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自動車 

 ２０１２年に、それまで乗っていた車が故障し、新しい車を迎

えることになりました。その車のＣＳ状況と対処法について書き

ます。 

 

○新しい車を手に入れる 

 ２０１２年の春頃から、我が家の車は暖房が効かなくなり、寒

くても車内を暖めることができなくなってしまいました。春だっ

たので、だんだん気候が暖かくなり、次第に暖房をつけることは

なくなったのですが、次の冬までには対策をすることが必要にな

りました。自動車工場で車を見てもらうと、暖房を直すには１０

万円以上かかると言われました。修理は無理なので、エアコン全

体を交換しなければならないということです。古くなってあちこ

ちガタが来た車を１０万かけて直すよりは、新しい車を買った方

がいいのでは？という話になりました。  

 夫と私はかつて中古車探しをしたときに、ＣＳ患者でも耐えら

れるような車を探すことが、いかに大変かを十分承知していまし

た。また同じ苦労を繰り返さなければならないのでしょうか？ 

 そんな窮状に陥った私たちに、救いの手はさしのべられまし

た！ 宮城県に住む夫の妹さんが、新車を買うというので、それ

まで乗っていた車を譲ってくれるというのです。これは本当にあ

りがたい申し出でした。その車は、買ってから１０年経っている

というので、すっかり新車の匂いは抜けているはずです。彼女は

タバコを吸わない人なので、車内にヤニ臭い匂いが染みついてい

る心配もありません。以前、天然系（ヒノキ）の芳香剤を使って

いたことがあるということでしたが、それも合成の芳香剤よりは

何とかなりそうです。このありがたい申し出を受けることにしま

した。 

 

○試乗 

 ２０１２年１０月に新しい車が我が家にやってきました。さっ

そく匂いを嗅いでみると、予想通り、新車の匂いは抜け、タバコ

の匂いも全くありません。芳香剤の匂いも感じられませんでした。

どんなにがんばって中古車を探したとしても、こんなに条件のよ

い車を見つけることは至難の業でしょう。 

 車内は少しホコリっぽい感じがしたので、丁寧に掃除機をかけ

ました。この時点で、匂いもホコリもほとんど感じられませんで

したが、何となく重苦しいような空気感がありました。 

 試しに乗ってみました。乗り始めは快適でしたが、時間が経つ

につれ、だんだんと具合が悪くなってきてしまいました。暖房を

つけて、車内の温度が上がると、さらに症状は強くなりました。

窓を開けると、かなりマシになります。車内の化学物質に反応し

ているようです。 

 奇妙に聞こえるかもしれませんが、その症状はとても懐かしい

感じがしました。昔はよく体験していたのだけれども、しばらく

忘れていたことのような・・・。フラフラと揺れるようなめまい

がして、気が遠くなっていきます。頭が腫れたような重苦しい頭

痛がして、胃がムカムカします。これは札幌に引っ越す前、仙台



 21

にいた頃には、頻繁に体験していた症状でした。農薬にさらされ

ると典型的に出ていたものです。札幌に越してきてからは、農地

に近づくことがほとんどなくなったので、ずっと忘れていた症状

でした。 

 夫の実家は、宮城県の穀倉地帯にあり、見渡す限り田んぼが広

がっています。家の周辺は、夏になると、ヘリコプターによる農

薬散布が行われます。その農薬の成分が飛散して、車にも付着し

てしまったのではないかと思いました。 

 

○対策 

 どうしたらいいのだろう？ 考えなければならないことがたく

さんありました。よく思案して、次のような計画を立てました。 

 

・床に敷いてあるカーペット類は取り外して、どこか別の場所に保管す

る。 

・運転席と助手席に大きなビニール袋をかぶせる。 

・バックシートは養生用ビニールシートで覆う。 

・天井は９０リットルゴミ袋を切り開いて、貼り付ける。 

・その他細々とした部分は作業しながら考える。 

 

 この計画をもとに、実際に対策に取りかかってみました。運転

席と助手席の背もたれに、９０リットルのビニール袋をかぶせま

した。ヘッドレストがあると、ビニールの長さが足りないので、

はずしてかぶせました。座面はすっぽりとビニールをかぶせるこ

とが難しいので、何となく引っ張りながらカバーしました。助手

席の床にもビニールを敷きました。運転席の床は危険なので、何

も敷かずそのままです。 

 バックシートは養生用ビニールの大きなシートをかぶせて、縁

のくぼみにビニールの端を押し込んで固定しました。天井は、マ

グネットがくっつくかな？と思っていたのですが、実際にやって

みると全然くっつきませんでした。ホチキスの針を刺してみたら、

しっかり留まったので、タッカー代わりにして、ビニールを天井

にとめつけました。 

 これらの対策を終えると、車内の重苦しい空気は軽くなり、農

薬系の反応もずっと少なくなりました。この状態で乗っています。

ビニールだらけの車でも、ちゃんと車検にも通りました！ 

（2017 年 11 月） 
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集合住宅での暮らし 

 ２０１０年に一軒家からマンションに引っ越しました。集合住

宅は何軒もの住人が密集して住んでいるので、ＣＳ・ＥＳ的に、

一軒家とは違う注意が必要になります。ここでは、その違いや気

になった点を書いてみます。過敏症の方が住宅選びをする際の参

考になればと思います。 

 

○タバコ 

 北海道は全国でも喫煙率が高いところです。約２５％で、全国

第一位です(国民生活基礎調査、2016 年)。私が住むマンションも

同じくらいの喫煙率です。自分の部屋にいる分にはタバコの煙に

悩まされることはありませんが、マンションの廊下がタバコ臭い

ことがあります。（北海道では雪の影響があるので、マンションの

廊下は、たいていの場合屋内になっています。）ときどき歩きタバ

コで廊下を通る住人がいて、そのときは廊下中がタバコの匂いに

包まれてしまいます。しかし、それも年数回といったところです。 

 基本的に、住人が自室で吸うタバコの匂いが廊下に漏れてくる

ことはありませんが、季節的変化によって影響を受けることがあ

ります。毎年秋口になると、室内から廊下に向けて気流ができる

ようで、喫煙者の部屋からは、少しずつタバコの煙が漏れてくる

感じがします。微量なので「匂うかな」と感じる程度のことが多

いですが、時にはつらく感じることもあります。タバコの成分に

過敏な方は、集合住宅に住むのは難しいのではないかと思います。

私は何とか折り合いをつけています。 

 夏になると、エアコンがあまり普及していない札幌では、たい

ていの人がベランダの窓を開けます。そうすると、別室で喫煙し

た煙が、もろに自分の部屋に入ってきます。このときはさすがに

耐えられないので窓を閉めますが、煙に合わせて開けたり閉めた

りするので、せわしないです。夏のタバコの煙と、ｐｍ２．５な

どの大気汚染に悩まされるようになったので、２０１４年にエア

コン（クーラー）を買いました。窓用エアコンで、簡易に設置で

きる小型のものです。このエアコンについては、「スモール・デー

タ・バンク２ エアコン（クーラー）」で詳しく書きました。 

 真夏の暑い日になると、ベランダの窓だけではなく、廊下に通

じる玄関のドアを開ける人が出てきます。２カ所の出口を開ける

ことで、部屋に風が通り抜けるようにするためです。こうなると、

タバコの煙が廊下にも漏れ出てくることになり、廊下を歩くたび

にさらされてしまいます。これは自室の対策だけでは防げないの

で、困っています。幸いなのは、常時喫煙しているヘビースモー

カーはいないということと、廊下を歩く時間が短い、ということ

でしょうか。何とか折り合いをつけて過ごしています。 

 

○灯油 

 私が住むマンションは、ガスＦＦストーブが標準装備になって

います。たいていの住人はガスストーブを使っていますが、中に

は、わざわざ灯油を買ってきて、灯油ストーブをつかう人もいま

す。ガス代がとても高いのです！ 北海道は本州に比べて寒いの

で、１シーズンの暖房代がバカになりません。ストーブを焚く期

間は、標準的にいって、１０～４月の７ヶ月間に及びます。暖房

代を浮かせようと、灯油ストーブを使うわけです。 
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 その人たちが部屋でストーブを焚いている分には、私の体への

影響はほとんどありません。しかし、中には、ストーブに給油す

るのに、廊下で作業をする人がいます。そのとき、廊下に灯油を

こぼしてしまうのです。直後から、廊下中に灯油の匂いが漂い、

しばらく消えてくれません。頭痛や、胸のむかつき、息苦しさな

どの症状が出てしまいます。 

 幸いなことに、灯油の成分は半日くらいで揮発して匂わなくな

ります。乾いてしまえば、症状は治まります。私の場合はこのく

らいですが、灯油に強い過敏性を持った人にとっては、厳しい環

境だと思います。 

 

 ある時、ふだんの量を超えて、灯油を大量に廊下にこぼされた

ことがありました。このときは、廊下中に灯油の匂いが立ちこめ

て、たまらない具合悪さになりました。自室のドアを閉めても、

強い灯油臭は部屋に流れ込んできました。強い頭痛や吐き気でフ

ラフラになりました。とても耐えられないので、玄関のドアをマ

スキングテープで目貼りしてみました。若干灯油の臭いは抑えら

れたものの、まだ耐えられるレベルにはなりません。今度は大判

のビニール袋を切り開いて貼り合わせ、玄関ドアの大きさにして、

ドア全体を覆うようにマスキングテープで貼り付けてみました。

この対策によって、灯油の匂いはほとんどしなくなり、症状を抑

えることができました。翌日までには、大量の灯油は乾いて、ほ

とんど匂わなくなっていました。１日でどれだけ多くの揮発成分

が廊下に充満したことでしょうか・・・。 

 このときはさすがに問題だと思って、マンションの管理会社に

連絡しました。管理会社の人がこの住人に電話して注意してくれ

たようです。その後、大量に灯油をこぼすことがなくなって、助

かりました。 

 秋口に、灯油ストーブの人たちが暖房を使い始めると、一時的

に廊下に古い灯油の匂いが漏れ出ることがあります。私にとって

苦手な匂いですが、それも新しい灯油を使い続けると、マシにな

ってきます。ガスストーブの人たちの部屋からも、シーズンはじ

めはホコリが燃えるような匂いが出てきます。それも焚き続ける

うちに収まってきます。初冬の風物詩です。 

 

○リフォーム 

 マンションから退去者が出ると、すぐにクリーニングとリフォ

ームの業者が来ます。部屋を掃除し、壁紙の貼り替えなどをして

いきます。そのときに業者が部屋のドアを開けると、廊下までも

のすごい化学臭が漂ってきます。しかし、部屋の気密性が高いせ

いでしょうか、ドアを閉めるとほとんど匂ってきません。とはい

え、あんなに化学物質の匂いが強い部屋に、人が住んで大丈夫な

のかと勝手に心配したりします。 

 

 ２０１１年頃までは、退去者が出ると、直後に完全に部屋をき

れいにしていましたが、すぐに入居者が決まらなかったりで、だ

んだんと緩くなってきた感じがします。退去しても部屋をそのま

まにしておき、入居者が決まってから直すようになってきました。

新しい人が入居しやすくするために、部屋をあまり直さず、その

分家賃を下げて貸しに出すケースも見られるようになってきまし
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た。大家さんも空室が多いと困るからでしょうか。このような動

きはＣＳ患者にとっては、わずかながら朗報と言えるのではない

でしょうか。経済状況の変化によって、この後も変わっていく可

能性がありますが、直後にリフォーム一辺倒ではなくなってきた

ことを表しています。選択の幅が広がったかもしれません。 

 

○改修工事 

 ２０１３年に、私が住むマンション全体を大規模改修工事する

計画が持ち上がりました。内容は、外壁全体を洗浄して塗り直す、

ベランダの防水工事、故障箇所の修理など、とにかく建物全体を

徹底的に直すという計画です。この工事が私の体にどれだけの影

響を及ぼすのか？と思うと、身震いしました。洗浄剤や塗料が大

量に使われることも懸念しましたが、何よりも怖かったのは、外

装の金属部品を切断、補修することによって、金属の粉が飛び散

ることです。私は粉末状の金属に対して強い目の痛みを起こしま

す。（詳しくは「第２部 第４章 目の痛みの症状〔２〕様々な原

因物質への反応 ｆ．金属の粉末」をご参照ください。） 

 ベランダの防水工事にしても、防水シートを接着剤で貼ってい

くとのことなので、大量の接着剤やシーリング剤などが、どれだ

け影響を及ぼすのか想像がつきませんでした。とにかく不安だら

けの状況でした。 

 

 ところが！！ この計画が決まりかけた直後に、２０２０年東

京オリンピック開催が決定されました。それに伴い、北海道中の

建築従事者が東京に向かって移動し始めました。オリンピック関

連の建築ラッシュが始まるため、実入りのよい仕事を求めてのこ

とです。北海道内の建築従事者は減少し、工務店や建築業者は作

業員を確保するのに大変です。そのため、あらゆる建築工事の費

用が上がってしまい、うちのマンションの修繕計画も、その例外

ではありませんでした。当初の２倍以上の工事費用がかかること

になり（管理会社の説明では、突然の値上げを要求されたそうで

す）、この計画は頓挫しました。私にとっては「助かった！」とい

うラッキーな展開でした。 

 しかし、うちのマンションは１９８０年代に建てられたもので、

築３０年以上経っています。あちこちガタが来ているので、補修

しないと、どうなっていくのか心配ではあります。 

 

 その後、補修計画の話は立ち消えになったかのように思われま

したが、２０１４年の夏になって、ほんの小規模な修理工事が行

われました。外壁の壊れているところを補修し、そこだけペンキ

を塗りました。他はベランダの手すりに塗料を塗り直しただけで

す。（前の塗料を落としたり、サビを落とすこともせず、ただ重ね

て塗っただけです。） 塗装した日は１日だけ匂いましたが、夏だ

ったので、すぐに揮発して翌日には収まりました。 

 東京オリンピックが終わったら、本格的な大規模改修工事が行

われるのでしょうか？ その懸念がないわけではありませんが、

あれから５年の月日が経ち、経済状況も変化し、このマンション

も管理業者や大家が変わったりしたので、かつての計画通りの工

事が行われることはないように思えます。 

 この出来事に関連して思い出したのですが、ここ数年、２０１
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７年の現在に至るまで、近隣で建築工事をすることがほとんどな

くなりました。「スモール・データ・バンク２ 火事」で書きまし

たが、火事のあと空き地になった近所の土地も手つかずのままで

す。ほとんど意識せずに過ごしていましたが、ＣＳ患者にとって

はありがたい状況であります。しかし、東京オリンピックが終わ

ったら、東京に行っていた建築作業員たちがドッと北海道に戻っ

てきて、一気に様々な工事を始めるのかと思うと、今から戦慄を

覚えます。 

（2017 年 11 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水シャワー 

○活性炭カートリッジ 

 ２０１３年に、新しい浄水シャワーヘッドを探さなければなり

ませんでした。それまではシャワーの塩素を除去するために、活

性炭のカートリッジがついた浄水シャワーヘッドを使っていまし

た。この商品は廃番になってしまったので、買いためてあったカ

ートリッジを大切に長持ちさせるように使って来たのですが、つ

いに使い切ってしまったのです。このシャワーヘッドのカートリ

ッジに使われている活性炭は、抗菌処理をしていないものなので、

私の体にも合い、長年使って来られたのです。 

 しかし、活性炭は水に濡れるとカビが生えたり、雑菌が繁殖し

やすくなります。それで、市販の商品はだんだんと抗菌活性炭の

製品に変わっていってしまいました。現在では、浄水器もシャワ

ーヘッドも、活性炭カートリッジは、調べた限り、すべて抗菌活

性炭になっているようです。「ようです」というのは、現在では抗

菌していても、その表示がなされていないものが多いからです。

たいていのものは、銀イオンで抗菌されているようで、抗菌活性

炭が出始めの頃は、その効能を示すためにはっきりと表示されて

いました。 

 しかし、そのうち、この銀イオン抗菌が人体にとって害のある

ものではないか？との批判が出るようになり、それに伴って、抗

菌表示はなりを潜めてしまいました。銀イオン抗菌活性炭を通し

た水は、塩素や有害物質を除去することはできるのですが、水に

銀イオンが含まれるため、水槽に入れると魚が死にます。「養魚用

には使用しないでください」と注意書きがしてあります。この表
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示があるものは、銀イオンで抗菌された活性炭を使っているよう

です。様々な商品を検討してみましたが、どの製品にもこの注意

書きがありました。 

 抗菌すれば毒性が、抗菌しなければ雑菌が・・・となって、浄

水用活性炭カートリッジは難しい存在です。抗菌なしの活性炭を

使っていたときは、シャワーを終えるごとにカートリッジを本体

からはずして、風通しのよい場所で乾燥させていました。カビを

防ぐためです。 

 魚が死ぬことが即人体に害があることの証明にはならないのか

もしれませんが、私の場合には、銀イオン抗菌に対するはっきり

とした過敏反応が起きるので、使うことができないでいます。 

 抗菌製品が市場に出回り始めた頃、銀イオン抗菌プラスチック

で作られた浴用品（洗面器など）を売り場で見てみましたが、強

い目の痛みが起きて、とても使えそうにありませんでした。また

活性炭自体にも目の痛みの反応が出るようになってきました。か

つての浄水シャワーヘッドには反応しなかったのですが、新たな

製品を試すとなると、銀イオン抗菌の問題をさしおいても、活性

炭自体に反応する可能性がありました。そういう事情で、抗菌活

性炭カートリッジのシャワーヘッドは選択肢からはずさなければ

なりませんでした。 

 

○亜硫酸カルシウムのカートリッジ 

 そもそも、なぜシャワー水を浄水しなければならないか？とい

うと、ＣＳ反応よりも肌の過敏性の方が原因としては大きいです。

塩素が入ったお湯でシャワーを浴びると、肌がガサガサになりま

す。特に指先は皮膚が薄いので、皮がむけてボロボロになります。

水道水中の塩素は、吸い込んでもそれほど具合悪くはなりません

が、肌につけると反応が出るということです。 

 活性炭の浄水シャワーヘッドは無理なので、代わ

りに亜硫酸カルシウムを使った塩素除去用のシャ

ワーヘッドを買ってみました。三菱ケミカル「クリ

ンスイ 浄水シャワー」です。活性炭なら塩素以外

の有害物質も吸着してくれますが、この製品で取れ

るのは塩素だけです。化学的に反応して塩素を除去

します。  

 使ってみると、シャワーからは塩素の匂いがしないし、肌がま

ろやかになる感じがしました。しかし、使い続けているうちに、

少しずつ問題が出てきてしまいました。 

 気づいた点は・・・ 

・肌がゴワゴワになる。油っぽくなる。 

・髪の毛が異常に絡まる。くしに灰色のカスがたくさん付く。 

 

 特に髪の状態がひどく、不快感が強かったです。せっけんの泡

立ちも悪く、皮脂の汚れが取れない感じもします。 

 このような変化の原因が、浄水シャワーヘッドにあるとは気づ

かなくて、かなり長期間使っていました。２０１４年夏に使い始

めて、翌年の秋までは使っていたと思います。どうしてこのよう

な状態になるのか、原因がわかりませんでした。 

 次第に浄水シャワーヘッドが原因だと気づき始めたので、試し

に使うのをやめてみました。すると、上記のような不快な症状は
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おさまってきました。しかし塩素が除去されないわけですから、

肌がガサガサに荒れてきてしまいました。原因は浄水シャワーに

あることがはっきりしたものの、塩素を除去しないわけにもいき

ません。何か別の方法を検討してみるしかありませんでした。 

 

○浄水シャワーの原理 

 これを機会に、浄水シャワーについて調べてみました。シャワ

ー水の塩素を除去するための方法は、大きく分けて次の３つがあ

ります。 

 

・活性炭 

塩素を吸着する。他の有害物質も取れる。銀イオンで抗菌している（と

思われる）。 

 

・亜硫酸カルシウム：塩素のみ除去 

CaSO3 ＋ HClO → CaSO4 ＋ HCl 

(亜硫酸カルシウム＋次亜塩素酸 → 硫酸カルシウム＋塩酸) 

 

・ビタミンＣ：塩素のみ除去 

C6H8O6 ＋ NaClO  → C6H6O6 ＋ H2O ＋ NaCl 

(ビタミン C＋次亜塩素酸ナトリウム → 酸化ビタミン C＋水＋塩化ナ

トリウム）  

 

 調べていくうちに、なぜ亜硫酸カルシウム方式のカートリッジ

で不快な症状が出たのかもわかるようになってきました。せっけ

んは、水道水中のカルシウム・マグネシウムイオンと反応すると、

金属せっけんを生み出します。せっけんカスと呼ばれているもの

で、白い微粉末です。これが皮膚をゴワゴワにさせたり、髪の毛

を絡ませたりする原因です。含まれているカルシウム・マグネシ

ウムイオンの量によって、水は軟水・硬水にわけられます。含有

量が多いのが硬水です。  

  軟水 中硬水 硬水 

硬度  0 - 60  60 - 120  120 以上 

（単位：ｐｐｍ） 

日本の場合、たいていの地域の水道水は軟水なので、せっけんを

使ってもそれほど金属せっけんが発生することはありません。し

かし、亜硫酸カルシウムの浄水シャワーを使うと、髪のきしみが

半端ありません。猛烈に絡まって鳥の巣のようです。これはひょ

っとして、亜硫酸カルシウムのカートリッジからカルシウムイオ

ンが溶け出して、せっけんと反応しているのではないかと思いま

した。ネットでそのような解説がないかと探してみましたが、有

益な情報は得られませんでした。「クリンスイ 浄水シャワー」の

商品レビューに「肌がゴワゴワする」と書かれたものが一件見つ

かっただけです。 

 

○硬度を調べる 

 私はシャワー水の硬度を調べるために、硬度試薬を買ってみる

ことにしました。手軽に手に入るのは、熱帯魚用の試薬でした。

これを使って調べてみます。 
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テトラテスト 

 水道水とシャワー水とで硬度を比べてみます。

水道水は、ドイツ硬度で２ｐＨ。シャワーの出し

始めの水は７ｐＨとなりました。これをアメリカ

硬度に換算すると、水道水・・・１７．８ｐｐｍ、

出し始めの水・・・１２４．６ｐｐｍとなります。

水道水が軟水なのに対して、出し始めの水は硬水になりました。

カートリッジからカルシウムイオンが溶け出しているのではない

かと思います。シャワー水をずっと出してから測ると硬度が下が

って、水道水と同じくらいになります。ただし、この試薬はとて

もおおざっぱにしか測れないもので、硬度が１５以上違っていて

も同じ反応になる程度のものなので、もっと詳しく測れるものな

らば、出しっぱなしにしたあとのシャワー水でも、水道水より硬

度が高くなる可能性があると思いました。 

 洗髪のあと異常に絡まる髪の毛、くしに付く大量の白い粉、ベ

トベトとした物質。そういうのを考え合わせると、やはりシャワ

ーヘッドからカルシウムが溶け出して、せっけんと反応していた

のではないかと思います。水道水の硬度が高い地域で肌がゴワゴ

ワになるように、私の肌にもシャワーヘッドの影響が出てしまっ

ていました。（水道水のカルシウム・マグネシウムイオンとせっけ

んの反応、洗浄力、金属せっけんについては、「スモール・データ・

バンク２ 洗剤」で詳しく書いています。） 

 活性炭の浄水シャワーも亜硫酸カルシウムのものもダメなのだ

から、市販品で残る選択肢はビタミンＣのものだけです。今度は

こちらを検討してみることにしました。 

○ビタミンＣで塩素除去 

 お風呂の塩素を取る方法として、ビタミンＣ（アスコルビン酸）

の粉末を入れる方法があります。調べてみると、水道水の塩素含

有量にもよりますが、お湯１００リットルに対してビタミンＣを

約１００ｍｇ（０．１ｇ）入れると塩素が除去できるそうです。

水に対して、本当に微量のビタミンＣで済むことがわかります。

このような割合のビタミンＣを、常に浄水し続けるシャワーに供

給できるものか？と考えました。よほど精巧な仕組みのものでな

いと、一定割合のビタミンＣを混ぜるのは難しそうです。 

 ネットでビタミンＣシャワーのレビューを呼んでみると、この

問題点が浮き彫りになってきます。「 初はシャワーに装着したビ

タミンＣの減りが少なかったのに、使い続けるうちに減りが早く

なった」「２ヶ月持つはずのビタミンＣをたった１週間で使い切っ

てしまう」などの声が寄せられています。適正量よりかなり多く

のビタミンＣがシャワー水に混じってしまうようです。 

 では、シャワー水にビタミンＣが多く混じるのはよくないこと

なのでしょうか？ ランニングコストを抜きにしても、これは重

要な問題です。私の場合は、ビタミンＣを大量に含んだ水（酸性：

なめると酸っぱい）で肌が荒れるのではないか、という心配があ

りました。 

 また調べてみると、せっけんとの反応も大きな問題となること

がわかりました。せっけんは、弱アルカリ性のもので、せっけん

液が少しでも酸性に傾くと洗浄力を失って、脂肪酸（油）に分解

されてしまいます。ビタミンＣを多く含んだお湯でせっけんを使

うと、すぐに分解されて洗浄力がなくなり、あとにはベタッとし
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た脂肪酸（油）が残るはずです。油が取れない上に、せっけん由

来の油が加わることになります。肌の状態は悪くなるのではない

か？と予想されました。 

 亜硫酸カルシウムの方式にせよ、ビタミンＣの方式にせよ、塩

素を取りつつせっけんの洗浄力を維持するのが難しいことがわか

ります。 

 

・亜硫酸カルシウム 

せっけんがカルシウムイオンと結びついて金属せっけんの白い粉が

出る。洗浄力が落ちる。 

 

・ビタミンＣ 

お湯が酸性になって、せっけんを脂肪酸に分解。洗浄力が落ち、油で

ベトベトになる。 

 

○自作のシャワーシステムをつくる 

 市販のビタミンＣシャワーも諦め、独自の方法で対策してみる

ことにしました。部品を自分で用意して、組み合わせて自作のシ

ャワーシステムを作りました。  

 ためたお湯に適量のビタミンＣを入れ、塩素を除去します。そ

のお湯をポンプでくみ出して、シャワーにします。 

 容器は１５リットルの縦長型ゴミ箱を使っています。我が家は

ユニットバス（洗い場なし）なので、浴槽内に入れてもコンパク

トなものを選びました。（もし同じようなことを試す方で、お風呂

に洗い場がある場合は、浴槽にお湯をためビタミンＣを入れて、 

 

 

ポンプで汲み上げる方法も考えられます。しかし私が買ったポン

プは、水位が低いと汲み上げてくれなくなるので、浴槽だとかな

りの量のお湯をためなければいけないかもしれません。その場合

も、縦型の容器を使うと汲み上げやすくなると思います。） 

 ホースはホームセンターで量り売りしてもらいました。２ｍ。

シャワーヘッドは散水用のものです。ポンプはホームセンターで

買いました。洗濯機に風呂の残り湯を汲むためのものです。 

 縦型ゴミ箱は、１５リットルでは少なくて、途中でお湯をため

直さなければならないので、もっと大きめのものを買えばよかっ

たと思いました。 

 費用は、（だいたいの金額で）、容器（ゴミ箱）１５００円＋ホ

ース１５０円＋シャワーヘッド４００円＋ポンプ１２００円で、

全部で３２５０円で新シャワーシステムが導入できました。 
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 １５リットルのお湯に対して必要なビタミンＣは１５ｍｇ（１

０００分の１５ｇ）です。これはかなり少ない量です。買ったビ

タミン C に付いていた計量スプーンは１ｇのものなので、その約

７０分の１になります。とても測れるものではありません。それ

で、ぬらした爪楊枝の先に粉を少量つけて、水に溶かしています。

嗅いでみて塩素の匂いがなくなれば、除去できているのがわかり

ます。 

 ビタミンＣは 初は通販で、１ｋｇ１０００円くらいの食品用

のものを買ったのですが、なぜかこれに目の痛みを起こし、使え

ませんでした。「ビタミンＣはダメなのかな？」と諦めかけたので

すが、ドラッグストアで日本薬局方のアスコルビン酸（ビタミン

Ｃ）を買ったら、これは大丈夫でした。３００ｇ３０００円と、

食品用の１０倍の値段がしますが、使う量が少ないので、ランニ

ングコストはそれほどかかりません。１年半くらい使っています

が、まだ３分の１も使っていません。このペースで使うと、一瓶

で４年以上持つのではないかと思います。 

 

 こうして独自のシャワーシステムを構築し、塩素除去のシャワ

ーを浴びられるようになりました。とは行っても、ごく微量とは

いえ、ビタミンＣが入っており、液性はわずかに酸性となってい

るようです。せっけんの泡立ちにくさや分解された脂肪酸の問題

もあり、このあともずいぶんと試行錯誤を続けることになりまし

た。この続きは、「スモール・データ・バンク２ 洗剤」で書く予

定です。 

 

〔まとめ〕 

 市販の浄水シャワーヘッドは、主に３つの方式があります。 

（１）活性炭（抗菌） 

（２）亜硫酸カルシウム 

（３）ビタミンＣ 

 

 （２）（３）はせっけんと併用すると、いろいろと問題が出てく

るので、選択するとしたら、（１）だと思います。私は銀イオン抗

菌と活性炭そのものに反応するので使えませんでしたが、大丈夫

なら手軽に導入できることでしょう。活性炭の浄水シャワーが使

えない場合は、ためたお湯にビタミンＣを微量入れる自作シャワ

ーシステムを作ってみるのもいいかもしれません。他にも工夫す

れば、様々な方法があると思います。 

（2017 年 11 月） 
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洗剤 

 化学物質過敏症のため、せっけんを使っています。

ミヨシ「無添加 お肌のための洗濯用液体せっけん」で

す。これ１本で洗濯から洗髪、体洗い、掃除、食器洗

いまで全部まかなっています。純せっけん分１００％

で、体に優しい感じです。長年せっけんを使ってきて、ＣＳ反応

を起こさないのには満足していましたが、せっけんの使いにくさ

や欠点なども気になるようになりました。  

 洗濯に関しては、洗ったものが油くさくなる、汚れ落ちが悪く

なることがある、などの不満がありました。特に洗ったものをし

ばらくしまっておくと、油が酸化したような匂いが出ます。また

水道水の硬度と関係しているのでしょうか。季節によって、せっ

けんの泡立ちが悪く、汚れが落ちにくいと感じることもありまし

た。 

 体や髪を洗うときにも、油っぽくなったりゴワゴワになったり、

髪が絡まったりする点が不満でした。なぜこのようなことが起き

るのでしょうか？ 調べてみました。  

 

○せっけんの性質 

・弱アルカリ性。洗濯液が酸性になると分解して脂肪酸（油）になる。

洗浄力がなくなる。 

・水道水中のカルシウム・マグネシウムイオンと結びついて、金属せっ

けんになる。白い微粉末。洗浄力がなくなる。 

・さらに、金属せっけんが酸性になると、分解されて脂肪酸（油）にな

る。 

まとめると、 

・分解して脂肪酸になる→洗浄力が働かない原因。脂っこくなる。 

・カルシウム・マグネシウムと結びついて金属せっけんになる→洗浄

力が働かない原因。ゴワゴワ・ギシギシになる。 

 

○洗濯の場合 

 どのように進行していくのか、書いていってみます。  

（１）お湯を汲む。水道水中には、カルシウム・マグネシウムイオンがあ

る。 

（２）お湯にせっけんを入れる。せっけんの一部がカルシウム・マグネ

シウムイオンと結びついて金属せっけんになる。せっけんと金属せっ

けんが混在した状態。金属せっけんに変化した分、洗浄力は落ちる。 

（３）洗濯物を入れる。衣類に付いた汗・皮脂などの酸性物質で、お湯

が酸性になる。せっけんの一部が分解して脂肪酸になる。金属せっけ

んの一部も分解して脂肪酸になる。さらに洗浄力が落ち、脂っこいお

湯になる。 

（４）撹拌。せっけん＋金属せっけん＋油＋衣類がぐるぐる回される。 

（５）すすぎ。衣類に残ったせっけん分と水道水中のカルシウム・マグ

ネシウムイオンが結びついて、金属せっけんがどんどんできる。 

（６）脱水。衣類に金属せっけんと油が付着。（せっけんはすすぎ水と

共に排水される。） 

（７）干す。油くさい仕上がり。金属せっけんの白い粉が付着している。

大気汚染物質などの酸性物質と結びついて金属せっけんが脂肪酸に

分解。油くさくなる。 

（８）着る。衣類に付着している金属せっけんが、汗などの酸性物質で
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分解されて、脂肪酸になる。さらに油くさくなる。 

（９）洗濯を繰り返すたびに衣類に油が蓄積されていく。しまっておくと、

衣類に残った油が酸化して、独特の匂いを発散する。 

 

○洗髪の場合 

（１）髪を濡らす。水道水中のカルシウム・マグネシウムイオンが髪に

付着。 

（２）せっけんをつけて洗う。せっけんとカルシウム・マグネシウムイオ

ンが結びついてせっけんの一部が金属せっけんになる。頭皮の酸性

物質と結びついてせっけんと金属せっけんが脂肪酸に分解される。 

（３）すすぐ。せっけんの一部が水道水中のカルシウム・マグネシウム

イオンと結びついて、金属せっけんになる。それ以外のせっけん分は

すすぎ水と一緒に排水される。金属せっけんはキューティクルにから

みつく。脂肪酸も髪に残る。 

（４）クエン酸リンス。髪に残った金属せっけんが脂肪酸に分解される。

脂っこくなる。 

 私はクエン酸リンスをしていないので、それほど脂っこくはな

らないのですが、ギシギシ感があります。金属せっけんの作用で

す。リンスすればギシギシはなくなりますが、金属せっけんが脂

肪酸に変わるので、油でベトベトになります。「クエン酸リンスで

サラサラに～」とは言いますが、実際には、くしにベトベトのも

のが付くし、油の匂いがします。合成シャンプーで洗ったあとの

サラサラ感とは違うものです。せっけんで洗っているうちに、髪

の毛がだんだん太くなります。表面に脂肪の層ができるためです。 

 洗髪に関して特に問題だったのは、２０１４年から浄水シャワ

ーを新しいものに替えたことでした。亜硫酸カルシウムのカート

リッジで塩素を除去する仕組みでしたが、カルシウムイオンが溶

け出てせっけんと結合し、金属せっけんになっていたようです。

水道水に含まれるのより遥かに高濃度のカルシウムイオンがせっ

けんと反応することになり、大量の金属せっけんを生み出しまし

た。洗髪後のギシギシ感がひどく、鳥の巣のようでした。くしに

は大量の白い粉と、ベトベトした灰色の物質が付着していました。

シャワーカートリッジが原因だとわかるまでにずいぶん時間がか

かってしまいました。このシャワーヘッドを使うのをやめたら、

髪のギシギシ感は少なくなりました。それでも水道水に含まれて

いる分のカルシウムイオンとは反応してしまうのですが、シャワ

ーヘッドの時のギシギシ感と比べたら、ずっとマシです。亜硫酸

カルシウムの浄水シャワーを使ったことは、水道水の硬度成分（カ

ルシウム・マグネシウムイオン）によって、せっけんがどれだけ

影響を受けるのかということをまざまざと見せつけられた出来事

となりました。 

 日本の水道水は、あまり硬度が高くありませんが、海外などで 

硬度が高い地方であれば、この浄水シャワーヘッドを使ったとき

のような作用が、水道水だけで起きるはずです。 

 全国の浄水場別水道水の硬度はこちらのサイトで見られます。

水道水質データベース 浄水場によってかなり硬度が違います。 

 浄水シャワーについて詳しくは、「スモール・データ・バンク２ 

浄水シャワー」で詳しく書きました。 
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○体を洗う場合 

（１）体にお湯をかける。ある程度汗などの汚れが落ちる。水道水中の

カルシウム・マグネシウムイオンが体に付着。 

（２）せっけんをつけて泡立てる。せっけんとカルシウム・マグネシウム

イオンが結びついてせっけんの一部が金属せっけんになる。洗浄力

が落ちる。 

（３）すすぐ。金属せっけんが肌に残る。ゴワゴワする。 

（４）生活していて汗などをかくと皮膚表面が酸性になり、金属せっけ

んが分解されて脂肪酸になって、脂っこくなる。大気汚染の成分（酸

性）が付着しても、同じ反応が起きる。 

 

 問題の反応をまとめてみると、次のようになります。 

 

○情報を見極める 

 インターネットでは、せっけんに関する正しい情報を得るのが

難しく感じました。せっけんを普及させようという情熱のためか、

せっけん製品を売る商魂のためか、せっけん擁護のために事実と

は違う説明をしているサイトが数多く見られます。科学的な現象

を扱っているので理解するのが難しいかもしれませんが、間違っ

た情報に惑わされないようにしたいものです。 

 

間違っている例 

・洗髪時にせっけんをたくさん使えば使うほど、髪の毛がサラサ

ラになる。（正：せっけんをたくさん使えば、その分水道水の硬度

成分と結合して、金属せっけんがたくさんでき、ギシギシになり

ます。） 

 この情報を真に受けて、洗髪時に大量のせっけんを使用したら、

それまでにないくらいギシギシのゴワゴワになったという苦い経

験があります・・・。 

 

 せっけんによる問題点を解消するためには、次のように対策す

ればよいことになります。 

・せっけんの洗浄力を十分発揮させる。 

・金属せっけんをなるべく発生させないようにする。 

・脂肪酸（油）をなるべく発生させないようにする。 

 

 これらを実現するために、様々な方法を考えてみました。それ

をもとに、約半年にわたって、たくさんの方法を試してみました。

多岐にわたるため、ごちゃごちゃしてわかりにくいので、チャー

トっぽく整理してまとめてみます。  

 

 

 

組み合わせ 生成されるもの 質感など 

せっけん＋水道水の硬度成分（カルシウ

ム・マグネシウムイオン） 

金 属 せ っ け ん

（白い微粉末） 

ゴワゴワ・ギシ

ギシする 

せっけん＋酸性の成分（汗・皮脂などの汚

れ、クエン酸・アスコルビン酸など） 

脂肪酸（油） ベトベトになる

金属せっけん＋酸性の成分（汗・皮脂など

の汚れ、クエン酸・アスコルビン酸など） 

脂肪酸（油） ベトベトになる
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 私が検討してみた方法と、その結果を書いていきます。 

 

○洗浄力の高いせっけんを使う 

 せっけんの性質を調べていると、原料の油の種類によって、洗

浄力が違うことがわかりました。中でも洗浄力が高いのは、ステ

アリン酸を含むせっけんだということです。原料で言うと、牛脂

を使ったせっけんがよいようです。この情報をもとに、３種類の

せっけんを買って試してみました。いきなり体につけるのは勇気

が要るので、まずは布を洗ってみました。ミヨシ「白いせっけん」

で洗ってみたら、洗濯中（手洗い）も乾燥後も、原料の油の匂い

が強くして、具合悪くなってしまいました。牛脂の匂いはけっこ

う強烈です。牛脂のせっけんは人気がないためか、油脂原料の種

類が明記されていない製品が多いです。ネットでじっくり調べる

と、牛脂を使用しているかどうかがわかります。他の２種類も、

それぞれ牛脂の匂いが強くて使えませんでした。 

 

○高温のお湯で洗う 

 せっけんの洗浄力を十分発揮させるためには、４５度以上のお

湯を使うといいそうです。手洗いの時には、４５度だと熱くて洗

えませんでしたが、その後、簡易タイプの洗濯機（電気バケツ）

を導入したので、熱めのお湯でもＯＫです。確かに洗浄力が上が

った感じがします。（洗濯機について詳しくは「スモール・データ・

バンク２ 洗濯」で書いています。） 

 

 

〔高温つけ置き洗い〕 

 せっけんの洗浄力を発揮させるために、究極的には煮洗いをす

るといいようですが、煮ると繊維が傷むので、そう頻繁にはでき

ません。また、大型の鍋を使わなければならない、熱湯を扱うの

で危険、ＣＳ的には有害成分が揮発するリスク、などの理由で、

なかなか踏み切れないものです。煮洗いに準ずるものとして、私

は高温つけ置き洗いをしています。方法は次の通り。 

 洗濯する衣類は、お湯でさっと洗ってしぼる（予洗）。２０～４

５リットルのビニール袋に高温（６０～７５度くらい）のお湯を

入れ、せっけんを溶かす。洗濯物を入れて、ビニールの口をしば

る。これをトロ箱に入れて、フタをして一時間放置。その後は普

通に洗濯してすすいで干します。 

 高温でつけ込むので、煮洗いしたときのように、ふだんの洗濯

では落ちない汚れもすっきりします。また、通常の洗濯で染みつ

いてしまったせっけん臭、油臭さもけっこう取れます。ときどき

高温つけ置き洗いを行っています。 

 体や髪も高温のお湯で洗うと洗浄力が出るのでしょうが、限度

というものがありますね。やけどしてしまいます。髪はなるべく

熱い温度で洗っていますが、体はいくら熱くしても４３度くらい

が限度です。 

 

○軟水器 

 水道水の硬度成分（カルシウム・マグネシウムイオン）を除去

して、金属せっけんの発生を防ぐために、軟水器を使うという方

法も考えられます。これはイオン交換樹脂に通して、水道水中の
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カルシウム・マグネシウムイオンをナトリウムイオンに置換する

装置です。硬度成分がなくなるので、せっけんが金属せっけんに

変化することがなくなり、ギシギシ・ゴワゴワが出ません。少量

のせっけんでも泡立ちよく、洗浄力が出ます。 

 一度は軟水器を検討してみましたが、購入には至っていません。

価格が高いのと、軟水器の素材にＣＳ反応を起こすことを考えた

ためです。どのように水が変化するかを見るために、イオン交換

樹脂のみを１ｋｇほど買ってみたことがあります。このときは、

２０１０年の水事情が 悪なときだったので（詳しくは「第２部 

第６章 引越〔２〕」をご覧ください）、冷静に効果を判定するこ

とができませんでした。あのときは、ＣＳ事情で生活がめちゃく

ちゃになっていました。また改めて試してみれば新たにわかるこ

とがあるかもしれませんが、そのとき軟水器購入の機運は立ち消

えになってしまい、現在に至っています。軟水器を検討している

方は、イオン交換樹脂を買って試してみるといいと思います。軟

水器本体を買うより、ずっと低価格で試せます。 

 

○アルカリ助剤が入ったせっけんを使用 

 これは洗濯のみのお話です。体や髪を洗うと肌が荒れると思い

ます。洗濯石鹸の成分表示を見ると、「炭酸塩」「ケイ酸塩」など

と書いてあるものです。私の場合は、アルカリ助剤が入った洗剤

を試してみましたが、容器の蓋を開けて嗅いでみただけで、目の

痛みが出てダメでした。粉せっけんは飛散して目にしみるので、

液体の洗剤で試してみましたが、目の痛みのため使えそうにあり

ませんでした。 

 アルカリ助剤が入っていると、石けん液をアルカリ性に保って、

せっけんが脂肪酸に分解されるのを防ぎます。洗浄力も落ちない

し、油臭くならないはずです。私は使えませんでしたが、大丈夫

な方は、アルカリ助剤が添加されたせっけんを使うのは、理にか

なっていると思います。欠点は、アルカリ助剤の配合率が高いと、

繊維がゴワゴワになることです。 

 

○予洗する 

 洗濯の時に、いきなりせっけんと洗濯物をお湯に入れると、衣

類に付いている汚れ（汗や皮脂など）が酸性なため、せっけん液

が酸性になって、せっけんが脂肪酸に分解されます。反応した一

部のせっけんが脂肪酸になり、残ったせっけんで洗うことになる

ので、洗浄力が落ちます。これを防ぐために、せっけんを入れる

前に、一度お湯だけでさっと洗って、汗などの汚れを落とします。

私の場合は、せっけんを使う前に、衣類をお湯に１０分ほどつけ

ておいて、手でモミモミして絞ります。その後、せっけんでの洗

濯に入ります。 

 髪や体を洗うときもあらかじめお湯で洗ってから、せっけんを

使った方が洗浄力が出るし、油っぽくならない感じです。 

 

ビタミンＣ（アスコルビン酸）など酸性のものを使わない 

 「スモール・データ・バンク２ 浄水シャワー」でも書きまし

たが、私は水道水の塩素を除去するために、少量のビタミンＣを

使っています。洗濯ではなく、シャワーの時です。ごくわずかな

量ですが、使用すると、やはりせっけんの泡立ちが悪くなる感じ
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がします。洗い上がりも油っぽいです。それを解消するために、

「せっけんを使わない方法」を模索してみました。 

 

○お湯のみで洗う 

 体も髪も洗剤を使わずに、お湯だけで洗う方法があります。ネ

ットで「タモリ式入浴法」や「湯シャン（お湯シャンプー）」など

の検索語で調べると、情報が得られます。それを見て、少し試し

てみました。体はお湯のみである程度はいけますが、長期間とな

ると、脂ぎってくるので、ときどきは洗剤が必要だとわかりまし

た。 

 髪の毛は、湯シャンを試してみましたが、不快感が強すぎて無

理でした。たいていのサイトには、「気持ちが悪いのは 初だけ。

髪が慣れてくれば不快感は取れてくる」と書いてあるのですが、

その期間には幅があって、短いもので２週間、長いものではなん

と５年以上かかるというのです！ ５年もあのベトベトギトギト

に耐えるのは無理です。 

 約１ヶ月にわたり、湯シャン、塩シャンプー、小麦粉シャンプ

ーとひととおりやってみましたが、ギトギト感に耐えられず、断

念しました。小麦粉シャンプーは、髪に残った小麦粉を吸入する

ことで、小麦アレルギーになるのではないかと怖かったです。小

麦粉が食べられないと、かなり食生活が不自由になるからです。 

 

○合成洗剤を使う 

 「ＣＳ患者は合成洗剤を使えない！ せっけんを使おう」とい

うのが常識ですが、使い勝手が難しいせっけんを使い続けるのも

大変だというのが実感です。ネットを見ても、せっけんを使いこ

なせないという声が多く聞かれます。せっけんはそんなにいいも

のなのでしょうか。合成洗剤は絶対に悪いものでしょうか。 

 合成洗剤が化学薬品であるように、せっけんも化学薬品です。

合成洗剤で問題になるのは、香料や各種添加剤で、それらのない

純粋な合成洗剤の成分であれば、ＣＳ患者でも案外使えるのでは

ないか？と思っていました。実際にそのような合成洗剤が売られ

ていて、無香料無添加の洗浄成分のみとなっています。「エコ洗剤」

という名前で売られているものです。ビタミンＣで塩素除去をし

つつせっけんを使うのが難しいと感じてから、エコ洗剤を試して

みては？と思うようになりました。 

 洗濯用のエコ洗剤は添加剤が入っているものが多いし、浴用の

ものは香料や保湿剤が入っているものが多いです。純粋に洗剤成

分のものをといえば、狙い目は食器用洗剤です。 

 

 はじめに試したのは、サラヤ「ヤシノミ洗剤」です。原料がヤ

シ油でつくった合成洗剤です。食器用は、無香料・無添加。成分

は「アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノ

ールアミド」です。いきなり肌につけるのは勇気が要ったので、

布を洗ってみました。 

 まず気づいたのは、汚れ落ちの悪さです。洗濯用の洗剤ではな

いせいもあるのですが、汚れ・匂いもかなり残ったままです。こ

れに対して、せっけんは純せっけん分だけでかなりキレイに汚れ

が落ちるのが、すごいと思いました。 

 洗浄力の他にも気になる点がありました。洗った布が青臭いよ
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うな、何とも言えない植物臭を放っています。原料に使われたヤ

シの匂いなのでしょうか。 

 

 勇気を出して髪を洗ってみました。せっけんと違って、ギシギ

シ・ゴワゴワしません。サラサラです！！ 感動しました。しか

し、洗った翌日から頭皮がかぶれて、赤むけのような状態になっ

てしまいました。やはり、合成洗剤はかぶれやすいものなのでし

ょうか。原料の青臭い匂いが追い打ちをかけます。 

 頭皮のかぶれに耐えきれずに、せっけんで洗い直したら、ひり

ひりした感じはなくなり、かぶれも収まりました。やはりせっけ

んはすごい！安心感が違うと思いました。でも、例のギシギシ感

が戻ってきてしまいました。 

 

 他に「ココナツ洗剤」というエコ洗剤も試してみました(成分：

脂肪酸アルカノールアミド、アルキル硫酸エステルナトリウム）。

これも、「ヤシノミ洗剤」とほぼ同じ結果になりました。せっけん

より汚れ落ちが悪く、頭皮がかぶれ、原料臭がします。しかし、

この洗剤のよいところは、購入前に無料サンプルを試せたことで

す。サンプルで無理だとわかったので、購入に至らず、出費を抑

えることができました。良心的な会社だと思いました。 

 

 合成洗剤はやはり無理だろうと思い、問題が解決しないまま月

日が経ちました。ひょんなことから、私の体にも合う洗剤を見つ

けることができました。 

 

 エアコンの分解洗浄の時、せっけんはカビの原因に

なるので、エコ洗剤（合成洗剤）をもう１種類試して

みることになったのです。 

「フロッシュ パフュームフリー」（成分：アルキルエーテル硫

酸 エステルナトリウム、アルキルアミドプロピルベタイン、

粘度調整剤、安定剤.） 

 当初この洗剤を体に使ってみるつもりは全くありませんでした。

しかし、エアコン洗浄中に、匂いを嗅いでみてもＣＳ反応を起こ

さないし（匂いはします）、誤って素手につけてしまっても、かぶ

れないようなのです。勇気を出して肌を洗ってみることにしまし

た。 初は左腕の一部だけです。これでかぶれないようだったの

で、顔や体を洗ってみました。大丈夫でした。せっけんとは違い、

ゴワゴワした感じや油っぽい感じもなく、すっきりと洗い上がり

ました。液性が弱酸性なので、お肌に優しい感じもします。その

後、現在に至るまで、顔と体はこの洗剤で洗っています。問題な

く使えています。 

 フロッシュで髪も洗ってみました。せっけんと違って、サラサ

ラとした洗い上がりになりました。かぶれも起きませんでした。

しかしなぜか、顔や体を洗ったときと違い、髪から目の痛みを感

じるようになってしまいました。髪は肌と違い表面積が大きいの

で、フロッシュの残留した成分が多く揮発してきているためと思

われます。 

 それで、髪については諦めて、せっけんを使い続けています。

ビタミンＣで塩素を除去したお湯だと、やはり脂っこくなるので、

仕方なく塩素を除去しないお湯でそのまま洗ってみました。脂っ
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こさは解消されましたが、頭皮が塩素で荒れるのではないかと心

配になりました。しかし、頭皮はその他の皮膚と性質が違うのか、

なぜかかぶれることがなかったので、そのまま水道水で洗ってい

ます。私は塩素の匂いにあまり過敏ではないので、洗髪中の匂い

もそれほど気になりません。暫定的にやむを得ぬ処置として、水

道水＋せっけんで洗髪し始めましたが、一年半経った今でも続け

ていられるので、様々な条件を考えると、一応安全な方法ではあ

るようです。ＣＳ的にはあまり勧められる方法ではありません

が・・・。 

 ＊エアコン洗浄については「スモール・データ・バンク エア

コン（クーラー）」で詳しく書いています。 

 

○アルカリ洗剤を使う 

 洗濯の話です。せっけんの代わりにアルカリ洗剤で洗う方法が

あります。「アルカリウォッシュ」などの名前で販売されています。

成分はセスキ酸ソーダ。せっけんと違って、洗い上がりが油臭く

ならないというので好まれているようです。私はアルカリ性のも

のに目の痛みを起こすので、アルカリ洗剤は使えないものだと

初から諦めていました。だから試していません。成分を考えると、

皮脂などの汚れはあまり落ちないという気もしますが、選択肢の

一つだと思います。 

 

○酸素系漂白剤を使う 

 せっけんの代わりに酸素系漂白剤を使う手もあります。しかし、

これも皮脂などの油性の汚れを落とすのは難しいのではないかと

思います。また、私は以前使えていた酸素系漂白剤に、目の痛み

を感じるようになり、２０１１年から使えなくなってしまいまし

た。 

 

○乾燥後に付着した金属せっけんを除去する 

 洗髪と洗濯にせっけんを使っています。洗髪後、くしでとくと、

金属せっけんの白い粉がつきます。私はこの金属せっけんの成分

を嗅ぐと、ピリピリとした不快な粉っぽさを感じます。くしゃみ

が出ることもあります。これを掃除機で吸ってやると、ピリピリ

がかなり楽になります。掃除機のパイプとノズルをはずして、ホ

ースだけにして髪を吸います。ふだん使っている掃除機のホース

だと汚れているので、洗濯機排水用の延長ホース２ｍをつけて吸

います。この延長ホースを髪の毛専用にして、掃除に使うものと

はわけています。吸うとピリピリも減りますし、髪がギシギシし

て絡まる感じも若干緩和されるような感じがします。 

 洗濯物も乾燥したあとに、金属せっけんのピリピリを感じるの

で、掃除機で吸ってやります。布団に掃除機をかけるためのロー

ラータイプのノズルを使います。（詳しくは「スモール・データ・

バンク２ 掃除機」に書きました。）アイロンをかけるときのよう

に、服を平たく伸ばして、その上にローラーを転がしていきます。

服の裏表をかけます。けっこう手間ですが、ＣＳのためにアイロ

ンかけができなくなってしまったので（→「スモール・データ・

バンク アイロン」参照）、その代わりだと思えば、それほど手間

だとも思わなくなりました。服に掃除機をかけると、体感で明ら

かにピリピリ物質が減るので、欠かさずやっています。 
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 今のところ、以上のような方法で洗剤を使っています。状況に

合わせて今後さらに改良を加えていく予定です。 

 

〔まとめ〕 

 現在、私が行っている方法をまとめてみます。 

 

・洗体・洗顔 

ビタミン C を微量入れて、水道水の塩素除去。 

自作のシャワーシステムもしくは、ためたお湯で洗う。 

洗剤は、食器洗い用合成洗剤「フロッシュ パフュームフリー」（無香

料・無添加） 

 

・洗髪 

水道水（塩素除去せず） 

洗剤はミヨシ「無添加 お肌のための洗濯用液体せっけん」 

クエン酸リンスはなし 

乾燥後、掃除機で金属せっけんを吸う 

 

・洗濯 

水道水（塩素除去せず）、湯温高め 

洗剤はミヨシ「無添加 お肌のための洗濯用液体せっけん」 

乾燥後、掃除機で金属せっけんを吸う 

ときどき、高温つけ置き洗い 

 

 

CS の皆様へのメッセージ 

 私の方法は、反応するものを避けて便宜上、暫定的に取り入れ

たものです。皆さんは、それぞれご自分の条件に合わせて、よい

方法をアレンジしていってください。 

（2017 年 11 月） 
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洗濯 

○洗濯機を購入 

 １９９９年に自分がＣＳだと気づいたときから、手洗いで洗濯

をしていました。洗濯機はカビが生えたり汚れが付いたりして、

よけいに洗濯物が汚染される感じがしたからです（→「第１部 第

１章〔３〕 ｅ．洗濯についての注意」参照）。２０１０年に一軒

家からマンションに引っ越してからは、ユニットバスでの手洗い

洗濯がきつく感じられるようになってきました。浴槽が小さく、

洗い場もないので、狭い浴槽内で洗うしかありません。動きにく

い上に、窓もないので蒸気がこもって蒸し暑くなります。体調が

悪いときに、大物（寝具やコートなど）を洗うのが大変に感じら

れました。もうそろそろ洗濯機を導入した方がいいのではない

か？と思いました。 

 全自動は、せっけんカスやカビ、洗濯機自体の汚れの問題があ

り、できれば使いたくありませんでした。とすると、二層式？ 狭

いマンションのどこに置き場所があるというのでしょう。札幌で

は、冬が寒いので、ベランダに洗濯機を置くと凍ってしまって無

理です。 

 どうしたものか・・・？と、うなりながら思案しているうちに、

アイデアがわき出てきました。要するに、何から何まで機械にや

ってもらう必要はなく、手洗いの動力部（モミモミする）だけを

機械に代わってもらえばいいのです。それまでたらいで手洗いし

ていたので、それに撹拌用のプロペラが付いているようなもので

あれば充分です。とすると、これは・・・？ ひらめきました。

かつて「電気バケツ」という商品が流行ったことがあったじゃな

いか。あれでいい、あれは今でも販売されているのだろうか？ 

 ネットで検索してみると、今でもちゃんとありました。しかも

かつては不便・面倒・すぐに使わなくなる、と評判の悪かった電

気バケツも進化して、いろんな商品が出てい

ました。 

 商品のレビューを呼んで、製品臭（機械油、

プラスチック、シーリングなど）の少なそう

なものを選びました。どうせだから脱水機能

も付いているものにしました。 

ミニ楽ンドリーKJ-800 

○製品への反応 

 商品が届けられたので、さっそく匂いを嗅いでみました。予想

していたのよりずっと匂いが少なかったです。うっすらコーキン

グやシーリングの匂いがしていましたが、症状を起こさないレベ

ルでした。 

 洗濯槽をよく洗ってから、洗濯をしてみました。動かしてみる

と、モーターが回って、機械油の匂いがしてきました。けっこう

強い匂いです。お湯を入れたので、プラスチックやシーリングの

匂いもしてきます。匂いは気になりますが、何とか耐えられるレ

ベルです。洗濯物に匂いが移ってしまうのではないかと心配にな

りましたが、大丈夫でした。いくらかは移ったのかもしれません

が、よく嗅いでみてもわかりませんでした。 

 また、機械が動くと、かなり強い電磁波が出る感じがします。

全身の筋肉が痛くなります。ＣＳよりもＥＳ的につらい感じがし

ました。長時間使っていると、機械油の匂いとも相まって、頭痛
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もしてきます。それでもこの洗濯機を使うと、手洗いよりもずっ

と楽で、汚れ落ちもいいので、買ってよかったと思いました。 

 脱水機能も使ってみました。これが笑っちゃうくらいダメで、

ぜんぜん絞れません。２分ほど回してみたけれども、洗濯物から

まだしずくがボタボタと垂れています。幼児が絞っても、もっと

水が切れるはずです。この脱水機能を使うのは、１回きりで終わ

りとなりました。同じメーカーから脱水機能なしのものがもっと

安く出ていたので、そっちを買えばよかったと思いました。 

 

○対策 

 ＣＳ的には何とか使えそうでしたが、ＥＳ的には体に負担がか

かりそうでした。それで、少しでも楽に使えるようにと、工夫し

てみました。浴室にある洗濯機から延長コードで玄関まで配線を

引っ張ってきます。玄関のチェーンのところにコードを引っかけ

て、ここにコンセントの入切スイッチ（スイッチ電源タップ）を

接続します。浴室で洗濯機のタイマーをセットしたあと、玄関ま

で出てきて、入切スイッチで電源を入れます。洗濯機の運転が始

まったら、マンションの廊下に出て待機します。部屋からある程

度離れると電磁波を感じなくなるので、そこで待ちます。運転が

終わる頃に玄関に戻って、スイッチを切ります。洗濯・すすぎな

ど、お湯を入れ替えるたびに、これを繰り返します。 

 廊下で待っている間は手持ちぶさたで、特にやれることもない

ので、フラフラと歩き回ってあちこち見たり、窓から外を眺めた

りしています。「時間の無駄」と思う人もいるかもしれませんが、

私はこの時間が好きです。のんびりゆったりと考え事をしたりし 

     配線図         玄関のスイッチ 

 

ます。外の景色に新たな発見をすることもあります。格好のリラ

ックスタイムとなっています。 

 電気バケツについては、ネットのレビューを見ると、全自動洗

濯機に慣れている人が「不便すぎる」と不満を言っていました。

でも、それまで手洗いしていた私にとっては、ラクチンで便利す

ぎるくらいです！ 

 

○脱水機を購入 

 電気バケツの脱水機能はお話にならないので、手で絞っていま

したが、これも体力を使うし、きちんと絞りきれないので、脱水

機も買うことにしました。脱水専用機で、高速回転のものです。

一般の洗濯機についている脱水機が毎分８００～１０００回転な

のに対して、専用機は毎分２５００～３０００回転です。３倍の
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回転数です！ ２０００年頃、深夜のテレビショッピングで見て、

「いいな、欲しいな」と思っていたのですが、お値段や置き場所

の問題で延び延びになっていました。ついに夢が叶いました！ 

ＣＳ・ＥＳ的に問題がなく使えれば、ですが・・・。 

 届けられた商品を見てみると、コーキング・シーリングやプラ

スチックの匂いはそれなりにしていました。しかし症状を起こす

レベルではありません。デザインがまるっきりオシャレではない

のが気になります。 

 

Bearmax パーソナル脱水機  

【Dassuie ダッスィー】 SD-3000  

 

 さっそく使ってみました。回転すると、も

のすごい電磁波です。強烈な頭痛がします。

そして、機械油の匂いがムワーッと上がってきました。高速回転

しているので、回れば回るほど匂いが強くなってきます。モータ

ーが温まって、揮発してくるみたいです。辺り一帯に機械油の匂

いが広がって、気分が悪くなってきてしまいました。それでも、

これもまた洗濯物には匂いが移らない感じなので、だましだまし

使えないかと思いました。 

 対策法は、洗濯機の時と同じです。電磁波対策として、運転中

に廊下に出ていること、スイッチは延長コードで伸ばして玄関で

行うこと。機械油の匂いは、使用するごとに薄くなっていき、２

年経った現在では問題ないレベルになりましたが、今でも匂いは

します。  

 脱水機の性能はどうかという

と・・・本当に、すばらしい！ どの

くらい絞れるかというと、脱水し終わ

った衣類にさわっても、手が濡れない

くらいです。ポリエステルなんかは、

脱水が終わった時点で、生乾きの状態

というか、「もう乾いちゃったのか

な？」というくらい水分が抜けます。 
 大気汚染などの問題で、部屋干しが

基本ですが、部屋がしけるのが気にな

っていました。カビの原因となるから

です。この脱水機を使うようになってから、洗濯物の乾きが早く

なり、部屋の湿度が前より上がりにくくなりました。 
 欠点としては、音がどうしようもなくうるさいというのがあり

ます。集合住宅なので、他の入居者に気を遣います。偏らないよ

うに均等に洗濯物を入れると、静かに回るけれども、ちょっとで

も偏りが出ると、ものすごい音になります。性能がすばらしいの

で愛用しているけど、この音には本当に辟易させられます。 
 電気バケツ＋脱水専用機で、簡易二槽式の洗濯システムが完成

しました。洗濯がラクになって、楽しくなりました！ 洗濯の時

は、２つのマシンをユニットバスの浴槽に並べて使っています。

ふだんは部屋に置いてあります。容量が小さいので、タオルケッ

トなど大型のものは洗えません。タオルケットは２つに切ってし

まい、裁ち端の始末をして、２回にわけて洗っています。洗濯の

たびにバラして、乾いたら縫い合わせています。特に問題はない

です。他のものは、たいてい洗えます。      （2017 年 11 月） 
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ソーイング 

 化学物質過敏症だと、着るものを買うのが大変です。服の布の

素材にＣＳ反応を起こすことがあり、洗ってもその成分が取れな

かったりします。できれば化繊を避けて、綿素材のものを買いた

いものですが、綿でも加工する過程に使った薬品が残留していて、

強く匂うものもあります。他に、私の場合はＥＳがあるので、金

属部品が付いていない衣類を選ぶ必要があります。金属を身につ

けると、その部分の筋肉が痛くなるからです。  

 衣類の店舗や通販では、婦人物は様々なデザインがあって、選

ぶのが大変です。デザインが気に入っていても、買ってみるとサ

イズが微妙に合わなかったり、着にくかったり・・・服はけっこ

う値が張るので、買っても着られなかったときのダメージが大き

いです。 

 このような事情から、私はたいていの衣類を自分でつくってい

ます。帽子・ブラウス・スカート・パジャマなど・・・。既製品

を買うより、大丈夫な布を買ってつくる方が、私にとっては楽だ

からです。 

 今回は、私のＣＳ的ソーイング手順や注意事項について書いて

いきたいと思います。大まかな流れを書くと、〈布を買う〉→〈布

を洗ってみる〉→〈型紙を用意〉→〈裁断〉→〈縫製〉→〈しっ

かりと洗濯〉→〈着用〉となります。作成の前後に都合２回洗う

ことになります。  

 

○布を買う 

 方法としては、二通り考えられます。店舗に行って買うか、通

販を利用するか、です。どちらにも、メリットとデメリットがあ

ります。店舗に行って選べば、実物を手にとって確認しながら買

うことができるので、布の厚さや質感、色合いなどを具体的に検

討できます。しかし、布を売っている店は、ホコリや化学物質で

空気が悪いので、ＣＳ患者にとっては敷居が高いです。あまりに

空気が悪いと、具合悪くなってしまって、布選びどころではあり

ません。 

 一方、通信販売は、店舗買いとは逆で、店内の空気にさらされ

ることがないので、その点は安心ですが、実物を手に取ることが

できないので、届いてみないと、色合いや化学物質の様子がわか

りません。 

 かつては店舗で布を買っていたのですが、２０１３年頃から黄

砂・ｐｍ２．５などの大気汚染の影響で、外出すると体調を崩し

やすくなりました。アレルギー症状が増したので、生地店に行く

と、くしゃみや息苦しさの症状が出るようになってしました。し

かたがないので、ネット通販を利用してみることにしました。ネ

ットショップでいくつか布を買ってみたのですが、結果として、

この時期に買った布はあまりよいものがありませんでした。届い

てみると、サイトで見たのとは全然違った色合いだったり、ペラ

ペラと薄い布だったり、化学物質の匂いが強くしていたり・・・。

総じて品質のよくない布が多かったような感じがします。やはり

手にとってものを確認しないと難しいのかなぁ、と思いました。  

 その後は、体調のいい時を見計らって、何とか店舗に買いに行

くようにしました。札幌では、大通にある「カナリヤ」という店

が、品揃えが多くて便利です。 
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 初めて買う布は、 初は少量を買ってみます。一度洗って嗅い

でみて、大丈夫なようだったら、必要な分量をもう一度買いに行

くようにしています。一度大丈夫だとわかった布は、大量に買っ

て様々な服を作るようにしています。 

 

○布を洗ってみる 

 買ったばかりの状態では、加工に使った化学物質の成分がつい

ているので、まず洗ってそれを落とします。その後、裁断・縫製

するので、布目を乱さないように、ソーッと洗います。私は化学

物質がよく落ちるように、つけ置き洗いをしています。高温のお

湯とせっけんをビニール袋に入れ、そこに布をつけて、トロ箱（発

泡スチロールの保温箱）に入れます。一時間ほど置いたら、押し

洗いをして（手洗い）、すすいで脱水して干します。（つけ置き洗

いについて詳しくは「スモール・データ・バンク２ 洗剤」に書

きました。） 

 乾いたら、嗅いでみて検討します。この段階でＣＳ反応を起こ

す場合は、その布で服を作っても着られるかどうか怪しいです。

大丈夫なら、作成作業に入ります。 

 通常のソーイングでは、アイロンをかけながら布目をなおす工

程が入りますが、ＣＳのためアイロンを使えないので、地直しは

やっていません。（アイロンについて詳しくは「スモール・データ・

バンク アイロン」で書いています。） 

 この段階は、布目を乱さないようにソッと洗っておき、洋服が

できたあとにもう一回しっかり洗濯することにしています。ニッ

ト地は伸びやすいので、特にやさしく洗うようにしています。こ

の段階で、多少化学臭がしていても、後にしっかり洗濯すること

を見越して、作成作業に入ることもあります。 

 

○型紙を用意 

 洋裁好きの方なら、様々なデザインを検討して、型紙を用意す

るのも楽しい作業なのかもしれません。私の場合は、趣味という

より必要に迫られて作っているので、デザインもシンプルなもの

ばかりです。型紙は、以前つくって体に合っていたものを繰り返

し使っています。つまり、どの服をつくるときも型紙は一つだけ、

ということです。布が変わっても、同じ型紙です！ 

 トップスは、身頃と袖の型紙を用意し、ブラウスやパジャマの

上着をつくるときに使っています。着やすいようにゆったりとし

たデザインです。衿は、そのつどデザインを考えて作図します。

シャツカラーやスタンドカラーなどです。手持ちの洋裁雑誌を見

て、自分の作りたい衿のデザインに合うように作図します。一度

作って良かったものは、何度も同じ型紙で作ります。他には、身

頃の丈を長くしたり、袖丈を変えたり、用途に合わせて調整して

います。この単純化した方法は、ファッションに興味のある方に

は耐えられないやり方かもしれませんが、私の場合はこだわりは

なく着られればＯＫです。 

 スカートの型紙はつくらず、布に直に書いて裁断します。パジ

ャマズボン用の型紙もあり、何度つくっても同じ型紙を使ってい

ます。普段着は平織りの布で、パジャマはニット地でつくります。

同じ型紙でも、伸縮性がある分、パジャマの方がゆったりサイズ

になります。  
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 ソーイングの本に付録でついてくる「実物大型紙」は、大きく

て扱いづらく、写すのが手間なので、使いませんでした。大きさ

のスケールを把握するのも難しいと感じます。サイズを微調整し

たいときなど、不便です。「囲み式製図」が載っている本を見て、

紙に自分で製図しました。大きな紙を買うと管理が面倒なので、

コピー用紙を継ぎ合わせて、型紙の大きさにしています。型紙は

縫い代が付いた状態のものをつくります。縫い代なしのものより、

断然便利です。  

 原型を使って型紙を起こす方法は、上級者向けという印象で、

敷居が高く感じられます。幸い、Ｍ～Ｌサイズの標準体型なので、

囲み式製図で対応できています。 

 

○裁断 

 布を無駄にしたくないので、型紙の１０分の１サイズのものを

紙で作り、１０分の１の布幅を書いた方眼紙の上で、どう裁断す

るのか決めます。効率よく配置し、なるべく余り布が出ないよう

にします。毎回同じ型紙なので、布幅ごとに裁断パターンを記録

して、次に生かしています。 

 例として、パジャマズボンの配置

パターンを載せます。ニット地（環

になっていて、８４㎝幅）で裁断す

るときに、ズボンを上下２つにわけ

て継ぐと、効率よく布を使うことが

できます。使う布は、左図より右図

の方が５０ｃｍ短くてすみます。  

 布に型紙を置いたら、それに合わせて切っていきます。私は印

付けをしていません。縫い代込みの型紙なので、その通りに裁断

します。縫うときは、縫い代の幅を考えながら、目分量で縫って

いきます。たいていの縫い代は１ｃｍなので、慣れれば目分量で

もその幅で縫っていけます。前立て、裾など縫い代の幅が大きい

ところも、だいたいの分量で縫います。 

 スカートやスタンドカラーなどは、布に直接作図して、裁断し

てしまいます。白っぽい布にはシャープペンで、黒っぽい布には

白の色鉛筆で描いています。布の裏面に薄めに書くので、縫って

しまえば見えなくなります。 

 

○縫製 

 布を合わせてまち針でとめて、ミシンで縫っていきます。しつ

けは面倒なのでしません。縫製の道具について、私のＣＳ・ＥＳ

事情を書いていきます。 

 

針 

 新しいものを買っても目の痛みが出て、使えないことが多いで

す。古くから使ってきたものを大切にしています。待ち針は次第

に数が減って、現在８本です。新しいものは金属部分に反応して

いるようです。メッキの成分が原因かな？と思うのですが、金属

製品なので、ＥＳ的な反応なのかもしれません。縫い針も、新し

いのは目の痛みを感じます。今使えるのは、２本だけです。 

 新しく買った待ち針を干していたら、若干目の痛みが減った感

じがするので、どうしても必要なときだけ干し場から持ってきて
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使っています。目の痛みは出ますが、そのときだけ我慢できるレ

ベルです。使い終わったら干し場に戻します。 

 

ミシン 

 母が使っていたものを譲り受けて使っています。私が子供の頃

に買ったもので、すでに３５年くらい経過していると思います。

今でもちゃんと動きます。シンプルな作りで、ただ縫えるだけで

す。 

 素材は、鋳物と古くなったプラスチックで、ＣＳ反応は起こし

ません。しかし、高速で縫うとモーターが加熱するのか、３５年

経った今でも機械油の匂いがします。私が使い始めて２０年以上

は、一度も油を差したことがないにもかかわらずです。とても調

子のよいミシンで、油を差さずにきちんと動いてくれるので、本

当に助かります。低速で動かしている分には、機械油の匂いもあ

まりしません。 

 ＥＳ的には、けっこう強い症状が出ます。モーターが動くと、

全身の筋肉が痛くなります。典型的な低周波の反応だと思います。

筋肉が痛くなって、長時間使っていると頭痛もしてきます。作業

中は仕方ないと諦めて、なるべく手早く作るようにしています。 

 

手縫い 

 ボタン付けやまつり縫いなど、手縫いで縫うことがあります。

ＥＳを発症してから、金属製品に反応を起こすようになり、針を

手に持つとピリピリと痛みが出ます。指先からピリピリとした刺

激が腕全体に伝わっていく感じです。時間が経つと、腕が疲れて、

針を手に持っていられなくなります。だからなるべく手縫いは避

けて、ミシン縫いにしています。やむを得ず手縫いをしなければ

ならないときは、右手に綿手袋をして針を持つようにしています。

素手より、格段に楽です！ 初は手袋をすると縫いにくいと感

じていましたが、慣れると問題なく縫えます。針を素手で持つよ

り断然ラクなので、いつも手袋をして縫っています。 

 

ミシン押さえ金 

 ニット地（ジャージー、スムースなど伸縮性のある布）をミシ

ンで縫うと、伸びて波打つようになり、仕上がりが汚くて困って

いました。仕方なく手縫いで縫ったりしていたのですが、手袋ご

しでも長時間すると手が痛くなるので、何とかミシンで縫いたい

と思っていました。 

 ネットで調べてみると、「上送り押さえ」というミシンの押さえ

金を使うと、伸びずに縫えるということでした。少々値が張るし、

効果がなかったら嫌なので迷いましたが、決心して購入してみま

した。 

 初に買ったのは、無メーカー品の低価格のものでしたが、こ

れは目の痛みが出てダメでした。私は金属製品に対して、よく目

の痛みの症状が出ます。徹底的に洗ったり、１ヶ月ほど干したり

しましたが、痛みがおさまらないので諦めて、別のものを買って

みることにしました。 

 ２つめは、ちゃんとしたメーカー品を買って、こちらは反応な

しでした。使ってみると、本当に便利です！ ニット地も伸びず

にきれいに縫えます。ヘロヘロと波打ったりしません。スイスイ
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縫えます。これは、本当に買ってよかったと

思いました。平織りの布でも、薄手の生地を

縫うときは、この押さえ金を使うと、安定し

て縫えます。  

 ニット地を買うときは、たいていスムース地を選んでいます。

ニットは裁ち端がくるくると丸まってしまうものもあって縫いに

くいのですが、スムースではそういうことがありません。裁ち落

とした布端は、始末しなくてもほつれにくいです。面倒なので、

スムース地の端の始末はしていません。裁ち落としたままです。

裾や袖口など強度をつけるために２つ折りにして縫いますが、立

ち端がほつれにくいので、３つ折りにする必要はありません。 

 

糸 

 ニット用の糸は、フジックス「レジロン」がメジャーなもので

すが、私の場合は、目の痛みを感じてしまいます。同じナイロン

の糸でも、旭化成「レオナ６６」は、なぜか目の痛みがなく使え

ました。そういうわけで、いつでもレオナ６６を使っています。 

 

 縫製が終わったら、ふだんの洗濯と同じように、しっかり洗っ

て、化学成分の匂いを取ります。乾いたら、完成です！ 

（2017 年 11 月） 

 

 

 

 

掃除機 

 スモール・データ・バンク part1「掃除機」では、２００８年

頃までの掃除機の使い方を書いてきました。part2 では、その後

の変化について書いていきます。 

  

○排気の成分を避ける方法 

 ２０１０年に一軒家からマンションに引っ越しました。前の家

では、床材がカーペットだったため、それに合わせた掃除機の改

造を行っていました。吸引力が弱いと、カーペットの奥のホコリ

を吸い込めないので、吸引力を保ちつつ、排気をきれいにする方

法を工夫しました。掃除機の後ろにビニールを長く伸ばして、屋

外に排気する方法です。  

 引越後のマンションでは、床がクッションフロアなので、それ

ほどの吸引力は必要ありません。カーペット用の改造を、クッシ

ョンフロア用に変えました。part1 の 初のほうで説明したとお

り、延長ホースを使ってホースを長く伸ばし、掃除機本体を室外

に出す方法「象の鼻方式」です。延長した分吸引力が落ちますが、

クッションフロアなので、床のゴミやホコリはちゃんと吸えてい

ました。  

 

カーペット用 
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クッションフロア用（「象の鼻」方式） 

 

 

○軽々と掃除機かけ 

 以前は重くて吸引力が強い掃除機を使っていたのですが、収納

場所からの出し入れや掃除中の引き回しのときに、その重さが負

担になってきました。本体だけで７ｋｇ、パイプやノズルは合計

で２ｋｇくらいあります。持ち運ぶのも、ノズルを動かすのも、

とても疲れてしまいます。 

 それで、新しく軽いタイプの掃除機を買いました。本体と付属

品込みで３ｋｇしかありません。持ち運びも軽々、掃除するのも

スイスイです！ 

 ところがしばらく使っていると、軽い掃除機の欠点が見え始め

ました。とにかく吸引力が弱いのです。「象の鼻方式」にすると、

軽いホコリやチリでも吸い残していることがあり、これでは掃除

機の役割を果たしていないと言うほかありません。２～３年、「吸

わないなあ」と思いながら何とか使い続けていましたが、細かい

ホコリのためアレルギー症状が悪化したように感じました。「第２

部 第７章 黄砂と越境大気汚染」で書いたとおり、２０１０年

頃から、黄砂やｐｍ２．５などの越境大気汚染がひどくなってき

ており、そのためアレルギー症状がどんどん悪化していきました。

大気汚染物質の粒子は細かくて小さいものですが、軽いタイプの

掃除機では、吸い残しがあるらしく、掃除機をかけた後でも床が

ザラザラしていました。 

 インターネットで対策を調べていくうちに、「吸引力の強い掃除

機なら、かけたあと床がザラザラしない！」というのを読んで、

「おお、私も吸引力の強い掃除機を買おうかな・・・」と思った

のです。そこでハッと気づいたのですが、すでにうちには強力な

掃除機があるではないですか！ ネット情報では、吸引力の強い

掃除機が重くなってしまうのは、機能上しかたないということで

した。 

 倉庫にしまってあった重い掃除機を出してきてみました。本体

を運ぶだけで、うんざりの重さです。さらにノズルとパイプを出

そうと手にかけたけれど、重い！重すぎる！！ とてもこれは使

えないと思って、ノズルとパイプについては諦めました。 

 

○使いやすい工夫 

 私は考えてみました。本体については、排気を室外に出す私の

掃除スタイルでは、本体を動かす必要はないわけです。本体が重

くても、起きっぱなしにしておけばいいのです。先につけるパイ

プやノズルについては、軽量化を図ってみました。古くて重い本

体に、新しくて軽い掃除機のパイプとノズルをつけることにしま

した。軽い掃除機の方は、軽量化のためにパイプもノズルも軽い

ものになっていました。アタッチメントなどを使って、何とか古

い方につなげました。また、黄砂やｐｍ２．５をしっかり吸える

ように、吸引力を落とさない構造にしてみました。こうして完成

したのが下記のような掃除機です。  
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 「象の鼻方式」と「ビニール排気方式」の長所をコラボで！ ハ

イブリッドタイプの掃除機システムです。床の掃除など、 高の

吸引力を得たいときは、掃除機のホースを延長せずに、後ろのビ

ニールを長く伸ばします。それほど吸引力が必要ないときには、

「象の鼻方式」も採用します。ビニールの長さもホースの長さも、

必要に応じてこまめに調整できるシステムです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○排気用のビニール 

 part1 では、養生用ビニールを使って作る方法を紹介しました

が、現在では、ゴミ袋を使って作っています。この方が材料の調

達が手軽です。２０リットル透明ゴミ袋（５０×６０ｃｍ）を５枚

つなげています。ビニールの底を切って筒型にしたものを粘着テ

ープでつなげていきます。先頭の１枚だけは、厚手（０．０５ｍ

ｍ厚）のものを使って、破れにくいようにしています。後ろの４

枚は、薄手のゴミ袋（０．０２ｍｍ厚）です。薄いので、引き回

したり、収納するのに便利です。このビニールの筒を掃除機本体

にかぶせ、吸い込み口のところでヒモで縛っています。電気コー

ドは縛り口のところから出します。ゴミパックを替えるときは、

ヒモをほどいて、ビニールをはずして替えます。  

 ビニールは、使っているうちに汚れてくるし、ところどころ傷

がついて空気が漏れやすくなるので、定期的につけ替えています。

半年に１回くらい、作り直して、つけ替えます。 

 掃除機は１９９１年に買ったもので、すでに２５年以上経って

います。 近の家電よりしっかりした作りで、壊れにくいように

感じています。吸引力が強くて、床を吸っていると、クッション

フロアの床材がまくれ上がるのではないかと思うほどです。掃除

したあと床がザラザラせず、つるつるの感触になります。 

 

○延長ホース 

 以前は掃除機専用のものを買っていましたが、１０年くらい使

っていたら破けてしまいました。粘着テープで補修して使ってい

ましたが、陰圧がかかるのですぐに壊れてしまいます。 

 面白い裏技を見つけて試してみたこともあります。ペットボト

ル飲料についているラベルを筒状のままはがして、ホースの破れ

目にかぶせます。ドライヤーで温めてラベルを縮めます。そうす

ると、ホースにピッタリと密着するので、破れ目がふさがれると

いう裏技です。しばらくは、調子よく使っていましたが、やはり

吸引力が強く陰圧がかかるので、だんだんラベルが破けてきて使
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えなくなってしまいました。新しいホースを買うまでのつなぎ程

度にはいい裏技かもしれません。 

 延長ホースを買い換えるときに、掃除機専用のものは高価なの

で、代わりに洗濯機の排水ホースを買うことにしました。だんぜ

ん低価格です。ホース両側に掃除機用のアタッチメントをつけて

います。ホームセンターで１００円くらいで売っている「継ぎ手

パイプ」という商品です。排水ホースは、専用の延長ホースに比

べて強度が心配でしたが、実際に使ってみると遜色なく使えてい

ます。棚の上やカーテンレール、電気の傘を掃除するとき、延長

ホースを使うと便利です。長いので、高いところでも楽々掃除で

きます。 

 

○体調が悪いとき 

 掃除機をかけたいけど、怠くてしかたがないときは、困ります

よね。体調が悪いときや、疲れているときの掃除機かけの工夫を

書きます。掃除機をかける前に、部屋をある程度片付けて、床の

面積が広くなるようにするのが定石ですが、疲れていると、この

作業すら億劫に感じることがあります。そうしている間にも、黄

砂やｐｍ２．５は部屋に降り続いています。手っ取り早く粒子状

の汚染物質を吸ってしまいたい。そういうときは、掃除機に延長

ホースをつなげ、その先に直接ノズルをつけます。パイプは接続

しません。この状態で、床に座りながら掃除機をかけます。手の

届く範囲を吸ったら、少し移動して、座りながらかけます。床に

物がゴチャゴチャ出しっぱなしになっていても、よけながら順次

掃除機をかけていきます。延長ホースをつなげば、本体を移動し

なくてもいいので、軽い力で掃除機がけができます。座るのすら

怠いときは、寝ながらでもかけられますよ。 

 従来のように、パイプを接続して立った姿勢で掃除機をかける

と、床に落ちているものをよけるのに、いちいちかがまなければ

なりません。ずっと立って掃除機しているのも、姿勢がつらかっ

たりします。そういうときに、座りながらの掃除機かけは楽で、

私はときどきこの方法で掃除しています。気力がないときも、掃

除機かけの敷居が低く感じられる方法です。 

 

○様々な用途に！ 

 今では掃除機を様々な用途に使うようになり、使い方の幅が広

がりました。 

 

・棚やテーブルの上の小物などあらゆる部分の掃除 

 掃除機に延長ホースを接続し、先にプラスチックのアミをかぶ

せます。（１００円ショップなどで浴室の「排水口ネット」として

売られているものです。） これで床以外の部屋中の掃除をします。

引き出しの中にホコリがたまっているときでも、これで掃除でき

ます。小物があってもアミの部分で止まって、吸い込まれていか

ないので、安心して掃除できます。 

 

・機械の内部にたまったホコリ 

 空気清浄機のフィルターや回転部分の掃除、暖房器具、冷房の

分解掃除など、上記のアミをかぶせた方法で、ホコリや大気汚染

物質を掃除できます。 
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・布団に掃除機かけ 

 布団についたホコリ・カビ・大気汚染物質を掃除機で吸います。

専用の吸込口を買いました。ローラータイプになっていて、布団

の上を転がします。これは便利で、よい買い物をしたと思います。

１９９０年代に似たようなノズルを買いましたが、それは全然吸

わなくてガッカリした覚えがあります。似たようなタイプなので、

おそるおそる買いましたが、今度のは実

によくできていました。今では布団専用

掃除機も売っていますが、ふだんの掃除

機にこれをつければ充分です。 
コーワ ふとん用ローラー 30322 

・服に掃除機かけ 

 外出から帰ったら服についた黄砂、ｐｍ２．５などを掃除機で

吸います。上記のローラータイプのノズルを使います。洗濯した

衣類にも掃除機をかけます。せっけんと水道水が反応してできた

金属せっけんを吸い取るためです。詳しくは、「スモール・データ・

バンク 洗剤」をご覧ください。 

 

・髪に掃除機かけ 

 洗髪のあと、髪に残った金属せっけんを吸います。白い微粉末

です。これも詳しくは「スモール・データ・バンク 洗剤」に書

きました。 

 外出から帰ったあと、髪についた大気汚染物質を吸うこともあ

りますが、掃除機ではあまり取れない感じがするので、洗髪した

方が手っ取り早いです。 

・塗装ブースのような使い方 

 プラモデル工作などでシンナーなどが入っている塗料を塗ると

きに、使う専用のブースがあります。  

手前で塗装を行うと、揮発性の気体がホー

スを通って屋外に排出されます。中にファ

ンが仕込んであって、手前から奥へ空気の

流れができます。ホースの先を窓の外に出

します。  

 ＣＳ患者が匂いの強い塗料を使うこと

はないと思いますが、ＣＳの原因物質でも同じ考え方で室外に排

気できます。そのときに掃除機を使います。有害な揮発物を扱わ

なければならないときに、掃除機の吸込口の近くで行って、排気

を室外に出します。 

 

例：以前は大丈夫だった木工用ボンドで頭痛が起きるようになり、

使用できなくなってしまいました。やむを得ず使わなければなら

ないときは、掃除機で揮発成分を吸いながら行います。排気用ビ

ニールの先を屋外に出せば、木工用ボンドの揮発物を外に排出で

きます。手早く作業をして、乾くまで別室に置いておけば、ほと

んどボンドの成分を吸わなくて済みます。完全に乾いてしまえば、

反応しなくなります。 

 

 以上のような方法で、様々な用途に掃除機をフル活用していま

す。 

 


