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業務用 高圧洗浄機 

基礎トレーニング資料 
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高圧洗浄機とは ？ 
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高圧洗浄機とは ？ 

・水を利用した高圧洗浄機は、電動モータあるいはエンジンでポンプを駆動し、

水道水あるいはため水、河川水を吸上げて加圧し、ノズルから高圧で噴射

するのが基本的な構造になります。

・ノズルから高圧で噴射する原理は、ガーデンホースの先端を押し潰し、水の

出る穴を小さくすると水圧が上がるのと同じことです。水に圧力を加えると、

洗浄効果が増します。

・温水洗浄機は、水を加熱して油やグリースのような汚れに対しても洗浄効果が

プラスになります。

・給水に洗剤を入れることで汚れの膜を壊して、洗浄時間を短縮することが

できます。

・アクセサリを使用して効果的な洗浄が可能になります。
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高圧洗浄機とは ? 

高圧洗浄機の構成 

• アクセサリー

• エレクトロニックス

• モーター、ポンプシステム
• シャーシ

• ホイール
• アンローダ バルブ

• キャビネット

・ボイラー
（温水機のみ)
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Nilfisk ALTO高圧洗浄機 – ラインナップ 

冷水タイプ 

Poseidon (ポセイドン)シリーズ 

高効率な100Vモーターを搭載。 
コンパクト・軽量ながらプロ用と
遜色ない機能性を発揮。

単相100V仕様 
ポンプ圧：5.2～5.5MPa 
吐出水量：490～530ℓ/h 

3相200V仕様 
ポンプ圧：15～23MPa 
吐出水量：700～1280ℓ/h 

200Vモータを搭載し、 
収納にも便利な 
直立型スタイル。 

信頼性の高い 
4連アクシャルピストンポンプ搭載。 
高圧力＆多水量の電動式POSEIDONシリーズ最高峰。 
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Nilfisk ALTO高圧洗浄機 – ラインナップ 

温水タイプ 

Neptune (ネプチューン) シリーズ 

高効率エコパワーボイラーシステムを搭載し低燃費／高温水とスチーム洗浄が可能 

3相200V 仕様 
ポンプ圧：17～18.5MPa 
吐出水量：730 ～ 1260 ℓ/h 

収納にも便利な縦型デザイン。 
大型ホイールで移動も簡単。 
1日3時間程度の軽作業向け。 

高い洗浄力と信頼性・ 
耐久性を兼ね備えた 
ハイスペックモデル。
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Nilfisk ALTO高圧洗浄機 – ラインナップ 

ガソリン・ディーゼルエンジンタイプ 

エンジン式温水高圧洗浄機エンジン式冷水高圧洗浄機

「屋外なので近くに電源がない」という状況でも使用できるのが、エンジン駆動式の特長です。 
電源を確保しにくい屋外での作業が問題なく行えるのはもちろん、作業中に長いコードが絡まって 
邪魔になる心配もありません。 

ポンプ圧：16～25MPa 
吐出水量：650～1120ℓ/h 

ポンプ圧：20～22MPa 
吐出水量：800～1120ℓ/h 



  8   8 

冷水高圧洗浄機とは ? 

モーター、ポンプユニット

アンローダバルブ
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温水高圧洗浄機とは？ 

ウォータブレークタンク
（フロートチャンバ）

フロースィッチボイラー 
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ウォッブルディスクポンプ プランジャーポンプ 

ポンプの種類 

長所 短所
コンパクトで省スペース化。
安価。 やや騒音レベルが高い
パーツ交換が容易でライフタイム
が長い。 メンテナンスがやや複雑。
メンテナンスが容易。 スペースが大きくなる。

騒音レベルが低い。
クランクシャフトがダメージを受けやすく、ライ
フタイムが短い。

ウォッブルディスク

プランジャーポンプ

両タイプに長所と短所が備わっています。 
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 一般 

 手作業洗浄 

• ブラシ
• スポンジ
• ほうき

経済的、衛生的でない 

高圧洗浄 = 

• 洗浄時間・減 • 衛生的により良い • 節水 (1/6)

高圧洗浄はより均一レベルの洗浄の質を実現し、洗浄し難い場所にも簡単に届きます。 

ユーザが疲れることなく、洗浄がより均一レベルになります。

人手が減る = 75% 

=  1  時間 

=  1  時間 

Before 

After 
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洗浄要素 

と 

高圧洗浄機の能力 
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は、洗浄作業を速め、より良い洗浄効果を発揮する。
洗剤の種類によっては、消毒しながら洗浄することが
できる。 

は、グリース、油を溶かし、高温水は洗浄した物を素
早く乾かす。 

は、汚れを落とすための決定的な要素になります。 

水は、圧力、温度、洗剤の“運び屋”になります。 

は、特に表面に汚れが頑固に付着している時に決定
的な要素になります。 

時間 
は、洗剤と水で汚れを洗浄し、少ない労力でより良い
結果を生み出します。 

洗浄の基礎 

 水量 

温度 

洗剤 

時間 

洗浄には５つの重要な要素が 
あります。 
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時間 

洗浄において解決策を探す時に、成功基準はエンドユー
ザーの総洗浄コストの低減になります。 

温度を上げる事は、より高価な温水機を買う事(余分なコ
スト)になるかも知れませんが、洗浄時間が減る事で水量、

燃料、工賃を抑えることができます。結果として総洗浄コ
ストは減るかも知れません。

従い、解決策を探す時、図の洗浄サークルの5つの要素
を検討することは非常に重要になります。 

洗浄の基礎 
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お客様に温度と洗剤の効果を理解させる簡単な方法  ? 

・家庭でやる事と関連付ける。

もし、手に油が付いてベタベタしていたらどうするか? 

・冷水で洗う － これでは、時間が掛かり過ぎて、油は落ちない。

・お湯で洗う。

・そして、石鹸を使う。

高圧洗浄機も同じ考え方です。 

洗浄の基礎 



  17   17 

洗浄の基礎 

洗浄コストの例 （次頁参照） 

２台のベーシック機械。 

冷水機の購入額 ： €1.095. （約 153,300円） 

温水機の購入額 ： €2.560. （約 358,400円） 

洗剤は使わない。 

冷水機は、洗浄作業に 5時間/週 費やす。 

温水機は、温水の効果で、3時間/週 で作業が終えられる。 

両機は、30週/年 で5年間 稼動する。 

     ↓ 

温水機は、高価で燃料も必要になりますが、電気代、水道代、工賃の低減で、総ライフタイムコストは、 

冷水機よりも低くなる。 

機械本体の価格が高くても、アプリケーションに合致する正しい機械は総コストを減らす事ができますので、 

価格の話だけをしてはいけません。   



  18   18 

 洗浄の基礎 

洗浄コストの例 

冷水高圧洗浄機 温水高圧洗浄機 

水道代(1ℓ当たり) 0.644
電気代 kw/h 9.8
人件費/h 2822.4
燃料代(1ℓ当たり) 56
年間サービスコスト 38,500
洗剤代(1ℓ当たり) 280

機械の使用年数(年) 5
使用週／年 30
使用日数／週 5

温水使用率 0%

洗剤投入量 0%
洗剤使用率 0%

アクセサリー購入費 0

燃料消費量 kg/h 0
水量 ℓ/h 900
電気消費量 kW/h 6.9

水道代(1ℓ当たり) 0.644
電気代 kw/h 9.8
人件費/h 2822.4
燃料代(1ℓ当たり) 56
年間サービスコスト 38,500
洗剤代(1ℓ当たり) 280

機械の使用年数(年) 5
使用週／年 30
使用日数／週 3

温水使用率 100%

洗剤投入量 0%
洗剤使用率 0%

アクセサリー購入費 0

燃料消費量 kg/h 4.4
水量 ℓ/h 900
電気消費量 kW/h 6.9



  19   19 

洗浄の基礎 

コスト計算 (5年間合計) 円 %
機械購入費用 153,300 5.2%
水道代 434,700 14.7%
人件費 2,116,800 71.8%
電気代 50,680      1.7%
燃料代 - 0.0%
サービスコスト 192,500 6.5%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 2,947,980    100%

コスト計算（1時間当たり) 円 %
機械購入費用 204 5.2%
水道代 580 14.7%
人件費 2,822 71.8%
電気代 67 1.7%
燃料代 - 0.0%
サービスコスト 256 6.5%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,930 100%

コスト計算（1時間当たり) 円 %
機械購入費用 477 15.2%
水道代 347 11.1%
人件費 1,694 54.0%
電気代 41 1.3%
燃料代 148 4.7%
サービスコスト 428 13.7%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,136 100%

コスト計算（5年間合計) 円 %
機械購入費用 358,400 16.5%
水道代 260,820 12.0%
人件費 1,270,080 58.6%
電気代 29,960      1.4%
燃料代 55,440      2.6%
サービスコスト 192,500 8.9%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
TOTAL COST 2,167,200    100%

冷水高圧洗浄機 温水高圧洗浄機 
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• 高圧洗浄機の洗浄能力は、圧力だけでは定義できません。

• 水量は、クリーニングインパクトあるいは洗浄能力を定義するために
重要な役割を果たしています。

• 5000 bar の水滴一つは、広い表面を洗浄できません。

• 水量の増加は、圧力の増加よりクリーニングインパクトに影響します。

圧力と水量 

時間 
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圧力と水量 

• クリーニング インパクト = (0,024 x l/min) x  bar0,981

• 水量は、圧力より機械の洗浄能力に影響を与えます。

例 :  180 bar & 1000 ℓ/時 → Impact ＝5.4

圧力を 10％ アップ ： 198bar (198 bar/1000 ℓ/時) → Impact ＝ 5.7 

水流（水量）を 10% アップ ：  1.100 ℓ/時 (180 bar/1.100 ℓ/時) →Impact ＝6.0 

イ
ン

パ
ク

ト
（

Im
p
ac

t）

水流（水量） ポンプ圧 



  22   22 

 圧力と水量 

• クリーニングインパクトは、洗浄対象物からの距離が離れるに伴って落ちていきます。

• 洗浄する汚れのタイプや洗浄対象物の表面の種類によりますが、通常10 ～ 30 cm の作業距離を推奨します。

• 水量500ℓ/時の洗浄機で距離 8cm は、水量1200 ℓ/時の洗浄機の距離 24cmと同じインパクトになります。
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• 明らかに高圧が必要で、明らかに多水量が必要なアプリケーションもあります。

• 高圧 ・・・コンクリートの様な非常に強く乾燥した汚れを剥ぎ飛ばす必要がある時。
洗浄する表面がもろくなく、ダメージを受ける危険性がない時。 

• 多水量 ・・・ 洗い流す必要がある大量の汚れがある時。

圧力と水量 

圧力 水量 アプリケーション 概要
低 少 車の洗浄 圧力70bar、水量500-600ℓ/h クラスが最適 

水温を50℃くらに設定し、洗剤やブラシなどを使用すると効果的

低－中 多 食品業界、食肉処理業 圧力100bar（最大でも150bar)が最適
湿った飼料を洗浄する養豚所 広い養豚所になりますと、水量1800～2400ℓ/h使用することもあります。
洗浄面積が広く、汚れが軽い網状の床 洗剤を使用して効率をあげることもできます。

高 中 建設業界 一般的には、圧力200bar～250bar。特殊なケースでは、更に高い圧力が必要な場合もあります。

コンクリートの洗浄等 水量800～1000ℓ/h
主に冷水高圧洗浄機（洗剤無し）が使用されます。

時間 
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温水機 / 冷水機 アプリケーション

温水機と冷水機の選択 

注意： 温水機を使用するアプリケーションでは 

部分的には冷水機と洗剤で対処できることも 

ありますが、洗浄結果は、不満足で洗浄に 

長時間費やすこともあります。結果として労力 

と使用水量が増加してしまいます。 

温度 

スチーム

90 C 

70 

60 

50 

30 
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高圧洗浄機の機種選定におけるポイント
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電源 

• 電気

単相・・・電流値(A)で選択肢が制限される。 

使用可能な最大電流値(A)に注意 : 10A, 13A, 16A ? 

三相・・・単相機種はより力がある (大型モーター)。 

 電源の都合上、3相電源を常に利用できるとは限らない。 

単相機種と同様に、使用可能な最大電流値(A)を確認する必要があります。 

• ガソリン、ディーゼル・・・ 電気がない屋外でも使用可。
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使用頻度 

• 高圧洗浄機の機種選定は下記に基づいてするべきです：

– 稼動時間/日 (強度)

– 使用頻度 (使用日数/週)

－   水質 

• 何故、重要なのか ?

機械の間違った選択は、下記の原因となります； 

– 機械の早期磨耗と傷み

– 修理と故障の頻発

– 短寿命

– 顧客の不満 !!!!

– ワランティコスト増 !!

水源が水道水以外の場合は、必ずサンドフィルターを使用の事 
例：井戸水、工業用水、その他 
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使用頻度 

• 各機種は、設定された寿命時間を基準に設計されています。

設定された寿命時間が、顧客にアドバイスをする際の推奨稼働時間になります。

• 高圧洗浄機の耐久性を向上させて、ヘビーデューティーユースに最適化するために
次のような設計が されている機種もあります。

– セラミックピストン採用 （スチールピストンに対して）

– モーターの回転数（低速)  1450 rpm  (日本では、POS2, NEP2以外に採用)

– ピストンの数 (日本では、POS7, NEP7は4本)

– オートスタート・ストップ機能

– ガスケット、バルブ、ポンプヘッドの材質
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 使用頻度 

• 推奨使用時間内の使用は、機械の寿命を延長することになります。

• 機械はトータルで同じ時間数動くかも知れませんが、使用月数、使用年数は

大きく変わってきます。

• 下記の例の通り、推奨使用時間 （1時間/日）内の使用をしていた顧客は約2年間使
用できますが、本来は、大型機を購入する顧客が、コストをセーブしようとして安価な

小型機械を購入した場合は、3時間/日使うことになり、1年以内に機械を買い換える

ことになります。寿命に不満を持ち、クレームにつながると思われます。

予想寿命(時間)
使用時間

/日
使用日数/

週 使用週/年
使用時間

/年 理論的寿命（年）
375 1 5 40 200 1.875
375 3 5 40 600 0.625
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 使用頻度 

• 各機械の耐久性

> 6

6

5.5 Poseidon 7, Neptune 7

5 Poseidon 8, Neptune 8

4.5 Poseidon 5, Neptune 4, Neptune 5

4

3.5

3 Poseidon 4, Neptune 3

2.5

2 Poseidon 3, Neptune 2

1.5

1 Poseidon 2, Neptune 1

0.5 Poseidon 1

0 1 2 3 4 5 6 7
使用日数／週

使
用
時
間
／
日
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まとめ 

• ヒラタケではお客様の環境に合った最適な機種選択の為に、下記のような質問をさせて頂いています！ 

1.アプリケーション・・・洗浄するターゲットは？ 洗浄に必要なのは？ 温水あるいは冷水か？

2.環境 ・・・ 排気の規制があるか？ 電気は使えるか？ 単相か三相か？電源容量は？

3.使用頻度 ・・・ 何時間/日の洗浄を予定しているか？  何日/週の使用を予定しているか？

• 質問をすることで、提案機種を決めます。
• 顧客はコストを抑えたいために、小型機種を選定することがあります。使用条件により、かえっ

て多くの労力や水道代がかかってしまうこともあります。
また機械の早期損傷、入替の時期が早くなることもあります。短期間で考えれば、顧客はコスト
を削減できるかもしれませんが、中長期の観点では、逆に費用がかかってしまうケースがありま
す。 
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まとめ（例） 

• 洗車場を経営している顧客が、冷水機/温水機のどちらかを検討しております。

そのような場合、温水の効果で、仕事を５時間から３時間に短縮できることで温水機のトータルコストが

総合的に低くなることもあることを前項で示しました。

            

冷水高圧洗浄機 温水高圧洗浄機 

コスト計算 (5年間合計) 円 %
機械購入費用 153,300 5.2%
水道代 434,700 14.7%
人件費 2,116,800 71.8%
電気代 50,680      1.7%
燃料代 - 0.0%
サービスコスト 192,500 6.5%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 2,947,980    100%

コスト計算（5年間合計) 円 %
機械購入費用 358,400 16.5%
水道代 260,820 12.0%
人件費 1,270,080 58.6%
電気代 29,960      1.4%
燃料代 55,440      2.6%
サービスコスト 192,500 8.9%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
TOTAL COST 2,167,200    100%

コスト計算（1時間当たり) 円 %
機械購入費用 204 5.2%
水道代 580 14.7%
人件費 2,822 71.8%
電気代 67 1.7%
燃料代 - 0.0%
サービスコスト 256 6.5%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,930 100%

コスト計算（1時間当たり) 円 %
機械購入費用 477 15.2%
水道代 347 11.1%
人件費 1,694 54.0%
電気代 41 1.3%
燃料代 148 4.7%
サービスコスト 428 13.7%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,136 100%
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まとめ（例） 

• 顧客は温水機を購入することに同意しましたが、お金を節約したく、安価な小型機種を選定しています。

小型機種は洗浄力が弱い(水量、圧力がより小さい）ために約20%洗浄時間が多くなることケースもあります。

大型機種でしたら洗浄時間が３時間/週で終わるのに対して、小型機種は３.６時間/週になります。

結果として、価格、燃料、電気代がより下がったとしても主に人件費、水道代で、総コストは大きな機械より高くなる

  こともあります。 

  小型温水洗浄機 大型温水洗浄機 

コスト計算 (1時間当たり) 円 %
機械購入費用 477 15.2%
水道代 347 11.1%
人件費 1,694 54.0%
電気代 41 1.3%
燃料代 148 4.7%
サービスコスト 428 13.7%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,136 100%

コスト計算 (5年間合計) 円 %
機械購入費用 358,400 16.5%
水道代 260,820 12.0%
人件費 1,270,080 58.6%
電気代 29,960      1.4%
燃料代 55,440      2.6%
サービスコスト 192,500 8.9%
アクセサリー費  - 0.0%

洗剤代  - 0.0%
合計 2,167,200    100%

コスト計算 (5年間合計) 円 %
機械購入費用 278,600 12.0%
水道代 253,820 10.9%
人件費 1,524,040 65.4%
電気代 27,020      1.2%
燃料代 52,920      2.3%
サービスコスト 192,500 8.3%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 2,328,900    100%

コスト計算 (1時間当たり) 円 %
機械購入費用 371 11.6%
水道代 339 10.6%
人件費 2,033 63.4%
電気代 36 1.1%
燃料代 70 2.2%
サービスコスト 357 11.1%
アクセサリー費 - 0.0%
洗剤代 - 0.0%
合計 3,206 100%
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まとめ（例） 

• 大型機種と比較すると小型機種の予想寿命は短くなります。

それにもかかわらず、 一週間の洗浄をする時間は小型機種を使用した方が増えます。

• 小型機の想定される予想寿命は大型機の５０％も低くなります。

結果として顧客は、大型機の理論的寿命13.3年の間に、小型機を2台購入する必要があります。

大型機の購入費用は、小型機と比較して29% 高かっただけです。

• 大型で、高価な機械を購入することの方が、トータルコストが低くなりました。

予想寿命(時間)
使用時間

/日
使用日数/

週 使用週/年
使用時間

/年 理論的寿命(年)
675 3.6 1 30 108 6.3

1200 3 1 30 90 13.3

小型機 
大型機 




