
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗浄・消毒・除染  

 

最適なランドリーソリューション 

の選び方



注目の的となる 

クリーニング  

 

事業によっては、衣類の洗浄、消毒、除染は非常 

に重要な問題です。 それらは手順や組織、そして最 

終的には収益と持続可能性に大きな影響を与えます。  

これらの事業では、スタッフのユニフォームや機器の洗浄 

に関して、さまざまな重大なリスク要因に対処する必要 

があり、事業そのものの運営の主要なテーマの1つとして 

クリーニングに焦点を当てる必要があります。 

 

問題は、事業者が必要な衛生レベルのクリーニングを 

理解しているかという事です。 

 

 

 

必要な衛生レベルのクリーニングを 

するにはどうすればよいですか？  

 

私たちの経験では、衛生レベルのクリーニングを正しく理解している事業者は非常に少ないのが

現状です。 

 

それはなぜでしょうか。それは組織の性質や業界ならではの慣習からかもしれません。例えば 病院や介護施

設での管理スタイルが異なると、感染防止のために異なるランドリーソリューションを採用することがあり、効率

性は様々です。他の場合では、技術開発がはるかに進んでいるにも関わらず、意思決定者がそれに追いつけ

ないケースもあるかもしれません。 

また、最新のソリューションを導入するためには、組織、設備、手順の変更が必要になる場合があります。従っ

て、実行可能な選択肢から除外され、より単純な選択肢が優先されます。



 

この報告書は、クリーニング

の自家処理を行う企業やク

リーニングサービスを提供す

る企業に向けたものです 

 

 

 

この報告書は、洗浄と除染に関する重大な問題を

浮き彫りにし、多くの企業が過小評価することが多い

具体的な解決策の提供を目的としています。 

 

この報告書の対象は、クリーニングの自家処

理を行う企業やクリーニングサービスを提供す

る企業の両方です。 

これには、標準のクリーニングだけでなく、特殊な

処理を行う高度なクリーニングサービス、高い衛

生レベルのクリーニングを含みます。 

 

標準のクリーニングと高度なクリーニングの両方

の選択枠やテクノロジーについて説明します。 

 

私たちは、事業運営でのさまざまな側面における洗浄、衛生、除染の問題を明確に特定します。 

洗浄レベルを分類し、各レベルが組織や手順にどう影響するか、また望ましいレベルの衛生状態を整えるために必要な技術

とサービスについて説明します。最後に、高い衛生レベルでの除染実施をケーススタディとして紹介します。 

. 



 

洗浄レベル 

 

事業にはそれぞれ、独自の洗浄ニーズがあります（ない場合もあります）。これらのクリーニン

グのニーズは2つのグループに分類できます。どちらも、非効率的なクリーニングによってもたらさ

れるビジネスへのリスクが関係します。 

 

不十分なクリーニングのリスク

の影響を受けるターゲット 

 

 

リスク 
ターゲット 

 

非準拠クリーニングのリスクは、2つ

のメインターゲットに影響を与える可

能性があります。 

 

 

商品/サービス 

 

人々（従業員または 
ユーザー） 

 

不十分なクリーニングのリスクを測定 
 

 

最初のケースでは、衣服、スタッフのユニフォー

ム、および機器の不適切な洗浄によるリスク

が製品またはサービスに影響を与え、結果とし

て損傷を受ける可能性があります。  

これらの状況の例では、リネンが十分に清潔で

ない場合、従業員がほんの小さなホコリが完全

に取り除かれていないスーツでクリーンルームに

入ったために、マイクロ電子部品に損傷を与える

おそれさえあります。  

 

2番目のケースでは、人に影響を及ぼし、致

命的であることが判明する可能性があるため、

リスクははるかに深刻です。 

除染手順の失敗が原因で感染症にかかった

入院患者、または更に悪いことに、不十分な

洗浄により汚染物質が装備から完全に取り

除かれていないため消防士が癌に罹るおそれ

があります。 



 

 

リスクが人々に影響を与える可能性 

がある場合、状況はより深刻になる 

ため、コンプライアンスに準拠した 

洗浄が更に重要となります



 

リスクスケール 

 

クリーニングに関連する3種類の 
リスク（低、中～高、特殊）を特定できます

 

 

 

 

低リスクの場合 

 

クリーニングのニーズを満たしていないために人（従業員またはユーザー）に害を及ぼさな

い、または製品/サービスの中断が少ないビジネスにおけるクリーニングのリスク。 これらの場

合、クリーニングは必要ないか、簡単にクリーニングできます。 

例として、家具や在庫機械部品メーカーなどの標準的な製造業は、通常、製造工程で

使用されるクリーニングのユニフォームや工具に過度に関与する必要はありません。 

この方法には、標準の洗剤が使用されます。 

 

 

 

中～高リスクの場合 

 

中～高のリスクの場合、洗浄基準を満たさない 

ことが製品/サービスの停止、及び/または顧客と 

ユーザーの健康問題につながる可能性のある 

問題がビジネスで発生します。 

 

この範囲に入る産業は、感染のリスクを回避する 

ために衛生に細心の注意をはらうことが重要である 

病院や老人ホームが含まれ、特にリネンや専用の 

ユニフォームに注意が必要です。 

また、食品サービス業界(ホテル/レストラン/カフェ) 

や一般的な食品工場などでは感染のリスクは小さい 

ですが、提供するサービスは衛生上の問題によって 

非常に危険にさらされる可能性あります。 

 

この段階では、製品と運用環境における衛生が 
重要となります。 
 



 

 

 

 

特殊ニーズに対する特定のリスクの場合 

 

特定のリスクとは、クリーニングの衛生レベルが標準レベルのテクノロジーを超え、明確

なビジョンとプロセスの深い理解に基づく特別なテクノロジーとアプローチの両方が必

要な場合に発生します。 

このような状況では、貴重な製品のバッチ全体が破損したり、システムの故障によ

って人々が深刻な被害を受ける可能性があります。 

マイクロ電子部品製造における前述の「クリーンルーム」は最初の問題の例であ

り、消防士の健康保護は2番目の問題の例です。 この次元では、洗浄や衛生

管理ためのシンプルなソリューションではもはや十分ではありません。 

 

 

 

 

HACCPは、ハザード分析クリティカルコントロールポイント(Hazard Analysis 

Critical Control Point)の略であり、それは食品の安全管理システムです。 

 

多くの国では、食品加工産業などの汚染リスクのある企業でHACCPが義務化され

ています。エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリーソリューションは、HACCP 

InternationalからHACCP認定を受けており、これらの製品が食品業界でも安全

に使用できることを証明し、業界のHACCP基準達成を支援しています。 

 

この認証は通常、厨房機器に適用されます。 HACCPランドリーソリューションは、

洗濯が汚染防止に果たす重要な役割を担っています。 

エレクトロラックス・プロフェッショナルの洗濯基準は世界最高水準に設定しています。

また、HACCPへの基準を守るために、以前は洗濯業務を外部委託する必要があっ

た食品企業は、エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリー設備を利用して、これ

らの業務を社内で安全に行うことができます。

 



 

クリーニング 

レベルマップ 

 

クリーニングの必要性を測定するためにマトリックスを構築して主要な3つの面を使用できます。 

マトリックスは、クリーニングのニーズに関する企業の相対的な位置を特定するための「マップ」

として機能します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このマトリックスは、クリーニングの自家処理を行う企業や専門

のクリーニングサービスが、課題を解決する最適なテクノロジー

を特定するために使用できます。 

必要なすべての情報を手に入れ、どの洗浄テクノロジーが相応

しいかを決定する際に便利です。    
 

 低リスク 中～高リスク 特殊なニーズ 

製品 ・標準的な製品 
・農業食品 
・ホスピタリティ、ホテル 

・マイクロ電子機器部品 
・医薬品 

人 
・フードサービス 
・レストラン 
・鉱業 

・病院やクリニック 
・食品加工業 
・介護施設 

・核施設 
・消防士 
・感染症センター 



各レベルの洗浄ニーズに 

対応するテクノロジー
 

 

前述のように、マトリックスは業務用クリーニングで使用する最も適切な技術を特定するのに役立ちます。 

これらのテクノロジーは、組織とその手順への影響、および関連する業務の複雑さ、構造、運用の新しさに応じて、

レベルに分類できます。 

 

 

 

標準的な 

業務用クリーニング/低リスク  

 

このレベルでは、不十分なクリーニングに関連するリスクは殆ど、または 

全くなく、このレベルのクリーニングを必要とする企業のほとんどが特別な 

テクノロジーは使用していません。 

クリーニングは、専門の洗濯機と乾燥機を使用するクリーニング専門 

会社に外部委託されています。 

ここでのテクノロジーとは厳密に経営に関連することです。 

 

•エネルギー、水、消耗品の消費 

•洗浄および除菌性能 

•機械の寿命 

•機器のITテクノロジーと一般的な人間工学 

•アフターサービス 



 
 

 

 

バリアウォッシャー / 

中～高リスク  

 

このニーズレベルでは、かなりの経済的損失と人々への危害が発生する 
中～高リスクが含まれます。 

 

このレベルの多くの企業は、クリーニングを戦略的な運

用と見なしているため、多くの場合、独自のランドリー

ルームがあります。 この場合の洗浄ニーズに対処する

ための最良の機器はバリアウォッシャーで、交差汚染

を防ぎ、あらゆる種類のリネンとユニフォームの完全な

洗浄を保証することを目的としたプロのランドリーソリ

ューションです。  

バリアウォッシャーは機器の名称であり、実際の洗濯プ

ロセスでもあります。 

機器は清潔で、汚染リネンが接触せずにプロセスでき

るようにする特殊な設計・構造になっており、洗濯機

で接続された別の部屋の間に機械が設置されていま

す。 

 

汚れた洗濯物は、一方の部屋から洗濯機に入れら

れ、もう一方からきれいになった時のみ取り出せます。

 

 

この手順により、清潔なリネンが汚染リネンと接触する

ことがなく、洗浄プロセスでの二次汚染を防止できま

す。 

 

バリアソリューションは、適切な機器を選択するだけで済

むものでは有りません。（レベル1の設定パラメーターと

同じパラメーターに基づいて決定します）。このソリューシ

ョンを実施するためのスペースと、それを正しく操作するた

めの手順が必要です。 

バリアソリューションを選択した場合、重要な要素の1つ

は、ワークフローの調査、定義から部屋のレイアウト設

計、手順の設計と施行に至るまで、全体に亘ってベンダ

ー/サプライヤーがユーザーをしっかりサポートできるかを判

断することです。 

 

十分なランドリースペースが確保できない、予算的に難し

い場合には他のソリューションがあります（弊社営業まで

お問い合わせください）



 

 

バリアウォッシャーは、交差汚染を防ぎ 

さまざまな製品や機器の徹底的なクリー

ニングを可能にするプロフェッショナルなラ

ンドリーソリューションです 



 
 

 

 

包括的なクリーニング 

設備/特殊ニーズ 
 
 

 

 

これは、最も高い衛生レベルの洗浄ニーズであり、人命が 

直ちに、または長期的に危険をはらんでいます。この場合、 

バリアソリューションでは十分ではありません。 

特別なニーズが存在しているため、場合によっては 

洗浄自体が不十分な場合があります。 

 

特定の除染手順、または様々な装置と機器に個別

の洗浄プロセスを設けることは包括的な解決策を決

定づけ、その洗浄サイクルで様々な器具を使用する

必要がありますが、ここで最も重要な問題は洗浄技

術です。目的が除染である場合、結果の詳細な分

析が必要になるとともに、各ケース個別に対処する必

要があります。 

 

複雑な除染問題を解決するのに適した、全く新しいラン

ドリー機器の開発など、カスタマイズした技術開発につな

がることがあります。このような例の1つをケーススタディとし

て紹介します。 

特別な除染のための液体二酸化炭素の洗濯機で

す。 

 

 

通常、このタスクでは、除染のニーズがある会社とそのサ

プライヤー/ベンダーとの間にパートナーシップが必要で

す。 

 

最先端の技術、運用と製品のカスタマイズ化における柔軟

性やプロセス全体を通じての前述のサポートが提供できな

ければなりません。 

 

この報告書のケーススタディでは、この実施について具体

的に説明します。このケースのプレイヤーは、エレクトロラッ

クス・プロフェッショナルと専門企業のデコンテックス社で、

消防士の防護服を完全に除染する特殊なランドリーソリ

ューションを共同開発しました。 

このパートナーシップにより、まったく新しいランドリーソリュ

ーションが生まれました。エレクトロラックス・プロフェッショ

ナルで研究、設計された洗濯機で、液体二酸化炭素

を使用して防護服、特にその内部の特殊な膜の洗浄

を行います。 

 



  

洗浄技術に 
必要な衛生レベル 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 低リスク 中 – 高リスク 特殊ニーズ 

製品 ・標準的な製造 
・農業食品 
・ホスピタリティ、ホテル 

・半導体電子部品 
 
・食品加工 
 
・医薬品 

人 
・フードサービス 
 
・レストラン 

・病院およびクリニック 
 
介護施設 

・核施設 
 
・鉱山 
 
・消防士 
 
・感染症センター 



 

 

特殊ニーズに対応する 

ランドリーソリューションの構築 

 

エレクトロラックス・プロフェッショナル

デコンテックス社 

（ケーススタディ） 



 

PPEは、活動時に消防士が着用する 

唯一の保護具であり、多数の汚染物質 

に曝されています 

 

課題：消防士の保護 

 

全ての消防士は、防護服と呼ばれる個人用保護具（PPE）を着用しています。通常はヘルメット、スーツ

（ジャケットとズボン）、手袋、ブーツ、およびSCBA（自給式呼吸器）も共に着用します。 

PPEは、活動中に消防士が着用する唯一の保護具であり、最も簡単な消火活動（更には化学物質の

燃焼による「特別な」火災、または崩壊した建物からの破片や瓦礫の粉塵の中）であったとしても、多くの

汚染物質に曝されています。 

 

VOC、PAH、ダイオキシンなどの薬剤のほとんどに発がん性があり、揮発性が高く、それらが消防士のPPEを汚

染すると、彼らが接触する環境も汚染し、他の装着物も交差汚染する可能性が非常に高くなります。更に、そ

れらは皮膚と接触する可能性があり、標準的な炎症から深刻な癌に及ぶ可能性があるため、消防士の健康に

傷害を引き起こします。 

 

これらの理由により、PPEには特別な洗浄処理が必要であり、消防士が常に清潔で機能的なPPEを着用できるよ

うにするための手順が通常は実施されています。消防士のような称賛され愛される職業における危険とは、他人の

命を救うために火事や建物の落下に直面するだけでなく、また、防護服の内部に隠れた危険物質を取り込んでし

まうかもしれません。防護服や装着物を徹底的に除染しそのようなリスクが取り除かれなければ、消防士は癌によっ

て脅かされることになるかもしれません。 

 

交差汚染のリスクと汚染物質の性質により、特殊なランドリーソリューションが必要になります。 しかし、これはよ

り複雑な問題の場合です： 

 

・PPEスーツのジャケットとズボンに使用される装具には、特別な処理が必要です 

・SCBAのような一部のPPE装具は特殊な技術で洗浄します 

 

 
  



課題：特殊ニーズ 
 

 

この特別なクリーニングは最も困難なケースです：防護服は複数のレイヤー（総称してコンポジット 

と呼ばれます）それらは、外殻、防湿層、サーマルライナーで構成されています。 

 

このメンブレン構造にはそれぞれ異なる目的があります。 

 

 消防士が極端な温度にさらされたときに水分が加熱されてやけどをしないように、メンブレン構造の 

内部チャンバー内に水分を保ちます 

 

 汚染物質を吸収して防護服内に閉じ込めます 

 

防護服を水で洗うということは問題になる可能性があります。 

水と洗剤どちらも、メンブレンの微細孔による汚染を完全に溶解/除去することができないためです。 

水で洗うことは、それでも使用後に行う重要な作業です。 

しかし、水は膜を通過できず、最小の（そしてより危険な）粒子を除去できません。 この問題に 

対処し、癌のリスクを回避するソリューションが必要でした。 

 

 

デコンテックス社：PPEの洗浄、 

取り扱い、修理に特化 

 

デコンテックス社は、ベルギーを拠点とする複雑な除染システムを専門とする企業です。特に消防士の装備およ

び設備に焦点を当て、様々な分野でPPEに特化したサービスを提供しています。 

 

水を使用して消防士のPPEを浄化するために、デコンテックス社は宇宙に目を向けました。NASAは液体二酸化炭素

（LCO2）を使用して宇宙飛行士のウェアの洗浄技術を開発しました。 

この手法では、CO2が液体になるまで加圧する必要があります。 その後、アイテムを洗浄するための非極性、低密度、

低粘度の非常に優れた溶媒として使用できます。 



全ての機能は、LCO2が膜を損傷することなく完全に

洗浄できることを意味します。 1つだけ問題なのは、

水の代わりに加圧CO2で適切なプロセス動作する洗

濯機が必要でした。それがエレクトロラックス・プロフェ

ッショナルとパートナーシップを組んだ理由です。 

 

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、デコンテックス

社と緊密に連携し、エレクトロラックス・プロフェッショ

ナルのマシンを LCO2 除染ソリューションに適応させ

ました。 

このマシンは、ベルギーの消防士のPPEを洗浄す

るための複雑なデコンテックス社の除染システム

の中核となっています。 

次のステップ  

 

デコンテックスNVとエレクトロ 

ラックス・プロフェッショナルが 

共同で開発した 

フラポートとCO2DEX  

 

 

リュブリャナ（スロベニア）のフラポート航空アカデミーと

デコンテックス SI-CO2DEXが手を組みました。 

 

フラポート航空アカデミー内のCO2DEX施設の領域

は、衣服、ヘルメット、手袋、長靴、呼吸装置を含む

完全な個人用消防設備のための最初の除染センタ

ーを建設することでした。  

エレクトロラックス・プロフェッショナルとデコンテックスNV

のサポートは、センターの洗浄と除染ソリューションの開

発に不可欠であり、世界初の完全な消防士の機器

除染センターにつながりました。 

 

液体 ウォッシャー：

宇宙技術を取り入れて

消防士の保護具を完全に汚染除去 

 

 

以前に見られたLCO2オペレーティングウォッシャーの技術

だけでなく、プロセス全体の開発にも焦点が当てられまし

た。 

消防士が危険にさらされるリスクを考慮し、またテクノロジ

ー、ワークフロー、そして設備の完全な除染という目的にマ

ッチしたものでなければなりません。同時に長期的に消防

士の安全と健康を改善する必要がありました。 

 

更に、このようにして消防士の装備を正しく除染することの重

要性は、地域レベルだけでなく、世界中から毎年アカデミーを

訪れている多くの消防士のグループにも伝えられています。 



 

おわりに

 
 

洗浄ニーズと洗浄技術における除染の課題 

 

事業の中には、クリーニングが非常に重要なプロセス

になる場合があります。 適切なテクノロジーの導入

で、不十分なクリーニングに関連するリスクを大幅に

減らすことができますが、最も重要なことは、洗浄の

明確なビジョンを持つことです。  

 

汚染が関係している場合など、リスクが人々の生活

に危険をもたらす場合、問題となっている全ての問題

を考慮して、適切な決定を行う必要があります。 

 

 

全ての問題の解決策を提供できるサプライヤーは基本的

に、一貫したレベルでの結果を達成できることが必要で

す。 

 

最高のサプライヤーは、常に幅広いソリューション、最高の

経験、最高の予防メンテナンスやアフターサービスを提供

できるサプライヤーのことで、問題を近視眼的な観点から

ではなく、ワークフロー、プロセス、教育、目的を多面的な

アプローチで提案することができます。



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  


