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　まえがき

　パソコンのモニタやテレビのディスプレイとして広く普
及している液晶ディスプレイ（LCD）は，2枚のガラス基
板に液晶を挟んだ構造で，液晶に電圧をかけると分子配列
が変化し，光を透過したり遮ったりすることで映像を表示
するもので，サブミクロン単位のじんあいが製品の歩留
りに影響するため，じんあいのない清浄空間で，かつ温度，

湿度が一定条件に制御管理されているクリーンルームで生
産される。

　近年，世界中でディジタル放送の普及が進んでおり，薄
型テレビの生産増加およびテレビ画面の大型化が活発化し

ている。LCD業界では製造コストを低減するために，ガ

ラス基板サイズを大きくし，切り出すパネル枚数を増やす

ことによる増産，かつ大画面対応を図っている。

　ガラス基板の大型化に伴い，製造装置，それに付随する

各設備も大型化するため，必然的に大空間のクリーンルー

ムが必要となり，現在，国内外で大型クリーンルームの建
設が盛んに進められている。

　富士電機は，台湾にて 2000年以降第 3.5世代，第 5.5世
代，第 6世代ガラス基板サイズの LCD工場向けクリーン

ルームの建設を手がけてきた。

　本稿では，第 6世代の最新 LCD工場建設の取組みにつ

いて紹介する。

　エンジニアリングの取組み

2.1　工場建設における役割と施工概要

　工場建設に際し，建設全般のスケジュール調整，スペー

スマネジメント（SM），共通仮設などの施工業者間を調整
する役割をクリーンルーム工事開始時点から担った。また，

LCDの生産工程は，アレイ工程，カラーフィルタ（CF）
工程，セル工程，モジュール工程で構成され，アレイ＆
CF棟を担当した。工場の概要は次のとおりである。

™建屋：300m× 200m，4階（地下 1階，地上 3階）

™清浄度：ISOクラス 2〜 5

™温度，湿度：23＋－ 2℃，45＋－ 10％ RH
™  施工範囲：システム天井工事，内装工事，電気工事，自
動制御工事，機器搬入据付け工事，消防工事，共通仮
設工事

2.2　コンサルティング

2.2.1　工場全体のコンセプトデザイン

　富士電機は，クリーンルームだけではなく，工場敷地計
画から生産するために必要な特殊ユーティリィティまで

含めた，工場全体のコンセプトデザインを提供した。世界
最大規模の LCD工場のコンセプトは，「高生産性」「無人
化」「短工期」「低コスト」「生産の早期立上げ」である。

2.2.2　建築のコンサルティング

　工場建設にあたって，立地条件の検討やクリーンルーム

システムに合った建屋の階層および構造について検討した。

建築設計は，下記に注力してコンサルティングした。

™  生産装置およびユーティリィティスペースの最適化
™  クリーンルームとユーティリィティ設備（補機，配管

など）の輻輳（ふくそう）作業の回避
™  耐荷重・微振動対策
　これらについて以下に述べる。

（1）　スペースの最適化へのメガトラスの採用
　生産装置の配置検討においては，生産装置が大型になる

ほど建築柱と生産装置が干渉する場合が多く発生するため，

建築柱をできるだけ少なくすることが要求される。しかし，

従来の建築構造では，建築柱を少なくすると建築はりが大
きくなり，建築コストが増大する。このため，柱レスで生
産装置レイアウトの自由度が大きい，図 1に示すメガトラ

ス方式を採用した。

　メガトラス方式は，トラス部分の高さがはりより大きく

なるが，全体の鉄骨の使用量が低減でき，コストダウンと

なる。また，トラス部分は，次項のサブファブリック（以
下，サブファブという）として有効利用できる。

（2）　 クリーンルームとユーティリティ設備との輻輳対策と

してのサブファブの採用
　従来のクリーンルームでは，生産装置に付属する補機や，
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ユーティリティ配管などが生産装置と同じフロアに配置さ

れるケースが多く，生産装置スペースが制約され，配置
設計が複雑となり，メンテナンス性が悪くなる。また，施
工面においても，配管，ダクト工事とシステム天井工事や

ファンフィルタユニット（FFU）などの取付け作業が輻
輳するため，施工取合いによるロスが発生する。このよう

な問題を解決するためにクリーンルーム下層階に配管，ダ

クト，補機などの設置スペースとして図 2に示すサブファ

ブを設けた。

（3）　 耐荷重および微振動対策としてのチーズスラブ（コ

ンクリートの床に丸い穴がチーズ状にあいたものをい

う）の採用
　従来のクリーンルームの床は，グレーチングを敷き，振
動を嫌う生産装置のエリアだけを独立基礎にしていた。

　大型生産装置の耐荷重対策，微振動対策に優れた構造を

検討した結果，図 1に示すチーズスラブを採用することに

した。チーズスラブの穴の個数については，クリーンルー

ムの気流制御を考慮し決定した。

2.3　クリーンルームシステムの開発

2.3.1　大型バッファとクリーンルームの一体化

　従来は，RGV（Rail Guided Vehicle），AGV（Auto Guided  
Vehicle）により生産装置とバッファの受渡しを行っていた。 
また，クリーンルームとバッファ間での気流制御と調整に

多大な時間を要していた。さらに，ガラス基板の大型化に

より，ガラス基板をストックするためのバッファの面積も

広くなってきた。

　インラインバッファ（バッファ内に，生産装置間のガラ

ス基板受渡し機能を有したバッファをいう）とすることに

より，下記の効果が得られた。

™  バッファとクリーンルームの一体化により，スペース

の減少
™  基板受渡しの一体化により，搬送時間の短縮
2.3.2　クリーンルームの気流制御

　クリーンルームを構築するうえで，清浄度とともに気流
制御の重要度が増している。その内容を以下に述べる。

（1）　クロスコンタミネーション（以下，クロスコンタミと

いう）の防止
　製品であるガラス基板が通過するエリアは 0.1 µm ISO
クラス 2の高清浄度が必要である。生産装置のメンテナン

スエリアは，ISOクラス 4〜 5の比較的低い清浄度でよい。

清浄度の異なる生産装置とバッファ間のロード・アンロー

ド部分には，製品受渡し用の開口があり，この境界でクロ

スコンタミが発生するため，室圧制御および気流制御が必
要となる。この製品受渡し用の開口は比較的大きいため，

圧力センサで検知することが困難であり，人間の視覚によ

り気流方向を確認しながら気流調整を行っていた。このた

め，風向風速センサを新たに開発し，気流方向が常時監視
できるシステムを構築した。なお，気流の制御は，FFU
の回転数を変えて風速調整が可能なものとした。

（2）　搬送装置稼動時のじんあい拡散防止
　スタッカクレーンやローダロボットの搬送装置は駆動部
が存在するため，駆動部からの発じんや稼動に伴う巻上
げによるじんあい発生が避けられない。この発生したじん

あいが製品であるガラス基板に付着しないように，気流調
整することが求められる。従来よりも基板サイズの大型化
により，搬送装置稼動時のじんあいの影響が大きくなった。

そこで，三次元気流シミュレーションを用いてクリーン

ルームの気流のあり方を絞り込み，実機を稼動させた場合
の清浄度を確認し，駆動部からのじんあいや巻上げによる

じんあいがガラス基板に付着しないことを確認した。以下
に，その取組みについて述べる。

™  三次元気流シミュレーションの活用
　三次元気流シミュレーションは，搬送ロボットの稼動状
態において，気流巻上げ，気流のベクトルや圧力分布をグ

ラフィック表示することができ，じんあいの挙動を動画で

見ることができる。気流調整用抵抗板の位置，形状，開口
率などのパラメータを自由に変更し，最適な気流形成を生
み出すパラメータの算出ができる。

™  実機による気流検証
　次に，実機による気流検証は，シミュレーションで算出
したパラメータを用いて，モデルシステムを構築し気流の

生産装置 クリーンルーム

チーズスラブ

メガトラス

図1　建築断面図（メガトラスとチーズスラブ）

生産装置

バッファ

配管・ダクトサブファブメガトラス

メガトラス

補機

図2　クリーンルーム断面図
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ベクトル解析ができる図 3に示す気流可視化装置を用いて

行った。気流可視化装置は，純水のミストを発生させ，ミ

ストの挙動を高速度ビデオで撮影し，コンピュータで時間
ごとの気流ベクトルを画面に表示することができる。また，

清浄度の確認は，パーティクルカウンタを用いて行った。

この結果，三次元気流シミュレーションと実機検証の結果
がほぼ一致し，三次元気流シミュレーションの妥当性が確
認でき，最適なパラメータを決定した。

2.3.3　ケミカルガス対策

　液晶工程では処理工程上，いろいろな薬品を使用するた

め，ある処理工程で発生したケミカルガスが，他の処理工
程に影響を及ぼす場合がある。この対策として，気流制御
による方法と，ケミカルフィルタによりケミカルガスを吸
収する方法を併用した。外気取入れ口および循環系にケミ

カルフィルタを設置した。循環系に設置した FFU搭載ケ

ミカルフィルタは従来の単板方式からハニカム構造方式に

することにより，ケミカルフィルタの寿命は，3年の長寿
命となった（当社従来比約 1.5倍）。

2.3.4　エンジニアリング支援ツールの活用

（1）　三次元コンピュータグラフィック（以下，三次元 CG
という）による設計支援

　クリーンルーム内の動線やゾーニング，基本コンセプト，

内装仕上げなどを検討する場合，図面だけではイメージ

が伝わらない。そこで，三次元 CGを利用して，クリーン

ルームの完成予想状態をビジュアル化した。三次元 CGに

よる作図例を図 4に示す。

（2）　三次元 CADによる設計支援

　クリーンルーム設備および生産装置の配管，ダクト， 
ケーブルラック，ユーティリィティなどは複雑に輻輳
し，それらのルートを確保するスペースマネジメント

（SM）が重要である。これまでの二次元 CAD（Computer 
Aided Design）に替わり三次元 CADを活用し，作図時間
と確認作業時間の短縮やヒューマンエラーの低減を図った。

　三次元 CADの作図例を図 5に示す。

2.4　クリーンルーム機器の特長

　システム構築にあたっては，富士電機のクリーンルーム

機器を数多く採用し，性能確保に大いに貢献した。

　納入した代表例として以下に紹介する。

（1）　FFU
　気流制御を必要とする高清浄度エリアには，回転数の

可変が容易に可能な DC-FFUを採用している。クリーン

ルームの大規模化に伴い DC-FFUの運転方式は，個別運
転方式から複数台運転方式とし 1台のコントロール基板で，

複数台の FFUを制御できる製品を新たに開発した。これ

により，コストは個別運転の FFU方式と比較して約 20％
削減することができた（当社従来比）。複数台運転方式
FFUの主な特長を以下に示す。

　① 　1台のコントローラで最大 4台の FFUが接続可能
で，故障が発生した場合は，対象 FFUのみ停止し，

気流可視化装置の構成

水蒸気ミスト発生器

計算ソフト
ウェア

パソコン

CCDカメラ

計測領域

光源

気流のベクトル解析例

図3　気流可視化装置

図4　三次元CGによる作図例

図5　三次元CADの作図例
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その他は正常運転を継続できる。

　②　FFU 1台ごとの故障表示ができる。

　③ 　FFU一次側の電源および通信の配線本数が低減し

た。

（2）　環境センサ

　従来は，清浄度をオンラインで常時監視していないため

にガラス基板にごみが付着する問題が発生した場合は，ど

こに問題があるか原因と場所を特定するのが困難で時間を

要していた。

　その対策として，パーティクル，温度・湿度をリアルタ

イムに監視できる新規開発の環境センサをクリーンルーム

内の必要箇所に複数台設置し，測定データをオンラインで

監視システムに取り込んでいる。監視システムでのデータ

トレンドから，いつ，どこで異常が発生したかが分かるた

め，問題発生の原因究明と対策が迅速に対応できるように

なった。

（3）　FFUおよび各種センサ統合監視システム

　監視システムは，クリーンルームエリアを管理するク

リーンルーム用とバッファエリアを管理する自動搬送用の

二つのシステムで構成している。クリーンルーム用，自
動搬送用ともに，主制御室だけではなく副制御室でも監
視ができる仕組みとなっている。上位ネットワークは光
Ethernet

〈注〉

を使用したループバック構成とし，安全性を

高めている。自動搬送用では FFUの監視制御だけでな

く DCC（Dry Cooling Coil）を含めた温湿度，風向風速，

パーティクル，漏水の各センサの監視制御を行い，統合管
理システムとなっている。

（4）　アクティブフィルタ

　クリーンルームでは，可変速機器が多用化され高調波対
策が必要となっている。また，電力会社の規制によれば，

THD（Total Harmonic Distortion）を 12％以下に抑える

必要がある。このため，DC-FFUの制御基板に高調波フィ

ルタを付加するとともに，電源ラインにはアクティブフィ

ルタを設置し高調波対策を図っている。

　あとがき

　LCDは，今後もますます大幅な需要増大が見込まれる

中，価格競争の激化，大型化および製品の早期投入が求
められている。設備投資やランニングコストの安価な海外，

特に市場規模の大きい中国への生産拠点の移行が予想され

る。

　こうしたニーズに対応したクリーンルームを提供するた

めに，海外展開およびクリーンルームシステム・機器の技
術開発を積極的に展開していく所存である。
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〈注〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




