
おそうじ革命

ＦＣ開業前研修 座学
洗浄と薬剤



薬剤を使ってのお掃除は、ある意味「化学」と言えます。

100回擦っても落ちない汚れでも、正しい知識で、効果のある薬剤、効率の良い道具を使えば

簡単に落とせることがあります。

また、薬剤の間違った使用は、金属を変色させたり、塗装を剥がしたり、人体に有害なガスを発生させることもあ

ります。

ここでは、資料「洗浄と薬剤（特大号）」から、重要な項目をピックアップして説明していきます。

事故などを起こさないよう、基礎知識としてしっかりと理解してください。

はじめに

お掃除は化学



洗浄は、固体表面から「不都合な物質（汚れ）」を取り除くことです。

その際、固体表面に「ダメージを与えない」ことが条件となります。

（液体や気体の場合は、清浄と呼びます。）

洗浄とは？

固体表面から、
不都合な物質を
取り除く。

固体表面に、
ダメージを与えないこ
とが条件。

洗浄の基本



洗浄は、「分離型洗浄」、「溶解型洗浄」、「分解型洗浄」 の３種のパターンがあります。

実際の洗浄では、どれかひとつだけが作用しているわけではなく、複雑に絡み合っている場合も多いですが、洗

浄の仕組みを捉えるため、まずこの３種のメカニズムを理解してください。

洗浄のパターン

基本的に、汚れの症状を変化させずに引き剥がすタイプです。

界面活性剤やアルカリ剤で、汚れを固まりの状態で引き剥がして除去します。

※注意点として、再汚染（除去した汚れの再付着）の可能性 があります。

代表的な洗剤　：　界面活性剤

おそうじ革命の薬剤　：　エコ洗剤・（食器用洗剤）

１．分離型洗浄

界面活性剤は、水の性質（親
水基）と油の性質（疎水基）を
持っています。 その性質で、油分を巻き上げる効果

（ローリングアップ）が働きます。

洗浄の基本



汚れを溶かして除去するタイプです。

汚れの分子間の結合力を弱め、バラバラの状態にし、水や有機溶剤などに溶かして除去します。

※濃度によって溶解速度が変わります。 プラスチックを溶かすので注意が必要です。

代表的な洗剤　：　有機溶剤・シンナー・水・水系洗浄剤（酸・アルカリ）

おそうじ革命の薬剤　：　シール剥がし

２．溶解型洗浄

化学反応で汚れを分解するタイプです。

酸化反応を利用して、有機物汚れの分子の内部を破壊し、汚れを汚れではないものなどに変化させて除去しま

す。

代表的な洗剤　：　酸剤・酸化剤・強アルカリ剤

おそうじ革命の薬剤　：　強力油汚れジェル・万能強・

　　　　　　　　　　　　　　　  カルシウム系スケール・シリカスケール

　　　　　　　　　　　　　

３．分解型洗浄

洗浄の基本



      　　　　分解型洗浄　＞　溶解型洗浄　＞　分離型洗浄

最も望ましいのは分解型洗浄です。汚れ自体をなくしてしまうので、 100％の除去が比較的容易です。

溶解型洗浄は、汚れの残留が問題で、すすぎの効率を高める必要があります。

分離型洗浄は、汚れの分離自体が比較的難しく、分離した汚れの再付着にも注意する必要があります。

洗浄効率

　　　　　　 分解型洗浄　＞　溶解型洗浄　＞　分離型洗浄

一方で、対象面へダメージを与える可能性も、分解型洗浄が最も高いです。分子を破壊するレベルの強力な作

用があるので、当然対象面への悪影響の可能性も高まります。

次に溶解型洗浄が悪影響が高く、分離型洗浄が最も悪影響を及ぼしにくいです。

対象面の悪影響

良い 悪い

大きい 小さい

洗浄の基本



対象面の汚れを構成する要素と、洗浄剤・洗浄機器・洗浄条件などによって、汚れの除去率・対象面のダメージ

などの洗浄性が決定されます。

洗浄性を決定する要素

変えられない要素
ココの選択が
大きなポイント

結果、洗浄性が決まる

洗浄の基本



一般に対象面と汚れの要素は先に決まっているので、選択できるのは洗浄側の要素となります。

洗浄操作を大きく分けると以下の通りです。

洗浄操作

①　洗浄剤　：　どの洗浄剤を使用するか。

②　洗浄機器　：　パットやスクレーパー、高圧洗浄機など、どの道具をどう使用するか。

③　洗浄条件　：　洗浄時間、温度はどうするか。

どう選択するかが重要なポイントです。

ですので、洗浄剤・洗浄方法・洗浄機器の知識を深めることで、技術

が向上します。

ただ1番大事なのは汚れを見つける力！
落とし方がわかっても、
汚れが見えない・なんの汚れかわからない状態だとなんの意味もない！

洗浄の基本



洗浄操作の中でも、洗浄剤の選択が

最も重要な要素です。

洗浄剤は、

・水系洗浄剤

・準水系洗浄剤

・非水系洗浄剤（溶剤系など）

に分類されます。

洗浄剤の分類①

さらに水系洗浄剤は、含まれる成分により、

・界面活性剤主体型

・酸主体型

・アルカリ剤主体型

・酸化剤主体型

・還元剤主体型

に分類されます。

洗浄の基本



洗浄剤の分類②

いままでの分類で、おそうじ革命の薬剤をまとめると下記の通りです。

　　＜薬剤名＞

エコ洗剤

カルシウム系スケール

シリカスケール

強力油汚れジェル

万能　強　（万能濃縮液）

万能　弱　（万能濃縮液）

仕上げ剤

カビ取り剤

カビスポット

研磨剤
ブリーチングスピリッツペースト

＜洗浄剤の分類＞

界面活性剤・中性

酸性

酸性

アルカリ性

アルカリ性

アルカリ性

中性（水道水に近い）

アルカリ性

アルカリ性

弱酸性

還元剤主体型

　　＜対象となる汚れ＞

エアコン内部、その他軽い汚れ

尿石やカルシウム系の水アカ

ケイ素系の水アカ

酷い油汚れのつけ置き

酷い油汚れ

皮脂汚れなど、様々な場所に

艶出し　　　　　　

パッキン・排水口のカビ、漂白、消臭

カビ取り剤で落としきれないカビ

金属についた水アカやサビの磨き

サビ

＜洗浄のパターン＞

分離型洗浄

分解型洗浄

分解型洗浄

分解型洗浄

分解型洗浄

分解型洗浄

ー

分解型洗浄

分解型洗浄

ー

分解型洗浄

洗浄の基本



酸主体型（酸性洗剤）
無機汚れ（生物に由来しない汚れ）に効く。
水アカや尿石など石を分解して溶かす力を持っている。

薬剤名 対象となる汚れ 注意点

カルシウム系
スケール

・尿石
・水道水に含まれるカルシウム系の成
分が固まって出来た水アカ

お湯との併用はNG。金属の洗剤ヤケが起こりや
すい。ケイ素系の水アカには反応しない。
カビ取り剤・カビスポット・除菌消臭剤と併用は絶
対NG。

シリカスケール

・水道水に含まれるケイ素系（ガラス
質）の成分が固まって出来た水アカ
・コンクリートなどの石灰成分が染み出
て出来たエフロ

お湯との併用はNG。金属の洗剤ヤケが起こりや
すい。カルシウム系の水アカには反応しない。 ガ
ラス・鏡・陶器・ホーロー使用 NG。
カビ取り剤・カビスポット・除菌消臭剤と併用は絶
対NG。

基本的に最初に　カルシウム系スケール　で落としてみて、
全く落ちなければ　シリカスケール　を使う

洗浄の基本



アルカリ剤主体型（アルカリ性洗剤）①

有機汚れ（生物に由来する汚れ）に効く。
油や皮脂、石鹸カス汚れを分解する力を持っている。

薬剤名 対象となる汚れ 注意点

強力油汚れジェル
・キッチン油汚れ
・焦げ付き汚れ　　　　のつけ置き

洗剤ヤケしやすい。
基本的に五徳・グリル網・レンジフードドラム
内部でしか使わない。
必ず原液で使用する。

油汚れ
つけ置き粉末

・キッチン油汚れ
・焦げ付き汚れ　　　　のつけ置き

1Lに対し10g～100g使用する。
ペール1杯に対してキャップ3杯分程度使用
する。

お湯でつけ置く場合は　油汚れつけ置き粉末　を使う。
マスカーで包む、吹きかけるだけでつけ置く場合は　強力油汚れジェル　を使う。

洗浄の基本



アルカリ剤主体型（アルカリ性洗剤）②

薬剤名 対象となる汚れ 注意点

万能　弱
・皮脂汚れ
・油汚れ
・ホコリ汚れ

基本的にどこにも使用できる。
塗装剥がれに注意。

万能　強
・キッチン油汚れ
・焦げ付き汚れ
・砂、泥汚れ

洗剤ヤケに注意。
塗装剥がれが起きやすい。

浴室石鹸カス ・石鹸カス汚れ 洗剤ヤケに注意。

万能弱　を使って落ちない・落ちにくい汚れに　万能強　を使用する。

※万能濃縮液を水で希釈して薄めて使用して下さい！

洗浄の基本



酸化剤主体型（塩素系洗剤）

薬剤名 対象となる汚れ 注意点

カビ取り剤
・カビ
・シミ（漂白）

洗剤ヤケに注意。
カルシウム系スケール、シリカスケール、研
磨剤と併用NG。

カビスポット
・カビ
・シミ（漂白）　　のつけ置き

洗剤ヤケに注意。
カルシウム系スケール、シリカスケール、研
磨剤と併用NG。
必ず原液で使用する。

カビ取り剤　で落ちないカビやシミを　カビスポット　でつけ置きをして除去する

次亜塩素酸ナトリウムが主成分の洗剤。
漂白、除菌、消臭効果がある。

洗浄の基本



洗浄率の時間での変化には特色があります。

洗浄の初期段階では、洗浄率の増加が多く、洗浄時間が増すと洗浄率の増加が少なくなります。

洗浄の速度論

実際の洗浄では、Aのように比例になら
ず、Bのようになります。

そのため、対象面に直接洗浄剤を吹きかけて発生する液ダレを、同じ洗浄剤で補正することが難しくなります。

洗浄剤を対象面に塗布する場合は、原則「 下から上へ」作業していきます。

洗浄の基本



洗浄の効率を良くするには温度も重要です。

洗浄温度を高めることの長所は

・洗浄速度が高まること

・油汚れの流動性が高まること

・汚れの溶解力が増大すること

で、主に汚れの除去力を高める効果が期待できます。

一方で短所は

・対象面を痛める可能性が増すこと

が挙げられます。

そのため、洗浄温度は50℃～60℃で行うのが適しております。

洗浄温度の影響

温度が低いと汚れが落ちにくい。
温度が高すぎると素材が傷んでしまう。

ただし酸性洗剤を使用する場合は必ず水で作
業すること！
お湯で作業すると洗剤やけのリスクが格段に
上がります。

洗浄の基本



水分子（H2O)は、一定の法則に従って水素イオン（ H+）と水酸化物イオン（OH-）に電離します。

そして、

H+が多い場合　  ：　酸性

OH-が多い場合　：　アルカリ性

等しい場合　　   ：　中性

となります。

酸と塩基とph

水溶液の酸性とアルカリ性は、 ph（ピーエイチ、またはペーハー）で表されます。

ph＝7が中性、それより大きいとアルカリ性、小さいと酸性となります。

酸と塩基
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・無機汚れへの効果が高い。
・皮膚や目に与える刺激が大きい。
・素材へのダメージが大きい。
・塩素系漂白剤と混ぜると、有毒ガスが発
生。
※特に金属への影響が大きく、金属ヤケや
変色に注意が必要。

酸性 弱酸性 中性 弱アルカリ性 アルカリ性

シリカスケール
       ph2~3

エコ洗剤
  ph6~8

万能弱
 原液1:9水

万能強
  ph13~14

強力油汚れジェル

       ph13
カルシウム系スケール
　ph 1以下

トイレの尿石など、石化
した水アカ

浴室石鹸カス

    ph14

浴室やシンクなどに付
く、ガラス質の水アカ

エアコン内
部洗浄など

皮脂汚れな
ど、様々な箇
所に

酷い油
汚れ

浴室の
石鹸カス

酷い油汚れ
のつけ置き

・比較的安全性
が高く、素材へ
の影響が少な
い。
・洗浄力が弱
い。

・有機汚れへの効果が高い。
・皮膚や目に与えるダメージが大きい。
・素材へのダメージが大きい。
・塩素系漂白剤の場合、酸剤と混ぜると、有
毒ガスが発生。
※特に塗装の剥がれに注意が必要。

酸と塩基


