く

ら

し

と

洗

剤

庄

初冬のある朝､指先に或る違和感があった｡そ

司

富美子

何の危惧もせずに‑‑

れば何年も前に経験し､忘れてしまっていた過去

それはかつては石けんを使っていた洗剤メーカー

の痛感である｡思わず指先を見る｡やっぱりだ‑

の製品の合成洗剤だった｡台所は以前のように画

爪のまわりに赤くなっている個所があった｡何故?

聖石けんに､洗濯はコープ粒状石けんに直ちに変

心当りがない｡朝炊事をし､洗濯した｡いっもと

えた｡手袋もやめた｡炊事､洗濯素手のままで出

同じ洗剤を使い､変らない仕様だった､変ったこ

来るのは気分の良いものと家事もはかどった｡ I

ととあえて云えはセーターを3着洗ったことかな?

週間赤くばれていた爪の周りは徐々に素に戻り､

しかしウール荒いの洗剤は今までも何回か使って

爪の廻りから水がしみることがなくなった｡

いるものだが‑‑

何年もの苦痛の素が洗剤だったとは･････あれか

今日はセーターの量が多かったので洗剤も合わ

ら石けん洗剤以外使ったことがないし､手も健康

せて多く使った｡改めて洗剤の表示を確かめる｡

であった｡人は毎日のくらしの中で忘れてしまっ

主成分天然ヤシ油高級アルコール系､界面活性剤

ていることでも身体の中の自己防衛的組織は杭体

(18%)成分表示ポリオキンエチレンアルキルエー

となって残っていた｡ウール洗い洗剤18%界面活

テル､脂肪酸アルカノールアミド､やはりと心の

性剤の中のAEは外敵として反臆した身体に驚く

中に納得が出来た｡

とともに､アレルギー体質も良いものだと思った｡

20余年前私には苦い体験がある(ちなみに私は

そこで改めて最近一時より更に石けんへのこだ

ペニシリン系薬剤が使えないアレルギー体質であ

わり､使用が減少していることと高級アルコール

る)両手の小指以外爪の周囲が赤くはれ､水を使

系洗剤が良い洗剤という流れに少し物申し度愚考

うたびにしみて困り果てた､痛さと指の状態を見

をまとめてみたいと思います｡

るにたえかね､台所､洗濯､其の他いたるところ

に手袋をおいて家事をしていた｡しかし家の中の

洗剤の歴史

仕事の多くの時間は手袋は使わない｡特に縫いも

洗濯の目的は衣類などについた汚れを落とし､

のをする時､指先のわずかな感覚､仕様よって仕

清潔な状態に戻すことである｡古くから使われて

上りが違う｡ミシン縫いでは構えないものがある｡

来たのは水や湯でもむ､たたく､ふむなどの行動

ある暗いっもは風呂に入るときもバンドエイドを

を行って来たがそれだけでは落ちない汚れについ

まいて入っていたのが､その時はどうしてか忘れ

て使われたのが洗剤のはじまりである｡古くは木

たが､何もしないで気がついたら石けんをタオル

炭､ワラ灰､木一秒など自然のアルカリ質を使う

につけてこすっていた｡少し違和感があるものの､

ことや､うどんのゆで汁､卵の白味の利用､大豆

あの絶え難い痛みがない｡翌日もおそるおそる入

のゆで汁､味のとぎ汁などが使われて来た｡

浴し､石けんを使った｡指の感覚が何か違うので

石けんは肉を焼いたあと､したたり落ちた油と

ある｡私は何と愚かな事をしていたんだ｡自分自

灰が渡った土を使うと汚れが落ちることが発見の

身で情けなくて呆れた｡頂いた洗剤を使っていた｡

始まりだといわれている｡
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洗剤の主役一界面活性剤

石けんが日本に輸入されたのは約400年前でポ

洗剤の主成分で汚れを落とす働きをしているの

ルトガル語｢シャボン｣の名で親しまれていた｡

が界面活性剤で

200年程前ヨーロッパで工業生産により石けんが

界面活性剤の構造

作られその普及は伝染病の予防に大きなカを発揮

ある｡つまり水

[二二㊨

した｡その後第1次､第2次世界大戦による油脂

の不足､化学技術の発展などにより合成洗剤が開

穀油墓

と油､水と汚れ

などの境目に入

親水基

(油と紋しい部分)

(水と親しい部分)

発され､第2次大戦後､洗濯機の急速な普及によっ

りこんで溶け易

て爆発的な広がりをみせ､日本でも昭和30年代石

くする働きをする｡界面活性剤はこの図のように

炭から石油へのエネルギー転換政策のもとで石け

1個の分子の中に親油基(油に溶け易い部分)ど

んから石油を原料とする合成洗剤へと急激な転換

頴水基(水に溶け易い部分)を持っていて､それ

が行われた｡

が界面活性剤のさまざまな働きの源になっていて､

界面活性剤の種類と特徴

当初合成洗剤の主流は1960年代AB S (アルキ

ルベンゼンスルホン酸塩)だったが､下水処理場

区分

や河川での泡公害や人体への有害性(手あれ)ら

儷ﾈ麒kﾂ

略称

陰 イ ㌔ ン アルファスルホン脂肪酸
系 倩冉(褸6 x8ｨ4X8 栄
Z｢エステルナトリウム
ｩｹdｸｭ ｨ8ｨ4X8 ｩ

指摘されていた｡ 1970年代には合成洗剤に助剤と

儖Y*R

Z｢5 石けん

直鎖アルキルベンゼンス 汎

2

アルキル硫酸エステルナ

2

合成邦面活性剤の主流.安全性.環境影響とともに

ルホン酸ナトリウム 刄潤[スト1､単独紬は減ってきているo

して使われていたリン酸が､川､湖､内湾で富栄

罪 面 活 性

x8ｨ4X8

皮青に対しての影寡はおだやか台所用シ+ン

辻韜X*

アルキルエーテル硫酸エ

養化を引き起し赤潮を発生させたことにより､無

アルファオレフィンスル
刺

ｨ98褸6

穎

x8ｨ4X8

リウム

生産量90%を占め､ ABSから分解性の良いソフ

凾

iZｨ

ｸ,ﾙ

*ﾚHｪ

蛋白変性作用がある魚毒性はLASを土豪

2

,h*ｨ*

.薬

生分解蛙はよいが蛋白変性作用､皮膚障害

り○

ソルビク羽朝方酸エステル

非 イ ㌔ ン 系 罪

+8.ｨ.帝

LAS､AOSよりまし.

ﾘ.

アルキルスルホン酸ナト

リン化が進められた｡ 1980年代全国的に合成洗剤

*ｨ*ｸ,俶yw

%2

X.i9ﾈ陌f(褸4x5

清浄力は弱い､化粧品に使用される.

X8ｲ

SE

鰻

Z

h+X,H諍w

+8.ｨ.停

ビタン脂肪酸エステル 髭tTT

ト型LAS (直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)

ポリオキシエチレン脂肪 酸エステル

に改良され洗剤メーカーは競ってLAS系という

Tr

"

脂肪酸アルカノールナミ 妊
両 宿 牲

ポリオキシエチレンアル 辛

中で洗剤を製造販売した｡しかし環境への汚染は

刺

進行し､人体への有害性自然生物‑の悪影響､分

ﾈ8ﾈ4x

イ界活 輔 ン南桑

台所用洗剤に使用される分散効果大牛

(Az) 倩冓H,ﾘ8H5ioｸ陌f(褸4

ｸ6

R
ｲ

7ﾘ486や

泡立ちが少ない､手にマイルドな...... 高温では洗浄力が落ちろ.生分離性は低い
(AE

POE.P 豫(ｺｸ,YZｨ

+8.ｨ,

(APE)

Zｨ

9

h,X.

ｸ4ﾈ8ｸ4 7 ﾘ陌f(褸6 6x8ｨ4X8

ﾘ*ﾘ刮

+X,

YZ壱

,h,

薬

&R

俐Xｽ ﾄ 99 俑ﾈﾘx+8.ｨ,H諍w +8.ｨ. h*H,

なった.

解性‑の危惧など学者消費者の中で絶えず合成洗

(｢図説洗剤のすべて｣合同出版より)

剤に対する反対運動も進められていた｡其の後L
ASより更に分解度の高いAS (高級アルコール

界面活性剤の働き

種類によって､少しずつ

硫酸エステルナトリウム)への切替がされ現在に

違いがある｡これらを組み

至っている｡

合わせることによって､い

洗剤は洗濯機の自動化により更に変移､コンパ

ろいろの作用のものができ

クト型化して来て､すべてのメーカーは新しい洗

る｡洗剤もその1つである｡

剤､酵素入り､バイオなどテレビの宣伝､競演に

界面活性剤の分子のうち親

しのぎを削っているように思える｡スーパーなど

油と仲の良い部分が
油汚れにくっつく

に並んでいる洗剤を見て頂きたい｡成分表示はL
AS系が多い｡コンパクト化した分だけ蛍光増白
剤は多くなっているものが多いようだ｡

油基の電気的性質(イオン)
の違いから陰イオン系､陽
イオン系､非イオン系､両

水と仲の良い部分が
水中にひっぼる
‑32‑

イオン系に分類される｡

2

となっている｡無リン洗剤は､

せっけんと､合成洗剤の違いは界面活性剤とし

これを除いている｡

てせっけん分がどれだけ使われているかによる○

ァルミノケ酸塩:リン酸塩の代替品として使われ

合成洗剤の主成分である界面活性剤は化学物質で

(ゼオライト)

ある｡これは生活を便利にしてくれる反面､体や

ている｡金属イオンをとり込ん

で界面活性剤のはたら茎を助け

環境に悪影響を与える場合もある｡

る｡

LAS系合成洗剤:合成洗剤に含まれる界面活性

石けんと洗剤の主成分の違い
下図はせっけんと､合成洗剤との表示です｡主

剤の主流｡

成分､界面活性剤の違いに注目して下さい｡助剤

排水に含まれるLASによる環境や生物への影
響については多くの学者､有識者の問に分析研算

表示の見方
商品名○○洗剤 偃R
品名

I

用途 冤るh2

9w
ﾈ

ﾘy

ｸ8

ﾉ

2靼y

ﾂ

Z｢

ﾄ

Hﾝﾂ

ﾉ

沙w

2

され､データ

商品名○○扮石けん

Ikyw
冤る

ﾈ

ｸ8

2

8司

i謀,'詰.J',rf,ttンス ナルキル硫酸エステルナトリウム 剋塩b酸塩
成分 丶Ylｨｨ
ｸﾝﾂ
澱
丶Ylｨｨ
ｸﾝﾂピ
ﾂ
他の界面活性剤を含まず

願書駁網豊 俶yw

￨ｨｷ

諍w

8,ﾉ(ﾘ

84

る｡私は一主

0,1ppm台で 唸4

8h,ﾉ'Hｹｸ,

x,ﾉJﾘ支

は無学であり､

ｲ

俶yw

.偃ﾘ,ﾈ7h8

ふ化が阻害されるo
みられる○

ｩ

H‑

諍w

8,ﾉ(ﾘ

x98,ﾉy

,ﾂ

･

*｢

で半数致死量になるo

･ナマズを使った実験では､餌
lppm台で 唸7X48.(7H6
x,ﾚH+ ,ﾉ‑ 7

を食べるときの行動に影響が

問的なことに

リン酸撞くp,Qとして1296 冖88ｨ99 B ﾝﾈ, ﾘｭﾂ ‑ﾈ.ｨ, "
C

0.Olppm台で 唸*

婦であり､学

硫酸堰.アルミノケイ酸塩 ケイ酸壇.蛍光剤配合. 枡R 炭酸塩

cS

も出されてい

沙w

アルファオレフィンスんホン嶺ナトリウム 剋塩b酸等(陰イオン)

正味量

〈生物への影響が現れるLAS濃度)

/

ろられる
lOppm台で 唸4

ルなどでは､ふ化時に催香住
8jH5H985h8 X4XﾜｺH4ｨ4r
(奇形をつくる性質)がみち

れる

どの主張､デー

としての表示も合成洗剤特有のものばかりである｡

タが良いか解らないので右図の1例を参考として

助剤について少し説明すると助剤は主成分即ち界

付記するにとどめたい｡

面活性剤の働きを増強するものです｡主成分は含
有率3 %を超えるものを付記助剤は含有率10%以

体への安全性

上のものを表示することになっている｡

洗剤を毎日使用していると､ごく少量といえど

硫酸塩:ボウ梢とも呼ばれ､粉末合成洗剤の増

も洗剤が体の中に取り込まれる｡その影響につい

量剤として､ 50‑60%入っています｡

て､ 5つ位あげてみる｡

洗浄効果を高める働きや､乾燥剤とし

①急性毒性について､ ②慢性毒性について､ ③催

ての効果有

奇形成について､ ④発ガン性について､ ⑤手あれ

炭酸塩:石けんの助剤､硬水の軟化剤として使

について

急性毒性:ある化学物質を多量に与えた(与えら

用されている

蛍光剤:蛍光増白剤､人工的な白さを作り出す
染料です｡

れたというべきか)時の毒性､この毒

性の強さを､実験に用いた動物の半数

リン酸塩:再汚染防止剤して､また､合成洗剤が

が死んだときの化学物質の量を表わし

水に溶けやすくするために使われてい

たものである｡界面活性剤の急性毒性

る｡リンは植物の三大養素のひとつで

についてのデータは除くことにする｡

すが多量に使われることによって､河

川の富栄養の状態を作り､赤潮の原因
‑33‑

(学者間の資料が一定でない)
順位付け: LAS>AOS>AES>AS>せっけん

断言したい｡アレルギー体質の子供が

慢性毒性:少量の化学物質を､長時間与え続けた

増えていることも食べ物などとの複合

毒性

汚染と思う｡

これを毎日体に取り込んだとして､
一生涯影響が出ない量で表す｡

水環境への影響

これを最大無作用量といい､無作用

洗剤の環境影響について調べると4つ位あげら

量が低いほど毒性は強いということに
なる｡せっけんは数値が大きく毒性が

れる｡

弱い｡ LASも通常の家庭での使用量

①有機汚濁､ ②生分解性､ ③水生生物への生能毒

なら､あまり問題にならないらしい｡

性､ ④界面活性剤の環境中の濃度

催奇形性:妊娠している母体が｢界面活性剤｣を

①有機汚濁

この酸素の消費

が有機汚濁です

取り込むことで胎児に影響を与えて､

ヽ

奇形か機能的欠陥を発生させることを

I

′

̲二⑤ノ㊨で
l ̀

いう｡

三重大学の実験ではLASを含む台
所用洗剤には哺乳類に対して催奇怪が

洗剤を含めた有機物
が微生物に分解され
る

には､発ガン性は｢ない｣とされてい

るがLASには少し危惧を感じている｡

COD (化学的酸素要求量)とは酸化剤を加え
て有機物を分解するのに必要な酸素のことで､こ
の値が大きいほど消費される酸素が多くなり､有
機物が多いといえる｡

有機汚濁は合成洗剤に比べせっけんの方が多い｡

手あれ:せっけんや洗剤自体が皮膚炎を起こす

せっけんはせっけんカスを生じその分多く使う

ことはないが､高濃度で使用すると刺

激となる｡洗剤の洗浄作用で皮脂が洗
い流されて皮膚がカサカサになること

がある｡しかし適正な使用濃度の時に

は発生しない(以上は学問的にみた見

費

機汚濁はひどい｡

ているそうである｡

発ガン性:洗剤に使用されている｢界面活性剤｣

水中の生き物に欠
かせない酸素を消

有機物の量が多いほど酸素の消費は多くなり有

あるとされたが､厚生省はじめ国内外
の実験では｢催奇形性はない｣とされ

最終的に二酸化
炭素と水になる

必要があり有機物も増える｡有機汚濁で見ると､
せっけんの方が合成洗剤よりも影響が大きいとい
える､というのが学者の見解であるが､せっけん
カスを生じる分だけ､せっけんを多く使う必要が
あるという点については大いに反論がある｡せっ

解と思う)｡

合成洗剤使用の場合の手あれについ
ては即にいくつかの事例があり承服し

けんのせっけんカスについては誰でも知っている
ことであり､石けんカスを生ずるからといって多
く使う必要はない｡コンパクトされた現在のせっ

かねる｡私のようにアレルギー体質の

者は例外なのかといいたくなる｡冒頭

に述べたように影響が出る人は多くあ

けん洗剤は合成洗剤と使用量については変らない｡

②生分解性

る｡ここでのべられているように使用

̲

̲''i','i二一

生分離

ヽ ;㊨.㊨.:一またはその
..･‑ノ

でっに

のに一

中な涼
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がの･ネ

るが私自身の体験として影響は有ると

然物半
白食ル

だけでも学者間で色々と論争されてい

物物工

機生り用
有微た利

濃度のみの問題だけでない｡この問題

難鶴来と

速さをいう

④環境中の濃度

界面活性剤の生分解性はその種類によって大き

｢界面活性剤｣の環境中の濃度として､通常

く異なる｡

｢MBAB濃度｣を使用する｡

AS≒せっけん>AE≒AOS≒AES>LA

S>APE

これはせっけんを除くLAS､AS､AESな

原料

丶Ylｨｨ

油脂､脂肪酸 倩冉(褸6
高級

x8ｨ4X8

8ｸ4ﾈ8ｹ{

アノレコ‑ノレ

ｸﾝﾂ

H陌f(褸4ｨ8ｨ4X8

褸4x5

8ｸ4ﾈ8ｸ4x

X8ｸ6

ｸ7X8ｸ4x5

ど陰イオン界面活性剤の濃度のことです｡下記は

略称
せっけん

x8ｨ4X8
X8ｸ6

x8ｨ4X8

ポリオキンエチレンアルキルエーテル

参考資料として見て頂きたい｡

AS
R

AES

排水および環境中の濃度と負荷最
下水処理甥の流人下水の水質(日本石鹸洗剤工業会｢水質年純｣ (1992年服)より作成)
i‑

石油

ﾈﾛﾘ4

8ｸ4ﾈ8ｸ7 85ｸ985 ｸ7ｨ98褸6 x8ｨ4X8
アルフオレフィンスルホン酸ナトリウム

‑‑̲

LAS
2

◆‑‑‑

‑

水質項目

処理水(men)

最低一最高(平均)則氏一最高(平均)
(120)
(0･9)

一一一一

仙台

‑

流入下水(JTlgA)

BOD
(4.2)

③水生生物への毒性

(0･1

97‑267 (154)
25‑67 (4.2)

いろいろな界面活性剤の水生生物への影響につ

0.0‑0.3 (0.1)

169‑283 (213)

33‑71 (37)

いては学問的に知られている｡一主婦､生活者と

)

1‑6 (3.2)

26‑14･2 (8･0)

すべて0.1未満

河川水中の界面活性剤濃度

してはここにあるデータを提示して参考として頂

水質項目
取京(32市川l)

きたい｡

線度(men)

MB^S

多鹿川

く0･02‑0･29

1990

吉村ら(1984)

MDAS ND‑ 0･82

LAS

ND‑0.38

脂肪酸

水生生物への彫蟄

文献
東京都

陶杢年

神戸(5河川)

0･005

MBAS OiO1‑0･73

1976‑1900

高楼Ill AE (露イオン) 0･005‑Oi740

神戸市
足立ら(1984)

淡水産魚類
LAS (15魚稲)

÷

^ ら (12丸秘)

薄稲畑洗剤の汚濁負葡放

Jl一一一一nJも18‑

洗剤名

^ES(ll魚橋)

コンパクト合成洗剤

^OS (1 1魚孤)

せ位: g

･一一一ふ!瑠‑一一

･一一一一〇七一+･･一･一一一

瀬蝉使用血
25

せっけん

AS(6魚稲)

BOD COD
6･25

50

化･63

1 79
12.88

窒索
0･01
0･007

リン
0･0005
0･02

(耽溺1回の水使用蚊は30リットル)

脂肪敬ナトリウム(5魚稲)

･芋二

三二

二

以上r rQ&^水田IJiと洗加j (杜) 8本水唄塊学会調.ざtうせい｣より作成

淘産か斯
LAS(7魚稲)

一̲よ◆̲ー̲.

AE(4魚稲)

‑一二

;

100

下水道や合併浄化槽が普及していない場合はM

L^Si寝びその他の界面活性剤の瓜郷に対するLC,｡

BAS濃度が高く出る｡下水道､生活排水処理施

0.10

1.0

10

mg/〜

(●は鮮魚でのデータ)

設の普及が､環境汚染を軽くする手立のひとっで

(甘木水ft汚勘研究tB会;界面濡性州の水照墳Iこ枝はナ彫物零に関する
調査舶色調､ 1986他より作成)

す｡河川水でのLAS濃度は低いが､生活排水で

淡水涜無稽椎動物
L^S (12動物)

汚濁した中小河川では急性致死濃度で検出された

AE(8動物)
AES(5動物)
^OS(2動物)
AS(4動物)

こともあった｡

脂肪破ナトリウム(3動物)

淡水産諜頬
LAS(6諜飯)

どの洗剤を選ぶ?

AE(3波頭)

脂肪礁ナトリウム(S漢細)

せっけんも合成洗剤も自然を汚染し､生き物に

海産祭神惟動物
L^S (14動物)
AE (10動物)
0･10

影響を与える｡私たちが求めるよりよい洗剤とは､
1.0

10

人体に安全､有機物の量が少ない､生分解性が良

100

0g/〜

い､生き物への影響が少ない､これ等を兼ね備え

L^Sおよびその他の界面活性剤の熊井機動細こ対するLC鴬と淡水産灘
郷への生皮阻容顔腹(●は幼生でのデータ)
▲:>100噌/l､

た洗剤ということになるが､現時点では得られて

,:<SnJl

(日本水郁珊研究協会:界面活性州の水唄nlこ皮は十彫物81こ関する

いない○洗剤の安全性については通常の使用範囲

偶東館6凹. 1986他より作成)

｢ rQ&∧水明JJiと多聞i｣ (社)日本水取りt学会捌.ぎょうせい｣より抜押

ではどの洗剤を用いても問題はない｡

‑35‑

活性剤は石油が原料である｡ヤシ油は新しい環

洗剤の環境影響について代表的な｢界面活性剤｣

境破壊をひき起こしている○熱帯雨林の破壊､

でまとめると下図のようになる｡

減少は誰が責任をもつのか､破壊された自然は
有機汚濁

iZｨ

ｲ

生き物への影響

元にもどらない｡
せっけん

㊨

多い

處x*"

AS 高級アル コール系
少ない

LAS

處x*"

×

少ない

ｸ*"

ﾒ

少ない
㊨

ｲ

まとめ

ふつう

下図は石けんと合成洗剤国内消費量の経年変化

"

やや悪い

と界面活性剤等生産量の推移を表したものである｡

各界面活性剤で一長一短があるのが分る｡ただ

これは少し前の資料のように思う｡現在では石け

この中で､有機汚濁が多いものの生分解がよく､

んの消費量はもっと少なくなっている｡テレビの

生き物への影響が少ない｢せっけん｣と､生き物

コマーシャルも大いに影響していると思うが消費

の影響は普通程度だが､有機汚濁､生分解性の点

者側にも問題がないわけではない｡日本人独特の

で評価できる高級アルコール系のASがよりよい

国民性として清潔で白くあれば良いと思う人が大

洗剤といえる｡

多数である｡子供の運動着をひとつとってみても

複合せっけんについては､有機汚濁がせっけん

より少なく､生分解はやや劣る程度だから､環境

‑寡‑右けん

一一一一ナ一一一合成洗刺 細で,I, 宥BﾖED 亦ﾂ

への影響度はせっけんと同じレベルである｡

界面活性剤の研究は続けられ､新しい見解が出
るかも知れないし､評価も変ると思うがここで､

上記の見解について少し私見を申しのべてみたい｡

1.通常の使用範囲ではどの洗剤でも良いという

のはおかしい｡合成洗剤の生き物への影響はあ

1920

1940

ると確信している｡無いとするならば奇形の魚
などないはずである｡

1980

2000重

80

一一｢△‑両性イオン

2.発ガン性はみとめられないといわれているが
60

本当はどうなのか?

陰イオン 非ィ.オン

生

3.石けんを使えば有機汚濁が増す､石けんを使

産

用する人ならばみんな承知していることである

‑i皇妻.

里

40
20

鵜イオン

(万t)

が､仮に石けんばかり使えば配管がつまる･･･‑

･..▲幽艶純忠&.iA'誰鮭
0

などはあり得ない｡石けんを使う人は限られた

1970

一部にすぎないし､石けんカス云々より他の廃

1975

1980

1985

1990

1995

界面酒色絢等生産虞の推移

｢Q&A水環境と洗剤｣ (社)日本水環境学会編,ぎょうせ

棄物といっしょにしている場合の方が多い｡
4.上記の表ではせっけんより高級アルコール系

1960

石けんと合成洗剤国内清輝奴の経年変化

い｣より抜粋
1994年(1‑12月)の洗剤消費量は,合成洗剤(洗濯･

の洗剤の方が良いように位置づけられている｡

台所･住居用)が1,095,576トン,せっけん(洗濯･浴用)
が138,504トンであった｡一人一日あたりに換算すると,

ASは合成洗剤の中では良い方だと思うが界面

合成洗剤25g/人/日,せっけん3.2g/人/日となる｡
‑36‑

石けんの自然の白きは汚いといわれ､蛍光増白剤

知っていることである｡ある時組合員のひとりが

で白く染められたものを良いとしている｡

合成洗剤を使っているが手あれがするので石けん
を使ったら､黒い｢てんてん｣が洗擢物についた

といわれた｡当然の結果と思う｡それで｢貴女は

生活の中で工夫すること
1.洗剤は使いすぎない｡洗う分量によって加減
する｡

洗濯されたあと洗濯機をきれいに洗っていられま
すか｣ ｢そんなことをしなくても水を流すだけで

2.泡が多く立っのが良い洗剤ではない｡また多
く使ってもよく落ちるわけではない｡

いっもきれいです｡ ｣

合成洗剤といえどもいっもよく洗って洗剤が残

3.最近､自動洗濯機では合成洗剤しか使えない

らないようにしておかなければならないはずです｡

とメーカーはいっているところもあるようだが､

汚れていないように見えるのは蛍光増白剤により

せっけんでも使える｡

白く染められた洗剤が洗濯機の中に着いているた

4.石けんは臭いと思っている人が多いがそれは

め､石けんをよくとかさずに入れれば洗濯機の中

違うように思う｡入浴用の石けんは臭くないの

の合成洗剤とひっついて黒い粒子となったのであ

かといいたくなる｡

る｡全自動洗濯機は便利ではあると思うが二槽式

5.合成洗剤も自然を破壊しながら､ヤシ油等を

を変えることはない｡洗う度に洗濯機の中の周り

使うようになったのは､より石けんに近く､環

の石けんカスはていねいに洗いとっている｡自己

境にも身体にも良いものである方が良いと考え

満足だといわれそうだがそれでも良いと思ってい

られたからと思う｡

る｡

6.洗濯以外にも水環境に悪い影響を与えるくら
し方を見直そう｡

有言佐和子著『複合汚染』の中にクリーニング
屋は石けんを使っていると記されている｡何故ク

例､ゴミの出し方(減量)食べ残しをしない
ようにしよう｡調理排水に注意しよう｡

リーニング屋は合成洗剤を使わないのかと問えば､

石けんなどでないと汚れは落ちない｡それに石け
んの方が安いといった返事であったという｡コー

終

り

プこうべにずっと何年も協力して下さっている中

に

今回の投稿については､日本水環境学会編集の

小規模のある石けん製造メーカーは､過去一度合

Q&A水環境と洗剤､及びコープこうべの衣料用

成洗剤を製造してみようと思った時がある｡しか

洗剤学習資料を使わせて頂きました｡投稿の主な

し研究段階で手あれがするし､しまいには指紋が

動機は1980年代よりずっと続けていた石けん運動

無くなるような事態になったので中止し､石けん

が全くといってよい位行れなくなった｡その上こ

にもどったとの話も聞いた｡

の学習資料のように石けんよりAS系の洗剤の方

組合員といっしょに研究し､開発､石けんのコ

が良いなどといわれるようになったことへの反発

ンパクト化をして下さった方に対してもコープこ

である｡

うべの有り方は納得出来かねる｡石けんカスをな

石けんは多くの有機汚濁を生ずると合成洗剤メー

くすため今また新しい試みを研究されていると聞

カーと歩調を合わせるようなことはいってもらい

く｡真剣に聞く心を持って頂きたい｡石けんは時

たくない｡石けんカスについては使用者みんなが

代おくれなどいってもらいたくない｡人それぞれ
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でよいではないかとのたまうのも一寸待って頂き
たい｡

有機汚濁を強調し､時代に迎合する今の環境活
動のあり方に全面的に反対と運動でも起そうかと
考え乍ら愚稿を終わりにいたします｡

‑38‑

