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日本での洗濯

1. 手洗い

2. 洗濯板

3. 二層式洗濯機

4. 縦型式洗濯機

5. ドラム式洗濯機



いまさら聞けないお洗濯の原理「なぜ汚れが落ちるの
か？」その仕組み-イドカバネット (idokaba.net)

衣類の洗浄は、主に以下の５つの要素を用いて行っ
ています。

①溶剤（水・ドライ溶剤（プロは！））
②化学力（洗剤等）
③機械力（洗濯機の回転運動等）
④時間（汚れが溶け出すには時間がかかる）
⑤温度（汚れは汚れの付いた温度に戻すと溶け出す
可能性が高い）

http://www.idokaba.net/article/2016/10/10/900
http://www.idokaba.net/article/2016/10/10/900


溶剤はなにするの？
水、有機溶剤（ドライ）など

これは衣類から出たよごれを抱き込んで、洗い流してくれるもの。
家庭では水を使う
クリーニング屋は、
石油系溶剤・パーク溶剤・フッ素系溶剤・臭素系溶剤・シリコーン溶剤・
リモネン溶剤なども使用する。

【解説】ドライクリーニングって何？家でもできるの？ -
| カジタク（イオングループ） (kajitaku.com)

ドライクリーニング
ウールやシルク・カシミヤといった素材の洋服。
スーツは、ウールが素材。
コートやジャケット（ウールやカシミヤやレザーなどが生地のも
の）
襟周りでファンデーションが付いたもの
デザインに凝ったワンピースやプリーツスカート（型崩れしな
い）

https://www.kajitaku.com/column/dry-cleaning/1233
https://www.kajitaku.com/column/dry-cleaning/1233


化学力はなにするの？

・界面活性剤：溶剤を染み込みやすくして汚れを引きはがし水中にくるめ取る。
・助剤（ビルダー）：洗剤の力を持続させるために助ける。



機械力は何するの？
洗剤を水等に溶かすために攪拌し、衣類に物理的な力で汚れを剥がす。
・羽の回転（水流を発生させる） ＝縦型洗濯機
・押し洗い（優しく水流を通す）等＝手洗い時
・ドラムの回転（たたき洗い） ＝ドラム式洗濯機



温度なにするの？

• 汚れは付いたときの温度以上で溶け出ることが多い。

• 汚れに熱を掛けて溶かし、洗浄時間を短縮するために温度を上
げる。洗剤も水に早く溶ける。

温水洗濯機を選ぶ最大のメリットはずばり「汚れ落ちが良くなる」
ということにつきる。人間の汗や皮脂などからくる黄ばみなどの汚
れの大多数はタンパク質が硬化したものになり、これは染み付くと
なかなか落ちない。しかしタンパク質は35-40℃程度で最大に活性
化し、剥離しやすくなるので、黄ばみが落ちやすくなる。



洗濯機の移り変わり

• 初期の洗濯機は人力で動かす手動式

• 19世紀には動力を 蒸気機関 で動かす洗濯機

• 20世紀なかばからは モータ で回転させる洗濯機が登場

• 20世紀後半では脱水機付きの選択機が登場

• 次に、洗濯から脱水まで行う全自動洗濯機が登場

• その後、乾燥まで自動で行う洗濯機が登場

洗濯 は川や池などで、人手や足で行っていた。
洗濯は手間のかかる重労働 だった。
洗濯機は、そうした重労働を軽減する目的で開発されてきた。



1869 年、アメリカで手動の撹拌式
洗濯機の特許 が出願された（図
2.10）。出願者は K・アレキサン
ダー（King Alexander）と K・
ジョージ・H（King George H.）の
連名である。丸

技術の系統化調査「洗濯機技術発展の系統化調査」 (kahaku.go.jp)

https://sts.kahaku.go.jp/diversity/document/system/pdf/068.pdf


1952年、フーバー噴流式洗濯機が輸入 さ
れた。それまでの洗濯機といえば撹拌式で
あり、その構造は 丸い洗濯槽に 4 本の足
を設け、槽の下部にモータ、ギ ヤーボッ
クスなどを取り付けてあった。
しかし、フーバー洗濯機は「スマート」
であった。まず上から下まで外箱（板）で
囲んで、そ の中に洗濯槽を組み込み、下
部にモータなどを収め外 からはなにも見
えない。いってみれば、しゃれたロン グ
ドレスである。

フーバー噴流式洗濯機

絞り機が付いている。



1953（昭和 28）年 8 月、
三洋がトップを切って
噴流式洗濯機を発売

フーバー洗濯機の特徴は

①小型、
②早い洗濯（約5 分）
③安く作れる構造
④軽量

日本の各メーカーは「これこそ日本
にふさわしい洗濯機だ！」と、噴流
式洗濯機の開発に乗り出した。



1954（昭和 29）年 9 月、八欧
電機（ゼネラル） がパルセー
タを洗濯槽の底に斜めに取り
付けた実質上 のわが国初の
「渦巻式」洗濯機（GS-702）
を発売し た（図 4.9）。



脱水槽が加わった。渦流式の洗濯槽



洗濯槽の中で、遠心分離
による脱水に、温風によ
る乾燥が加わった。

全自動洗濯機である。



洗濯機の歴史～レバー付きローラー式洗濯機、2槽、全自動、ドラム式まで～ | 白物家電について書いたり口コミを載せたりするブログ
(siromonokaden.com)

洗濯機の歴史～レバー付きローラー式洗濯機、
2槽、全自動、ドラム式まで～

1949年に、攪拌用の棒を回転させて洗濯する「攪拌式洗濯
機」が発売された。

1953年には「噴流式洗濯機」が発売された。
洗濯槽側面の羽を使ってかき混ぜる方式だった。
のちには洗濯槽の底の凹凸を回転させて洗濯をする「渦巻き
式」が登場。現在の縦型洗濯機もこの方式だ。
脱水機付き洗濯機も登場。

1959年には現在のように遠心力によって脱水する「遠心脱
水機」が発売された。

1965年に松下電器から、洗いから脱水までを自動で行
う全自動洗濯機を開発。

2000年代にはドラム式洗濯機が再び登場

https://siromonokaden.com/sentakuki-rekisi/#rtoc-2


洗濯機の歴史～レバー付きローラー式洗濯機、2槽、全自
動、ドラム式まで～ | 白物家電について書いたり口コミ
を載せたりするブログ (siromonokaden.com)

https://siromonokaden.com/sentakuki-rekisi/#rtoc-2
https://siromonokaden.com/sentakuki-rekisi/#rtoc-2
https://siromonokaden.com/sentakuki-rekisi/#rtoc-2




洗濯機物語 洗うマシンが暮らしを変えた - YouTube

日立製作所多賀工場

https://www.youtube.com/watch?v=TCiV9PM3qrk&t=63s


国によって、
洗濯の方式が
違っていた。



最新の全自動洗濯機







縦型洗濯機
【家電のしくみ】縦型洗濯機は、ドラム式より汚れを落
としやすい? - 家電 Watch (impress.co.jp)

パルセーターの形は、各社各モデルで様々な形状を採用
している(写真はシャープ製のイルカの尾から着想した形
状のパルセーター)

パルセーターを回転させることで、
槽内に水流を起こす

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html


パルセーターや洗濯槽を回すモーターの仕組み

現在の一般的な洗濯機では、
インバーターモーターを
使っている。
このモーターは、回転速度
を変えて駆動することがで
きる。
最新の縦型洗濯機で様々な
洗濯コースがあるのは、パ
ルセーターを、素早く一気
に回転させたり、ゆっくり
と回転させたりできるから。





一般的な縦型洗濯機と異なり、洗
濯槽が1つしかないのが、シャープ
の「穴なし槽」です。これにより
節水性に優れています。一方で、
脱水時に水を抜く技術が難しいで
す。同社の場合は、まず洗濯槽の
底部から排水し、さらに洗濯槽を1
分間に最大1,000回という高速で
回転させます。この時の遠心力で、
衣類から出てきた水が洗濯槽の上
部から抜けていく仕組みです

シャープの洗濯機

【家電のしくみ】縦型洗濯機は、ドラム式より汚れを落
としやすい? - 家電 Watch (impress.co.jp)

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html


回転シャワーすすぎのしくみ（縦型）
1回目のすすぎは、洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、洗濯物に水を
シャワーのようにかけることで、洗濯物についた洗剤分をすすぎます。
2回目のすすぎは、ためすすぎになります。

回転シャワーすすぎ／回転スプレーすすぎのしくみを知
りたいです。：日立の家電品 (hitachi.co.jp)

回転スプレーすすぎのしくみ

（ドラム型）

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a145.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a145.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a145.html


ドラム式洗濯機











日立のドラム式洗濯機



パナソニックの泡洗浄



ウルトラファインバブル洗浄｜
洗濯機・洗濯乾燥機｜
ZABOON-東芝ライフスタイル
(toshiba-lifestyle.com)

ウルトラファインバブルが洗
剤の洗浄成分（界面活性剤）
をばらばらにして引き寄せ、
吸着します

洗剤成分を吸着したウルトラ
ファインバブルが、繊維のすき
間に入り込み、繊維の奥の汚れ
まで洗浄成分を届けます。

ウルトラファインバブルの破裂の
衝撃で汚れを浮かせやすくし、洗
浄成分が汚れをはがし取る効果を
高めます。

ウルトラファインバブル発
生装置に給水の水圧がかか
ることによって、真空に近
い気圧になり、水中の空気
成分がナノサイズの微細な
泡になります。ウルトラ
ファインバブルが濃縮洗剤
ケースを通り、すばやく洗
浄成分（界面活性剤）の効
果を高めます

東芝（TOSHIBA）

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_2019/ultrafinebubble/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_2019/ultrafinebubble/


【ドラム式洗濯機の乾燥機能】日立とパナソニックの乾
燥機能の違い｜リサイクル家電記事 (wunderbar.jp)

日立は、ヒーターを使う

https://wunderbar.jp/wp/differences-drying-hitachi-panasonic/#i-2
https://wunderbar.jp/wp/differences-drying-hitachi-panasonic/#i-2


高速の風でしわを作らず乾燥



ヒートポンプ

洗濯後の衣類の乾燥機としてに使う

【家電のしくみ】縦型洗濯機は、ドラム式より汚れを落としやすい? - 家
電 Watch (impress.co.jp)

パナソニックはヒートポンプを使う

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/shikumi/1329930.html


ヒートポンプ除湿乾燥｜洗濯
機・洗濯乾燥機｜ZABOON-東
芝ライフスタイル (toshiba-
lifestyle.com)

ヒートポンプ式の乾燥機

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_drum/dry/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_drum/dry/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_drum/dry/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/feature_drum/dry/


ヒートポンプの目詰まりと
清掃後の乾燥能力の回復



効率的に洗濯をすませたい方にはスマホと連携できるモデルがおすすめ。
場所やタイミングを選ばずに運転・予約できるため、隙間時間を有効活用
できます。また、運転状況を簡単にチェックできるのもメリットです



縦型と、ドラム式の洗濯機の選び方

•現状のメリットとデメリットを踏まえると、
•泥汚れなどに強い縦型洗濯機は、元気な子供のいる
家庭におすすめ。

•一方で、乾燥機能を重視するのであれば、ドラム式
洗濯乾燥機がおすすめ。



縦型 と ドラム式 どちらですか？







洗濯機の進歩と
最新の洗濯機

終わり
吉岡 芳夫
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