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(57)【要約】
【課題】停止させた状態の加工液循環装置のタンク等に
溜められている加工廃液の雑菌繁殖を防ぐ。
【解決手段】紫外線照射ユニット５は、紫外線ランプ５
０と、ランプ外側を囲繞し気体を導入又は排出可能な第
１空間を形成させる石英ガラス管５２と、ガラス管外側
を囲繞し清水を導入又は排出可能な第２空間を形成させ
る枠体５４と、を備え、さらに、廃液タンク２０から清
水ポンプ４２までの通水経路を洗浄するユニット７を備
え、洗浄ユニット７は、第１空間に酸素を入れる手段７
０と、第２空間と清水タンク４０とを連通する第１配管
７１と、紫外線照射ユニット５と廃液タンク２０とを連
通する第２配管７２と、を備え、第１空間に入れられた
酸素に紫外線照射し生成されたオゾンを清水タンク４０
の清水に混合したオゾン水を、廃液タンク２０に導入し
て、廃液タンク２０から清水ポンプ４２までの通水経路
に循環させ洗浄する加工液循環装置１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工液を供給しつつ被加工物を加工する加工装置から排出される加工屑を含んだ加工廃
液を溜める廃液タンクと、該廃液タンクから加工廃液を汲み上げる廃液ポンプと、該廃液
ポンプで汲み上げられた加工廃液の加工屑を除去し清水を精製するフィルタユニットと、
該清水を溜める清水タンクと、該清水タンクから清水を汲み上げる清水ポンプと、該清水
に紫外線を照射する紫外線照射ユニットと、紫外線が照射された該清水をイオン交換樹脂
に通水させ純水を精製するイオン交換樹脂ユニットと、を備える加工液循環装置であって
、
　該紫外線照射ユニットは、紫外線ランプと、該紫外線ランプの外側を囲繞する第１空間
を形成させる石英ガラス管と、該石英ガラス管の外側を囲繞する第２空間を形成させる枠
体と、該第１空間に気体を導入する気体入口と、該第１空間から気体を排出する気体出口
と、該第２空間に清水を導入する水入口と、該第２空間から清水を排出させる水出口と、
を備え、
　さらに、該廃液タンクから該清水ポンプまでの通水経路を洗浄する洗浄ユニットを備え
、
　該洗浄ユニットは、
　該第１空間に酸素を含む気体を入れる酸素投入手段と、該気体出口と該清水タンクとを
連通する第１配管と、該水出口と該廃液タンクとを連通する第２配管と、を備え、
　該第１空間に入れられた酸素を含む気体に紫外線を照射させ生成されたオゾンを含む気
体を該清水タンクの清水に混合し生成されたオゾン水を、該廃液タンクに導入することで
、該廃液ポンプ、該フィルタユニット、該清水タンク、該清水ポンプ、該紫外線照射ユニ
ット、該第２配管、該廃液タンクの順に循環させ洗浄する加工液循環装置。
【請求項２】
　前記フィルタユニットは、筒状で中央に加工廃液を投入する投入口を備え側面から清水
を排出させるフィルタと、該フィルタを載置するトレイと、該フィルタと該トレイとを収
容するフィルタボックスと、を備え、
　前記洗浄ユニットは、該フィルタボックス内の気体を吸引し前記第１空間に投入すると
共に、前記廃液タンク内の気体を吸引し該第１空間に投入すると共に、前記清水タンク内
の気体を吸引し該第１空間に投入する気体投入手段を備える請求項１記載の加工液循環装
置。
【請求項３】
　前記第１空間に不活性ガスを投入する不活性ガス投入手段を備え、
　前記紫外線照射ユニットから前記イオン交換樹脂ユニットに清水を送る際は、該第１空
間に不活性ガスを充満させる請求項１、又は請求項２記載の加工液循環装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工装置に純水等の加工液を循環させる加工液循環装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１又は特許文献２に開示されているような加工液循環装置は、加工装
置から送られてくる加工屑を含んだ加工廃液をタンクに溜め、タンクからポンプで汲み上
げた加工廃液をフィルタに通して加工屑を除去し、紫外線を照射させ有機物をイオン化し
、イオン交換樹脂に通水させイオン交換樹脂に有機物イオンおよび無機物イオンを吸着さ
せ純水を再生し、加工装置に純水を送水している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９０１２８号公報
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【特許文献２】特開２００８－０３７６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そのため、加工屑が除去された清水は、上記のタンクから紫外線を照射する紫外線照射
ユニットに流される直前までは有機物が存在しているので、加工液循環装置が停止してい
るときに、有機物により雑菌が繁殖してしまう。そして、加工液循環装置を停止させてい
る期間が長いと、この雑菌が繁殖し、紫外線照射によって雑菌を消滅しきれず雑菌処理が
不十分になるという問題がある。また、雑菌が繁殖してしまったタンクの水を捨てて、市
水から純水を精製すると時間が掛かるため加工装置を待機させてしまうという問題がある
。さらに、一度精製され純水となる清水を捨てないで再利用したいという要求もある。
【０００５】
　よって、加工液循環装置においては、装置を長期間停止させるとき、即ち、加工装置に
循環させるための純水を長期間加工装置に対して送り出さないときに、タンクおよびタン
クとフィルタ等を連通させる配管に溜められている加工廃液や清水中の雑菌の繁殖を防止
するという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明は、加工液を供給しつつ被加工物を加工する加工装置
から排出される加工屑を含んだ加工廃液を溜める廃液タンクと、該廃液タンクから加工廃
液を汲み上げる廃液ポンプと、該廃液ポンプで汲み上げられた加工廃液の加工屑を除去し
清水を精製するフィルタユニットと、該清水を溜める清水タンクと、該清水タンクから清
水を汲み上げる清水ポンプと、該清水に紫外線を照射する紫外線照射ユニットと、紫外線
が照射された該清水をイオン交換樹脂に通水させ純水を精製するイオン交換樹脂ユニット
と、を備える加工液循環装置であって、該紫外線照射ユニットは、紫外線ランプと、該紫
外線ランプの外側を囲繞する第１空間を形成させる石英ガラス管と、該石英ガラス管の外
側を囲繞する第２空間を形成させる枠体と、該第１空間に気体を導入する気体入口と、該
第１空間から気体を排出する気体出口と、該第２空間に清水を導入する水入口と、該第２
空間から清水を排出させる水出口と、を備え、さらに、該廃液タンクから該清水ポンプま
での通水経路を洗浄する洗浄ユニットを備え、該洗浄ユニットは、該第１空間に酸素を含
む気体を入れる酸素投入手段と、該気体出口と該清水タンクとを連通する第１配管と、該
水出口と該廃液タンクとを連通する第２配管と、を備え、該第１空間に入れられた酸素を
含む気体に紫外線を照射させ生成されたオゾンを含む気体を該清水タンクの清水に混合し
生成されたオゾン水を、該廃液タンクに導入することで、該廃液ポンプ、該フィルタユニ
ット、該清水タンク、該清水ポンプ、該紫外線照射ユニット、該第２配管、該廃液タンク
の順に循環させ洗浄する加工液循環装置である。
【０００７】
　前記フィルタユニットは、筒状で中央に加工廃液を投入する投入口を備え側面から清水
を排出させるフィルタと、該フィルタを載置するトレイと、該フィルタと該トレイとを収
容するフィルタボックスと、を備え、前記洗浄ユニットは、該フィルタボックス内の気体
を吸引し前記第１空間に投入すると共に、前記廃液タンク内の気体を吸引し該第１空間に
投入すると共に、前記清水タンク内の気体を吸引し該第１空間に投入する気体投入手段を
備えると好ましい。
【０００８】
　本発明に係る加工液循環装置は、前記第１空間に不活性ガスを投入する不活性ガス投入
手段を備え、前記紫外線照射ユニットから前記イオン交換樹脂ユニットに清水を送る際は
、該第１空間に不活性ガスを充満させると好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る加工液循環装置は、紫外線照射ユニットは、紫外線ランプと、紫外線ラン
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プの外側を囲繞する第１空間を形成させる石英ガラス管と、石英ガラス管の外側を囲繞す
る第２空間を形成させる枠体と、第１空間に気体を導入する気体入口と、第１空間から気
体を排出する気体出口と、第２空間に清水を導入する水入口と、第２空間から清水を排出
させる水出口と、を備え、さらに、廃液タンクから清水ポンプまでの通水経路を洗浄する
洗浄ユニットを備え、洗浄ユニットは、第１空間に酸素を含む気体を入れる酸素投入手段
と、気体出口と清水タンクとを連通する第１配管と、水出口と廃液タンクとを連通する第
２配管と、を備え、第１空間に入れられた酸素を含む気体に紫外線を照射させ生成された
オゾンを含む気体を清水タンクの清水に混合し生成されたオゾン水を、廃液タンクに導入
することで、廃液ポンプ、フィルタユニット、清水タンク、清水ポンプ、紫外線照射ユニ
ット、第２配管、廃液タンクの順に循環させ洗浄（水中の殺菌及び有機物の分解）するこ
とで、装置を長期間停止させるとき、即ち、加工装置に循環させるための純水を長期間加
工装置に送り出さないときに、廃液ポンプ、フィルタユニット、清水タンク、清水ポンプ
、紫外線照射ユニット、第２配管、廃液タンク内の雑菌の繁殖を防止することが可能とな
る。また、これにより、再び加工液循環装置から加工装置に純水を送り出す場合に、加工
液循環装置内の清水を排水することなく再使用する事ができる。
【００１０】
　フィルタユニットは、筒状で中央に加工廃液を投入する投入口を備え側面から清水を排
出させるフィルタと、フィルタを載置するトレイと、フィルタとトレイとを収容するフィ
ルタボックスと、を備え、洗浄ユニットは、フィルタボックス内のオゾンが含まれた気体
を吸引し第１空間に投入すると共に、廃液タンク内のオゾンが含まれた気体を吸引し第１
空間に投入すると共に、清水タンク内のオゾンが含まれた気体を吸引し第１空間に投入す
る気体投入手段を備えることで、第１空間内において発生させたオゾンを含んだオゾン水
を廃液タンク、フィルタユニット、及び清水タンクに循環させた際に、各部で気化したオ
ゾンを再び第１空間内に集めることができ、該各部からオゾンが加工液循環装置の外部に
漏出してしまうことを防ぎ、例えば作業者がオゾンを吸引してしまうことが無いようにす
ることができる。
【００１１】
　本発明に係る加工液循環装置は、第１空間に不活性ガスを投入する不活性ガス投入手段
を備え、紫外線照射ユニットからイオン交換樹脂ユニットに清水を送る際、即ち、例えば
、加工装置に循環させるための純水を長期間送り出していなかった加工液循環装置から再
び加工装置に純水を送り出す際に、第１空間に不活性ガスを充満させることで、紫外線ラ
ンプが発する紫外線を第１空間内で減衰させることなく、石英ガラス管を透過させて、第
２空間内の清水に照射させることが可能となる。そして、減衰していない紫外線で、第２
空間内の清水を十分に殺菌し有機物を分解して純水とすることで、加工装置に高純度の純
水を送出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】加工液循環装置の構造の一例を示す模式的な斜視図である。
【図２】紫外線照射ユニットの構造、並びにオゾン水を循環させている状態の紫外線照射
ユニット、洗浄ユニット、不活性ガス投入手段、清水タンク、清水ポンプ、及び廃液タン
クの連通関係の一例を示す説明図である。
【図３】紫外線照射ユニットからイオン交換樹脂ユニットに清水を送る場合を説明する説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１に示す加工装置Ａは、半導体デバイスの製造過程で用いられ、例えば、加工液（純
水）を供給しつつ、回転する研削砥石で被加工物（例えば、シリコンウェーハ等）を研削
して薄化する研削装置、又は加工液を供給しつつチャックテーブルに保持された被加工物
に対して回転する切削ブレードを切込ませて被加工物をカットする切削装置等である。
【００１４】
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　加工装置Ａには、本発明に係る加工液循環装置１が接続されている。加工液循環装置１
は、加工液を供給しつつ被加工物を加工する加工装置Ａから排出される加工屑を含んだ加
工廃液を溜める廃液タンク２０と、廃液タンク２０から加工廃液を汲み上げる廃液ポンプ
２２と、廃液ポンプ２２で汲み上げられた加工廃液の加工屑を除去し清水を精製するフィ
ルタユニット３と、清水を溜める清水タンク４０と、清水タンク４０から清水を汲み上げ
る清水ポンプ４２と、清水に紫外線を照射する紫外線照射ユニット５と、紫外線が照射さ
れた清水をイオン交換樹脂に通水させ純水を精製するイオン交換樹脂ユニット６と、廃液
タンク２０から清水ポンプ４２までの通水経路を洗浄する洗浄ユニット７と、を少なくと
も備える。
【００１５】
　加工装置Ａから排出される加工屑（例えば、シリコン屑）を含んだ加工廃液は、金属配
管や可撓性を有するチューブ等からなる加工廃液流入管２３を通り、加工装置Ａから廃液
タンク２０へと流れ込む。
【００１６】
　廃液タンク２０に接続された廃液ポンプ２２は、自身が生み出す負圧によって、廃液タ
ンク２０内の加工廃液を汲み上げて、一端が接続されたフィルタユニット導入管２４に送
出する。
　フィルタユニット導入管２４のもう一端側は、フィルタユニット３に連通している。ま
た、例えば、フィルタユニット導入管２４内には、圧力計２４９が配設されており、圧力
計２４９によって、廃液ポンプ２２が送出する加工廃液の量がフィルタユニット３の処理
能力を超える量となっていないかを監視可能となっている。
【００１７】
　本実施形態において、廃液ポンプ２２で汲み上げられた加工廃液に含まれる加工屑を除
去し清水を精製するフィルタユニット３は、例えば、株式会社ディスコ製の製品名ＣＣフ
ィルタで構成されるユニットである。フィルタユニット３は、例えば、図１に示すように
第１のフィルタ３１と第２のフィルタ３２とを備えており、フィルタユニット導入管２４
を流れる加工廃液は、第１のフィルタ３１又は第２のフィルタ３２に導入される。
【００１８】
　筒状の第１のフィルタ３１（第２のフィルタ３２）は、例えば、側面に複数の図示しな
い開口を備えた筒体３１１（筒体３２１）と、筒体３１１（筒体３２１）の上面中央に形
成され加工廃液を投入する投入口３１２（投入口３２２）と、筒体３１１（筒体３２１）
内に配設された図示しない筒状の濾紙とを備えている。第１のフィルタ３１（第２のフィ
ルタ３２）においては、投入口３１２（投入口３２２）から筒状の濾紙内に入った加工廃
液が、筒状の濾紙で濾過された後、筒体３１１（筒体３２１）の側面の複数の開口から外
に排出される。
【００１９】
　このように構成された第１のフィルタ３１と第２のフィルタ３２とは、桶状のトレイ３
４上に並んで配設されている。トレイ３４上には、第１のフィルタ３１又は第２のフィル
タ３２により加工屑が除去された濾過済みの清水が排出される。トレイ３４上の桶内には
、配管３４０の上流側が連通しており、配管３４０の下流側は清水タンク４０に連通して
いる。
【００２０】
　第１のフィルタ３１と第２のフィルタ３２とトレイ３４とは、箱状のフィルタボックス
３５内に収容されている。フィルタボックス３５は、その内部に気体を閉じ込めることが
できる。
【００２１】
　図１に示すように、フィルタユニット導入管２４のもう一端側は分岐しており、第１の
フィルタ３１の投入口３１２にはフィルタユニット導入管２４が分岐してなる第１のフィ
ルタユニット導入管２４１が連通しており、第２のフィルタ３２の投入口３２２にはフィ
ルタユニット導入管２４が分岐してなる第２のフィルタユニット導入管２４２が連通して
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いる。
【００２２】
　第１のフィルタユニット導入管２４１内には、第１のソレノイドバルブ２４１ａが配設
されている。また、第２のフィルタユニット導入管２４２内には、第２のソレノイドバル
ブ２４２ａが配設されている。第１のソレノイドバルブ２４１ａ（第２のソレノイドバル
ブ２４２ａ）は、第１のフィルタユニット導入管２４１（第２のフィルタユニット導入管
２４２）が第１のフィルタ３１（第２のフィルタ３２）に連通する状態と連通しない状態
とを切り換える。
【００２３】
　例えば、第１のフィルタ３１のみによる加工廃液の処理を実施し続けると、第１のフィ
ルタ３１の図示しない濾紙の内側には加工屑が堆積し、加工廃液が図示しない濾紙を通過
し難くなり、フィルタとしての機能が失われる。その結果、フィルタユニット導入管２４
内の圧力が高くなり許容値を超えたことを、圧力計２４９が測定する。そして、第１のソ
レノイドバルブ２４１ａを閉状態にする制御が行われ、第１のフィルタユニット導入管２
４１と第１のフィルタ３１との連通が遮断される。さらに、第２のソレノイドバルブ２４
２ａを開状態にする制御が行われ、第２のフィルタユニット導入管２４２と第２のフィル
タ３２とが連通する。また、圧力計２４９がフィルタユニット導入管２４内の圧力が高く
なり許容値を超えたことを測定すると、図示しない警報手段が、第１のフィルタ３１の機
能が失われて交換の必要が生じていることを発報・画面表示して作業者に知らしめる。
【００２４】
　その結果、廃液ポンプ２２により送出された加工廃液は、第２のフィルタ３２に流入し
て、第２のフィルタ３２によって第１のフィルタ３１と同様に処理される。また、第１の
フィルタ３１は、濾紙等の交換が可能な状態になっているため、作業者が第１のフィルタ
３１の濾紙交換を行うことができる。即ち、加工液循環装置１においては、第１のフィル
タ３１を交換する際においても、第２のフィルタ３２により加工廃液処理が行えるため、
装置を停止させる必要が無い。
【００２５】
　トレイ３４から配管３４０を介して流下して清水タンク４０に貯留された清水は、図１
に示す清水ポンプ４２によって汲み上げられて、清水ポンプ４２に一端が接続された紫外
線照射ユニット導入管４２２を通り、紫外線照射ユニット５に送られる。
【００２６】
　図２に縦断面構造を示す紫外線照射ユニット５は、紫外線ランプ５０と、紫外線ランプ
５０の外側を囲繞する第１空間５２１を形成させる石英ガラス管５２と、石英ガラス管５
２の外側を囲繞する第２空間５４２を形成させる枠体５４と、第１空間５２１に気体を導
入する気体入口５５と、第１空間５２１から気体を排出する気体出口５６と、第２空間５
４２に清水を導入する水入口５７と、第２空間５４２から清水を排出させる水出口５８と
、を備えている。
【００２７】
　紫外線ランプ５０は、例えば、約１８５ｎｍ、及び約２５４ｎｍの短波長を主波長とし
て効率よく紫外線を側方に放射する低圧水銀ランプであるが、これに限定されるものでは
ない。例えば、紫外線ランプ５０は、上下方向（Ｚ軸方向）に延在する柱状となっており
、例えばその上端及び下端に取り付けられた接続端子５００に電源５９が接続されている
。
【００２８】
　例えばＳＵＳ等で構成される枠体５４は、円柱状に形成されており、底板５４１と、底
板５４１と対向する天板５４３と、天板５４３と底板５４１とを連結する側壁５４４とを
備えている。
【００２９】
　一般のガラスに比べて非常に高い純度をもち紫外線を良好に透過させる石英ガラス管５
２は、例えば、円筒形状を備えており、その上端と下端が、枠体５４の天板５４３と底板
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５４１に固定されている。図２に示す例において、第１空間５２１に気体を導入する気体
入口５５は、天板５４３を厚み方向に貫通して形成されており、第１空間５２１から気体
を排出する気体出口５６は、底板５４１を厚み方向に貫通して形成されている。
【００３０】
　図２に示す例において、第２空間５４２に清水を導入する水入口５７は、天板５４３を
厚み方向に貫通して形成されており、水入口５７には、紫外線照射ユニット導入管４２２
の他端が接続されている。
　第２空間５４２から清水を排出させる水出口５８は、底板５４１を厚み方向に貫通して
形成されている。
【００３１】
　図１、２に示す廃液タンク２０から清水ポンプ４２までの通水経路を洗浄する洗浄ユニ
ット７は、第１空間５２１に酸素を含む気体（エア）を入れる酸素投入手段７０と、気体
出口５６と清水タンク４０とを連通する第１配管７１と、紫外線照射ユニット５の水出口
５８と廃液タンク２０とを連通する第２配管７２と、を少なくとも備えている。さらに、
本実施形態における洗浄ユニット７は、フィルタユニット３のフィルタボックス３５内の
気体を吸引し第１空間５２１に投入すると共に、廃液タンク２０内の気体を吸引し第１空
間５２１に投入すると共に、清水タンク４０内の気体を吸引し第１空間５２１に投入する
気体投入手段７９を備えている。
【００３２】
　図２に示すように、紫外線照射ユニット５の第１空間５２１に気体を導入する気体入口
５５には、主配管５５０が接続されている。
　酸素投入手段７０は、例えば、コンプレッサー、又はブロワー等のエア源（酸素源）７
００と、主配管５５０とエア源７００とを連通するエア投入管７０１と、エア投入管７０
１内に配設されたエア源開閉弁７０２とを備えている。
【００３３】
　図１、２に示す気体投入手段７９は、例えば、廃液タンク２０に一端が連通する廃液タ
ンク内気体吸引管７９０と、フィルタユニット３のフィルタボックス３５に一端が連通す
るボックス内気体吸引管７９１と、清水タンク４０に一端が連通する清水タンク内気体吸
引管７９２と、を備えている。そして、廃液タンク内気体吸引管７９０の他端、ボックス
内気体吸引管７９１の他端、及び清水タンク内気体吸引管７９２の他端は、気体入口５５
に接続された主配管５５０に吸引ファン７９４を介してそれぞれ連通している。
【００３４】
　本実施形態において、気体出口５６と清水タンク４０とを連通する第１配管７１は、例
えば、図１、２に示すように清水ポンプ４２とも連通している。また、第１配管７１内に
は、第１配管開閉弁７１１が配設されている。
【００３５】
　第２配管７２からは、イオン交換樹脂ユニット６に接続されるイオン交換導入管５８３
が分岐している。イオン交換導入管５８３内には、導入管開閉弁５８３ａが配設されてお
り、また、第２配管７２には、第２配管開閉弁７２ａが配設されている。
【００３６】
　本実施形態の加工液循環装置１は、図２に示す紫外線照射ユニット５の第１空間５２１
に不活性ガスを投入する不活性ガス投入手段１６を備えている。不活性ガス投入手段１６
は、例えば、窒素ガスを蓄えている不活性ガス源１６０と、主配管５５０と不活性ガス源
１６０とを連通するガス投入管１６１と、ガス投入管１６１内に配設されたガス源開閉弁
１６２とを備えている。なお、不活性ガス源１６０は、窒素ガスの代わりにアルゴンガス
を蓄えていてもよい。
【００３７】
　図１に示すように、紫外線照射ユニット５は、例えば、図１に示す支持台１４上に着脱
可能に配設されている。該支持台１４に上には仕切り板１４０がＺ軸方向に延びるように
立設しており、支持台１４上における仕切り板１４０の後側（＋Ｙ方向側）に、紫外線照
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射ユニット５は位置している。また、支持台１４における仕切り板１４０の後側（＋Ｙ方
向側）には、紫外線照射ユニット５の隣に精密フィルタ１７が着脱可能に配設されている
。
【００３８】
　本実施形態における図１に示すイオン交換樹脂ユニット６は、例えば、第１のイオン交
換手段６１及び第２のイオン交換手段６２を備えており、第１のイオン交換手段６１及び
第２のイオン交換手段６２は、支持台１４における仕切り板１４０の前側（－Ｙ方向側）
に着脱可能に並べて配設されている。
【００３９】
　紫外線照射ユニット５において紫外線照射による殺菌処理、有機物のイオン化がされ第
２空間５４２（図２参照）から水出口５８を通り排出された清水は、イオン交換導入管５
８３を通り分流されて第１のイオン交換手段６１及び第２のイオン交換手段６２に導入可
能となっている。
【００４０】
　例えば、イオン交換導入管５８３の分岐した流路内には、第一電磁開閉弁５８１および
第二電磁開閉弁５８２がそれぞれ配設されている。第一電磁開閉弁５８１が開状態になる
と紫外線で殺菌処理された清水が第１のイオン交換手段６１に導入され、第二電磁開閉弁
５８２が開状態になると紫外線で殺菌処理された清水が第２のイオン交換手段６２に導入
されるようになっている。第１のイオン交換手段６１または第２のイオン交換手段６２に
導入された清水は、イオンが交換されて純水に精製される。例えば、第１のイオン交換手
段６１を交換する場合には、第一電磁開閉弁５８１が閉じられて、一時的に第２のイオン
交換手段６２にのみ清水が導入可能となっている。
【００４１】
　このようにして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６
１および第２のイオン交換手段６２を構成するイオン交換樹脂の樹脂屑等の微細な物質が
混入されている場合がある。そのため、図１に示す第１のイオン交換手段６１、第２のイ
オン交換手段６２によって清水がイオン交換されて精製された純水を配管１７１を介して
精密フィルタ１７に導入し、この精密フィルタ１７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する。
【００４２】
　例えば、図１に示すように、上記配管１７１には、第１のイオン交換手段６１および第
２のイオン交換手段６２から精密フィルタ１７に送出される純水の圧力を測定する圧力計
１７３が配設されており、この圧力計１７３は測定する配管１７１内の圧力が所定圧力値
以上に達したならば、精密フィルタ１７に樹脂屑等の微細な物質が堆積してフィルタとし
ての機能が失われたと判断し、精密フィルタ１７を交換すべきとの警告を発報・表示する
。
　また、上記配管１７１には、第１のイオン交換手段６１または第２のイオン交換手段６
２から精密フィルタ１７に送出される純水の比抵抗を検出するための比抵抗計１７５が配
設されていてもよい。
【００４３】
　上記精密フィルタ１７を通過した純水は、配管１８０を介して純水温度調整手段１８に
送られる。純水温度調整手段１８に送られた純水は、ここで所定温度に調温され図１に示
す加工装置Ａ内の図示しない加工液供給手段に循環せしめられる。
【００４４】
　以下に、図１に示す加工液循環装置１において、装置を長期間停止させる、即ち、加工
装置Ａに循環させるための純水を長期間送り出さないときに、廃液タンク２０、廃液ポン
プ２２、フィルタユニット３、清水タンク４０、清水ポンプ４２、紫外線照射ユニット５
、及び上記各構成を連通させる各種配管等に溜められている加工廃液や清水中の雑菌の繁
殖を防止する場合の、加工液循環装置１の各構成の動作について説明する。
【００４５】
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　まず、図２に示すように、エア源開閉弁７０２が開かれた状態で、エア源７００が所定
量のエア（酸素）をエア投入管７０１に供給する。該エアは、主配管５５０を通り気体入
口５５から紫外線照射ユニット５の第１空間５２１に流入する。
【００４６】
　また、紫外線ランプ５０に電源５９から電力が供給されて、紫外線ランプ５０から、波
長約１８５ｎｍの紫外線と波長約２５４ｎｍの紫外線とが、同時に第１空間５２１に投入
された酸素を含むエア（気体）に照射される。その結果、第１空間５２１に入れられたエ
ア中の酸素分子が波長約１８５ｎｍの紫外線を吸収し、酸素原子に分解される。即ち、紫
外線は、酸素を含むエアで減衰する。さらに、生成された酸素原子は周囲の酸素分子と結
合してオゾンを生成する。即ち、第１空間５２１に入れられたエアは、生成されたオゾン
（活性酸素）による殺菌力を備える。
【００４７】
　第１空間５２１内で生成されたオゾン（気体）は、気体出口５６から排出され、第１配
管開閉弁７１１が開かれた状態の第１配管７１を通り清水タンク４０及び／または清水ポ
ンプ４２に流入する。そして、清水タンク４０及び／または清水ポンプ４２内に溜められ
ていた清水にオゾンが混合されて、清水がオゾン水となる。
【００４８】
　清水タンク４０及び／または清水ポンプ４２で生成されたオゾン水は、清水ポンプ４２
によって汲み上げられて、図１に示す紫外線照射ユニット導入管４２２を通り紫外線照射
ユニット５に送出される。そして、図２に示す紫外線照射ユニット５の水入口５７から第
２空間５４２内に流入する。
【００４９】
　第２空間５４２内に流入したオゾン水は、水出口５８から排出され、第２配管開閉弁７
２ａが開かれた状態の第２配管７２を通り、廃液タンク２０へと流れ込む。なお、第２配
管７２から分岐するイオン交換導入管５８３内の導入管開閉弁５８３ａが閉じられた状態
とされており、オゾン水は、イオン交換樹脂ユニット６へは流れていかない。
【００５０】
　これによって、廃液タンク２０内に溜められていた所定量（例えば、約６０Ｌ）の加工
廃液が、オゾン水によって洗浄される。即ち、加工廃液中に含まれている雑菌の殺菌が行
われる。その後、オゾン水は、廃液ポンプ２２によって汲み上げられて、廃液ポンプ２２
内の加工廃液の洗浄を行い、また、フィルタユニット導入管２４を管内の洗浄を行いつつ
流れていく。
【００５１】
　フィルタユニット導入管２４を流れるオゾン水が、フィルタユニット３の第１のフィル
タ３１と第２のフィルタ３２とに流入していき、さらに、両フィルタを通過して加工屑が
除去されてトレイ３４上に流れ出る。その後オゾン水は、配管３４０を通り清水タンク４
０へと流れていく。これによって、フィルタユニット３がオゾン水によって殺菌洗浄され
た状態になる。
　さらに、清水タンク４０から清水ポンプ４２で汲み上げられたオゾン水が、紫外線照射
ユニット５の水入口５７から第２空間５４２内に流入して上記と同様のルートを循環して
いく。
【００５２】
　上記のように、本発明に係る加工液循環装置１は、紫外線照射ユニット５は、紫外線ラ
ンプ５０と、紫外線ランプ５０の外側を囲繞する第１空間５２１を形成させる石英ガラス
管５２と、石英ガラス管５２の外側を囲繞する第２空間５４２を形成させる枠体５４と、
第１空間５２１に気体を導入する気体入口５５と、第１空間５２１から気体を排出する気
体出口５６と、第２空間５４２に清水を導入する水入口５７と、第２空間５４２から清水
を排出させる水出口５８と、を備え、さらに、廃液タンク２０から清水ポンプ４２までの
通水経路を洗浄する洗浄ユニット７を備え、洗浄ユニット７は、第１空間５２１に酸素を
含む気体を入れる酸素投入手段７０と、気体出口５６と清水タンク４０とを連通する第１
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配管７１と、水出口５８と廃液タンク２０とを連通する第２配管７２と、を備え、第１空
間５２１に入れられた酸素を含む気体に紫外線を照射させ生成されたオゾンを含む気体を
清水タンク４０の清水に混合し生成されたオゾン水を、廃液タンク２０に導入することで
、廃液ポンプ２２、フィルタユニット３、清水タンク４０、清水ポンプ４２、紫外線照射
ユニット５、第２配管７２、廃液タンク２０の順に循環させ各所に溜められていた加工廃
液や清水を洗浄（殺菌）することで、加工液循環装置１を長期間停止させるとき、即ち、
加工装置Ａに循環させるための純水を加工液循環装置１から長期間送り出さないときに、
廃液ポンプ２２、フィルタユニット３、清水タンク４０、清水ポンプ４２、紫外線照射ユ
ニット５、第２配管７２、廃液タンク２０内の雑菌の繁殖を防止することが可能となる。
また、これにより、再び加工液循環装置１から加工装置Ａに純水を送り出す場合に、加工
液循環装置１内の清水を排水する（捨てる）ことなく再利用する事ができる。
【００５３】
　本実施形態に係る加工液循環装置１の洗浄ユニット７は、図１、２に示す気体投入手段
７９を備えており、上記加工液循環装置１内におけるオゾン水の循環が開始されると、気
体投入手段７９が作動する。
　まず、図１に示す廃液タンク２０内にオゾン水が導入されることで、廃液タンク２０内
のオゾン水からオゾンが一部気化して、廃液タンク２０内の上方に溜まる。気体投入手段
７９の吸引ファン７９４が作動して、廃液タンク２０内でオゾン水から放出したオゾンを
廃液タンク内気体吸引管７９０を介して吸引して、さらに、主配管５５０及び気体入口５
５（図２参照）を通して紫外線照射ユニット５の第１空間５２１にオゾンが投入される。
【００５４】
　また、清水タンク４０にオゾン水が導入されることで、清水タンク４０内のオゾン水か
らオゾンが一部気化して、清水タンク４０内の上方に溜まる。吸引ファン７９４によって
、清水タンク４０内でオゾン水から放出したオゾンが清水タンク内気体吸引管７９２を介
して吸引されて、さらに、主配管５５０及び気体入口５５を通して紫外線照射ユニット５
の第１空間５２１に投入される。
【００５５】
　また、第１のフィルタ３１又は第２のフィルタ３２にオゾン水が導入されることで、フ
ィルタからトレイ３４に排出されたオゾン水中のオゾンが一部気化して、フィルタボック
ス３５内の上方に溜まる。吸引ファン７９４によって、フィルタボックス３５内でオゾン
水から放出したオゾンがボックス内気体吸引管７９１を介して吸引されて、さらに、主配
管５５０及び気体入口５５を通して紫外線照射ユニット５の第１空間５２１にオゾンが投
入される。
【００５６】
　上記のように、本実施形態に係る加工液循環装置１は、気体投入手段７９を備えること
で、第１空間５２１内において発生させたオゾンを含んだオゾン水を廃液タンク２０、フ
ィルタユニット３、及び清水タンク４０に循環させた際に、各部で気化したオゾンを再び
第１空間５２１内に集めることができ、該各部からオゾンが加工液循環装置１の外部に漏
出してしまうことを防ぎ、例えば作業者がオゾンを吸引してしまうことが無いようにする
ことができる。
【００５７】
　以下に、図１、３に示す紫外線照射ユニット５からイオン交換樹脂ユニット６に清水を
送る際、即ち、例えば、加工装置Ａに循環させるための純水を上記のように長期間送り出
していなかった加工液循環装置１から、再び加工装置Ａに純水を送り出す場合について説
明する。
【００５８】
　まず、図３に示すように、洗浄ユニット７の酸素投入手段７０のエア源開閉弁７０２が
閉じられて、紫外線照射ユニット５の第１空間５２１に対する酸素の投入が停止される。
例えば、枠体５４の底板５４１には、開閉弁７３１を介してオゾン回収ダクト７３に連通
するオゾン排気孔７３０が形成されており、該開閉弁７３１が開かれてオゾン排気孔７３
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０から第１空間５２１内に残存していたオゾンが排気される。なお、オゾンをオゾン排気
孔７３０からオゾン回収ダクト７３に排気せずに、酸素の投入の停止後にオゾンが自己分
解するのを待ってもよい。
【００５９】
　次いで、該開閉弁７３１が閉じられてから、不活性ガス投入手段１６の不活性ガス源１
６０から不活性ガス（例えば、窒素ガス）が、開かれた状態のガス源開閉弁１６２、ガス
投入管１６１、主配管５５０、及び気体入口５５を通して紫外線照射ユニット５の第１空
間５２１に投入され、第１空間５２１に不活性ガスが充満する。なお、第１配管開閉弁７
１１が閉じられることで、不活性ガスは清水タンク４０側には流れていかない。
【００６０】
　紫外線ランプ５０から、波長約１８５ｎｍの紫外線と波長約２５４ｎｍの紫外線とが同
時に照射されて、両波長の紫外線が不活性ガスで減衰されずに石英ガラス管５２を透過し
て、第２空間５４２内の清水に到達する。そして、該清水中の雑菌が殺菌され、また、清
水中の有機物が分解（イオン化）される。
　なお、図１、３に示す清水タンク４０から紫外線照射ユニット５の第２空間５４２に送
られてくる清水は、新たなオゾンが導入されていないため、清水中に残存していたオゾン
は自己分解して消失している。
【００６１】
　さらに、第２空間５４２内の清水は、水出口５８から排出され、導入管開閉弁５８３ａ
が開かれた状態のイオン交換導入管５８３内を通り、イオン交換樹脂ユニット６へと流れ
込む。なお、第２配管開閉弁７２ａは閉じられて、清水は廃液タンク２０へは流れていか
ない。
【００６２】
　清水は、イオン交換樹脂ユニット６でイオン交換されて純水となり、さらに精密フィル
タ１７を通りイオン交換樹脂の樹脂屑等の微細な物質を捕捉されてから、純水温度調整手
段１８で所定温度に調整され、図１に示す加工装置Ａ内の図示しない加工液供給手段に循
環せしめられる。
【００６３】
　本発明に係る加工液循環装置１は、紫外線照射ユニット５の第１空間５２１に不活性ガ
スを投入する不活性ガス投入手段１６を備え、紫外線照射ユニット５からイオン交換樹脂
ユニット６に清水を送る際、即ち、例えば、加工装置Ａに循環させるための純水を長期間
送り出していなかった加工液循環装置１から再び加工装置Ａに純水を送り出す際に、第１
空間５２１に不活性ガスを充満させることで、第１空間５２１に酸素が無いため、紫外線
ランプ５０が発する紫外線の照射エネルギーを第１空間５２１内で減衰させることなく、
石英ガラス管５２を透過させて第２空間５４２内の清水に照射させることが可能となる。
そして、減衰していない紫外線で、第２空間５４２内の清水の雑菌の殺菌と有機物を分解
して有機物をイオン化させることで、第１のイオン交換手段６１、第２のイオン交換手段
６２で有機物イオンを吸着させ、生成された高純度の純水を加工装置Ａに送出することが
できる。また、上記のように再び加工液循環装置１から加工装置Ａに純水を送り出す場合
に、加工液循環装置１内の清水を排水することなく再利用する事ができる。
【００６４】
　なお、本発明に係る加工液循環装置１は上記実施形態に限定されるものではなく、また
、添付図面に図示されている各構成等についても、これに限定されず、本発明の効果を発
揮できる範囲内で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００６５】
Ａ：加工装置
１：加工液循環装置
２０：廃液タンク　２２：廃液ポンプ　２３：加工廃液流入管
２４：フィルタユニット導入管　２４１：第１のフィルタユニット導入管　２４１ａ：第
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１のソレノイドバルブ　２４２：第２のフィルタユニット導入管　２４２ａ：第２のソレ
ノイドバルブ　２４９：圧力計
３：フィルタユニット
３１：第１のフィルタ　３１１：筒体　３１２：投入口
３２：第２のフィルタ　３２１：筒体　３２２：投入口
３４：トレイ　３４０：配管　３５：フィルタボックス
４０：清水タンク　４２：清水ポンプ
５：紫外線照射ユニット
５０：紫外線ランプ　５００：接続端子　５９：電源
５２：石英ガラス管　５２１：第１空間
５４：枠体　５４２：第２空間　５４１：底板　５４３：天板　５４４：側壁
５５：気体入口　５５０：主配管　５６：気体出口　５７：水入口　５８：水出口
６：イオン交換樹脂ユニット
６１：第１のイオン交換手段　６２：第２のイオン交換手段
７：洗浄ユニット
７０：酸素投入手段　７００：エア源　７０１：エア投入管　７０２：エア源開閉弁
７１：第１配管
７２：第２配管　７２ａ：第２配管開閉弁
７３：オゾン回収ダクト　７３０：排気孔　７３１：開閉弁
７９：気体投入手段　７９４：吸引ファン
１６：不活性ガス投入手段　１６０：不活性ガス源　１６１：ガス投入管　１６２：ガス
源開閉弁
１４：支持台　１４０：仕切り板　１７：精密フィルタ　１７５：比抵抗計　１８：純水
温度調整手段

【図１】 【図２】
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