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洗剤を使って洗濯をすると、水だけで洗濯をしたときと比べ、

衣類がよりきれいになるのはどうしてでしょう？　最近、水

道の水がおいしくなったけど、どうしておいしくなったので

しょう？　リンゴとバナナを一緒に置いておくと、バナナが

早く熟してしまうのはどうしてでしょう？

ふだんの生活で、あまり気にしてはいなかったことにも、化

学製品はさまざまなところで関係をしています。知らなくて

も困らないけど、知っているとちょっと得をするかもしれな

い情報です。
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各章末の年月は、初出の年月を表しています。
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　あるテレビ番組で「熱湯を使ったトイレ掃除」
を紹介したところ、急激な温度変化によりトイレ
の表面にひびが入り、トイレが破損する事故が起
こったため、あわてて｢トイレ掃除には熱湯を使
わないように｣と訂正をしたことがありました。
　トイレ掃除をサボっていると、いつの間にか落
ちにくい黄ばみや黒ずみ、水あかが付着し、ブラ
シでこすった程度では落ちなくなってしまいます。
水洗トイレで、使うたびにきちんと水を流してい
るのに、なぜこのような汚れが付着してしまうの
でしょうか。
　黄ばみの原因は尿石で、強固な結晶になったも
のです。便器表面を流れた水分が乾いた後、水に
溶けていたカルシウムやマグネシウムなどが残っ
たものが水あかですが、そこに空気中のホコリな
どが付着して黒ずんだ汚れになる場合があります。
　またその他にも、ヌメリやカビなどが水たまり
周辺や、ふち裏の水が流れ出る部分に付着しま
す。配管など金属部分にさびが発生している場合
は、流れ出したさびにより赤茶色の汚れになるこ
ともあります。
　このような汚れはトイレの見ばえを悪くした
り、臭いの原因になったりします。汚れがあまり
ひどくない場合は中性洗剤で落とすことができま
すが、汚れがひどくなると汚れに応じた洗浄剤で
掃除を行う必要があります。黄ばみや黒ずみの成
分は、リン酸カルシウムやシリカが主成分なので、
酸性洗浄剤で分解して汚れを落とします。
　温水洗浄便座は脱臭装置が付いているものが多
いため、掃除後、洗浄剤が気化し、脱臭装置の中
に入り故障の原因となることがあります。掃除後
は早め（3分以内）に洗い流すとともに、洗浄剤
を確実にふき取り、便座やふたはしばらく開けた

トイレ掃除

ままにしておきます。
　水あかは洗浄剤ではなか
なか落ちません。汚れがそ
れほどひどくない場合は液
体クレンザーを用います。ひどい場合はメラミン
製スポンジや紙やすりなどでこすりますが、強く
こすり過ぎるとトイレに傷が入る場合があります。
　さびによる汚れは還元型漂白剤を使うと落とす
ことが出来ます。
　ただし、最近のトイレには、あらかじめ汚れを
付きにくくするコーティングをしたものや、樹脂
製の部品が多数使われている場合があるため、洗
浄剤の種類によっては樹脂製部品の光沢を失わせ
たり、ひび割れを起こしたりする場合があります。
このため、トイレ掃除をするときには、トイレの
説明書や注意書きをよく読み、洗浄剤を使用する
部分の材質に気をつける必要があります。
　トイレ用洗浄剤も酸性のものと塩素系のものが
あり、「まぜるな危険 ｣の表示がある洗浄剤につ
いて、この 2種類の洗浄剤を混ぜて使用すると
有毒の塩素ガスが発生し、非常に危険です。同時
に使用したつもりはなくても、酸性洗浄剤を使用
後、塩素系洗浄剤などで漂白した場合も、酸性洗
浄剤が残っている場合があり、同時に使用したの
と同じようになります。
　異なる種類の洗浄剤を使用するときは、先に
使った洗浄剤をしっかりと洗い流してから、次の
洗浄剤を使うようにしてください。
　一度汚れてしまうと、なかなか落ちにくいト
イレの汚れ。「汚れになる前の掃除」が大切です。
汚したことや汚れに気が付いたら、トイレット
ペーパー等でさっとふき取るようにしましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　 　（平成 19 年 4 月）
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　文具店やホームセンターに行くとたくさんの
種類の接着剤が売られています。接着剤は接着
する物の表面にあるデコボコした隙

す き ま

間に入り固
まることで、物と物とを接着することができま
す。プラスチックやガラスのように表面が平坦
に見える物でも顕微鏡で見ると表面がデコボコ
しているので接着することができます。

　しかし、せっかく接着剤を使って接着したの
に、すぐにはがれてしまったことはありません
か？
　接着剤は接着する物の種類によってうまく接
着できる場合とできない場合があります。また、
接着剤により接着する方法が異なります。

　接着剤は箱や説明書にその接着剤が接着でき
る物の種類が表示されています。表示されてい
ない物の接着に使うと、うまく接着しないだけ
でなく、接着剤を塗った部分が溶けたり、変形
することがあります。一度、溶けたり変形をし
てしまったものは元に戻すことはできません。
　接着剤を使うときは、必ず接着する物にあっ
たものを選ぶようにしましょう。

　きちんと接着するためには接着剤を塗る部分
をきれいにして油・水・サビ・ほこり・塗料な
どを落としておきます。また、できるだけ平ら
にして接着する物同士がぴったりとつくように
しておきます。
　木やコンクリート、布など水を吸い込む性質
のある物はよく乾燥させてから接着します。
　接着剤を塗るときは塗りすぎないよう、均一
に塗ります。接着剤により、接着する片方だけ

接着剤

に塗るものと両方に塗るものが
あります。
　接着剤によっては（ゴム系接着剤など）、塗っ
てすぐに接着するのではなく、5～ 10分程度
たってから接着するものもあります。

　接着した後は完全に乾くまでそのままにして
おきます。乾くまでの時間は接着剤の箱や説明
書に書いてあります。完全に乾く前に接着した
部分を動かしたり、力を加えたりすると、隙間
ができてしまい、きちんと接着することができ
ず、はがれの原因となります。
　瞬間接着剤を除き、接着剤が完全に乾くまで
には数時間かかるものがほとんどです。

　確実に接着するには、次のことを守りましょう。
●説明書をよく読みましょう。
●接着する物にあった接着剤を使用しましょう。
●接着剤を塗る部分をきれいにしましょう。
●接着後は完全に乾くまで待ちましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成19年5月）
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　ふだん何気なく使っている乾電池。電気が溜
められている容器のように思われがちですが、
実は乾電池の中で化学反応が起こっており、こ
の化学反応により発生したエネルギーを電気エ
ネルギーに変えることにより電気を作っている
のです。乾電池は化学反応により電気を供給す
るため「化学電池」に分類されます。
　「化学電池」は「一次電池」「二次電池」「燃料
電池」に分けられます。マンガン乾電池、アル
カリ乾電池、リチウム乾電池のように使い切り
タイプは「一次電池」。ニカド電池やニッケル水
素電池、リチウムイオン電池、鉛蓄電池のよう
に充電をすれば何回か繰り返し使用できるタイ
プは「二次電池」です。
　最近、屋根の上などで見かけることが多くなっ
た太陽電池は「化学電池」ではなく「物理電池」
です。

　乾電池のトラブルで一番多いのが「液もれ」
です。乾電池と呼ばれているのになぜ液もれ？
　乾電池が発明される前までは、電解液と呼ば
れる液体で満たされた湿電池しかありませんで
した。そこで電解液を紙などに浸み込ませ電解
液を固め、直接流れ出さないようにしたものが
乾電池で、1887年、屋井 先蔵氏の発明です（日
本における乾電池の特許の第一号は屋井氏では
なく、高橋市三郎氏です。海外ではドイツのガ
スナー氏、デンマークのヘレンセン氏が 1888

乾電池

年に乾電池を発明したことになっています）。

　電解液を固め、直接流れ出さないようにした
乾電池でも、
・ 電池の寿命が来ているのに電気製品の中に入
　れたままにしておく
・ スイッチを入れたままで放置する
・ 充電が禁止されている乾電池を充電する
・ プラスとマイナスを間違って電気製品に入れ
　る
・ 銘柄や種類がちがう電池を混ぜて使用する
・ 古い電池と新しい電池を混ぜて使用する
・ 間違ってショートをさせる
など、誤った使い方をすると、乾電池の内部で
ガスが発生し、このガスの圧力で電池の中で固
められていた電解液が電池の外に押し出され、
液もれの原因となります。
　また、乾電池が発熱したり爆発したりするこ
ともあります。

　もし、乾電池が液もれをしたときは、次のよ
うな処置をしてください。
●液体が目に入ったときは放置すると視力障害
　が起こる場合があります。すぐに水で洗い流し、
　医師の治療を受けてください。
●皮膚や洋服に付くとアルカリ乾電池の場合、
　やけどなどの皮膚障害を起こすこともありま
　す。アルカリ乾電池に限らず、漏れた液体が
　付いたときは、すぐに水で洗い流してください。

　乾電池、見かけは小さくても、中は化学工場
です。注意を守ってお使いください。
　　　　　　　　　　　　          （平成 19 年 6 月）
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　夏は汗をかくことも多く、洗濯物も多くなる
季節です。
　体から出る汚れには汗、皮脂、および皮膚の
角質などに由来するたんぱく質などがあります。
皮脂の主成分はトリグリセリドと呼ばれる脂で、
皮膚を保護するため皮脂腺から常時分泌されて
います。皮脂は無色なので、見た目では汚れと
して識別しにくいのですが、衣類を着用すると
必ず付着してきます。これを放置すると黄ばみ
やにおいの原因となります。
　汗に含まれる汚れは水溶性で、水でも比較的
落としやすいものですが、水に溶けにくい疎水
性の皮脂汚れは水だけでは簡単に除去できない
ので、洗剤を利用します。
　洗剤には界面活性剤が含まれており、そのま
までは混ざりにくい水と油（汚れ）を混ざりや
すくすることにより、汚れを落としやすくします。
　多くの洗剤に含まれ、衣類を白くするはた
らきをするものに蛍光剤があります。蛍光剤
は、光の中に含まれる紫外線を吸収して青い
光を放ちます。青い光は黄色い色と混ざると白
く見えます。このため、わずかに黄ばんだ衣類
でも蛍光剤を使うとより白く見せることができ
るようになります。綿や麻などの天然繊維の多
くは、繊維そのものがやや黄色味をおびている
ため、これらの素材の衣類は蛍光剤処理をされ、
より白く見えるように加工されています。
　洗剤の中に含まれている蛍光剤は、もともと
衣類に含まれている蛍光剤が洗濯によって失わ
れるのを補うとともに、わずかに残った黄ばみ
をおさえ、衣類をより白く見せるはたらきをし
ているのです。しかし、蛍光剤のこうした作用
のため、淡色系の色柄物や、素材本来の色をい

洗濯

かした衣類を繰り返し洗濯すると、見た目が白っ
ぽくなり、本来の色とは次第に異なってしまう
場合があります。こうした衣類の洗濯には蛍光
剤を含まない洗剤を使うとよいでしょう。
　衣類の黄ばみは洗剤だけではなかなか落ちま
せん。黄ばみを落とすには漂白剤が便利です。
　漂白剤には次亜塩素酸塩を主成分とする塩素
系のものと、過酸化水素を主成分とする酸素系
の 2種類があります。塩素系は白物専用です
が、酸素系は色柄物にも使用することができま
す。また、酸素系漂白剤には液体タイプのもの
と粉末タイプのものがあります。液体タイプの
ものは、汚れに直接塗ることができ便利です。
　落ちにくい黄ばみは漂白剤を直接塗ってから、
洗濯するか、それでも落ちない場合には、洗剤
と漂白剤を入れた水に 1時間ほど漬け置きをす
ると効果的です。このとき洗剤を溶かす濃度や
水の温度を少し高くすると、より高い効果が得
られます。ただし、酸性タイプの洗剤と塩素系
の漂白剤を混ぜると、有毒な塩素ガスが発生し
非常に危険です。洗剤と漂白剤を混ぜる場合の
注意、洗剤や漂白剤の濃度、溶かす水の温度は
それぞれの製品の説明書をよく読んでから使用
してください。　　　　　　　　（平成 19 年 7 月）
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　毎日、日本のどこかで火事が起こり犠牲にな
る人が後を絶ちません。
　物が燃えるのは、物質と酸素が激しく反応し
て熱と光を出す酸化反応という化学反応です。
酸化は高温になるほど激しく反応するため、物
が燃え出すことにより生じた熱でさらに酸化反
応を引き起こすことを繰り返し、燃え広がります。

　そこで、燃えやすい通常の繊維製品に酸化反
応が起こりにくいガラス繊維を混ぜたり、物質
と空気の中にある酸素が酸化反応を起こしにく
くする加工をしたりして物が燃えにくくする方
法があり、これを「防炎」と呼びます。「防炎」
は「不燃」とは異なり、あくまでも燃えにくい
ということで、小さな火源に接しても簡単に燃
え上がらず、もし着火しても燃え広がらないこ
とをいいます。
　火事になってもできるだけ燃え広がらない、
あるいは、燃え広がるまでの時間が遅いので逃
げる時間や初期消火の時間が長く持てるなどの
理由で、最近では一般家庭でも防炎加工をした
製品が多く使われるようになってきました。

　防炎加工をした防炎品には、消防法で規制さ
れている『防炎物品』と、防炎製品認定委員会
が防炎性能等を認定した『防炎製品』があります。
　「防炎物品 ｣は、不特定多数の人が出入りする

防炎

施設・建築物で使用されるカーテン、じゅうた
んや、工事現場に掛けられている工事用シート、
劇場等で使用される舞台幕等で使用が義務づけ
られており、それらには「防炎」の表示がされ
ています。
　「防炎製品 ｣は、消費者保護の観点から、身の
回りの繊維製品などの燃えやすい性質を改良し
燃えにくくすることにより、これらの製品が火
の燃え広がる原因（このような製品、または物
質のことを消防関係者は「もえぐさ」といいます）
となって発生する火災を予防するため、消防庁
の指導により防炎性能を、消費者の立場にたっ
た第三者機関である「防炎製品認定委員会」が
認定したもので、製品には「防炎製品」の表示
がされています。

　防炎製品の寝具や衣類は、肌に接触し、小さ
な子どもがしゃぶったりすることがあるため、
防炎製品認定委員会では「防炎製品の毒性審査」
を行っています。法律で禁止されている化学薬
品はもとより、法律で使用が禁止されていない
化学薬品であっても、認定委員会が行う一般毒
性試験、接触皮膚障害性試験等によって発ガン
性、毒性、皮膚障害性等を調べ、安全が確認さ
れたものだけが防炎製品として認められます。                 
　　　　　　　　　　　　　　　（平成 19 年 9 月）
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　暑い夏も終わり食欲の秋がやってきました。
秋は人の食欲が増すとともに、さまざまなもの
が収穫され、おいしいものが食べられる季節です。
　「おいしい」と感じる感覚は味覚と嗅覚から成
り立ち、いずれも何らかの化学物質による刺激
を感じることによりおこる感覚のため、「化学感
覚（Chemical senses）」と呼ばれています。
　味覚を感じる味覚器は口の中にあり、水に溶
けだした化学物質の味を感じ、嗅覚を感じる嗅
覚器は鼻の奥にあり、においを感じます。また、
味覚器は主に甘味、酸味、塩味、苦味、うま味
の 5つの味を感じます。
　甘味、酸味、塩味、苦味は何となくどのよう
な味か表現できますが、うま味には決まった味
の定義はなく、どのような味かなかなか表現が
できません。うま味は化学的にはグルタミン酸
系列（昆布やシイタケなどに多く含まれます）、
ヌクレオチド系列（鰹節や鶏肉に多く含まれま
す）、有機酸系列（貝類に多く含まれます）の 3
つの系列に分けられ、これらのうま味成分が少
ない食べ物はあまりおいしくありません。逆に、
野菜や肉類などを熟成させるとうま味成分が増
し、よりおいしくなります。
　また、1つの系列のうま味成分だけではなく、
2つ以上の系列のうまみ成分が食べものの中に
混在するとおいしさが増すことが知られていま
す。
　うま味成分は食材に含まれているものですが、
現在では農産物などからとれる原料を使い、簡
単な方法でさらにおいしくできるうま味調味料
が作られ、さまざまな食品に使われています。
　最初のうま味成分は 1908年、東京大学（当
時の東京帝国大学）の池田菊苗博士が発見しま

した。博士は湯豆腐がなぜおいしいのかという
ことに関心を持ち、湯豆腐を作る時にダシとし
て使われている昆布に含まれるグルタミン酸に
よるものであることを発見し、うま味と名付け
ました。このため、うま味は日本だけでなく世
界中でUMAMIと表現されます。
　その後、日本をはじめ世界各国で研究や調味
料としての生産がおこなわれ、さまざまな種類
のうま味成分が見つかっています。
　うま味成分は食べものをおいしくするだけで
なく、健康のために塩分を取り過ぎないように
している人が多く感じる物足りなさを補うため
にもつかわれています。
　日本人の発見である「うま味」を上手に利用
して、おいしい料理を食べるとともに、健康的
な生活を送りたいものです。   
　　　　　　　　　　                （平成19年10月）    

うま味
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　日本の一人当たりのミネラルウォーター消費

量は、健康志向やおいしい水を求める人の増加

などにより、この 10年で 3倍以上の伸びを記

録しています。

　これまで、日本の水道水はヨーロッパなどと

比べおいしく安全であるといわれてきましたが、

大都市圏を中心に水源にある藻などの有機物が

作り出すカビ臭や消毒に使用される塩素臭、水

道水に含まれるトリハロメタンへの不安感など

を嫌う人が増えてきたことも、ミネラルウォー

ターの消費量増加の一因と考えられています。

　そこで、東京や大阪など大都市圏を中心に全

国で水道水をおいしくする改良がおこなわれて

います。

　ここで活躍するのが「オゾン」です。

　オゾンはもともと自然界に存在する化学物質

で、太陽光に含まれる紫外線により空気中にあ

る酸素から生成されます。天然のオゾンの濃度

が比較的高い森林を散歩されているときに、オ

ゾン臭を感じた方もいるかもしれません。

　オゾンは 3つの酸素原子からできており、酸

化力が強い非常に不安定な化学物質で、酸素か

らオゾンに生成されてもすぐにもとの酸素に戻

ろうとします。

　最近では少なくなりましたが、光化学スモッ

グで目がチカチカしたり、刺激を感じたりする

原因の一つに、オゾンの酸化力による粘膜への

刺激があります。

　この強い酸化力は、臭いのもとを分解するこ

とによる脱臭、細菌などの細胞膜を破壊し菌を

殺すことによる除菌や、脱色、有機物の分解な

どに利用でき、使用後は酸素に戻るため残留性

がありません。また、空気中の酸素が原料なので、

いつでもどこでも安価に生成できます。

　これまで、水道水は川や井戸などの水源から

取水した水に薬品を加え、泥などの汚れを凝集

沈殿させ、泥などを取り除いた上澄みの水を砂

でろ過し、その水に除菌のため塩素を加えてい

るだけでした。このため、どうしても泥臭やカ

ビ臭、塩素臭などを完全に取り除くことができ

ませんでした。

　そこで、利用者のおいしい水、安全な水を飲

みたいという要求にこたえるため、処理中の水

にオゾンを加えるようになりました。

　オゾンの脱臭作用、有機物の分解作用により

水道水の泥臭やカビ臭などを除去するとともに、

トリハロメタンも分解され、さらに除菌もでき

るので塩素の注入量も減らすことができ、これ

までのろ過方法と比べるとずっとおいしい水を

提供できるようになりました。もちろん、みな

さんがお使いになる水道水ではオゾンは分解し

ているので含まれていません。　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　     （平成 19 年 11 月）

おいしい水

07



9

　カゼやインフルエンザにかからないようにす
るには予防が大切です。
　カゼやインフルエンザの原因はウイルス。ウ
イルスは「ホスト」と呼ばれる細胞の中に入る
と活動を開始しますが、ホストから分離し、空
中を漂っているときなどは湿度に非常に弱いた
め、乾燥しやすいこの季節、室内を加湿すると
予防に効果があります。
　しかし、室内を加湿するとカビやダニの発生
につながることがあります。また、外出が多い
人や職場などでは、簡単に身の回りを加湿する
ことはできません。
　どこでも誰でも簡単にカゼやインフルエンザ
を予防するには、手洗いとうがいが一番効果的
です。手洗いは接触によるウイルスの感染を予
防し、うがいはのどの乾燥を防いだり、のど粘
膜に付着したウイルスを洗い流し、感染を予防
したりする効果があります。
　水道水（流水）で手を洗うだけでもカゼを予
防する効果がありますが、石鹸を使うと一層効
果的です。石鹸は手に付いたさまざまな汚れを
落とすだけではなく、ウイルスをある程度殺し
たり、弱めたりする効果があります（完全に殺
菌するものではありません）。
　一般に市販されているほとんどの石鹸はアル
カリ性。このアルカリ性の成分が、手に付いた
ウイルスの細胞膜を破壊・変形させます。もう
少し殺菌力の強いものに、逆性石鹸というもの
もあります。逆性石鹸はアルカリ性とは逆の酸
性。こちらも、ウイルスの細胞膜を破壊・変形
させる効果がありますが、それにプラスしてウ
イルスの持つたんぱく質を凝集、破壊する作用
もあり、アルカリ性の石鹸と比べウイルスに対

する効果が高くなっています。
　実際に使用するときには、アルカリ性の石鹸
と逆性石鹸を一緒に使うと酸性とアルカリ性で
すから中和され、双方の効果が失われてしまう
ので、一緒に使わないようにしましょう。
　手を洗う時には石鹸をよく泡立て、手のひら
だけではなく、手の甲の部分や指の間、手のひ
らや指にあるしわの中、できれば爪の間や手首
までよく洗うと一層効果的です。
　うがいは、普通の水でうがいをするだけでも、
のどにうるおいを与えることで乾燥を防ぎます。
また、のど粘膜の表面に付着しているウイルス
をある程度洗い流す作用もあります。このとき、
うがい薬を利用するとさらに効果が増すとされ
ています。
　うがいをするときは 15秒から 20秒ほどガラ
ガラとうがいをし、これを 2回以上繰り返すと
効果があるとされています。
　厚生労働省の調査では、1日に少なくとも 3
回、水でうがいをするだけでカゼの発生を 4割
近くも予防できるという調査結果も出ています。
　手洗いとうがい。手軽にある方法を利用する
だけで、カゼやインフ
ルエンザにかかりにく
くすることができます。
　これからの寒い冬、
健康に過ごしたいもの
です。
　　　　（平成19年12月）

カゼの予防
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　秋から冬にかけては、旬のおいしいリンゴが
味わえる季節です。
　このリンゴと他の果物を一緒に置いておくと、
一緒に置いていた果物が、その果物だけを置い
ておいたときよりも早く熟した経験がある方は
いらっしゃいませんか？
　じつはこれ、「エチレン」という化学物質が原
因なのです。
　エチレンは、自然界にごく普通に存在する、
かすかににおいのある気体です。
　エチレンは果物を成熟させる植物ホルモンで
もあり、成熟だけでなく落葉にも関係する物質
です。果物は自分でエチレンを出して熟成して
いきます。
　また、果物は熟す前に収穫しても、そのまま
成熟を続けます。この現象は追熟と呼ばれ、や
はり果物自身が出すエチレンの影響によるもの
です。
　エチレンは果物によって発生量が異なります。
リンゴは果物の中でもエチレンの発生量が多い
部類に分けられます。このため、リンゴと一緒
に置いておいた果物は、リンゴから発生するエ
チレンの影響により成熟しやすくなるのです（リ
ンゴ以外では、パッションフルーツ、チェリモ
ヤなどがエチレンの発生量が多い部類の果物で
す）。
　このように果物の成熟を促すエチレンですが、
そのままにしておくと成熟をさらに進め ､老化
を招き、果物を傷めてしまいます。
　果物を保存するときには、エチレンの特徴を
生かすため、
●エチレンをたくさん出すリンゴとあまり出さ
　ない果物を同じ場所に一緒に保存するときは、

　リンゴをポリ袋などに入れて保存しましょう。
●逆に、なかなか成熟しない成熟前のキウイフ
　ルーツは、リンゴのようにエチレンをたくさ
　ん出す果物と一緒にポリ袋に入れ常温で置い
　ておくと、短時間で成熟します。
●バナナは房のままでポリ袋に入れておくと、1
　本 1本のバナナが出すエチレンの影響で房全
　体の成熟が早まります。長く保存をするには、
　1本ずつ分けてポリ袋に入れておくと、房の
　ままのときと比べ長く保存をすることができ
　ます。
                　                                    （平成 20 年 1 月）

エチレン
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　歯の表面を爪や爪楊枝などで引っかくと白い

垢のようなものが付いてきます。これは歯垢（プ

ラーク）と呼ばれ、細菌が固まったものです。

歯垢の段階ではまだ柔らかいので、歯を磨くこ

とで除去することができます。

　ところがこの歯垢をそのままにしておくと、

歯石と呼ばれる石のような硬い塊に変わります。

歯石になると、もう歯を磨くだけでは除去する

ことができず、歯科医院など専門の機関で取り

除いてもらうことになります。

　歯垢も歯石も、細菌の塊。放っておくと細菌

が出す酸や毒素により虫歯や歯周病の原因とな

ります。

　虫歯の予防は何といっても歯を磨くことです。

歯石になってからでは簡単に取り除けませんの

で、歯垢の段階で取り除きましょう。

　歯を磨くときの基本は「正しい磨き方」です。

正しい磨き方は年齢や歯の生え方によっても変

わりますので、年に 1度は歯科検診を受け、正

しい磨き方も習いましょう。

　歯を磨くときに使うのがハミガキ。ふだん何

気なく使っているハミガキも成分表示を見ると、

さまざまな化学物質でできていることがわかり

ます。

　現在ではいろいろな効果を持ったハミガキが

売られていますが、どのハミガキも、基本とな

る効果は少しでも多くの歯垢を落とすことです。

　このため多くのハミガキには、歯垢を取りや

すくするため研磨剤が含まれています。現在、

ハミガキに使用され

ている研磨剤は健康

な歯を傷めてしまう

ほど強力なものはあ

りませんが、歯の弱

い人や歯肉が弱く

なった人は、歯科医

とよく相談して自分の歯に合ったハミガキを選

んでください。

　最近では歯垢を除去するだけではなく、フッ

素などを配合し、虫歯になりにくくするハミガ

キも登場しています。フッ素はヒトの体内に含

まれるだけでなく、魚貝類やお茶などにも含ま

れています。フッ素は歯の表面、エナメル質に

あるハイドロキシアパタイトという物質の結晶

と結合し、ごく初期の虫歯を治したり、エナメ

ル質を強化して虫歯の原因となる細菌が出す酸

に対する耐性を高めたり、細菌そのものの働き

を抑えたりします。

　この他にも歯の黄ばみを落とす、口臭を防ぐ、

歯周病を防ぐなどさまざまな効果を持ったハミ

ガキが売られています。また、よく見かける

チューブに入った練りハミガキだけでなく、液

体タイプのものもあります。

　自分の歯に合ったハミガキがどれだかわらな

いときは、歯科医の検診を受け、どのタイプの

ハミガキがよいか教えてもらうと、より効果的

に歯を磨くことができます。                   

　　　　　　　　　　　　　　　  （平成20年2月）

ハミガキ
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　ホームセンターやスーパー、雑貨店などで

「洗剤を使わなくても汚れが落ちる」などと表

示された白いスポンジを見かけることがありま

す。この白いスポンジ、触った感じはこれまで

のスポンジと比べるとちょっと堅い感じがしま

す。また、使っていると消しゴムのようにポロ

ポロとカスが出て小さくなっていきます。実際

に汚れ落としに使ってみると、食器に付いた茶

渋など、これまでのスポンジだけでは落としに

くい汚れを、洗剤を使わず、水をつけてこする

だけで比較的簡単に落とすことができます。

　この白いスポンジは、メラミン樹脂というプ

ラスチックからできています。硬く、光沢があ

り、耐水性にも優れているので、家具などの表面、

テーブルトップ、カウンター台などに使われる

化粧板や食器（主に給食用）にも用いられてい

ます。

　このメラミン樹脂をスポンジ状に加工したも

のが、「洗剤を使わなくても汚れが落ちる」白い

スポンジの正体です。

　スポンジ状にすることによって、適度な弾力

が生まれ表面の凹凸に入り込んだ汚れをかき出

すとともに、繊維状の部分で汚れをからめ取る

というわけです。また、スポンジで汚れをこす

ると摩擦面のメラミン樹脂が細かくくずれ、そ

れが研磨材の働きをして汚れをこそぎ落とすの

です。使っているうちにポロポロとカスが出て

小さくなっていくのは、そのためです。

　硬いメラミン樹脂でできているとはいっても

スポンジ状になっているため耐久性は低く、使

用中に破れたりちぎれたりすることがあります。

また、汚れによっては、何回かこすらなければ

落とすことができない場合もあります。使用す

るものの材質によっては傷をつけてしまうこと

もあるので、目立たない部分で試してから使用

してください。従来のスポンジとの違いを考慮

し、使用するものや場所、落とす汚れなど目的

に応じて使い分けるとよいでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　   （平成 20 年 3 月）

メラミン樹脂製家庭用スポンジ
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　化学製品による事故･苦情の相
談に対するアドバイスを行った
り、化学製品に関する問い合わ
せなどにおこたえしたりする民
間の機関です。㈳日本化学工業
協会内の独立組織として設立さ

れました。相談内容と対応結果
は、当事者が特定できないよう
十分に配慮した上で、月次報告
『アクティビティーノート』や年
次報告書等で公開しています。

　電話、ファックス、手紙、来
訪などでお願いいたします。
＊インターネットでの相談は受
　け付けていません。
＊ご来訪の折は事前にご一報い
　ただければ幸いです。
＊一方当事者の代理人として交

　渉にあたることは行っており
　ません。
＊特定の商品の成分組成や使用
　方法等に関するご質問につい
　ては、当センターではおこた
　えしかねますので、各メーカー
　にお問い合わせ願います。

化学製品PL相談
センターとは？

どのような方法
で相談すれば
いいですか？
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　化学品の製造・取り扱いや関連
事業を行う企業・団体会員で構成
されている、日本を代表する化学
工業の団体です。化学工業の健全
な発展に寄与するため、環境問題
など、個々の企業では対応できな
い化学産業界全体に共通する課題

や国際的な課題などに対して、自
主的に様々な活動を行っていま
す。また、化学や化学産業が、社
会からより正しく理解されるよう
に、広報活動にも力を入れ、「夢・
化学—21」キャンペーン事業を
行っています。

　「夢・化学—21」キャンペーン
事業は、日本化学工業協会が広報
活動の一環として、化学や化学産
業への理解を増進していただくた
め日本化学会、化学工学会などと
協力して行っている事業です。

◇夏休み子ども化学実験ショー
　毎年 8月に東京を中心に開催
されています。実験コーナー、実
験教室、　クイズショー、化学実
験ショーなど実験体験をメインに、
化学の面白さを体験してもらう参
加型イベントです。

◇週末実験教室
　土曜日や日曜日に東京・科学技
術館、国立科学博物館をはじめ全
国の科学館を会場に、「ホカホカ 
カイロはなぜあたたかくなるの」
といった、学校では体験できにく
いユニークなテーマの実験を行う
と共に、その原理をわかりやすく
説明しています。

◇『地球の未来を化学がつくる』
　化学製品が日常生活の中
でどのように利用されてい
るのかを、高校生や一般の
方々を主対象に、化学製
品別にわかりやすく解説
しているパンフレットで

す。さらに、環境に配慮したプラ
スチック、自然志向の化粧品など、
化学製品が近未来にどのような可
能性を持っているのか「化学技術
最先端」のコーナーで解説してい
ます。

日本化学工業協会のウェブサイト　http://www.nikkakyo.org/

㈳日本化学
工業協会とは？

「夢・化学－21」
キャンペーン事業

　パンフレット
　化学製品が日常生活の中
でどのように利用されてい
るのかを、高校生や一般の
方々を主対象に、化学製
品別にわかりやすく解説
しているパンフレットで

夏休み子ども化学実験ショー



15

◇国際化学オリンピックへの
　派遣
　2003年から「夢・化学‐21」
委員会は、日本化学会化学教育協
議会とともに、全国高校化学グラ
ンプリで選抜された代表生徒 4人
と大会役員等を毎年国際化学オリ
ンピックに派遣しています。代表
生徒は毎年メダルを獲得するなど、

◇『おもしろ化学史』
　エピソードと人物でつづる化学
史です。高校生の副読本として制
作されたものですが、大人の方に
も好評です。時代を「近代化学の
はじまり」「石炭化学の発展」「石

◇『おもしろ化学の質問50』
　中学生の副読本として、全国で
好評を博したものをウェブサイト
化したものです。「燃える」　「さ
びる」「溶ける」「伸びる」「浮かぶ」
「変わる」をキーワードに、身近

油化学の発展」「ニューケミカル
の時代｣という 4つに区切り、各
時代に活躍した人物に焦点をあて
ながら化学の歴史をひもときます。

な現象を 50の質問にま
とめ、解答と解説をわか
りやすく掲載しています。
大人の方も楽しめる内容
です。

好成績をあげて
います。2004年
の大会では、 金メ
ダルを獲得する
快挙も成し遂げ
ました。

◇全国高校化学グランプリ
　全国の高校生が、筆記試験と実
技試験を通して互いの化学の力を
競い合うイベントです。7月から
8月にかけて、一次試験（筆記）、
二次試験（実験とレポート）を行
い、秋に成績優秀者を表彰してい
ます。

　なお、2002年からは国際化学
オリンピックの代表者選考を兼ね
ています。また、2004年から「学
びんピック認定大会」として文部
科学省による支援を受け、いわば
「化学の甲子園」としての役割を
担っています。

　ウェブサイト　http://www.kagaku21.net/
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　食の安全・安心に関心が高まるなか、㈳日本
化学工業協会では高校生や一般の方に、食べ物
を科学的に正しく理解し、豊かな食生活を送っ
てもらう一助になればと、『知っておきたい食べ

物の話　クイズと写真とイラストで知る食生活
の科学と文化』を発行しました。
　本教材では「バランスのよい食事」、「規則正
しい食事と生活リズム」、「情報にふりまわされ
ない」という3つのポイントが健康につながる
ことを、イラストや写真を多用しながら、クイ
ズやワーク、切り貼りなどの作業も加え、分か
りやすく紹介しています。また、“野菜ジュース
は野菜の代わりにならない”など、教科書では
習わない話題もコラムとして盛り込み、科学の
専門家の立場から“食”をとらえる必要性を解
説しています。
　なお、本教材についてのお問い合わせは、㈳日
本化学工業協会・広報部（Tel.  03-3297-2555）
へお願いいたします。

　世界の高校生が創造力を駆使し、諸科学の基
礎となる化学の腕を競う国際イベント「国際化
学オリンピック」が2010年、初めて日本で開
催されます。1968 年に東欧 3ヵ国（ハンガ
リー、旧チェコスロバキア、ポーランド）が始
めた“高校生の学力試験”から発展した国際化
学オリンピック。いまでは例年約70ヵ国から
250人を超える高校生が参加しています。
　通常、毎年7月、10日間にわたって行われ
る大会では、それぞれ５時間に及ぶ実験問題と
筆記問題が出題されて個人戦として競い、成績
優秀者には金メダル（参加者の1割）、銀メダ
ル（同2割）、銅メダル（同3割）が贈られま
す。また、大会期間中は試験だけでなく、スポー

ツやゲーム、開催国独自の文化を体験するさま
ざまなプログラムも用意され、各国の参加者は
互いの交流を深めることになります。
　日本では、オリンピックの前年度に開催され
る全国高校化学グランプリ（7月に一次選考（筆
記）、8月に二次選考（実験）を実施）を選考試
験とし、１、2年生の成績上位者がオリンピッ
ク代表候補者に選ばれます。さらに開催年の春
に実施する訓練合宿を最終選考会とし、代表生
徒（4名）を決定します。
　初出場以来、代表生徒４名のほぼ全員がメダ
ルを獲得するという好成績を収めつづけている
日本代表。2010年、東京での活躍が楽しみです。
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