
（半導体分野での TOC の役割） 

 

純水ラインの「もしも…」をきちんと監視する。それが TOC 計の役目です 

 

 純水製造装置がきちんと純水を供給し続けることは、当然の事と考えられています。ですから、

平時はどの TOC 分析計もたいした違いがないと考えられがちです。しかし、TOC 分析計が水の変

調を伝えていないとしたら……。 

 

 TOC 分析計は水システムの健全性を示すための保険のような物ではないでしょうか？保険とは、

有事にその真価が問われます。異常を感知できなければ、お客様が莫大な損失を生みかねない

事を私たちは知っています。優れた TOC 分析計を使用することは、水システムに自信を与え、常

に前向きに生産活動ができるようになるはずです。 

 このことについて説明する、２つの事例をご案内いたします。 

 

有機塩素化合物への過剰反応が工場の無用のシャットダウンを生む！ 

【実例】2000 年 6 月 12～13 日、トゥールーズ市（仏）にある主要な半導体工場 

・ 大雨に伴い、市の水道局は塩

素殺菌剤の過剰注入を開始 

・ Ａ社のＴＯＣ計は微量の塩素分

を TOC として誤測定し、シャットダ

ウンスペックをオーバー。ラインが

ストップ。 

・ 工場スタッフは無用な原因究

明に追われ、プロダクトラインの停

止は 37 時間に及び、多額の損害

を出した。 

・ その間、別ポイントに設置され

た Sievers のＴＯＣ分析計は正常

な数値を出し続けた。 

・ この後、この工場は Sievers の TOC 分析計を全ラインに入れ替えた。 

 

【原因】 

・Ａ社 ＴＯＣ計の測定原理は、直接導電率測定方式であった。 

・直接導電率測定方式は、 UV 分解 → 導電率測定 なので、分解で生成された導電性を有

するものを全て TOC として換算してしまう。過剰に注入された塩素殺菌剤により、水中にハロゲン

化有機化合物（トリハロメタンなど）が生成され、これらの分解生成物である塩素イオンなどが大き

な測定誤差を生じさせた。 
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・Sievers のガス透過膜式導電率測定法は、 UV 分解 → CO2 分離 → 導電率測定 な

ので、分解によって生成された二酸化炭素のみを選択的に測定している。これが高い精度に寄与

している。 

 

【結論】 

・測定器の設置によって、かえって大きな損害を招く可能性を秘めている TOC 分析計が存在す

る！ 

 

有機窒素化合物への過小反応が歩留まりを悪化させる！ 

 【実例】2001 年春、アメリカ オレゴン州にある半導体工場 

・ TOC の上昇により、デバイス欠陥

が異常に増加し、生産歩留まりが非

常に悪化した。 

・ しかし、Ａ社の直接導電率方式の

分析計は応答せず、また応答した時

も挙動不明を示した。 

・ Sievers の TOC 分析計はきちんと

応答していた。 

・ 工場周辺の水域で使用されてい

る肥料の尿素が原水中に混入してき

たことが原因として疑われた。 

・ 尿素のような有機窒素化合物はリ

ソグラフィー工程において悪影響（T

トップなど）を及ぼす。有機窒素化合

物をうまく測定できない TOC 分析計

が存在することに対し、この工場はこの結果を Watertech2001 及び UPW Journal に発表し、

Sievers の分析計へ入れ替えを行った。 

 

【原因】 

・ ガス透過膜を使用しない直接導電率方式ＴＯＣ分析計では、尿素やトリメチルアミンなどの有機

窒素化合物は測定困難で、濃度域によってはマイナスＴＯＣ値を示す。（有機物分解後の導電率

が、分解前の導電率よりも低くなることがあると多くの試験研究により示されている） 

 

 【結論】 

・尿素は半導体製造超純水の不純物の中でも除去困難な成分の一つといわれている。 新の微

細化テクノロジーを扱う半導体工場において、信頼のおけるＴＯＣ管理ができないことは、品質管

理上の大きな問題である。 

Critical TOC Excursions: "UPW Supply TOC"

0

5

10

15

20

25

30

35

3/10/01 3/15/01 3/20/01 3/25/01 3/30/01 4/4/01 4/9/01 4/14/01

T
O

C
 (P

PB
)

Fab 
observes 
problems 
with when 
TOC > X 
PPB on 
Sievers 
"PPT" 
TOC.

Two Fabs 
shut-down!

Photo-lithography 
processes stopped when 
"Sievers PPT" TOC was 

greater than X ppb. 

Anatel A1000 Sievers "PPT" TOC

Anatel A1000 was 
blind to two of the 

spikes and responded 
8 hours later than the 
"PPT" in the other 

two cases!!

A 社 TOC 計 Sievers TOC 計

この時、２つの

設備がシャット

ダウンした 

リソグラフィ工程は

Sievers の TOC 計が

Xppb よりも高くなっ

た時に停止した Sievers の

TOC 計が

Xppb 以上

の値を示し

た時、生産

設備の異

常が確認

された 

A社TOC計は２回の

水質の悪化を捉えら

れず、他の２つの事

例では Sievers の

TOC 計の８時間後

に異常に反応した

Sievers の TOC 計だけが捉えた致命的な TOC 値の異常 


