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　前回も述べましたが、スパルタンケミカル社の製
品は、プロ用でひじょうにユニークです。そして個
性の強い商品の力を100％発揮させるには、それぞ
れチョットしたコツ（技術）があります。
　そのコツを得るには、講習会に参加するのがベス
トなのですが、講習会は時間的にも地理的にも制約
があります。そこで、自学自習できないかと考案し
たのがこのシステムです。
　前回ご紹介した「トイレメンテナンス」と今回の
「ピロキシー」、次回ご紹介する「エコライザー」の
３種類を用意しています。各々、セミナーチラシと
動画（YouTube）、資材のお試しセットが構成要素に
なっています。あわせてこの記事も読まれると、さ
らに理解しやすいと思います。
　セミナーチラシは個人学習を目的としていますの
で、動画（YouTube）とあわせてご覧ください。音
声なしでも見られるように、字幕も付けてあります。
もちろん、各社で実施する教育研修にも活用できま
す。

従来の万能洗剤に代わる洗剤

　今回は、ハイブリッド洗剤「ピロキシー」のご説
明になります。
　ピロキシーは従来にない考え方から生まれた洗剤
です。セミナーチラシ１ページ目に特徴を羅列して
います。
　重要なポイントは次の３点です。

　セミナーチラシに「主役交代」と掲げているのは、
これはビルメンテナンス業界で汎用的に使われてき
た「万能洗剤」に代わる洗剤だと自負するからです。
　弱アルカリ性である万能洗剤は、排水や生分解性
などに問題があり、環境問題に適応するのが難しい
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１ 最も厳しい基準で環境問題をクリアしている
２ 従来の万能洗剤と比べて使用範囲が広い
３ 水拭きが必要ない



30 ビルクリーニング

のです。そこで生まれたのが弱酸性のピロキシーで
す。理由やいきさつはセミナーチラシの２ページ以
降に述べています。

環境問題の壁を乗り越えよ　　　　　　
～ピロキシー誕生物語～

■私たちの業界にも環境規制の枠
　環境問題を論ずるとき、大きな影響を与えたエポッ
クとして、シーア・コルボーンなどの共著による『奪
われし未来』（1996年発行：日本では1997年初版）が
あります。ハクトウワシの生殖能力が激減している
こと、カモメがメス同士でつがいを組む例、ワニの
オスの生殖器委縮が過半数以上に上ったことなど、
数多くの生物の異常を具体的に挙げ、その原因とし
て「環境ホルモン」を問題にした本です。
　環境ホルモンとは、正確には内分泌撹乱化学物質
といい、生体の成長や生殖に関するホルモンの作用
を阻害する性質をもっている化学物質のことをいい
ます。ほんの微量の濃度（場合によっては25ｍプー
ルにスポイト１滴の量）で胎児や受精卵に大きな影
響を及ぼすことを指摘したのです。
　この本に序文を寄せたのが、当時アメリカの副大
統領であったアル・ゴアでした（後に映画『不都合な
真実』等で二酸化炭素の排出による地球温暖化問題
を指摘し、ノーベル平和賞受賞）。副大統領がこの問
題に力を入れたこともあり、1998年に時の大統領、
ビル・クリントンがグリーン購入に関する大統領令
に署名し、環境リーダーシップ宣言を行いました。
　化学物質はいきなり規制してしまうと大混乱が生
じることもあり、リードする（導く）ことで解決し
ようというのが、この法律の趣旨です。国や公共の
組織は、価格と性能が同等である場合、環境に良い
ものを購入することを義務づけたもので、日本のグ
リーン購入法と同様ですが、日本よりはるかに徹底
して行われました。
　こうして、私たちの業界に“環境”という大きな規
制の枠ができたのです。
　この動きは建築の分野にも広がり、環境に対応し
たビル（グリーンビルディング）を認証する制度が誕

生しました。この制度をＬＥＥＤ（Leadership in 
Energy and Environmental Design：省エネと環境に
配慮したデザインでリーダーシップを発揮している
建物）と言い、日本でもＣＡＳＢＥＥ（キャスビー）
という認証システムが開発されています。ＬＥＥＤ
に認定されたビルは、賃料を高くとることができる
ため、米国では環境対応ビルがビジネスとして盛ん
です。
　認定の際には、メンテナンスに使用するケミカル
製品の評価点も高いので、ここでも環境対応が強く
求められます。それまで比較的自由に使えた界面活
性剤などの化学物質に、“環境”という大きな壁が立
ちはだかったのです。
■５種の優れた界面活性剤の独占販売権取得
　環境問題の解決という大きな困難が、新しい洗剤
の開発を大きく前進させました。困難に果敢に立ち
向かうことで、知恵が結集されたのです。
　まず、環境問題に対応した、優れた界面活性剤の
開発が進みます。従来の、界面活性剤の力に大きく
頼る汚れ落としでは、どうしても無理があります。
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改善・改良だけでは問題の解決は不可能に見えるこ
とから、考え方やルールを基本的に考え直すイノベー
ション（革新）が起こる素地ができあがりました。
　また、この時期にスパルタンケミカル社は、当時
最も有効と考えられていた５種類の界面活性剤の独
占販売権獲得に成功しました。
■過酸化水素と界面活性剤とのハイブリッド
　日本では、多くの家庭で殺菌や漂白、カビの除去
に次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。しかし
米国では、オキシフル（過酸化水素３％溶液）が幅
広く使用されています。
　過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）は低濃度では安全なことが広
く知られています。そこで、この過酸化水素を利用
した洗剤が有望視され、いくつかのメーカーが過酸
化水素配合の洗剤を販売しはじめました。
　スパルタンケミカル社も、過酸化水素と先の５種
類の界面活性剤を混合した、まさにハイブリッドな
洗剤を商品化。満を持して発売にこぎつけました。
それが「ピロキシー」だったのです。

高い安全性と作業性、広い作業範囲　　
～ピロキシーの特長～

【特長１】グリーンシール取得
　ピロキシーは、日本のエコマークに相当する米国
の環境ラベル、グリーンシールを取得しています。
環境ラベルにはタイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢがあ
り、タイプⅠは各国に１つだけ認められるもので
す。グリーンシールはタイプⅠにあたり、現在のと
ころ最も厳しい環境基準をクリアしています。

【特長２】２％に保たれた過酸化水素
　ピロキシーは、原液で過酸化水素２％の濃度に
なっています。５種類のなかのある界面活性剤によ
り、低濃度に保つことに成功しているのです。３％
のオキシフルが、人類が実際に経験している確かな
安全基準になりますので、２％という濃度は安全性
の観点からひじょうに重要です。そのうえ使用する
ときには、最低でも１：10に希釈にしますので、濃
度はさらに下がることになります。

【特長３】ノンリンス
　ピロキシーの大きな特長の１つが、１：32以上の
希釈で使用すれば、基本的に水拭き（リンス）が必
要ないということです。つまり一度拭きでよいので
す。使い勝手は中性洗剤と変わりません。日常清掃
でどんどん使用することが可能です（ただし、耐酸
性のない場所では使用できません）。

【特長４】２段階の汚れ落とし
　ピロキシーは過酸化水素と５つのマイルドな界面
活性剤のハイブリッド洗剤です。汚れを落とすしく
みが従来の洗剤とは違います。界面活性剤の「表面張
力を落とす」「水の中に油を溶かし込む」などの働き
だけでなく、過酸化水素が有機物（汚れ）にあたる
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と強烈に泡立ち分解します（オキシフルを傷口に塗っ
た時の泡立ちを思い出してください）。その後、マイ
ルドな界面活性剤が汚れを取り去るのです。

【特長５】幅広い使用範囲
　前記のとおり、汚れ落ちのメカニズム自体が異な
るので、従来の「酸だ」「アルカリだ」という制限を
受けません。そのため、使用範囲がひじょうに広く
なっています。
　まずワックス床に使用できます。ウールセーフマー
ク（ウールカーペットに使用しても安全というマー
ク）も取得しており、カーペットにも使用できます。
弱酸性ですので、万能洗剤がまったく効かなかった
トイレやお風呂場にも使用できます。希釈倍率を１：
128にするとガラスクリーナーとしても使用できま
す。ホテルなどではこれ１本ですべてが済んでしま
うため、重宝されています。

ピロキシーの使い方　　　　　　　　　
～日常清掃と定期清掃～

■日常清掃で使うには
　ピロシキーの使い方については、ぜひ配信動画を
ご覧ください。あのスピードで床の掃き拭きを終え
ることが可能になります。汚れを常に一方向に溜め
るイメージで作業を行ってください。
　床だけではなく、トイレ、お風呂場、給湯室、ガ
ラス、そしてカーペットにまで使用できます。動画
ではワックス床のみを紹介していますが、その他の
多くの場所でお役に立つでしょう。
　ピロシキーには酸性の過酸化水素が配合されてい
るため、大理石など酸に弱い建材には使用できませ
ん。耐酸性の建材かどうかのチェックが必要です。
そのため、現場を管理するスーパーバイザーやイン

スペクターなどが現場を確認し、問題ない場合には
「どんどん使ってください」と言うだけで作業効率が
大幅に上がります。
　オフィスビルやホテルでは、特に威力を発揮しま
す。洗浄後のサラサラとした手触りは、きっと皆様
のお気に召すことでしょう。
■マイクロモップについて
　いま清掃業界で、世界的にブームを呼んでいるの
はマイクロモップとマイクロクロスでしょう。マイ
クロ繊維はそもそも日本製品でした。しかし、値段
が高すぎたため汎用品とはならず、特許が切れるや
安いマイクロ繊維製品が韓国や中国で作られるよう
になり、お掃除用品としてものすごい勢いで広がり
つつあります。私も眼鏡をかけますが、眼鏡を拭く
のにタオルでは少しもきれいになりませんが、マイ
クロクロスを使うとびっくりするほどきれいになり
ます。あれと同じことがマイクロモップを使うこと
で起きるのです。
　マイクロ繊維の直径は髪の毛の100分の１の細さ
です。図のように、いままでの丸い形状では汚れの
取れる部分は少ないですが、マイクロ繊維は表面積
がひじょうに広くなっており、多くの汚れを取るこ
とがおわかりになると思います。
　動画で説明しているマイクロモップは、掃き拭き
を同時に行ってしまいますので、作業時間の短縮に
大きく貢献します。また、ピロキシーと合わせて使
うことで、美観や作業効果も向上するのです。
■定期（中間）清掃で使うには
　定期清掃で予算が足りない場合、合理化が必要な

トイレ カーペット 浴室 ガラス 給湯室 什器 床

ピロキシー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

従来万能洗剤 × × × × × ○ ○

表　ピロキシーと従来洗剤の使用範囲比較 図　通常の繊維（上）とマイクロファ
イバー（下）の汚れ除去のメカニズム
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場合にピロキシーは大いに威力を発揮します。
　床をポリッシャーや自動洗浄機などで洗います。
ポリッシャーを使用した場合は一度くらい水拭きを
したほうがよいでしょう。ピロキシーは酸に傾いて
いますので、ワックス再塗布の際に最も問題になる
アルカリ残留をおこしません。
　洗浄後、弊社光沢復元剤「バウンスバック」を１：
１で希釈し、床に塗布します。このままで終えても
けっこうですし、必要があればバフがけをするとひ
じょうに光沢が上がります。バウンスバックはなる
べく薄めに塗ってください。気に入らなければ、通
常の定期清掃をすれば元に戻ってしまいます。これ
を２～３か月繰り返し、その後通常の定期清掃で
ワックスを再塗布します。１回当たり40％程度の時
間短縮が可能といわれています。
■希釈方法と希釈率
　希釈には自動希釈器が便利です。最近は安く入手
できるので、できれば自動希釈器を使いましょう。
　写真１は白いボックスの自動希釈器で、希釈倍率
を変えることができるタイプです。ひどい汚れ用に

１：10、その他で１：64、ガラス用は１：128です。
　写真２の希釈器は、希釈倍率が固定されています
が、安価で設置の手間がないなどの利点があります。
　希釈ポンプで希釈する場合は、ぜひ配信動画をご
覧ください。４リットル（約１ガロン）に希釈ポン
プ１回（１オンス）で、１：128の希釈液になること
などを簡単に説明しています。バケツに黒い線をつ
けていますが、希釈ポンプで希釈する際には、ぜひ
黒い線をつけてください。間違いが少なくなります。

特長とメカニズムが一目でわかる

　チラシの４ページ目はまとめです。これまで述べ
てきたことが一目でわかるよう整理されています。
　ピロキシーと、従来の万能洗剤との使用範囲を比
べてください。ピロキシーが圧倒的に使いやすいこ
とがおわかりになると思います。ピロキシーは日常
清掃で使える万能洗剤として、また定期清掃の合理
化に役立つ洗剤として、きっと皆様のお役に立つこ
とでしょう。
　前回のトイレメンテナンス編では、講習会に参加
した気分で理解していただけましたか？　トイレが
ピカピカになりましたか？
　次回は、悪臭除去には現在のところ最強ではない
かと弊社が自負している中性・除菌・バイオ洗剤「エ
コライザー」です。またお会いしましょう。
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