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1.  はじめに 

 

 クリーンルーム構築技術は，時代と共にデバイス系

や医薬品他の製造環境を支援してきており，今後も，

情報化技術と新エネルギーの開発，および抗がん剤や

抗体医薬品の研究開発・製造の市場ニーズを背景に，

新たな建設市場が期待できる。 

 これらの分野では，本来の空気浄化と恒温恒湿等の

環境要求を満足しつつ，ローコストと省エネルギーの

技術が強く要求されている。 

 2013 年 3 月に，当社技術センター内に次世代のクリ

ーンテクノロジーを研究する施設を建設した。ここで

は，お客様からの技術要求に答えることを第一の建設

コンセプトとして，新築とリニューアルにも対応でき，

ローコスト・省エネルギー化だけでなく，装置レイア

ウト変更時のフレキシブル性も向上させた建築一体型

の新クリーン空調システムを開発し，そのシステムを

導入した。 

 以下に，クリーンテクノロジーの技術変化，新実験

施設の建設概要，および，今後の施設活用について報

告する。 

 

2. クリーンテクノロジーの市場と技術変化 

 

2.1 市場の変化 

クリーンルームの建設市場は，大きく電子デバイス

系，医薬品系，医療系，および食品系に分けられる。 

電子デバイス系の一部の製品は，台湾，韓国のロー

コスト，大量生産の波に押され低調であり，大型のク

リーンルーム建設は縮小してきている。その中で，高

付加価値の商品やデバイス製造機器の研究開発とその

製造に係る施設の要求は，今後も期待でき，既存施設

のリニューアル計画も大きな市場である。 

医薬品製造の分野は，抗がん剤や新種ワクチン，IPS

細胞の研究開発が活発であり，その建設市場は継続的

に期待できる。また，医療系では今後の新築と建替え

時に，院内感染防止を支援するクリーンテクノロジー

技術が期待されている。食品製造の分野では，安全安

心の観点から異物混入の更なる防止技術が求められて

いる。 

2.2 技術の変化と当社の対応 

クリーンテクノロジーの歴史は，1940 年代に米国で

開発された HEPA フィルタの出現からと言われており，

我が国では 1960 年代半ばに，民間の電子品製造工場で

クリーンルームが出現している。本格的なクリーンル

ームに係る基礎研究や応用研究が始まったのは，1980

年代に入ってからで，当社も業界に先駆けて 1982 年に

初代のクリーンルーム実験室を構築した。 

電子デバイス系分野は情報技術の進化と共に製品の

変化が激しく，そこで要求されるクリーン技術も大き

く変化してきている。室内の気流形状でその変化を見

ると，1990 年から 2000 年代前半までの先端クリーン

ルームにおいては，全面層流型が主流であった。2000

年以降は，温暖化対策としての省エネルギーが強く要

求され，生産工場では Pod 搬送の導入と伴にエネルギ

ー多消費型のクリーンルームから，乱流型と局所クリ

ーン化を併用したベイ方式の省エネ型クリーンルーム

が計画された。その後は，更なる省エネとローコスト

の要求を満足する局所クリーン化が主流となり，現在

に至っている。 

当社では，その時代の技術要求に先駆けて，1985 年
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にトンネル型クリーンルーム実験室を，1996 年には全

面層流型と乱流型を持つウルトラクリーンルーム実験

室を建設し，環境評価技術や各種のクリーン化技術を

開発して現業に適用してきた。今回，次世代の技術ニ

ーズに対応して行くことを目的に，新たな実験施設を

建設した。 

 

3. クリーンテクノロジーの実験施設概要 

 

3.1 建設コンセプトと施設の特徴 

施設計画に当たっては以下のコンセプトを設定し，

それらを満足する計画と建設を行った。 

①次世代クリーン化技術の発信の場。 

②ローコストと省エネルギー，および，フレキシビリ

ティー技術の実証実験の場。 

③お客様の装置を持ち込める空間と機能を有する場。 

④お客様と共同で研究開発ができる場。 

⑤各種開発技術のショールーム。 

さらに新施設は，具体的に次に示す３つの特徴を持

っている。 

一つ目は，業界最大級の空間の大きさを持っている。

床面積約 100 ㎡，天井高 7ｍの空間で，お客様が保有

している大型の製造装置を持ち込んでの実験を可能と

している。 

二つ目は，空気清浄度の変更が可能である。基本は

天井吹出し，天井吸込みの清浄度が低めの乱流型とし

て使うが，床下に１ｍ高さの空間を設けており，室内

に間仕切りなどを設けることで清浄度が高い全面層流

型の実験も可能である。 

三つ目は，新しく開発したフレキシブルなクリーン

空調システムを導入している。ローコスト・省エネル

ギーでフレキシブル性を高めるために『T-Flexible 

Cleanroom』という新たなクリーン空調システムを開発

し，本施設に適用した。これは，お客様のクリーンル

ーム内の生産機器のレイアウト変更に対応して，空調

や空気浄化の設備機器をフレキシブルに移動できるこ

とを特徴としている。 

クリーンルーム実験施設の平面及び断面を図-１，図

-2 に，内部を写真-1 に，主な施設の仕様を表-１に示す。 

 

3.2 フレキシブルクリーン空調システム 

実験施設に導入した建築一体型の新クリーン空調シ

ステムを図-3，図-4，図-5 に示す。天井部分に鋼材の

設備レールをライン状に構築し，ファンフィルターユ

ニット（ＦＦＵ）を，設備レール上をスライド可能 

 

 

 

 

清浄度 ISO規格クラス7

温湿度 22℃±2℃、　50%±10%

空調・除塵方式

外調機（HEPA付）：3,000m3/h
（外気換気3回/h)

ファン付ドライコイル：16200m3/h
ファンフィルターユニット（HEPA付）：

27,000m3/h(循環換気30回/h)

寸法 10.9m×8.85m×9.5mH

仕上
壁：不燃断熱スチールパーティション
床：アルミダイキャストフリーアクセスフロア
鉄骨：溶融亜鉛メッキ

表-1 クリーンルームの基本仕様 

Table1  The contents figure of the new air-conditioning system 

図-1 クリーンルームの平面 

Fig.1  The plane of the clean room 

 

図-2 クリーンルームの断面 

Fig.2  The section of the clean room 

 

写真-1 クリーンルーム内部 

Photo.1  The internal photograph of the clean room 
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な構造として設置する。この構造により，ＦＦＵの配

置を容易に可変でき，台数の増減も容易で，下部空間

の清浄度環境を任意にコントロールできる。また，設

備レール上部にはメンテナンス歩廊と冷気搬送路を兼

ねた通路（クールベイと称す）がＦＦＵの稼働範囲に

沿って設置され，天井内の冷却ユニットから冷気がク

ールベイを通じて供給され，配置変更が容易な冷気給

気口から，冷やしたいエリアに冷気を送ることが可能

である。 

 今回採用したＦＦＵは上下反転可能な構造（富士電

機㈱と共同開発）で，垂れ壁（ビニールカーテン等）

との組み合わせにより，レターンの気流性状や生産装

置からの発熱の拡散防止への配慮が可能である。また，

ＦＦＵや照明器具は全て天井面から配置変更が可能な

ため，下部の製造空間に影響を及ぼすことなく，短期

間で容易にレイアウトを変更することが可能である。 

この技術の特徴を以下のようにまとめる。 

①生産ライン変更へのフレキシブルな対応が可能 

②フレキシブルなクリーンルーム環境を実現 

生産ラインに合せて清浄度，気流，温度を自在にコ

ントロールが可能。 

③大空間への対応も可能 

柱スパン 20ｍ～30ｍ，天井高さ 7ｍ程度まで対応が

可能。 

④床，壁，天井の二重化が不要な省スペースシステム 

⑤階高の圧縮，スペースの効率化，ＦＦＵ及び冷却ユ

ニットの効率配置によりローコストを実現。 

従来の床吸込み層流型クリーンルームに比べて，イ

ニシャルコスト 30％の削減が可能。 

⑥空気循環の効率化，温度コントロールの効率化によ

り省エネルギー化を実現 

従来の床吸込み層流型クリーンルームと比べてラン

ニングコスト 25％の削減が可能。 

 

⑦下部作業エリアに影響なくメンテナンスが可能。 

⑧設備レールを構造トラスに固定して耐震性を向上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 既往開発技術の展示 

クリーンテクノロジー実験施設に隣接して，当社が

今までに開発した以下のクリーン技術の展示ブースを

設けている。 

①空気浄化に関する開発商品 

・低分子量シロキサンの発生を低減した湿式シール材 

・フタル酸エステル（DOP）の発生を低減したフリー 

アクセスフロアパネル 

・ホウ素（B）と DOP の発生を低減した超高性能エア

ーフィルタ 

・塩基性ガス，有機性ガス，酸性ガスを除去する化学

物質除去ユニット 

・虫の侵入を防止した気密型防虫フィルター 

 

図-3 新空調換気システムの概要図 

Fig.3  The contents figure of the new air-conditioning system 

a new air-conditioning system-1 

図-4 新空調換気システム断面概要図-1 

Fig.4  The conceptual sectional view 

of the new air-conditioning system-1 

図-5 新空調換気システム断面概要図-2 

Fig.5  The conceptual sectional view 

of the new air-conditioning system-2 

 

FCU 上向き FFU 

下向き FFU 

上向き FFU 

下向き FFU 
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②各種クリーン機器 

・上下反転を可能としたファンフィルターユニット 

・10 分間に 150 人の通過を可能としたウォークスルー

型エアーシャワー 

・イオナイザーやスイングエアシャワーにより除塵性

能を向上させたクリーンハンガー 

・医薬品や医療施設を対象とした洗浄可能な空調機 

・人感センサによる省エネ運転制御技術 

③安心安全，品質確保技術 

・半導体等製造機器の免震装置 

・浮遊微粒子の帯電量測定システム 

・各種環境要素（空気質，微振動，静電気）の評価，

解析技術 

④『T-Flexible Cleanroom』のモックアップと工場模型

（縮尺 1/70） 

 写真-2 に開発技術の展示状況を示す。 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 気流性状と空気環境の性能確認 

 

新空調システムの気流形状を確認するために数値解

析を行った 1），2）。解析モデルを図-6 に，クリーンルー

ムの垂直温度分布断面の解析結果を図-7 に示す。上向

きに設けた FFU とビニールカーテンにより，排熱気流

が効率よく上昇していることを理解できる。 

また，当該クリーンルームの竣工時に気中のアンモ

ニア濃度と有機物濃度を計測した 3）。その結果，アン

モニア濃度は約 4.0 ㎍/㎥を，有機物濃度は約 100 ㎍/㎥

を示し，ケミカルフィルターを設置することなく，ア

ウトガス対策建材を選定し施工することで，充分なク

リーン環境が確保できた。尚，浮遊微粒子環境は 10 個

/cf（0.5μm）以下であった。 

 

 

5. 今後の施設活用 

 

実験施設では以下の活用を行っている。 

①当社開発テーマの実験，実証 

②お客様の施設で実験が出来難い，発熱や空気を汚す

実験，省エネ確認実験 

③お客様の実機又は模擬実機を持ち込んだ共同研究 

④各種技術のショールーム 

具体的な実験開発としては， 

①省エネ型局所クリーン空調・浄化システムの開発 

②高度な数値解析技術と実験評価技術によるハイブリ

ッドな研究手法の開発。業界に先駆けて，AR（拡張現

実）技術を使った気流の可視化技術の実証。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

写真-2 クリーン技術の展示状況 

Photo.2  The showroom of clean room technology 

図-6 数値解析のモデル  

Fig.6  Numerical-analysis model 

図-7 垂直断面の温度分布解析結果 

Fig.7  The analysis result of perpendicular temperature distribution 

新空調システムの 

モックアップ 

展示スペースでの技術紹介 

クールベイ 
FFU 

LED 照明 

A 

A 

温度［℃］

上向き FFU：有 

カーテン：有 

上吹き FFU：無 

カーテン：無 
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6. おわりに 

 

この施設では現在，デバイス系クリーンルームのロ

ーコストと省エネルギーの実験を行っている。今後は，

封じ込め要求で代表される医薬品製造環境や院内感染

防止要求がある医療施設を対象とした研究を予定して

いる。多くの方にご覧いただき，本施設を使った共同

研究をご一緒に行い，新技術の発信の場として行きた

い。 

尚，本施設の計画に当たっては，設計本部，ENG 本

部，設備本部，横浜支店，技術センターが協同して遂

行してきた。 
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