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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】精密フィルターを配設して純水を生成する場合
でも、フィルターの交換が頻繁でない純水生成装置の提
供。
【解決手段】排水から純水を生成する純水生成装置２は
、排水タンク３から送り出された排水を濾過する濾過部
と、生成された第一の清水を貯水する清水タンクと、該
タンクから送り出された第一の清水の有機物を破壊する
紫外線照射部６ｂと、該照射部から送り出された第一の
清水を濾過し第二の清水を生成する精密フィルター部６
ｃと、該フィルター部から送り出された第二の清水を純
水にするイオン交換樹脂部と、該イオン交換樹脂部によ
り精製された純水を外部装置に供給する純水供給部７を
含み、精密フィルター部６ｃには、第二の清水を送り出
す方向から該フィルター部に対しエアー又は水を供給す
る流体供給手段９と、純水を生成する際に第一の清水を
受け入れる方向から第二の清水を排出して排水タンク３
に戻す戻し手段１０が接続される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水から純水を生成する純水生成装置であって、
　排水を貯水する排水タンクと、該排水タンクから送り出された排水を濾過する濾過部と
、該濾過部によって生成された第一の清水を貯水する清水タンクと、該清水タンクから送
り出された第一の清水に紫外線を照射して有機物を破壊する紫外線照射部と、該紫外線照
射部から送り出された第一の清水から有機物を濾過し第二の清水を生成する精密フィルタ
ー部と、該精密フィルター部から送り出された第二の清水を純水に精製するイオン交換樹
脂部と、該イオン交換樹脂部によって精製された純水を外部装置に供給する純水供給部と
、を少なくとも含み、
　該精密フィルター部には、純水を生成する際に第二の清水を送り出す方向から該精密フ
ィルター部に対してエアー又は水を供給する流体供給手段と、該流体供給手段によって供
給されるエアー又は水の作用により純水を生成する際に該第一の清水を受け入れる方向か
ら該第二の清水を排出して該排水タンクに戻す戻し手段と、が少なくとも接続される純水
生成装置。
【請求項２】
　純水を生成する際に該イオン交換樹脂部から送り出された純水を更に濾過する補助精密
フィルター部が配設される請求項１に記載の純水生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水から純水を生成する純水生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ、ＬＳＩ等の複数のデバイスが分割予定ラインによって区画され表面に形成された
ウエーハは、研削装置によって裏面が研削され所望の厚みに形成された後、ダイシング装
置によって個々のデバイスチップに分割され携帯電話、パソコン等の電気機器に利用され
る。
【０００３】
　研削装置、及びダイシング装置は、加工水として純水が使用されることから、本出願人
によって、加工装置から排出される排水を純水に精製して再利用すべく循環させる装置が
提案されている（特許文献１を参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載された装置は、排水を貯水する排水タンクと、該排水タンクから送り
出された排水を濾過する濾過部と、該濾過部によって生成された清水を貯水する清水タン
クと、該清水タンクから送り出された清水に紫外線を照射して有機物を破壊する紫外線照
射部と、該紫外線照射部から送り出された清水を純水に精製するイオン交換樹脂部と、該
イオン交換樹脂部によって精製された純水を濾過する精密フィルター部と、該精密フィル
ター部から送り出された純水を加工装置に供給する純水供給部と、を少なくとも含み、構
成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２１４１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した純水生成装置によれば、一度加工装置に供給され使用された後の排水が、濾過
部を経て清水とされ、さらに紫外線照射部、イオン交換樹脂、及び精密フィルターによっ
て濾過されて純水が生成されて、再び加工装置に供給されて使用される。しかし、紫外線
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照射部を清水が通過する際に紫外線によって破壊された有機物が、イオン交換樹脂部の後
に配設された精密フィルターによって濾過されるため、該精密フィルターが目詰まりを起
こしやすく、頻繁に交換が必要になって生産性が悪いと共に、該精密フィルターが高価で
あることから、不経済であるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記事実に鑑みなされたものであり、その主たる技術課題は、精密フィルタ
ーを配設して純水を生成する場合であっても、該精密フィルターを頻繁に交換する必要の
ない純水生成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記主たる技術課題を解決するため、本発明によれば、排水から純水を生成する純水生
成装置であって、排水を貯水する排水タンクと、該排水タンクから送り出された排水を濾
過する濾過部と、該濾過部によって生成された第一の清水を貯水する清水タンクと、該清
水タンクから送り出された第一の清水に紫外線を照射して有機物を破壊する紫外線照射部
と、該紫外線照射部から送り出された第一の清水から有機物を濾過し第二の清水を生成す
る精密フィルター部と、該精密フィルター部から送り出された第二の清水を純水に精製す
るイオン交換樹脂部と、該イオン交換樹脂部によって精製された純水を外部装置に供給す
る純水供給部と、を少なくとも含み、該精密フィルター部には、純水を生成する際に第二
の清水を送り出す方向から該精密フィルター部に対してエアー又は水を供給する流体供給
手段と、該流体供給手段によって供給されるエアー又は水の作用により純水を生成する際
に該第一の清水を受け入れる方向から該第二の清水を排出して該排水タンクに戻す戻し手
段と、が少なくとも接続される純水生成装置が提供される。
【０００９】
　より好ましくは、純水を生成する際に該イオン交換樹脂部から送り出された純水を更に
濾過する補助精密フィルター部が配設される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の純水生成装置は、排水を貯水する排水タンクと、該排水タンクから送り出され
た排水を濾過する濾過部と、該濾過部によって生成された第一の清水を貯水する清水タン
クと、該清水タンクから送り出された第一の清水に紫外線を照射して有機物を破壊する紫
外線照射部と、該紫外線照射部から送り出された第一の清水から有機物を濾過し第二の清
水を生成する精密フィルター部と、該精密フィルター部から送り出された第二の清水を純
水に精製するイオン交換樹脂部と、該イオン交換樹脂部によって精製された純水を外部装
置に供給する純水供給部と、を少なくとも含み、該精密フィルター部には、純水を生成す
る際に第二の清水を送り出す方向から該精密フィルター部に対してエアー又は水を供給す
る流体供給手段と、該流体供給手段によって供給されるエアー又は水の作用により純水を
生成する際に該第一の清水を受け入れる方向から該第二の清水を排出して該排水タンクに
戻す戻し手段と、が少なくとも接続されていることから、該精密フィルターを洗浄するこ
とができ、精密フィルター部を構成する高価なフィルターを頻繁に交換する必要がなく、
不経済であるという問題が解消する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の純水生成装置、及び該純水生成装置が適用されたダイシング装置の
全体斜視図である。
【図２】図１に記載された純水生成装置の内部の概略を示す斜視図である。
【図３】図２に示す純水生成装置の各構成要素、及び各構成要素を接続する配管の構成を
分解して示す斜視図である。
【図４】排水から純水を生成する際の精密フィルター部内の流れを示す概略断面図である
。
【図５】精密フィルター部の再生処理を実施する際の純水、及び第二の清水の流れを示す



(4) JP 2021-126609 A 2021.9.2

10

20

30

40

50

斜視図である。
【図６】精密フィルター部の再生処理を実施する際の精密フィルター部内の流れを示す概
略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に基づいて構成される純水生成装置に係る実施形態について、添付図面を
参照しながら、詳細に説明する。
【００１３】
　図１には、本実施形態の純水生成装置２と、純水生成装置２によって加工水が循環され
て供給されるダイシング装置１の斜視図が示されている。なお、本実施形態の純水生成装
置２は、以下に示すダイシング装置１にのみ適用されるものではなく、加工水を利用する
装置、例えば、研削装置、研磨装置等にも適用が可能である。
【００１４】
　ダイシング装置１の概略について説明すると、ダイシング装置１は、略直方体形状のハ
ウジング１Ａを備え、被加工物（例えば半導体のウエーハ）を複数収容するカセット１ａ
からウエーハを搬出する搬出入手段１ｂと、ウエーハを保持する保持手段１ｃと、保持手
段１ｃ上に載置され保持されたウエーハに切削加工を施す切削手段１ｄと、切削加工が施
されたウエーハを保持手段１ｃから洗浄領域に搬送するための搬送手段１ｅと、を備えて
いる。
【００１５】
　カセット１ａから搬出入手段１ｂにより搬出されたウエーハは、保持手段１ｃ上に搬送
されて載置され吸引保持される。保持手段１ｃに保持されたウエーハは、加工位置を検出
する所定のアライメントが施されることによりウエーハ上の切削位置が検出され、次いで
、切削手段１ｄの下方に位置付けられて、該切削位置の位置情報に基づき、切削加工が施
され、個々のチップに分割される。切削加工が施されたウエーハは、搬送手段１ｅによっ
て洗浄領域に搬送されて洗浄・乾燥処理が施され、搬出入手段１ｂによって洗浄領域から
搬出されカセット１ａの所定の位置に戻される。
【００１６】
　本実施形態においては、図１に示すように、ダイシング装置１に隣接して純水生成装置
２が配設されている。純水生成装置２はカバー部材２Ａによって覆われ、操作パネル、モ
ニタ等を含む制御手段８を備えている。純水生成装置２において生成された純水は、純水
供給路６０を介してダイシング装置１に対して加工水として供給される。該加工水は、ダ
イシング装置１の加工領域及び洗浄領域に供給され、切削屑等の不純物を含む状態となり
、ダイシング装置１内で回収され、排水路５０を介して純水生成装置２に戻される。排水
路５０を介して戻された排水は、純水生成装置２において純水に精製され、加工水として
再利用される。
【００１７】
　ここで、図２、図３を参照しながら、本実施形態の純水生成装置２の構成をより具体的
に説明する。なお、図２は、本実施形態の純水生成装置２の全体斜視図であって、説明の
都合上、純水生成装置２の全体を覆うカバー部材２Ａを取り外し、純水生成装置２内部の
各構成間を連通する配管を適宜省略した状態を示している。また、図３は、図２に示す純
水生成装置２の各構成要素を分解した状態の斜視図を示し、純水生成装置２の各構成要素
が配管で連通された状態を示している。なお各配管は実際にはフレキシブルパイプで構成
される。
【００１８】
　図２に示すように、純水生成装置２は、ダイシング装置１から排水路５０を介して導入
される排水を一旦収容する排水タンク３と、排水タンク３に収容された排水を送給する送
給ポンプ３ａと、送給ポンプ３ａによって排水タンク３から送られた排水から切削屑等を
取り除き濾過する濾過部４と、濾過部４によって濾過された第一の清水を貯水する清水タ
ンク５と、清水タンク５から送り出された第一の清水を、さらに純水化処理する純水生成
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部６と、純水生成部６によって生成された純水をダイシング装置１に供給する純水供給部
７と、を備えている。なお、純水生成装置２の作動は制御手段８をオペレータが操作して
指示することにより制御される。図３を参照しながら、純水を生成する際の排水の流れ（
図中矢印Ｗ１で示す）をより具体的に説明する。
【００１９】
　ダイシング装置１の加工が開始されると、純水生成装置２の処理が開始され、加工後の
排水が、排水路５０を介して排水タンク３に送られる。これと共に、送給ポンプ３ａが作
動され、排水タンク３から吸い上げられた排水は配管５１を介して濾過部４に送給される
。濾過部４は、第１の濾過フィルター４ａと、第２の濾過フィルター４ｂとを備え、濾過
後の第一の清水を受ける清水受けパン４ｃ上に設置されている。送給ポンプ３ａと、第１
の濾過フィルター４ａ、及び第２の濾過フィルター４ｂとを接続する配管５１上には、電
磁駆動される流路切換弁５２が配設されている。図に示すように、流路切換弁５２がＯＦ
Ｆで、ばねにより左方（１側）に付勢されている場合は、送給ポンプ３ａによって送給さ
れた排水が、配管５１の分岐路５１ａを通り第１の濾過フィルター４ａに導かれ、流路切
換弁５２が通電（ＯＮ）され右方（０側）に付勢されると、送給ポンプ３ａによって送給
された排水が分岐路５１ｂを通り第２の濾過フィルター４ｂに導かれる。
【００２０】
　第１の濾過フィルター４ａ、又は第２の濾過フィルター４ｂに導かれた排水は、切削屑
等が濾過されて第一の清水に精製され、清水受けパン４ｃに流出する。配管５１上には、
分岐管を介して制御手段８に接続された圧力計Ｓ１が接続されており、配管５１内の圧力
を監視する。排水の濾過が一方の濾過フィルター（４ａ又は４ｂ）によって継続して実施
されると、濾過フィルターに切削屑等が堆積してやがて目詰まりを起こし、圧力計Ｓ１の
圧力が上昇する。これを検出した制御手段８は、接続されている該一方の濾過フィルター
の濾過機能が失われたと判断し、制御手段８の表示モニタに使用中の該一方の濾過フィル
ターの交換を指示する表示を行うと共に、上記電磁開閉弁５２を切り換えて、排水の流れ
を、目詰まりを起こしていない他方の濾過フィルターへ切り替える。これによりオペレー
タは、制御手段８の指示によって、純水生成装置２の作動を継続しながら目詰まりを起こ
している側の濾過フィルターの交換を実施することができる。
【００２１】
　第１の濾過フィルター４ａ、又は第２の濾過フィルター４ｂによって濾過され、清水受
けパン４ｃに流出した第一の清水は、配管５３を介して清水タンク５に導入される。清水
タンク５に貯留された第一の清水は、送給ポンプ５ａによって送給され配管５４を流れて
純水生成部６に送られる。
【００２２】
　図示の実施形態における純水生成部６は、支持台６ａと、支持台６ａの奥側に立設され
た紫外線照射部６ｂと、紫外線照射部６ｂの一方の側に隣接して配置された精密フィルタ
ー部６ｃと、手前側に立設されイオン交換樹脂を内蔵した一対の第１のイオン交換手段６
ｄ１及び第２のイオン交換手段６ｄ２からなるイオン交換樹脂部６ｄと、紫外線照射部６
ｂの他方の側に隣接して配置された補助精密フィルター部６ｆと、紫外線照射部６ｂ、精
密フィルター部６ｃ、及び補助精密フィルター部６ｆ側と、イオン交換樹脂部６ｄ側と、
を仕切る仕切り板６ｇを備えている。
【００２３】
　清水タンク５から送給ポンプ５ａによって送給され配管５４を介して送られた第一の清
水は、まず、紫外線照射部６ｂに導入される。ここで紫外線（ＵＶ）が照射されることに
よって第一の清水が殺菌されると共に、第一の清水中に残っている有機物が破壊される。
紫外線照射手段６ｂから送り出された第一の清水は、配管５５を介して精密フィルター部
６ｃに導入される。なお、配管５５には電磁開閉弁Ｖ１が配設されており、排水から純水
を生成する際には開放されている。また、配管５５には、排水タンク３に連結され電磁開
閉弁Ｖ２が配設された配管６３が接続されている。さらに、精密フィルター部６ｃには、
イオン交換樹脂部６ｄに接続され電磁開閉弁Ｖ３を備えた配管５６が接続され、配管５６
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には後述する流体供給手段９に接続され電磁開閉弁Ｖ４を備えた配管６１が接続されてい
る。
【００２４】
　精密フィルター部６ｃでは、図４に示すように、配管５５経て第一の清水が流れ、フィ
ルター体Ｆによって有機物等が取り除かれ、第二の清水として配管５６に排出される。な
お、この際、配管６３上の電磁開閉弁Ｖ２及び配管６１上の電磁開閉弁Ｖ４は閉止されて
いるため、配管６３、配管６１への流れは生じない。
【００２５】
　図３に戻り説明を続けると、精密フィルター部６ｃを経て濾過された第二の清水は、純
水を生成する際に開放される電磁開閉弁Ｖ３及び配管５６を介して、イオン交換樹脂部６
ｄを構成する第１のイオン交換手段６ｄ１又は第２のイオン交換手段６ｄ２に導入される
。ここで、配管５６上に配設された流路切換弁５７がＯＦＦで、ばねにより左方（１側）
に付勢されている場合は、配管５６から分岐された配管５６ａを介して第二の清水が第１
のイオン交換手段６ｄ１に導かれ、流路切換弁５７が通電（ＯＮ）され右方（０側）に付
勢されると配管５６から分岐された配管５６ｂを介して第２のイオン交換手段６ｄ２に導
かれる。この流路切換弁５７の作用により、必要に応じて、純水生成装置２の作動を継続
した状態でイオン交換樹脂部６を構成するイオン交換手段のいずれかを適宜交換すること
ができる。
【００２６】
　第１のイオン交換手段６ｄ１、又は第２のイオン交換手段６ｄ２に導入された第二の清
水は、イオン交換樹脂の作用により第二の清水中に含まれるイオンが取り除かれて加工水
として使用可能な純水に精製される。なお、このようにして第二の清水がイオン交換され
て精製された純水には、第１のイオン交換手段６ｄ１及び第２のイオン交換手段６ｄ２を
構成するイオン交換樹脂の樹脂屑等の微細な物質が混入してしまう場合がある。このため
、図示の実施形態においては上述したように第１のイオン交換手段６ｄ１及び第２のイオ
ン交換手段６ｄ２によって第二の清水がイオン交換されて精製された純水を、配管５８を
介してさらに補助精密フィルター部６ｆに導入し、この補助精密フィルター６ｆによって
純水に混入されているイオン交換樹脂の樹脂屑等の微細な物質を捕捉し、ダイシング装置
１において加工水としてより好ましい状態となる。なお、イオン交換樹脂部６ｄにおいて
発生する微細な物質の純水への混入が殆どみられないような場合は、補助精密フィルター
部６ｆを省略してもよい。
【００２７】
　配管５８には、分岐配管を介して第１のイオン交換手段６ｄ１、又は第２のイオン交換
手段６ｄ２から補助精密フィルター部６ｆに送給される純水の圧力、及び比抵抗の値を検
出する制御手段８に接続された圧力、比抵抗値検出手段Ｓ２が配設されており、この圧力
検出手段Ｓ２の検出信号は制御手段８に送られる。圧力検出手段Ｓ２からの検出信号が所
定圧力値以上に達したならば、制御手段８は補助精密フィルター部６ｆに樹脂屑等の微細
な物質が堆積してフィルターとしての機能が失われたと判断し、制御手段８に設けられた
表示モニタに表示し、オペレータは補助精密フィルター部６ｆを交換することができる。
また、比抵抗値が所定値以下に低下したならば、使用中のイオン交換手段の機能が低下し
ていると判断されるので、流路切換弁５７を作動して当該イオン交換手段の使用を停止し
て交換する。なお、補助精密フィルター部６ｆは、上流側に濾過部４、精密フィルター部
６ｃが配設されており、また、イオン交換手段からの樹脂屑等の発生は限定的であること
から、頻繁に交換が必要になるという問題は生じない。
【００２８】
　純水生成部６によって精製された純水は、補助精密フィルター部６ｆに接続された配管
５９を介して、外部の装置（本実施形態ではダイシング装置１）に供給する純水供給部７
に送られる。純水供給部７は、温度コントローラを備えた純水貯水タンク７ａと純水供給
路６０とを備え、純水貯水タンク７ａに貯水された純水は、該温度コントローラによって
所定の温度（例えば２３℃）に調整されて純水供給路６０を介して排出される。
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【００２９】
　本実施形態の純水生成装置２は、さらに、精密フィルター部６ｃに対し、純水を生成す
る際に第二の清水を送り出す方向、すなわち配管５６側から精密フィルター部６ｃに対し
てエアー又は水を供給する流体供給手段９と、流体供給手段９によって供給されたエアー
又は水によって純水を生成する際に第一の清水を受け入れる方向、すなわち、配管５５側
から第二の清水を排出して排水タンク３に戻す配管６３及び電磁開閉弁Ｖ２を含む戻し手
段１０と、を備えている。
【００３０】
　流体供給手段９は、図３に示すように、送給ポンプ９ａと、送給ポンプ９ａと電磁開閉
弁Ｖ４を介して配管５６に接続された配管６１と、を備えている。精密フィルター部６ｃ
に供給する流体を水とする場合は、送給ポンプ９ａに対して電磁開閉弁Ｖ５を介して純水
供給部７の純水貯水タンク７ａを接続する配管６２を備える。また、該流体をエアーとす
る場合は、配管６２に替えて、送給ポンプ９ａに接続され電磁開閉弁Ｖ６を介して純水生
成装置２の外部に開放されてエアー（Ａｉｒ）を取り入れる配管６４を備える。なお、上
記した配管６２及び電磁開閉弁Ｖ５、並びに配管６４及び電磁開閉弁Ｖ６は、両方を備え
るようにしてもよい。
【００３１】
　純水生成装置２は上記したとおりの構成を備えており、ダイシング装置１において加工
水として使用され排出された排水は、純水生成装置２によって純水に精製されて再利用さ
れる。その際、純水生成装置２の作動時間の経過と共に、精密フィルター部６ｃは目詰ま
りを起こし、最終的には精密フィルターとして機能しなくなることから、本実施形態では
、目詰まりを起こす前に、精密フィルター部６ｃの目詰まりを解消する再生処理を実施す
る。
【００３２】
　該再生処理は、純水を生成する際に第二の清水を送り出す方向から精密フィルター部６
ｃに対して流体（水又はエアー）を供給し、精密フィルター部６ｃを再生する。図５、図
６を参照しながら、その再生手順と、流体供給手段９、及び戻し手段１０の作用について
、以下に説明する。なお、以下の説明では、該流体を水とした場合の例に基づいて説明し
、各配管における流れの方向をＷ２で示す。
【００３３】
　制御手段８は、例えば、純水生成装置２の作動時間を計測し、精密フィルター部６ｃが
目詰まりを起こして純水の生成に支障をきたす前のタイミングで、精密フィルター部６ｃ
の再生処理を実行するようにオペレータに促す。再生処理を実施する場合は、オペレータ
が純水生成装置２による純水の生成を停止した上で、精密フィルター部６ｃの再生を指示
する。これにより、図５に示す配管５５に配設された電磁開閉弁Ｖ１と、配管５６に配設
された電磁開閉弁Ｖ３が閉止されると共に、純水が生成されている際に閉止されている配
管６３上の電磁開閉弁Ｖ２、配管６１上の電磁開閉弁Ｖ４、及び配管６２上の配管Ｖ５を
開とする。そして、送給ポンプ９ａを作動することで、純水貯水タンク７ａから純水が吸
い上げられて、図６に示すように、配管６２及び配管６１を介して、純水が生成されてい
る際には、第二の清水を送り出す側である配管５６が接続された側から精密フィルター部
６ｃの内部に導入される。精密フィルター部６ｃの内部に導入された純水は、純水を生成
している際に排水が流れる方向とは逆方向にフィルター体Ｆを流れ、フィルター体Ｆに捕
集されている不純物を除去して、精密フィルター部６ｃによって一旦は濾過された第二の
清水と共に逆流して、該不純物と一緒に、図５に示すように、本実施形態において戻し手
段１０を構成する電磁開閉弁Ｖ２を含む配管６３側に排出される（矢印Ｗ２を参照）。配
管６３に排出された不純物を含む第二の清水は排水タンク３に戻される。この結果、精密
フィルター部６ｃを構成するフィルター体Ｆから不純物が除去されて目詰まりが解消され
。再生された状態となる。なお、排水タンク３に戻された不純物を含む第二の清水は、純
水生成装置２が排水から純水を生成する際に、ダイシング装置１から流れてきた加工水と
共に濾過部４に導入されて不純物が除かれて洗浄される。
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【００３４】
　なお、上記した実施形態では、精密フィルター部６ｃの再生処理を実施する際に、流体
供給手段９によって純水貯水タンク７ａから純水を吸い上げて、精密フィルター部６ｃに
対して水（純水）を供給したが、送給ポンプ９ａに接続された配管６４と電磁開閉弁Ｖ６
を介して外界からエアーを取り入れ、純水を生成する際に第二の清水を送り出す方向から
精密フィルター部６ｃに対してエアーを導入するようにしてもよい。該エアーによっても
配管５５、及び精密フィルター部６ｃに残存する第二の清水を逆流させることができ、フ
ィルター体Ｆに捕集された不純物を除去して排水タンク３に戻すことができる。
【００３５】
　また、上記した実施形態では、精密フィルター部６ｃの再生処理を純水生成装置２の作
動時間に応じて所定の時間間隔で実施するようにしたが、本発明はこれに限定されず、例
えば、精密フィルター部６ｃに対して第一の清水を供給する配管５４上に、制御手段８に
接続された圧力計を配設し、圧力の上昇を検知することで、再生処理を実施すべきタイミ
ングをオペレータに指示するようにしてもよい。
【００３６】
　上記した実施形態によれば、高価な精密フィルター部６ｃを再生処理することが可能に
構成されていることで、精密フィルター部６ｃを繰り返し使用することができ、頻繁に交
換することが抑制され、不経済であるという問題が解消する。
【符号の説明】
【００３７】
１：ダイシング装置
１ａ：カセット
１ｂ：搬出入手段
１ｃ：保持手段
１ｄ：切削手段
１ｅ：搬送手段
２：純水生成装置
２Ａ：カバー部材
３：排水タンク
３ａ：送給ポンプ
４：濾過部
５：清水タンク
６：純水生成部
６ａ支持台
６ｂ：紫外線照射部
６ｃ：精密フィルター部
６ｄ：イオン交換樹脂部
６ｄ１：第一のイオン交換樹脂手段
６ｄ２：第二のイオン交換樹脂手段
７：純水供給部
７ａ：純水貯水タンク
８：制御手段
９：流体供給手段
９ａ：送給ポンプ
１０：戻し手段
５０：排水路
５１、５３、５４、５５、５６、５８、５９：配管
６１、６２、６３、６４：配管
５２：流路切換弁
５６、５７：流路切換弁
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Ｖ１～Ｖ６：電磁開閉弁
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