに、急激な
圧力変化によるストレスによって分解・変性するような液体材料を対象とする場合であっ
ても、穏やかに定量供給器へ補充することができるため、液体材料の品質を保つことがで
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きる。
【００１４】
本発明は、上記充填容器内の液体材料の供給装置であって、前記定量供給器と開閉弁Ｖ
ｂの間の流路を分岐して設けられた分岐流路Ｌｃと、該分岐流路Ｌｃに接続され不活性ガ
スの供給可能な流路Ｌｄと、流路Ｌｄの一端と分岐流路Ｌｃの間に設けられた開閉弁Ｖｃ
と、を備え、液体材料の補充時に、流路Ｌｄに不活性ガスを供給するとともに、開閉弁Ｖ
ｃを開状態として定量供給器，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を充填容器
内に補充することを特徴とする。
【００１５】
上記のように、液体材料が一定量充填された定量供給器を、配管Ｌｂと接続することに
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より、一定量の液体材料が充填容器に充填される。このとき、通常配管Ｌｂの他端（充填
容器内の端部）は液面よりも上方にあり、液体材料の消費量に応じて液体材料が補充され
ることによって、この状態が維持される。しかしながら、後述するように、配管Ｌｂ内部
に液体材料が混入した場合には、定量供給器内の液体材料を自重で充填容器に押し出すこ
とができないことがある。また、液体材料の充填量よりも消費量が減少した場合、他端が
液面に接したり液層内部に位置する可能性がある。この場合にあっても、本発明において
は、定量供給器を配管Ｌｂと接続することにより、定量供給器内の液体材料の液面と配管
Ｌｂ内の液体材料の液面を同一の位置とすることができことから、最大配管Ｌｂの内容積
の範囲内において過充填を防止することができる。また、このとき定量供給器と配管Ｌｂ
の接続部に設けられた分岐流路に対して所定圧の不活性ガスを導入することによって、定
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量供給器，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を円滑に充填容器内に補充する
ことができ、過充填を防止することが可能となった。
【００１６】
本発明は、上記充填容器内の液体材料の供給装置であって、前記流路Ｌｄが所定の内容
積を有するとともに、流路Ｌｄの他端に設けられた開閉弁Ｖｄと、前記分岐流路Ｌｃに設
けられた圧力計Ｐｃと、前記流路Ｌｄに設けられた圧力計Ｐｄと、を備え、前記流路Ｌｄ
を所定の加圧条件にした状態での圧力計Ｐｄの指示値と、開閉弁Ｖｃの開閉前後の圧力計
Ｐｃの指示値から、定量供給器内の液体材料の液量を測定することを特徴とする。
【００１７】
定量供給器を用いた充填容器への液体材料の補充においては、定量供給器の全容量に液
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体材料が充填された場合が基準となるが、液体材料の消費量が変動する場合や少量の液体
材料を補充する場合にあっては、必ずしも全容量を補充する必要はなく、定量供給器に充
填された液量を正確に把握して補充すれば、精度よく充填容器内の液面管理を行うことが
できる。ここで、定量供給器の上部に設けられた分岐流路Ｌｃに所定の内容積を有する流
路Ｌｄを接続し、加圧状態の配管Ｌｄを分岐流路Ｌｃおよび定量供給器と導通させ、導通
前後の配管Ｌｄと分岐流路Ｌｃの圧力変化を測定することによって、定量供給器内の液体
材料の液量を測定することが可能となる。本発明は、こうした充填容器に補充される液体
材料の液量を正確に把握することによって、より正確な液面管理を図り、液体材料の液面
を一定に保つことができ、安定した液体材料の供給が可能となった。
【００１８】
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本発明は、上記充填容器内の液体材料の供給装置であって、補充用液体材料を貯留する
とともに、前記液体材料補充流路の一端が貯留された液体材料の液層内に浸される貯留容
器と、該貯留容器の頭頂部から不活性ガスを供給する不活性ガス供給流路Ｌｅと、を備え
、該不活性ガス供給流路Ｌｅからの不活性ガスの供給圧によって、前記定量供給器に液体
材料を補充することを特徴とする。
【００１９】
半導体製造プロセスなどにおいて用いられる液体材料には、ジエチルシランなど外気と
の接触を嫌うものがある。また、充填容器に補充する液体材料は、外部からの汲み入れや
汲み出し用の貯留容器を別途設けることが好ましい。本発明は、充填容器と接続可能な貯
留容器を設け、外部からの汲み入れや汲み出しを容易に行うことができるようにするとと
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もに、液体材料補充流路の一端を貯留容器の液体材料の液層内に浸し、貯留容器の液面に
不活性ガスの圧力を付加することによって、外気との接触なしで、貯留容器内の液体材料
を円滑に充填容器に移行することができる。
【００２０】
また、本発明は、上記充填容器内の液面管理方法であって、
（１）搬送ガスによって既知量の液体材料を供給する場合、定期的に前記定量供給器に液
体材料を充填し、該定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、
（２）搬送ガスによって任意の液量の液体材料を供給する場合、前記充填容器内の圧力を
モニタし、定量供給器に液体材料を充填して充填容器内の液体材料を補充した前後の圧力
値から液面の位置を推算し、過量の場合は補充を停止し、不足がある場合は不足量を前記
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定量供給器に液体材料を充填し、該定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充し、
前記液面が一定となるように制御することを特徴とする。
【００２１】
上記の液体材料の供給装置によれば、搬送ガスによって液体材料を供給すると同時に、
液体材料を充填容器内に補充することができる。従って、液体材料の消費量が一定の場合
は定期的に定量供給器内の液体材料を充填容器内に補充することによって、液面を一定に
制御することができ、安定した液体材料の供給が可能となる。また、消費量が変動し一定
でない場合にあっても、液面あるいは液面の変動を充填容器内の圧力によってモニタし、
定量供給器からの補充量を制御することによって、他の液面センサを使用することなく、
液体材料の液面を一定に保つことができ、安定した液体材料の供給を行うことができる。
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定量供給器からの補充量は、定量供給器の一定容量分を繰り返して制御する方法と、容量
を大きくし、その容量分の繰り返しと内容積の一部による微調整とを組み合わせて制御す
る方法のいずれも用いることが可能である。
【００２２】
本発明は、上記充填容器内の液面管理方法であって、前記充填容器への液体材料の補充
時において、前記定量供給器と、その上部空間に設けられた導通可能な所定の内容積を有
する流路Ｌｄとを遮断し、該流路Ｌｄを不活性ガスによって所定の加圧条件にした状態で
の圧力と、その状態から定量供給器と流路Ｌｄを導通した状態に移行したときの流路Ｌｄ
の圧力から、定量供給器内の液体材料の液量を測定し、
（３）前記液量がない場合、上記（１）または（２）のいずれかの操作を行い、
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（４）前記液量があった場合、前記流路Ｌｄを所定の加圧条件にした状態から、定量供給
器と流路Ｌｄの導通および定量供給器と配管Ｌｂの導通を行い、定量供給器，配管Ｌａお
よび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を充填容器内に補充した後、上記（１）または（２）
のいずれかの操作を行う、
ことによって、液面を一定に制御することを特徴とする。
【００２３】
充填容器への液体材料の補充に際しては、定量供給器から補充される液量が充填容器の
液面の制御に大きな影響を与える。つまり、上記のように、液体材料の消費量に応じて液
体材料が補充されれば、配管Ｌｂの他端が充填容器の液面より上方に位置し、定量供給器
内に液体材料の残量はない。しかしながら、例えば、充填容器への液体材料の充填量より
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も液体材料の供給装置の供給量（消費設備の消費量）が減少した場合、過充填防止用の配
管Ｌｂの他端が、定量供給器内の液体材料の液面と接触するあるいは一部が液体材料の液
層内に浸される可能性がある。このような状態になった場合、定量供給器内の液体は、自
重によって充填容器に補充されることはないため、定量供給器内に液体が残った状態で補
充操作が繰り返されると、定量供給器内に液体材料が充満して気層部分がなくなり、定量
供給器の上部から液体材料が流れ出し、配管Ｌｂを介して充填容器へ液体材料が補充され
て過充填となる。本発明は、こうした状態を解除すべく、定量供給器の上部に加圧可能な
流路を設け、不活性ガスを用いて該流路内および充填容器内の加圧状態を作り出し、各圧
力値を監視することによって、定量供給器内の液体材料の液量を測定するとともに、こう
した加圧状態を利用し、定量供給器，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材料を充
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填容器内に補充し、定量供給器内に液体材料の残量がないようにすることによって、充填
容器内の液面を一定に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る液体材料の供給装置の基本的な構成を例示する概略図
【図２】本発明に係る液体材料の充填容器の概略を例示する説明図
【図３】本発明に係る充填容器への液体材料の補充操作手順を例示する概略図
【図４】本発明に係る充填容器への液体材料の補充操作手順を例示する概略図
【図５】本発明に係る充填容器への液体材料の補充操作手順を例示する概略図
【図６】本発明に係る充填容器への液体材料の補充操作手順を例示する概略図
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【図７】本発明に係る充填容器への液体材料の補充操作手順を例示する概略図
【図８】従来技術に係るフロート式の液面計を例示する概略図
【図９】従来技術に係る重量計を用いた液面計を例示する概略図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
本発明に係る充填容器内の液体材料の供給装置は、所定量の液体材料が充填される充填
容器と、充填容器内の液体材料を同伴する搬送ガスが導入される搬送ガス導入流路と、搬
送ガスに同伴して液体材料が供給される液体材料供給流路と、前記充填容器の上部に配設
され、一定量の内容積を有する定量供給器と、一端が該定量供給器に接続され、液体材料
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を補充するための液体材料補充流路と、一端が定量供給器の下部と接続され、他端が充填
容器内の液体材料の液層内に浸される配管Ｌａと、一端が定量供給器の上部と接続され、
他端が充填容器内にあり前記配管Ｌａの他端よりも上部に位置する配管Ｌｂと、定量供給
器と配管Ｌａの間に設けられた開閉弁Ｖａと、定量供給器と配管Ｌｂの間に設けられた開
閉弁Ｖｂと、これらを制動する制御部と、を備える。
【００２６】
＜本発明に係る液体材料の供給装置の基本的な構成＞
図１は、本発明に係る液体材料の供給装置（以下「本装置」という）の基本的な構成（
第１構成例）を例示した概略図である。また、充填容器１および定量供給器２を含む本装
置の主要部を、図２に例示する。液体材料の供給に伴う充填容器１内の液面の低下分の補
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充を、定量供給器２を用いて定量的に行い、補充時の過充填を、定量供給器２と接続する
配管Ｌｂによって防止することを特徴とする。充填容器１としてバブリング容器を用いた
場合を例示している。
【００２７】
液体材料の供給時には、開閉弁Ｖ１，Ｖ２を開状態とし、流路Ｌ１（「搬送ガス導入流
路」に相当する）を介して充填容器１内に搬送ガスが導入される。搬送ガスは、充填容器
１内部に充填された液体材料の液層１ａ内でバブリングされ、これに同伴する液体材料と
ともに、開閉弁Ｖ２および流路Ｌ２（「材料ガス供給流路」に相当する）を介して、ＣＶ
Ｄ装置等の消費設備４に供給される。
【００２８】
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一方、液体材料の補充時には、開閉弁Ｖ３を開状態とし、補充用の液体材料を貯留する
貯留容器３から流路Ｌ３（「液体材料補充流路」に相当する）を介して、定量供給器２に
液体材料が充填される。この状態から、定量供給器２と配管Ｌａの間に設けられた開閉弁
Ｖａと定量供給器２と配管Ｌｂの間に設けられた開閉弁Ｖｂを同時に開状態とすることに
よって、定量供給器２に充填された液体材料の液面上部と充填容器１に充填された液体材
料の液面上部が同圧となり、定量供給器２に充填された液体材料は、充填容器１内に自重
落下する。これによって、一定量の液体材料を充填容器１に補充することができる。こう
した液体材料の補充操作は、充填容器１内の搬送ガスによる液体材料の同伴操作に殆ど影
響を与えるものではないことから、搬送ガスは必ずしも停止する必要がなく、液体材料を
補充しながら連続的に消費設備４への液体材料の供給を行うことができる。
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【００２９】
このとき、配管Ｌｂは、過充填の防止機能に大きな役割を果している。つまり、配管Ｌ
ｂの他端が液面に接したり液層１ａ内部に位置した場合に、開閉弁Ｖａと開閉弁Ｖｂを同
時に開状態として定量供給器２を配管Ｌｂと接続すると、定量供給器２内の液体材料の落
下に伴う配管Ｌｂ上部の減圧によって、配管Ｌｂへ液層１ａから液体材料が吸引され、定
量供給器２内の液体材料の液面と配管Ｌｂ内の液体材料の液面が同一の位置となり、定量
供給器２，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に液体材料が残留することがある。もし、この状態
で定量供給器２内部の充填液が全て充填容器１内部に補給されると、配管Ｌｂの他端が液
層１ａ内のさらに下方に位置することとなり、充填容器１には過剰に液体材料が供給され
液面が上昇する場合がある。従って、定量供給器２，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に液体材
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料が残留した状態を形成することによって、最大配管Ｌｂの内容積の範囲内において過充
填を防止することができる。
【００３０】
ただ、定量供給器２に充填された液体材料を自重落下ではなく、強制的に充填容器１内
に補充する機能を有する構成を設けることが好ましい場合がある。具体的には、配管Ｌｂ
内部に液体材料が混入した場合には、定量供給器２内の液体材料を自重で充填容器１に押
し出すことができないことがある。また、充填容器１から供給された液体材料の消費設備
４において、一時的に消費量が低下した場合があっても、所定の時間（期間）では略一定
の液体材料が消費されることが一般的であり、安定した液体材料の供給が要求されること
が多い。一時的に配管Ｌｂの他端が液面に接したり液層１ａ内部に位置し、定量供給器２
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，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に液体材料が残留した状態が形成されることがあっても、液
体材料の補充量を一定にすることによって、安定した液体材料の供給が可能となる。具体
的には、定量供給器２と開閉弁Ｖｂの間の流路を分岐して設けられた分岐流路Ｌｃと、分
岐流路Ｌｃに接続され不活性ガスの供給可能な流路Ｌｄと、流路Ｌｄの一端と分岐流路Ｌ
ｃの間に設けられた開閉弁Ｖｃと、を備え、液体材料の補充時に、流路Ｌｄに不活性ガス
を供給するとともに、開閉弁Ｖｃを開状態として定量供給器２，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ
内に残留する液体材料を充填容器内に補充することができる機能を有することが好ましい
。定量供給器２と配管Ｌｂの接続部に設けられた分岐流路Ｌｃに対して所定圧の不活性ガ
スを導入することによって、定量供給器２，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材
料を円滑に充填容器１内に補充することができる。
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【００３１】
このとき、図２のように、流路Ｌｄが所定の内容積を有するとともに、流路Ｌｄを所定
の加圧条件にした状態での圧力値と、開閉弁Ｖｃの開閉前後の圧力値から、定量供給器２
内の液体材料の液量を測定することが好ましい。つまり、定量供給器２の充填量の確認お
よび上記のような残留量を確認することによって、より正確に液体材料の補充量を把握す
ることができる。定量供給器２を、単にその全容量の液体材料を補充する計量管として用
いるだけではなく、液体材料の消費量が変動する場合や少量の液体材料を補充する場合の
補充量の監視することによって、精度よく充填容器内の液面管理を行うことができる。具
体的には、流路Ｌｄの他端に設けられた開閉弁Ｖｄと、分岐流路Ｌｃに設けられた圧力計
Ｐｃと、流路Ｌｄに設けられた圧力計Ｐｄと、を備え、定量供給器の上部に設けられた分
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岐流路Ｌｃに所定の内容積を有する流路Ｌｄを接続し、加圧状態の配管Ｌｄを分岐流路Ｌ
ｃおよび定量供給器２と導通させ、導通前後の配管Ｌｄと分岐流路Ｌｃの圧力変化を測定
することによって、定量供給器２内の液体材料の液量を測定することできる。こうした圧
力値や温度あるいは流量等をパラメータとして、開閉弁の作動や後述する充填容器１の温
度制御など本装置における種々の制御機能は、制御部（図示せず）によって統括的に制御
される。
【００３２】
〔液体材料について〕
ここでいう液体材料とは、半導体製造プロセスなどにおいて用いられている、例えば、
エチルアルコールやイソプロピルアルコール、フッ酸やリン酸などの処理用液体材料や、
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モノシラン、ジエチルシラン，ジエチル亜鉛や四塩化チタン等に代表される半導体デバイ
ス用液体材料など各種の液体材料を挙げることができる。
【００３３】
〔搬送ガスについて〕
また、搬送ガスとしては、液体材料に対する反応性や溶解性がなく、入手が容易で操作
し易いガスが好ましい。具体的には、例えば、窒素やアルゴンなどの不活性ガスを挙げる
ことができる。また、流路Ｌｄを所定の加圧条件とするために開閉弁Ｖｄから供給される
ガス（加圧用ガス）も、液体材料と直接接触することから、汎用ガスと同じガスを用いる
ことが好ましい。
【００３４】
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〔充填容器について〕
充填容器１は、消費設備４に供給するに十分な液体材料を充填できる内容量を有し、上
記液体材料の成分によって耐蝕性や堅牢性などを有する材質等が設定される。充填容器１
には、搬送ガスが導入される流路Ｌ１が設けられ、本装置においては、液体材料の液層１
ａ内まで配設され、その端部から供給された搬送ガスによってバブリングされる。端部は
、充填容器１の底面に近い位置に設けることによって残留量を低減することができ、より
効率的に液体材料を同伴することができる。消費設備４と接続される流路Ｌ２は、液や飛
沫の混入を防止するために、充填容器１の上面あるいは上側面に設けられる。充填容器１
に設けられた配管ＬａおよびＬｂは、円滑に液体材料が流通できるように滑性ある内面を
有することが好ましい。配管Ｌａの他端（充填容器内の端部）は、所望の充填液量での液
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面よりも下方で底面から所定の高さの位置に設定される。また、配管Ｌｂの他端（充填容
器内の端部）は、設定された液面に対し、定量供給器２の内容積を充填容器断面積で除し
た値を超える高さに設けられることが好ましい。補充操作後においても、配管Ｌｂの他端
が液面に接したり液層１ａ内部に位置しないようにすることによって、定量供給器２の計
量管としての役割を確保することができる。充填容器１には、図２に示すように、内部の
液層１ａの液体材料の温度を一定に保持するために、液層１ａ内にヒータＨ１が配設され
る。また、充填容器１の周囲を保温材１ｂによって包むとともに、ヒータＨ２（温度制御
機能付が好ましい）によって保温材１ｂの温度を一定に保持することによって、液層１ａ
の液体材料の温度の安定性を確保することができる。
【００３５】
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〔定量供給器について〕
定量供給器２は、本装置において、上記のように、計量管としての役割とともに、液体
材料の補充量監視機能を有する。従って、充填容器に補充するに十分な液体材料を充填で
きる内容量を有し、充填された液体材料が円滑に排出できるように円筒体を垂直あるいは
僅かな傾斜角を有して配設されることが好ましい。また、上記液体材料の成分によって耐
蝕性や堅牢性などを有する材質等が設定される。定量供給器２は、その下部において配管
Ｌａと開閉弁Ｖａを介して充填容器１内の液層１ａに接続し、上部において配管Ｌｂと開
閉弁Ｖｂを介して充填容器１内の液面上部空間に接続することによって、その内部に充填
された液体材料を充填容器１に補充することができる。また、上部において分岐流路Ｌｃ
を介して流路Ｌｄと接続することによって、不活性ガスによる充填された液体材料の強制
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的排出を可能とし、定量供給器２内の液体材料の充填量あるいは残留量を確認することが
できる。このように、充填容器１に補充する液体材料を定量供給器２および配管Ｌｂを利
用して行うことによって、定量補充の確保と過剰補充の排除を可能としている。
【００３６】
〔貯留容器について〕
貯留容器３は、外部からの汲み入れや汲み出しを行い、補充用液体材料を貯留するとと
もに、定量供給器２に液体材料を供給するための流路Ｌ３と接続される。本装置は、液体
材料の本装置への導入段階から消費設備４への供給段階の全ての操作において、外気の混
入は液体材料の汚染および流路の汚染を生じることから排除する必要がある。例えば、半
導体製造プロセスなどにおいて用いられるモノシランやジエチルシランなど外気との接触
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を嫌うものを挙げることができる。従って、流路Ｌ３の一端が貯留容器３に貯留された液
体材料の液層３ａ内に浸され、貯留容器３の頭頂部から不活性ガスを供給し、その供給圧
によって、定量供給器２に液体材料を補充することが好ましい。貯留容器３の液面に不活
性ガスの圧力を付加することによって、外気との接触なしで、貯留容器３内の液体材料を
円滑に充填容器１に移行することができる。
【００３７】
〔その他の構成部品について〕
また、本装置においては、開閉弁・圧力計などの部品（特に圧力計）を、直接液体材料
に接触しない構成とした。こうした部品は、構造上の観点からも一度液体材料がセンサ部
に触れてしまうとなかなか取り除くことができない。また、この部分が劣化・変性してし
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まうと部品の品質低下を招き、センサ部のダイヤフラムなどの腐食へも繋がり、好ましく
ない。そこで、こうした構成により、部品の品質を保ち、部品の延命効果も期待できる。
また、ガス状の液体材料が部品に接触してしまうことは避けられないが、後述する液体材
料の充填操作等を行う都度、不活性ガスによって清浄されるため部品の劣化を防止するこ
とができる。
【００３８】
＜本装置における充填容器内の液面管理方法＞
本装置は、液体材料の消費量に対応した安定的な供給を目的とするものであり、搬送ガ
スによる液体材料の安定した同伴を確保するためには、充填容器１内の液体材料の温度の
安定化とともに、液量（液面）の安定化は非常に重要である。つまり、搬送ガスに同伴さ
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れ供給された液体材料分が、常時あるいは定期的に補充される必要がある。以下、本装置
における液面管理方法として、液体材料を補充する方法を、液体材料の供給量および液面
の位置（液量）という条件に対応して説明する。
【００３９】
本装置における充填容器１内の液面管理方法は、定量供給器２に液体材料を充填した状
態を形成した後、定量供給器２の下端部を、配管Ｌａを介して充填容器１内の液体材料の
液層１ａ内と導通させと同時に、定量供給器２の上端部を、配管Ｌｂを介して液層１ａ上
部の空間と導通されることによって、定量供給器２内の液体材料を充填容器１内に補充し
充填容器１内の液面が一定となるように制御することを特徴とする。また、搬送ガスによ
って液体材料を供給すると同時に、液体材料を充填容器内に補充することができることを
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特徴とする。つまり、本装置は、定量供給器２を計量管として使用するとともに、配管Ｌ
ｂとの組み合せによって過充填を防止することができる。充填容器１からの供給量（消費
設備の消費量）が略一定の場合に、定期的に補充することによって、所定の液面を維持し
安定した搬送ガスによる同伴（液体材料の安定供給）を確保することができる。こうした
操作は、搬送ガスによって液体材料を供給する操作と同時並行して行うことができる。
【００４０】
〔充填容器からの液体材料の供給とその補充操作について〕
次に、充填容器１からの液体材料の供給とその補充操作について、具体的な条件設定を
行った場合を例示した上で説明する。
【００４１】

10

［１］搬送ガスによる液体材料の供給
搬送ガスによる液体材料の液層１ａ内のバブリングによって、安定した液体材料の同伴
を確保する。つまり、液層１ａの表面を滑るように搬送ガスを流す方法や蒸散した液体材
料を吸引する方法によっては、一定量の液体材料の供給は難しく、気液接触の大きなバブ
リングにより液体材料の安定した供給を行うことができる。具体的には、開閉弁Ｖ１，Ｖ
２が開かれ、流路Ｌ１を介して充填容器１内に導入された搬送ガスは、液層１ａ内でバブ
リングされ、これに同伴する液体材料とともに、開閉弁Ｖ２および流路Ｌ２を介して、消
費設備４に供給される。
【００４２】
［２］充填容器内への一定量の液体材料の補充（液体材料の自重を利用）
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充填容器１内への一定量の液体材料の補充方法は、図３に例示するように、以下の操作
手順によって行われる。例えば、液体材料をジエチル亜鉛（ＤＥＺｎ）とし、搬送ガスを
アルゴン（Ａｒ）とし、各部の圧力や容量等を所定の数値にて例示する。むろんこれに限
定されるものではない。
【００４３】
［２−１］補充待機状態
図３（Ａ）に示すように、初期状態として開閉弁Ｖ１，Ｖ２，Ｖａ，Ｖｂは開状態（黒
状態、以下同様とする）とし、充填容器１と定量供給器２は開放状態とする。このとき、
例えば、定量供給器２の容量を３０ｍＬとし、定量供給器２内の圧力が５０Ｋｐａであっ
たとすると、定量供給器２内にはＡｒが約１５ｍＬ封入された状態となる。
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【００４４】
［２−２］定量供給器への液体材料の充填
図３（Ｂ）に示すように、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを閉状態（白状態）にした後、開閉弁Ｖ３
を開状態にして、貯留容器（図示せず）からの液体材料を定量供給器２内へ充填する。充
填後、開閉弁Ｖ３を閉状態にする。例えば、貯留容器より３００Ｋｐａにて液体を補充し
た場合、定量供給器２内のＡｒは３００Ｋｐａに圧縮され５ｍＬとなり、定量供給器２に
は２５ｍＬのＤＥＺｎが充填される（このときの定量供給器２内へ充填される液体材料の
量は、定量供給器２の内容積および充填前の定量供給器２内の圧力と定量供給器２へ補充
する液体材料の供給圧力との関係によって決まる。具体的な計算値および実証結果は、後
述する〔実施例〕における〔表１〕を参照のこと）。また、開閉弁Ｖｄを開閉させ、配管
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Ｌｄ内に加圧用ガスを充填させておく。
【００４５】
［２−３］充填容器への定量補充
図３（Ｃ）に示すように、開閉弁Ｖｂを開状態にし、定量供給器２内と充填容器１内を
同じ圧力にする。開閉弁Ｖａを開状態にし、定量供給器２内に充填された液体材料を自重
によって充填容器１に補充する。例えば、定量供給器２内の３００Ｋｐａに圧縮されたＡ
ｒが充填容器１の圧力まで膨張し、２５ｍＬのＤＥＺｎが充填容器１に補充される。
【００４６】
［２−４］充填容器への補充と消費設備への供給
充填容器１内の液体材料の消費量が分かっている場合は、想定消費量に対して補充量が
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同量になるように補充間隔を制御し、上記［２−２］→［２−３］の操作を繰り返せば、
バッチ方式により、液面はある一定の変化範囲に制御することができる。ＤＥＺｎの比重
を１．２とすると、２５ｍＬのＤＥＺｎは３０ｇとなり、充填容器１からＤＥＺｎを１０
ｇ／ｍｉｎの供給する場合には、３分に１回この補充動作を行うことによって、安定した
ＤＥＺｎの供給を行うことができる。
【００４７】
上記［２−２］〜［２−４］の操作は、配管Ｌｂの他端が液面に接触することがない場
合において行うことができ、液体材料を消費設備４に供給しながら、充填容器１に補充す
ることが可能である。充填容器１への液体材料の充填あるいは補充を、定量供給器２内部
に搬送ガスが存在する状態で行うことから、いわゆるウォーターハンマーを防止すること
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ができる。従って、流路を構成する開閉弁や圧力計などを破損することなく、急激な圧力
変化によって分解・変性するような液体材料を対象とする場合であっても、穏やかに定量
供給器へ補充することができるため、液体材料の品質を保つことができる。
【実施例】
【００４８】
上記操作［２］における定量供給器２内へ充填される液体材料の量（ａ）は、定量供給
器２の内容積（例えば３０ｍＬ）および充填前の定量供給器２内の圧力（ｂ）と定量供給
器へ補充する液体材料の供給圧力（ｃ）との関係によって決まる。下表１は、定量供給器
２内の圧力（ｂ）と液体材料の供給圧力（ｃ）をパラメータとして、計算上の充填量（ａ
）を算出するとともに、実際に、上記操作［２］に例示した条件値によって本装置を操作
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したときの充填容器１内の液面の高さおよび補充量を求めたものである。所定範囲内の実
測値と計算値の一致を確認することができる。
【００４９】
【表１】
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【００５０】
［３］充填容器内への一定量の液体材料の補充（加圧用ガスを利用）
本装置における充填容器１内への一定量の液体材料の補充方法には、図４に例示するよ
うに、液体材料の自重ではなく加圧用ガスを利用した方法があり、以下の操作手順によっ
て行われる。上記操作［２］において、配管Ｌｂ内に液体材料が導入されていると、定量
供給器２内の液体材料の自重による落下が生じないことがあるため、これを排除するため

50

(13)

JP 5155895 B2 2013.3.6

である。加圧用ガスとして搬送ガスと同様にアルゴン（Ａｒ）を用いた場合を例に詳述す
る。なお、上記［２］と同様の操作条件は、省略することがある。
【００５１】
［３−１］補充待機状態
図４（Ａ）に示すように、初期状態として開閉弁Ｖ１，Ｖ２，Ｖａ，Ｖｂは開状態とし
、充填容器１と定量供給器２は開放状態とする。
［３−２］定量供給器への液体材料の充填
図４（Ｂ）に示すように、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを閉状態にした後、開閉弁Ｖ３を開状態に
して、貯留容器（図示せず）からの液体材料を定量供給器２内へ充填する。充填後、開閉
弁Ｖ３を閉状態にする。
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［３−３］配管Ｌｄへの加圧用ガスの充填
図４（Ｃ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態したまま開閉弁Ｖｄを開状態にして、加
圧ガス供給装置（図示せず）からの加圧用ガスを配管Ｌｄ内へ充填する。所定の圧力条件
で安定した状態で、開閉弁Ｖｄを閉状態にする。このときの圧力条件は、配管Ｌｂ内の液
体材料を押し出すだけの加圧用ガスを配管Ｌｄに確保できるように設定される。また、本
操作は、上記操作［３−２］と同時に行うこともできる。
［３−４］定量供給器上部の開放（配管Ｌｂ経由）
図４（Ｄ）に示すように、開閉弁Ｖｂを開状態にして、定量供給器２内と充填容器１内
を同じ圧力にする。このとき、定量供給器２内の上部に圧縮された搬送ガスの圧力によっ
て配管Ｌｂ内に導入された液体材料の一部が押出されるが、一部残留する可能性がある。
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［３−５］配管Ｌｂへの加圧用ガスの導入
図４（Ｅ）に示すように、開閉弁Ｖｃを開状態にして、定量供給器２および開閉弁Ｖｂ
を介して加圧用ガスを配管Ｌｂ内に導入し、配管Ｌｂ内に残留する液体材料があれば充填
容器１内に戻す。
［３−６］充填容器への定量補充
図４（Ｆ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態、開閉弁Ｖａを開状態にし、定量供給器
２内に充填された液体材料を自重によって充填容器１に補充する。
【００５２】
上記［３−２］〜［３−６］の操作は、配管Ｌｂ内部に液体材料が混入するおそれがあ
る場合に効果的であり、定量供給器２内の液体材料を自重で充填容器１に押し出すことが
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できる。このときも、加圧用ガスとして搬送ガスと同じガスを用い、配管Ｌｂの残留液を
除去できる量の加圧用ガスであれば、消費設備４に供給される液体材料の供給量に与える
影響もほとんどなく、液体材料を消費設備４に供給しながら、充填容器１に補充すること
が可能である。
【００５３】
〔配管Ｌｂが液面と接触あるいは液層内に浸る可能性がある場合の液体材料の補充〕
配管Ｌｂが液面と接触あるいは液層内に浸る可能性は、（ｉ）突発的あるいは一時的に
生じた場合、（ii）充填容器１の容量に比較して液体材料の供給量が多く、定量供給器２
からの補充量が充填容器１の容量の相当量を占める場合、あるいは（iii）消費量の変動
に伴い供給量が消費量を上回った場合などいくつかあるが、いずれにしても、配管Ｌｂ内

40

に液体材料が導入されていると、定量供給器２内の液体材料の自重による落下が生じない
ことがあるため、これを排除するために上記［２］および［３］と異なる方法を採る必要
がある。
【００５４】
つまり、充填容器１内の液体材料の減少量が補充量を下回った場合、上記［２］および
［３］の操作を継続すると、充填容器１内の配管Ｌｂの他端に液面が接するまで、定量供
給器２から充填容器１まで材料が補充される。厳密には、開閉弁Ｖａが開状態となり、定
量供給器２から自重により液体材料が落下すると、定量供給器２上部が減圧状態となり配
管Ｌｂ内に液体材料が導入され（あるいは導入された液体材料が上昇し）、その液面が定
量供給器２内の液面の高さと等しくなる。この動作により、充填容器１内の液面の高さは
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配管Ｌｂの他端の位置よりも高く補充されることはなく、配管Ｌｂ内に液体材料が詰まっ
ている状態でかつ充填容器１内の液面が配管Ｌｂの他端を下回った場合、開閉弁Ｖａ，Ｖ
ｂが開状態の状態でも定量供給器２内の材料が充填容器１内に補充されることはない。従
って、以下の操作によって充填容器１へ液体が補充されるとともに、過充填を防止するこ
とができる。
【００５５】
［４］配管Ｌｂが液面と接触あるいは液層内に浸った状態となった場合
本装置における充填容器１内への一定量の液体材料の補充操作において、ある時間にお
ける液体材料の補充後に、配管Ｌｂが液層１ａ内に浸った状態となり、次の操作を行う場
合を例に挙げ、図５を基に説明する。

10

【００５６】
［４−１］補充待機状態
図５（Ａ）に示すように、初期状態として開閉弁Ｖ１，Ｖ２，Ｖａ，Ｖｂは開状態とし
、充填容器１と定量供給器２は開放状態とする。ここで、拡大図に示すように、液層１ａ
内に浸った配管Ｌｂ内の液面は、その他端より上方に位置し、配管Ｌａ内の液面は、配管
Ｌｂ内の液面と略一致する高さに位置する。
［４−２］定量供給器への液体材料の充填
図５（Ｂ）に示すように、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを閉状態にした後、開閉弁Ｖ３を開状態に
して、貯留容器（図示せず）からの液体材料を定量供給器２内へ充填する。充填後、開閉
弁Ｖ３を閉状態にする。

20

［４−３］配管Ｌｄへの加圧用ガスの充填
図５（Ｃ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態したまま開閉弁Ｖｄを開状態にして、加
圧用ガスを配管Ｌｄ内へ充填する。所定の圧力条件で安定した状態で、開閉弁Ｖｄを閉状
態にする。このときの圧力条件は、配管Ｌｂ内の液体材料を押し出すだけの加圧用ガスを
配管Ｌｄに確保できるように設定される。また、本操作は、上記操作［４−２］と同時に
行うこともできる。
［４−４］定量供給器上部の開放（配管Ｌｂ経由）
図５（Ｄ）に示すように、開閉弁Ｖｂを開状態にして、定量供給器２内と充填容器１内
を略同じ圧力にする。このとき、定量供給器２内の上部に圧縮された搬送ガスの圧力によ
って配管Ｌｂ内に導入された液体材料の一部あるいは全部が押出される。
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［４−５］配管Ｌｂへの加圧用ガスの導入
図５（Ｅ）に示すように、開閉弁Ｖｃを開状態にして、定量供給器２内を介して加圧用
ガスを配管Ｌｂ内に導入し、残留する液体材料があれば配管Ｌｂ内の液面に戻される。充
填容器１内の液面は、配管Ｌｂの液面よりも高いため、加圧用ガスの一部は、配管Ｌｂの
他端から液層１ａ内をバブリングする。バブリング後の配管Ｌｂ内の液面は、拡大図のよ
うに、配管Ｌｂの他端に位置する。
［４−６］充填容器への定量補充
図５（Ｆ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態、開閉弁Ｖａを開状態にし、定量供給器
２内に充填された液体材料を自重によって充填容器１に補充する。同時に、定量供給器２
内の液面低下に伴う上部の減圧により、配管Ｌｂの他端から液面が上昇し、拡大図のよう
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に、定量供給器２あるいは配管Ｌａ内の液面と配管Ｌｂ内の液面が一致する高さで安定す
る。従って、定量供給器２内に充填された液体材料の全量が充填容器１に補充されるので
はなく、一部が定量供給器２あるいは配管Ｌａ内に残留する。
【００５７】
上記［４−２］〜［４−６］の操作は、配管Ｌｂが液面と接触あるいは液層内に浸る可
能性がある場合に効果的であり、定量供給器２内の液体材料の一部を自重で充填容器１に
補充するとともに、配管Ｌｂ内の液面上昇によって過充填を防止することができる。
【００５８】
［５］定量供給器内に液体材料が残留した状態の場合
本装置における充填容器１内への一定量の液体材料の補充操作において、上記［４］の
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操作の後、配管Ｌｂが液層１ａ内に浸り、定量供給器２内に液体材料が残留した状態で、
次の操作を行う場合を例に挙げ、図６を基に説明する。
【００５９】
［５−１］補充待機状態
図６（Ａ）に示すように、初期状態として開閉弁Ｖ１，Ｖ２，Ｖａ，Ｖｂは開状態とし
、充填容器１と定量供給器２は開放状態とする。ここで、拡大図に示すように、液層１ａ
内に浸った配管Ｌｂ内の液面は、その他端より上方に位置し、定量供給器２内の液面は、
配管Ｌｂ内の液面と略一致する高さに位置する。
［５−２］定量供給器への液体材料の充填
図６（Ｂ）に示すように、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを閉状態にした後、開閉弁Ｖ３を開状態に

10

して、貯留容器（図示せず）からの液体材料を定量供給器２内へ充填する。充填後、開閉
弁Ｖ３を閉状態にする。このとき、定量供給器２内には液体材料が残留しており、新たな
充填量は、上記操作［２−２］〜［４−２］に比較して少量となる。
［５−３］配管Ｌｄへの加圧用ガスの充填
図６（Ｃ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態したまま開閉弁Ｖｄを開状態にして、加
圧用ガスを配管Ｌｄ内へ充填する。所定の圧力条件で安定した状態で、開閉弁Ｖｄを閉状
態にする。このときの圧力条件は、配管Ｌｂ内の液体材料を押し出すだけの加圧用ガスを
配管Ｌｄに確保できるように設定される。また、本操作は、上記操作［５−２］と同時に
行うこともできる。
［５−４］定量供給器上部の開放（配管Ｌｂ経由）
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図６（Ｄ）に示すように、開閉弁Ｖｂを開状態にして、定量供給器２内と充填容器１内
を同じ圧力にする。このとき、定量供給器２内の上部には、圧縮された搬送ガスが少量で
あり、その圧力によって押出される配管Ｌｂ内に残留していた液体材料は、上記操作［３
−３］や［４−３］に比較して少量となる。
［５−５］配管Ｌｂへの加圧用ガスの導入
図６（Ｅ）に示すように、開閉弁Ｖｃを開状態にして、定量供給器２内を介して加圧用
ガスを配管Ｌｂ内に導入し、残留する液体材料があれば配管Ｌｂ内の液面に戻される。充
填容器１内の液面は、配管Ｌｂの液面よりも高いため、加圧用ガスの一部は、配管Ｌｂの
他端から液層１ａ内をバブリングする。バブリング後の配管Ｌｂ内の液面は、拡大図のよ
うに、配管Ｌｂの他端に位置する。
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［５−６］充填容器への定量補充
図６（Ｆ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態、開閉弁Ｖａを開状態にし、定量供給器
２内に充填された液体材料を自重によって充填容器１に補充する。同時に、定量供給器２
内の液面低下に伴う上部の減圧により、配管Ｌｂの他端から液面が上昇し、拡大図のよう
に、定量供給器２あるいは配管Ｌａ内の液面と配管Ｌｂ内の液面が一致する高さで安定す
る。このとき、充填容器１内の液面は、配管Ｌｂの液面よりも高いため、補充量は、上記
操作［２−３］、［３−６］および［４−６］に比較して少量となる。液体材料の一部が
定量供給器２に残留する。
【００６０】
上記［５−２］〜［５−６］の操作は、配管Ｌｂが液層内に浸った場合に効果的であり
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、定量供給器２内の液面と充填容器１内の液面の差に相当する範囲内において液体材料を
自重で充填容器１に補充するとともに、配管Ｌｂ内の液面上昇によって過充填を防止する
ことができる。なお消費量の増大が予定されている場合等、定量供給器２内の液体材料の
全量を補充したい場合には、開閉弁Ｖｂを閉状態，開閉弁ＶｃおよびＶｂを開状態として
、流路Ｌｄからの加圧用ガスを定量供給器２内に導入することによって、自重ではなく圧
送によって液体材料の全量を充填容器１に補充することができる。
【００６１】
［６］定量供給器内の液体材料の液量を基に補充量を設定する場合
上記のように、配管Ｌｂに液面が接触している場合、定量供給器２内の液体は、自重に
よって充填容器１に補充されることはないため、定量供給器２内に液体が残った状態で補
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充操作が繰り返されると、定量供給器２内に液体材料が充満して気層部分がなくなり、定
量供給器２の上部から液体材料が流れ出し、開閉弁Ｖｂおよび配管Ｌｂを介して充填容器
１へ液体材料が補充されてしまう。そこで、定量供給器２内に所定量（例えば３０ｍＬの
内容積を有する定量供給器２の内の１５ｍＬ）の液体材料が残っている場合は、定量供給
器２への液体材料の補充操作をしないようにすれば、気層部分が常に一定量以上保たれる
。次の操作を行う場合を例に挙げ、図７を基に説明する。
【００６２】
［６−１］補充待機状態
図７（Ａ）に示すように、初期状態として開閉弁Ｖ１，Ｖ２，Ｖａ，Ｖｂは開状態とし
、充填容器１と定量供給器２は開放状態とする。このとき、拡大図のように定量供給器２

10

の内部に液体材料が残っている。例えば、定量供給器２の内容量を３０ｍＬとし、流路Ｌ
ｄの内容量を１５ｍＬ、充填容器１および定量供給器２内の圧力が１０Ｋｐａであったと
する。このときの圧力計Ｐｃの圧力値をメモリする（Ｐｃ＝Ｐａ＝１０ｋＰａ）。
［６−２］配管Ｌｄへの加圧用ガスの充填
図７（Ｂ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態したまま開閉弁Ｖｄを開状態にして、加
圧ガス供給装置（図示せず）からの加圧用ガスを配管Ｌｄ内へ充填する。所定の圧力条件
で安定した状態で、開閉弁Ｖｄを閉状態にする。圧力計Ｐｄの圧力値をメモリする。
［６−３］定量供給器への加圧用ガスの充填
図７（Ｃ）に示すように、開閉弁Ｖｃを開状態にして、配管Ｌｄからの加圧用ガスを定
量供給器２内へ導入する。この時の圧力計Ｐｃの圧力変化量ΔＰにより定量供給器２内の
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気層部体積を求める。例えば、この時気層部の体積が１５ｍＬとすると残りの部分の体積
１５ｍＬが液体体積となる。
【００６３】
［６−４］定量供給器内に液体材料が一定量以下の場合
上記操作［６−３］において、定量供給器内に液体材料が一定量以下の場合（例えば１
５ｍＬ未満）、図７（Ｄ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態、開閉弁Ｖｂを開状態とし
て定量供給器２内の圧力を充填容器１の圧力と同じにする。
［６−５］定量供給器への液体材料の充填
図７（Ｅ）に示すように、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを閉状態にした後、開閉弁Ｖ３を開状態に
して、定量供給器２内の充填量が１５ｍＬとなるように、貯留容器（図示せず）からの液
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体材料を定量供給器２内へ充填する。充填後、開閉弁Ｖ３を閉状態にする。同時に、上記
操作［６−２］開閉弁Ｖｄを開状態として、流路Ｌｄに加圧用ガスを充填しておく。
［６−６］定量供給器上部の開放（配管Ｌｂ経由）
図７（Ｆ）に示すように、開閉弁Ｖ３，Ｖｄを閉状態、開閉弁Ｖｂを開状態にして、定
量供給器２内と充填容器１内を略同じ圧力にする。このとき、定量供給器２内の上部に圧
縮された搬送ガスの圧力によって配管Ｌｂ内に導入された液体材料の一部が押出されるが
、一部残留する可能性がある。
［６−７］配管Ｌｂへの加圧用ガスの導入
図７（Ｇ）に示すように、開閉弁Ｖｂ，Ｖｃを開状態にして、定量供給器２および開閉
弁Ｖｂを介して加圧用ガスを配管Ｌｂ内に導入し、残留する液体材料があれば充填容器１
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内に戻す。
［６−８］充填容器への定量補充
図７（Ｈ）に示すように、開閉弁Ｖｃを閉状態、開閉弁Ｖａ，Ｖｂを開状態にし、定量
供給器２内に充填された液体材料の一部を自重によって充填容器１に補充する。
［６−９］充填容器への補充と消費設備への供給
一定時間が経つと、配管Ｌｂの他端が液面に接触することがない状態となり、上記操作
［２］を行うことができる。充填容器１内の液体材料の消費量が分かっている場合は、想
定消費量に対して補充量が同量になるように補充間隔を制御し、上記［２−２］→［２−
３］の操作を繰り返せば、バッチ方式により、液面はある一定の変化範囲に制御すること
ができる。定量供給器内に補充される液体材料量が１５ｍＬ、液体材料の消費速度が５ｍ
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Ｌ／ｍｉｎの場合、３分に１回この補充動作を行うことによって、安定したＤＥＺｎの供
給を行うことができる。
【００６４】
［６−１０］定量供給器内に液体材料が一定量存在する場合
上記操作［６−３］において、定量供給器２内に液体材料が一定量存在する場合（例え
ば１５ｍＬ以上）、開閉弁Ｖｂを開状態の状態にし、次のタイミングの液体材料補充まで
待つ。一定時間が経つと、配管Ｌｂの他端が液面に接触することがない状態となり、上記
操作［２］を行うことができる。この設定時間は液体材料の消費速度と定量供給器２の容
量によって決める。例えば、定量供給器２内に充填される液体材料量が１５ｍＬ、液体材
料の消費速度が５ｍＬ／ｍｉｎの場合、３分に１度程度の繰返しを行う。

10

【００６５】
上記操作により定量供給器２内に液体材料が存在している場合は、充填容器１内の液面
と配管Ｌｂが接触していると判断できる。つまり、他の液面センサを用いることなく、液
体材料を補充しなくてはいけない状態か、あるいは補充が必要な状態なのか判断すること
ができる。また、定量供給器１内に搬送ガスが存在する状態にて液体材料を補充できるの
で、ウォーターハンマーを防止することができ、開閉弁や圧力計を破損させる大きな原因
を取り除くこともできる。そして急激な圧力変化によるストレスによって分解・変性する
ような材料にとっては穏やかに定量供給器２へ補充することができるため、材料の品質を
保つためにも有効な手段である。
【００６６】
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なお、上記操作［４］〜［６］においては、定量供給器２内の液体材料の補充を制限し
て過充填の防止を図ったが、消費量の増大が予定されている場合等、定量供給器２内の液
体材料の全量を補充したい場合には、開閉弁Ｖｂを閉状態，開閉弁ＶｃおよびＶｂを開状
態として、流路Ｌｄからの加圧用ガスを定量供給器２内に導入することによって、自重で
はなく圧送によって液体材料の全量を充填容器１に補充することができる。つまり、流路
Ｌｄを所定の加圧条件にした状態から、定量供給器２と流路Ｌｄの導通および定量供給器
２と配管Ｌｂの導通を行い、定量供給器，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液体材料
を充填容器１内に補充した後、上記［２］〜［６］のいずれかの操作を行うことによって
、液面を一定に制御することができる。具体的には、定量供給器２の上部に加圧可能な流
路Ｌｄを設け、加圧用ガスを用いて流路Ｌｄ内および充填容器１内の加圧状態を作り出し
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、各圧力値を監視することによって、定量供給器２内の液体材料の液量を測定するととも
に、こうした加圧状態を利用し、定量供給器２，配管Ｌａおよび配管Ｌｂ内に残留する液
体材料を充填容器１内に補充し、定量供給器２内に液体材料の残量がないようにすること
によって、充填容器内の液面を一定に制御することができる。
【００６７】
〔その他の補充操作について〕
本装置は、こうした消費量が変動する場合にあっても、液面を充填容器１内の圧力によ
ってモニタし、定量供給器２からの補充量を制御することによって、液体材料の液面を一
定に保つことができ、安定した液体材料の供給を行うことができる。つまり、消費設備４
の仕様や種類によっては、消費量が安定しない場合あるいは常時変動する場合がある。こ
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のとき、充填容器１内の圧力をモニタし、定量供給器２に充填された液体材料を充填容器
１内に補充した前後の圧力値から液面の位置を推算し、過量の場合は補充を停止し、不足
がある場合は不足量を定量供給器２に液体材料を充填し、定量供給器２内の液体材料を充
填容器１内に補充し、液面が一定となるように制御することができる。特に、充填容器１
内に補充する時に搬送ガスを停止し、充填容器１内を液面および空間を安定化することに
よって、精度よく制御することができる。なお、定量供給器２からの補充量は、定量供給
器２の一定容量分を繰り返して制御する方法と、容量を大きくし、その容量分の繰り返し
と内容積の一部による微調整とを組み合わせて制御する方法のいずれも用いることが可能
である。
【符号の説明】
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【００６８】
１

充填容器

１ａ，３ａ

液層

２

定量供給器

３

貯留容器

４

消費設備

Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌｃ，Ｌｄ，Ｌｅ
Ｌａ，Ｌｂ

流路

配管

Ｐａ，Ｐｃ，Ｐｄ

圧力計

Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖａ，Ｖｂ，Ｖｃ，Ｖｄ

【図１】

開閉弁

【図３】

【図４】
【図２】
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【図５】

【図６】

【図８】

【図９】

【図７】
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１４／２４

Ｇ０１Ｆ

２３／１４−２３／１８；２２／０２

40

