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洗濯に関する実験教材の工夫

一中学校家庭生活領域での実践一
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Abstract

Themechanismoftheadsorptionandremovalofsoilfortextilesisverycomplex・Itis

necessaryforstudenttounderstandwashingprocessaccordingtoｔｈｅｒｅlationsbetweensoil

andtextiles・

Inordertodevelopanexperimentalteachingmaterialsonsoilwashingforjuniorhigh

schoolstudentsinhomemakingeducation，Weintroducethewashingexperimenｔｉｎｃｌａｓｓ，and

someresultsofthoseexperimentthatattemptedtodoforjuniorhighschooL

Byusingthisexperimentalteachingmaterials，studentswillbeabletolearn

washingprocesseffectively．

観察する実験などが良く知られる。また近年「人

体汚れ｣Ｄ,｢蛍光増白剤雅),「すすぎ」3)，「再汚

染皿)などを中心に取り扱った実験教材は幾つか

報告されている。しかし，洗濯の対象となる，衣

服に付着した汚れに着目し，その落とし方を中心

に学習させる実験教材は見あたらない。汚れの落

ちかた（洗浄効率）を左右する因子には，どのよ

うなものがあるのかを認識することは,洗濯方法

を決定する上において大変重要である。様々な汚

れの付着した多種多様な衣服に最も適した合理的

な洗濯方法を考え，実践するためには,パターン

化された方法をあてはめるのではなく，個々の状

況に応じて柔軟に選択しなければならない。汚れ

１．はじめに

衣生活分野の指導内容は，自然科学的側面から

の理解を必要とするものが多くある。しかしなが

ら，食生活分野に比べ,科学的な実験教材が少な

いように思われる。教師の多くが,家庭や教室に

ある身近な材料で行える安全で簡単な実験教材を

切望している。衣服管理に関する単元においては，

その指導内容として，衣服の購入から廃棄までの

今過程を含む。このうち，洗濯は健康的な衣生活

を送る上で必要頻度が最も高く，人間生活に密着

した活動であるために指導の中心となっている。

洗濯に関する実験教材としては，「界面活性剤

の作用」を確かめたり，「毛糸編み物の収縮」を

－４４９－
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生じ付着する。空気中の汚れの約30％は油性汚れ

であるため，これらの油状物質を介してより強力

なファンデルヮールス結合を生じ易い。この場合

を油脂結合という。汚れの微粒子と繊維間に摩擦

を生じた際,両者が相反する電荷を帯電し，静電

気が生じ付着する。この場合布の吸湿性や周囲の

湿度が小さい場合に付着性が増す。その他，汚れ

と繊維が異なった符号のイオンを持って（イオン

結合)，または水素原子を介して（水素結合)，ま

たは双極子を持つ極性基間などで，汚れは繊維に

付着する。さらに，片方の電子を共有して（共有

結合)，または，電子対を作り（配位結合）付着

する。これらの結合力は著しく大きいために，普

通の洗浄だけでは除去しにくい。以上のように，

繊維と汚れの付着機構5)には，様々なものがあり，

実際の付着は多くの場合,幾つかの付着機構が組

み合わさって生ずる。家庭科の指導内容では，（１）

単純付着(2)ファンデルワールスカによる付着(3)

静電気力による付着などがその中心となるものと

考えられる。これらの状態を図ｌに模式化した。

の落ちかた(洗浄効率)を左右する因子の理解は，

そのために必要な基礎的な内容となるものと考え

る。

そこで本研究では，汚れの付着と除去はどのよ

うなメカニズムによって生ずるものかを論じ，そ

の教育内容の背景について解説する。そして，中

学校における洗濯教材の意義について述べ，さら

に，衣服に付着した汚れの落とし方を考える授業

にふさわしい実験教材を考案し実践した結果を報

告する。

２．汚れの付着機構と除去機構

家庭洗濯では，衣服の美観を損ねその機能を著

しく低下させる汚れがその対象となる。原因から

の分類では，皮脂，汗などの分泌物すなわち生命

活動汚れと，空気中の塵挨や生活行動に応じた社

会活動汚れに大別できる。成分からの分類につい

ては表Iに一例として，着用肌着の汚れ成分を

示した。これらの成分,量は着用者の性別，年齢，

季節，生活環境などにより異なる。除去特性から

の分類では，形状および水への溶解性を中心に水

溶性，油性,乾性（固体)，特殊汚れとされる。 (3瀞電気力に
よる付着

(1)単純付着 (2)ファンデル

ワールスカ
による付着

表１．肌着の汚れ

｝ダググ。／・〃

図１．汚れの付着（模式図）

これらの除去の仕方は，その結合の種類や強さ

などによって様々な方法が考えられている。繊維

に対して，ブラシがけや操む，たたく，ふるうな

どの物理的な力（衝撃力）を作用されることによ

り，弱い力で結合している汚れは機械的に除去で

きる。特定の溶媒は，汚れに対して繊維よりも大

きな親和力を持ちⅢ強力な結合をする，すなわち，

その溶解力によって除去できる。界面活性剤は，

その吸着特性により，汚れ/繊維界面に作用しそ

の界面張力を低下させ，汚れ/繊維界面を，汚れ／

界面活性剤界面および繊維/界面活性剤界面に置

き換えることにより汚れを脱離させる。汚れおよ

び繊維の両方に界面活性剤が十分に吸着し，汚れ

これらの汚れは繊維に対して様々な形で付着し

ている。大きな固体汚れは,単純に糸や繊維の間

隙にひっかかった形で付着する。この特別な引力

によらない機械的な付着は，繊維や糸の表面状態

が複雑なものほど起こり易い。微小な汚れが繊維

に接近すると，分子間にファンデルワールスカが

－４５０－
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成分

物質名 含量（％）

食塩 15～2０

尿素 ５～７

蛋白質（皮フの代謝物） 20～2５

炭水化物（デン粉，繊維くず） 2０

油脂（脂肪酸，グリセライド，鉱油） ５～1０

固体粒子
(煤煙,ケイ酸塩,炭酸塩,酸化物など）

25～3０
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どうしの接近を妨げⅢ汚れを凝集することなく安

定に保ち，再び繊維に付着しにくくする。すなわ

ち，その界面活性力で除去できる。さらに，色素

を含む汚れの場合，漂白剤（酸化剤または還元剤）

によって，その発色原体を分解し，無色化するこ

とができる。

以上,主な除去機構`)には，様々なものがありⅢ

多くの場合幾つかの除去機構が組み合わさって生

ずる。家庭科の指導内容では，(1)機械的除去（２）

水による溶解除去(3)界面活性剤（洗剤）による

除去がその中心となるものと考えられる。これら

の状態を図２に模式化した。

｢洗濯に関する実験教材の工夫」

近年Ⅲ人間行動の多様化に伴い，家庭から排出

する汚水は増加している。もともと水はいろいろ

な物質を溶解し，流動させることのできる物質で

あった。しかし多量の汚濁物質が流入する水域で

はその浄化作用は甚だ弱りロ環境全体を含め水質

を改善することの必要性が叫ばれている。水は被

服に付着した汚れを効果的に溶解し除去する洗浄

剤であるが,更に一層効果的に汚れを落とすため

に界面活性剤を主成分とする洗剤を利用している。

従って，洗濯は環境へのかかわりでとらえるなら

ば,「汚れと洗剤を含んだ水を河川に流出させる

行為」といえる。実際に生活雑排水中のBOD負

荷量の13％は洗濯による8〕という。洗剤の種類と

その使用量などにより，河川中での生分解性は異

なることから，水系への洗剤負荷量は洗濯の方法

により異なることがわかる。これらのことから，

日常的な洗剤を「水の寿命を縮める作業」と考え

れば，その方法がいかに水資源の保全と密接なか

かわりを持つかがわかる。

表２に洗濯に関する指導内容の展開を一例とし

て示した。これらの内容を短時間に効果的に指導

する教材として実験教材を考える。

(1)機械的除去 (2)水による
溶解除去

(3)界面活性剤
による除去

ilPiil11三ッ’
図２．汚れの除去（模式図）

３．洗濯教材の意義

多種多様な合成繊維の出現による価格の低下に

伴い，被服に対する意識は大きく変化し，かって

は財産としての性格が強かった被服も大量消費の

風潮が強まっている。一方,家庭よりゴミとして

廃棄される繊維類は,－人１日当たり約26ｇにも

及ぶ。さらに，衣料品の特徴として家庭に存在す

る衣料のうち死蔵被服として存在するものが１世

帯あたり，およそ54枚にも達する，)という。廃棄

または死蔵被服となる被服は，その理由によって

狭義の機能低下によるものとそうでないものに分

けられる。狭義の機能低下とは,①収縮，型くず

れなどの変形,②擦り切れ,破れ，ほつれなどの

損傷という被服自身に原因があるものである。こ

こで被服自身の機能低下を中心に考える時，その

原因として二つに大別できる。

それは，着用による不可避的機能低下と，手入

れの不備または失敗による機能低下である。後者

は被服の特性を十分に理解し，合理的な取り扱い

をすることにより防ぐことができる。洗濯を「着

用により汚れた被服を洗い，その寿命を延ばす作

業」と考えると１毎日の合理的な洗濯方法が，廃

棄被服の減少化に大きく関わることがわかる。

表２，指導内容の展開

着用により低下する被服機能

汚れの付着・除去機構

界面活性剤の働き

洗浄効果を高める洗たく方法

繊維・皮膚を守る洗たく方法

省資源・省エネルギー，環境保全を考慮した

洗たく方法

１
１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
Ｉ

ところで,実験教材としての洗濯では実際に洗

濯し，その落ち具合を観察により比較し，その原

因を探求することができる。また汚れの落ち方に

とどまらず,汚れと布の間にどのような関係があ

るのかに関心を持つことが予想される。実験によ

り洗濯の原理や洗剤の成分などについての学習意

欲が喚起されるとともに，その定着度が増すもの

と思われる。さらに，布の構造や性質の違いなど

についての知的好奇心も広がることが予想される。

これらは，布や被服を管理する溶剤を，合理的に

利用しようとする基本的態度形成につながるもの

－４５１－
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モデル汚れとして，附属中学校運動場の赤土，

市販オレンジ100％ジュース，醤油，使用済み

食用油，ミートソース缶詰の５種類を，モデル

白布として市販綿布および附属中学校制服シャ

ツ用生地の２種（表３）を，洗剤として市販衣

料用合成洗剤を用いた。

と考える。従来より行われてきた洗剤実習は，観

察および体験という点においては，実験と同様な

効果が期待される。しかしながら，方法の習得に

重点をおいた実習では実験に比べて互いの結果を

比較しにくい。洗濯方法に対する科学的根拠の理

解度については，実習に比べて実験の方がより学

習効果を高めるという報告功もある。
表３．白布の性状

４．授業実践

１）実践方法

平成５年度より中学校家庭科において，「家

庭生活」という新しい領域が加わった。家庭と

いうまとまりで1年生男女が,共通に履修する

領域にふさわしい内容や方法が模索されている。

琉球大学附属中学校では，既に数年前より「家

庭生活」を学習していた。そこで「家庭生活」

の衣生活の内容として洗濯に関する実験教材の

実践を試みた。

1991年11月に琉球大学附属中学校１年４組

（男子20名，女子20名）に対して，授業を行っ

た。生徒は家庭の仕事,食生活の仕事と合わせ

て５時間を学習し，その後衣生活について４時

間履修済みであった。

男女混合５名で班を作り，８班に分かれて実

験を行った（時間：１０時00より10時50分まで，

気温：約１８℃，湿度：約70％,天気：概ね晴れ)。

授業の流れは，図３に示した｡

1）市販綿布

2）附属中学校制服シャツ用生地

当日汚染用の汚れは，市販コーヒーミルクの

ミニカップに小さじ１杯入れて用意した。白布

は予め洗浄し，生徒の手の大きさを考慮し約２３

cm×18cm程度にピンキングで採取し，それぞれ

に洗濯方法を油性ペンで記入した。洗剤はぬる

ま湯中で標準使用濃度に調製しⅢ常温（約18℃）

にした後，たらいに適量入れ用意した。４班に

は前日作成した汚染布をⅢ残り４班には白布を

配布した。

洗浄後，洗浄前の汚染布の汚れ具合を基準に

目視評価で４段階の得点をつけて点数化した。

そして，除去法,汚れの種類，放置時間，布の

種類の４つの因子が,汚れ落ち（洗浄効率）に

どのような影響を与えるかについて確かめた。

２）実験（実践）結果

結果を図４に示す。除去法では,水く洗剤の

順に洗浄効率が大となった。汚れの種類では，

ミートソース＜油くしようゆく果汁く赤土の順

に大となった。放置時間では，１日経過した汚

れの場合の洗浄効率が,汚れ付着直後のものに

比べて小となった。布の種類では,綿布の方が

混紡布（ポリエステル／綿）に比べて洗浄効率

が小となった。
図３．授業の流れ

－４５２－

組成 組織
密度(本/c､）

縦糸 緯糸

重量

(､g/cni）

厚さ

(､､）

1）

綿100％ 平織 2７ 2４ 1５ 0.323

2）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ６５％

綿３５％

変化

平織
2２ 1７ 1４ 0.248
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きた。

一般に科学実験では,大掛かりな設備や備品

や危険な試薬を必要とする場合が多い。また，

家庭科の教材の特性として,施設・設備・用具

などの不足により，教材の教育価値を十分に生

かせないことが多い'0)といわれている。しかし

ながら，本実験では特別な洗浄および定量機器

などを必要としない。また，モデル汚れは主に

家庭科教室近辺で容易に手に入る安全なものば

かりである。これらのことから，本実験教材は

家庭科の教材として広く利用できる可能性があ

ると考えられる。

授業後の生徒の感想を表４にまとめてみた。

洗濯方法,汚れの種類,洗濯までの放置時間に

より，汚れの落ち方が違うことを自分自身の体

験より実感している。また，日常の家庭生活に

おいて洗濯経験の少ない生徒が積極的に実験を

進めていたようであった。実験後,放置潟洞度

による洗浄効果の比較を表すグラフを提示した

が，この理解度が非常に良好であった。班に分

かれて実験を行ったため,生徒はすべての班が

同じ条件ではないことを理解し，班相互におい

て結果に対する興味がそそられ，とても熱心に

取り組んだ。これらのことから，生徒の興味・

関心・意欲がもたれる教材であることは確認で

きた。

３
２
１
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３

洗
浄
効
率
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得
点
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図４．授業における実験結果

実験結果の明瞭性は,教材作成上最も重要で

ある。生徒自身に作業させた結果を比較する場

合には，その方法を厳密に指示し，一定の方法

を取ることに大きな注意が払われなければなら

ない。洗浄実験においては，個々人の操作を一

定にすることは，ある程度の限界がある。まし

てや付着方法,洗濯方法,評価方法には，かな

り差が生じるために，結果のバラツキが大きく，

洗浄効果において一定の傾向を見い出すことは

大変難しいものと思われた。しかしながら，本

実験方法においては，それらの個人操作による

誤差よりも汚染布や洗濯方法の条件の違いによ

る洗浄効果の差異を明瞭に出すことができた。

洗濯方法,汚れの種類,洗濯までの放置時間，

布の種類のいずれの項目についても，洗浄効果

に与える影響を生徒自身の手によって授業の中

で示すことができた。また実験を班ごとに分担

させたために，多くの結果が1時間の授業の中

で得られ,授業内容に効果的に生かすことがで

表４．生徒の感想

･赤土，果汁，しょうゆは水でも落ちるが，他の
ものは落ちにくい。

・ミートソースなどのような汚れは，洗剤でもあ
まり落ちない。

.しばらくたった汚れも，落ちるものもあれば落

ちないものもあった。

．汚れは，すぐ落とす方が良い。
．水で洗うより，洗剤で洗う方がよく落ちる。

５．おわりに

衣服に付着した汚れの落とし方を考える実験教

材を検討したところ，生徒の手によっても，比較

的容易に明瞭な結果を示すことができた。その結

果,生徒の興味・関心を引き出し学習効果の高ま

る様子が伺えた。

－４５３－
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９）天木圭子,生野晴美,岩崎芳枝：「被服整理

の指導における実験および実習の学習効果に

ついて」日本家庭科教育学会誌,第30巻，

第30巻,第３号，（1987）ｐ、６２～67.

10）山本紀久子：「家庭科教材開発法」家政教育

モデル汚れの選び方については，固体汚れとし

ては掃除機の挨や印刷用トナーが，水溶性汚れと

しては水溶性インクなどが，特殊汚れとしては墨

汁などが利用できると思われるが，今後一層，汚

染布作成方法とともに検討し，改良しなければな

らない。本実験方法の応用として，布の変形や損

傷を最小限に押える洗濯方法についても考えさせ

る必要がある。本実験のように汚れに力を置いた

指導内容では，布自身の特性への配慮がやや薄れ

るために，布の損傷に対する注意が足りなくなる

危険性がある。これを補うための別の実験や実習

と併用することが望ましい。実験結果については，

時間内に図表などを用いてわかりやすくまとめ，

効果的に呈示する工夫が必要であろう。

社，（1992）ｐ、３５～38.
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