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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル制御されるセンサシステムであって、
　センサと、
　該センサに接続され、アナログセンサ信号を生成するように構成されたアナログフロン
トエンドモジュールと、
　該アナログセンサ信号をデジタルセンサ信号に変換するように構成されたアナログ－デ
ジタル変換器と、
　該デジタルセンサ信号を受信し、該デジタルセンサ信号を処理し、該デジタルセンサ信
号に対応する測定されたパラメータを示す出力信号を提供するように構成されたデジタル
コントローラであって、該デジタルコントローラは制御ループの反復を行うように構成さ
れたカーネルモジュールを利用し、該制御ループの反復のそれぞれにおいて、該制御ルー
プは、第１のタスクのセットの全てのタスクの実行および第２のタスクのセットの中の１
つのタスクの実行を含む、デジタルコントローラと
　を含む、センサシステム。
【請求項２】
　前記デジタルコントローラは、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）にインプリメントさ
れ、該ＤＳＰは前記センサに埋め込まれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　センサシステムをデジタル制御する方法であって、
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　アナログ－デジタル変換器にセンサからのアナログセンサ信号を受信するステップと、
　該アナログ－デジタル変換器により、該アナログセンサ信号をデジタルセンサ信号に変
換するステップと、
　デジタルコントローラにより、該デジタルセンサ信号を処理して、該デジタルセンサ信
号に対応する測定されたパラメータを示す出力信号を提供するステップと、
　該デジタルコントローラにより利用されるカーネルモジュールにおいて制御ループの反
復を行うステップであって、該制御ループの反復のそれぞれにおいて、該制御ループは、
第１のタスクのセットの全てのタスクの実行および第２のタスクのセットの中の１つのタ
スクの実行を含む、方法。
【請求項４】
　前記デジタルコントローラは、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）にインプリメントさ
れ、該ＤＳＰは前記センサに埋め込まれる、請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、センサを動作させるシステムおよび方法、より具体的には、内部ゲ
ージ機能を処理する、カーネルおよびゲージ制御アルゴリズムを含む、高度デジタル信号
プロセッサを用いるデジタルキャパシタンスダイヤフラムゲージ用の埋め込み制御システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの製造プロセスが、重要な処理工程の間、正確、かつ繰り返すことができる圧力測
定を必要としている。これらのプロセスは、プロセスチャンバ圧力の正確な判定を達成す
るために、キャパシタンスダイヤフラムゲージに依存し得る。キャパシタンスダイヤフラ
ムゲージ（またはキャパシタンスマノメータ）は、半導体産業において、広く用いられて
いる。部分的には、これは、通常、この産業の腐食性サービスに適している。また、精度
が高く汚染に対して耐性があるので好まれる。
【０００３】
　キャパシタンスマノメータは、プロセスチャンバ内の圧力などのパラメータを測定する
ために用いられ得るタイプのセンサである。キャパシタンスマノメータは、ダイヤフラム
によって分離された２つのチャンバを含むハウジングを有する。チャンバのうちの１つは
、圧力が測定されるプロセスチャンバまたは導管と流体連通状態にある。マノメータの他
のチャンバは、通常（必ずではないが）、真空にされる。他のチャンバは、圧力基準チャ
ンバである。プレートがマノメータハウジングの上、およびダイヤフラムの上に位置する
。これらのプレートは、測定されるキャパシタンスを有する。プロセスガスは、第１のチ
ャンバに入るとき、ダイヤフラムに対して圧力をかけ、ダイヤフラムを移動させる。ダイ
ヤフラムに接続された容量プレートは、結果として、マノメータハウジングに接続された
プレートに向かって移動し、プレート間のキャパシタンスを変化させる。キャパシタンス
の変化は、圧力の増大に対応し、圧力の測定として用いられ得る。
【０００４】
　キャパシタンスマノメータは、通常、検出電極の相対的移動から得られる、電気キャパ
シタンスの変化を測定することによって動作する。キャパシタンスの変化は、各種の異な
るタイプの電気インターフェース、例えば、バランスがとられたダイオードブリッジイン
ターフェース、ガードされた二次変換器ベースブリッジインターフェース、および適合さ
れた基準キャパシタブリッジインターフェースなどを用いて、測定され得る。これらのイ
ンターフェースは、キャパシタンスの変化を判定し、測定されたパラメータの対応する変
化を判定するため、マノメータの容量プレートに接続された回路を用いて、キャパシタン
スの変化を測定する。
【０００５】
　キャパシタンスダイヤフラムゲージの主な利点のうちの１つは、非常に小さいダイヤフ
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ラムの動きを検出し、従って、非常に小さい測定されたプロセスパラメータの変化も検出
することができる能力である。これらのセンサの精度は、代表的には、生成される示数の
０．２５～０．５％である。例えば、代表的なキャパシタンスダイヤフラム圧力センサに
おいて、薄いダイヤフラムは、１０～５Ｔｏｒｒまで測定することができる。より厚いが
、凹凸があるダイヤフラムは、低真空から大気の範囲まで測定することができる。幅広い
真空の範囲を対象とするため、２つより多いキャパシタンス検出ヘッドが、複数範囲のパ
ッケージに接続される。
【０００６】
　差動キャパシタンスマノメータを利用するシステムは、概して、圧力示数の繰り返し性
について、厳しい要件を有し、オフセットドリフトは、通常、一日あたり、フルスケール
の０．２％に制限されている。差動キャパシタンスマノメータのフルスケール偏差は、通
常、０．２　２．０ｐＦ（１０～１２Ｆ）のキャパシタンス変化を引き起こす。従って、
検出素子に対する電子インターフェース（「アナログフロントエンド」または「ＡＦＥ」
）は、一日あたり、０．０４フェムトファラッド（１０～１５Ｆ）を超えるドリフトを受
けることはない。
【０００７】
　厳しい性能要件に加えて、顧客は、差動キャパシタンスマノメータベースシステムが、
他のプロセス機器における進歩の利点を生かすことを可能にする機能をより要求するよう
になってきている。例えば、デジタル通信、埋め込み型診断法、およびより低い温度感受
性が、現在、最新のプロセス技術の一部によって必要とされる。従来のキャパシタンスダ
イヤフラムゲージは、これらの要件を満たしていないことが多い。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（発明の要旨）
　上記の問題のうちの１つ以上は、本発明の様々な実施形態によって解決され得る。大ま
かに言うと、本発明は、センサをデジタル制御するシステムおよび方法を含む。本発明の
様々な実施形態は、従来技術によるセンサを動作させるシステムおよび方法に関連する不
利な点および問題点を実質的に減らすか、または、なくす。
【０００９】
　ある実施形態において、キャパシタンスダイヤフラムゲージ用のデジタルコントローラ
がデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）に埋め込まれる。コントローラは、センサアナログ
フロントエンドから可変ゲインモジュール、ゼロオフセットモジュール、およびアナログ
－デジタル変換器（ＡＤＣ）を介して、デジタル化された入力を受け取る。コントローラ
は、受け取った入力を、可変ゲインおよびゼロオフセットモジュールを調整することによ
って、自動的にスケーリングする。コントローラはまた、センサにおいて適切な温度を維
持するように、ヒーターアセンブリをモニタリングし、調整する。コントローラは、処理
するリソースをゲージコントローラモジュールの様々なタスクに割り当てるカーネルソフ
トウェアモジュールを利用する。カーネルモジュールは、ループの反復をそれぞれ実行し
、各反復において、優先度が高いタスクのセットの全てが行われ、より優先度が低いタス
クのセットのうちの１つが行われる。これにより、コントローラモジュールは、予備機能
（例えば、自動スケーリング、ゼロオフセット調整および埋め込まれた診断）を行いなが
ら、正確な周期的インターバルで、センサ測定出力を提供する。
【００１０】
　本発明のシステムおよび方法は、従来技術と比較して複数の利点を提供し得る。例えば
、本発明のシステムおよび方法は、コントローラが、同時に、デジタルツールコントロー
ラインターフェースおよび埋め込み型診断ポートインターフェースを提供することを可能
にし得る。さらに、本発明のシステムおよび方法は、コントローラ内の埋め込み型診断を
可能にし得る。コントローラのデジタルエンジンは、システム変数を別個にモニタリング
することができ、ツールコントローラおよび/または埋め込み型診断ポートにデータを継
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ぎ目なく提示することができる。システム変数には、ゲージ圧力、センサ温度（単数また
は複数）、ヒータードライブ（単数または複数）、周囲温度、前処理済ゲージ圧力、ゼロ
オフセット、およびデバイスステータスが含まれるが、これらに限定されない。さらに、
本発明のシステムおよび方法においては、手動調整用の電位差計は必要ない。１つのゲー
ジバランシング抵抗器が組み立ての間にインストールされることを除けば、全ての較正調
整が、自動化較正スタンドによって、デジタルに行われる。全ての較正パラメータは、不
揮発性メモリに格納され、埋め込み型診断ポートを介してアクセス可能である。さらに、
本発明のシステムおよび方法は、埋め込み型診断ポートを介する、ゲージの線形化および
センサヒーターコントローラの線形化を可能にし得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の他の目的および利点は、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を参照すること
によって、明らかになり得る。
【００１２】
　本発明は、様々な改変例および別の形態が可能であるが、特定の実施形態が、例示のた
め、図面および詳細な説明に示されている。しかし、図面および詳細な説明は、本発明を
、記載される特定の実施形態に限定する意図を持たないことが理解されるべきである。む
しろ、この開示内容は、特許請求の範囲の中に含まれる全ての改変例、均等物、代替例を
対象とするように意図されている。
【００１３】
　（詳細な説明）
　本発明の好適な実施形態を以下に説明する。以下に説明されるこの実施形態および任意
の他の実施形態は、例に過ぎず、本発明を限定ではなく、例示することが留意されるべき
である。
【００１４】
　大まかに言うと、本発明は、センサをデジタル制御するシステムおよび方法を含む。本
発明の各種の実施形態は、従来技術によるセンサを動作させるシステムおよび方法に伴う
短所および問題点を実質的に減らすか、またはなくし得る。
【００１５】
　ある実施形態において、キャパシタンスダイヤフラムゲージ用のデジタルコントローラ
は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）に組み込まれている。コントローラは、センサＡ
ＦＥから、可変ゲインモジュール、ゼロオフセットモジュール、およびアナログデジタル
コンバータ（ＡＤＣ）を介して、デジタル化された入力を受け取る。コントローラは、受
け取った入力を、可変ゲインおよびゼロオフセットモジュールを調節することによって、
スケーリングする。コントローラはまた、センサにおいて適切な温度を維持するように、
ヒーターアセンブリをモニタリングし、調節する。
【００１６】
　コントローラは、プロセスするリソースを、ゲージコントローラモジュールの各種のタ
スクに割り当てるカーネルモジュールを利用する。カーネルモジュールは、それぞれ、ル
ープの反復を実行する。反復のたびに、高い優先度のタスクのセットの全てが行われ、よ
り低い優先度のタスクのセットのうち１つが行われる。ある実施形態において、高い優先
度のタスクには、センサからのデジタル化された入力を読むこと、入力を線形化すること
、および圧力出力を提供することが含まれる。より低い優先度のタスクには、シリアル通
信インターフェース（ＳＣＩ）メッセージを提供すること、コントロールエリアネットワ
ーク（ＣＡＮ）メッセージを提供すること、周囲温度について補償すること、センサヒー
ターを制御すること、温度およびステータスＬＥＤを制御すること、ゼロ圧力および過度
の圧力をチェックすることなどが含まれる。
【００１７】
　正確で、繰り返すことができ、かつ温度が補償された圧力出力を生成し、同時に、デジ
タルツールコントローラインターフェース、独立した診断方法インターフェース、閉じら
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れたループヒーターコントローラ、および他のゲージ機能をサポートするため、コントロ
ーラのデジタルエンジンは、システム変数をモニタリングする。これらの機能の全ては、
ゲージの精度および性能に影響を与えることなしに、実行される。
【００１８】
　利点。差動キャパシタンスマノメータシステムの新たな要件の多くを満たすため、デジ
タルコントロールシステムが必要とされ得る。従来のアナログ信号は、ノイズ、グラウン
ドループ、および信号損失の影響を受けやすい。これらの問題点は、デジタル通信を用い
ると、デジタル通信がノイズおよび信号劣化に対して耐性を有するため、解決され得る。
ある実施形態において、ゲージ上のデジタル通信インターフェースは、埋め込み型デジタ
ルコントロールシステムを用いて実現され得る。
【００１９】
　従来技術は、診断機能を、たとえあったとしても、ほとんど提供しない。従来のアナロ
グゲージは、診断されるツールから取り除かれる必要がある。本発明のシステムおよび方
法を用いることによって、ゲージは、問題を診断または解決するために取り除かれる必要
がなくなる。内部システムパラメータは、通常の動作中に、例えば、デジタル診断ポート
、またはＰＣ、ノートブックコンピュータ、ＰＤＡ、または較正スタンドを介して、モニ
タリング、または取り出される。ゲージはまた、ツールまたはゲージ問題の解決を容易に
する埋め込み型診断方法を含み得る。このような機能は、ツールまたはセンサの問題点が
素早く特定され、解決されることを可能にすることによって、所有にかかるコストを低減
し得る。
【００２０】
　従来のアナログゲージは、主として手動較正のうちの１つであるプロセスを通じて、複
数の電位差計を調節することによって較正される。しかし、本発明のシステムおよび方法
は、自動較正に（例えば、自動化された較正スタンドによって）備え得る。ある実施形態
において、埋め込み型デジタルエンジンは、製造のコストを下げ、デバイスごとのばらつ
きを低減する、自動化された較正およびテストを可能にする。従来技術とは対照的に、電
位差計は必要とされない。較正がデジタル、かつ自動的に行われるので、人為的なばらつ
きの可能性がずっと低くなる。従って、より高いレベルの精度、繰り返し性、デバイスか
らデバイスへの再現性が可能である。
【００２１】
　高性能キャパシタンスダイヤフラムゲージは、通常、温度係数要件に左右される。すな
わち、温度のばらつきに対するゲージの感度は、最小である必要がある。温度係数地を低
減させることは、概して、精度センサヒーター制御システムを必要とする。また、高度な
ヒーター制御も、デジタル技術を用いてヒーター出力をモニタリングし、制御する、本発
明のシステムおよび方法によって容易にされる。本発明のシステムおよび方法はまた、電
子回路の温度のばらつきを補償するように、周囲温度の測定を利用する。
【００２２】
　従って、本発明のシステムおよび方法は、高いレベルのゲージ性能を提供し、ホスト機
器および診断設備との同時デジタル通信を可能にする。さらに、本発明のシステムおよび
方法は、ゲージを製造するコストおよびエンドユーザの所有にかかるコストを低減し得る
。
【００２３】
　（好ましい実施形態）
　図１を参照すると、デジタルコントローラを有するセンサシステムの構造を例示する機
能的なブロック図が示されている。この図に示す実施形態において、コントローラは、デ
ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１１０にインプリメントされている。他の実施形態にお
いて、コントローラは、マイクロコントローラまたは他のデータプロセッサにインプリメ
ントされ得る。コントローラは、センサ１０からのデジタルからされた入力を受け取り、
入力を処理し、センサおよび関連する部材を制御し、様々なサービス機能を行い、出力デ
ータをユーザに提供する。ある実施形態において、コントローラＤＳＰは、センサに埋め
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込まれている（一体である）。
【００２４】
　圧力取得。この実施形態において、センサ（例えば、キャパシタンスダイヤフラムゲー
ジ）１０からの信号は、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）３０によって電圧に変換され
る。その後、ＡＦＥ信号は、プログラマブルゲインアンプ４０によって増幅され、ゼロオ
フセットモジュール５０によってゼロ調整される。プログラマブルゲインアンプ４０とゼ
ロオフセットモジュール５０との両方は、埋め込まれたコントローラ、ＤＳＰ１１０によ
って制御される。その後、増幅され、オフセットされたアナログ信号は、アナログ－デジ
タル変換器（ＡＤＣ）６０によってデジタル信号に変換される。その後、ＡＤＣ６０は、
デジタル信号を、埋め込まれた制御コードからのコマンドに際して、プロセッサに通信し
得る。
【００２５】
　プログラマブルゲインアンプ４０およびゼロオフセットモジュール５０は、センサ出力
がセンサごとに大きく異なり得るので、ＡＦＥ３０によって生成される信号を変更するた
めに用いられる。従って、信号は、デジタル化の前に、適切なレベルに自動的に調整され
る。これらの部材は、従来技術によるシステムにおいて、ゲインおよびオフセット調整に
用いられる電位差計の代わりとなる。正しくない調整の影響を受けやすく、通常高い温度
係数を有する電位差計をなくすことによって、ゲージ性能は向上する。
【００２６】
　信号処理。ＤＳＰ１１０によって受け取られるデジタル化された圧力信号は、デジタル
技術を用いて、非線形センサ信号を線形圧力信号に変換するように、処理される。このプ
ロセスは、コントローラの自動較正のあいだ計算された定数に基づく線形化アルゴリズム
を利用する。これらの定数は、ＥＥＰＲＯＭ１５０内の不揮発性メモリにおいて維持され
る。温度補償アルゴリズムはまた、電子機器における温度のばらつきを補償するように信
号を処理するために用いられる。
【００２７】
　デジタル信号は、ＤＳＰによって処理された後、１つ以上の出力ポートに送信され得る
。デジタル信号は、コントロールエリアネットワーク（ＣＡＮ）トランシーバ１０１など
のデジタルデバイスまたはネットワークに直接転送されてもよい。その後、デジタルデバ
イスまたはネットワークは、デジタル信号を、ＤｅｖｉｃｅＮｅｔネットワーク１０２、
またはＲＳ２３２／４８５埋め込み型診断ポートにとって利用可能にし得る。デジタル信
号は、ＤｅｖｉｃｅＮｅｔネットワーク１０２、またはＲＳ２３２／４８５埋め込み型診
断ポートを介して、較正スタンド、ＰＣ、または他のデバイスにとって利用可能にされ得
る。処理されたデジタル信号はまた、デジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ）７０に送信さ
れ、アナログデバイスに適したアナログ信号が生成される。アナログ信号は、回路１０３
によってスケーリングされ、必要であれば、デバイス１０４に伝送される前に、アルゴリ
ズムによって線形化される。
【００２８】
　ゼロオフセット。ゼロオフセットは、ベース圧力またはゲージの検出分解能未満の圧力
にさらされる場合のゲージの出力である。従来のＣＤＧにおける問題点の１つは、ゲージ
におけるゼロオフセットドリフトの制御である。ほとんどのゲージが、時間が経つにつれ
、ゼロオフセット値のある程度のドリフトまたはずれを受ける。従って、ゲージは、ドリ
フトを補償するために、周期的に調整される必要がある。従来のゲージは、ユーザ（例え
ば、技術者）が電位差計をベース圧力がかけられる場合にゲージ出力がゼロボルトを示す
まで調整することを必要とする。
【００２９】
　本発明によるシステムおよび方法は、調整電位差計をなくすことによって、このゼロ調
整プロシージャを簡略化する。コントローラは、圧力信号をモニタリングし、適切なコマ
ンドに応答してゼロオフセットモジュール５０を自動的に調整するように構成される。ゼ
ロオフセットの調整がコントローラによって自動的に行われるので、ゼロオフセットを調
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整するために必要な時間は最小限にされる。また、電位差計の調整における人的エラーの
可能性がなくなるため、正確でない調整のリスクが低減される。（調整の精度が、通常、
電位差計の手動調整によって得られる精度よりも、かなり高いことにも留意されたい。）
ゼロ調整プロシージャは、手動で（例えば、ユーザがボタンを押すことによって）呼び出
されてもよいし、ツールボート、診断ポート、コンタクトクロージャ、または、場合によ
ってはコントローラ自体からの信号に応答して開始されてもよい。
【００３０】
　ある実施形態において、コントローラは、ゼロ調整プロシージャに関連するロックアウ
ト機能を含む。ゼロオフセットの調整は、適切な条件がある場合にのみ行われる必要があ
る。ある実施形態において、ゼロ調整プロシージャが行われる前に、以下の条件が満たさ
れる必要がある。インレット圧力は、ゲージのゼロ調整限界点未満である必要があり、セ
ンサは、設定点温度である必要がある、電子機器の周囲温度は所定の範囲内である必要が
あり、超過圧力信号がアサートされていない必要があり、センサまたはコントローラ内に
おいて故障状態がない状態である必要がある。これらの条件を守ることができない場合に
は不適切な調整につながり得るので、コントローラは、これらの条件が満たされない限り
ゼロ調整が行われることを防ぐように構成される。
【００３１】
　可変ゲイン。コントローラはまた、システムの自動較正に備え得る。センサ信号が最適
な信号範囲（すなわち、大きさおよびゼロからのずれ）を有さない可能性があるので、時
には、アナログ－デジタル変換器およびコントローラに入力する、できるだけ最良の信号
を取得するため、可変ゲインモジュール、ならびにゼロオフセットモジュールを調整する
必要がある。コントローラは、可変ゲインおよびゼロオフセットモジュールに制御入力を
提供し、それにより調節するために構成される。これにより、従来のシステムのように、
手動で電位差計を調節する必要がなくなる。デジタル化されたセンサ信号に基づいてこれ
らのモジュールを調節することによって、較正の精度および繰り返し性が向上する。
【００３２】
　ヒーター制御。この実施形態において、コントローラはまた、センサヒーターアセンブ
リ２０の制御に関わる。ヒーターアセンブリは、センサ出力が温度の関数であり、センサ
性能がセンサのダイヤフラム上のプロセスゲージ（キャパシタンスダイヤフラムゲージ）
の結露によって影響を受け得るので、この実施形態において必要である。従って、コント
ローラは、センサの温度をモニタリングし、センサにおいて所望の設定点温度を維持する
ようにヒーターアセンブリの温度を調整する。ヒーターの制御は、他のシステム機能とど
じに動作し、ゲージの精度または性能を低下させない閉ループサブシステムにおいて実施
される。
【００３３】
　周囲温度補償。周囲温度も、センサ温度の影響よりも概して小さいが、センサの性能に
対する影響を有する。従って、コントローラは、周囲温度センサ１４０に接続される。コ
ントローラは、センサ１４０から周囲温度情報を受け取り、周囲温度の影響を補償するよ
うにデジタル信号を処理する。
【００３４】
　デジタル通信ポート。上述したように、コントローラは、様々な他のデバイスによって
用いられるように、処理されたデジタル信号を複数のポートに提供し得る。例えば、コン
トローラは、データをＣＡＮトランシーバ１０１に送るＣＡＮインターフェースを有し得
る。その後、ＣＡＮトランシーバ１０１は、データをＤｅｖｉｃｅＮｅｔネットワークに
送り得る。同様に、コントローラは、ＤＡＣ７０に接続された圧力出力ポートを有する。
圧力出力ポートは、アナログ信号（デジタル信号に対応している）を外部アナログデバイ
スに提供し得る。さらに、コントローラは、データを、ＵＡＲＴ（ユニバーサル非同期受
信器／送信器）を介して、ＲＳ２３２／４８５診断ポート１００に送り得る。診断ポート
１００は、独立しており、コントローラの自動較正、テスト、およびトラブルシューティ
ング機能を可能にするために利用可能である。このポートは、コントローラがシリアルリ
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ンクを介して、ＰＣ、ラップトップ、ＰＤＡ、較正スタンドなど（１０５）に診断データ
を提供することを可能にする。また、診断ポートは、適切なウェブサーバデバイスにイン
ターフェースする場合、遠隔診断を可能にし得る。
【００３５】
　他のハードウェアモジュール。この実施形態においてコントローラによってモニタリン
グされる他の信号には、アドレス、バンド速度セレクタおよびＭａｃＩｄスイッチ（１６
０）、ならびに各種ステータス（例えば、故障）および温度ＬＥＤ（１７０）を含む。ス
テータスおよび温度ＬＥＤは、コントローラ内の埋め込み診断法によって駆動され得る。
また、コントローラは、較正および設定パラメータを格納するように、不揮発性メモリ（
例えば、ＥＥＰＲＯＭ１５０）にインターフェースし得る。これらのハードウェア機能は
、以下の開示内容中でさらに詳細に説明される。
【００３６】
　ソフトウェア。コントローラがインプリメントされるＤＳＰは、センサ信号の処理の関
わる機能的タスクと、診断、較正および他の非測定機能に関わる補助タスクとを含むある
特定のタスクを周期的に実行するようにプログラムされる。このプログラミングは、ある
実施形態において、カーネルモジュールおよびコントローラモジュールによって、インプ
リメントされる。カーネルモジュールは、連続的に実行し、処理するリソースを、行われ
る様々なタスクに割り当て、コントローラモジュールは、実際にタスクを行う。
【００３７】
　カーネルモジュール。上述したように、埋め込み型コントローラのこの実施形態におけ
るカーネルは、プロセッサリソースをコントローラモジュールの個々のタスクに割り当て
る。埋め込み型コントローラの大きな目的がセンサを制御することであるので、コントロ
ーラの第１の優先事項は、システムの検出機能を提供することである。カーネルは、これ
らの機能の周期的なサービスを正確に提供するように設計される。この実施形態において
、これらの機能は、アナログ－デジタルコンバータからのデジタル化された圧力信号を読
むこと、デジタル化された圧力信号を線形化すること、および線形化された信号を様々な
圧力ポート（特に、特にセンサ出力のために意図されているポート）に提供することを含
む。リソースをこれらの優先度が高いタスクにまず割り当てることによって、カーネルが
、検出された圧力の適時で、正確な決定を確実にする。
【００３８】
　この実施形態における埋め込み型コントローラが閉ループ圧力制御システムにおいて用
いられるので、このコントローラは、圧力応答時間にあらゆるばらつきを引き起こさない
ことが重要である。圧力信号の処理に関連する機能が遅延される場合、圧力制御システム
は、古いデータで有効に動作し得、誤っている可能性がある制御データを生成し得る。従
って、カーネルは、優先度の高い圧力計算タスクを遅延または干渉しないような様態で、
プロセッサリソースを優先度の低いタスクに割り当てる。
【００３９】
　カーネルは、優先度が高い圧力計算タスクをトリガする干渉を周期的に生成するタイマ
ーによってペースが整えられる。干渉のそれぞれは、優先度が高いタスクの全てと、この
実施形態においては、優先度が低いタスクのうちの１つとの実行を含む制御フローの新た
な反復をトリガする。次の干渉の前の時間の残りは、優先度が低いタスクについて用いら
れ得る。
【００４０】
　ある実施形態において、優先度が高いタスクには、アナログ－デジタル変換器からのＡ
ＦＥ出力を読み出すこと、線形化された圧力出力を計算すること、線形化された圧力値を
ＤＡＣ（単数または複数）に書き込むこと、ＣＡＮバッファを提供すること、およびシリ
アルポートバッファを提供することが含まれる。
【００４１】
　この実施形態における優先度が低いタスクには、シリアル通信メッセージを（埋め込み
型診断ポート１００を介して）処理すること、ＣＡＮメッセージを（ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ
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ポート１０１を介して）処理すること、周囲温度補償を更新すること、閉ループヒーター
アルゴリズムを提供すること、温度ＬＥＤを提供すること、超過圧力およびゼロ調整入力
をモニタリングすること、ステータスＬＥＤ１７０およびスイッチ１６０を提供すること
、およびＥＥＰＲＯＭ１５０を提供することが含まれる。
【００４２】
　図２を参照すると、埋め込み型システムカーネルの動作を示すフローチャートが示され
ている。電源投入（または、リセットイベント）の際、カーネルは、リソースを、コント
ローラモジュールおよびカーネルモジュール自体を含む、ＤＳＰの初期化に割り当てる。
初期化が完了した後、カーネルは、それぞれ、実質的にステップ２２０および２３０から
なるループ２００を実行する。このループの反復はそれぞれ、タイマー２１０からの信号
に応答して実行され、ループが正確に周期的な様態で実行されることを確実にする。
【００４３】
　ステップ２２０は、出力信号を生成するように、センサ出力の処理に関わるタスク（す
なわち、優先度が高いタスク）を含む。上記の実施形態において、これらのタスクには、
アナログ－デジタル変換器６０によって生成されるデジタル信号を読むこと、この信号を
線形化して線形圧力信号を生成すること、圧力信号の温度補償調整を行うこと、ならびに
、得られる圧力データをデジタル－アナログ変換器、ＣＡＮ、および診断（ＳＣＩ）ポー
トからバッファに書き込むことが含まれる。これらのタスクのそれぞれは、ループの反復
のたびに一度実行される。センサコントローラシステムの測定機能は、タイマー２１０と
同じ周期性を有する。
【００４４】
　ステップ２２０の優先度が高いタスクが行われた後、より優先度が低いタスクのうちの
１つがステップ２３０において選択される。これらのタスクのそれぞれは、別個のステッ
プ（２４０～２４７）として図に示されている。図に示す実施形態において、より優先度
が低いタスクには、ＳＣＩメッセージを提供すること（２４０）、ＣＡＮメッセージを提
供すること（２４１）、温度補償を行うこと（２４２）、ヒーター制御を行うこと（２４
３）、温度ＬＥＤを制御すること（２４４）、ゼロおよび超過圧力チェックを行うこと（
２４５）、ステータスＬＥＤを制御すること（２４６）、ならびにＥＥＰＲＯＭおよび経
過時間タイマー（２４７）を制御することが含まれる。ある反復において実行されるより
優先度が低いタスクは、各ループにおいてより優先度が低いタスクが完了する際にインク
リメントされるタスクカウンタに基づいて選択される（ステップ２５０参照）。結果とし
て、ステップ２４０～２４７のより優先度が低いタスクが、ループ２００の反復につき１
つずつ、連続的に実行される。すなわち、優先度が低いタスクは、「Ｎ」タイマー反復ご
とに提供される。ここで、「Ｎ」は、タスクリストにおけるタスクの数である。
【００４５】
　この実施形態において、ループ２００の各反復を制御するタイマー２１０は、優先度が
高いタスクの全てと、より優先度が低いタスクのうちの１つとが完了する（ならびに、タ
スクカウンタをインクリメントする）ために十分な時間を与える設定である。他の実施形
態において、コントローラによって生成されるセンサ出力読み出しのより頻繁な更新を提
供するようにタイマーの周期を短くすることが所望され得る。この場合、選択されたより
優先度が低いタスクを完了するために十分な時間がない場合がある。従って、選択された
タスクの実行が不完全であり、後でタスクの再開または再実行が行われる場合を考慮に入
れるために、設計において対策が行われ得る。あるいは、コントローラのセンサ出力読み
出しを頻繁に更新する必要がない場合もある。この場合、優先度が低いタスクが１つより
多く一回のループの反復において完了され得るように、タイマーのインターバルを長くす
ることが可能である。他の変形例も可能である。
【００４６】
　図２に示すカーネル制御ループを用いることによって、各タスクは、次のタイマー干渉
が起きる前に完了する。この連続的なプロセスは、ゲージ制御システムが、精密に周期的
な様態で、他のゲージ機能も提供しながら、チャンバ圧力を読み出し、線形化し、出力す
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ることができることを保障する。この制御フローは、予備機能を提供しながらも、ゲージ
精度および性能を最適にするために、計算リソースに効率的に優先順位を付ける。
【００４７】
　コントローラモジュール。上述したように、コントローラモジュールは、リソースがカ
ーネルによって割り当てられるにつれて、埋め込み型コントローラのタスクを実行する。
コントローラモジュールの構造を図３に示す。構造は、図を参照しながら以下に説明され
る。
【００４８】
　ある実施形態において、コントローラモジュールソフトウェアは、ＤＳＰにプログラム
される。（本明細書中で用いる「ソフトウェア」は、ＤＳＰに指定されたタスクを行わせ
るように構成されたプログラム命令のセットを意味し、ソフトウェア、ファームウェア、
およびハードコードされた命令を含むように意図されていることに留意されたい。）コン
トローラモジュールは、ヒーターアセンブリおよびセンサ、ＡＦＥ、ならびにアナログ－
デジタル変換器からデータを受け取るように構成される。コントローラモジュールはまた
、（ユーザが自動再ゼロプロセスを開始するためにボタンを押すときに）ゼロボタンから
制御入力を受け取る。コントローラモジュールは、この実施形態において、出力データを
ＣＡＮポート、デジタル－アナログ変換器および診断ポート（ＲＳ２３２／４８５）に提
供する。コントローラモジュールは、アナログゼロオフセットおよびゲイン部材、ならび
にヒーターアセンブリおよびセンサに制御出力を提供する。
【００４９】
　コントローラモジュール３００は、センサ１０に接続された温度センサから温度データ
を受け取るように構成されたヒーターコントローラモジュール３１０を含む。ヒーターコ
ントローラモジュール３１０は、センサ１０の温度が適切であるか否かを判定し、必要で
あれば、温度を調整するように、このデータを処理する。これは、センサ１０の異なるゾ
ーンに対応する、複数の加熱部材を別個の制御することを含み得る。ヒーター設定ポイン
トおよびチューニング値は、ＥＥＰＲＯＭに格納され、電源投入において回復される。
【００５０】
　ゼロ調整モジュール３３０は、ゼロボタンから受け取った信号に応答して、ゼロオフセ
ット調整プロシージャを開始するように構成される。ゼロ調整モジュール３３０は、セン
サのドリフトおよび/またはアナログフロントエンドを、補正され得るように、自動的に
判定する。すなわち、ゼロ調整モジュール３３０は、圧力が実質上ゼロ（すなわち、分解
できる圧力の最小値未満）であるときにアナログ－デジタル変換器によってデジタル化さ
れたセンサ信号をゼロにするために必要な調整を判定する。その後、この情報は、ゼロオ
フセット制御モジュールに送られる。ゼロオフセット制御モジュールは、ゼロオフセット
ハードウェアモジュールの実際の調整を行わせる。調整は、ＥＥＰＲＯＭに格納され、電
源投入において回復される。
【００５１】
　ある実施形態において、ゼロ調整モジュール３３０は、ロックアウト機能を組み込むこ
とに留意されたい。これによって、調整のための適切な条件（調整が適切に実行されるた
めの条件）が満たされない場合、ゼロオフセット調整が防がれる。すなわち、自動ゼロオ
フセット調整プロシージャがロックアウトされる。この実施形態において満たされる必要
がある特定の条件は、センサにおける圧力が所定の閾値未満であること、センサ温度が所
定のセットポイントであること、電子機器の周囲温度が所定の範囲内にあること、および
コントローラに故障状態がないことである。
【００５２】
　ＥＥＰＲＯＭモジュール３２０は、ＥＥＰＲＯＭ（電気的消去可能プログラマブル読み
出し専用メモリ）におけるデータの格納を管理するように構成される。ＥＥＰＲＯＭモジ
ュールは、ゲインおよびゼロ調整値、設定データ、履歴診断データ、ならびにヒーター設
定および制御データを格納する。上述したように、コントローラモジュール３００によっ
て計算される線形化定数はまた、ＥＥＰＲＯＭに格納される。これらの定数は、圧力線形
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化モジュール３４０によって、アナログ－デジタル変換器から受け取った非線形デジタル
化信号を適切なポートを通じて出力され得る線形圧力信号に変換するように用いられる。
圧力線形化モジュール３４０によって生成される線形圧力信号が、周囲温度の変化につい
て補正するために、温度補償モジュール３５０によって処理される必要がある場合がある
。
【００５３】
　圧力信号が線形化され、温度補償された後、適切な出力モジュールに送られ得る。ある
実施形態において、これらのモジュールは、（ＤｅｖｉｃｅＮｅｔネットワークに利用可
能にされ得る）ＣＡＮポートへの出力を制御するように構成されるツールコントローラモ
ジュール３６０と、専用診断ポートへの出力を制御するように構成される埋め込み型診断
および較正モジュール３７０と、デジタル－アナログ変換器への出力を制御するように構
成されるデジタル－アナログ変換器モジュール３８０とを含む。
【００５４】
　埋め込み型診断および較正モジュール３７０は、コントローラモジュールと較正スタン
ドまたはＰＣなどの外部デバイスとの間の通信を可能にする。従って、コントローラは、
デジタル信号データおよび内部コントローラデータを用いて診断プロシージャを行い、そ
の後、この情報をユーザに通信し得る。行われる特定の診断は実施形態ごとに異なり得る
ので、特有のプロシージャについて本明細書中で記載しないことに留意されたい。特定の
プロシージャのプログラミングは、本発明の技術分野における当業者の能力のうちである
と考えられる。診断は、故障状態の表示を生成し得、故障状態の表示は、その後ユーザに
通信され、ＬＥＤインジケータを駆動するために用いられ、他の診断プロシージャのため
に用いられ得る。ある実施形態において、故障状態は、後の分析のために、履歴データベ
ースに記録される。
【００５５】
　また、埋め込み型診断および較正モジュール３７０によって行われる較正は、外部デバ
イス、例えば、較正スタンドからの通信を利用する。モジュールは、較正スタンドからダ
ウンロードされた情報、例えば、自動較正プロシージャにおいて利用される多変数応答関
数を記述する較正定数または他のデータを受け取るように構成される。その後、この情報
は、処理されていないセンサ信号、周囲温度、センサ温度、および超過圧力信号などの内
部変数とともに、可変ゲインおよびゼロオフセットハードウェアモジュールを調整して、
最適化された入力データを取得するように用いられ得る。
【００５６】
　図３から分かるように、アナログセンサ信号のオフセットを制御するゼロオフセット制
御モジュールに加えて、コントローラモジュール３００は、センサゲイン制御モジュール
を含む。このモジュールは、アナログフロントエンドからのアナログセンサ信号を増幅す
るプログラマブルゲインハードウェアモジュールを制御する。これによって、適切な信号
レベルのほとんどがアナログ－デジタル変換器の入力に提供されることが可能になる。ア
ンプゲインおよびゼロ調整値の両方が、ＥＥＰＲＯＭに格納され、電源投入において回復
される。コントローラモジュール３００は、さらに、アナログフロントエンドにおける超
過圧力状態を検出するように構成された超過圧力入力モジュールを含む。
【００５７】
　上記の本発明の実施形態に加えて、本発明の開示内容の範囲内である様々な別の実施形
態がある。例えば、別の実施形態のうちの１つは、上述したように、センサを有するセン
サシステムと、アナログフロントエンドと、アナログ－デジタル変換器と、デジタルコン
トローラとを含み得る。このシステムは、他のハードウェア部材を単独で、または組み合
わせて含み得る。これらの部材には、センサヒーター、可変ゲインモジュール、ゼロオフ
セットモジュール、メモリ（例えば、ＥＥＰＲＯＭ）、通信ポート、較正スタンド、ＰＣ
、ＰＤＡ、ネットワーク、あるいは他の外部機器を含み得る。
【００５８】
　他の実施形態は、方法を含み得る。例えば、別の実施形態のうちの１つは、ゼロ調整を
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行う方法を含む。この方法は、以下のステップを含む。ゼロ調整コマンド（例えば、ユー
ザの押しボタンスイッチ、コンタクトクロージャからのコマンド、または通信ポートから
のデジタルコマンド）を検出するステップと、インレット圧力信号のゼロオフセット値を
検出するステップと、線形化された圧力出力信号からゼロオフセット値をデジタル除去す
るするステップと、ゼロ調整ステータス変数を更新するステップとである。この方法は、
ゼロ調整演算の成功または失敗を示すステップ、所定の条件が満たされる場合にのみプロ
シージャを行う（その他の場合にはプロシージャをロックアウトする）ステップなどをさ
らに含み得る。
【００５９】
　さらに別の実施形態は、キャパシタンスダイヤフラムゲージなどのセンサを較正する方
法を含み得る。この方法のステップには、センサインレットにおける実際の圧力を測定す
るステップと、キャパシタンスダイヤフラムゲージと関連付けられた、一連のシステム変
数（例えば、処理されていない入力圧力信号、周囲温度信号、センサ温度信号または超過
圧力信号）を検出するステップと、キャパシタンスダイヤフラムゲージと関連付けられた
、他の一連のシステム変数（例えば、センサゲインアンプ値またはゼロオフセット値）を
制御するステップと、回帰技術を用いて圧力をモデリングして、システム変数の式でゲー
ジ圧力を記述する多変数応答関数を生成するステップと、多変数応答関数を埋め込み型制
御システムに入力して圧力信号の出力をイネーブルするステップとが含まれる。
【００６０】
　本発明によって提供され得る利点および効果は、特定の実施形態に関して上述されてき
た。これらの利点および効果、ならびに、これらを生じさせるか、より明らかなものにす
る任意の要素または限定は、任意または全ての請求項の決定的な特徴、必要な特徴、また
は本質的な特徴であると考えられるべきではない。本明細書中で用いられる用語「含む」
、「含んでいる」または他の変形は、これらの用語の後に続く要素または限定を包括的に
含むように解釈されることが意図される。従って、要素のリストを含むプロセス、方法、
物、または装置は、それらの要素のみを含むではなく、明確にリストにあげられていない
他の要素、あるいは、請求されるプロセス、方法、物、または装置に固有の他の要素を含
み得る。
【００６１】
　本発明は、特定の実施形態を参照しながら説明されてきたが、実施形態は例示に過ぎず
、本発明の範囲はこれらの実施形態に限定されないことに留意されたい。上記の実施形態
について、多くの変形、改変、追加および改善が可能である。これらの変形、改変、追加
および改善は、特許請求の範囲に説明される本発明の範囲内であると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】図１は、ある実施形態における埋め込み型システムコントローラを示すハードウ
ェアブロック図である。
【図２】図２は、ある実施形態における埋め込み型システムのカーネルモジュールの動作
を示すフローチャートである。
【図３】図３は、ある実施形態における埋め込み型システムのゲージコントローラモジュ
ールを示すブロック図である。
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