
Technical Article 有機溶剤削減の実情

〜水系洗浄剤の可能性〜



様々な分野で使用されている有機溶剤は、現在の化学工

業において不可欠な存在であり、使用を完全に止めることは

難しいのが現状である。光化学オキシダントをはじめとする環

境問題改善と健康被害軽減のために、有機溶剤の排出量・

使用量の削減は長年の課題となっている。近年では各業界

における技術躍進と企業努力により、有機溶剤の使用量・大

気排出量は大きく削減されてきている。洗浄分野においては

総排出量の1割程を占めているが同様に減少傾向にある（図

１）。

取り扱いに関しても見直しが行われ多くの企業では安全対

策や管理方法の改善がなされているが、いまだに健康被害

や不法投棄などの事例があるのも事実であり（図２）、具体的

事例として2012年3月に労災請求で発覚した、1.2－ジクロロ

プロパン・ジクロロメタンによる健康被害が報じられ、大きな

社会問題となったのも記憶に新しい。

両物質は現在、「特定化学物質」としての取り扱いがなされ

ている。

このように安全面や環境面の意識向上から有機溶剤を使

用する環境は厳しくなっており、使用量に関しての見直しが

不可欠となってきている。次項からは洗浄分野における有機

溶剤削減のポイントと具体的な取り組み事例を紹介していき

たい。

有機溶剤削減の経過

日本では経済成長を皮切りに、公害が大きな社会問題とな

り環境保全の為の法律が施行された（図３）。代表格である大

気汚染防止法や水質汚濁防止法は現在でも時事の事象に

合わせた改定が実施されている。有機溶剤を使用するにあ

たり、近年で影響が大きかったのは労働安全衛生法の改定

である。化学物質のリスクに応じた規制が見直され平成28年

6月1日に施行された新規則では、指定種が119物質から640

物質に拡大され、使用時のリスクアセスメントが義務化された。

またラベル表示義務の対象範囲も同様に拡大した。新たに

指定された640物質の中にはよく洗浄用途で使用されている

以下の溶剤が新たに含まれることとなった（図４、図５）。

いずれも見慣れたものが多く含まれていることが分かる。

適切な保守管理を行えば使用が禁止されている法令ではな

いものの、有機溶剤の使用に関して法的な拘束力が強くなっ

てきている為、企業によっては取り扱いを中止、もしくは自主

的に使用を削減している。
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大気汚染防止法 水質汚濁防止法

労働安全衛生法 消防法
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2 有機溶剤を取り巻く法令

図１

使用済み有機溶剤を地中投棄

事象
金属配管の洗浄に使用したジクロロメタンを海に投棄

千葉 テトラクロロエチレン等の有機汚泥を山林に投棄
愛知
県

青森

図２

図４

健康障害が

PCB・ベンゼンなど

１１９物質

健康障害が発生している物質
640物質

多発している物質

今回の改定で対象物質になった主な有機溶剤

アセトン IPA エチレングルコール系
MEK メタノール 酢酸エステル系（酢酸エチル　酢酸ブチル等）
トルエン エタノール 塩素系炭化水素（ジクロロメタン　ジクロロエタン）
n-ヘキサン

＊混合物の場合は含有量によって既定あり

図５

3
有機溶剤代替えポイント

―コストと乾燥性―

有機溶剤を環境負荷が軽減でき、より安全性の高い洗浄剤

へ代替えしていくのには困難な現状がある。

電子業界でもフラックスを始めとする油脂系洗浄やSMT接



解決方法は様々な手法があるが、弊社の洗浄液特性と有

機溶剤削減の対応策に関して御提案させていただく。

着剤等の樹脂洗浄において多くの有機溶剤が使用されてい

る。有機溶剤の代替え製品としては水系洗浄剤が挙げられる

が、一般的にイメージされる両者の特性を比較した表が図６

である。

水を使用することで安全性に優れるものの、他の項目に関

しては性能面で劣ってしまうというイメージが根強く残ってい

る。近年、多くの水系洗浄剤が誕生しており、洗浄性に関して

は有機溶剤と同等の洗浄力を有するものも多くなってきてい

る。

しかし実際に障害となっているのは「ランニングコスト」と

「乾燥性」である。

図７に簡易的な水系洗浄装置を図示する。

水系洗浄剤を使用した場合のランニングコストに関しては

洗浄液とリンス液の廃液・イオン交換樹脂・活性炭等の経費

が懸念事項として考えられる。

また一般的に有機溶剤と比較し、蒸気圧が低い水は乾燥

性で劣る部分がありリンス工程後の乾燥時間から敬遠されて

しまう傾向がある。
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図７

○簡易的な水系洗浄剤の装置（クローズ型）

電気伝導度計

○
○ フィルター
○ 5μm

○ 都度交換が必要

プレフィルター
50～10μm

フィルター
5μm プレフィルター

50～10μm

活性炭 イオン交換樹脂

（有機成分の除去） （無機塩類の除去）

最終リンス

ポンプ

洗浄（噴流） プレリンス

液交換が必要

ポンプ

分類 主な洗浄液組成 洗浄液価格 ランニングコスト 汎用性 洗浄性 乾燥性 安全性
炭化水素系

グリコールエーテル系
アルコール系

グリコールエーテル系＋水
アルコール系＋水
界面活性剤

油系
（有機溶剤）

水系

○安い

×高い

○強い

×弱い

○安い

×高い

×低い

○高い

○良い

×悪い

○良い

×悪い

図６

一般的な水系洗浄剤
処理負荷が大きい

有機成分が多い60～70%

MPC洗浄剤

有機成分は限定的10～20%

活性炭 イオン交換樹脂

洗浄槽 リンス槽

持ち込み量が少ない

図８

当社の水系洗浄剤「MPC（マイクロフェーズクリーニング）」

は欧州の厳しい環境法令に準じて製品開発されており、環境

面・安全面に高配慮された製品となっている。使用時の成分

構成比として水は8割以上を占めており、水系洗浄に多くみら

れる界面活性剤や無機アルカリを使用しておらず、安全衛生

法改定で指定された640物質に該当する成分を含有しない仕

様となっている。

また洗浄剤成分が少ないのでリンス槽側への持ち込み量

を低減することが可能で水処理の負荷軽減化がはかれる。

加えて蒸気圧が低く自然蒸発損失が少ない為、VOC削減効

果も期待できる（図８）。

洗浄機構としては剥離洗浄方式を主体とする剥離＋溶解

の同時作用でコンタミ成分を除去し、凝集させることが可能で

ある。
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は非常に優れており、乾燥時間を短縮することが可能になっ

ている（図10）。

図11にはMPC洗浄剤を使用した噴流・超音波方式での実

機モデルを示す。水系洗浄剤は濃度管理が重要になる場面

もあるが、当社は独自の自動濃度管理ユニットを開発しており、

濃度調整を自動で行うことが可能となっている。装置も防爆仕

様である必要性がない為、様々な洗浄方式を用いることが可

能であり、有機溶剤系を使用する洗浄機と比較し安価とでき

る。

当社は洗浄液メーカーであるが、洗浄装置を含むプロセス

全体を俯瞰した技術提案をさせていただいており、既に装置

をお持ちのお客様のニーズに合わせた形での運用にも柔軟

に対応できる。

このため、装置運用時はフィルタリングすることで洗浄液の

清浄度を一定に保つことが可能であり繰り返し使用することが

できる（図９）。洗浄液寿命は非常に長い。

このような特性から有機溶剤と比較し環境・安全面での改善

をはかることができ、洗浄性能を同等以上に維持することが可

能で、結果コスト面での効果も期待できるのである。

乾燥性に関しては以下のデータを参考にしていきただきた

い。有機溶剤には劣るものの水は常温であっても少量であれ

ば自然蒸発することが確認できる。これは十分に加温すること

や、送風を行い空気置換し湿度を下げることで促進ができるこ

とを意味している。

また洗浄装置を設計する際に「液切り」機構を強化すること

でより乾燥負荷を軽減することが可能となる。近年の洗浄装置
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一般的な汎用溶剤とＭＰＣ洗浄剤のメカニズムの違い

従来の洗浄方式

→ → → →

コンタミ表面から 溶解したコンタミは 徐々に溶解し 徐々に溶解力が低下 溶解度に達した時点で
アタック 溶液中に拡散する 液中に均一化 コンタミは析出する

MPC

→ → → →
物
理
力

通常時は２層分離状態 超音波・搖動・温度等の マイクロフェーズが エントロピー増加により 液中に分散状態となる
物理的因子により活性化 コンタミに作用 コンタミを取り込み剥離 相平衡作用が働く

→ → → →
物
理
力

コンタミは洗浄液中に 繰り返し作用する事で 物理的因子が無くなると 一部は洗浄液層に溶解
放出される コンタミは液中に分散 ２層分離状態となる 大部分は水層に凝集沈降

洗浄液層 洗浄液層

水層 水層

水層

洗浄溶液

洗浄液層

均一化（動的平衡状態）

溶解

マイクロフェーズ化

ワーク

図９

図10



かけて繰り返し洗浄していたそうだが、臭気低減やコスト改善

にもつながる成果を得ただけでなく、当社洗浄液の場合は30

分程で洗浄が可能となった。

（２）B社…メタルマスク洗浄

・洗浄対象：ソルダーペースト

・使用溶剤：IPA⇒『HYDRON® SC 300』（図13）

手拭き洗浄でIPAを多量に使用しており、作業者の健康負担

が大きかった。当社のMPC系洗浄剤に代替えすることで安全

性に加え、洗浄性も向上し作業時間の短縮に成功している。

HYDRON® SC 300は洗浄性の強化と水系洗浄剤の課題であ

る乾燥性に関しても改良された製品となっている。
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以下に、MPC洗浄剤による代替実績例を示す。

（１）A社…ディスペンスノズル洗浄

・洗浄対象：SMT接着剤

・使用溶剤：アセトン⇒『VIGON® SC 200』（図12）

アセトンを使用しノズルを超音波方式で洗浄をしていたが、

社内の自主規制によりアセトンを使用できなくなる見込みとな

り、代替えの洗浄剤の相談をいただいた。ディスペンスノズル

内の接着剤は非常に洗浄しにくく、アセトンを使用し3～4時間

ＭＰＣ洗浄剤を用いた

有機溶剤代替実績例
5

図11

実機モデル

○自動濃度コントロール

○自動搬送 製品進行方向
純水配管

⇒

持ち出し分は
洗浄槽へ戻す

↑ ↓ プレリンス側に
電気信号回路 ← カスケード処理

一定量

フィルター 廃棄
モニター

センサー

バッファー
タンク

熱風乾燥
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⇒

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンベア方式

PLCユニット 純水

液切り

乾燥

フィルター 活性炭 イオン交換樹脂

洗浄液

原液

ポンプ

洗浄液
純水 純水

リンス槽使用後

洗浄 液切り プレリンス リンス

●配管内洗浄時の様子

接着剤２接着剤１

●VIGON　SC　200 ●アセトン

表面＋隙間部分からの剥離洗浄 表面からの溶解洗浄

剥離 溶解

マイクロフェーズ化

SMT接着剤

図12

洗浄前 洗浄後

図13



6 まとめ

（３）C社…リフロー洗浄

・洗浄対象：乾固したフラックス

・使用溶剤：シンナー・IPA⇒『VIGON® RC 303』

定期的にリフロー炉を洗浄しなければならないが、シンナー

やIPAを使用し、フラックスを時には強引に削り取り洗浄してい

た。安全面の観点からも改善を検討していたがMPC洗浄剤を

使用することで効率的に洗浄することが可能となった。1台のリ

フロー炉を洗浄するのにIPAを一斗缶単位で使用していた状

況が、MPC洗浄剤では1回の洗浄につきわずか数百mlとなっ

た。使用方法や洗浄効果は当社HPを参照していただきたい

（図14）。

（４）D社…部品下部の洗浄

・洗浄対象：フラックス

・使用溶剤：溶剤系⇒『VIGON® PE 180』

・洗浄方式：噴流・超音波⇒スプレー洗浄

製造されている製品は部品下部が20μmを下回っており狭

ギャップ洗浄対応の必要がある。しかし、溶剤系洗浄では完全

に洗浄ができずに不良が発生していた。そこでMPC洗浄液を

用いると同時に、洗浄方式の見直しを行うことで洗浄性の向上

と洗浄時間の短縮に成功した。大型設備洗浄のため、工場全

〇噴流方式の洗浄 〇シャワー方式の洗浄

一部はミスト化

構造物の障害により流速はバラつきあり 物理的な押し出しが起こり
液の置換性に優れる

高速流量

よどみ層

図15

洗浄前 洗浄後

図16

図14 洗浄時の様子
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体のVOC削減にも寄与できる事例である（図15）。

（５）E社…ウエハ洗浄

・洗浄対象：フラックス・はんだボール

・使用溶剤：炭化水素系⇒『HYDRON® SE 220』

炭化水素系洗浄では十分な洗浄効果を得ることができず不

良が発生しており、装置も超音波による発熱の影響から安全

面での懸念があった。MPC洗浄剤を用いることで短時間での

洗浄が可能となり、安全性の向上と人的コストの低減化の見

込みを得られた（図16）。

今後も有機溶剤を使用する環境は厳しくなることが予想され、

その中で有機溶剤削減の手法のひとつとして水系洗浄剤への

代替えは技術的に可能である。しかし、単に有機溶剤を代替

えする為に水系洗浄剤を選択するのではなく、洗浄性能や用

途特性を考慮した上で検討することを強く推奨させていただき

たい。

技術資料『洗浄機構の見直し』で紹介させていただいたが、

近年は製品の構造複雑化とニューマテリアルの台頭でエレクト

ロニクス洗浄はより難しい局面に立たされている。適切な洗浄

剤を提案し、「環境負荷・安全性」と「洗浄性能」のある意味で

は相反する事項を両立化させていくことこそが洗浄液メーカー

としての責務であると考える。洗浄液の変更には多くの検討事

項が必要となるのでプロセス構築の御提案をさせていただきな

がら、今後も有機溶剤削減の可能性を皆様と共に探究させて

いただきたい。
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