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環境に優しい部品洗浄技術

Environmentally Friendly Technology of Parts Cleansing

当社では部品洗浄工程での特定フロンおよびトリクロロエチレンの使用全廃させるため，特別プロジェクト

チームを編成した。このプロジェクトチームでは洗浄品質の評価方法，製造ラインの要求に適した洗浄方法を検

討した。検討結果により，低環境負荷の生産ライン用の洗浄機を開発して製造ラインへ導入し，製品の品質を損

なうことなく低コストで低環境負荷の洗浄ラインを構築することができた。我々は，このプロジェクトで得られ

た知識・技術を，製品設計・製造ライン構築・生産管理に応用し，環境負荷ゼロを目指した活動を行っている。
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In Yokogawa Electric Corp., a special project team has been formed to develop Freon-and Trichloro-

ethylene free cleansing process for machine parts. The team projected how to estimate washing quality

and how to construct a suitable cleansing method for meeting the request of a manufacturing line.

Yokogawa Electric corp. developed several kinds for washing machines for on-line use and actually

applied them to the manufacturing process. Finally, the results of the cleansing technology brought a

drastic cost reduction without degrading the product quality or structure.

 The obtained know-how and the technology will be applied to the future product design, process

building and manufacturing-line management, toward Yokogawa Electric Corp's final goal as" Zero

Environment Load."

1. は  じ  め  に

オゾン層破壊物質（ODS）としてフロン使用の全廃が叫

ばれた時，国内市場では全体の25％は海外移転，更に25

％は無洗浄・節減，15％は塩素系溶剤へ代替，12％は，

水・アルカリ系・酸性などの洗剤（以下，水系）へ代替，

４％は，アルコール・グリコールエーテル等に水を加え

た洗剤（以下，準水系）へ代替，9％は石油系へ代替，その

他10％というレポートがある。（1） この時当社では塩素系溶

剤（トリクレン）と代替フロン（HCFC）に転換を図った。

しかし，土壌・地下水汚染源となるため，これの使用を

も全廃し，更なる代替を図っていく。一方，部品洗浄に

おいてトリクレンのように優れた洗剤の代替品は世の中

に無く，今後も開発される可能性は殆ど無いと言われて

いる。このため，現状，世の中にある洗浄剤の特色をよ

く理解して，洗浄目的に合った洗浄方式を開発・採用す

る必要がある。

2. 温水循環式部品洗浄機の開発・導入

環境負荷を極力抑え，しかも設備・ランニングコスト

のローコスト化を目標に温水洗浄機の開発を行った。

本機では洗浄剤を一切使用せず温水だけで洗浄し，乾

燥までを一気に行うことができる。洗浄剤が水のためラ

ンニングコストは従来の$1となる。洗浄品質はワーク形

状（被洗浄物の形状）によって，従来のトリクレン洗浄と

同等まで洗浄できている。洗浄原理は60度の温水による

水と油の表面張力と，油の粘性の低下を利用し，ジェッ

ト水流・バブリング等で機械的に油分を剥ぎ取る方式で

ある。構造は洗浄槽の中にジェット水流を発生させるた

めの回転籠とスプレーノズルが設置され，浸漬ジェット

水流洗浄・浸漬バブリング洗浄・気中ジェット洗浄の３

パターンが選択出きる。また乾燥は遠心力による振りき

りと，ワークに蓄熱した熱による乾燥としている。オプ

ションで熱風も併用できるこれは蓄熱の少ない部品に対

応する目的である。洗浄した温水に含まれる油分は油水

分離機において分離され，温水は再び洗浄水として使

用，油分は再び加工油として使用されるクローズドシス

テムとなっている。

本機は横河ファインテック株式会社より，オンリー湯

（オンリーユー）という商品名で販売されている。現状，

甲府工場の機械加工ラインエンドに８台稼動し，関連会

社・社外でも使用されている。（2）

3. 水系・準水系洗浄機の導入

上述した温水洗浄機のみで全ての部品の要求洗浄品質

に対応できないため，部品の形状・表面状態・洗浄品質

レベルにより他の洗浄方式の採用を考えている。これら

に水系・準水系の洗浄方式を採用している。今までのト

リクレン洗浄機は，一槽の中でトリクレンの冷浴に浸し
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たワークを引き上げる途中の蒸気によって洗浄し，更に

引き上げることで乾燥までできていたが，水系・準水系

の洗浄方式は１槽目で浸漬洗浄し，２，３槽目で浸漬リ

ンス（すすぎ）を行い，洗浄品質によっては更にもう一槽

リンス工程を入れ，その後乾燥炉において加熱して乾燥

させる。ワーク形状によっては洗浄・乾燥能力向上の目

的で，真空脱気・真空脱気乾燥する場合もある。蒸留再

生装置を組み込み，洗浄剤・リンス剤のクローズド化を

図っている。また洗浄，リンス液管理のためpH計・導電

率計などを設置している。図１に洗浄機の構成を示す。

4. 洗浄と環境負荷

水溶性の油を用いて加工した部品の洗浄を温水洗浄機

で洗浄すると，洗浄はできても油水分離ができなくな

る。これは水溶性の油であるため水に溶けて分離ができ

ない。また油性の切削油中にもメーカーによって，含有

成分が水に溶けるものがあることが最近わかってきた。

切削油の選定は元来切削工具寿命を重視し選定してき

た。しかし，今後は油水分離性も考慮する必要がある。

分離できなくなると排水処理の問題が発生し，これがま

た土壌・地下水の汚染源となる。

また，トリクレン洗浄で洗浄したワークを放置すれば

乾燥できたが，水系・準水系洗浄は乾燥に熱源を必要と

し，多大なエネルギーを要する事となる。これもまた，

環境負荷をかける事となる。このように，どの洗浄方式

を採用しても環境負荷をゼロとする技術はまだ無い。ク

ローズドシステムの採用で少しでもゼロに近づけるべ

く，限られたトリクレン使用の全廃納期の中で技術開発

を行っている。

5. 洗  浄  品  質

冒頭述べたように，代替洗浄はトリクレンのように万

能ではない。このため部品の用途により洗浄品質ランク

を設け，このランクを使い分ける事により，環境負荷・

装置価格・ランニングコストの最適化を図っている。

Aランク：禁油・接液部品など特殊用途部品

Bランク：塗装・シールの張りつけなどを行う部品

Cランク：素手で触れる部品

また，洗浄品質を定量的に評価するため，溶剤で残留

油分を抽出し，これを油分濃度計で測定する方法を採用

している。

トリクレン洗浄機は，蒸気により洗浄しているため，洗

浄液・機器の管理が不十分でも，洗浄品質はある程度維

持されていたと考えられる。しかし，温水・水系・準水

系洗浄方式はすべて浸漬洗浄となるので，洗浄品質を維

持するためには液管理，機器管理が重要である。

6. 今後の課題

今まで述べたように，これからの部品洗浄は従来の考

え方を大きく変えていかねばならない。

（1）製品設計において

浸漬洗浄が基本となるため，洗浄液を汲み出すよう

な形状・細い止まり穴などは採用しない。設計上こ

のような穴を採用する場合は専用洗浄機を考える必

要がある。また，要求洗浄品質により環境負荷，コ

ストに大きく影響が出るため，設計時に要求品質を

慎重に定めなければならない。

（2）製造工程設計

洗浄も一つの工程として工程設計に組み込み，洗浄品

質・環境負荷・コストを考えて行かねばならない。

（3）非洗浄化

環境負荷ゼロとなる設計とは「洗浄しなくても良い設

計」であり，部品加工では「切削油レス」である。最近

ドライ・セミドライ・冷風切削などの研究も行われ

ており，また高速加工技術においてはドライ切削が

実用化されている。

（4）新しい洗浄技術の開発

温水洗浄だけでは精密洗浄の品質が確保できない。

従って水系・凖水系の洗浄方法を採用しているが，

設備コストが高価になり，また少ないとはいえ，こ

れらから排出される廃棄物を考えると，安価で環境

負荷の少ない洗浄技術を継続して開発していく必要

がある。

最近，新聞・雑誌などで良く目にするオゾン洗浄，プ

ラズマ洗浄，超還元性水などを採用した洗浄技術が一部

の分野では採用されている一方，まだ，加工部品洗浄に

は実績が少ない。こうした技術も導入し，より環境負荷

の少ない洗浄方式を構築したい。

7. お  わ  り  に

既存の洗浄技術と他の技術の融合により新しい洗浄技

術を開発し，部品洗浄において環境負荷ゼロとなる日を

目指して活動していきたい。また，洗浄情報ネットワー

クを構築し，当社はもとより他の企業にもソリューショ

ンを提供できるよう推進したい。
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図１　水系・準水系の洗浄機の構成
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