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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超純水の製造工程で用いられるイオン交換樹脂を、再生薬剤を水で希釈した再生剤と接
触させて再生する際に、該再生剤に起因する該イオン交換樹脂のホウ素汚染を防止する方
法において、再生に先立ち、該再生剤をホウ素除去手段で処理して、ホウ素除去後の再生
剤が、下記条件（１）を満たすようにホウ素を除去することを特徴とするイオン交換樹脂
のホウ素汚染防止方法。
条件（１）：ホウ素除去後の該再生剤を用いて再生したイオン交換樹脂をカラムに充填し
て超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）を通水したときの流出水について、誘導結合プラズ
マ質量分析法により測定したホウ素濃度が１ｎｇ／Ｌ以下
【請求項２】
　超純水の製造工程で用いられるイオン交換樹脂を、再生薬剤を水で希釈した再生剤と接
触させて再生する際に、該再生剤に起因する該イオン交換樹脂のホウ素汚染を防止する方
法において、再生に先立ち、該再生剤をホウ素除去手段で処理して、ホウ素除去後の再生
剤が、下記条件（２）を満たすようにホウ素を除去することを特徴とするイオン交換樹脂
のホウ素汚染防止方法。
条件（２）：ホウ素除去後の該再生剤を用いて再生したイオン交換樹脂について、以下の
方法で測定したホウ素含有量が１０μｇ／Ｌイオン交換樹脂（湿潤状態）以下
＜イオン交換樹脂のホウ素含有量＞
　イオン交換樹脂１００ｍＬを清浄なポリプロピレン製容器に採取し、これに、高純度硝
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酸（４重量％）５００ｍＬを添加して１時間振とう（５ストローク／秒）させた後、硝酸
中のホウ素濃度を誘導結合プラズマ質量分析法により測定し、以下の式から、イオン交換
樹脂中のホウ素濃度を算出する。
　樹脂のホウ素含有量（μｇ／Ｌ－イオン交換樹脂）
　　　＝［ＩＣＰＭＳ分析値（μｇ／Ｌ）×硝酸量（０．５Ｌ）］／樹脂量（０．１Ｌ）
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記イオン交換樹脂がアニオン交換樹脂であり、前記再生剤
が水酸化ナトリウム水溶液であることを特徴とするイオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法に関し、特に、半導体製造分野等にお
ける電子部品部材類の洗浄水等として用いられる超純水の製造工程に有効なイオン交換樹
脂のホウ素汚染防止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超純水を汎用している半導体、薬品製造等の分野において、近年、益々高純度の水質が
要求されている。即ち、半導体基板や各種電子材料を洗浄する水（超純水）や薬液中の不
純物は、半導体などのシリコン基板の電気的特性に影響を与えるため、厳しく管理されて
いる。特に、超純水の水質項目のうち、ホウ素については、１ｎｇ／Ｌ以下にまで低減す
ることが望まれている。
【０００３】
　超純水は、一般に、河川水、地下水及び工業用水等の被処理水を前処理工程で処理して
被処理水中の懸濁物及び有機物の大半を除去し、次いで、この前処理水を一次系純水製造
装置及び二次系純水製造装置（サブシステムと呼ばれることもある。）で順次処理するこ
とによって製造される。二次系純水製造装置では、一次純水中に残存する極微量のイオン
、有機物、微粒子などを除去するために、さらに紫外線照射、イオン交換、限外濾過膜な
どを組み合わせて処理され、最終的に所望の超純水が得られる。
【０００４】
　このような超純水製造装置においては、再生型イオン交換装置の後段に、特殊なコンデ
ィショニングが施された非再生型イオン交換装置を設けて不純物の低減を図っている。こ
こで、非再生型イオン交換装置を用いるのは、既にその前段で十分に処理された水を処理
するものであるため特殊なコンディショニングで高度に精製され、かつ、再生を行わない
非再生型イオン交換装置が有効であること、また、超純水製造装置の出口付近で万が一に
も再生用の薬液がユースポイントに流れ込んだりしないように非再生型イオン交換装置と
することによる。
【０００５】
　しかしながら、近年、超純水の要求水質が向上し、不純物濃度が極微量に抑えられるこ
とで、次のような問題があった。
・非再生型イオン交換装置でも除去し得ない不純物が残留し、超純水の要求水質を満たす
ことができない。
・非再生型イオン交換装置でこのような不純物を高度に除去しようとすると、非再生型イ
オン交換装置のＢＴＣ（Break　through　capacity：貫流交換容量）が非常に少なくなり
、交換頻度が高くなる。
【０００６】
　例えば、ホウ素のような弱酸性物質は、ＢＴＰ（Break　through　point：貫流点）を
１ｎｇ／Ｌとした場合、ＢＴＣがμｇ／Ｌ－アニオン交換樹脂オーダーとなり、非再生型
イオン交換装置の交換頻度は１回／月と著しく高くなる。
【０００７】
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　特開平８－８４９８６号公報には、ホウ素選択性イオン交換樹脂を用いることにより、
ホウ素濃度１ｎｇ／Ｌ以下の超純水を製造することが記載されている。しかしながら、こ
のホウ素選択性イオン交換装置の後段または、それと混合して、混床式イオン交換樹脂が
使用されると、該混床式イオン交換樹脂に用いられるアニオン交換樹脂からのホウ素溶出
によりホウ素濃度が上昇し、この結果、その後段の非再生型イオン交換装置において、上
述のような問題点が起こっていた。
【０００８】
　なお、特開２００５－１７７５６４号公報には、超純水製造プロセスにおいて、得られ
る超純水のホウ素濃度を低減すると共に、イオン交換装置の再生頻度を低減するために、
イオン交換装置の前段に熱交換器を設け、イオン交換装置に通水する水の温度を２５℃以
下に制御することが記載されているが、イオン交換樹脂からのホウ素溶出の問題自体を解
決するものではない。
【０００９】
　また、特開２００３－３１５４９６号公報には、加圧水型原子力発電所の復水脱塩装置
において、再生されたイオン交換樹脂からのＮａ，Ｃｌイオンの流出を抑えるために、再
生に用いられる再生剤を精製することが記載されているが、超純水製造におけるイオン交
換樹脂の再生とは全く別異の技術分野に属するものである。また、ホウ素の低減について
の記載もない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８－８４９８６号公報
【特許文献２】特開２００５－１７７５６４号公報
【特許文献３】特開２００３－３１５４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、ホウ素濃度が１ｎｇ／Ｌ以下の超純水を安定して製造することができるイオ
ン交換樹脂を得るためのイオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、超純水中のホウ素はイオン
交換樹脂からのリークが原因であること、このイオン交換樹脂中のホウ素は再生剤によっ
てもたらされることを見出した。
【００１３】
　しかして、本発明者らは、イオン交換樹脂の再生に先立ち、再生に用いる再生剤からホ
ウ素を除去し、ホウ素を除去した再生剤を用いてイオン交換樹脂の再生を行うことにより
、再生剤に起因するイオン交換樹脂のホウ素汚染を防止して、超純水製造時のホウ素リー
クの問題のないイオン交換樹脂を得ることができることを見出した。
【００１４】
　本発明はこのような知見に基いて達成されたものであり、以下を要旨とする。
【００１５】
［１］　超純水の製造工程で用いられるイオン交換樹脂を、再生薬剤を水で希釈した再生
剤と接触させて再生する際に、該再生剤に起因する該イオン交換樹脂のホウ素汚染を防止
する方法において、再生に先立ち、該再生剤をホウ素除去手段で処理して、ホウ素除去後
の再生剤が、下記条件（１）を満たすようにホウ素を除去することを特徴とするイオン交
換樹脂のホウ素汚染防止方法。
条件（１）：ホウ素除去後の該再生剤を用いて再生したイオン交換樹脂をカラムに充填し
て超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）を通水したときの流出水について、誘導結合プラズ
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マ質量分析法により測定したホウ素濃度が１ｎｇ／Ｌ以下
［２］　超純水の製造工程で用いられるイオン交換樹脂を、再生薬剤を水で希釈した再生
剤と接触させて再生する際に、該再生剤に起因する該イオン交換樹脂のホウ素汚染を防止
する方法において、再生に先立ち、該再生剤をホウ素除去手段で処理して、ホウ素除去後
の再生剤が、下記条件（２）を満たすようにホウ素を除去することを特徴とするイオン交
換樹脂のホウ素汚染防止方法。
条件（２）：ホウ素除去後の該再生剤を用いて再生したイオン交換樹脂について、以下の
方法で測定したホウ素含有量が１０μｇ／Ｌイオン交換樹脂（湿潤状態）以下
＜イオン交換樹脂のホウ素含有量＞
　イオン交換樹脂１００ｍＬを清浄なポリプロピレン製容器に採取し、これに、高純度硝
酸（４重量％）５００ｍＬを添加して１時間振とう（５ストローク／秒）させた後、硝酸
中のホウ素濃度を誘導結合プラズマ質量分析法により測定し、以下の式から、イオン交換
樹脂中のホウ素濃度を算出する。
　樹脂のホウ素含有量（μｇ／Ｌ－イオン交換樹脂）
　　　＝［ＩＣＰＭＳ分析値（μｇ／Ｌ）×硝酸量（０．５Ｌ）］／樹脂量（０．１Ｌ）
【００１７】
［３］　［１］又は［２］において、前記イオン交換樹脂がアニオン交換樹脂であり、前
記再生剤が水酸化ナトリウム水溶液であることを特徴とするイオン交換樹脂のホウ素汚染
防止方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、イオン交換樹脂の再生に先立ち、再生剤をホウ素除去手段で処理して
再生剤中のホウ素を除去することにより、再生剤に起因するイオン交換樹脂のホウ素汚染
を防止して、ホウ素リークの問題のないイオン交換樹脂を得ることができる。
【００１９】
　再生剤は、ホウ素除去手段で処理することにより、再生剤中のホウ素濃度が３０μｇ　
ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液以下にまでホウ素が除去されることが好ましい（請求
項２）。
【００２０】
　本発明は、ホウ素汚染が問題となるアニオン交換樹脂を水酸化ナトリウム水溶液で再生
する場合に特に有効である（請求項３）。
【００２１】
　本発明のイオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法は、特に再生型イオン交換装置のイオン
交換樹脂の再生に有効であり、再生型イオン交換装置のイオン交換樹脂を本発明に従って
再生し、ホウ素リークのない再生型イオン交換装置を調整することにより、再生型イオン
交換装置からのホウ素のリークが防止され、この結果、超純水製造装置において、この再
生型イオン交換装置の後段に設けられた非再生型イオン交換装置の負荷を軽減して非再生
型イオン交換装置の交換頻度を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の超純水製造装置の実施の形態を示す系統図である。
【図２】カチオン交換膜を用いた電解装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２４】
　まず、本発明のイオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法について説明する。
　本発明のイオン交換樹脂のホウ素汚染防止方法は、イオン交換樹脂を再生剤と接触させ
て再生するに当たり、再生に用いる再生剤をホウ素除去手段で処理してホウ素を除去する
ことを特徴とするものである。
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【００２５】
　なお、本発明において再生処理の対象となるイオン交換樹脂とは、ホウ素をイオン交換
により吸着するアニオン交換樹脂であり、また、このアニオン交換樹脂の再生薬剤として
は水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、アンモニア、テトラメチルアン
モニウムヒドロキシサイド、モノエタノール等が例示されるが、中でも水酸化ナトリウム
が好適である。再生剤として水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）を用いる場合、通常、ＮａＯ
Ｈ濃度１～１０重量％程度の水溶液が用いられる。
【００２６】
　本発明で再生剤からのホウ素除去に用いるホウ素除去手段としては、水中のホウ素を高
度に除去することができるものであれば良く、特に制限はないが、例えば次のようなもの
が挙げられる。これらのホウ素除去手段は必要に応じて２種以上組み合わせて用いても良
い。
【００２７】
　　・ホウ素選択性イオン交換樹脂
　　・カチオン交換膜を用いた電解装置
　　・連続式電気脱イオン装置
　　・アニオン交換樹脂
　　・アニオン交換フィルタ
　　・アニオン交換膜
【００２８】
　ホウ素選択性イオン交換樹脂としては、ホウ素吸着能力を有し、かつホウ素を選択的に
吸着するイオン交換樹脂であれば特に限定されるものではないが、交換基としてＮ－メチ
ルグルカミン基を有するホウ素選択性樹脂が最も好ましい。このＮ－メチルグルカミン基
を有するホウ素選択性樹脂としては、ダイヤイオン（登録商標：三菱化学（株））ＣＲＢ
０１、ＣＲＢ０２，ＣＲＢ０３，ＣＲＢ０５、アンバーライト（登録商標；ロームアンド
ハース社）ＩＲＡ７４３、デュオライト（登録商標：ロームアンドハース社）ＥＳ－３７
１Ｎ，ユニセレック（登録商標：ユニチカ（株））ＵＲ－３５００等の市販品から適宜選
ぶことができる。
【００２９】
　カチオン交換膜を用いた電解装置は、図２に示す如く、電解セル１０内がカチオン交換
膜１１により陽極室１２と陰極室１３とに仕切られたものであり、例えば陽極室１２にホ
ウ素を含む粗ＮａＯＨ水溶液を導入し、陰極室１３にホウ素を含まない超純水を導入して
、陽極１２Ａ、陰極１３Ａ間に図示しない直流電源により電圧を印加すると、陽極室１２
内の粗ＮａＯＨ水溶液中のＮａ＋イオンがカチオン交換膜１１を透過して陰極室１３へ移
動し、陰極１３Ａで生成するＯＨ－イオンと結合してＮａＯＨとなる。
【００３０】
　一方、陽極室１２内の粗ＮａＯＨ水溶液中のホウ素はホウ酸イオンの形で存在するため
、陰極室１３側へ移動することはなく、陽極室１２内にとどまる。この結果、陰極室１３
からは、ホウ素を含まない高純度ＮａＯＨ水溶液が得られ、陽極室１２からは、ＮａＯＨ
濃度が低減されたホウ素含有粗ＮａＯＨ水溶液が得られる。
【００３１】
　連続式電気脱イオン装置は、陽極、陰極間に複数のアニオン交換膜及びカチオン交換膜
を交互に配列して濃縮室と脱塩室とを交互に形成し、脱塩室にイオン交換樹脂、イオン交
換繊維もしくはグラフト交換体等からなるアニオン交換体及びカチオン交換体を混合もし
くは複層状に充填したものであり、この連続式電気脱イオン装置を用いてホウ素イオンと
Ｎａ＋イオンとをそれぞれ濃縮することにより、ホウ素を含まないＮａＯＨ水溶液を得る
ことができる。即ち、連続式電気脱イオン装置に導入されたホウ素を含む粗ＮａＯＨ水溶
液中のＮａ＋イオンはカチオン交換膜を透過して陰極側の濃縮室に濃縮され、この濃縮室
からホウ素が低減されたＮａＯＨ水溶液が得られ、一方、ホウ酸イオンの形態のホウ素は
アニオン交換膜を透過して陽極側の濃縮室に濃縮される。
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【００３２】
　本発明においては、このようなホウ素除去手段で再生剤を処理することにより、再生剤
中のホウ素濃度を３０μｇ　ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液以下とすることが好まし
い。この再生剤のホウ素濃度は、低い程好ましいが、ホウ素濃度を極低濃度にするための
処理コストを勘案した場合、３０μｇ　ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液以下であれば
、１μｇ　ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液以上でも十分な効果が得られる。即ち、ア
ニオン交換樹脂を再生剤で再生した場合、再生剤からアニオン交換樹脂中に取り込まれる
ホウ素量は、再生剤中のホウ素量に対して更に少ない量であるため、ホウ素濃度１～３０
μｇ　ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液程度の再生剤であれば十分なアニオン交換樹脂
のホウ素汚染防止効果を得ることができる。
【００３３】
　通常、工業的に市販されている試薬としての水酸化ナトリウムを超純水（ホウ素濃度＜
１ｎｇ／Ｌ）で希釈して得られる４重量％程度の濃度のＮａＯＨ水溶液のホウ素濃度は５
０μｇ／Ｌ程度である。本発明ではこのようなＮａＯＨ水溶液を上述のホウ素除去手段で
処理してホウ素濃度３０μｇ　ａｓＢ／Ｌ－０．１Ｎアルカリ溶液以下のＮａＯＨ水溶液
とすることが好ましい。
【００３４】
　なお、再生剤は、通常再生薬剤を、水（通常、ホウ素濃度３０μｇ／Ｌ程度の水）で適
当な濃度に希釈して用いられるが、本発明においては、希釈され、再生時の使用濃度に調
整された再生剤に対して、ホウ素除去手段でホウ素除去処理を行うことが、希釈水中に含
まれるホウ素もホウ素除去手段で除去することができるため好ましい。
【００３５】
　なお、イオン交換樹脂の再生に当たり、上述のように、ホウ素除去処理を施した再生剤
のみを用いて再生を行う必要はなく、再生の初期においてはホウ素除去処理を施していな
い再生剤を用いて再生を行い、その後ホウ素除去処理を施した再生剤を用いて再生を行う
ようにしても良く、このように再生剤を切り換えて用いることにより、再生に用いる再生
剤当たりのホウ素除去処理コストの低減を図ることができる。
【００３６】
　なお、再生剤による再生後は、通常、押出洗浄が行われるが、この押出洗浄に用いる洗
浄水についても、ホウ素濃度が十分に低減された水であることが好ましく、ホウ素濃度１
ｎｇ／Ｌ以下の超純水を用いることが好ましい。
【００３７】
　本発明においては、このようにホウ素を除去した再生剤を用いてイオン交換樹脂を再生
することにより、後述の実施例の項で示される測定方法により測定されるホウ素含有量が
５０μｇ／Ｌ－イオン交換樹脂（湿潤状態）以下、特に１０μｇ／Ｌイオン交換樹脂（湿
潤状態）以下のイオン交換樹脂を得ることが好ましい。
【００３８】
　このような本発明のイオン交換樹脂の再生方法は、再生型イオン交換装置のイオン交換
樹脂の再生に有効であるが、本発明の方法に従って再生されたホウ素含有量５０μｇ／Ｌ
－イオン交換樹脂（湿潤状態）以下、特に１０μｇ／Ｌイオン交換樹脂（湿潤状態）以下
のイオン交換樹脂は、非再生型イオン交換装置のイオン交換樹脂としても好適に用いられ
る。
【００３９】
　次に本発明の超純水製造装置について図面を参照して説明する。
【００４０】
　図１（ａ）～（ｄ）は、本発明の超純水製造装置の実施の形態を示すイオン交換装置（
再生型イオン交換装置）とその再生剤供給ライン部分を示す系統図である。このイオン交
換装置１は、通常の超純水製造装置に組み込まれるものであって、その前段には紫外線酸
化装置、脱気装置などが設けられ、後段には非再生型イオン交換装置や限外濾過膜分離装
置などが設けられる。１Ａはイオン交換装置１の被処理水流入ラインであり、１Ｂはイオ
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ン交換処理水流出ラインである。
【００４１】
　図１（ａ）は、再生剤貯槽２からイオン交換装置１にポンプＰにより再生剤を供給する
ライン３に、前述のホウ素除去手段４を設けたものであり、再生剤は、このホウ素除去手
段４でホウ素が除去された後、イオン交換装置１に供給され、装置１内のイオン交換樹脂
の再生が行われる。
【００４２】
　図１（ｂ）は、図１（ａ）の再生剤供給ライン３に希釈水注入ライン６を設けたもので
あり、再生薬剤（再生剤原液）貯槽５からの再生薬剤は、希釈水で希釈された後、ホウ素
除去手段３でホウ素が除去され、イオン交換装置１に供給される。
【００４３】
　図１（ｃ）は、図１（ａ）の再生剤供給ライン３に希釈水注入ライン６と希釈水槽８を
設けたものであり、再生薬剤（再生剤原液）貯槽５からの再生薬剤は、ライン３Ａを経て
希釈水槽８に送給され、ライン６Ａからの希釈水で希釈された後、ライン６からの希釈水
で更に希釈され、その後、ホウ素除去手段４でホウ素が除去された後、イオン交換装置１
に供給され、装置１内のイオン交換樹脂の再生が行われる。
【００４４】
　図１（ｄ）は、図１（ｂ）において、再生剤供給ライン３にホウ素除去手段４をバイパ
スするバイパスライン９と流路切り換えバルブＶを設けたものであり、希釈水で希釈され
た再生剤は、再生開始初期はバイパスライン９を経てイオン交換装置１に供給され、その
後、バルブＶの切り換えによりホウ素除去手段４でホウ素が除去された後イオン交換装置
１に供給され、装置１内のイオン交換樹脂の再生が行われる。
【００４５】
　このように、再生剤の供給ラインにホウ素除去手段を設けた超純水製造装置であれば、
装置内のイオン交換装置１のイオン交換樹脂の再生に当たり、ホウ素除去手段４でホウ素
を除去した再生剤で再生を行うことができ、再生によるイオン交換樹脂のホウ素汚染を防
止することができる。
【００４６】
　図１（ｂ）～（ｄ）のように、再生剤の希釈手段の下流側にホウ素除去手段４を設ける
ことにより、希釈水中のホウ素をもホウ素除去手段４で除去することができる。
【００４７】
　また、図１（ｄ）のように、再生剤の流路切り換えを行えるようにすることにより、再
生開始初期は、ホウ素除去処理を施していない再生剤で再生を行い、その後、ホウ素除去
手段４でホウ素を除去した再生剤で再生を行うことができる。
【００４８】
　なお、図１（ａ）～（ｄ）において、ホウ素除去手段４の前段又は後段には熱交換器を
設けて再生剤の温度調整を行っても良い。
【実施例】
【００４９】
　以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００５０】
　なお、以下において再生薬剤として用いた水酸化ナトリウムはキシダ化学（株）製の食
添用ＮａＯＨ（純度９８％）であり、再生したアニオン交換樹脂はダウケミカル（株）製
「モノスフィア６５０ＣＵＰＷ(Ｈ)」である。
【００５１】
　また、水中のホウ素濃度は、必要に応じてサンプルを濃縮した後、誘導結合プラズマ質
量分析法（ＩＣＰＭＳ）により分析した。また、アニオン交換樹脂のホウ素含有量は以下
の方法で測定した。
【００５２】
＜アニオン交換樹脂のホウ素含有量＞
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　アニオン交換樹脂１００ｍＬを清浄なポリプロピレン製容器に採取し、これに、高純度
硝酸（４重量％）５００ｍＬを添加して１時間振とう（５ストローク／秒）させた後、硝
酸中のホウ素濃度をＩＣＰＭＳにより測定し、以下の式から、アニオン交換樹脂中のホウ
素濃度を算出した。
　樹脂のホウ素含有量（μｇ／Ｌ－アニオン交換樹脂）
　　　＝［ＩＣＰＭＳ分析値（μｇ／Ｌ）×硝酸量（０．５Ｌ）］／樹脂量（０．１Ｌ）
【００５３】
［実施例１］
　再生薬剤のＮａＯＨを超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）で４重量％濃度に希釈して再
生剤（以下「再生剤Ａ」と称す。）とした。
　再生剤Ａのホウ素濃度を測定したところ２０μｇ　ａｓＢ／Ｌ－４重量％ＮａＯＨ水溶
液であった。
　この再生剤Ａをホウ素選択性イオン交換樹脂（三菱化学（株）製ホウ素キレート樹脂「
ダイヤイオン（登録商標）ＣＲＢ０３」）を充填したカラムにＳＶ＝１０ｈｒ－１で通液
してホウ素の除去処理を行った（ホウ素除去処理した再生剤Ａを「再生剤Ｂ」と称す。）
。
　この再生剤Ｂのホウ素濃度は１０μｇ　ａｓＢ／Ｌ－４重量％ＮａＯＨ水溶液であった
。
【００５４】
　アニオン交換樹脂を再生用カラムに充填し、再生剤Ｂを通液して再生を行った。再生レ
ベルは５０ｇ　ａｓＮａＯＨ／Ｌ－アニオン交換樹脂とした。
【００５５】
　再生されたアニオン交換樹脂の一部につき、前述の方法でホウ素含有量の測定を行った
。また、アニオン交換樹脂の残部は、アクリル製カラム（直径４０ｍｍ、高さ８００ｍｍ
）に充填し、このアニオン交換樹脂充填カラムに超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）を流
速８３３ｍＬ／分（ＳＶ＝５０ｈｒ－１）で通水し、流出水中のホウ素濃度を測定した。
　これらの結果を表１に示した。
【００５６】
［比較例１］
　実施例１において、再生剤Ｂの代りに再生剤Ａを用いたこと以外は同様に再生後のアニ
オン交換樹脂の再生を行い、同様にアニオン交換樹脂のホウ素含有量を測定すると共に、
アニオン交換樹脂充填カラムに超純水を通水して流出水中のホウ素濃度を測定し、結果を
表１に示した。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　表１より、ホウ素を除去した再生剤を用いて再生を行うことにより、ホウ素含有量が著
しく少ないアニオン交換樹脂を得ることができ、アニオン交換樹脂からのホウ素のリーク
を防止して高純度の超純水を得ることができることが分かる。
【００５９】
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［実施例２］
　図２に示すカチオン交換膜を用いた電解装置を用いて再生剤のホウ素除去処理を行った
。
　用いた電解装置（角型のセル）の各部の仕様は次の通りである。
　　有効面積：２ｄｍ２

　　陽極：Ｔｉ－Ｐｔメッキ板
　　陰極：ＳＵＳ３１６板
　　カチオン交換膜：ディユポン社製「ナフィオン（登録商標）１１２」
【００６０】
　ＮａＯＨを超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）で４８重量％の水溶液とし、このＮａＯ
Ｈ水溶液を電解装置の陽極室に、超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）を陰極室にそれぞれ
流速１２ｍＬ／ｈｒで通液した。
　電流は２．０Ａ、電圧は５Ｖで操作した。その結果、陰極室からはＮａＯＨ濃度２４重
量％、ホウ素濃度１２μｇ　ａｓＢ／Ｌ（２μｇ　ａｓＢ／Ｌ－４重量％ＮａＯＨ水溶液
）のホウ素除去ＮａＯＨ水溶液を得ることができ、陽極室からはＮａＯＨ２４重量％、ホ
ウ素濃度８６０μｇ　ａｓＢ／Ｌのホウ素が濃縮されたＮａＯＨ水溶液が得られた。
【００６１】
　このホウ素除去ＮａＯＨ水溶液を用い、実施例１と同様にしてアニオン交換樹脂の再生
を行い、再生されたアニオン交換樹脂のホウ素含有量を測定したところ８μｇ　ａｓＢ／
Ｌ－アニオン交換樹脂であった。
　このアニオン交換樹脂を超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）で洗浄した後、５００ｍＬ
を秤り取り、Ｈ形転換率が９９．９５％以上のカチオン交換樹脂（ダウケミカル社製「モ
ノスフィアＣＵＰＷ（Ｈ）」）５００ｍＬと混合して、アクリル製カラム（直径４０ｍｍ
、高さ８００ｍｍ）に充填して混床式イオン交換装置を作製した。
【００６２】
　作製した混床式イオン交換装置に超純水（ホウ素濃度＜１ｎｇ／Ｌ）を流速２．７ｍＬ
／分（ＳＶ＝１６０ｈｒ－１）で通水したところ、流出水のホウ素濃度は１ｎｇ／Ｌ未満
と、十分に高水質であった。
【符号の説明】
【００６３】
　１　イオン交換装置
　２　再生剤貯槽
　４　ホウ素除去手段
　５　再生薬剤貯槽
　８　希釈水槽
　１０　電解セル
　１１　カチオン交換膜
　１２　陽極室
　１３　陰極室
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