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COVID-19 and equipment disinfection 新型コロナ(COVID-19)と資機材の消毒 

In answer to numerous questions regarding 

proper disinfection of climbing and personal 

protective equipment, we made an official 

statement especially devoted to SARS-CoV-2 

coronavirus. 

クライミングおよび個人用保護具の適切な消毒に関

する数多くの問合せに対する回答として、特に SARS-

CoV-2 新型コロナウイルスに特化した公式声明を開示

します。 

Ethanol エタノール 

・At the moment, the most easily accessible 

disinfection with approved destructive effect 

against coronavirus in our region has following 

contents: 83% of denatured 95% ethanol; 11.3% 

of distilled water, 4.2% of 3% hydrogen 

peroxide and 1.5% of glycerol. 

・現時点で私たちの地域でコロナウイルスに対する承

認された破壊効果を備えた最も簡単に入手できる消

毒には次の内容があります。 

変性 95％のエタノール(アルコール除菌剤など)；エタ

ノール 83％、蒸留水 11.3％、3％過酸化水素 4.2％、

グリセロール 1.5％。 

・Numerous tests of repeatedly immersed 

textiles into the above-mentioned liquid with 

subsequent air drying didn’t show any 

detectable strength reduction. 

・テキスタイル(この場合は化学繊維製品)を上記の液

体に繰り返し浸漬し、その後に空気乾燥を行った多く

のテストでは、強度の低下は検出されませんでした。 

・Nevertheless, we do not recommend to apply 

the above-mentioned chemicals on your gear more 

than 3 times. 

・なお、上記の化学薬品をギアに 3回以上塗布するこ

とはお勧めしません。 

Isopropanol イソプロパノール 

・Due to similar properties and tests, 

performed by some manufacturers, isopropanol or 

isopropyl alcohol can be used for disinfection 

with insignificant degenerative effect to 

exposed materials. 

・類似の特性と試験によると、一部のメーカーによっ

て実行されたイソプロパノールまたはイソプロピル

アルコールは暴露された物質に対してわずかな変性

効果(成分調整)で消毒に使用できます。 

・We do not recommend to apply any chemicals on 

your gear more than 3 times. 

・資機材に薬品を 3回以上塗布することはお勧めしま

せん。 
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Hot water 温水 

・Test results, published in the Supplementary 

appendix of the article by Chin A W H, Chu J T 

S, Perera M R A, et al. Stability of SARS-CoV-2 

in different environmental conditions. Lancet 

Microbe 2020; published online April 2., 

indicate a high virus sensitivity to heat. 

Virus is not detectable after 30 min. in 56 ˚C 

hot water. 

・4/2に公開された試験結果によると新型コロナウイ

ルスは熱に対する感受性が高いことを示していま

す。 

Chin A W H、Chu J T S、Perera MRAなどによる記事

の補足付録で公開されたテスト結果では 30分間 56℃

の温水に浸した場合ではこのウィルスは検出されま

せんでした。 

資料：Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A;  

SARS-CoV-2 in different environmental 

conditions.Lancet Microbe 2020; published 

online April 2. 

・Based on studies “Effects of Pathogen 

Decontamination on the Strength of Climbing 

Rope and Harness Equipment” performed by U.S. 

Department of Agriculture, Forest Service, 

National Technology and Development Program, it 

is possible to increase the water temperature 

to 55 ˚C with no effect to strength of the 

textile gear. 

・米国農務省森林局国家技術開発プログラム「クラ

イミングロープとハーネスなど用具の強度に対する

病原菌除染の影響」の調査によると、テキスタイル

ギアの強度に影響を与えることなく洗浄を目的とし

た水温は 55℃まで上げることができます。 

・We recommend to use 55 ˚C hot water for a 

non-destructive disinfection of your polyamide 

or polyester gear or metal components. 

・ポリアミドまたはポリエステルのギアまたは金属

製コンポーネントを非破壊的に消毒するには、55˚C

の温水を使用することをお勧めします。 

This solution is not applicable to gear made of 

HMPE (Dyneema®, Spectra®, Dynex® or similar) 

・この解消方法は、HMPE/超高分子量ポリエチレン

（Dyneema®、Spectra®、Dynex®など）素材で作られ

たギアには適用できません。 

Hand soap ハンドソープ 

・Singing Rock allows to use hand soap with pH 

range 5.5 and 8.5. 

・Singing Rockの製品は、pH 5.5～8.5の範囲でハ

ンドソープ(石鹸など)を使用し洗浄することができ

ます。 

・According to the above mentioned article 

“Stability of SARS-CoV-2 in different 

environmental conditions. Lancet Microbe 

2020”, it is necessary to wash your gear in 30 

˚C water with soap for at least 15 minutes in 

order to destroy the coronavirus. 

・ランセット(医学雑誌)に掲載されている報告によ

ると、新型コロナウイルスを破壊するには、少なく

とも 15分間、石鹸を入れた 30℃の水でギアを洗う必

要があります。 

資料：”Stability of SARS-CoV-2 in different 

environmental conditions. Lancet Microbe 2020” 
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Air dry 空気乾燥 

・SARS-CoV-2 can be detected on some smooth 

surfaces within 7 days from the contamination 

according to “Stability of SARS-CoV-2 in 

different environmental conditions. Lancet 

Microbe 2020” 

・SARS-CoV-2は、汚染から 7日以内にいくつかの滑

らかな表面で検出できます。 

資料：“Stability of SARS-CoV-2 in different 

environmental conditions. Lancet Microbe 2020” 

・Therefore, we recommend to leave your gear 

aside in a well-ventilated place away from all 

sources of direct heat for at least 1 week for 

disinfection. 

・空気乾燥による資機材の隔離期間は少なくとも 1

週間程度とし、すべての直接的な紫外線や熱源から

離れた換気の良い場所に資機材を配置することをお

勧めします。 

Dilution of Potassium permanganate or ammonium 

salts 

過マンガン酸カリウムまたはアンモニウム塩の希釈 

・Although Singing Rock recommends to use 

dilution of potassium permanganate or ammonium 

salts in user manuals, we can’t guarantee 

positive disinfecting effect in relation to 

SARS-CoV-2 due to lack of reliable scientific 

studies. 

・Singing Rockは、ユーザーマニュアルでは過マン

ガン酸カリウムまたはアンモニウム塩の希釈液の使

用を推奨していますが、現時点で SARS-CoV-2に対し

て信頼できる科学的研究が不足しているためにこれ

に関連した消毒効果は保証できません。 

・Therefore, Singing Rock does not recommend to 

use the above-mentioned means for SARSCoV-2 

disinfection. 

・そのため、Singing Rock は、SARSCoV-2消毒に上

記の手段を使用することを推奨していません。 

The above-mentioned disinfecting solutions are 

advisory in nature. Singing Rock assumes no 

liability for improper use of the gear. Singing 

Rock edifies that the user has to inspect his 

gear before every use. In case of any doubts 

about your gear, retire it immediately. 

本件の消毒に関する内容は完全な除菌を保証するも

のではありません。Singing Rock は製品の不適切な

使用について責任を負いません。Singing Rockは、

製品や資機材に対しては実際の使用前にユーザーが

検査する必要があることを示しています。 

製品や資機材に対して疑問や異常が生じた場合は直

ちに使用を中止し引退させてください。 
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この内容はシンギングロック製品への新型コロナウイルス防疫に対するアドバイスであり、完全な除菌を保証す

るものではありません。より詳細な防疫や消毒方法については管轄する保険当局にユーザーご自身によりお問合

せすることが可能です。 

 

出典；singing rock ニュースページ(web) 

https://www.singingrock.com/covid-19-disinfection 

 

適用 除菌手段 内容 

〇 変性アルコール 

(変性エタノール；液体) 

日本ではアルコール除菌剤などが該当します。これらによる消毒処

理となります。ただし複数回(3回以上)処理は推奨していない。 

△ 変性アルコール 

(変性イソプロパノール／変性

イソプロピルアルコール；液

体) 

エタノールと同様。エタノールより安価ではあるが毒性と脱脂作用

が強く手荒れなどの症状が出やすい。比較されたのちエタノールが

推奨されるケースが多い。これも同じく複数回の処理は推奨されて

いない。*テキスタイル製品で若干の劣化がある。 

〇 温水による浸け置き処理 30 分以上 55℃の清潔なお湯に浸す。 

◎ 石鹸による洗浄または浸け置

き処理 

pH 5.5～8.5 の範囲でハンドソープ(石鹸など)を適宜希釈した洗浄

水に 15分以上浸す(痛まない程度に手洗いしてもよい)。 

◎ 空気乾燥 乾燥のための隔離期間は 7日以上、すべての直接的な紫外線や熱源

から離れた換気の良い場所に資機材を配置し乾燥する。 

△ 過マンガン酸カリウムまたは

アンモニウム塩の希釈 

従来の取扱説明書では明記されているが、現時点で新型コロナウイ

ルスに対しての検証が実施されていないため非推奨となる。 

△＝現状で推奨されていない。 

〇＝効果見込めるが処理手順が多い。 

◎＝効果あり、一括の処理性とコストパフォーマンスがよい。 

※日本国内で水を用いた処理をする際は上水道水(いわゆる普通の水道水)を使用してください。 

https://www.singingrock.com/covid-19-disinfection

