リキセル分離膜コンタクターは、全溶存ガス量をコントロールすることによって、メガソニック
洗浄性能を簡単に向上させます
水中の溶存ガスの量は、メガソニック洗浄槽での洗浄効率に直接影
響します。

窒素は約 20 ppm で飽和します。
いずれの場合も、シンプルなリキセル分離膜コンタクターをメガソニッ

通常、メガソニック洗浄プロセスには、ポリッシング・ループからの超純

ク槽の前で使用することで、窒素ガスを容易に適切に処理できます。

水（UPW）が使用されます。システムのプロセス設計に応じて、システ

最初の場合は、窒素の追加が必要でしょう。もう一方の場合は、溶存

ム構成には 2 つの代表的な例が挙げられます。

窒素を除去する必要があります。

最初に、リキセル分離膜コンタクターを含むシステムをポリッシング・

最近の半導体プラントでの試験結果から、特定の水流条件で、リキ

ループに置くことができます。主な溶存ガスの要求値は、酸素は 1

セル分離膜コンタクターは単一のステップでガス飽和に到達すること

ppb 未満、窒素は約 3 ppm です。

が確認されました。この方式を使うと、流入窒素ガスの圧力を、飽和

もう 1 つは、窒素で覆われたタンクを、ポリッシング・ループに置くこと
ができます。このケースでの代表的な溶存ガスの要求値は、酸素 1
ppb 未満です。タンクの上面を覆う窒素からの窒素圧のため、溶存

圧力の理論値と同じに設定するための窒素コントロールは軽減さ
れ、高性能で高価な大流量電子コントローラーを使う必要がなくなり
ます。図 1 を参照。
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もう 1 つの可能性としては、ポリッシング・ループでの窒素濃度を直

めに、この方法を使用できないことを指摘しておきます。リキセル・シ

接コントロールする方法があります。リキセル分離膜コンタクターは、

ステムは、すべてのガスをコントロールできるので、エンドユーザーに

直列配置された最後の分離膜コンタクターが酸素除去と窒素コント

大きな利点を提供します。さらに、リキセル分離膜コンタクター・シス

ロールの両方を行うように、簡単に構成できます。図 2 を参照。

テムは小さく収まり、拡張可能です。

重要な点として、従来の減圧塔技術では、ガスをコントロールするた

関連情報につきましては、ウェブサイト www.liqui-cel.com をご覧い
ただくか、弊社にお問い合わせ下さい。
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