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1.  はじめに

近年の産業の発展や環境問題と

いった社会的背景を受けて，エア

フィルタに対する市場の要求はより

高度化してきている。当社において

も，このような要求に対して可能な

限り応えるべく，幅広い取組みを

行ってきた。

例として，焼却時のダイオキシン

発生を改善した脱塩素化フィルタ，

枠材は再利用して濾材のみを交換可

能とし，濾材廃棄時の容積を従来の

1/2 とした濾材交換減容型フィルタ，

臭気やホルムアルデヒド，ディーゼ

ル排ガスなどの有害ガスを除去し，

建物内，自動車内といった居住環境

の快適化を目指した脱臭・脱ガス

フィルタ，などが挙げられる。

本稿においては，当社が最近取り

組んできたテーマの中からトピック

事例として，半導体工場用ケミカル

フィルタと使用済みフィルタリサイ

クルシステムについて紹介する。

2. ケミカルフィルタ

2-1.市場背景

昨今の半導体デバイスの高性能，

高集積化に伴い，その製造環境にお

いてはより高度な汚染物制御が必要

となっている。

シリコンウェハ表面への汚染対

象物としては，これまでH E P A ，

ULPA フィルタによって制御されて

いた微粒子に加えて，ガス状汚染物

による化学汚染の問題が顕在化して

きている。

問題となるガス成分は多種多様

であり，有機汚染物としては，シール

剤から発生する環状シロキサン類，

フィルタなどの難燃剤として使用さ

れるリン酸エステル類，プラスチッ

クの可塑剤として使用されるDBP，

DOPなどのフタル酸エステル類があ

る。

また無機汚染物としては，SOX，NOX

などの酸性ガス，アンモニアなどの塩

基性ガスのほか，ガラス製品から発生

するボロンなどが挙げられる。

これらの化学汚染物は，製品の歩

留りや信頼性に対して，大きな影響

を及ぼすようになっており，例えば

有機物汚染により酸化膜厚のばらつ

き，コンタクト抵抗異常などのプロ

セスパラメーター変動や酸化膜の絶

縁耐圧劣化が，アンモニア汚染によ

り化学増幅系レジストの解像度低下

などが発生することが知られてい

る。

これに対して最近は，床材，壁材，

シール材などの建築部材を始めとし

て，配線ケーブル，操作パネル，

HEPA，ULPAフィルタに至るまで，

クリーンルーム構成材料には発生ガ

スが低減化されたものが使用される

ようになってきている。

しかしながら，クリーンルーム構成

材料からの発生ガスをゼロにするこ

とは事実上不可能であり，また外気や

製造プロセス上にも汚染源が存在し

ているため，高度な清浄環境を実現す

るには，ケミカルフィルタによる化学

汚染物除去が必要となる1) 2) 3) 4)。

このような市場背景において，ケ

ミカルフィルタにもより高性能化が

求められており，高いガス除去効率

や長寿命であることはもちろん，自

己発生ガスや発塵が極力少なく，多

成分の対象ガスに有効であることが

望まれる。

2-2. 当社ケミカルフィルタの概要

市販されているケミカルフィル

タには，活性炭をプレート状に成型

したもの，イオン交換不織布をプ

リーツ加工したもの，セラミックス

をハニカム状に成型したもの，ある

いはこれらを組み合わせたものなど

さまざまな形状のものがある。

当社では，脱臭・脱ガスフィルタ

において，粒状活性炭を最小限の接

着剤で均一にシート化する技術を開

発しており，この技術を応用してプ

リーツ状活性炭担持シートを濾材と

する新しいタイプのケミカルフィル

タを完成した5)。

実際のクリーンルームにおける

ケミカルフィルタの設置場所例を図

1 に示す。当社のケミカルフィルタ

は，処理風速１m/s以下の低風速で使

用されるFFU（Fan Filter Unit）用と，

2.5m/s 程度の高風速で使用される外

調機用の2 種のフィルタユニット形

エアフィルタの高機能化
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態がある。

いずれも内部のプリーツパネル

のみの交換ができ，金属枠材は再利

用可能である。FFU用ユニットは，天

井裏の狭い空間でもプリーツパネル

の交換作業が容易なように，フィル

タユニット正面方向からアルミケー

シングにプリーツパネルの脱着がで

きる構造になっている（写真1）。

また，外調機用ユニットは高風速

に対応するためにプリーツパネルを

ジグザグに挿入する構造になってい

る（写真2）。

外調機用ケミカルフィルタによ

る，外気汚染ガス除去の長期連続試

験を行った結果を図2～4に示す。

シリコンウェハ表面を汚染する高

沸点有機物（概ね沸点150℃以上），酸

性ガスである硫黄酸化物（SOX），塩基

性ガスであるアンモニア（NH3）のす

べてに対して，ケミカルフィルタ下

流側濃度は400日間に渡り1μg/m3以

下を維持しており，この試験は現在

も継続中である。

ケミカルフィルタに対する要求

特性として，フィルタ自体からの発

生ガスによる2 次汚染がないことが

重要である。

当社においては，濾材，枠材，接

着剤，パッキン材，包装材に至るま

で，すべてのフィルタ構成部材につ

いて発生ガス評価を行い，使用部材

の選定を行っている。

最終的な2次汚染評価は，ケミカ

ルフィルタユニットに通風した状態

でのウェハ暴露試験によって行って

いる。

試験方法は，クリーンルーム中の

図5に示すような試験ダクトに，FFU

用ケミカルフィルタユニットを2 段

設置し，1段目のケミカルフィルタ上

流を測定点1，1段目と2段目の間を

測定点2，2段目の下流を測定点3と

してウェハを設置し，面風速0.3m/s

で24hr通風を続けた後，ウェハ加熱

脱着ガスクロマトグラフィー質量分

析計法により，ウェハ表面汚染有機

物量の測定を行った。

表1に結果を示す。測定点1と2の

比較から，ケミカルフィルタにより

ウェハ表面汚染有機物量が97%低減

している。

また，測定点2と3の比較から，ケ

ミカルフィルタを通過することによ

り増加する汚染物はみられず，ケミ

カルフィルタによる2 次汚染はほと

んどないことを確認している。

以上のように，当社で開発したケ

ミカルフィルタは，低圧力損失，高ガ

ス除去効率であることはもちろん，2

次汚染対策，濾材交換廃棄対策まで

考慮して，市場要求を極力反映した

仕様となっている。

図1　ケミカルフィルタ設置場所例

写真1  FFU用ユニット 写真2　外調機用ユニット

図2   長期連続試験（高沸点有機物） 図3  長期連続試験（SOx濃度） 図4 長期連続試験（NH3濃度）
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3.  使用済みフィルタリサイク

   ルシステム

3-1.循環型社会の形成

現代のわれわれの豊かな生活は，

大量生産・大量消費の上に成り立っ

ている。しかし当然のことながら，こ

のような社会環境には大量のゴミが

伴うことになり，廃棄物によるトラ

ブルが各地で起きている。

産業廃棄物の排出量は年間約4億

t，一般廃棄物の排出量は約5千万tに

のぼるといわれており，それらの焼

却処理はダイオキシンなどの有害ガ

スの発生を伴うため，適正処理には

高度な技術と多額の費用を要するよ

うになってきた。

また，産業廃棄物の最終処分場の

確保は年々深刻化しており，大都市

ほど深刻であるのが現状である。

こうした中で，これまでの大量生

産・大量消費・大量廃棄の構図を改

め，生産から流通，消費，廃棄に至る

まで，物の効率的な利用やリサイク

ルを進めることにより，天然資源の

消費を抑制し，環境への負荷が少な

い循環型社会を形成することが必要

となっている。

昨年制定された循環型社会形成

推進基本法では，リデュース，リユー

ス，リサイクルの3Rを促進して廃棄

物の削減を図ることを基本としてい

る。

リデュースとは，材料の少量化，

軽量化や部品数の削除により廃棄物

の発生を抑制すること，リユースと

は，別用途への使用を前提とする多

目的展開やリターナブル，詰め替え

仕様などの工夫をして，廃棄せずに

再使用すること，そしてリサイクル

とは，原料，構造などを検討して，原

材料，熱エネルギー，化学エネルギー

などに廃棄物を再資源化することで

ある。

このような循環型社会形成推進

基本法の考え方に基づき，われわれ

メーカーにおいては，今後ますます

この3Rを配慮した製品設計を行い，

環境への負荷低減を目指すことが要

求される。

3-2. 当社使用済みフィルタリサイ

     クルシステムの概要

当社がこの4月から本格的に展開

している使用済みフィルタリサイク

ルシステムは，循環型社会の形成に

対応したフィルタ業界初のリサイク

ルシステムである6)。

当社はフィルタを生産する際に，

リサイクル可能な材料を用いたり，

分解が容易にできるように設計した

り，またフィルタを焼却するときに

ダイオキシンなどの有害物質が出な

いようにするなどの配慮をしてい

る。

一方，使用済み不織布フィルタを

回収することで，廃棄物の排出事業

者としてその責任を負うことにな

る。それにより，従来はフィルタを販

売後に廃棄物処理には関与せず，業

者に埋立てや焼却処分を任せていた

ものを，今回のシステムでは，廃棄物

の安全で適正な処理の確保を目的と

して事業者責任で回収し，資源とし

てリサイクル化しようとするもので

ある（図6）。

ここで当社のエアフィルタがど

のようにリサイクルされるかを説明

する（図7）。

日本鋼管㈱では，鉄鉱石を主原料

として鉄鋼製品を生産している。鉄

鉱石の鉄は，酸化鉄の形態で存在し

ており，鉄鋼製造工程では，この酸化

鉄から酸素を取り除き（還元反応）鉄

を抽出することが不可欠である。

この還元工程を行うのが高炉で

ある。高炉では，鉄鉱石とともにコー

クス（炭素材）を投入してガス化さ

せ，一酸化炭素（CO）を発生させる。

この一酸化炭素で鉄鉱石の酸化鉄を

還元して鉄を生産する。

本システムでは，コークスと同じ

炭素材である使用済み不織布フィル

図5　ウェハ暴露試験装置（㈱住化分析センター）

                  成分名 測定点１ 測定点２ 測定点３

2-エチル -1- ヘキサノール 0.56 0.090 0.063

リン酸トリブチル(TBP) 0.092 <0.001 <0.001

フタル酸ジブチル(DBP) 2.5 0.013 0.002

その他 25.848 0.887 0.675

総吸着量 29.0 0.99 0.74

表１ ウェハ表面汚染物量

＊単位：ng/cm2

27



28 NONWOVENS  REVIEW

タを，高炉原料製造設備にて破砕・造

粒処理を行い，高炉原料に加工する。

次に，高炉の炉内（約2,400℃）へ

加工した高炉原料を吹き込みガス化

し，コークスと同様に鉄鉱石の還元

溶解反応に使用する。フィルタ1kgを

高炉の還元剤として使用すると，鉄

2kgが生産される。

また，還元反応にコークスを使用

した場合は，ほとんどが二酸化炭素

（CO2）として排出されるが，使用済

み不織布フィルタを利用することに

より，還元反応の副生成物はCO2＋

H2Oとなり，CO2排出量は最大30%削

減され，このことは地球温暖化防止

に役立つ。

高炉に吹き込まれた使用済み不

織布フィルタは，還元反応に使われ

るだけでなく，高炉からの排出ガス

としても，製鉄工程の熱風炉や加熱

炉のエネルギーガス，製鉄所内の発

電所用に再利用される。

発熱量試験によれば，当社フィル

タの単位重量当たりの発熱量は，約

12,000kcal/kgであり，他の廃プラス

チックに比べて約2倍，コークスに

比べて約1.5 倍とカロリー性が非常

に高く，高炉の燃料源として最適で

ある。

さらに，使用済み不織布フィルタ

の高炉でのリサイクルにはもう一

つ利用先がある。それはフィルタが

捕捉した塵埃である。

塵埃も可燃性のものと不燃性の

ものに分かれるが，可燃性のものは

前記した高炉ガスとして利用され，

不燃性のものはスラグ（焼却後の灰

を高温融解した後冷却した固形物）

として回収され，セメント原料や路

盤材として再利用される。

以上のように，このシステムによ

り，高炉において使用済み不織布

フィルタは，捕捉した塵埃も含めて，

すべてが資源として活用される。

また，最終的な生産物である鉄

は，鉄鋼製品の母材（銑鉄）となり，

再び当社のフィルタケーシングの材

料となる。まさに循環型社会に適合

したシステムであるといえる。

4.おわりに

産業技術の発展にしても地球環

境問題への取組みにしても，今後と

もますます進展するものであり，エ

アフィルタ業界に限られたことでは

ないが，製品に対する市場の要求は

ますます高度化するであろう。

われわれメーカーの役割として，

このようなニーズに対応するべく，

技術レベルを日々高度化する必要が

ある。そのためには，広い観点から市

場情報を収集し，市場要求の本質を

よく理解した上で，製品開発を行う

努力が重要であると考える。
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図7   高炉原料化システム
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