柔軟な統合と
強力な分析ツール

FabGuard® FDC
製造工程全体（Fabwide）でエラーを検出して分類

製造工程全体でエラーを
リアルタイムに検出して分類
FABGUARD FDC は従来の FDC をはるかに超越
FabGuard FDC は、リアルタイムにエラーを検出して分類する機能
に、柔軟なセンサー統合能力と強力な分析ツールを組み合わせます。

特徴

これにより工場のエンジニアは、プロセスと設備の挙動のほぼ全ての

■ 

側面を分析することができます。ウェーハ損失を防止し、予定外の装
置ダウンタイムを削減して予測し、歩留まりを改善する能力について、
これに匹敵するシステムは他にありません。
ウェーハのサイズや製品の寸法にかかわらず、タイムリーな情報が、工
場の生産性と競争力を最大限に高める鍵です。ますます高まるコスト削
減への圧力により、廃棄されるウェーハの数を減らし、設備の稼働率を
高めることが極めて重要になっています。FabGuard は、ツールとセ
ンサーデータを統合し、お客様のチームが共有する専門知識を活用し
た自動分析を実施することによってこうした課題に対応します。そのた
めお客様は、工場の生産性を最先端レベルに維持することができます。

SPC、 多変量解析 （PCA、 PLS など）、 エキスパートシステムを
プログラム可能
単一のユーザーインターフェースを用いて工場、 装置、

■ 

センサーからのデータを収集して分析
リアルタイムのエラー検出とツール停止によりウェーハの

■ 

歩留まりを改善
旧来のシステムに追加して既存の FDC 能力を強化、 または

■ 

工場全体の主要 FDC システムとして展開
センサーを既存の FDC または APC システムに追加して、

■ 

データを最大 1 MHz で高速収集
工場全体の状態を表示、 または任意の装置の任意の

■ 

FDC を再定義する：FABGUARD による検出と分類

チャンバーにおける特定のプロセスステップを詳細に表示

FabGuard FDC は、詳細で実践的なチャンバー固有の知識から、製造
工程全体の統計プロセスコントロールとデータマイニングまで、あらゆ
るレベルでの FDC エンジニアリングを可能にします。

FabGuard FDC は、包括的な工場全体の FDC 機能に装置固有のデー
タ分析を組み合わせて、プロセスエンジニアリングと設備のトラブル
シューティングを改善する唯一のシステムです。確立された工場統計

プロセス制御（SPC）手法を簡単に FabGuard FDC にプログラム
することができ、さらに装置をリアルタイムに停止できるという利点
も加わります。FabGuard FDC は、制御不能の状態が検出されると、
即座に反応して問題のある装置を停止させることができるので、
ウェーハの廃棄を劇的に削減します。

FABGUARD FDC エキスパートシステムは、
お客様のプロセスを学習して問題を認識する
SPC ルールは、製品損失を防ぐための最初の防衛線としてよく使用
されます。FabGuard FDC は、保護のレベルをさらに高める FDC
エキスパートシステムビルダーです。これによりプロセス／設備エン
ジニアは、新しい問題が発生したときに FabGuard FDC にそれを認
識させ、同じ問題が再発すれば FabGuard FDC が自動的に検出する
ように訓練できます。これは、お客様の優秀な人材の問題解決ノウハ
ウを、全ての装置の全てのプロセスステップのレシピに組み込むよう
なものです。その結果、FabGuard FDC は、SPC のみの手法では見
逃したかもしれない問題を認識することができます。このようにリア
ルタイム SPC と FabGuard FDC エキスパートシステムの独自の組
み合わせにより、FabGuard FDC は、ウェーハ保護とエラー識別に
使用可能な最強のシステムになっています。
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1 台の装置から工場全体へ —
拡張可能。持続可能。
FabGuard FDC は、1 台の装置から数百台の装置へと簡単に拡張でき、
全てのプロセス設備のリアルタイム FDC を可能にします。データは
アーカイブされ、分析結果は Microsoft® SQL、Oracle または Post

GreSQL データベースに保存されます。FabGuard FDC は、あらゆ
るデータを利用できるため、新しい知見を提供し、関係を識別するこ
とができます。これは、装置やプロセスの微調整またはトラブルシュー
ティングにとって大きな利点になります。
単一の共通ユーザーインターフェースにより、エンジニアは、設備デー
タと全装置のプロセスデータを極めて柔軟かつ簡単に表示、ソート、
分析することができます。一貫した表示形式のおかげで、学習曲線が
改善され、異なる製造グループ間の情報共有が促進されます。
■

工場管理者は、設備と基板の状態のサマリー情報を得られます。

FabGuard FDC は、工場全体または装置単位のダッシュボード用にリアル
タイムの装置状態情報を表示するので、製造現場の正確な稼働状況を一目
で確認することができます。
■

その中には、工場全体の状態を一目で把握できるサマリーレポート

プ
 ロセスエンジニアは、設備の状態とウェーハの結果の関係をすぐ
に判断することができます。

作成ツールが含まれます。
■

設
 備エンジニアは、装置の問題を素早く診断して、予定外のダウン
タイムを削減することができます。プロセスチャンバーを比較して
マッチングさせることができます。

FabGuard FDC からすぐに利用可能なデータが提供されるので、
一貫性のある処理のための装置のマッチングや、複数の装置をまたぐ
プロセス性能の追跡がより簡単に行えます。FDC のレシピとモデル
を工場間でやり取りすることもできるので、類似したプロセスをより
良く制御できるようになります。
アラーム作動、レポート作成、装置停止の設定を、ユーザーグループと
設備環境の固有ニーズに合わせることができます。オプションのシステム
構成テンプレートと最も良く知られた方法（Best Known Methods）は、

INFICON が世界中の最先端工場で得た経験に基づいており、展開す
ればすぐに採算が取れます。

FabGuard FDC は、プロセス固有情報を 24 時間年中無休で
提供するので、エンジニアは、新たな問題が発生しても、
エキスパート FDC ソリューションを実施することができます。

FabGuard IPM は、FabGuard 製品群の
一部であり、データ収集、センサー統合、
および分析のニーズが高まり続ける状況で
お客様に協力できるように設計されてい
ます。
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することでエラーを分類し、装置固有またはプロセス固有のエラーのラ
イブラリーを作成します。このライブラリーは、工場の制御不能行動
計画（Out-of-Control Action Plans）に関連付けることができます。
これは、メンテナンス担当者が問題をより素早く特定して是正するの
に役立つので、ダウンタイムが最小化されます。FabGuard FDC シ
ステムの包括的なデータベースは、装置とプロセスの状態の概要も提
供するので、メンテナンス担当者は装置の性能を常に把握することが
でき、予定外の装置ダウンタイムが削減されます。
比類のない経験とサポートを有する INFICON が
正しい選択肢になる

INFICON の残留ガスアナライザー、光学センサー、薄膜モニター／
コントローラー、真空計、ヘリウムリークディテクター、およびソフト
ウェアは、世界中の工場で使用され、プロセスの精度、生産性、信頼性
を向上させています。INFICON は、最先端のセンサーとソフトウェア
の開発における経験によって強固な地位を築き、さまざまなデータソー
スを統合してデータを利用するという弊社の方式は、各ソースからの
FabGuard と Equipment Alarm Pareto レポートは、装置の性能に関する
簡潔な情報を提供し、最も多く見られる問題を識別したり、密度レポート
を利用して時間と共にアラームを追跡することを容易にします。

データを別々に扱うやり方よりもはるかに優れています。
弊社の世界的な販売／サービス拠点ネットワークの高度に訓練された
人材は、FabGuard FDC がお客様のニーズにどうすれば最適に対応

FABGUARD は統合されたプロセス監視により

できるのかを見極めるお手伝いから、設置、さらには迅速で継続的な

プロセスを厳格に制御
半導体製造は、より厳格なプロセス制御を維持するために、ますます

サポートの提供に至るまで、各段階でお客様に寄り添います。

その場センサーに依存するようになっています。こうしたセンサーか
ら提供される大量のプロセス固有情報は、ウェーハの結果と非常に強
い相関があり、装置自体のデータを補完します。INFICON は、マイク
ロエレクトロニクス製造において、統合プロセスモニター（integrated

process monitors：IPM）としてのセンサーの利用を開拓しました。
FabGuard IPM は、複数の種類のプロセスセンサー（RGA、その場
粒子モニター、RF センサー、アークディテクター、複数のサードパー
ティー製のセンサーとゲージ）を単一プラットフォームに組み込むよ
うに設計された唯一のシステムであり、全てのセンサーを自動的に制
御して、センサーからの複雑なデータを分析します。FabGuard IPM
は、ユーザーのさらなる専門知識を必要とせずに、その場センサーの
メリットを FDC にもたらします。また、複数のハードウェアボックス、
ソフトウェアシステム、およびそれらの高額なサポート費用も不要に
します。
問題を正確に特定してウェーハ損失と装置ダウンタイムを最小化
プロセスの暴走が発生した場合、FabGuard は、ただちにアラームを
作動させるか適切な担当者に警告し、さらなるウェーハが誤って処理さ

FabGuard FDC サマリーレポートは、データとアラームの密度、
パレートと基板の追跡を分かりやすくまとめています。

れる前に装置をシャットダウンします。また、分析結果をラベリング
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FabGuard は INFICON の登録商標です。
本製品は改良のため予告無く仕様を変更する場合があります。

gibd51a1-a-a

©2015 INFICON

