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まえがき

クリーンルームとは，汚染原因となるじんあいなどを低

減させ，気流，温湿度などがコントロールされた空間のこ

とを指す。半導体・液晶・電子部品・精密機器などの工業

分野，医薬・食品などのバイオテクノロジー分野などに幅

広く利用されている。

最近のクリーンルームは，高清浄度化，フレキシビリ

ティ性，省エネルギー化，低コスト化，保守管理の省力化

が求められており，これを実現するためにファンフィルタ

ユニット（FFU）方式が主流となっている。この方式は，

アルミフレームでグリッド状の天井を構築し，要求された

清浄度レベルに応じた台数の FFUを搭載してクリーン

ルームを構成している。

図１に FFU方式クリーンルームの断面イメージ，図２

に FFUの外観を示す。

富士電機は，メーカーとしてクリーンルームの基本コン

ポーネントである FFUやエアシャワーなどのクリーン機

器を提供するとともに，クリーンルームを構成する内装や

付帯設備まで含めたシステム構築者の立場で，顧客のニー

ズに応えるシステムを提供している。また，半導体や磁気

記録媒体製造用のクリーンルームを自社内に有するととも

に，昭和30年代からクリーンルーム事業を手掛けており，

生産プロセスに直結したクリーンルームのノウハウを基に

して，クリーンルームの企画段階から運用管理までをサ

ポートできる強みを持っている。

半導体や液晶工場の大規模なクリーンルームでは，FFU

の台数が 1 万台を超えることも多く，クリーンルーム内の

気流調整の効率化や，保守管理の省力化，省エネルギーの

ために，工場全体の FFUを集中的に監視・制御する FFU

監視制御システムのニーズが高まってきている。

本稿では，富士電機が開発，商品化した FFU監視制御

システムを紹介する。

FFU監視制御システム

２.１ FFU監視制御システムの変遷

従来のインダクションモータ方式の FFUを使用したク

リーンルームにおいては，故障表示のみを行うシステムが

主流で，中央から監視・制御を行うシステムは，まれで

あった。これは，インダクションモータ方式の FFUは，

原則として可変速制御が行えないこと，半導体製造ライン

などのクリーンルームは，年間を通じて連続運転されるの

が一般的で，中央からの始動・停止制御の必要性が低いと

考えられたためである。

省エネルギーの観点から，インダクションモータにイン

バータを組み合わせ，非作業時などに低速運転を行うシス
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図１　FFU方式クリーンルームの断面イメージ

図２　FFUの外観
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テムも採用されているが，高速・低速など数段階の可変速

制御機能のみにとどまっている例が多かった。

また，モータ動力の点では，インダクションモータに比

べて DCモータの方が励磁に永久磁石を使用しているなど

の理由で効率が高いが，ブラシを有するために，保守，発

じんなどからクリーンルームで使用されることはなかった。

最近，電気的に回転磁界を作り永久磁石を回す DCブラ

シレスモータが商品化され，クリーンルーム用の FFUに

おいても，省エネルギー面から採用されるようになってき

た。

DCブラシレスモータは，広範囲に連続的な可変速機能

を有しているので，監視制御システムと組み合わせて，個

別やグループでの風速を，中央から集中的に監視・制御す

ることで，省エネルギーばかりでなく，クリーンルーム内

の気流調整の効率化などのメリットが生じる。そのため，

DCブラシレスモータ方式 FFUと FFU監視制御システム

の導入が，今後増大していくと思われる。

２.２ FFU監視制御システムの特長

２.２.１ 高信頼性

FFUはクリーン化の要であり，原則として止まらない

ことが使命である。そのために，監視制御システムを停止

させたり，通信ラインの断線や構成機器の故障などの不具

合が発生しても，FFUは運転を継続するようにシステム

を構成している。また，監視用パソコンやプログラマブル

コントローラ（PLC）の CPUモジュールを二重化するこ

とを標準として，システムとしての信頼性を高めている。

２.２.２ 大規模システムにも適用可能

FFUの台数として数万台規模のシステムにも適用でき

る能力を有している。統合監視用パソコンを追加して，複

数の監視制御システムを結合することで，さらに大規模の

システムを構成することも可能である。

２.２.３ 高機能

運転・停止・回転速度・異常などの状態監視機能，個

別・グループなどによる始動・停止や回転速度設定の制御

機能を標準として装備している。さらに，各種の連動制御

やスケジュールによる始動・停止などのより高度な機能も

付加可能である。

２.２.４ システムの拡張性

FFUの監視制御ばかりでなく，クリーンルームの温湿

度管理や空調管理システム，電源管理システム，保守支援

システム，あるいは富士電機の24時間コールセンターなど

に連係させたリモート監視システムなど多彩なシステム構

築が可能である。

２.３ システム構成

２.３.１ 中・大規模システム

FFUの台数が数千台を超えるような中・大規模システ

ム向けの監視制御システムの構成を図３に示す。中央監視

パソコンおよびメイン PLCの CPUモジュールは，二重化

することを標準構成としている。1 台の PLCには，最大

512 台の FFUが接続できる。

２.３.２ 小規模システム

FFUの台数が，数千台以下の小規模システムでは，中

央監視パソコンおよびメイン PLCは単独構成とすること

を標準としているが，信頼性向上のために二重化すること

も可能である。また，FFU台数が 2,000 台以下の場合に

は，さらにコスト面を考慮し，PLCを省略したシステム

（図４）も用意している。

２.４ 機　能

２.４.１ 表示・監視機能

状態表示

FFUの状態（運転・停止・異常）および回転速度を表

示する。

アラーム監視

FFUの異常および通信（ネットワーク）異常発生時に

警報を行い，発生時刻・復旧時刻・ユニット番号を表示す

る。
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（1）
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図３　中・大規模システム構成例
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図４　小規模システム構成例
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グラフィック表示

状態表示およびアラーム監視は，標準のリスト画面のほ

かに，図５のようなレイアウトに応じたグラフィック画面

表示も行う。

２.４.２ 制御機能

個別操作

FFUごとの始動・停止操作および速度設定操作を行う。

グループ操作

グループとして登録された FFUに対し，一括で始動・

停止操作および速度設定操作を行う。

一括操作

すべての FFUに対し，一括で始動・停止操作および速

度設定操作を行う。

非常停止（緊急停止）

すべての FFUに対し停止操作を行う。ただし，各操作

には次のような優先順位を設けている。

高＞非常停止＞個別操作＞グループ操作＞一括操作＞低

火災連動制御

火災報知機からの信号で FFUを停止させる。

セキュリティ機能

パスワードと名前を登録し，操作権限を設定することで，

操作や設定変更を行える人間を制限している。

２.４.３ その他の機能

より高度な運営やきめ細かい省エネルギーなどにも対応

するために，以下のような機能を付加することも可能であ

る。

フロア（エリア）操作

あらかじめ登録したフロアあるいはエリアごとに始動・

停止および速度設定を行う。

スケジュール機能

スケジュールに基づいて始動・停止や速度変更を行う。

帳票作成

日報・月報・年報データを保存し帳票を作成する。

FFU単体情報管理

FFUごとの運転時間・運転回数・故障回数を記録する。

クリーンルームの動向

例えば半導体デバイス製造において，不良原因の 7 割か

ら 9 割が，製造装置内や製造プロセス途上で混入あるいは

副次的に発生する微粒子やケミカル汚染などに起因してい

るといわれている。製品の微細化・高精度化に伴い，今後

のクリーン化は，単に生産装置を収容するクリーンルーム

を構築することにとどまらず，プロセス中に発生するコン

タミネーションの領域にまで踏み込まざるを得ない段階に

きている。このために，FOUP（Front Opening Unified

Pod）などの密封容器とミニエンバイロメント（局所環境

対策）の組み合わせによる微粒子，ケミカル汚染対策が図

られるようになってきている。

これは，製造装置間の搬送時には，製品を密封容器内に

収納することで汚染を防止するものである。ところが，こ

れら密封容器と製造装置間で，製品の受け渡しを行う部分

（移載部）では，ふたの開放機構や製品を受け渡すための

駆動部が必要であり，発じんが避けられない。汚染防止と

省エネルギーを考慮した高度な気流制御が必要となる。図

６に FOUPシステムの移載部断面図を示す。

また，従来のクリーンルームのように，パーティション

によってベイごとに区切られた方式では，製造ラインの動

線と作業員の動線を共に最短化するよう設備を配置するこ

とが困難な場合があり，パーティションのない大部屋方式

のクリーンルームが望まれている。しかし，大部屋全体に
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図５　監視画面例
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高度なクリーン環境を維持することは，コスト・技術の両

面で困難になってきており，その解決策としても，局所ク

リーン化が有効な手段と考えられる。

あとがき

局所クリーン化へ向けた取組みは，高度なクリーン環境

を必要とする製造ラインなどにおいて，今後も強まるもの

と思われる。可変速機能を有する DCブラシレスモータ方

式の FFUと，監視制御システムを組み合わせることで，

製造プロセスの必要性に応じた気流制御を行うことが可能

なシステムの優位性が，ますます大きくなると考えられる。

さらに，搬送装置の動きに伴う気流の乱れを防止したり，

移載装置の駆動部からの発じんを確実に製品から隔離する

ためには，搬送装置・駆動装置の動きに合わせて風速をコ

ントロールするなどのより高度でダイナミックな制御を

行って，製品歩留りの向上に寄与しつつ省エネルギーを達

成するような FFU監視制御システムが不可欠になってい

くと思われる。
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解　説 ユビキタス（Ubiquitous）

ユビキタスの語源はラテン語であり，空気のように

「いたるところに存在する（遍在する）」という意味で

ある。「ユビキタスコンピューティング」「ユビキタス

ネットワーク」のように用いられ，「利用者がどこに

移動しても，同じような性能のコンピュータの能力を

利用できる環境」をさす。

ゼロックスのパロアルト研究所のマーク・ワイザー

氏が提唱した概念である。

アクセスに使う端末は，パソコンや PDA（Personal

Digital Assistant），携帯電話に限らず，冷蔵庫や電子

レンジといった家電製品，自動車，自動販売機なども

インターネット接続されてきている。ただし，「コン

ピューティング」といってもコンピュータらしい姿が

あるわけではなく，日常使っているいろいろなものに

コンピュータが入ってきて，その能力を提供する，と

いうコンセプトである。

また，ユビキタスを実現するネットワーク接続には

IP（Internet Protocol）アドレスの付与が重要であり，

資源の枯渇が心配されるこれまでのインターネットプ

ロトコル IPv4（Internet Protocol version 4）をベー

スに，管理できるアドレス空間の増大，セキュリティ

機能の追加，優先度に応じたデータの送信などの改良

を施した次世代インターネットプロトコル IPv6

（Internet Protocol version 6）の導入が予定されてい

る。IPv4で運用されている既存の TCP/IP（Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol）ネット

ワークとの互換性も保たれている。
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