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2旭化成ケミカルズの洗浄剤事業は
トクヤマＭＥＴＥＬが事業継承 2015年10月

トクヤマＭＥＴＥＬ（旭化成)の工業用洗浄剤

水系

準水系、溶剤系

フッ素系

エリーズＫシリーズ

エリーズＭシリーズ

エルノバＶ エルノバＮＦ

蒸気洗浄プロセスに適合



1)トリクロロエチレン 沸点87℃ 主に脱脂洗浄用途

2)メチレンクロライド 沸点40℃ 主に脱脂洗浄用途

3)パ－クロロエチレン 沸点121℃ 主に脱脂洗浄用途 使用量は少ない

4)ｼﾝﾅ－、洗い油等 引火点あり 主に手拭き用途、使用量は多くない

5)ＩＰＡ(ｲｿﾌﾟﾛﾟﾙｱﾙｺ-ル) 引火点21℃ 主に水置換乾燥、仕上洗浄用途

１．工業洗浄剤に使用されている主なＶＯＣ物質
ＶＯＣ排出規制は大気汚染防止だけでなく、作業環境保全などにつながる。

特にトリクロロエチレンとメチレンクロライドは以下の特性があるため、工業洗浄用途
で重宝に使用されている。
・安価である。 ＠３００円／ｋｇ～
・高脱脂力 ＫＢ値１３３～１３５
・速乾性
・非引火性
・単蒸留が可能、Ｖａｐ洗浄が可能
・対応する洗浄装置はシンプル、低ランニングコスト、低価格帯
本日は工業洗浄におけるＶＯＣ物質の排出削減方法と、非ＶＯＣ化についてお話します。
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VOCの排出状況
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依然、塩素系溶剤の
排出量は多い
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２．ＶＯＣ物質の排出場所
（トリクロロエチレン用３槽式洗浄装置を例として)

洗浄装置にはバスケット出し入れのための槽開口部があり、洗浄剤ガスはその部分から大
気中に拡散する。又蒸気発生槽中の廃液ととてＶＯＣが排出される。

気化・拡散

フリ－ボ－ド
薄いガスが充満している

洗浄槽開口部

廃液

バスケットバスケット



消耗要因

①槽開口部からの自然拡散・・・濃いものは薄まろうとする。

②洗浄槽へのバスケット投入時の溶剤ガス押し出し、取り出し時のくみ出し。

※特に容積の大きいワ－クの場合

③洗浄槽内フリ－ボ－ドでの液切・乾燥不足による液状での持ち出し。

④冷却水温度が高い、適切でない。

⑤局所排気装置の風量が多い、吸出し現象。

⑥未使用時の洗浄槽に蓋をしていない。

⑦洗浄装置の整備不良による、配管系、部品類、水分離機、ろ過装置、等からの液の漏洩など、

対策例
①洗浄槽開口部にこまめに蓋をする。⇒開口部を出来る限り狭くする、蓋を開けておく時間を極力短くする、

バスケット取り出し時に液切を十分に行う、バスケツトの移動をゆっくり行う、装置点検をこまめに行う、

等のコストをかけずに出来る方法。

②フリ－ボ－ドの高さを高くする、（フリ－ボ－ド比１以上）ク－リングタワ－水から冷水装置への切り替え、

空調設備の改善等のコストを掛ける改善

３．洗浄液の主な消耗要因と消耗抑制対策
（トリクロロエチレン用３槽式洗浄装置を例として)
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【考えられる方法１】

現在の洗浄液・及び洗浄機の継続使用

（トリクロロエチレン又はメチレンクロライドの継続使用が必須である場合)

１）洗浄力・乾燥力で勝る他の洗浄剤がない（洗浄機能）

２）他の洗浄剤種では投資に対するメリットがない。（投資額、ランニングコスト等)

３）ワ－ク形状が複雑、ワ－クサイス゛が大きい、他の洗浄剤種では対応困難等

現用洗浄剤・洗浄機での使用量削減

各種改善策(前ペ－ジ参照)、溶剤ガス回収装置の導入

これらを含めて３つの削減方法が考えられますが、先ずは基本方
針の策定が重要
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多分不可能
例えば
ＴＣＥ、ＭＣからフッ素系への変更

フッ素系洗浄剤は液単価が@5,000円/kgと高く

低消耗型洗浄機又は蒸気回収装置が必要

ＴＣＥ、ＭＣから炭化水素系洗浄剤への変更

炭化水素系洗浄剤は引火点があり、装置仕様的に対応困難

［補足］現在の洗浄機を継続使用し、洗浄剤種だけを変更する。
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【考えられる方法２】

洗浄剤は変更せず、洗浄装置を低消耗タイプに交換する。

4-2ヘ

【考えられる方法３】 100%削減

洗浄剤・洗浄装置共に非VOC対応システムに入れ替える。

4-3へ
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対策方法 必要費用(万円) 抑制効果予測

１．現行洗浄剤・
洗浄装置の継続使
用

作業改善等による削減 0 ５～１０％

現行洗浄装置に対する改善 0～100 ５～１０％

冷水装置等の付帯設備に関する改善 0～200 １０～２０％

溶剤回収装置の導入よる削減 1000以上
かなり幅がある

３０～９０％

２．同一洗浄剤を継続使用するが、低消耗仕様の洗浄装置を導入する。 1000以上
かなり幅がある

６０～８０％

３．洗浄剤の変更（洗浄装置も新規となる）
水系、フッ素系、炭化水素系、コ・ソルベント

1000以上
かなり幅がある

１００％

４．対策方法と予想される削減効果

投資額と削減量は比例する傾向となる。
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４-１-１活性炭吸着法回収装置による消費抑制

溶剤ベーパーの拡散が大きい場合、ベーパーを大きな風量で捕集し、
吸着剤（活性炭）に吸着させて濃度を高め、その後脱着液化します。

ユーティリティ：電気、冷却水、スチーム、排水処理設備、圧縮エア

装置メ－カ－
株式会社栗本鐵工所
東洋紡株式会社
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４-１-２圧縮深冷凝縮方式による溶剤回収装置
溶剤ベーパーの高濃度の場合、ベーパーを発生源直近から小風量にて吸引し、
圧縮後、-40℃程度まで冷却させて液化回収します。

ユーティリティ：電気、冷
却水

設備投資の必要が無いレンタル方式でもご提供可能

装置メ－カ－
株式会社モリカワ
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トリクロロエチレン、メチレンクロライドを含む塩素系溶剤に関しては種々の法規制があります

が、使用禁止物質ではありません。また、適切な使用条件下においては、非常に優秀な洗浄剤で
もあり、コストパフォ－マンスは最高です。重要なことは排出量抑制です。

トリクロロエチレンに限らず、有機溶剤を使用可能な低消耗洗浄装置が上市されており、それら
の使用による大幅な溶剤使用量の抑制が見込まれます。

洗浄槽開口部又は洗浄槽近傍を密閉化する事で低消耗・低ランニングコストを実現している。

削減率は一概に言えないが、６０～８０％程度。開口部面積を少なくするため、１槽式密閉化構
造のワンバッチ式が多く小・中規模向きだが、自動化されている機種もある。

①クリンビ－製ＦＬＯＶＡ型 ②ウィルビ－製ＦＴＲ－１型 ③プリス製マイスタ－Ｔ型

４-２トリクロロエチレン、メチレンクロライドを使用可能な
低消耗化された洗浄装置への転換
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転換可能な洗剤種

１）水系洗浄剤

２）フッ素系洗浄剤 ＨＦＣ、ＨＦＥ、ＨＦＯ

３）炭化水素系洗浄剤、準水系洗浄剤

４）コ・ソルベント方式 （２種洗浄剤使用）

４-３ 他の洗浄種への転換

水系洗浄剤は
乳化、剥離、分散
などでの洗浄機能。
精密度は高い。

ＨＦＯ、炭化水素系
溶剤、は主に溶解力
（脱脂力）での洗浄

ＫＢ値の低い溶剤
は仕上洗浄用途とし
て
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①水系洗浄剤は希釈タイプであるため、液コストは安く、気化・飛散する量は少ない。

②乳化、ケン化、剥離、分散などの化学的作用と超音波キャビテ－ションなどによる物理力との相乗効果で

洗浄を行うため、洗浄精度は最も高いが、大量の脱脂洗浄等には不向きである。

③洗浄⇒粗リンス⇒仕上リンス(純水)、乾燥など液種も工程数も多い。

④水ベ－スであるため、乾燥に時間がかかり、乾燥じみや錆等が生じ易い。

⑤純水リンスの場合は純水装置が必要。

⑥リンス水の排水が出るので、排水処理設備が必要。

※ノンリンス方式を除く。

⑦洗浄装置サイズ大、消費エネルギ－大。

等でどうしても水系という場合に限られる。

１）水系洗浄剤を使用する洗浄装置
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カ－ボンニュ－トラルの観点から
①水系洗浄機の温水供給にヒ－トポン
をつける方式
ﾌｧｲﾝﾏｼｰﾝｶﾀｵｶ㈱
エコヒ－ト

②洗浄温度低温化水系洗浄剤
㈱ﾊﾟ-ｶ-ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ
Ｐａｒｋｅｍ ＦＦＳシリ－ズ

2022年洗浄総合展出展



エコヒートEHP-140-iは液加温の新スタイルとしてヒート
ポンプ技術採用による省エネを備えた液加温システムです。

ヒートポンプでは低温部で熱を吸収した冷媒を強力に圧
縮し高温の気体にします。高い方から低い方へと移動する
熱の性質を利用し、冷媒の熱を移動させて加温に活用して
います。
ヒートポンプの圧縮機(電力)に対して高温放熱側で放熱で

きる熱エネルギー比較では、最大加熱能力14kwでありなが
ら消費電力は4.5kwです。つまり「1」の電力で「3.1倍」の
仕事をする事が可能です。(14kw/4.5kw≒3.1エネルギー効
率 消費電力量最大約64％削減)
さらに、消費電力量削減によりCO2排出量も最大64％程

度の削減が可能です。

ヒートポンプ内部の熱交換器はデリケートなので液質を
選びますが、エコヒートは間接液交換器を採用することで
ダーティ液にも対応可能です。

近年の地球温暖化問題からの世界的なカーボンニュート
ラルが加速する中で、省エネと脱炭素に貢献できる注目の
製品です。

エコヒート EHP-140-i
ファインマシーンカタオカ㈱
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フッ素系洗浄剤(ＨＦＣ、ＨＦＥ、ＨＦＯ）の特長

①非引火性、安全性は高い。

②従来脱脂性能は低かったが、近年高ＫＢ値(40～)のＨＦＯが上市されれ、脱脂洗浄も実用域となった。

③乾燥性が良い。

④液単価 1,,500～6,000円／ｋｇ

⑤単蒸留、Ｖａｐ洗浄可｣ パスボックス付フッ素系洗浄機｢FISTA

⑥装置構造は単純明快

⑦使用エネルギ－は小さい

⑧液単価が高いため、大量処理の場合にはランニングコストを検討する必要がある。

装置例 密閉構造の小型装置は回収機不要なレベルまで消耗量は抑えられている。

大量処理の場合は回収機が必須となる。

２）フッ素系洗浄剤を使用する洗浄装置
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炭化水素系溶剤洗浄の特長 【クリンビ－多槽式炭化水素洗浄機】

①引火点があるため装置は基本防爆構造

②基本溶解洗浄

③相対ＫＢ値としては６０～７０

④洗浄力（溶解力）に優れる

⑤乾燥速度を速めるため、減圧ベ－パ－洗浄⇒真空引き乾燥が一般的

⑥液単価 ５００円／Ｌ～と安い部類で、洗浄剤単価としてのランニ

ングコスト的には有利

⑦減圧ベ－パ－洗浄、減圧蒸留可

⑧装置構成としては基本防爆構造であるため複雑だが溶剤系洗浄機と

しては最も出荷台数が多い。

⑨水溶性切削油対応の装置もある

⑩使用量によって消防法の規制を受ける

⑪単層式、多層式共に実用化されている。

３）炭化水素系洗浄剤を使用する洗浄装置
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カ－ボンニュ－トラルの観点から廃液
から炭化水素系洗浄剤を回収し焼却処
理量をへらしＣＯ２削減をかる方式も
出てきた。
2022年洗浄総合展
ジャパンフィ－ルド㈱
オイルフィ－ﾙﾄﾞ



コソルベント方式は副液（主に２種）を用いる洗浄方式であり、複合した汚れやフラックス洗

浄用途として開発された。

一液目(主に洗浄用途)に炭化水素系洗浄剤又はグリコ－ルエ－テル系の洗浄剤を使用し、２液

目(仕上リンス及び乾燥)にフッ素系洗浄剤を用いる構成である。

もともとはＣＦＣ－１１３の代替洗浄方法として開発されたものである。

一液目の洗浄力を生かしながら、フッ素系洗浄剤用のシンプルな装置構造と速乾性を有して

いる。小中規模生産に向く。

４）コソルベント系洗浄剤を使用する洗浄装置
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終わりに
以上いろいろな削減手法をご紹介しましたが、最も難しいのは削減量の判定です。

溶剤ガスは目に見えず、しかも測定器具が高額であるため、数値評価が大変難しい。

また、洗浄剤の使用量は景気状況、装置周辺温度(夏場、冬場の差)、繁忙の差等によって影響を受けるため、

長期的な取り組みとなり、特に削減量が少ない場合はより難しくなる。

半年間～１年間等の購入量等のデ－タわ集めた上で、判断する必要もあります。最終的には費用体効果の査定も必要です。

これらの事項を考慮しながら、どのようにすれば最も効果的な削減が可能かを検討しなければなりません。

以上ご清聴ありがとうございました。

日本産業洗浄協議会では洗浄相談コ－ナ－を設け、このような事に関する相談への対応も行っています。

ぜひご活用ください。 【URL】http//www.jicc.org 【e-mail】sskjicc@jicc.org
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