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Contamination Events!

半導体工場でのガスモニタリングについて
半導体工場のガスモニタリングにおいては、IC(Ion Chromatography)
やIMS(Ion Mobility Spectrometers)が従来の技術として使用されてき
ましたが、2014年頃を境にLaser Spectometers(レーザー方式)が採用
されるようになり、半導体工場一棟で数10台以上ものレーザー方式
(CRDS方式)が使われるようになりました。数秒間隔での高速測定や優
れた精度(pptレベルの検出下限)、長期安定性(ドリフトなし)、メンテナ
ンスフリーな機器としてCRDS方式が最先端の半導体工場で広く採用さ
れています。

キャビティリングダウン分光法 (Cavity Ring 
Down Spestroscopy : CRDS)
PICARRO社のガス分析計は、キャビティリングダウン分光法(CRDS)を
採用しています。

多くのガス分子は固有の近赤外吸収スペクトルを有しており、これらの
吸収スペクトルは大気圧環境下ではシャープで選択性が高い波形が得ら
れます。吸収スペクトルが検出される波数は特定のガス分子に固有であ
るため、その吸収ピークの高さを計算することによりそのガスの濃度を
決定することができます。

従来の赤外分光法(FTIR)では、微量ガスから得られる吸収は限りなく少
ないことから、感度としてはppmレベルが限界でしたが、キャビティリ
ングダウン分光法(CRDS)では、数km～数10kmの光路長によりSN比
(signal-to-noise)を上げることでFTIRの感度の限界を超えました。これ
によりppbやpptといった高感度のガス分析が可能となっています。

キャビティリングダウン分光法(CRDS)では、単一波長のレーザダイオー
ドから照射されたレーザー光はキャビティ内に進入します。PICARRO社の
キャビティは、独自設計の3枚のミラーが配置されており、一般的な向か
い合う2枚のミラーで構成されたキャビティに比べて、光路長が長く優れ
たSN比を得るために設計されています。レーザーが発振されるとキャビ
ティ内は3枚のミラーで反射されたレーザー光で満たされます。次に、1枚
のミラーに設置されたピエゾ素子の駆動により、無限ループに近い長さの
光路長を得るために自動的にミラーの位置を制御します。そして、最終的
にキャビティを通過したレーザー光をフォトダイオード(光検出器)で計測
します。

フォトダイオードは一定(数10μsec)の光を検出するとレーザーはオフにな
ります。キャビティ内の光は3枚のミラー間で約10万回の反射を続け、
キャビティ内の光強度は指数関数的に漏れ出ていき、光強度は減衰して最
終的にはゼロになります。この減衰のことが”リングダウン”と呼ばれてお
り、フォトダイオードによってリアルタイムに計測されています。このリ
ングダウンに要する時間はミラーの反射率によって決定されますが、
PICARRO社では99.999%の高反射率ミラーを使用しています。PICARRO
社のキャビティの外形寸法は25cmで容量は35ccとなっており、3枚のミ
ラーにより光路長は20kmを超える性能を有しています。

ここで、レーザー光に吸収帯を持つガスがキャビティ内に導入されると、
別のリングダウンが発生することになります。これはガス分子がある場合
とない場合では、吸収によるリングダウンの時間が異なることを影響しま
す。

ガス分析計
SI2000 Series Analyzers

・次世代のレーザー方式
PICARRO社独自開発の波長スキャン・キャビティリングダウン分光法(WS-CRDS)

・リアルタイム測定
高感度(ppb～ppt)で数秒間隔の連続測定が可能な可搬型ガスセンサー

・SEMI、IEC規格適合
半導体工場での使用に対応



性能仕様
SI2104 SI2108 SI2306

H2S HCI H2O
HF

(SI2205 for HF only)
NH3

(SI2103 for NH3 only)

測定精度 ≤1.5 ppb (10 sec),
≤0.5 ppb (100 sec)

≤45 ppt (10 sec),
≤15 ppt (100 sec)

20 ppm + (8 x %H2O)
(10 sec)
10 ppm + (4 x %H2O)
(100 sec)

≤30 ppt (10 sec),
≤10 ppt (100 sec)

≤300 ppt (10 sec),
≤100 ppt (100 sec)

検出下限
(100 sec., 3σ) 1 ppb 45 ppt 30 ppm 30 ppt 300 ppt

定量下限値
(per Semi C10-1109) 3 ppb 250 ppt 40 ppm 500 ppt 500 ppt

直線性
(per IEC 61207) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 

正確度(スパン) ±5% @ full scale ±5% @ full scale ±5% @ full scale ±5% @ full scale ±5% @ full scale

正確度(ゼロ) ±2 ppb ±50 ppt ±40 ppm ±25 ppt ±100 ppt

一致度 ±5% @ full scale
±2 ppb @ zero

±5% @ full scale
±50 ppt @ zero

±5% @ full scale
±40 ppm @ zero

±5% @ full scale
±25 ppt @ zero

±5% @ full scale 
±100
ppt @ zero

測定範囲 0–10 ppm 0–2 ppm 0-40000  ppm 0-1 ppm 0–10 ppm

測定間隔 <4 seconds <3 seconds <4 seconds

サンプル流量 ~0.4 slm ~2 slm ~2 slm

レスポンス総合
(T90/10 + T10/90) 
@ 20 ppb

<20 sec (100 ppb
challenge) <3 min <20 sec (10,000 ppm

challenge) <3 min

レスポンス
T90/10
@ 20 ppb

<10 sec (100 ppb
challenge) <1 min <10 sec (10,000 ppm

challenge) <1 min

SI2000シリーズ システム仕様

測定原理 CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy：キャビティリングダウン分光計)

推奨キャリブレーション頻度 キャリブレーション不要（12か月毎のバリデーションを推奨）

バリデーション所要時間 約15分

キャビティ温度 ±0.005°C

キャビティ圧力 ±0.0002 atm

測定環境温度 15 to 35°C (operating); -10 to 50°C (storage)

測定環境湿度 <99% RH non-condensing

付属品 真空ポンプ、キーボード、マウス、液晶モニタ

通信接続 RS-232, Ethernet, USB, アナログ(0–10 V), Modbus, アナログ(4-20mA)

配管径 1⁄4” Swagelok® PFA Fittings

本体寸法 W:432 × H:213 × D:620 mm

本体重量 33.18 kg (真空ポンプ含む)

ユーティリティ 100–240 VAC, 47–63 Hz, <400 W (合計): 250 W (ガス分析計), 150 W (真空ポンプ)


