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● 日本のドライクリーニングの歴史1
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● 米国と日本のドライクリーニング事情
表-1.ドライクリーニング（DC）事情の日米比較
近年、日米ともにドライクリーニング施設を所有する
事業所数は減少傾向にある。これは、家庭で洗濯可
能な衣料が増加したことや低価格衣料を使い捨てる傾
向が生じた結果、クリーニング施設が過飽和状態に達
したことが原因と考えられる2。また、ドライクリーニング
店舗の国内平均密度をみてみると、日本におけるドラ
イクリーニング店舗の平均密度は、米国と比較すると
30倍以上高いという特徴がある。
米国では、現在およそ28,000件のドライクリーニング
作業店があり、17,000件程度の作業場に土壌・地下水
汚染があると見積もられている。日本においては、同
様な国内全域レベルの見積もりがない。

● 問題解決

日本

米国
DCサービス業の歴史：

19世紀～現在（100年以上）3

1907年～現在（100年）1

DC設備のある店舗数：
(コインオペレーションを
含む)

1998年：36,000件程度3
2006年：28,000件程度4
ここ十数年間、減少傾向にある。

1998年：41,917件(PCE使用率13.6％)6
2004年：36,439件(PCE使用率11.7％)6
ここ十数年間、減少傾向にある。

DC店舗の密度(平均)：

約340km2／店舗

約10km2／店舗

事業者規模：

主に小規模・零細

主に小規模・零細（従業員数4人以下の店が8割以上）

汚染サイト数：

約17,000件5

未確認

～ドライクリーニング溶剤による汚染サイト浄化プログラム～

表-2. フロリダ州のドライクリーニング溶剤浄化プログラム7

グラフ-1. 溶剤漏洩の原因に関するアンケート調査7

・DC溶剤による汚染がある施設の把握
・DC溶剤によって汚染されたサイトと地下水浄化修復に特化した基金の設立
・州政府からの環境責任保護の提供

設備故障の際
40% (208サイト)

登録条件：

・ドライクリーニングの施設所有者、事業者、不動産所有者（DC設備があるコ
インランドリーも含む）が対象
・自主的な登録、登録受付期間限定（1994年10月から1998年12月まで）

溶剤を取扱っている際
15% (81サイト)

登録サイト数：

・1400件以上（1998年12月時点では、約7割が活動中施設であった。）

サイト情報
データベース：

・州のウェブサイトに掲載
・開示内容は、プログラム進行度合（浄化中か浄化済か）、郡の番号、サイト
のIDナンバー、サイト名、住所、市、地区コード、スコア、他のプログラム
の利用について、浄化終了日

浄化対策手法：

・汚染源の除去、および自然の衰退（Natural Attenuation）

基金の資金源：

・売上税の2％
・PEC 1ガロン（3.8L）購入につき$5徴収金
・年間登録費用$100

環境責任：

・継続措置免除文書（NFA：No Further Action Letter）の発行
・環境保険加入に関する適切な情報・価格に関するアドバイス、など

浄化優先順位：

・飲用井戸への距離、その井戸水を利用している人口、対象地の地下水学デー
タ、帯層水の種類、汚染源が継続して存在する見込み、環境状況、火災や爆
発の危険性を考慮して順位づけする（州法で規定されている）

設立目的：

● 残留汚染の管理

設備管理の際
14% (73サイト)
廃液排出の際
9% (50サイト)
その他
1% (7サイト)

フロリダ州では、登録されたドライクリーニング事業者を対象にドライクリー
ニング溶剤漏洩実態を把握するためのアンケート調査を実施している。その
結果、348店舗で530回の溶剤漏れが生じていたことがわかり（漏洩の規模
はまちまち）、その漏洩の直接的原因については、グラフ-1に示す回答を得た。
このアンケート調査結果によれば、ドライクリーニング溶剤漏れはドライク
リーニング装置の故障によって生じるケースが一番多く、特に洗浄槽ドア部分
のパッキンからの漏洩が一番多い。次に多いのが設備運転中に漏れるケー
スである。これは、装置エラーではなく装置の操作時に生ずるヒューマンエ
ラーであり、その発生原因については特定することは困難であると報告され
ている。
このように事業者を対象としたアンケート調査からドライクリーニング事業所
の現状把握が進み、サイト汚染未然防止のための対策案が示唆され、たとえ
ば二次容器の設置を呼びかけるなどしている（1995年時点ではフロリダ州に
ある1075事業所中658事業所のみが二次容器を設置していた）。

～Institutional Controls～

米国では、土壌・地下水汚染の浄化目標を設定する際にリスクベースの浄化方法
を適用することがある。これは、人の健康と生活環境を保護することを目的として、
対象サイトや周辺地域における人の活動や土地利用等を考慮した浄化目標値を設
定し、それを満足する手法である。
この方法を採用すると、結果として浄化コストを抑えられる利点があるが、対象サ
イトに一定濃度以上の汚染が残すことになる。その場合、地下水のモニタリング、あ
るいは汚染土壌や揮発したガスの物理的遮断などの継続的な管理が行われ、その
管理情報が適宜・適切に伝達されねばならない。
このような背景のもと、人が残留汚染に暴露するリスクを最小限に留めることを目
的とした法律上・行政管理上の土地利用規制が導入された。これがInstitutional
Institutional
Controls（以下ICと記す）である。ICは「行政管理」、「所有者管理」および「公示」に
Controls
分類される（表-3）8。
フロリダ州環境保護局は、2000年からICを導入した汚染サイト管理を実施してい
る。サイトのIC情報は関係者に利用されて初めてその価値が生じるため、州はGIS
を用いたデータベースを構築し、情報管理および情報開示体制を整備している。IC
を利用した浄化対策は、一般に長期にわたる汚染管理計画に基づいたケアが必要
になるが、技術浄化に軸足を置く浄化対策と比較すると対策費用負担が軽減され、
浄化プロジェクトがより現実的に実施可能となる。

● 考察

設備運転の際
21% (111サイト)

表-3. ICの分類とその内容
「行政管理」：

ゾーニング（土地の用途制限）などのように州法等で規定され、連
邦、州、その他の地方行政に運営権がある。連邦管理下のスーパー
ファンドサイトにおいても最終的な修復改善法としてICが採択され
るケースが全体の約68％であったとの報告がある。

「所有者管理」：

個人の不動産に影響する規制や制限を指す。これらは、捺印権利証
明書（deed）、あるいは一般に契約書（covenant）と呼ばれる書類
に記載されている場合が多い。

「公示」：

IC情報を経時的に蓄積・管理し、再開発関係者のみならず一般公衆
へサイト、あるいはサイト周辺の残留汚染関連情報を提供するメカ
ニズムを指す。これは上の2つが直接的な作用をもたらすICであるの
に対し、間接的に作用するICといえる。

～ドライクリーニング跡地の有効活用～

比較的重度で広域におよぶ土壌・地下水汚染の浄化において、Institutional
Controls (IC)の効果的活用法を検討することは有効である。その下準備として、
まず自治体レベルにおけるドライクリーニングサイトの状況把握、及びデータ
ベースの構築が必要であろう。対象サイトにおいて調査・対策が実施された場
合には、その情報を登記簿等に記録し、経時的にその情報を蓄積・管理、およ
び必要に応じて関係者へ伝達するシステムを構築する必要がある。
日本では、浄化修復措置というと一般に工学的手法をイメージする傾向が強く、
ゾーニングや井戸閉鎖といったICは存在するものの、Natural Attenuationと並
行して実施するICの役割についての認識・理解が及んでいない。
ICを活用
した浄化対策は、対策費用負担が軽減されるため、特に小規模零細
ICを活用した浄化対策は、対策費用負担が軽減されるため、特に小規模零細
性を帯びたドライクリーニング業にとってのIC
有効活用は検討するに値すると
性を帯びたドライクリーニング業にとってのIC有効活用は検討するに値すると
える。
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