くらんど

Anri Krand

石けん学のすヽ
め
天使がくれた無垢

石けんを愛するすべての人たちと
その子どもたちへ
この電子の本を捧げます。
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プロローグ「石けんへの緒言」 ～～石石けけんん、、大大いいななるる遺遺産産～～
石けんとは何か、純石けんとは何か
純純石石けけんん、、そそのの無無垢垢のの意意味味
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石石けけんんはは、、「「脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基」」かからら

有有機機石石けけんんとといいうう、、アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンンププーー
のの石石けけんん

pH

化化粧粧石石けけんん

のの石石けけんん、、低低

ロロジジンン石石けけんん、、ナナフフテテンンササンン石石けけんん

純純石石けけんんよよりり高高
つつ、、
JIS

料料理理ののよよううなな、、アアメメリリカカ式式ハハンンドドメメイイドド石石けけんん

過過脂脂肪肪石石けけんんのの

1 pH
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窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法（（熱熱製製法法））のの石石けけんん

枠枠練練とと機機械械練練

1
水水焚焚法法（（焚焚込込法法））ののカカリリ石石けけんん

2
冷冷製製法法石石けけんん、、ハハンンドドククララフフトトかかららホホーームムメメイイドドままでで

3
中中和和法法（（脂脂肪肪酸酸中中和和法法））のの得得失失

4
油油脂脂とと油油脂脂のの成成分分

油脂とその脂肪酸組成

5
油油脂脂のの採採油油とと精精製製、、圧圧搾搾法法・・融融出出法法・・抽抽出出法法

1
石石けけんんとと飽飽和和脂脂肪肪酸酸、、不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸

2
油油脂脂のの脂脂肪肪酸酸組組成成

3
石石けけんんのの性性格格とと個個性性、、泡泡立立ちち

4
理理想想ののシシーードドオオイイルル、、そそのの未未来来

5
皮皮脂脂のの成成分分

石けんと皮膚の親和性

6
石石けけんんのの刺刺激激性性

正正のの水水和和とと負負のの水水和和

負負のの水水和和石石けけんん、、日日本本薬薬局局方方カカリリ石石けけんん

石石けけんんととアアレレルルギギーー性性疾疾患患

69
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110

4
5
6
1
2
3
4
5

石けんと髪
髪髪のの性性質質とと酸酸性性リリンンススのの本本質質

頭頭皮皮のの成成分分、、散散髪髪のの成成分分

カカリリ石石けけんんシシャャンンププーーのの現現在在とと未未来来

ククエエンン酸酸リリンンススのの濃濃度度とと

オオレレイインン酸酸石石けけんんとと

（（臨臨界界ミミセセルル濃濃度度））

洗洗濯濯石石けけんん laundry soapのの
s いいろろいいろろ
粉粉石石けけんんとと助助剤剤、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムム

粉石けんと洗濯のメカニズム

pH

酸酸素素系系漂漂白白剤剤、、過過炭炭酸酸ナナトトリリウウムム

粉粉石石けけんんのの「「旧旧」」

規規格格

ココンンパパククトト粉粉石石けけんんののモモデデルルレレシシピピ

cmc
JIS

石けんと環境、河川への影響
レレイイチチェェルルカカーーソソンン「「沈沈黙黙のの春春」」かからら

化化学学物物質質へへのの新新ししいい視視点点、、新新毒毒性性学学

129
147

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1

ICS国国
C(際際安安全全性性カカーードド とと) PRT環環
R(境境汚汚染染物物質質排排出出移移動動登登録録 )
河河川川・・海海域域へへのの親親和和、、石石けけんんのの生生分分解解性性

2

176

3
日日本本はは軟軟水水のの国国

とと河河川川のの自自浄浄作作用用

5 4
BOD

ハハザザーードドととリリススクク

6
7

エピローグ「水と緑の国へ」 ～～デデイイーーセセンンシシーーのの心心～～

228

7
8
9

補稿 ～～石けんとのダイアローグ ～～
熱帯林と石けんの関係
235
石石
= けけんんのの肯肯定定

皮膚の と石けん及び弱酸性洗浄剤
皮皮膚膚科科学学のの現現在在進進行行形形

pH

皮皮膚膚へへのの浸浸透透 石石
= けけんんとと弱弱酸酸性性洗洗浄浄剤剤
石石けけんんととセセンンシシテティィブブススキキンン

1

2
油油脂脂ととけけんん化化速速度度

けん化理論

3
脂脂肪肪酸酸組組成成ととけけんん化化影影響響要要素素 温温(度度・・濃濃度度ななどど
水水酸酸化化ナナトトリリウウムム 苛苛(性性ソソーーダダ のの)ススタタンンダダーードド

1
2

石けんと未来と

3

)
取取(扱扱 )

279
295

グルコース水＝静かな水、保(湿でなく 保)水する水
245

234

1

252

2
3
4
5

プロローグ「石けんへの緒言 」」～～石石けけんん、、大大いいななるる遺遺産産～～

デディィッッケケンンズズにに「「大大いいななるる遺遺産産」」とといいうう本本ががあありりまますす。。原原題題はは

Great

Expectationでで
s すすかからら直直訳訳でですすがが、、昔昔のの日日本本語語訳訳とといいううののははイイメメーージジ
ののたためめかか割割とと原原題題ににここだだわわっってていいまませせんん。。「「レレ・・ミミゼゼララブブルル 惨惨(めめなな

かいしゃ

人人々々 」」)はは、、「「ああああ無無情情」」とといいうう日日本本語語タタイイトトルルでで知知らられれてていいまますすがが、、
くろいわるいこう
す
こしょくそうぜん
草草創創のの文文学学者者、、黒黒岩岩涙涙香香のの意意訳訳でですす。。素素ででみみたたらら古古色色蒼蒼然然でですすがが、、不不
自自然然にに感感じじなないいののはは、、早早くくかからら人人口口にに膾膾炙炙ししてていいるるたためめででししょょうう。。古古
ぼうきょう

典典がが古古典典ででああるる証証左左でですす。。映映画画のの世世界界もも同同じじよよううででししたた。。ジジャャンン・・ギギ
ャャババンンのの「「 望望 郷郷 」」はは、、主主人人公公のの名名 Pepe le Mokペペ
o(ペペ・・ルル・・モモココ がが)
パ リ さい
原原 題題 でで しし たた 。。「「巴巴里里 祭祭 」」 もも 原原 題題 はは フフ ララ ンン スス 革革 命命 記記 念念 日日 のの
Quatorze
14

La Storadでで
a 、、 Roaのの
d ここととでですすかからら原原題題通通りりでですす。。ここのの不不 朽朽

ふきゅう

Juillet( 月月 日日 でで)すす。。
そそううででなないい方方ががももちちろろんん多多くく、、フフェェデデリリココ・・フフェェリリーーニニのの「「道道」」のの
原原題題はは

7

のの名名画画がが、、ななぜぜ「「道道」」とといいううタタイイトトルルををももつつののかか不不思思議議でですす。。聖聖書書にに
さくばく

原原典典ががああるるとといいうう話話ががあありりまますすがが、、そそううばばかかりりででははなないいででししょょうう。。ジジ
ェェリリソソミミーーナナののくくりりっっととししたた微微笑笑はは、、人人々々のの索索 漠漠のの人人生生ののささななかかにに、、

・・

いいままもも燦燦然然とと輝輝いいてて止止みみまませせんん。。

かいこう

きんせん

邂邂 逅逅 めめ(ぐぐりり逢逢いい とと)いいいいまますすがが、、人人とと人人ととのの出出逢逢いいだだけけををいいううののでで
ははあありりまませせんん。。人人とと本本やや音音楽楽ととのの出出逢逢いいもも一一生生一一度度のの邂邂逅逅ににほほかかななりり
まませせんん。。めめっったたにに起起ここららなないいののでですすがが、、そそれれだだけけにに心心のの奥奥底底ににああるる琴琴線線
にに触触れれててききまますす。。私私ののよよううなな本本のの虫虫だだとと、、友友人人のの数数よよりり本本のの数数ががははるる
冊冊にに限限らられれまますす。。そそのの限限らられれたたもものののの中中身身がが、、ほほととんんどど私私

かかにに多多いいとといいうう状状況況ににななりりまますすがが、、そそれれででもも本本当当にに必必要要ととすするる本本はは、、
数数種種類類数数
約約

、、厚厚ささでで約約

くくららいいののススピピリリッットトでですす。。

のの精精神神そそののももののとといいっってていいいいももののでですす。。ササイイズズはは多多様様でですすがが、、重重ささでで

10

2m

限限るるとと

のほうず

半半分分をを占占めめてていいまますす。。浴浴用用・・洗洗顔顔にに
割割強強がが合合成成洗洗剤剤がが主主役役のの
6

4

割割弱弱をを維維持持ししてていいまますす。。ああととのの

洗洗顔顔料料ととボボデディィ用用洗洗浄浄剤剤でですす。。

4

剤剤全全体体でではは、、いいままだだにに石石けけんんがが

倒倒的的でですすがが、、シシャャンンププーー・・リリンンスス・・浴浴用用・・洗洗顔顔・・手手洗洗いいななどど身身体体用用洗洗

所所用用とと住住居居用用はは合合成成洗洗剤剤ががほほととんんどどでで、、洗洗濯濯用用のの洗洗剤剤もも合合成成洗洗剤剤がが圧圧

けけれれどどもも、、ととりりああええずず 野野(放放図図なな 添添)加加物物のの問問題題をを棚棚上上げげすすれればば、、いい
ままででもも石石けけんんはは、、普普通通ににももっっとともも好好んんででつつかかわわれれてていいるるももののでですす。。台台

ここととははあありりまませせんんででししたた。。

合合成成界界面面活活性性剤剤にに貢貢献献すするるここととははああっっててもも、、石石けけんんににななんんらら寄寄与与すするる

ごうせいかいめんかっせいざ い

のの後後はは一一気気にに衰衰退退ししてていいまますす。。ココロロイイドド化化学学とと界界面面化化学学のの 進進 捗捗 もも、、

しんちょく

はは、、石石けけんんのの黄黄金金時時代代のの 終終 焉焉 ででああっったた半半世世紀紀前前にに完完成成のの極極ををみみてて、、そそ

しゅうえん

業業的的なな対対象象とと学学問問的的なな関関心心かかららはは外外れれてていいまますす。。膨膨大大なな化化学学的的なな成成果果

ささてて、、石石けけんんとといいうう化化学学物物質質はは、、いいまま現現在在もも現現役役ののももののでですすがが、、産産

600
kg

強強対対

弱弱でですすがが、、浴浴用用・・化化粧粧のの純純石石けけんん・・無無添添加加石石けけんん

純純石石けけんん・・無無添添加加石石けけんんににここだだわわるるとと 私私(ははここだだわわりりまますす 、、)ここのの割割
合合はは激激減減ししまますす。。洗洗濯濯用用粉粉石石けけんんとと洗洗濯濯用用粉粉末末合合成成洗洗剤剤のの割割合合はは、、現現
在在
96.7
%
こうりょう

きんぞく ふ う さ ざ い

ええまませせんんがが、、ももちちろろんん石石けけんんででああるるここととははかかわわりりあありりまませせんん。。
ひょうぼう

はちく

ひひるるががええっっててここのの半半世世紀紀はは、、石石けけんんがが後後退退ししてていいくく歴歴史史ででししたた。。

ししててののちち、、そそれれにに取取っってて替替っっててししままいいまますす。。少少ななくくとともも

世世紀紀～～

世世
20

もさく

世世紀紀のの現現在在、、「「成成長長のの限限界界」」

21

ううにに蹴蹴散散ららさされれててししままいいままししたた。。

かからら、、硬硬水水ににつつよよいい合合成成洗洗剤剤のの普普及及ととととももにに、、石石けけんんはは絵絵にに描描いいたたよよ

のの一一部部とと、、以以外外ののヨヨーーロロッッパパ諸諸国国はは、、どどここもも名名だだたたるる硬硬 水水のの国国ででししたた

こうすい

ととがが、、石石けけんんへへのの情情操操をを育育んんででききままししたた。。アアメメリリカカのの半半ばばととイイギギリリスス

好好ききのの国国民民性性とといいううよよすすががとと、、世世界界ででもも希希なな「「軟軟 水水のの国国」」ででああっったたここ

なんすい

合合ははささららにに環環境境にに恵恵ままれれてていいたたとといいうう、、有有為為なな背背景景ががあありりまますす。。清清潔潔

ゆうい

そそのの理理由由にに、、石石けけんんがが生生来来つつかかいいややすすくく、、感感触触ににすすぐぐれれ、、日日本本のの場場

ららでですす。。時時代代をを超超越越ししたた愛愛好好ににほほかかななりりまませせんん。。

市市民民がが、、つつねねかからら安安定定ししたた少少数数いいてて、、石石けけんんををししっっかかりり守守っっててききたたかか

石石けけんんがが生生ききののびびたたののはは、、予予想想にに反反ししたたののででははななくく、、石石けけんんをを愛愛すするる

ががああききららかかににみみええ、、「「持持続続可可能能なな発発展展」」がが日日々々模模索索さされれてていいるる時時代代でですす。。

今今ははももちちろろんんそそううででははあありりまませせんん。。

ああががりりにに発発展展ししてていいたたシシンンププルルなな時時代代ででししたた。。

紀紀のの成成長長のの時時代代ににはは、、そそうう信信じじらられれてていいままししたた。。すすべべててののももののがが右右肩肩

19

ははななりりまませせんんででししたた。。普普通通、、新新ししいい産産業業技技術術はは、、古古いい産産業業技技術術をを圧圧迫迫

長長しし、、早早晩晩石石けけんんをを駆駆逐逐ししててししままううよよううででししたたがが、、予予想想にに反反ししててそそうう

世世紀紀中中葉葉以以降降、、最最新新のの化化学学をを 標標 榜榜 すするる合合成成洗洗剤剤がが、、破破竹竹のの勢勢いいでで生生

20

着着 色色 料料 ・・香香 料料 がが入入っってていいまますす。。純純石石けけんんとともも無無添添加加石石けけんんととももいい

ちゃくしょくりょう

っっ てて もも 、、 そそ のの うう ちち のの ほほ とと んん どど はは 合合 成成 のの 保保 存存 料料 ・・ 金金 属属 封封鎖鎖剤剤 ・・

ほぞんりょう

みみらられれまますす。。つつままりり４４割割ににちちかかいいシシェェアアををももつつ浴浴用用・・化化粧粧石石けけんんとといい

ととそそのの他他のの石石けけんんととのの割割合合もも、、そそののくくららいいかかももううすすここしし高高めめくくららいいとと

3.3
%

そそれれででもも世世界界のの片片隅隅のの、、

部部のの人人たたちちのの手手にによよっってて、、石石けけんんのの伝伝統統

ととつつでですす。。

ひ

じゅんごうせいせ ん い

にに放放出出さされれててもも、、

日日でで

せいたいどくせい

りくぞく

さ いせいせ ん い

ちっそ

究究極極分分解解さされれるるほほどど生生分分解解性性ににすすぐぐれれてて

そそののたためめにに石石けけんんはは、、生生 来来、、皮皮膚膚ととのの親親和和性性ががあありり、、自自然然（（河河川川））

せいらい

維維とと組組成成ののあありりよよううがが似似てていいまますす。。

そせい

天天然然繊繊維維にに近近いいポポジジシショョンンををももちち、、レレーーヨヨンン・・キキュュププララななどどのの再再生生繊繊

ををみみてていいたた繊繊維維ででああっったたたためめでですす。。石石けけんんももココッットトンン・・リリネネンンななどどのの

るるここととががあありりまませせんんででししたた。。ももちちろろんん偶偶然然ななののででははななくく、、ここれれもも完完成成

っってて、、不不都都合合なな側側面面ももすすくくななかかっったたたためめにに、、化化学学繊繊維維にに取取っってて代代らられれ

然然繊繊維維がが繊繊維維のの主主流流をを占占めめてていいまますす。。人人類類史史的的とといいっってていいいい愛愛着着ががああ

半半合合成成繊繊維維・・純純 合合 成成繊繊維維ななどどのの化化学学繊繊維維がが陸陸続続ととああららわわれれたた後後もも、、天天

はんごうせいせ ん い

化化学学工工業業ののひひととつつででああっったた繊繊維維 工工 業業 はは、、セセルルロローースス系系再再生生繊繊維維・・

せ ん いこうぎょう

でで、、完完成成ををみみてていいたたとといいうう証証 左左でですす。。文文字字通通りり大大いいななるる遺遺産産でですす。。

しょうさ

ももささるるここととななががらら、、清清潔潔好好ききのの国国のの石石けけんんがが、、浴浴用用・・化化粧粧とといいうう分分野野

世世界界ででももっっとともも石石けけんんをを愛愛ししてていいるる国国民民とといいっってていいいいででししょょうう。。環環境境

てていいまますす。。 日日本本でではは最最後後のの 砦砦 みみたたよよううににししっっかかりり守守らられれててききままししたた。。

とりで

んんははいいままだだにに現現役役でですすがが、、発発展展とと並並行行ししてて合合成成洗洗剤剤ががシシェェアアをを伸伸ばばしし

アアジジアア・・アアフフリリカカ世世界界でではは、、一一部部産産業業的的後後進進とといいうう理理由由かからら、、石石けけ

くくらられれつつづづけけてていいるるののももそそのの

ららわわれれでですす。。オオリリエエンントト地地方方ででオオリリーーブブオオイイルル石石けけんんがが、、いいままだだににつつ

敷敷衍衍とと、、ヨヨーーロロッッパパののササボボンン・・ドド・・ママルルセセーーユユのの温温存存ななどどがが、、そそののああ

はは守守らられれててききままししたた。。アアメメリリカカののハハンンドドメメイイドド・・ソソーーププメメイイキキンンググのの

一
100%

ししてて石石けけんんはは、、そそのの恵恵ままれれたた日日本本のの清清冽冽なな水水ににととててもも似似合合ううももののででしし

環環境境がが人人ををつつくくりりまますす。。豊豊 潤潤 なな環環境境ははゆゆたたかかなな人人ををつつくくりりまますす。。そそ

ほうじゅん

りりししてていいまますす。。石石けけんんははひひととりり人人とと環環境境ののたためめにに飛飛びび抜抜けけてていいまますす。。

ななくく、、日日常常にに多多くくつつかかわわれれななががらら、、そそれれららのの負負荷荷ののどどここかかにに抵抵触触ししたた

リリンンもも含含みみまませせんん。。合合成成洗洗剤剤ににははそそうういいうう性性質質をを合合せせももつつももののははすすくく

いいまますす。。水水生生生生物物をを脅脅かかすす生生 態態 毒毒 性性ががななくく、、海海域域をを汚汚濁濁すするるすす窒窒素素・・

1

たた。。清清潔潔好好ききのの日日本本人人ににととっっててはは片片隅隅ににココトトリリととおおささままるる品品物物ででししたた。。
ととつつももっってていいくくととししたたららとと聞聞かかれれてて、、「「石石けけんん」」とと答答ええ

ききれれいいなな白白皙皙のの容容貌貌ががあありり、、ささわわややかかなな手手触触りりとと泡泡立立ちちががあありり、、無無人人
島島ににななににかか

どど忘忘れれささらられれてていいまますす。。

たくみ

度度発発展展がが

一

部部ととししてて抱抱合合すするる地地

一

本本をを捧捧げげまますす。。

石石けけんんをを愛愛すするるすすべべててのの人人たたちちとと、、そそのの子子どどももたたちちへへ、、ここのの電電子子のの

ここととががああるるででししょょううかか。。

ななっってていいまますす。。後後世世かからら石石けけんんルルネネッッササンンススとと、、ここのの時時代代がが呼呼ばばれれるる

球球のの環環境境ののたためめでですす。。石石けけんんにに対対すするる知知識識もも、、ふふたたたたびび必必要要なな時時代代にに

そそれれははももちちろろんん環環境境ののたためめでですす。。身身体体ももそそのの

れれ、、市市民民のの手手にによよるる復復興興ののききざざししももみみええてていいまますす。。

スストトッッププししたたももののととししててはは異異例例のの、、維維持持とと保保存存ののたためめのの注注力力ががははららわわ

石石けけんんもも同同様様のの運運命命ににささららさされれままししたたがが、、石石けけんんのの場場合合はは

すす。。いいくくつつかかのの技技術術はは今今にに伝伝承承さされれずず、、記記録録ととししてて残残るるにに止止ままりりまますす。。

はは、、たたととええばば植植物物文文化化ととととももにに華華ひひららいいたた精精緻緻なな 匠匠 のの技技ななどどももあありりまま

せ いち

文文明明ににはは時時々々ここうういいううここととがが起起りりまますす。。 忘忘 却却 さされれたた技技術術ののななかかにに

ぼうきゃく

てていいまませせんん。。半半世世紀紀前前「「化化学学のの華華」」ででああっったた「「石石けけんん学学」」もも、、ほほととんん

はな

ななももののがが欠欠けけてていいまますす。。ななににかかこここころろのの伝伝統統とといいっったたももののがが保保存存さされれ

ととこころろももいいくくつつかかあありりまますす。。愛愛着着ががああっっててもも生生活活のの「「よよすすがが」」ののよようう

過過去去形形ででははあありりまませせんん。。今今ででもも愛愛さされれてていいまますす。。たただだ昔昔ととはは違違っったた

るる人人ががいいるるくくららいいにに、、誰誰かかららもも愛愛さされれてていいままししたた。。

ひ

つぶや

石けんとは何か、純石けんとは何か

といき

む じ

む え

むこん

もも、、幻幻滅滅ななどどししててははいいけけまませせんん。。内内側側にに息息づづくく無無垢垢はは、、いいくくばばくくかかはは

そそのの可可憐憐ななももののがが、、ふふいいににここちちららををみみてて下下卑卑たた悪悪態態ををつついいたたととししてて

いいももののだだとと。。

ききるる価価値値がが生生れれててくくるるよよううなな存存在在でで、、決決ししてて無無闇闇にに手手折折っっててははななららなな

世世のの中中ににはは染染ままるるここととののなないい清清ららかかななももののがが稀稀ににああるる、、そそれれだだけけでで生生

すすがが、、どどここかか染染みみ入入るるよよううなな語語感感ががあありりまますす。。自自分分はは汚汚れれてていいるるがが、、

はは、、
「「純純粋粋・・ 清清 浄浄 ・・無無地地・・無無穢穢 ・・無無混混・・純純白白・・純純金金」」ななどどををいいいいまま

しょうじょう

いいとといいうう人人ががいいそそううでですすがが、、決決ししててそそううばばかかりりででははあありりまませせんん。。「「無無垢垢」」

ええばば幼幼いい少少女女をを思思ううででししょょううかか。。そそんんなな殊殊勝勝なな子子どどももははいいままどどききいいなな

「「ああああ、、無無垢垢だだ」」とと、、吐吐息息みみたたくく 呟呟 かかれれるる言言葉葉にに、、私私たたちちははたたとと

む く

純純石石けけんん、、そそのの無無垢垢のの意意味味

１
1

真真実実でであありり、、存存在在そそののももののもも、、ここのの世世ででははししばばししばば表表層層をを隔隔絶絶すするるかか
ららでですす。。信信じじるるここととががままずず先先ににななけけれればばななららなないい、、いいままははそそうういいうう時時
代代でですす。。
・・

さ っきんぼ う ふ ざ い

さ ん か ぼ う しざ い

きんぞく

石石けけんんとといいうう言言葉葉ののかかわわりりにに、、純純石石けけんんとといいうう言言葉葉がが言言わわれれるるよようう
ふう さ ざ い

しき そ

こうりょう

ににななっったたののはは、、割割とと最最近近ののここととでですす。。殺殺菌菌防防腐腐剤剤・・酸酸化化防防止止剤剤・・金金属属
封封鎖鎖剤剤・・色色素素・・ 香香 料料（（いいずずれれもも合合成成化化学学物物質質））ななどどがが入入っってていいるる「「化化
けしょう

よくよう

粧粧石石けけんん」」がが、、石石けけんんとと呼呼ばばれれてていいたたたためめにに 現現(在在ももそそちちららがが圧圧倒倒的的
でですす 、、
) そそうういいううももののがが入入っってていいなないい化化粧粧・・浴浴用用石石けけんんをを、、ととくくにに「「純純
石石けけんん」」とと呼呼んんでで区区別別ししたたののががははじじままりりでですす。。無無垢垢（（混混じじりりけけなないい））
むてんか

なな石石けけんんののここととでですす。。
無無添添加加石石けけんんとといいうう言言葉葉ももあありり、、純純石石けけんんとと同同様様なな意意味味ででつつかかわわれれ
まますすがが、、意意味味合合いいににはは若若干干のの温温度度差差ががあありりまますす。。純純石石けけんんはは、、
「「純純石石けけ
・・

））ももののをを指指ししまますす。。無無添添加加石石けけんんはは、、

んん分分」」以以外外ののももののをを含含ままなないいとといいうう意意味味でで無無垢垢でであありり、、ととくくにに純純石石けけ
んん分分がが高高いい（（純純石石けけんん分分
99%

能能性性がが指指摘摘さされれたた、、化化粧粧品品・・医医薬薬部部外外品品

きょうざつぶつ

ぜんせいぶん

成成分分（（化化粧粧品品ののみみでではは
173

成成

たただだ「「表表示示指指定定成成分分」」はは、、薬薬事事法法にによよっっててハハザザーードド（（有有害害性性））のの可可

ののみみ配配合合、、とといいうう基基準準にに適適合合ししまませせんん。。

やや無無添添加加石石けけんんのの条条件件ににななるる、、天天然然物物（（おおよよびび負負荷荷のの少少なないい合合成成物物質質））

まませせんん。。表表示示義義務務ののなないい添添加加物物がが入入るるののはは自自由由でですすかからら、、純純せせっっけけんん

表表示示のの施施行行ととととももにに廃廃さされれてていいまますすがが、、ももちちろろんん無無垢垢ななももののででははあありり

ひょう じ

「「表表示示指指定定成成分分無無添添加加」」とといいうう化化粧粧品品・・石石けけんんがが過過去去ににあありり、、全全成成分分

ひょう じ し て いせいぶん む て ん か

ももあありりまますす。。どどちちららもも無無垢垢なな石石けけんんででああるるここととににはは変変りりあありりまませせんん。。

ととががあありり、、天天然然物物（（おおよよびび負負荷荷のの少少なないい合合成成物物質質））がが添添加加さされれるるこことと

りりまませせんん。。そそののたためめ、、原原料料由由来来のの不不 純純 物物・・ 夾夾 雑雑 物物ををわわずずかかにに含含むむここ

ふじゅんぶつ

石石けけんん以以外外のの添添加加物物をを入入れれてていいなないいとといいうう意意味味でであありり、、純純度度ににここだだわわ

98%

102

分分））ののリリスストトででししたたかからら、、市市民民ののリリススクク管管理理のの指指標標ととししててはは、、そそれれなな
りりにに意意味味ああるるももののででししたた。。殺殺菌菌防防腐腐剤剤「「パパララベベンン」」、、酸酸化化防防止止剤剤「「ジジブブ
チチルルヒヒドドロロキキシシトトルルエエンン ( 」」、、
) 酸酸化化防防止止 金金属属封封鎖鎖剤剤「「エエデデトト酸酸塩塩」」、、
色色素素「「タターールル色色素素」」、、香香料料「「合合成成香香料料」」ななどどがが代代表表的的ななももののでですすがが、、市市
&

たただだしし濃濃度度

をを超超ええるる配配合合成成分分ははすすべべてて配配合合量量のの多多いい順順にに記記載載さされれ

ジジテティィブブリリスストト））おおよよびび、、配配合合禁禁止止・・制制限限成成分分 ネネ(ガガテティィブブリリスストト のの
)
ううちちのの配配合合制制限限成成分分ととにによよるる、、「「配配合合量量順順全全成成分分表表示示」」とといいううももののでですす。。

ささてて、、現現在在のの化化粧粧品品・・医医薬薬部部外外品品のの全全成成分分表表示示はは、、配配合合可可能能成成分分（（ポポ

ななどどでで区区分分ししてておおくくののもも一一案案だだっったたででししょょうう。。

ももよよししああししのの面面ももあありりまますす。。全全成成分分表表示示のの上上でで、、旧旧表表示示指指定定成成分分はは「「注注」」

ににハハザザーードドへへのの注注意意をを喚喚起起すするる役役割割をを果果たたししててききたたののでですすかからら、、廃廃止止

にに切切りり替替ええたた市市民民はは決決ししてて少少ななくくははあありりまませせんんででししたた。。思思慮慮深深いい市市民民

そそれれらら表表示示指指定定のの意意味味をを知知っっててははじじめめてて、、無無添添加加のの化化粧粧品品・・石石けけんん

かかななららずず含含ままれれてていいたたももののでですす。。現現在在ももももちちろろんん含含ままれれてていいまますす。。

場場ににででてていいるる大大手手メメーーカカーーのの化化粧粧品品・・化化粧粧石石けけんん・・医医薬薬部部外外品品ににはは、、

BHT

分分

以以下下のの成成分分ににつついいててはは順順不不同同、、着着色色剤剤はは最最後後にに表表示示さされれ、、

のの表表示示とと、、洗洗浄浄補補助助剤剤ががああるる場場合合、、

以以上上はは機機能能名名称称ののみみ表表示示

るる「「家家庭庭用用品品」」でですすかからら、、家家庭庭用用品品品品質質表表示示法法にによよりりまますす。。純純石石けけんん

表表示示ににななりりまますす。。洗洗濯濯用用石石けけんんとと台台所所用用石石けけんんはは、、通通産産省省のの管管轄轄にによよ

浴浴用用・・化化粧粧石石けけんんととシシャャンンププーー））はは、、ししたたががっっててここのの配配合合量量順順全全成成分分

厚厚生生労労働働省省のの管管轄轄内内のの「「化化粧粧品品」」にに該該当当すするる石石けけんん（（身身体体ににつつかかうう

制制限限成成分分 ネネ(ガガテティィブブリリスストト 中中)のの配配合合禁禁止止成成分分はは、、ももちちろろんん使使用用ががでで
ききまませせんんかからら、、配配合合ももさされれまませせんん。。

香香料料はは一一括括「「香香料料」」ととののみみ記記載載さされれるるここととににななっってていいまますす。。配配合合禁禁止止・・

まますすがが、、

1%
1%

1%

酸酸塩塩 」」
) ししまますす。。

10%

さんえん

石石けけんんでですすかからら他他のの洗洗浄浄補補助助剤剤ははままずず入入りりまませせんんがが、、りりんん酸酸塩塩がが入入

せんじょう ほじょざ い

「「アアルルカカリリ剤剤」」、、 以以上上はは機機能能名名称称とと種種類類名名称称をを表表示示「「アアルルカカリリ剤剤 炭炭(

%

るる場場合合はは
みず な ん か ざ い

以以上上でで種種類類名名称称とと

のの表表示示がが必必要要ににななりり、、金金属属封封鎖鎖剤剤をを

%
けいこうぞうはくざい

ぶんさんざい

以以上上のの表表記記義義務務ががあありり

みず な ん か ざ い

1%

どく せい

あありりまますす。。たたととええばば、、急急性性毒毒性性のの指指標標ででああるる

値値はは不不適適切切ななももののでですす。。

ちちななみみにに化化学学物物質質のの安安全全性性ををははかかるるモモノノササシシもも、、変変ええてていいくく必必要要がが

ででなないいももののははみみななそそれれにに該該当当ししまますす。。

xenobioticゼゼ
s ノノババイイオオテティィククスス」」とと呼呼ぶぶももののががここれれでですす。。そそししてて生生
体体異異物物ははそそののまままま環環境境異異物物とと言言いい換換ええててささししつつかかええあありりまませせんん。。無無垢垢

「「潜潜 在在 的的なな毒毒 性性 」」ををももつつももののととみみななさされれまますす。。毒毒性性学学がが「「生生体体異異物物

せんざいてき

連連鎖鎖・・調調和和のの関関係係ににああるるももののののみみををいいいい、、以以外外ののすすべべててのの化化学学物物質質はは

れんさ

いいももののななどど、、そそうういいうう物物質質ののみみででででききてていいるるももののでですす。。いいわわばば生生体体とと

ここままれれるるもものの、、身身体体ににももととかからら親親和和的的ななもものの、、そそししてて環環境境をを損損ななわわなな

無無垢垢ななももののとといいううののはは、、身身体体をを構構成成ししてていいるるもものの、、栄栄養養ととししてて摂摂りり

ししてて、、そそううででなないいももののをを拒拒絶絶ししてていいるるかかららでですす。。

すす。。私私たたちちのの身身体体とと身身体体ももそそのの一一部部ででああるる環環境境がが、、無無垢垢ののももののをを希希求求

ワワーードドでですす。。無無垢垢（（混混じじりりけけののなないい））はは、、無無辜辜（（罪罪ののなないい））にに通通じじまま

ひひるるががええっってて、、今今とといいうう時時代代はは、、無無垢垢とといいうう言言葉葉自自体体がが大大事事ななキキーー

能能表表示示ででいいいいななどど、、不不完完全全なな成成分分表表示示ににななっってていいまますす。。

ななががらら、、アアルルカカリリ剤剤・・漂漂 白白 剤剤・・蛍蛍光光増増白白剤剤・・水水軟軟化化剤剤・・分分散散剤剤等等、、機機

ひょうはくざい

いいええなないいここととははあありりまませせんんがが、、補補助助剤剤ななどどはは

活活性性剤剤のの含含有有率率のの表表示示がが義義務務ににななりりまますす。。一一応応配配合合量量順順全全成成分分表表示示とと

入入れれるる場場合合はは、、水水軟軟化化剤剤 アア(ルルミミノノけけいい酸酸塩塩 等等
) のの表表示示、、石石けけんん以以外外
ふくごう
のの界界面面活活性性剤剤がが入入るる場場合合はは、、複複 合合石石けけんんとといいうう表表示示にに変変更更ししてて、、界界面面

1%

とと、、 NOAEをを
L 不不確確定定係係数数でで割割っったた

値値（（許許容容

ササリリドドママイイドドはは「「ほほととんんどど無無毒毒」」とといいうう 値値 5,0～～
00 10,00のの
0 物物質質でで
すすがが、、ああのの悲悲惨惨なな薬薬害害ををももたたららししままししたた。。慢慢性性毒毒性性のの指指標標ででああるる NOAEL
日日摂摂取取量量））もも、、安安全全性性

LD50
LD50

1

化化学学物物質質のの影影響響ががゼゼロロににななるるののはは、、結結局局、、使使用用量量ががゼゼロロのの場場合合ににほほ

のの判判断断のの上上かかららはは、、妥妥当当ととははいいええまませせんん。。 NOAEにに
L 設設定定さされれてていいるる安安
しきいち
全全性性のの最最少少容容量量「「閾閾 値値」」がが、、確確実実なな保保証証ににななららなないいたためめでですす。。

ADI

かかななりりまませせんん。。つつかかわわなないいののがが基基本本原原則則でであありり、、つつかかわわななけけれればばなならら
・・ NOA・・
EL 値値ななどどにによよららずず、、生生涯涯（（ 年年間間））発発ががんん
乗乗（（生生涯涯 万万人人にに 人人））ととななるるよよううなな決決めめ方方、、

ののママイイナナスス

なないい場場合合はは
率率をを

LD50

ADI

100

1

70

値値」」ののよよううななももののがが、、かかろろううじじてて安安全全をを許許容容ででききるるももののででししょょうう。。

6

む こ

弟弟」」 はは
) 、、拳拳をを突突ききああげげてて神神にに抗抗議議ししてていいまますす。。
無無垢垢でであありりななががらら無無辜辜ででははなないいととししたたととししたたらら、、そそれれはは少少女女本本人人のの

シシアアののイイワワンン カカララママーーゾゾフフ ドド(スストトエエフフススキキーー「「カカララママーーゾゾフフのの兄兄

はは理理解解ししににくくいいののでですすがが、、異異議議をを唱唱ええるるののはは日日本本人人ばばかかりりででななくく、、ロロ

ななががらら罪罪をを負負ううとといいううとといいううののががキキリリスストト者者のの考考ええ方方でですす。。日日本本人人にに

女女ははそそののまままま無無辜辜ななももののででももああるるははずずでですすがが、、そそううででななくく人人はは生生ままれれ

「「原原罪罪」」かかららすするるとと、、共共通通点点ががなないいここととももあありりまませせんん。。幼幼いい無無垢垢なな少少

別別のの言言葉葉でですすかからら、、混混同同ででききるるももののででははなないいののでですすがが、、キキリリスストト教教のの

「「無無垢垢（（混混じじりりけけののなないいこことと））」」とと「「無無辜辜（（罪罪なないいこことと））」」はは、、本本来来

む く

内内ななるる汚汚染染、、石石けけんんのの不不純純物物とと夾夾雑雑物物

ああくくままでで無無垢垢ななももののととししてて、、身身体体とと環環境境にに親親和和的的ななももののでですす。。

純純石石けけんんはは化化学学物物質質ででははあありりまますすがが、、合合成成化化学学物物質質ととははいいわわれれずず、、

まませせんん。。

れれ、、水水生生生生物物毒毒性性のの可可能能性性ががあありり、、水水質質汚汚濁濁へへのの懸懸念念もも払払拭拭さされれてていい

れれまますす。。同同じじくく市市場場にに敷敷衍衍的的なな合合成成洗洗剤剤はは、、組組成成的的にに生生体体異異物物ととみみらら

香香料料ななどどのの合合成成化化学学物物質質をを含含んんででいいまますすかからら、、無無垢垢ののももののかからら除除外外ささ

石石けけんんはは、、先先ののよよううにに殺殺菌菌防防腐腐剤剤・・酸酸化化防防止止剤剤・・金金属属封封鎖鎖剤剤・・色色素素・・

体体異異物物ととはは一一線線をを画画すすたためめでですす。。市市場場にに普普遍遍的的なな一一流流メメーーカカーーのの化化粧粧

純純石石けけんんががククロローーズズアアッッププさされれてていいるる理理由由はは、、純純石石けけんんががそそれれらら生生

「「
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2

せせいいででははあありりまませせんん。。人人生生をを完完結結せせずず、、幼幼くくししてて死死んんででいいくくここととすすらら
ああるるここのの世世のの不不条条理理はは、、不不条条理理ののままままたただだ放放置置さされれてていいまますす。。神神ががああ
るるななららそそうういいうう神神ははいいららなないいととイイワワンンはは叫叫んんででいいまますす。。カカミミュュのの「「異異
邦邦人人」」のの叫叫びびももここれれでですす。。実実存存主主義義のの原原点点はは、、今今ででもも私私たたちちのの中中ののなな
ににかかをを捉捉ええまますす。。化化学学物物質質ににもも同同じじ不不条条理理がが起起ここりりまますす。。
・・
先先のの添添加加物物ははああききららかかにに汚汚染染源源、、いいわわばば意意図図的的なな汚汚染染ののひひととつつななのの
でですすがが、、汚汚染染源源ははそそれれだだけけででははあありりまませせんん。。意意図図的的ででなないい外外部部・・内内部部
かかららのの汚汚染染ががあありりまますす。。意意図図的的ででなないいたためめにに、、意意識識かからら外外れれるるとといいうう
ここととももまままま起起りりまますす。。そそののとときき、、化化学学物物質質はは、、通通常常そそのの化化学学物物質質ののみみ
ででででききてていいるるとと錯錯覚覚ししててししままいいまますす。。事事実実ははそそううででははあありりまませせんん。。たた
ととええばば、、石石けけんん（（脂脂肪肪酸酸塩塩））なならら RCO（（
OM はは脂脂肪肪酸酸基基、、 ははアアルルカカ
ポポリリオオキキシシエエチチレレンンアアルルキキルルエエ
ROSO、、
3M
リリ金金属属））、、アアルルキキルル硫硫酸酸塩塩なならら

M

ようざい

ままいいまますす。。保保存存・・運運搬搬ののたためめののススチチーールル缶缶・・ドドララムム缶缶かかららはは、、鉄鉄分分なな

造造・・精精製製さされれるる過過程程でで汚汚染染さされれてていいれればば、、そそのの汚汚染染物物ももひひききずずっっててしし

わわずずかかででもも残残留留ししてて製製品品にに浸浸透透ししてていいききまますす。。原原材材料料そそののももののがが、、製製

のの壁壁 床床 をを経経由由ししてて紛紛れれここみみまますす。。交交替替時時にに洗洗浄浄剤剤やや溶溶 剤剤ををつつかかううとと、、

へきしょう

ププラランントトがが他他のの化化学学物物質質とと共共用用ででああるるとと、、そそのの化化学学物物質質ががププラランントト

内内部部にに沈沈着着すするるととととももにに、、製製品品ににもも影影響響ををああたたええまますす。。

原原ににななりり、、水水のの硬硬度度成成分分（（カカルルシシウウムム・・ママググネネシシウウムム））もも、、ププラランントト

よよりり遊遊離離ししてて、、容容易易にに製製品品にに混混入入ししてていいききまますす。。使使用用すするる上上水水もも汚汚染染

でで、、組組成成のの金金属属・・ププララススチチッッククはは、、 灼灼 熱熱 温温度度・・酸酸・・アアルルカカリリななどどにに

しゃくねつ お ん ど

ががははるるかかにに多多いいののがが実実情情でですす。。製製造造ププラランントトのの構構成成物物質質ももそそののひひととつつ

ごごととにに、、外外部部かかららたたええままななくく汚汚染染さされれまますす（（外外部部要要因因））。。外外部部要要因因のの方方

未未反反応応原原材材料料ががすすくくななかかららずず残残留留しし（（内内部部要要因因））、、製製造造工工程程のの各各場場面面

ーーテテルルなならら RO(CH CH O)nとと
H いいうう化化学学構構造造がが洗洗浄浄剤剤のの本本体体でですすがが、、そそれれ
2
2
がが全全部部ででははあありりまませせんん。。

R

どどがが遊遊離離ししててききまますす。。
もうてん

へいがい

眼眼ににははみみええなないいたためめにに、、意意識識かからら欠欠落落ししたたりり、、ししばばししばば化化学学物物質質をを
きょうざつぶつ

考考ええるる盲盲 点点ににななりりまますす。。合合成成洗洗剤剤のの弊弊 害害もも、、ももっっぱぱらら化化学学構構造造かからら説説
明明さされれまますすがが、、製製造造過過程程がが複複雑雑ななたためめにに混混入入ししててくくるる 夾夾 雑雑 物物ににつついい
ててはは、、ほほととんんどど触触れれらられれまませせんん。。けけれれどどもも、、すすべべててののハハザザーードドはは、、かか
ななららずず物物質質本本体体とと、、内内包包すするる夾夾雑雑物物のの両両者者かからら検検証証さされれるるべべききももののでで
すす。。何何がが内内包包さされれてていいるるかかとといいうう問問題題はは、、すすべべててのの可可能能性性かからら予予測測ささ
しょくひん て ん か ぶ つ

れれななけけれればばななりりまませせんん。。
はんいとてき

食食 品品 添添加加物物はは、、食食品品にに意意図図的的にに添添加加さされれるるももののでで、、農農薬薬ななどど食食品品
しゅうかく じ

こんぽう じ

うんぱん じ

ちんれつ じ

にに残残留留すするるももののはは、、半半意意図図的的にに加加わわるるももののでですす。。そそししてて土土壌壌かからら、、ああ
ふじゅんぶつ

るるいいはは 収収 穫穫 時時・・梱梱 包包時時・・運運 搬搬時時・・陳陳 列列時時ななどど個個々々ののププロロセセススかからら否否
ふ か ひ て き

応応ななくく混混入入ししててくくるる物物質質ががああるるとと、、意意図図ししなないい夾夾雑雑物物・・不不 純純 物物をを抱抱ええ
込込むむここととににななりりまますす。。後後二二者者ののももののがが不不可可避避的的なな夾夾雑雑物物でで、、ここれれらら非非
意意図図ののももののはは、、ささららににププロロセセススのの補補助助的的構構成成物物原原料料ととししててああるるももののにに
由由来来すするる夾夾雑雑物物ももふふくくみみまますす。。
無無垢垢ななももののをを求求めめるるとといいうう行行為為はは、、そそれれららのの意意図図的的・・半半意意図図的的・・非非
たいはい

意意図図的的なな帯帯佩佩ののすすべべててをを考考慮慮ししてて、、ででききるるだだけけ避避けけてていいくくとといいうう行行為為
ででああるるとといいううここととににななりりまますす。。モモノノのの多多面面的的なな問問題題点点ががみみええててききまますす。。
ししたたががっってて、、そそれれらら眼眼ににみみええなないい夾夾雑雑物物ととそそののハハザザーードドをを考考ええるるとときき、、
指指標標ににななるるののはは、、ままずず、、製製造造ププラランントト・・シシスステテムムのの違違いいかからら生生じじるる汚汚
染染のの相相違違でですす。。
ととりりああええずず洗洗浄浄剤剤のの場場合合、、身身体体とと環環境境へへのの影影響響ををははかかるるとと、、石石けけんん
のの汚汚染染ははププロロセセススのの少少なないい分分低低くく、、合合成成界界面面活活性性剤剤ののそそれれははププロロセセスス
のの数数にに比比例例ししてて高高くくななりりまますす。。石石けけんんがが、、他他のの洗洗浄浄剤剤にに比比ししてて特特筆筆ささ

かま

じょうき

ののレレベベルルにに到到達達ででききまますす。。そそのの代代わわりり手手間間隙隙がが

れれるるアアドドババンンテテーージジでですす。。石石けけんんのの製製造造シシスステテムムはは、、伝伝統統のの技技術術にによよ
っってて純純石石けけんん分分

窯窯ををつつかかううももののでで、、石石けけんん以以外外のの目目的的ににははつつかかいいまませせんん。。

かま

かかかかりりまますす。。製製造造ププラランントトもも、、正正統統ななももののはは「「石石けけんん窯窯」」とと呼呼ばばれれるる蒸蒸気気

99.9
%

かたうち

かたわく

ししたたががっってて製製造造ププロロセセススかからら移移っっててくくるる可可能能性性はは、、原原料料かかららくくるるもも
ののとと、、けけんん化化窯窯（（おおよよびび型型 打打・・型型 枠枠・・切切断断等等））のの材材料料金金属属かかららくくるるもも
ののだだけけとといいっってて差差しし支支ええあありりまませせんん。。けけんん化化窯窯等等がが破破傷傷ののなないいスステテンン
すいさんか

かせい

レレスス鋼鋼（（鉄鉄・・炭炭素素・・ククロロムム・・ニニッッケケルル））ののももののなならら、、移移っっててくくるるもものの
未未満満のの残残余余のの正正体体ににななりり

ははままずずななくく、、油油脂脂にに由由来来すするるスステテロローールルとと、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソ
ーーダダ））にに由由来来すするる塩塩化化ナナトトリリウウムムがが、、

～～

さいゆ

1
ppm

あありりまますす。。揮揮発発性性大大でで微微量量とといいっっててもも、、水水生生生生物物にに対対

き は つせ いだい

未未満満、、多多いいケケーー

以以外外にに考考ええらられれるる負負荷荷はは、、油油脂脂をを採採油油すするるととききにに多多くくつつかかわわれれてていい

ふ か

ののなないい夾夾雑雑物物とといいっってていいいいももののでですす。。

まますす。。どどちちららもも精精製製時時にに残残留留ししてていいるる微微量量成成分分でですすがが、、生生体体ににはは影影響響

0.01
%

るる石石油油物物質質ヘヘキキササンンのの残残留留でですす。。油油脂脂にに通通常常はは
ススはは
30
ppm

てきか

ププロロセセススののどどののパパーートトかかららででもも不不純純物物・・夾夾雑雑物物のの混混入入がが起起りり、、予予期期せせ

ののすすべべててののププロロセセススととププラランントトがが、、石石油油合合成成化化学学にに由由来来すするるももののでですす。。

くく混混入入ししててききまますす。。すすななわわちち石石油油化化学学系系のの合合成成物物質質のの場場合合はは、、製製造造上上

負負荷荷以以上上にに、、石石油油化化学学系系のの夾夾雑雑物物（（芳芳 香香 族族炭炭化化水水素素ななどど））がが、、間間断断なな

ほうこうぞく た ん か す い そ

多多くくのの石石油油化化学学系系残残留留物物にに汚汚染染さされれてていいまますす。。そそのの場場合合はは原原料料かかららのの

ププラランントトがが各各種種のの化化学学物物質質のの製製造造とと共共用用ででああれればば、、ププラランントト自自体体がが

夾夾雑雑物物とと未未反反応応物物質質がが、、かかななりりののレレベベルルでで残残留留ししまますす。。

下下にに限限りりががあありりまますす。。ししたたががっってて、、製製造造段段階階のの最最初初かからら、、ももととかかららのの

（（窯窯））のの中中はは、、煮煮 沸沸温温度度にに上上ががっっててもも、、急急速速ななたためめ、、完完全全なな中中和和・・滴滴

しゃふつ お ん ど

物物をを内内包包ししまますす。。化化学学反反応応ももももっっぱぱらら中中 和和・・適適下下がが基基本本でで、、ププラランントト

ちゅうわ

ププロロセセススをを経経ててつつくくらられれてていいてて、、そそれれ自自体体がが少少ななかかららぬぬ不不純純物物・・夾夾雑雑

んんとと 対対 極極 的的 でですす。。化化学学合合成成ににととももななうう化化学学原原料料はは、、そそれれぞぞれれ多多様様なな

たいきょくてき

ひひるるががええっってて合合成成洗洗剤剤のの場場合合はは、、考考ええらられれるるすすべべててのの場場面面がが、、石石けけ

まますす。。

すす。。鉄鉄はは石石けけんんのの酸酸敗敗のの遠遠因因ににななりり、、洗洗濯濯物物ななどどのの黄黄変変のの原原因因ににななりり

お う へん

のの保保存存用用ののススチチーールル缶缶かかららはは、、鉄鉄がが遊遊離離ししてて混混入入すするる可可能能性性ががあありりまま

ししてて毒毒性性がが強強くく環環境境にに放放出出ししててははななららなないいなないい物物質質でですす。。ままたた、、油油脂脂
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ぬぬ異異物物のの侵侵入入ももあありりええまますす。。
存存在在全全体体がが眼眼ににみみええににくくくく、、意意識識かかららもも欠欠落落ししややすすいいたためめにに、、化化学学
物物質質ののブブララッッククボボッッククススとといいっってていいいいももののににななりりまますす。。箱箱のの中中身身はは、、
白白日日のの下下ににささららさされれなないいままででもも、、ききちちんんとと承承知知ししてておおかかななけけれればばななりり
まませせんん。。ももちちろろんん完完成成段段階階でで精精製製をを重重ねねてていいけけばば純純度度をを高高めめてていいくくここ
ととがが可可能能でで、、そそのの分分不不純純物物・・夾夾雑雑物物もも排排除除さされれてていいききまますす。。たただだそそのの
ププロロセセススととププラランントトのの選選択択はは、、製製品品のの価価値値ととココスストトととのの兼兼合合いいににななりり
まますす。。ししたたががっってて多多くくのの製製品品はは妥妥協協のの産産物物でであありり、、不不純純物物・・夾夾雑雑物物はは、、
ひそ

いいくくばばくくかかかかななららずず残残留留ししまますす。。
裏裏にに潜潜むむ、、ここれれららのの不不純純物物・・夾夾雑雑物物はは、、そそれれ自自体体がが生生体体異異物物ででああるる
ととととももにに、、表表のの本本来来のの化化学学物物質質のの作作用用にに、、微微妙妙なな、、質質的的・・量量的的ななブブレレ
をを起起ししまますす。。化化学学物物質質はは断断ええずず汚汚染染さされれ、、汚汚染染さされれたた夾夾雑雑物物はは、、ああらら
たたなな汚汚染染物物質質ににななりりまますす。。日日常常的的なな使使用用をを控控ええるるここととをを考考ええななけけれればば
ななりりまませせんん。。代代替替物物ががなないいかかどどううかかもも考考ええななけけれればばななりりまませせんん。。合合成成
化化学学物物質質がが本本質質的的にに抱抱ええつつづづけけるる問問題題でですす。。
ささてて一一方方でで、、そそここままでで考考慮慮すするる必必要要ががああるるののかか、、化化学学物物質質のの純純度度はは
そそここままでで追追求求さされれるるべべききかかとといいうう意意見見ががああるるかかとと思思いいまますす。。結結論論はは問問
いいにに対対ししててイイエエススでですす。。ノノーーななりり中中庸庸ををととろろううとといいうう発発想想はは、、現現実実のの
ここのの場場ににははそそぐぐいいまませせんん。。ななぜぜなならら、、そそれれはは自自分分ののたためめででななくく、、家家族族
やや友友人人、、身身のの回回りりににいいるる多多くくのの身身近近なな人人々々のの将将来来ががかかかかっってていいるるかからら
でですす。。
化化学学物物質質がが、、そそのの質質量量ととももにに膨膨大大ななももののがが流流通通ししてていいるる現現状状ののななかか
世世紀紀ままでででですす）） 、、自自然然のの浄浄化化作作用用もも満満遍遍ななくく機機能能ししてて

ででのの問問いいかかけけだだかかららここそそ、、今今日日的的なな問問題題ととななりりまますす。。質質量量ととももにに寡寡少少
ででああれればば（（

要要すするるににすすべべててのの化化学学物物質質はは抑抑制制がが必必要要でですす。。必必要要最最小小限限のの物物質質でで

をを回回復復すするる余余地地すすららもも失失っってていいっったたののでですす。。

いいままししたた。。そそのの規規模模をを超超ええたた時時点点かからら、、世世界界はは汚汚染染さされれつつづづけけ、、汚汚染染
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済済まませせるる製製造造・・流流通通、、そそししてて生生活活をを試試みみななけけれればばななりりまませせんん。。そそのの必必
要要最最小小限限のの物物質質はは、、身身体体ににもも環環境境ににもも負負荷荷ををかかけけなないい物物質質ででななけけれればば
ななりりまませせんん。。
創創造造そそののももののがが原原罪罪ででああるるなならら、、ダダメメーージジのの少少なないい罪罪ででああろろううととすす
るるののがが人人間間のの知知恵恵とといいううももののででししょょうう。。

眼眼ににみみええるる、、石石けけんんのの製製造造ププロロセセスス

こう しゅうりょく

りょくちゃ ぞ

ハハンンドドククララフフトト・・ソソーーププメメイイキキンンググ 手手(づづくくりり石石けけんん））がが流流行行っってて
ききてていいるるののもも同同様様でですす。。材材料料はは油油脂脂ととアアルルカカリリとといいうう 種種類類だだけけでですす。。

どどににはは快快適適でですす。。

ははぐぐろろ なな
) どど媒媒染染剤剤ををつつかかっってて、、本本格格的的なな木木綿綿染染めめをを試試みみるるののもも、、そそ
うう難難ししくくははあありりまませせんん。。肌肌ににじじかかにに接接すするるテティィーーシシャャツツややソソッッククススなな

ばいせんざ い

木木・・緑緑茶茶ののほほかかはは、、酢酢をを準準備備すするるくくららいいでで染染ままりりまますす。。鉄鉄酢酢酸酸・・鉄鉄漿漿 おお(

てつさくさん

テテキキンンのの抗抗 菌菌 ・・抗抗 臭臭 力力 ををももつつ 緑緑 茶茶 染染めめもも最最近近ののははややりりでですす。。草草

こうきん

ででししょょうう。。草草木木染染めめななどどももそそれれでですす。。伝伝統統ののハハーーブブ類類ははももととよよりり、、カカ

くさきぞ

きき、、後後はは手手間間ををどどううかかけけるるかかとといいうう話話だだっったたらら、、試試ししててみみるる人人もも多多いい

易易にに入入手手でできき、、設設備備とといいううほほどどででななくく普普段段のの生生活活ののレレベベルルでで応応用用がが効効

分分ででつつくくっったたりりししててししままううここととももあありりまますす。。材材料料のの種種類類ががわわずずかかでで容容

れれででもも割割ととシシンンププルルななももののはは、、製製造造ののププロロセセススがが想想像像でできき、、試試みみにに自自

私私たたちちはは普普段段ははひひたたすすらら消消費費すするるののででああっってて、、製製造造ははししまませせんん。。そそ

3
れれとと一一線線をを画画すす点点ももかかけけががいいががあありりまませせんん。。

無無添添加加のの無無垢垢のの石石けけんんでですすかからら、、大大手手のの石石けけんん・・化化粧粧品品メメーーカカーーののそそ

ココーールルドドププロロセセスス 冷冷(製製法法 なな
) らら、、ととくくにに釜釜をを必必要要ととせせずず、、そそれれななりり
のの品品質質のの石石けけんんががつつくくれれるるまますす。。そそうういいううシシンンププルルささがが原原動動力力でですす。。

2

すすべべててのの原原点点にに、、石石けけんんがが組組成成的的にに単単純純でであありり、、手手ををかかけけるるほほどどいい
か な い せ い しゅこうぎょうてき

いいももののががででききるるとといいうう特特質質ががあありりまますす。。そそれれはは他他のの趣趣味味ののモモノノづづくくりり
じょうぞう

み そ

しょうゆ

はっこう

にに通通ずずるるももののでですす。。工工業業的的ででああるる以以上上にに家家内内制制 手手 工工 業業 的的 ででああるるたためめ
ゆうどうたい

でですす。。製製造造工工程程もも、、酒酒類類のの 醸醸 造造 、、味味噌噌・・醤醤 油油のの発発 酵酵ななどどにによよくく似似てて
いいまますす。。ププロロセセススががシシンンププルルでで目目ににみみええまますす。。合合成成洗洗剤剤がが、、誘誘導導体体をを
つつくくるるたためめのの誘誘導導体体がが必必要要ででああっったたりり、、不不要要ににななっったた物物質質がが回回収収でできき
ななかかっったたりり、、組組成成的的にに含含有有ししてていいるる夾夾雑雑物物ががああっったたりり、、化化学学反反応応がが不不
安安定定ででああっったたりりすするる複複雑雑ささとと対対極極的的ななももののでですす。。石石けけんんににはは余余分分ななここ
ととががななににももあありりまませせんん。。
伝伝統統的的なな（（そそののたためめ今今日日的的なな））石石けけんん、、ナナトトリリウウムム石石けけんんのの製製造造法法
ちゅう か

かくはん

たき

はは、、今今日日のの大大手手メメーーカカーーのの石石けけんんののそそれれとともも大大ききくく異異ななっってていいまますす。。
こ み

せきしゅつ

油油脂脂のの全全量量をを窯窯にに入入れれ、、アアルルカカリリをを小小分分けけにに 注注 加加・・攪攪 袢袢ししななががらら焚焚
かま た き け ん か ほ う

込込みみ、、塩塩ををくくわわええてて下下部部にに落落ちちるる不不純純物物をを分分離離（（塩塩析析））しし、、 析析 出出 すす
しゃふつほう

ねつせいほう

かまたきほう

るる上上部部ををととりりだだししまますす。。一一般般にに窯窯焚焚けけんん化化法法とといいううここのの純純石石けけんんのの製製
造造法法はは、、煮煮 沸沸 法法・・熱熱 製製 法法・・窯窯 焚焚 法法ななどどいいいい、、他他のの製製法法とと区区別別すするるたた
えんせきほう

めめにに、、フフルルネネーームムでではは「「窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩 析析 法法」」とといいいいいいまますす。。
純純良良ななここののよよううなな純純石石けけんんはは、、現現在在、、日日本本でではは数数ええるるほほどどののメメーーカカ
てい

ーーででししかかつつくくらられれてていいまませせんん、、中中小小企企業業にに属属すするる石石けけんんメメーーカカーーばばかか
りりでですす。。古古来来かかららのの技技術術のの伝伝承承をを体体ししてていいるるののももここれれららのの小小規規模模工工場場
でですす。。大大手手洗洗剤剤メメーーカカーー・・化化粧粧品品メメーーカカーーのの石石けけんんはは、、上上のの「「窯窯焚焚きき
ゆ し げんりょう

ちゅうわほう

し ぼ う さんげんりょう

けけんん化化・・塩塩析析法法」」ででははつつくくらられれまませせんん。。大大量量生生産産にに向向くく「「急急速速（（連連続続））
けけんん化化法法（（油油脂脂 原原 料料 ））」」、、「「急急速速（（連連続続））中中和和法法（（脂脂肪肪酸酸 原原 料料 ））」」ななどど
のの製製法法ででつつくくらられれまますす。。効効率率（（経経済済性性））をを第第一一ととすするるたためめでですす。。そそれれ
はは石石けけんんでであありり決決ししてて合合成成洗洗剤剤ででははあありりまませせんんがが、、品品質質のの均均一一性性ののたた
めめにに合合成成化化学学物物質質がが添添加加さされれ、、石石油油化化学学系系のの夾夾雑雑物物がが混混入入ししててききまますす。。
小小規規模模工工場場にによよるる少少量量生生産産とと、、大大規規模模工工場場にによよるる大大量量生生産産とといいうう構構
図図でですすかからら、、価価格格競競争争にに有有利利なな側側ははああききららかかでですす。。大大量量消消費費のの時時代代にに

とくしつ

ははそそれれががすすべべててででししたたがが、、一一部部、、個個性性化化すするる少少量量生生産産・・少少量量消消費費のの時時
代代にに入入っってて、、そそれれななりりのの得得 失失ががああららわわににななっってていいまますす。。個個々々人人のの選選択択
にに委委ねねらられれるる範範囲囲もも拡拡ががっってていいまますす。。
ちちななみみにに「「窯窯焚焚けけんん化化法法」」ななどど、、伝伝統統のの製製法法ででつつくくらられれるる石石けけんんはは、、
化化学学物物質質でですすがが、、合合成成物物質質ととはは言言いいまませせんん。。定定義義ののよよううななももののををいいええ
しゅんべつ

ばば、、石石けけんんはは「「工工業業のの沿沿革革（（歴歴史史））ななららびびにに製製造造工工程程かからら、、合合成成化化学学
はっこう

品品・・合合成成洗洗浄浄剤剤ととはは 峻峻 別別 さされれるるもものの 三三(雲雲次次郎郎 石石鹸鹸及及びび合合成成洗洗剤剤 :
共共立立全全書書 」」
) とといいううここととににななりりまますす。。醤醤油油・・酒酒・・酢酢がが「「発発 酵酵」」にによよりり
けんか
つつくくりり出出さされれるるよよううにに、、石石けけんんはは油油脂脂ととアアルルカカリリかからら、、
「「鹸鹸化化（（窯窯焚焚けけ
んん化化））」」にによよっっててつつくくらられれまますす。。合合成成化化学学物物質質ででああるる変変質質防防止止剤剤をを添添加加
ししてていいるる石石けけんんででささええ、、合合成成的的とといいうう指指摘摘ががああっっててもも、、ややははりり石石けけんん
でであありり合合成成洗洗剤剤ととははいいいいまませせんん。。石石けけんんにに合合成成洗洗剤剤をを配配合合ししたたももののがが
ままれれににあありり、、ここれれはは複複合合石石けけんんとと呼呼ばばれれまますす。。
ちちななみみにに界界面面活活性性剤剤とといいうう化化学学名名称称ははどどちちららににももああててははままりりまますすがが、、
慣慣習習とと文文化化かからら、、合合成成化化学学品品・・洗洗浄浄剤剤をを「「合合成成界界面面活活性性剤剤」」ままたた「「界界
面面活活性性剤剤」」ととははいいいいまますすがが、、石石けけんんをを「「界界面面活活性性剤剤」」ととははいいいいまませせんん。。
ここれれはは理理屈屈のの問問題題ででははあありりまませせんん。。
家家内内制制手手工工業業のの時時代代がが終終りり、、大大量量生生産産のの時時代代ををむむかかええるるとと（（ここのの半半
世世紀紀ののここととでですす））、、発発酵酵窯窯もも鹸鹸化化窯窯ももそそれれままででのの「「窯窯」」でであありりつつづづけけるる
ここととががででききずず、、大大規規模模なな「「化化学学ププラランントト」」にに置置きき換換ええらられれてていいききまますす。。
いいききおおいい効効率率がが最最優優先先ととななりり、、流流通通ののたためめ商商品品のの均均一一性性がが求求めめらられれ、、
微微量量でで効効力力ののたたかかいい合合成成保保存存料料がが添添加加さされれてていいききまますす。。発発酵酵のの場場合合はは、、
じょうぞうしゅ

いいききつつくく先先にに合合成成酒酒・・半半合合成成酒酒・・アアルルココーールル添添加加酒酒ななどどががあありりまますすがが、、
品品質質のの点点でではは 醸醸 造造 酒酒ににかかなないいまませせんん。。鹸鹸化化にによよるる石石けけんん製製造造のの歴歴史史
ももそそれれにによよくくににてていいまますす。。

石けんの特性、加水分解と弱アルカリ性

石石けけんんのの加加水水分分解解ととそそのの作作用用

2
紀紀元元前前

年年

月月
5

さんか

かいき

節節でですす。。ととくくにに過過去去へへのの回回帰帰ををうう

日日のの日日蝕蝕をを予予告告ししたた学学問問のの人人ででああるるタターーレレススはは、、
28

んんらら海海かからら上上ががっっててききままししたた。。そそのの海海はは豊豊富富ななミミネネララルルをを抱抱きき、、

pH
8.2

生生命命ががどどここかかららききたたののかかよよくく知知っってていいたたののでですす。。地地上上のの生生命命ははももちちろろ

585

「「万万物物はは水水ででああるる」」とといいっったたののはは、、ギギリリシシャャのの哲哲人人タターーレレススでですす。。

たたららすす差差違違ににほほかかななりりまませせんん。。

そそううでですすがが、、そそううででははななくく焦焦点点のの当当てて方方のの問問題題でであありり、、人人のの哲哲学学ののもも

へへのの決決 別別」」とと「「明明日日へへのの賛賛歌歌」」ををううたたっってていいるるののでですす。。解解釈釈とといいわわれれ

けつべつ

たたっってていいるるののでですすがが、、全全部部ががそそううななののででははあありりまませせんん。。同同時時にに「「昨昨日日

ビビーートトルルズズのの「「イイエエススタタデデイイ」」のの

一

「「ききののううにに戻戻りりたたいい、、ききののううままででをを信信じじたたいい」」とといいううフフレレーーズズはは、、

1

～～

とといいうう微微アアルルカカリリ性性をを呈呈ししてていいまますす。。人人間間のの体体液液がが
ようすい

～～
6 7.4

ししてて、、明明日日へへ踏踏みみ出出ささななけけれればばななりりまませせんん。。
・・

んん（（純純石石けけんん））のの水水溶溶液液はは、、かかななららずず

～～

大大特特性性でですす。。石石けけ

二
前前後後のの弱弱アアルルカカリリ性性

10.5

え んき

ははあありりまませせんん。。
えんさん

じゃく え ん き

ちゅうせい

さんせい

以以上上のの
+ オオレレ
Na・・

0.03
%

- 遊遊離離ししまますす。。つつづづいいててオオレレイインン酸酸イイオオンンはは加加水水
イインン酸酸イイオオンン RCOOがが
- 遊遊離離しし、、ささらら
分分解解ししてて、、オオレレイインン酸酸 RCOOとと
H 水水酸酸化化物物イイオオンン OHがが

ゆうり

石石けけんん（（以以下下例例 オオ:レレイインン酸酸ナナトトリリウウムム RCOO））
Naがが、、
き は く す い よう え き か
かいり
希希薄薄水水溶溶液液下下でで解解離離すするるとと、、液液中中ににはは、、ナナトトリリウウムムイイオオンン

かからら、、水水溶溶液液ははほほぼぼ中中性性でで、、加加水水分分解解ははししなないいかかああっっててももわわずずかかでですす。。

脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーールルアアミミンン石石けけんんはは、、弱弱酸酸とと弱弱アアルルカカリリととのの塩塩でですす

ダダととのの塩塩でですすかからら、、加加水水分分解解ししてて、、 弱弱 アアルルカカリリ性性をを呈呈ししまますす。。ままたた

じゃく

すす。。反反対対にに、、石石けけんんはは弱弱酸酸ででああるる脂脂肪肪酸酸とと強強アアルルカカリリででああるる苛苛性性ソソーー

物物はは、、塩塩化化アアンンモモニニウウムムとといいうう塩塩でですすがが、、加加水水分分解解ししてて酸酸 性性をを示示ししまま

えんか

分分解解ははししまませせんん。。強強 酸酸 ででああるる塩塩 酸酸とと 弱弱 塩塩基基ででああるるアアンンモモニニアアのの化化合合

きょうさん

塩塩ののううちち、、塩塩化化ナナトトリリウウムム（（食食塩塩））のの溶溶 液液はは 中中 性性 でですすかからら、、加加水水

ようえき

解解すするるももののがが出出ててききてていいまますす。。たただだ石石けけんんほほどどシシンンププルルなな加加水水分分解解でで

はは石石けけんんだだけけががももつつ特特性性でですすがが、、現現在在でではは合合成成界界面面活活性性剤剤ににもも加加水水分分

来来、、特特別別ななメメカカニニズズムムとといいうう訳訳ででははあありりまませせんん。。界界面面活活性性剤剤ののううちちでで

酸酸とと塩塩基基（（アアルルカカリリ））のの化化合合物物ででああるる「「塩塩」」ののももつつ性性質質でですすかからら、、本本

さん

をを呈呈ししまますす。。石石けけんんがが加加水水分分解解すするるたためめでですすがが、、加加水水分分解解そそののももののはは、、

pH
9.5

ととそそのの呈呈すするる弱弱アアルルカカリリ性性でですす。。ここれれがが石石けけんんのの

てい

石石けけんんのの性性質質とといいううとときき、、真真っっ先先ににいいわわれれるるののはは石石けけんんのの加加水水分分解解

か す いぶ ん か い

たためめでですす。。人人ももままたた母母ななるる胎胎 内内かからら自自立立ししななけけれればばななりりまませせんん。。決決別別

たいない

ででああるるののはは、、海海とと一一体体でであありりななががらら境境界界をを仕仕切切っっててそそここかからら独独立立すするる

～～

pH
pH5 7.3

ででああるるののはは、、生生物物のの羊羊 水水がが海海水水にに由由来来すするるたためめでであありり、、体体表表がが

8.3

さんせい

Oはは
H- 、、

にに オオ レレ イイ ンン 酸酸 はは オオ レレ イイ ンン 酸酸 ナナ トト リリ ウウ ムム とと 化化 合合 しし てて 、、 酸酸 性性 石石 けけ んん
RCO・・
OH RCOONがが
a 生生成成ししまますす。。強強アアルルカカリリででああるる水水酸酸化化物物イイオオンン

き は く すいようえき

ふふたたたたびび弱弱酸酸ででああるるオオレレイインン酸酸のの とと
（（水水））をを生生じじややすす
H 反反応応ししてて
へいこう
くく、、平平 衡衡ははつつよよくく左左辺辺にに傾傾ききまますす。。そそののたためめにに弱弱いい塩塩基基（（アアルルカカリリ））
性性でで平平衡衡ししまますす。。

H2O

以以上上 のの 濃濃度度 にになな るるとと 、、イイオオンン ミミセセルル

以以上上ののイイオオンン等等ににくくわわええ、、希希薄薄水水 溶溶 液液がが、、オオレレイインン酸酸ナナトトリリウウムムのの
（（ 臨臨界界ミミ セセルル 濃濃度度 ））
0.03
%

すす。。

んんをを生生成成しし、、液液中中にに混混濁濁ししまますす。。石石けけんんのの希希薄薄水水溶溶液液はは多多彩彩なな世世界界でで

RCOONとと
a 合合わわせせてて、、全全部部でで８８種種類類のの物物質質がが混混在在すするる溶溶液液ににななりりまますす。。
きんぞく
ささららにに、、石石けけんんのの一一部部はは、、水水のの硬硬度度成成分分とと化化合合ししてて不不溶溶性性のの金金 属属石石けけ

（（ RCOOH-)・・
n 中中性性ミミセセルル（（ RCOONa)、、
n がが生生成成しし、、本本来来のの中中性性石石けけんん

cmc

オオレレイインン酸酸石石けけんん

RCOONのの
a

RCOORCOOH
OHRCOONa

溶溶液液中中成成分分一一覧覧

RCOOH･RCOONa
（（ RCOOH-)n
（（ RCOONa)n
RCOOCa/Mg

-----------------------------------------------------------注注）） はは炭炭化化水水素素鎖鎖のの略略でですす。。

金金属属石石けけんん

中中性性ミミセセルル

イイオオンンミミセセルル

酸酸性性石石けけんん

中中性性石石けけんん

水水酸酸化化物物イイオオンン

オオレレイインン酸酸

オオレレイインン酸酸イイオオンン

------------------------------------------------------------ナナトトリリウウムムイイオオンン
Na+

cmc
0.03
%

加加水水分分解解
酸酸性性石石けけんんのの生生成成
イイオオンンミミセセルルのの生生成成

RCOO＝＝(RCOO-)n
COON＝＝
a
(RCOONa)n

-------------------------------------------------------------

中中性性ミミセセルルのの生生成成

RCOON＝＝
a
N＋＋
a+ RCOORCO＋＋
O- H2＝＝
O
RCO＋＋
OH OHRCO＋＋
OH RCOON＝＝
a
RCO・・
OH RCOONa

------------------------------------------------------------解解離離

石石けけんん（（脂脂肪肪酸酸ナナトトリリウウムム）） RCOONのの
a 加加水水分分解解

加加水水分分解解はは、、以以下下ののよよううにに進進みみ、、可可逆逆的的にに平平衡衡ししまますす。。

R

加加水水分分解解度度

はは、、希希薄薄ななほほどど大大ききくくななりりまますすがが、、水水酸酸化化物物イイオオンン

- 度度はは、、
OH濃濃

純純石石けけんんはは、、

99%

N＋＋
a+ OH-

がが、、ワワンンスステテッッププのの反反応応とといいうう説説ももあありりまますす。。
RCO＋＋
OH NaO→→
H

0.0003））
%

cmc

注注 ) RCOO＋＋
Na H2＝＝
O

以以下下（（

酸酸性性石石けけんんのの存存在在濃濃度度でですすがが、、たたととええばばオオレレイインン酸酸石石けけんんのの
0.0、、
3% 0.00001m））
ol 付付近近でではは、、そそのの

1%

前前後後ににおおささままりり、、石石けけんん濃濃度度がが高高くくななるるににつつれれててわわ

3
ppm

平平均均

くくららいいののレレベベルルでで存存在在すするるののとと同同様様でですす。。洗洗濯濯ののすすすすぎぎ時時

ずずかかずずつつ増増加加ををみみまますす。。加加水水分分解解アアルルカカリリがが、、石石けけんん濃濃度度にによよららずず、、

濃濃度度下下ででもも

くくららいいでですす。。
0.0018moのの
l 極極希希薄薄濃濃度度でで存存在在すするるももののでですす。。おおよよそそ
たただだ、、酸酸性性石石けけんんのの存存在在はは、、石石けけんん濃濃度度ににはは依依存存ししなないいたためめ、、どどんんなな

界界ミミセセルル濃濃度度

300ppm

（（臨臨

解解離離かからら加加水水分分解解、、酸酸性性石石けけんんのの生生成成へへとといいううププロロセセススををたたどどりりまますす

けけんん化化・・塩塩析析がが完完全全ななたためめ、、「「遊遊離離アアルルカカリリはは皆皆無無」」とといいうう石石けけんんでですす。。

ここちちららはは「「遊遊離離アアルルカカリリ」」とといいっってていいまますす。。ちちななみみにに

離離すするるももののでですすかからら、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム・・炭炭酸酸ナナトトリリウウムムととももいいわわずず、、

酸酸ソソーーダダ））ににななっってていいまますす。。過過剰剰ででなないい場場合合はは、、けけんん化化工工程程ののののちち遊遊

表表面面にに析析出出すするる過過剰剰ななももののはは、、炭炭酸酸ガガススをを吸吸っってて炭炭酸酸ナナトトリリウウムム（（炭炭

- 適適切切なな表表現現でですす。。
石石けけんん中中のの OHのの
未未熟熟なな（（塩塩析析ののなないい））石石けけんんにに含含ままれれるる未未反反応応水水酸酸化化ナナトトリリウウムムもも、、

のの

便便宜宜上上 NaO水水
H 酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソーーダダ））ととししてて定定量量（（ 0.00））
4%
- らら出出現現すするる単単体体
ししまますすがが、、生生成成ししてていいるるののはは、、脂脂肪肪酸酸イイオオンン RCOOかか
- オオンンでであありり、、
「「加加水水分分解解アアルルカカリリ」」とといいっってていいまますす。。そそれれがが
OHイイ

著著ししいい変変化化ををみみせせまませせんん。。ちちななみみににここのの水水酸酸化化物物イイオオンン

- 度度はは、、水水溶溶液液のの影影響響ははすすくくななくく、、平平均均ししてて
OH濃濃
0.00くく
4%ららいいとといいうう
一一種種のの緩緩衝衝液液ににななっってていいまますす。。少少量量ののアアルルカカリリままたた脂脂肪肪酸酸のの添添加加ででもも

%
3
ppm

わわるるわわけけででははななくく、、相相対対的的なな割割合合がが増増加加すするるだだけけでですす。。ああくくままでで

くくららいいのの極極小小レレベベルルでで存存在在ししつつづづけけ、、そそののレレベベルルでで吸吸着着残残留留もも起起りりまま

3
ppm

にに吸吸着着残残留留ししややすすくくななるるとと説説明明さされれるるここととががあありりまますすがが、、絶絶対対量量がが変変

ななどど洗洗液液がが希希薄薄濃濃度度ななっったたとときき、、酸酸性性石石けけんんがが過過剰剰にに生生成成ししてて、、繊繊維維

0.04
%

すす。。影影響響ははそそうう大大ききななももののででははあありりまませせんん。。
きんぞくせっ

ままたた、、金金 属属 石石けけんんがが生生成成しし集集合合ししててススカカムム（（石石けけんんカカスス））ににななるるとと
きょどう

きき、、酸酸性性石石けけんんががああるるとと、、そそれれららももススカカムム中中にに集集合合すするるとといいわわれれまますす。。
そそのの場場合合ででもも、、金金属属石石けけんんのの数数量量おおよよびび挙挙動動のの方方がが、、ススカカムムののそそれれよよ
なんすい

ひょう

りりもも支支配配的的でですすかからら、、ととくくににそそのの集集合合体体がが問問題題ににななるるここととははあありりまませせ
りゅうすい

こしょうすい

んん。。 日日本本のの水水道道水水ははままれれににみみるる軟軟 水水でで、、大大都都市市圏圏ななどど、、河河川川のの 表表
流流 水水 おおよよびびダダムム・・湖湖 沼沼 水水をを利利用用すするるととこころろ ( 相相当当 でで
) ははととくくにに軟軟
++
子子量量 78.））
Ca・・
Mg++のの含含有有量量はは「「 Ca（（
CO分分
09
3

ららかかくく、、金金属属石石けけんんととななるる
（（

70%

全全量量金金属属石石けけんんをををを生生成成ししたたととししててもも、、石石けけんんはは倍倍のの

均均分分子子量量 ととししてて、、 0.3g＝＝
/l 300mg＝＝
/l 300ppがが
m 理理論論消消費費量量でですす。。現現
実実ににははスステテアアリリンン酸酸石石けけんん・・パパルルミミチチンン酸酸石石けけんんがが生生成成すするる分分ののみみがが

0.001m、、
ol平平

））くくららいい、、 0.0005mo相相
l 当当でですす。。注注 ㈳㈳(日日本本
年年 度度 浄浄 水水 のの 水水 質質 試試 験験 結結 果果 」」

39.5mg/l
11
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水水 道道 協協 会会 「「 平平 成成

換換算算」」でで、、平平均均約約

40ppm

金金属属石石けけんんににななりりまますすかからら、、平平均均的的なな洗洗濯濯用用粉粉石石けけんん 牛牛(脂脂・・ヤヤシシ油油・・

300

米米糠糠油油 でで
) そそれれらら脂脂肪肪酸酸石石けけんんははおおよよそそ 、、 くくららいいがが金金属属石石けけんん
消消費費量量でですす。。金金属属石石けけんんはは、、すすすすぎぎ後後もも、、高高位位脂脂肪肪酸酸ののももののがが一一部部繊繊

100ppm

ゆ う り し ぼ う さん

オオンンはは、、加加水水分分解解ししてて脂脂肪肪酸酸をを生生成成しし、、皮皮膚膚上上にに遊遊離離ししてていいきき「「過過脂脂肪肪」」

か しぼう

とと結結合合ししてて、、皮皮脂脂由由来来のの石石けけんんををつつくくりりまますす。。一一方方解解離離すするる脂脂肪肪酸酸イイ

離離すするるナナトトリリウウムムイイオオンンはは、、皮皮膚膚のの酸酸性性分分 泌泌 物物（（皮皮脂脂のの遊遊離離脂脂肪肪酸酸））

ぶんぴつぶつ

ででははあありりまませせんん。。ままずず、、石石けけんんがが皮皮膚膚上上ででつつかかわわれれるるととききでですすがが、、解解

浄浄剤剤をを 賞賞 揚揚 すするる側側かかららはは、、欠欠点点とといいわわれれるるここととががあありりまますすがが、、そそうう

しょうよう

性性でですすがが、、そそれれぞぞれれがが、、石石けけんんののももつつアアドドババンンテテーージジでですす。。弱弱酸酸性性洗洗

ささてて、、以以上上のの独独特特とといいううべべきき、、石石けけんんのの加加水水分分解解ととそそのの弱弱アアルルカカリリ

留留すするるここととががあありり、、黄黄変変にに結結びびつつくくここととももあありりまますす。。

さされれまますすがが、、分分解解にによよっってて遊遊離離すするる脂脂肪肪酸酸ののささららにに一一部部がが、、繊繊維維にに残残

維維にに付付着着残残留留しし、、ラランンドドリリーーななどどのの酸酸浴浴（（酸酸性性リリンンスス））にによよっってて分分解解

1/3

ととななっってて皮皮膚膚をを保保護護ししまますす。。ままたた皮皮膚膚上上のの石石けけんんのの脂脂肪肪酸酸イイオオンンはは、、

かんしょう

水水のの硬硬度度成成分分（（カカルルシシウウムム・・ママググネネシシウウムム））とと結結合合ししてて金金属属石石けけんんもも
つつくくりりまますす。。

だっしりょく

へいこうてき

ここのの「「過過脂脂肪肪」」とと「「金金属属石石けけんんのの」」 干干 渉渉 ののたためめにに、、石石けけんんのの洗洗浄浄
力力はは相相対対的的にに低低下下しし、、本本来来のの脱脱脂脂力力がが平平 衡衡 的的にに妨妨げげらられれまますす。。洗洗浄浄力力
かんしょう さ よ う

ははそそのの後後ふふたたたたびび回回復復ししてて、、以以上上のの動動作作ががくくりりかかええさされれまますすがが、、作作為為
ののなないいここのの 緩緩 衝衝 作作用用がが、、石石けけんんのの洗洗浄浄力力をを、、過過不不足足ののなないいレレベベルルにに

きゅうちゃく

調調節節ししてていいまますす。。自自然然、、皮皮膚膚にに生生理理的的にに必必要要なな脂脂肪肪がが、、過過度度にに取取りり去去
だっしりょく

らられれるるののをを防防いいででいいまますす。。
合合 成成洗洗 剤剤のの洗洗 浄浄力力 はは 脱脱 脂脂 力力 とと比比例例しし 、、脱脱脂脂 力力はは皮皮膚膚へへ のの 吸吸 着着
ざんりゅう

残残 留留 とと比比例例ししまますすがが、、石石けけんんのの場場合合ははそそののどどれれとともも比比例例せせずず、、洗洗浄浄
ひ ふ ざんりゅう

力力はは、、皮皮脂脂ととのの親親和和的的なな関関係係ののななかかでで、、つつねねにに調調整整さされれてていいるるここととにに
ななりりまますす。。皮皮膚膚 残残 留留 ががああるるののもも一一部部のの金金属属石石けけんんののみみでですすがが、、ここれれ
もも皮皮脂脂のの回回復復ととととももにに数数時時間間でで分分解解さされれまますす。。

かくしつ

ゆ う り し ぼ う さん

ざ っきん

つつづづいいてて、、石石けけんん本本来来のの弱弱アアルルカカリリ性性のの作作用用でですすがが、、皮皮膚膚はは、、石石けけ
ろう はいぶつ

ひ し

んんでで洗洗ううここととでで、、老老廃廃物物ととししてて存存在在すするる角角質質・・遊遊離離脂脂肪肪酸酸・・雑雑菌菌ななどど
かくしつ

をを、、ききれれいいにに落落ししまますすがが、、必必要要なな角角 質質・・皮皮脂脂・・水水分分ななどどはは除除去去ししまませせ
んん。。界界面面活活性性剤剤ののみみででははああるる程程度度のの濃濃度度がが必必要要でで、、強強アアルルカカリリでではは濃濃
かふそく

度度をを抑抑ええててもも過過剰剰ににすすぎぎるるとといいうう、、洗洗浄浄作作用用のの微微妙妙ななババラランンススをを、、石石
けけんんのの弱弱アアルルカカリリ性性がが、、過過不不足足ななくく実実現現ししてていいまますす、、皮皮膚膚ももままたた、、石石
時時間間くくららいいでで従従前前のの皮皮脂脂量量ままでで復復活活ししまますす。。ここ

けけんんのの弱弱アアルルカカリリ性性にによよくく対対応応ししてていいてて、、洗洗浄浄後後、、たただだちちにに皮皮脂脂をを分分
泌泌ししははじじめめ、、おおよよそそ

～～

10.5
～～

のの間間ででののみみ、、事事実実上上どどちちららのの作作用用ももおおここららなな

ににおおいいててはは「「浸浸透透にによよるる角角 質質 層層 障障 害害 」」ががおおここりりやや

かくしつそうしょうがい

ににおおいいててはは「「浸浸透透にによよるる脂脂肪肪溶溶 解解」」ががおお

し ぼ う ようかい

れれをを皮皮膚膚のの「「アアルルカカリリ中中和和能能」」とといいっってていいまますす。。石石けけんんのの
くくららいいのの範範囲囲でで、、ととくくにによよくく作作動動ししてていいまますす。。
ととこころろでで、、石石けけんんはは、、低低

pH

pH
9.5

4

10.5

ここりりややすすくく、、高高
すすいいとといいわわれれ、、

pH9.5 pH

せつさい ひ ふ

とと浸浸 透透のの関関係係」」とといいうう実実験験デデーータタでで、、出出典典

しんとう

いいととさされれてていいまますす。。ここれれはは「「水水溶溶液液下下のの切切 採採皮皮膚膚にに対対すするる、、ララウウリリンン

～～

のの

以以上上のの高高

域域がが

域域にに該該当当ししまますすがが、、純純石石けけんんででなな

きゅうちゃくたいりゅう

いいももののはは、、ここここかからら外外れれるるももののががほほととんんどどでですす。。

るるももののはは、、すすべべててここのの

128P

pH

かからら外外れれるるてていいるるとといいうう場場合合はは、、
pH11

でではは、、アアルル

pH

10.5

はは、、 I.H.Blank,E.Gould,J.Invest.Dermatol.,37,485(196、、
1)そそのの引引用用
がが、、幸幸書書房房「「新新版版脂脂肪肪酸酸化化学学」」 ににあありりまますす。。「「純純石石けけんん」」とといいわわれれ

酸酸ナナトトリリウウムム粉粉石石けけんんのの
pH
pH9.5

ななんんららかか短短時時間間ででもも皮皮膚膚にに 吸吸 着着 滞滞 留留 すするる石石けけんんががあありり、、
～～
10.5

pH

性性ががあありり、、

以以下下のの低低

でではは、、界界面面活活性性にによよるる脂脂肪肪のの溶溶解解、、つつままりり

角角質質層層内内脂脂質質のの過過剰剰溶溶出出ををききたたすす可可能能性性ががああるるここととににななりりまますす。。高高

ph

ままでではは弱弱アアルルカカリリののううちちでで

くくららいいににななりりまますす。。皮皮膚膚ととのの接接触触ががああるる時時間間つつづづくくとといいううケケ

ーーススでではは、、使使用用をを抑抑ええるるののがが賢賢明明でですす。。

pH11

つつぎぎにに低低

でですすがが、、石石けけんんでであありりななががらら、、

以以下下のの石石けけんんががいい

くくつつかか存存在在ししまますす。。ままずず、、大大手手メメーーカカーーのの化化粧粧石石けけんんはは、、ほほととんんどど

pH9

～～

pH8

ののももののでですす。。平平均均でで

pH9

pH
8.7

にによよるる石石けけんんのの吸吸着着滞滞留留時時ににおおききるる、、皮皮膚膚へへののわわ
pH

ずずかかなな浸浸透透とと、、角角質質層層内内部部のの脂脂質質ののわわずずかかなな溶溶出出ののせせいいかかももししれれまませせ

ががああるるののはは、、低低

過過脂脂肪肪石石けけんんがが低低刺刺激激性性とといいいいななががらら、、ななんんららかか影影響響ををききたたすすこことと

soaでで
p あありり、、
すす。。

ワワセセリリンン））ななどどがが過過剰剰にに添添加加さされれてていいまますす。。過過脂脂肪肪石石けけんん superfatted
とといいうう数数値値ももあありりまま

ののたためめ、、油油脂脂・・脂脂肪肪酸酸・・ロロウウ・・ララノノリリンン・・炭炭化化水水素素類類（（ススククワワラランン・・

規規格格にに該該当当すするるももののでで、、遊遊離離アアルルカカリリのの相相殺殺ののたためめとと有有用用成成分分のの充充填填

JIS

pH

のの助助剤剤はは、、洗洗濯濯用用のの石石けけんんでで高高いいアアドドババンンテテーージジががああるるももののでですす。。

すすかからら、、短短時時間間ななららかかままわわなないいととももいいええまますすがが、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムムななどど

pH11

んんはは、、

かかららでですすがが、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムムやや珪珪酸酸ナナトトリリウウムムななどど、、助助剤剤入入りりのの石石けけ

pH

pH9

カカリリにによよるるタタンンパパクク質質のの変変性性、、つつままりり皮皮膚膚角角質質層層のの障障害害ををききたたすす可可能能

9.5

んん。。たただだ、、相相対対的的なな影影響響はは、、小小ささななももののとと思思わわれれまますす。。添添加加さされれてていい
るる保保存存料料・・酸酸化化防防止止剤剤・・着着色色料料・・香香料料ななどどのの合合成成化化学学物物質質のの間間断断なないい
影影響響のの方方がが、、ははるるかかにに大大ききななももののででししょょうう。。
しょうよう

過過脂脂肪肪石石けけんんががわわざざわわざざ 賞賞 揚揚 さされれるるここととがが時時々々みみらられれまますすがが、、いい
ろろいいろろ実実情情ととはは合合っってていいまませせんん。。過過脂脂肪肪ににすするるののはは、、窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩
ふ か ひ

析析法法ななどど、、伝伝統統的的・・正正統統的的なな製製法法ででななくく、、中中和和法法・・冷冷製製法法ななどどででつつくく
ゆうき

ゆうきえんき

るる、、未未熟熟なな（（塩塩析析ののなないい））石石けけんんにに、、不不可可避避にに内内在在すするる遊遊離離アアルルカカリリ
義義でですす。。ままたた、、有有機機石石けけんん（（有有機機塩塩基基石石けけんん））

て い しげ き せ い

前前後後をを呈呈しし、、低低刺刺激激性性石石けけんんとといいわわれれまますすがが、、要要すす
ふつごう

にに該該当当すするるだだけけでですす。。脂脂肪肪酸酸以以外外ははままっったたくくのの化化学学合合成成物物でで

塩塩基基ののももののでで、、

organic so、、
apたたととええばば脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基ののううちち塩塩基基ををトトリリエエタタノノーールル
アアミミンンでで置置換換すするる、、脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーールルアアミミンン石石けけんんもも、、弱弱酸酸＋＋弱弱

をを相相殺殺すするるたためめがが第第
一
はは

くくららいいとといいわわれれてていいまますすがが、、皮皮膚膚とと同同じじ

をを下下回回るる、、弱弱酸酸性性洗洗浄浄剤剤、、低低刺刺激激性性洗洗浄浄剤剤とといいううももののががああ

りりまますす。。皮皮膚膚のの
5.6

以以外外にに

すすかからら、、石石けけんんとといいいいいいききるるののもも不不都都合合ななととこころろががあありりまますす。。

るるにに低低

pH8
pH

ひょうぼう

pH

pH
pH6

ナナトトリリウウムム ( ）） 」」でですす。。 部部「「ＮＮ アア-シシルル ＬＬ- ググ-ルルタタミミンン酸酸トトリリ
エエタタノノーールルアアミミンン」」のの場場合合ももあありりまますす。。ググルルタタミミンン酸酸ののかかわわりりににメメチチ

ななどどががあありりまますす。。ＮＮ アア-シシルルアアミミノノ酸酸塩塩とといいわわれれるるののがが、、アアミミノノ酸酸系系合合
成成洗洗浄浄剤剤のの代代表表格格ののももののでですすがが、、成成分分はは「「ＮＮ アア-シシルル ＬＬ- ググ-ルルタタミミンン酸酸

くく、、合合成成洗洗浄浄剤剤でですすがが、、アアミミノノ酸酸系系ののももののととアアルルキキルルリリンン酸酸系系ののもものの

ををととくくにに 標標 榜榜 すするる洗洗浄浄剤剤ななどどももあありりまますす。。ももちちろろんん石石けけんんででははなな

5.5

一

( ））でですす。。アアルルキキルルリリンン酸酸塩塩系系のの代代表表はは、、モモノノアアルルキキルルリリンン酸酸ナナトト

ルルタタウウリリンンををつつかかううももののはは、、ＮＮ アア-シシルル ＮＮ- メメ-チチルルタタウウリリンンナナトトリリウウムム

AGS

リリウウムム ( ））でですすがが、、エエチチレレンンオオキキササイイドド ( 酸酸化化エエチチレレンン をを
) 重重
合合すするる、、ポポリリオオキキシシエエチチレレンンアアルルキキルルエエーーテテルルリリンン酸酸ナナトトリリウウムムもも増増

AMT

EO

かかわわれれてていいまますす。。実実際際ははアアニニオオンン界界面面活活性性剤剤でですすかからら、、微微弱弱アアルルカカリリ

加加ししてていいまますす。。いいずずれれももシシャャンンププーー・・ボボデディィシシャャンンププーー・・洗洗顔顔料料ににつつ

MAP

をを遊遊離離すするる中中性性域域ののももののでですすがが、、酸酸性性添添加加物物とと組組みみ合合わわせせるるここととでで、、
用用意意にに弱弱酸酸性性ににシシフフトトししまますす。。
医医師師やや薬薬局局かからら、、刺刺激激性性最最少少のの洗洗浄浄剤剤とといいいい推推奨奨さされれるるののははここれれらら
ふ え いよ う か

がん ち っそ

でで、、刺刺激激性性テテスストトでではは小小とと出出るる場場合合ももあありり、、石石けけんんよよりり大大とと出出るる場場合合
せんじょうざい

ももあありりまますす。。アアミミノノ酸酸系系はは環環境境にに対対ししててはは富富栄栄養養化化ににつつななががるる、、含含窒窒素素
洗洗 浄浄 剤剤でですす。。アアルルキキルルリリンン酸酸系系はは、、天天然然界界面面活活性性剤剤とといいわわれれるるレレシシチチ
ンン（（リリンン脂脂質質））ななどどにによよくくににたた構構造造ををももちち、、高高級級アアルルココーールルとと五五酸酸化化
そせい

リリンンののエエスステテルル化化にによよりりつつくくるるももののでですすがが、、天天然然ににちちかかいいののははああくくまま
でで構構造造でで、、組組成成はは合合成成化化学学物物質質ににほほかかななりりまませせんん。。環環境境ににはは富富栄栄養養化化
せつさ い ひ ふ

のの元元ににななるる有有リリンン洗洗浄浄剤剤でですす。。
だだかからら、、皮皮膚膚へへのの浸浸透透性性がが

先先ののデデーータタはは切切採採皮皮膚膚とと石石けけんん水水溶溶液液ののももののでですすかからら、、合合成成洗洗浄浄剤剤
ににははそそののまままま援援用用ででききまませせんん。。つつままりり低低

ににちちかかいいたた

pH

皮皮膚膚上上にに掻掻きき傷傷ががああるる場場合合はは、、石石けけんんななどどををささけけ、、低低刺刺激激性性洗洗浄浄剤剤

かききず

すす。。判判断断基基準準がが人人かかららひひととつつ奪奪わわれれるる結結果果ににななりりまますす。。

激激ななたためめにに、、ハハザザーードドにに対対すするる皮皮膚膚かかららののメメッッセセーージジはは無無効効ににななりりまま

ててもも低低刺刺激激ででああるるこことと自自体体はは、、アアドドババンンテテーージジででははあありりまませせんん。。低低刺刺

めめ、、弱弱アアルルカカリリ性性のの石石けけんんよよりり低低刺刺激激とといいいいまますすがが、、仮仮ににそそううででああっっ

にに角角 質質 層層 間間脂脂質質をを溶溶出出すするるおおそそれれははあありりまますす。。皮皮膚膚のの

かくしつそうかん し し つ

増増加加すするるとといいううここととははいいええまませせんん。。たただだ吸吸着着残残留留すするる場場合合はは、、基基本本的的

pH

～～

とといいうう石石けけんんのの

がが掻掻きき傷傷ににししみみるるののはは当当りり前前でで

やや消消毒毒液液ををつつかかううののがが当当然然とといいわわれれるるここととががあありりまますすがが、、適適切切ででははああ
りりまませせんん。。
10.5

pH

にに傷傷をを深深くくししたたととししててもも分分かかりりまませせんん。。

ににななりりまますす。。ししみみなないい洗洗剤剤なならら努努力力もも要要りりまませせんんがが、、気気づづかかなないいううちち

すす。。少少量量ををととりり、、ででききるるかかぎぎりり泡泡立立ててててつつかかええばば、、わわずずかかずずつつ柔柔ららかか

9.5

石石けけんんはは、、「「脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基」」かからら

～～
～～

のの中中性性

以以上上、、まま

域域」」でで分分類類でできき、、純純石石けけ

ののももののでですす。。純純石石けけんんででなないいももののはは、、

pH

以以下下をを呈呈しし、、加加水水分分解解ののなないいかか僅僅かかののももののはは、、

pH11
pH8

んんはは、、
たたはは
pH7

10.5

域域
pH

域域がが存存
pH

だだ過過去去のの慣慣例例かからら、、化化学学組組成成のの似似てていいるるここれれららのの物物質質もも、、石石けけんんとと呼呼

んんととううのの石石けけんんででははあありりまませせんん。。擬擬似似石石けけんんとといいううべべききももののでですす。。たた

ぎ じ

本本来来、、無無機機ののアアルルカカリリ金金属属塩塩ののみみがが石石けけんんでですすかからら、、以以外外ののももののははほほ

塩塩基基石石けけんん」」とといいっってていいまますす。。簡簡略略にに「「有有機機石石けけんん」」ととももいいわわれれまますす。。

え んき

ととももににススカカムム sc（（
um石石けけんんカカスス））をを形形成成ししまますす。。ささららにに塩塩基基をを、、金金属属
ゆうき
類類ななどど無無機機のの物物質質ででななくく、、有有機機のの物物質質でで置置換換すするるももののががあありり、、「「有有機機

ネネシシウウムム（（ママググネネシシウウムム石石けけんん））ののここととでですす。。身身体体のの垢垢ななどど余余剰剰物物とと

あか

とといいわわれれまますす。。脂脂肪肪酸酸カカルルシシウウムム（（カカルルシシウウムム石石けけんん））とと脂脂肪肪酸酸ママググ

りり、、アアルルカカリリ土土類類金金属属ののももののはは、、水水にに不不溶溶性性ののももののでで、、「「金金属属石石けけんん」」

ど る いきんぞく

塩塩基基ががアアルルカカリリ金金属属（（ナナトトリリウウムム・・カカリリウウムム））ののももののはは溶溶解解性性ががああ

在在ししまませせんんかからら、、分分類類上上ここちちららがが有有用用ななととききももあありりまますす。。

かかららもも分分類類ででききまますす。。構構造造的的なな分分類類でであありり、、不不溶溶性性のの場場合合はは

はは、、
「「脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基」」のの構構造造かかららもも決決ままりりまますすののでで、、石石けけんんははここちちらら

肪肪酸酸カカリリウウムム（（カカリリ石石けけんん））」」ののここととでですす。。加加水水分分解解アアルルカカリリのの

んんとといいわわれれるるももののでですす。。「「脂脂肪肪酸酸ナナトトリリウウムム（（ソソーーダダ石石けけんん））」」とと「「脂脂

- 塩塩基基はは「「
+ でですすかからら、、化化学学的的なな名名称称はは、、
はは「「 RCOO」」、、
「「脂脂肪肪酸酸
N（（
a+ ））
K」」
アアルルカカリリ塩塩」」とといいいい、、ううちちナナトトリリウウムム塩塩ととカカリリウウムム塩塩ががふふつつううにに石石けけ

ままたた、、純純石石けけんんはは、、
「「脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基」」かかららででききてていいまますす。。脂脂肪肪酸酸基基

域域をを呈呈ししまますす。。

pH9

pH
9.5

質質ででああるる、、水水溶溶液液のの「「加加水水分分解解アアルルカカリリのの

るるシシンンププルルなな石石けけんんががほほととんんどどだだっったたののでですす。。石石けけんんはは、、石石けけんんのの本本

過過剰剰なな手手ををくくわわええずず、、ももちちろろんん無無添添加加でで、、純純石石けけんん分分ののみみででででききてていい

石石けけんんとと呼呼ぶぶ石石けけんんがが、、石石けけんんののいいちちばばんんススタタンンダダーードドななももののででししたた。。

石石けけんんはは、、元元々々、、種種類類ののああるるももののででははあありりまませせんん。。今今、、私私たたちちがが純純

2

びびななららわわししててききたた経経緯緯ががあありりまますす。。
アアンンモモニニアアでで置置換換ししたた「「脂脂肪肪酸酸アアンンモモニニウウムム石石けけんん」」、、トトリリエエタタノノーー
アア-ルルギギニニンン・・

リリ-ジジンンでで置置換換ししたた「「脂脂肪肪酸酸

アア-ルルギギ

ルルアアミミンンでで置置換換ししたた「「脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーールルアアミミンン石石けけんん」」、、アアミミノノ酸酸
たたととええばば
L

L

L

ののももののはは本本体体残残留留ののおおそそれれががあありり、、どどちちららににししててもも石石けけんん

硫硫酸酸化化・・酸酸化化エエチチレレンン ( 重重)合合ななどどのの化化学学反反応応をを経経るるののがが一一般般的的でで、、
そそれれぞぞれれののププラランントトおおよよびびププロロセセススかからら、、不不純純物物・・夾夾雑雑物物ががももちちここまま

りりまますす。。化化学学的的なな組組成成がが擬擬似似石石けけんんよよりりささららにに複複雑雑でで、、アアルルココーールル化化・・

基基をを改改造造すするるももののはは、、原原料料がが天天然然ののももののででああれれ、、すすべべてて合合成成洗洗剤剤にになな

ささてて、、ここここままでではは塩塩基基のの話話でですすがが、、脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基ののううちち、、脂脂肪肪酸酸

まますす。。

たたはは僅僅かか））とといいうう性性質質かかららすすれればば、、石石けけんんととははかかけけ離離れれたたももののににななりり

よよりりははるるかかにに合合成成洗洗剤剤にに似似てていいるるとといいうう点点でですす。。加加水水分分解解ののなないい（（まま

抱抱ええ、、低低

ここれれららのの擬擬似似石石けけんんのの性性質質がが、、工工程程のの複複雑雑ななももののはは不不 純純 物物・・ 夾夾 雑雑 物物をを

ふじゅんぶつ きょうざつぶつ

ニニンン石石けけんん」」・・「「脂脂肪肪酸酸
リリ-ジジンン石石けけんん」」ななどどががあありりまますす。。たただだ、、現現
在在ここれれららののすすべべててががつつくくらられれてていいるる訳訳ででははあありりまませせんん。。注注意意すすべべききはは、、

L
pH

用用すするるももののがが、、わわずずかかでですすががあありりまますす。。過過去去のの慣慣例例かかららここれれもも石石けけんん

戻戻りりまますすがが、、脂脂肪肪酸酸基基をを改改造造すするるののででななくく、、脂脂肪肪酸酸擬擬似似ののももののをを利利

てて合合成成洗洗剤剤ににななりりまますす。。

間間ににはは、、半半合合成成とといいうう概概念念ががあありりまませせんんかからら、、半半合合成成的的ななももののははすすべべ

維維（（セセルルロローースス酢酢酸酸エエスステテルル））ででああるるかかららでですす。。石石けけんんとと合合成成洗洗剤剤のの

はは天天然然繊繊維維とと同同等等ののセセルルロローースス繊繊維維でですすがが、、後後者者はは酢酢 酸酸セセルルロローースス繊繊

さくさん

分分子子のの組組成成構構 造造ででああっってて、、原原料料にに由由来来すするるももののででははあありりまませせんん。。前前者者

そ せ い こうぞう

ーーヨヨンン・・キキュュププララ））とと半半 合合 成成（（アアセセテテーートト））のの境境をを決決めめてていいるるののはは、、

はんごうせい

繊繊維維とと比比較較すするるとと、、分分かかりりややすすくくななりりまますす。。化化学学繊繊維維ののううちち再再 生生（（レレ

さいせい

ののかかとといいうう点点はは、、化化学学繊繊維維のの天天然然・・化化学学（（再再生生・・半半合合成成・・合合成成））のの各各

かがくせんい

ちちななみみにに、、原原料料がが天天然然ののももののででああるるののにに、、ななぜぜ合合成成洗洗剤剤とと呼呼ばばれれるる

れれるるここととががあありりまますす。。間間断断なないい石石油油化化学学的的なな汚汚染染ににささららさされれてていいまますす。。

EO

じゅし

とと呼呼びびななららわわししててききままししたたがが、、擬擬似似石石けけんんににほほかかななりりまませせんん。。ロロジジンン
（（樹樹脂脂））かかららつつくくるるロロジジンン石石けけんんとと、、ナナフフテテンン酸酸（（石石油油））かかららつつくくるる
ナナフフテテンン酸酸石石けけんんががあありりまますす。。どどちちららもも現現在在ははつつくくらられれてていいまませせんん。。
世世界界ののどどここかかににははああるるかかももししれれまませせんん。。

ゆうき

有有機機石石けけんんとといいうう、、アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンンププーー
ゆうきえんき

ルルアアミミンン石石けけんん・・脂脂肪肪酸酸
アア-ルルギギニニンン石石けけんん・・脂脂肪肪酸酸
リリ-ジジンン石石
けけんんななどどががあありりまますす。。ううちち、、脂脂肪肪酸酸アアンンモモニニウウムム石石けけんんはは現現在在つつくくらら

機機物物質質のの別別にによよりり、、脂脂肪肪酸酸アアンンモモニニウウムム石石けけんん・・脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーー

もも、、ままっったたくくのの合合成成洗洗剤剤でですす。。有有機機石石けけんんはは、、塩塩基基をを置置換換ししてていいるる有有

ちかん

ススももなないいででははあありりまませせんんがが、、そそちちららははどどんんななススタタイイルルののももののででああっってて

けけんん））」」ををいいううののががふふつつううでですす。。「「アアミミノノ酸酸系系洗洗浄浄剤剤」」とと混混同同すするるケケーー

「「アアミミノノ酸酸石石けけんん」」はは、、擬擬似似石石けけんんででああるる「「有有機機石石けけんん（（有有機機塩塩基基石石

3

い や く ぶがいひん

L

かくゆ

「「脂脂肪肪酸酸
アア-ルルギギニニンン石石けけんん」」はは、、「「アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンンププーー」」
ととししてて市市場場ににででてていいるるももののでですす。。
「「無無添添加加石石けけんんシシャャンンププーー」」とといいううもも

いいるる代代表表的的なな表表示示指指定定成成分分ででももあありりままししたた。。

ししててはは、、ももっっとともも多多用用さされれてていいるるももののののひひととつつでですすがが、、懸懸念念をを残残ししてて

けねん

っってて薦薦めめらられれたたりりししまますす。。トトリリエエタタノノーールルアアミミンンはは、、化化粧粧品品のの原原料料とと

よよくくあありりまますす。。わわりりととポポピピュュララーーでで、、皮皮膚膚科科医医かからら低低刺刺激激だだかかららとといい

れれてていいまませせんん。。
「「脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーールル石石けけんん」」はは、、医医薬薬部部外外品品ななどどにに

L

いいききっってていいるるののはは、、穏穏当当ででははあありりまませせんん。。変変 質質防防止止ののたためめにに「「アアルルココ

へんしつ ぼ う し

石石けけんん））」」とと「「パパーームム核核油油脂脂肪肪酸酸ＬＬ アア-ルルギギニニンン」」のの混混合合物物でですす。。そそれれ
ぞぞれれアアミミノノ酸酸石石けけんんのの配配合合割割合合がが違違ううももののででししょょううがが、、
「「無無添添加加」」とと言言

ののももあありりまますすがが、、主主成成分分ははどどちちららもも「「パパーームム核核油油脂脂肪肪酸酸カカリリウウムム（（純純

L

ぞうねん

すいようせい こ う ぶ ん し

こうたく

ーールル」」がが、、増増 粘粘ののたためめにに「「水水 溶溶 性性高高分分子子」」がが、、光光 沢沢ののたためめにににに「「脂脂肪肪
酸酸パパーールル剤剤」」がが添添加加さされれてていいまますす。。ううちち脂脂肪肪酸酸パパーールル剤剤はは、、エエチチレレンン

やくじほう

ググリリココーールル脂脂肪肪酸酸エエスステテルルののここととでですすがが、、ジジ脂脂肪肪酸酸エエチチレレンンググリリココーー
ルルととももいいうう合合成成界界面面活活性性剤剤でですす。。

ぜんせいぶんひょうじ

石石けけんんややシシャャンンププーーはは化化粧粧品品にに属属すするるたためめ、、薬薬事事法法がが適適用用さされれまますす。。
部部合合成成界界面面活活性性剤剤がが含含ままれれるる石石けけんんはは、、表表示示上上

配配合合成成分分量量順順のの全全 成成 分分 表表 示示がが義義務務づづけけらられれまますすがが、、家家庭庭用用品品品品質質表表示示
法法がが適適用用さされれるるとと、、

解解離離平平均均ででああるる等等 電電 点点のの はは 10.7でで
6 すす。。全全くくのの弱弱アアルルカカリリでですすのの
でで、、そそのの塩塩化化合合物物ととななっったたももののはは、、多多くくのの合合成成洗洗剤剤とと同同じじくく水水溶溶液液下下

とうでんてん

アア-ルルギギニニンンはは、、準準必必須須アアミミノノ酸酸ののひひととつつでで、、水水溶溶液液下下でで酸酸ととししてて解解離離
りょうせいでんかいしつ
しし、、ままたたアアルルカカリリととししててもも解解離離すするる、、両両 性性 電電 解解 質質とといいうう性性質質ををももちち、、

かいり

「「パパーームム核核油油脂脂肪肪酸酸ＬＬ アア-ルルギギニニンン」」でですすがが、、ここれれははパパーームム核核油油脂脂肪肪
酸酸ととアアミミノノ酸酸ののＬＬ アア-ルルギギニニンンのの、、弱弱酸酸とと弱弱アアルルカカリリのの化化合合物物でですす。。ＬＬ

「「石石けけんん」」ででははななくく「「複複合合石石けけんん」」とといいううべべききももののににななりりまますす。。

一

ちちななみみににアアミミノノ酸酸をを塩塩基基ににつつかかうう有有機機石石けけんんでで、、

アア-ルルギギニニンン以以

不不純純物物・・夾夾雑雑物物のの存存在在はは、、当当然然通通常常のの純純石石けけんんよよりり多多くくななりりまますす。。

ノノ酸酸））石石けけんん分分」」のの純純度度もも不不確確定定でで、、アアミミノノ酸酸等等のの製製造造過過程程もも含含めめるる

液液体体でで仕仕上上るるたためめにに中中和和のの過過不不足足がが明明確確にに計計測測さされれまませせんん。。
「「純純（（アアミミ

製製造造法法もも有有機機塩塩基基のの性性格格上上、、おおししななべべてて滴滴下下中中和和ななどどででつつくくらられれ、、

でですす。。

トトリリエエタタノノーールル石石けけんんとと同同様様、、中中性性のの「「半半合合成成」」洗洗剤剤とといいううべべききもものの

現現はは誤誤りりででははあありりまませせんんがが、、正正ししくくももあありりまませせんん。。性性状状かかららみみててもも、、

歴歴史史ががああるるかかららでですす。。ししたたががっってて、、
「「アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンンププーー」」のの表表

ももののでで、、塩塩基基ののみみをを置置換換ししたたももののはは、、
「「石石けけんん」」とと呼呼びびななららわわししててききたた

石石けけんんとといいっってていいるる理理由由でですすがが、、先先ののよよううにに、、
「「脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基」」のの

なないい（（ああるるいいははわわずずかかなな））物物質質でですす。。

でで中中性性ののももののでですす。。つつままりり石石けけんん特特有有のの性性質質ででああるる「「加加水水分分解解」」ををしし

pH

L

～～

とと

程程度度ののももののががほほ

リリ-ジジンン石石けけんんでですす。。

外外ににつつくくるるここととががででききるる石石けけんんはは、、先先ののよよううにに
～～

がが

両両性性解解離離すするるアアミミノノ酸酸でですすがが、、等等電電点点のの

L
7

ととんんどどでで、、わわずずかかににアアルルギギニニンンととリリジジンンののみみがが弱弱アアルルカカリリ
pH10

5

ししまますす。。石石けけんんはは脂脂肪肪酸酸にに分分子子量量

（（ナナトトリリウウムム））、、

（（カカリリウウムム））

39

・・

L

（（弱弱酸酸性性））ととのの近近ささとと、、大大ききなな分分子子量量

K

エエスステテルルとといいうう界界面面活活性性剤剤ももそそののひひととつつでですす。。アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンン

せせんん。。食食品品添添加加物物にによよくくつつかかわわれれ生生分分解解性性ももいいいい、、ググリリセセリリンン脂脂肪肪酸酸

合合成成界界面面活活性性剤剤ののよよううなな多多岐岐多多様様ななももののもも、、一一括括りりににはは否否定定ははででききまま

完完全全なな石石けけんんででなないいももののがが、、すすべべてて悪悪いいとといいううわわけけででははあありりまませせんん。。

石石けけんんははままだだししもも無無添添加加石石けけんんとと呼呼ぶぶののはは不不都都合合でですす。。蛇蛇足足でですすがが、、

なな））有有機機石石けけんん（（有有機機塩塩基基石石けけんん））」」とといいううののがが一一応応のの定定義義ににななりりまますす。。

以以上上ががアアミミノノ酸酸石石けけんんのの本本質質でですす。。
「「加加水水分分解解ののなないい（（ままたたははわわずずかか

っったたららそそちちららのの方方ががここわわいいででししょょうう。。

りりまませせんん。。該該当当ははししまませせんんがが、、たたととええばば刺刺激激ななくく皮皮膚膚をを侵侵すすももののががああ

せせまますす。。常常套套文文句句でですすがが、、そそれれはは皮皮膚膚清清浄浄剤剤ののアアドドババンンテテーージジででははああ

のの挙挙動動ととががああいいままっってて、、皮皮膚膚へへのの刺刺激激性性がが少少なないいとといいうう理理屈屈をを成成立立ささ

下下っってていいるるももののでですす。。皮皮膚膚のの

をを超超ええるる分分子子量量ののももののがが、、

がが付付いいてていいるるももののでですすがが、、トトリリエエタタノノーールルアアミミンンもも
アア-ルルギギニニンンもも
にに代代わわっってて、、脂脂肪肪酸酸基基ににぶぶらら

23

触触はは、、組組成成のの問問題題だだけけででななくく、、化化合合物物ととししててのの分分子子量量のの大大ききささにに由由来来

ががあありりまますす。。液液体体ののトトリリエエタタノノーールルアアミミンン石石けけんんもも同同様様でですす。。ここのの感感

アアミミノノ酸酸石石けけんんシシャャンンププーーのの使使用用感感はは、、合合成成界界面面活活性性剤剤にに近近いいもものの

すす。。

高高価価でですすかかららああええててつつくくらられれまませせんん。。ここれれはは名名実実ととももにに「「石石けけんん」」でで

をを呈呈すするるままぎぎれれももなないい石石けけんんでで、、性性能能ももすすぐぐれれたたももののががあありりまますすがが、、

ここととががででききるるののはは脂脂肪肪酸酸リリチチウウムムでですす。。リリチチウウムム石石けけんんはは弱弱アアルルカカリリ

ろろんん脂脂肪肪酸酸ナナトトリリウウムム・・脂脂肪肪酸酸カカリリウウムムでですすがが、、ほほかかにに唯唯ひひととつつくくるる

高高いいももののだだかかららでですす。。ここののたためめＬＬ アア-ルルギギニニンンとと リリ-ジジンンはは塩塩基基性性アアミミ
ノノ酸酸ととももいいわわれれてていいまますす。。つついいでででですすがが、、無無機機塩塩基基塩塩のの石石けけんんははももちち

pH9

pH

Na

pH

150

ププーーももそそののひひととつつでですす。。身身体体やや食食器器・・衣衣類類ににつつかかううももののはは、、石石けけんんがが
ななにによよりりベベタターーでですすかからら、、ととくくにに変変わわっったたももののににすするる必必然然性性ははあありりまま
せせんんがが、、たたととええばば合合成成洗洗剤剤かからら切切替替ええるるととききにに違違和和感感ののなないいシシャャンンププ
ーーととししてて、、ユユーーザザーーがが広広ががっっててききてていいるるとといいうう事事情情ががああるるなならら、、そそれれ
ははそそれれでで評評価価ががででききるるででししょょうう。。たただだししアアミミノノ酸酸石石けけんんはは、、アアミミノノ酸酸
にに由由来来すするる窒窒素素をを含含有有すするるたためめ、、水水域域のの富富栄栄養養化化へへななんんららかか影影響響をを与与
ええまますす。。
どどんんななももののもも承承知知のの上上ででつつかかううののななららそそれれははそそれれでで構構いいまませせんん。。リリ
ススクク 冒冒(危危険険性性、、結結果果負負荷荷 のの
) 判判断断のの問問題題でですす。。判判断断とと選選択択ににはは個個々々
人人のの個個性性ががああっってて当当然然でですす。。たただだ、、身身近近ににつつかかううもものののの本本質質とと、、どどんん
なな動動作作ををすするるももののななののかかをを知知ららずずににはは、、何何ももつつかかいいたたくくなないいとといいううのの
がが、、今今のの時時代代のの、、誰誰もものの共共通通ししたた欲欲求求ででははなないいかかとと思思いいまますす。。本本質質にに
かかかかわわるる情情報報ははつつねねかからら公公開開さされれてていいななけけれればばななりりまませせんん。。

ロロジジンン石石けけんん、、ナナフフテテンンササンン石石けけんん

CnH2n-1 COOH

すす。。

た

かんじょうさん

れれるる、、飽飽和和性性のの多多メメチチレレンン 環環 状状 酸酸でで、、一一般般式式ははつつぎぎののよよううななももののでで

ほうわせい

名名称称ででいいううののがが通通例例でですす。。ナナフフテテンン酸酸はは原原油油のの精精製製廃廃液液中中かからら回回収収ささ

石石けけんん））、、ロロジジンン石石けけんん（（樹樹脂脂石石けけんん））ががあありりまますす。。どどちちららもも脂脂肪肪酸酸のの

あありりまますすがが、、擬擬似似石石けけんんににほほかかななりりまませせんん。。ナナフフテテンン酸酸石石けけんん（（石石油油

正正確確ににはは油油脂脂類類似似ののももののががあありりまますす。。ここのの場場合合もも石石けけんんとと呼呼ぶぶここととがが

塩塩基基にに塩塩基基類類似似ののももののががああるるよよううにに、、脂脂肪肪酸酸ににもも脂脂肪肪酸酸類類似似ののもものの、、

4

オオレレイインン酸酸のの異異性性体体ととみみななさされれ、、常常温温液液体体ののももののでですす。。旧旧ソソビビエエトト
連連邦邦、、現現ロロシシアアででつつくくらられれ実実用用にに供供さされれたた記記録録ががあありりまますすがが、、脱脱臭臭がが
いいささささかか困困難難でで、、つついいにに不不快快臭臭ををののぞぞくくここととががででききずず普普及及ももししななかかっっ
たたよよううでですす。。平平均均分分子子量量ははヤヤシシ油油・・パパーームム核核油油にに似似てて褐褐色色でで質質はは柔柔軟軟、、
洗洗浄浄力力はは乏乏ししいいななががらら吸吸湿湿性性ににととみみ、、冷冷水水にに溶溶解解ししややすすくく起起泡泡力力もも大大
ききいいとといいうう性性質質ををももちち、、結結構構つつかかいい勝勝手手ののいいいい石石けけんんだだっったたとといいわわれれ
てていいまますす。。脂脂肪肪酸酸類類似似のの特特殊殊有有機機酸酸ののアアルルカカリリ塩塩でであありり、、ロロジジンン石石けけ
じゅし

んんととととももにに合合成成洗洗剤剤のの分分類類ににはは入入れれまませせんん。。
ロロジジンン石石けけんんはは油油脂脂類類似似のの樹樹脂脂かかららつつくくるる石石けけんんでですすがが、、洗洗浄浄力力がが
しかんぞく

過過小小ななたためめ単単独独でではは用用いいらられれまませせんん。。他他のの油油脂脂にに配配合合ししてて、、素素地地のの靱靱
性性、、保保存存・・溶溶解解・・起起泡泡性性のの付付与与ののたためめにに供供ししまますす。。脂脂環環族族ののアアビビエエチチ

こうかゆ

ンン酸酸 C 0H 0Oがが主主成成分分でで、、ナナフフテテンン酸酸ととおおななじじくく新新洗洗浄浄剤剤（（合合成成洗洗剤剤））
2
3
2
らちがい
かかららはは埒埒 外外ととななりりまますす。。
ロロジジンン石石けけんんとと同同様様にに、、補補填填的的ななつつかかわわれれかかたたををすするるももののにに、、硬硬化化油油

ががあありりまますす。。不不飽飽和和度度のの大大ききいい植植物物油油脂脂・・魚魚油油ななどどにに、、触触媒媒ををつつかかいい
すいそてんか

水水素素添添加加ししてて硬硬化化ささせせたたももののでですすがが、、食食用用のの代代表表的的ななももののががママーーガガリリ
ンン原原料料でで、、石石けけんんににはは、、溶溶けけくくずずれれのの防防止止やや扱扱いいのの向向上上ななどどをを目目的的にに、、
化化粧粧石石けけんんやや粉粉石石けけんんにに配配合合さされれまますす。。原原料料はは天天然然油油脂脂でですすがが、、水水添添

倍倍ににななるる「「べべ

（（水水素素添添加加））をを経経るるたためめにに加加工工油油脂脂とといいううべべききももののでですす。。

のの石石けけんん
pH

倍倍ににななりり、、 下下降降すするるとと

0.1

のの石石けけんん、、低低

上上昇昇すするるとと濃濃度度

1

純純石石けけんんよよりり高高
はは

10

pH

きき乗乗」」ののももののでですすがが、、人人のの頭頭はは加加減減乗乗除除ままででががよよくく理理解解ししややすすくく、、感感

1

5
pH

覚覚のの方方ははべべきき乗乗ををよよくく直直感感すするるももののとといいわわれれてていいまますす。。たたととええばば速速度度
とと加加速速度度のの関関係係ががそそれれでで、、速速度度ととはは位位置置のの変変化化のの割割合合、、加加速速度度ととはは速速
度度のの変変化化のの割割合合でですす。。速速度度はは目目とと頭頭でで知知るるももののでで、、長長ささ、、重重ささ、、時時間間

倍倍

ななどどとと同同様様、、定定量量的的にに知知覚覚ででききまますす。。加加速速度度はは、、音音量量、、温温度度、、明明るるささ
ななどどとと同同様様、、定定量量的的ににはは把把握握ででききまませせんん。。
乗乗にに比比例例しし、、音音圧圧がが
10

デデシシベベルル上上ががりりまますす。。デデシシベベルルはは音音楽楽・・音音響響ででつつかかわわれれまま

デデシシベベルルとといいうう単単位位のの音音量量はは、、音音圧圧のの
上上ががるるとと

2

倍倍ごごととのの希希釈釈・・

ががべべきき乗乗ののももののででああるるとといいううここととはは、、少少々々のの希希

釈釈・・濃濃縮縮でではは、、ほほととんんどど異異動動ががなないいとといいううここととでで、、

pH

にに

倍倍単単位位でで希希釈釈ししててつつかかわわれれるるののももここのの理理由由にによよりりまますす。。物物質質

のの大大ききなな違違いいががああるる場場合合はは、、ししたたががっってて濃濃度度等等にに起起因因すするるののででなな

っっぱぱらら

濃濃縮縮ががややっっとと意意味味ををももちちまますす。。体体感感上上ももそそううでで、、手手づづくくりり化化粧粧品品ががもも

10

彷彷彿彿ととささせせまますす。。

単単位位ががシシチチュュエエーーシショョンンでで異異ななるるとといいうう典典型型例例でで、、ななににかか人人間間社社会会をを

すすがが、、騒騒音音ををいいううととききはは、、ホホンンとといいうう単単位位ををつつかかいいまますす。。数数値値のの同同じじ

10
10
～～

・・

ののももののでですす。。純純石石けけんんででなないいもも

域域でで分分類類でできき、、ままたた脂脂肪肪酸酸基基＋＋塩塩基基のの組組成成でで分分
～～

側側ののももののはは、、ままずず、、「「手手づづくくりり

pH 10.5

部部ががそそれれにに該該当当しし、、アアメメリリカカ式式ののハハンンドド

かからら外外れれまますす。。高高

類類ででききまますすがが、、純純石石けけんんはは
ののはは、、
石石けけんん」」とといいわわれれるるもものののの

10.5

るる石石けけんんでで、、遊遊離離アアルルカカリリ（（とと未未反反応応油油脂脂））がが残残留留ししてて、、水水溶溶液液がが

未未満満にになな
pH11

域域ままでではは下下ががりりまませせんん。。ままたた、、洗洗

前前後後ににななるる石石けけんんでですす。。廃廃油油石石けけんんでで塩塩析析ををすするるももののはは、、

リリウウムムのの

pH

ににセセッットトさされれまますすかからら、、
pH

前前後後をを呈呈ししまますす。。

濯濯粉粉石石けけんんななどど炭炭酸酸ナナトトリリウウムムがが添添加加さされれてていいるる石石けけんんはは、、炭炭酸酸ナナトト

るるここととももあありりまますすがが、、純純石石けけんんのの

pH11

メメイイドド石石けけんんとと日日本本式式のの廃廃油油石石けけんんががあありりまますす。。どどちちららもも冷冷製製法法にによよ

一

pH
9.5

pH
9.5

石石けけんんはは水水溶溶液液のの
pH

くく、、ももっっぱぱらら組組成成的的なな相相違違にに起起因因すするるここととににななりりまますす。。

pH

pH11

～～
がが

ももまま

ののももののはは、、そそののくくららいい

pH

側側よよりり多多種種多多様様あありり

をを超超ええるる

側側にに該該当当すするるももののはは、、高高

純純石石けけんんののススタタンンダダーードド
でですすがが、、低低

10.5

ちちままちちでですす。。ままずず、、過過脂脂肪肪石石けけんんとといいわわれれるるももののがが、、大大体体

～～

8 pH

ににななるるののでですすがが、、

9

pH

9.5

pH

（（以以上上））、、遊遊離離アアルルカカリリのの相相殺殺ののたためめにに、、高高級級アアルルココーールル・・

規規格格にに準準拠拠しし

JIS

規規格格ののそそれれとと大大差差ははあありりまませせんん。。添添加加物物がが多多

JIS

ススタタンンダダーードドなな

～～

～～

はは

くく

のの過過脂脂肪肪石石けけんんににななりりまますす。。未未熟熟（（粗粗製製））でで

すすとと、、遊遊離離アアルルカカリリのの混混在在ももああっってて、、ちちょょううどど純純石石けけんん
ららいいののももののににななりりまますす。。

pH
9.5

9

以以下下のの中中性性域域ののももののでですす。。脂脂肪肪酸酸トトリリエエタタノノーールルアアミミンン石石けけんん、、

ままたた、、有有機機石石けけんんはは、、加加水水分分解解ががなないいかか（（ああるるいいはは僅僅かか））ののたためめ、、

10.5

pH

pH8

ももののでですすがが、、ききちちんんととししたたつつくくりりののももののはは、、未未反反応応油油脂脂がが優優先先ににななりり、、

格格ののももののががあありりまますす。。冷冷製製法法のの、、無無添添加加過過多多過過脂脂肪肪石石けけんんとといいううべべきき

化化ナナトトリリウウムムをを当当量量よよりり減減ららしし、、未未反反応応油油脂脂をを意意図図的的にに残残すすとといいうう規規

ままたた、、ハハンンドドメメイイドド石石けけんん（（アアメメリリカカ式式手手づづくくりり石石けけんん））でで、、水水酸酸

すすぎぎるるとと、、洗洗浄浄力力のの乏乏ししいいももののににななるるここととががあありりまますす。。

けけ違違っっててもも、、性性質質はは

でで高高価価なな、、化化粧粧品品ななみみのの石石けけんんををいいいいまますす。。けけれれどどもも、、体体裁裁ががどどれれだだ

めめ、、いいまま、、たただだ過過脂脂肪肪石石けけんんとといいううとと、、そそれれででななくく、、ももっっととききゃゃししゃゃ

事事実実上上、、過過脂脂肪肪ででああるるここととががススタタンンダダーードドににななっっててししままっってていいるるたた

てていいるるももののでですす。。

合合成成化化学学物物質質がが配配合合さされれてていいまますすがが、、実実ははききちちんんとと

脂脂肪肪ににななりり、、保保存存料料・・酸酸化化防防止止剤剤・・金金属属封封鎖鎖剤剤・・着着色色料料・・香香料料ななどどのの、、

高高級級脂脂肪肪酸酸・・ララノノリリンン・・ススククワワラランンななどど、、脂脂肪肪様様物物質質がが添添加加さされれてて過過

石石けけんん分分

市市場場ににいいちちばばんんポポピピュュララーーでで、、ホホワワイイトト石石けけんんななどどとといいわわれれまますす。。純純

たただだ「「石石けけんん」」ととののみみいいわわれれるる、、大大手手メメーーカカーーのの石石けけんんががそそれれでですす。。

ののももののでですす。。過過脂脂肪肪剤剤がが添添加加さされれてていいるるたためめにに低低

pH

pH
93%

脂脂肪肪酸酸
アア-ルルギギニニンン石石けけんんななどどでですす。。弱弱酸酸性性のの石石けけんんとといいうう表表現現がが
ででるるととききががあありりまますすがが、、石石けけんん自自体体はは有有機機石石けけんんででもも中中性性域域ののももののでで

8

あありり、、弱弱酸酸性性ののももののはは存存在在ししまませせんん。。たただだ中中性性のの液液性性ののももののにに、、過過剰剰

Ｌ

なな酸酸性性物物質質をを添添加加すするるとと、、

ももああるる程程度度下下ががるるここととががあありりまますす。。洗洗浄浄
石石けけんんははそそののくくららいいでで、、以以外外のの低低

pH

・・弱弱酸酸性性ののももののはは、、すすべべてて合合成成洗洗浄浄剤剤でですす。。アアミミノノ酸酸系系洗洗浄浄剤剤・・アア

石石けけんんととししてて考考ええらられれるる低低

力力ははささららにに乏乏ししいいももののににななりりまますす。。

pH

場場合合はは、、弱弱酸酸性性にに傾傾ききまますす。。皮皮膚膚のの

～～

がが酸酸性性のの

pH

ににちちかかいいたためめ、、弱弱アアルルカカ

6

過過脂脂肪肪石石けけんんのの

つつ、、

化化粧粧石石けけんん

JIS

ののよよううにに、、ググロローーババルルススタタンンダダーードドとといいうう言言葉葉がが敷敷衍衍
ISO

さされれるる現現在在、、ススタタンンダダーードドにに付付与与さされれるる意意味味はは、、重重くくななっっききてていいまますす。。

まますす。。たただだ

手手メメーーカカーーのの石石けけんんがが一一般般的的なな意意味味ででススタタンンダダーードドとといいううここととににななりり

タタンンダダーードドはは、、純純石石けけんんととみみななせせるるもものののの、、実実情情はは市市場場ににああふふれれるる大大

占占めめるる製製品品もも、、別別のの意意味味ででススタタンンダダーードドでですす。。ししたたががっってて、、品品質質ののスス

ススタタンンダダーードドのの意意味味はは、、ももととももとと品品質質のの標標準準ののここととでですすがが、、大大勢勢をを

1

下下ささせせるる機機能能ももももっってていいななけけれればばななりりまませせんん。。

緩緩急急性性・・緩緩衝衝性性ががななけけれればばななりりまませせんん。。洗洗浄浄力力ががああるるなならら、、そそれれをを低低

っっかかくくのの基基準準ををひひととつつ失失ううここととににななりりまますす。。清清浄浄剤剤ににはは、、ななんんららかかのの

ししみみなないい洗洗浄浄剤剤はは、、そそののメメッッセセーージジをを無無効効ににしし、、判判断断をを留留保保ささせせ、、せせ

たたりり前前でですす。。ししみみなないいよよううににつつかかううべべききとといいうう、、皮皮膚膚かかららのの発発信信でですす。。

ーー性性皮皮膚膚炎炎でで擦擦傷傷ののああるる皮皮膚膚にに、、石石けけんんのの弱弱アアルルカカリリががししみみるるののはは当当

膚膚科科学学ななどどをを標標榜榜すするる薬薬品品・・化化粧粧品品メメーーカカーーでですすがが、、たたととええばばアアトトピピ

ババンンテテーージジででははあありりまませせんん。。弱弱酸酸性性のの優優位位性性をを喧喧伝伝ししたたののはは、、臨臨床床皮皮

リリ性性のの石石けけんんよよりり低低刺刺激激とといいいいまますすがが、、先先ののよよううににかかななららずずししももアアドド

pH5

性性ののももののでですすがが、、脂脂肪肪酸酸ななどど酸酸性性物物質質がが添添加加さされれ、、溶溶液液のの

ルルキキルルリリンン酸酸エエスステテルル系系洗洗浄浄剤剤ななどどががあありりまますす。。ももちちろろんん基基本本的的にに中中

pH

6

そそのの点点、、生生産産量量のの多多いい石石けけんんがが、、いいちちががいいににススタタンンダダーードドとといいううののはは、、

のの

域域にに対対しし、、

～～

のの

側側ににかかたたむむいいてていいるる典典型型的的なな

すすででにに不不適適切切なな表表現現とといいううここととににななりりまますす。。
～～
8

9

そそのの、、大大手手メメーーカカーーのの石石けけんんはは、、低低
過過脂脂肪肪なな石石けけんんでですす。。純純石石けけんんのの
pH

pH
10.5

化化粧粧石石けけんん」」のの規規格格にに合合致致ししてていいまますす。。

9.5

規規格格はは、、石石けけんんのの品品質質をを云云々々すするるととききよよくく援援用用さされれまますす

域域ににあありり、、事事実実上上「「

石石けけんんのの

JIS
に ほ ん こうぎょう き か く

（（経経済済産産業業省省工工業業技技術術

JIS-K-33、、
01固固形形洗洗濯濯石石けけんん

JIS

規規格格番番号号
規規格格名名称称
適適用用範範囲囲
種種類類
品品質質

化化粧粧石石けけんん
枠枠練練及及びび機機械械練練

以以上上））
以以下下

以以下下（（機機械械練練））

化化粧粧・・浴浴用用にに適適すするる品品質質
以以下下（（枠枠練練））

遊遊離離アアルルカカリリ

以以上上（（前前回回規規格格

93% 28%
製製造造年年月月

製製造造業業者者

種種類類

名名称称

以以下下
製製品品ままたたはは最最少少包包装装にに次次のの事事項項をを表表示示すするる

石石油油エエーーテテルル可可溶溶分分

3% 0.1%

16%

95%

水水分分
純純石石けけんん分分

表表示示

JIS-K-3301
化化粧粧石石けけんん Toilet Soaps

さされれたたももののでで、、化化粧粧石石けけんんのの規規格格はは次次ののよよううななももののでですす。。

JIS-K-33、、
02粉粉末末洗洗濯濯石石けけんん JIS-K-330とと
3 いいうう三三つつのの石石けけんん規規格格がが
あありりまますす。。現現在在ののももののはは１１９９８８５５年年にに改改正正（（前前回回改改正正はは１１９９５５７７年年））

院院））でで、、化化学学製製品品ののななかかにに、、化化粧粧石石けけんん

規規格格のの正正式式なな名名称称はは、、日日本本 工工 業業 規規格格

きかく

ででななくく過過脂脂肪肪にに傾傾いいてていいるるののはは、、矛矛盾盾とといいええるるかかももししれれまませせんん。。

てていいるる訳訳ででははあありりまませせんん。。けけれれどどももそそのの基基準準がが、、過過不不足足なないい基基準準ななのの

がが、、品品質質のの基基準準をを定定めめてていいるるののででああっってて、、品品質質そそののもものののの仕仕様様をを決決めめ

JIS

pH
JIS

わくねり

き か い ねり

枠枠 練練及及びび機機械械練練とといいうう二二種種類類のの石石けけんんががあありりまますす。。かかっってて枠枠練練はは
浴浴用用石石けけんん、、機機械械練練はは化化粧粧石石けけんんとといいっったたここととももあありりまますすがが、、現現在在そそ
以以下下」」とといい

うういいうう区区別別ははあありりまませせんん。。ととももにに浴浴用用・・化化粧粧がが用用途途でですす。。規規格格のの中中身身
点点あありりまますす。。ままずず、、
「「遊遊離離アアルルカカリリ
0.1%

はは数数字字だだけけかかららすすれればば高高品品質質でですすがが、、先先ののよよううにに「「添添

にに対対すするる留留意意点点がが
うう仕仕様様でですす。。

3

以以下下でですすがが、、ここ

以以下下」」をを改改めめたたももののでで、、増増ええたたののはは、、不不けけんん

除除去去さされれるるももののでですす。。次次にに「「石石油油エエーーテテルル可可溶溶分分」」

るるももののでですす。。純純石石けけんんでではは製製造造過過程程つつままりりははププロロセセスス上上ででああららかかじじめめ

加加物物」」にによよるる封封鎖鎖ででよよううややくく達達成成すするるももののでですすかかららつつままりりはは被被覆覆にによよ

0.1%

0.5%

でで検検出出さされれるるたためめでですす。。
95%
年年のの間間、、

以以

にに「「改改正正」」

年年（（１１９９５５７７年年））

規規格格書書（（財財団団法法人人日日本本規規格格協協会会発発行行））はは次次のの

上上ででああっったた純純石石けけんん分分のの規規格格がが、、１１９９８８５５年年にに純純石石けけんん分分
さされれたた理理由由ににつついいてて、、

95%

以以上上））でで、、そそのの当当時時のの消消費費

純純石石けけんん分分ににつついいててのの旧旧規規格格はは、、昭昭和和

JIS

95%

でで

外外ののもものの（（

はは一一部部のの特特殊殊なな品品質質ののももののはは対対象象

以以下下））がが増増加加ししてていいるるののがが実実情情ででああるる。。
95%

今今回回（（１１９９８８５５年年））のの

JIS

JIS

よよううににななりり、、現現在在市市販販さされれてていいるる化化粧粧石石けけんんはは、、純純石石けけんん分分

ててメメーーカカーーははここのの要要望望にに合合わわせせたた品品質質のの石石けけんんをを市市場場にに出出すす

ががよよいいななどどのの多多様様なな要要望望がが出出さされれるるよよううににななっったた。。ししたたががっっ

ううだだけけででななくく、、よよくく泡泡がが立立つつ、、使使っったた後後のの感感触触ががよよいい、、香香りり

共共にに消消費費者者ののニニーーズズもも大大ききくく変変化化しし、、単単にに汚汚れれががおおちちるるとといい

者者のの要要望望にに合合っったた品品質質ででああっったた。。ししかかしし、、そそのの後後経経済済発発展展とと

にに制制定定さされれたたもものの（（純純石石けけんん分分

26

よよううにに述述べべてていいまますす。。

93%

るるここととににほほかかななりりまませせんん。。最最後後のの点点、、１１９９５５７７年年かからら

」」にに改改めめらられれてていいるるここととでですす。。添添加加物物ををおおささめめるる場場所所をを広広げげてていい

番番目目はは、、全全体体のの仕仕様様がが旧旧規規格格「「純純石石けけんん分分

」」かからら「「純純石石けけんん

化化物物ののほほかか、、添添加加物物すするる高高級級アアルルココーールル・・ススククワワラランンななどどががここのの項項目目

れれはは旧旧規規格格「「中中性性脂脂肪肪

3%
30

分分

93% 三

かからら

にに変変更更ししたた。。

外外ととしし、、一一般般にに市市販販さされれてていいるるももののをを対対象象ととししてて、、純純石石けけんん
分分をを
93%

しょかつかんちょう

数数年年間間、、
「「改改正正」」はは行行ななわわれれてていいまませせんん。。１１９９８８

20

規規格格はは、、規規格格全全体体ととししててははすすぐぐ
JIS

てていいるる規規格格でですす。。

合合成成化化学学物物質質をを多多量量にに配配合合ししたた

石石けけんんでであありり、、そそれれをを公公けけにに認認定定しし

法法」」ででつつくくるる純純石石けけんんのの仕仕様様にに比比べべれればば、、レレベベルルをを下下げげたた仕仕様様でですす。。

実実でですすがが、、石石けけんんににつついいててははそそううででははあありりまませせんん。。
「「窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析

れれたたももののでであありり、、すすべべてて製製造造物物のの指指標標ととししてて厳厳密密ななももののででああるるののはは事事

ききななかかっったたとといいううののがが実実情情でですす。。

てていいまますす。。消消費費者者ははももととももとと選選択択ししてていいるる訳訳ででははななくく、、ししたたくくててももでで

たた。。けけれれどどもも現現在在はは事事情情がが異異ななりりまますす。。そそううででなないい消消費費者者もも増増ええててきき

手手洗洗剤剤・・化化粧粧品品メメーーカカーーはは主主張張しし、、事事実実そそうう要要求求すするる消消費費者者ももいいまましし

「「消消費費者者ははそそうういいううレレベベルルのの均均一一なな品品質質のの商商品品をを求求めめてていいるる」」とと大大

まますす。。

そそししてて着着色色料料 タタ(ーールル色色素素 ・・
) 合合成成香香料料のの添添加加もも、、必必要要不不可可欠欠ににななりり

耐耐久久性性ののああるる保保存存料料・・酸酸化化防防止止剤剤・・金金属属封封鎖鎖剤剤（（金金属属石石けけんん防防止止剤剤））、、

有有用用添添加加物物ばばかかりりででななくく、、「「品品質質のの均均一一性性」」をを金金科科玉玉条条ととすするるたためめにに、、

産産・・大大量量販販売売すするるたためめのの、、規規格格おおよよびび規規格格のの改改正正ででああるるととみみらられれまますす。。

ののももののををつつくくるるたためめでですす。。
「「平平均均的的でで均均一一なな品品質質」」のの石石けけんんをを、、大大量量生生

入入れれるるたためめにに、、改改正正ししたたとといいいいまますすがが、、一一定定レレベベルルのの「「平平均均的的なな品品質質」」

洗洗剤剤・・化化粧粧品品メメーーカカーーでですす））。。ユユーーザザーーニニーーズズににみみああうう有有用用なな添添加加物物をを

各各種種工工業業組組合合・・油油脂脂おおよよびび洗洗剤剤メメーーカカーー代代表表ななどどでですす（（いいずずれれもも大大手手

５５年年改改正正原原案案をを作作成成ししたた委委員員会会ののメメンンババーーはは、、所所 轄轄 官官 庁庁・・大大学学教教授授・・

以以外外））、、今今日日ままででのの

以以降降（（２２００００７７年年にに、、引引用用元元のの「「せせっっけけんん」」をを「「石石けけんん」」にに代代ええたた

95%

93%

料料理理ののよよううなな、、アアメメリリカカ式式ハハンンドドメメイイドド石石けけんん

アアルルカカリリがが優優勢勢ななももののでで、、

前前後後のの高高

側側のの石石けけんんにに仕仕上上りりまますす。。

pH

域域ににちちかかづづくくももののももあありりまますす。。純純石石けけんん比比較較すするるとと、、未未熟熟（（粗粗製製））

含含んんででいいまますす。。

純純物物ととははああままりりいいいいまませせんんがが、、原原料料由由来来ののググリリセセリリンンもも数数
数数
さんぱい

かからら

%

前前後後ののももののはは、、皮皮膚膚へへのの刺刺激激性性がが懸懸念念さされれまますすがが、、かかわわりりにに変変

pH11
ふうか

みはんのう

霜霜」」ととかか「「風風化化」」とといいうう現現象象でで、、未未反反応応水水酸酸化化ナナトトリリウウムムがが、、石石けけんん

そう

けけんん表表面面のの白白いい粉粉（（ソソーーダダ灰灰））」」をを削削りりととるるとといいうう説説明明ががあありりまますす。。
「「結結

けつ

ななももののでですす。。ほほととんんどどがが冷冷製製法法ののソソーーダダ石石けけんんでですすがが、、乾乾燥燥後後にに「「石石

ーーププメメーーキキンンググ））でですすがが、、レレシシピピはは料料理理ののよよううにに美美ししくく、、反反面面大大雑雑把把

アアメメリリカカのの生生活活レレベベルルににままでで浸浸透透ししてていいるる、、ハハンンドドメメイイドド石石けけんん（（ソソ

りりまますすかからら、、長長期期的的使使用用ににはは注注意意がが必必要要ににななりりまますす。。

まますすがが、、ここちちららはは珪珪酸酸ナナトトリリウウムムのの、、 強強 靱靱 性性のの減減退退（（損損傷傷性性））ががああ

きょうじんせい

ナナトトリリウウムムででななくく、、オオルルトト珪珪 酸酸ナナトトリリウウムムををつつかかうう廃廃油油石石けけんんががあありり

けいさん

内内包包ししなないいたためめののアアドドババンンテテーージジとといいええるるででししょょうう。。ちちななみみにに水水酸酸化化

れれななどどはは起起ここししまませせんん。。無無添添加加のの石石けけんんでで、、合合成成化化学学物物質質ををままっったたくく

質質防防止止作作用用ををももちちまますす。。どどちちららもも実実際際のの使使用用感感ははすすぐぐれれてていいてて、、手手ああ

リリのの

加加水水分分解解をを起起ししてて、、ああららたたなな脂脂肪肪酸酸をを遊遊離離ししまますす。。ままたた、、遊遊離離アアルルカカ

量量にによよっっててはは吸吸湿湿性性をを発発揮揮しし、、石石けけんんのの表表面面にに水水滴滴をを生生じじ、、石石けけんんのの

色色ななどどをを起起しし、、そそれれ自自体体がが刺刺激激ににななるるここととももあありりまますす。。ググリリセセリリンンもも

未未反反応応油油脂脂・・遊遊離離脂脂肪肪酸酸はは容容易易にに酸酸 敗敗ににつつななががりり、、刺刺激激・・悪悪臭臭・・変変

10

未未反反応応油油脂脂・・遊遊離離脂脂肪肪酸酸ななどどのの不不純純欝欝・・夾夾雑雑物物がが残残留留ししてていいまますす。。不不

のの石石けけんんでで、、純純石石けけんん分分ととししててのの純純度度はは低低くく、、遊遊離離アアルルカカリリ以以外外にに、、

のの

冷冷製製法法がが基基本本でですすがが、、廃廃油油石石けけんんでで塩塩析析ををすするるももののががあありり、、純純石石けけんん

pH11

けけんんががあありり、、ココンンセセププトトががままっったたくくちちががううももののでですすがが、、どどちちららもも遊遊離離

カカ式式ののソソーーププメメーーキキンンググとと、、廃廃油油ななどどかかららつつくくるる日日本本式式のの手手つつくくりり石石

ハハンンドドメメイイドド（（手手づづくくりり））石石けけんんはは、、食食用用油油ななどどかかららつつくくるるアアメメリリ

7
pH
%

たんさん

のの表表面面にに析析出出しし、、空空中中のの炭炭 酸酸ガガススとと反反応応ししててででききたた炭炭酸酸ナナトトリリウウムムでで
すす。。
レレシシピピはは油油脂脂にに対対ししてて、、当当量量のの水水酸酸化化ナナトトリリウウムムがが処処方方さされれてていいまま
すすかからら、、未未反反応応ののそそれれにに相相当当すするる油油脂脂がが、、未未反反応応油油脂脂ととししてて大大量量にに内内
包包さされれてていいるるここととににななりりまますす。。
アアメメリリカカ式式レレシシピピはは、、不不純純物物・・夾夾雑雑物物のの存存在在ににああままりり関関心心ををももちちまま
せせんん。。残残留留アアルルカカリリはは気気ににかかけけるるよよううでですすがが、、未未反反応応油油脂脂はは不不都都合合にに
もも思思っってていいまませせんん。。油油脂脂にに由由来来すするる有有用用ななググリリセセリリンンをを含含めめ、、ここのの石石
けけんんづづくくりりににはは、、ななににひひととつつ捨捨ててるるももののははなないいとといいうう考考ええかかたたがが根根本本
ににあありりまますす。。精精製製さされれたた食食用用油油脂脂ををつつかかうう、、料料理理ののよよううなな感感覚覚ののもものの
とといいうう基基本本ののココンンセセププトトかかららききてていいまますす。。けけれれどどもも、、表表面面にに析析出出すするる
～～

とといいうう弱弱アアルルカカリリ性性石石けけんんのの

をを、、若若干干ななりりとともも上上

くくららいいのの遊遊離離アアルルカカリリはは、、石石けけんんのの内内部部ににもも存存在在しし、、過過剰剰ななももののはは、、
本本来来
10.5

pH

きゅうしつせい

ののググリリセセリリンンもも、、そそののままままでですすかからら平平均均

数数

すいてき

くくららいい内内在在ししまますす。。
%

固固くく、、オオリリーーブブ油油ややダダイイズズ油油ののももののはは軟軟ららかかくく仕仕上上りりまますす。。カカリリ石石けけ

すす。。固固体体とといいっっててもも油油脂脂にによよっってて異異ななりり、、ココココナナッッツツ油油（（ヤヤシシ油油））はは

ーーダダ石石けけんんとと同同じじくく固固体体ににつつくくっってて、、後後適適量量のの水水にに溶溶くくここととででででききまま

ちちななみみににソソーーダダせせっっけけんんででななくく、、カカリリ石石けけんんののハハンンドドメメイイドドはは、、ソソ

けけんんづづくくりりがが敷敷衍衍さされれてていいくくべべききででししょょうう。。

ンンドドメメイイドドだだかかららここそそ、、不不純純物物ななどどがが析析出出すするるここととののなないい、、有有為為なな石石

完完全全ななけけんん化化ののベベスストトポポイインントトがが自自ずずかからら分分かかっっててくくるるももののでですす。。ハハ

ししてて、、ああららたたなな酸酸敗敗のの契契機機ににももななりりまますす。。冷冷製製法法ででもも熟熟練練ししてていいけけばば、、

すす。。ここのの発発 汗汗とといいうう現現象象もも、、先先ののよよううにに加加水水分分解解をを起起しし脂脂肪肪酸酸をを遊遊離離

はっかん

過過剰剰ののググリリセセリリンンはは 吸吸 湿湿 性性 をを発発揮揮しし、、石石けけんんのの表表面面にに水水 滴滴をを生生じじまま

10

金金ににななりり、、刺刺激激・・悪悪臭臭・・変変色色ななどどをを起起ここすすここととががあありりまますす。。原原料料由由来来

反反応応油油脂脂がが存存在在ししてていいるるここととをを示示ししまますす。。未未反反応応油油脂脂はは、、酸酸敗敗ののひひきき

ままたた先先ののよよううにに過過剰剰ななアアルルカカリリのの存存在在はは、、そそれれにに相相当当すするる過過剰剰なな未未

げげるるここととががあありりまますす。。

pH
9.5

んんはは、、元元来来ここちちららのの「「軟軟石石けけんん」」ののももののががオオリリジジナナルルでで、、液液体体石石けけんん・・
水水石石けけんんはは、、ここれれをを希希釈釈ししたたももののががははじじままりりでですす。。

きゅうきょく

すす。。日日本本ででははいいままははここちちららがが主主流流でで、、冷冷製製法法ののけけんん化化率率をを

～～

くく

95%

規規格格にに準準ずずるる大大手手メメーーカカーーのの過過脂脂肪肪化化粧粧石石けけんんととちちがが

JIS
、、油油脂脂中中のの脂脂肪肪酸酸のの割割合合はは

～～

～～

、、
850

くくららいい、、ググ
90.2
%

くくららいいににななりりまますす。。質質量量ああたたりりののググリリセセリリ

86.7
%

肪肪酸酸トトリリググリリセセリリドド」」とといいっってていいまますす。。ううちち脂脂肪肪酸酸のの分分子子量量はは
ググリリセセリリンンはは
～～
9.8
%

くくららいい含含みみ、、油油脂脂由由来来ののググリリセセリリンンもも、、平平均均
10%

のの石石けけんんとと比比較較すするるとと、、事事実実上上純純石石けけんん分分

まませせんんかからら、、純純石石けけんん分分
すすがが、、純純石石けけんん分分

のの
80%

90%

石石けけんんにに等等ししくくななりりまますす。。

99%

くくららいいのの無無添添加加石石けけんんとといいううここととににななりりまま

くくららいいをを含含んんででいいまますす。。純純石石けけんん分分はは通通例例ググリリセセリリンンをを勘勘定定にに入入れれ

はは、、未未反反応応油油脂脂をを平平均均

ググリリセセリリンン含含有有量量はは少少ななくくななりりまますす。。ししたたががっってて、、過過多多過過脂脂肪肪石石けけんん

いい計計算算ににななりりまますす。。ヤヤシシ油油・・牛牛脂脂・・オオリリーーブブ油油・・ダダイイズズ油油ななどどのの順順にに、、

ンン含含有有量量はは、、脂脂肪肪酸酸分分子子量量のの小小ささなな油油脂脂（（たたととええばばヤヤシシ油油））ほほどど、、多多

リリセセリリンンはは

13.3
% 92

600

油油脂脂のの主主成成分分はは「「脂脂肪肪酸酸ググリリセセリリンンエエスステテルル」」でですす。。一一般般的的にに「「脂脂

けけんんででああるるここととがが特特徴徴でですす。。

っってて、、過過脂脂肪肪剤剤ををももちちいいずず、、原原料料油油脂脂そそののもものののの残残留留にによよるる過過脂脂肪肪石石

シシピピでですす。。

ららいいにに設設定定ししてて、、原原料料由由来来のの油油脂脂をを石石けけんん中中にに、、ああええてて残残すすとといいううレレ

85%

ンンジジををししたた、、手手づづくくりりのの無無添添加加過過脂脂肪肪石石けけんんとといいううべべききももののががあありりまま

アアメメリリカカ式式ののハハンンドドメメイイドド石石けけんんをを、、日日本本式式ににシシンンププルルモモデデルルチチェェ

日日本本化化モモデデルルのの 究究 極極 、、ハハンンドドメメイイドド過過多多過過脂脂肪肪石石けけんん

8
10%

過過脂脂肪肪石石けけんんはは高高級級石石けけんんとといいうう話話ががあありり、、ググリリセセリリンンのの多多いい石石けけ
んんももハハイイググレレーードドとといいううイイメメーージジがが言言わわれれまますすがが、、いいろろいいろろ実実情情ととはは
ああっってていいまませせんん。。過過脂脂肪肪石石けけんん superfatted soaをを
p 高高級級石石けけんんとといい
っっててききたたののはは、、添添加加物物ををよよししととすするる大大手手のの化化粧粧石石けけんんメメーーカカーーでですす。。
ままっったたくく意意味味ががなないい訳訳ででははあありりまませせんんがが、、純純石石けけんんメメーーカカーーかかららはは、、
釜釜焚焚ききけけんん化化ででなないい、、不不塩塩析析石石けけんんのの未未熟熟ななももののををささししてていいたたももののでで
すす。。過過脂脂肪肪のの本本来来のの目目的的がが、、不不純純物物・・夾夾雑雑物物ををかかかかええるる石石けけんんのの、、とと
くくにに過過剰剰ななアアルルカカリリをを封封鎖鎖すするるたためめででああっったたかかららでですす。。
最最もも多多くくつつかかわわれれたたののはは、、ララノノリリンン・・ワワセセリリンン・・油油脂脂類類・・スステテアアリリ
ンン酸酸メメチチルル・・オオレレイインン酸酸メメチチルルななどどでですす。。ララノノリリンンはは羊羊毛毛かかららととるるロロ
ウウのの一一種種でで、、脂脂肪肪酸酸とと一一価価アアルルココーールルととののエエスステテルルでですす。。ワワセセリリンンはは
石石油油かかららととるるイイソソパパララフフィィンン（（炭炭化化水水素素））でですす。。
ハハンンドドメメイイドド過過多多過過脂脂肪肪石石けけんんはは、、そそのの延延長長線線上上ででななくく、、無無添添加加のの
ままままでで過過脂脂肪肪ににすするるとといいうう点点でで、、由由来来をを別別ににししてていいまますすがが、、油油脂脂がが過過
剰剰にに内内包包さされれるる点点でではは共共通通ののももののでですす。。
そそれれららのの過過脂脂肪肪ののととくくにに油油脂脂のの作作用用でですすがが、、石石けけんんのの洗洗浄浄力力をを損損なな
いいななががらら、、一一部部皮皮膚膚ななどどにに残残留留ししてて、、ななんんららかか保保護護作作用用ををすするるとといいわわ
れれまますす。。皮皮膚膚やや髪髪のの保保護護、、吸吸収収にによよるる柔柔軟軟性性のの付付与与ななどどがが、、そそのの有有為為
なな作作用用でですすがが、、本本来来単単体体ああるるいいはは他他のの物物質質とと複複合合ででつつかかわわれれてて効効力力のの
ああるるももののでですす。。石石けけんんにに付付加加さされれるる場場合合はは、、洗洗浄浄力力のの減減衰衰ににななりり、、まま
たた酸酸敗敗のの原原因因ににももななりりまますす。。

部部のの細細菌菌類類をを取取りり除除くく

ももととももとと石石けけんんはは、、そそのの清清浄浄作作用用にによよっってて、、皮皮膚膚上上のの古古いい角角質質・・余余
剰剰のの脂脂肪肪・・無無機機質質のの汚汚れれ・・汗汗かかららのの分分泌泌物物・・

ままたた、、過過剰剰ググリリセセリリンンのの存存在在もも、、過過脂脂肪肪ののそそれれとと同同様様、、副副作作用用ののよよ

害害さされれまますす。。

果果たたすす役役割割でであありり、、先先にに過過脂脂肪肪ががああるるとと、、そそのの石石けけんん本本来来のの作作用用もも阻阻

作作用用はは、、加加水水分分解解のの結結果果、、遊遊離離すするる石石けけんん由由来来のの脂脂肪肪酸酸（（過過脂脂肪肪））がが

ももののでですすかからら、、過過脂脂肪肪ははそそのの作作用用自自体体をを妨妨げげるるここととににななりりまますす。。減減衰衰

一

ううななももののががあありりまますす。。吸吸湿湿性性ををももつつたためめ、、皮皮膚膚やや髪髪へへななんんららかか保保湿湿作作
用用ををすするるとといいいいまますすがが、、多多量量ののググリリセセリリンンのの内内包包はは、、洗洗浄浄力力ををささままたた

～～

げげるるととととももにに、、吸吸湿湿ししてて石石けけんん本本来来のの「「稠稠度度（（ほほどどよよいい固固ささ））」」をを損損なな
ううここととががあありりまますす。。
先先ののよよううにに、、過過脂脂肪肪ののなないい本本来来のの石石けけんんはは、、加加水水分分解解ししてて
のの弱弱アアルルカカリリ性性をを呈呈ししまますす。。皮皮膚膚上上のの酸酸性性物物質質にに接接すするるとと、、脂脂肪肪酸酸

pH
9.5

剤剤のの理理想想でですす。。純純石石けけんんのの水水溶溶液液がが、、加加水水分分解解アアルルカカリリのの

～～
pH
9.5

セセオオリリーーののひひととつつととすすららみみらられれまますす。。

りりななくく、、そそのの製製法法ののシシンンププルルささもも日日本本ででのの純純化化とといいうう、、いいわわばば文文明明的的

くくつつかか問問題題点点もも解解消消ででききるるででししょょうう。。無無添添加加石石けけんんででああるるここととににかかわわ

ととみみななしし、、管管理理ををよよくくししてて、、早早めめののつつかかいいききるるここととをを心心ががけけれればば、、いい

けけんんへへのの求求心心力力とといいうう点点でで大大いいにに歓歓迎迎さされれまますす。。料料理理ののよよううにに生生モモノノ

るるここととのの意意義義はは、、多多面面的的にに大大ききななももののががあありり、、そそのの広広範範なな流流行行はは、、石石

ににももととめめるるももののはは何何かか、、とといいううととこころろにに収収斂斂さされれまますす。。手手づづくくりりででああ

ととははいいええ、、日日本本式式ハハンンドドメメイイドド過過多多過過脂脂肪肪石石けけんんのの問問題題はは、、石石けけんん

ややわわららかかなな（（緩緩衝衝性性ののああるる））洗洗浄浄力力ををののみみ発発揮揮ししまますす。。

存存在在ししまませせんん。。ささららにに、、正正統統なな塩塩析析法法でではは、、ググリリセセリリンンもも痕痕跡跡でであありり、、

をを呈呈すするるとときき、、遊遊離離アアルルカカリリもも過過脂脂肪肪（（遊遊離離脂脂肪肪酸酸・・未未反反応応油油脂脂））もも

10.5

皮皮膚膚等等をを清清浄浄ににすするるほほかかはは、、ななんんのの影影響響ももああたたええなないいとといいううののがが清清浄浄

まませせんん。。石石けけんんはは医医薬薬品品・・医医薬薬部部外外品品・・化化粧粧品品ととはは異異ななるるももののでですす。。

体体のの清清潔潔をを保保つつももののなならら、、本本来来、、石石けけんん分分以以外外のの何何のの有有用用成成分分もも要要りり

髪髪とと身身体体のの老老廃廃物物・・外外部部かかららのの汚汚れれとと細細菌菌ななどどをを除除去去すするるここととでで、、身身

適適当当ななレレベベルルでで平平衡衡ししまますす。。石石けけんんががああくくままでで清清浄浄剤剤でであありり、、皮皮膚膚・・

だだ、、洗洗浄浄力力をを落落ししななががららままたた回回復復すするるとといいううくくりりかかええししでで、、洗洗浄浄力力はは

水水分分解解をを行行わわずず、、洗洗浄浄力力はは脱脱脂脂力力とと比比例例ししまますす。。石石けけんんはは動動作作ののああいい

上上にに脱脱脂脂すするるここととかからら防防いいででいいまますす。。石石けけんん以以外外のの界界面面活活性性剤剤はは、、加加

をを遊遊離離しし、、そそのの脂脂肪肪酸酸がが自自然然のの過過脂脂肪肪ととななっってて皮皮膚膚をを保保護護しし、、必必要要以以

10.5

日日本本のの自自然然はは、、そそここにに生生息息すするる生生きき物物ををふふくくめめてて、、世世界界のの標標準準にに比比
べべ「「平平均均的的にに小小型型でで温温和和」」とといいうう、、極極めめてて特特異異なな性性質質ををももっってていいまますす。。
独独特特のの風風土土とといいっっててももいいいいももののでで、、たたととええばば樹樹木木はは適適度度にに背背高高くく、、作作
物物はは滋滋味味ににああふふれれてて栽栽培培ししややすすくく、、生生きき物物はは、、熊熊もも狼狼もも馬馬もも、、小小型型化化
ししてて性性穏穏ややかかでであありり、、毒毒蛇蛇もも数数少少ななくく大大型型ののももののははいいまませせんん。。本本来来はは
大大陸陸ののももののとと同同様様なな体体躯躯やや毒毒性性ををももっってていいたたににちちががいいあありりまませせんんかからら、、
日日本本とといいうう列列島島・・島島嶼嶼にに入入っっててかからら起起ききたた変変化化ののああららわわれれににほほかかななりり
まませせんん。。ここれれもも進進化化のの形形態態ののひひととつつととすすれればば、、文文化化ももままたたそそのの例例ににもも
れれまませせんん。。
宗宗教教すすららままたた日日本本にに輸輸入入さされれるるとと、、時時をを経経てて極極端端にに単単純純化化さされれまますす。。
親親鸞鸞のの教教義義はは、、由由来来すするる大大乗乗仏仏教教だだけけででななくく、、宗宗教教ののののりりをを超超ええ、、
「「 Namuamida」」
buのの一一言言にに純純化化さされれてていいまますす。。キキリリスストト教教はは、、日日本本のの一一
部部でで、、聖聖書書ののみみをを価価値値ととすするる「「無無教教会会信信者者」」とといいうう究究極極にに収収斂斂ししててしし
てていいまますす。。唯唯一一言言でで生生命命がが満満たたさされれるるシシンンププルルなな仏仏教教とと、、教教会会ををももたた
なないいピピュュアアななキキリリスストト信信仰仰がが、、日日本本ででだだけけ共共存存ししてていいまますす。。

石けんルネッサンス、古法のすすめ

石石けけんんのの古古法法、、そそししてて環環境境のの未未来来

3
ェェイイツツ「「ケケルルトトのの黎黎 明明」」。。

れいめい

水水かからら発発ししてていいるる』』とと。。 略略( 古古
) 代代かからら神神話話のの時時代代ままでで、、わわたたししたたちち
のの生生ははつつづづいいてておおりり、、いいたたるるととこころろにに神神 妖妖(精精 をを
) みみてていいたた」」注注））イイ

ろろうう『『水水かかららすすべべててのの魂魂はは生生ままれれ、、心心ののななかかにに生生ままれれるるビビジジョョンンはは、、

をを生生ききるるここととががででききるるののででああるる。。賢賢 者者ポポーーフフィィリリーーももここうう言言っったたででああ

けんじゃ

ののたためめにに、、わわたたししたたちちはは一一時時、、よよりり透透明明なな、、おおそそららくくよよりり激激ししいい人人生生

ここででそそのの心心にに映映るるビビジジョョンンををみみよよううとと、、いいききもものの 妖妖(精精 たた
) ちちががわわたた
ししたたちちのの周周りりにに集集ままっっててくくるるののかかももししれれなないい。。そそししててそそのの心心のの静静寂寂ささ

「「わわたたししたたちちはは、、心心をを、、静静かかなな水水面面ののよよううににすするるここととががででききるる。。そそ

1

ようせい

アアイイルルラランンドドややススココッットトラランンドドのの人人たたちちはは、、ケケルルトト語語ででシシーー（（ Sid、、
he
Sh））
eeとといいうう妖妖 精精とと話話ををすするるここととががででききままししたた。。イイーーハハトトーーヴヴォォのの人人
たぬき
たたちち（（宮宮沢沢賢賢治治「「セセロロ弾弾ききののゴゴーーシシュュ」」））もも、、猫猫ととカカッッココウウとと子子 狸狸 とと
母母ねねずずみみ・・子子ねねずずみみとと話話ををすするるここととががででききままししたた。。おおそそららくくイイーーハハトト
ーーヴヴォォのの国国はは、、ケケルルトトのの国国ととそそうう遠遠くくはは離離れれててははいいななかかっったたののでですす。。
水水とと森森ととはは、、悠悠久久のの古古代代かからら人人のの心心ををままっっすすぐぐ育育んんででききままししたた。。圧圧倒倒
れいめい

的的なな神神秘秘とと恩恩沢沢のの存存在在でであありりつつづづけけままししたた。。
きっきょう

そそのの日日本本のの河河川川はは、、近近世世のの黎黎 明明のの時時代代にに、、訪訪れれたた外外国国人人かからら「「ままるる
きゅうしゅん

でで滝滝」」とと 吃吃 驚驚 さされれたた急急流流のの川川でですす。。日日本本列列島島をを縦縦横横にに走走りり、、狭狭いい国国
土土とと 急急 峻峻 なな山山岳岳かからら、、落落差差ををももっってて流流れれ落落ちちててくくるる河河川川でですす。。ここれれ
せいれつ

はは世世界界にに普普遍遍的的ななももののででははあありりまませせんん。。世世界界のの多多くくのの河河川川はは、、ほほととんん
せんけんてき

どど高高低低差差ななくくゆゆっっくくりりとと流流れれてていいまますす。。ここのの清清 烈烈なな日日本本のの川川がが、、日日本本

れい すい

人人のの生生活活ににいいくくつつももののアアププリリオオリリ 先先( 験験 的的なな 性性
) 質質をを与与ええままししたた。。カカ
ルルシシウウムム・・ママググネネシシウウムムのの少少なないい軟軟ららかかなな水水でであありり、、そそのの他他ののミミネネララ
ルルはは適適度度にに保保持持すするるとといいうう、、世世界界ででももままれれなな 麗麗 水水 ででああっったたたためめにに、、
油油
( のの 要要なな くく））水水かか らら煮煮 炊炊 ききすす るる料料理理 法法がが生生まま れれ 、、 紅紅
( 茶茶 ででななくく )
ふ は っ こ う ちゃ
不不発発酵酵茶茶ででああるる緑緑茶茶をを愛愛好好しし、、綺綺麗麗好好ききのの性性質質とと、、 かか(っっててのの 清清
) 潔潔
なな精精神神とといいっったたももののがが培培わわれれててききたたののでですす。。
清清流流のの水水はは、、そそののまままま距距離離ををひひいいてて高高品品質質のの上上水水ににななりりまますす。。日日本本

世世紀紀中中葉葉ににはは、、延延長長

とといいうう地地下下式式上上水水道道

最最古古のの水水道道はは、、天天正正 年年 １１(５５９９００ 、、)神神田田川川かからら江江戸戸城城下下ままででひひいいたた
こ い し か わ すいどう
か ん だ じょうすい
たまがわ
「「小小石石川川 水水 道道 」」とといいわわまますすがが、、江江戸戸時時代代にに入入っってて神神田田 上上 水水 とと 玉玉 川川
じょうすい

上上 水水 がが建建設設さされれ、、

ののももののででししたたかからら、、
30km

かかそそののどどれれももがが失失わわれれつつつつあありりまますす。。

とと森森のの国国」」ででああっったたかかららににほほかかななりりまませせんん。。膨膨大大なな歴歴史史ををへへてて、、ななぜぜ

てていいるる」」とといいわわれれたた日日本本でですすがが、、そそのの成成立立ししたた条条件件はは、、妖妖精精のの棲棲むむ「「水水

す

ここのの時時期期日日本本のの水水道道はは世世界界最最大大のの水水道道ででししたた。。
「「水水とと安安全全ははタタダダとと思思っっ

式式のの上上水水道道がが建建設設さされれてていいまますすがが、、ややっっとと延延長長

がが完完成成ししてていいままししたた。。同同時時期期ののヨヨーーロロッッパパでではは、、ロロンンドドンンにに唯唯一一地地上上

150
km

18

17

・・
石石けけんんはは、、油油脂脂・・脂脂肪肪酸酸とと、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソーーダダ））かからら
つつくくらられれまますす。。水水酸酸化化カカリリウウムム（（苛苛性性カカリリ））かかららももつつくくらられれ、、ソソーーダダ ナナ(
トトリリウウムム 石石
) けけんん・・カカリリ カカ(リリウウムム 石石
) けけんんとといいわわれれまますす。。石石けけんんをを
べんぎじょう
語語るるととききはは、、便便 宜宜 上上ソソーーダダ石石けけんんににつついいててがが多多くくななりりまますす。。そそののまままま
カカリリ石石けけんんににもも適適用用さされれるるここととばばかかりりでですすかからら、、ととくくにに断断ららなないい場場合合
ははカカリリ石石けけんんででもも同同等等とと思思っっててかかままいいまませせんん。。脂脂肪肪酸酸のの場場合合はは、、炭炭酸酸
ナナトトリリウウムム（（炭炭酸酸ソソーーダダ））かかららででももよよくく、、過過去去ににはは、、ココスストト面面でで有有利利
未未満満のの油油脂脂ががふふ

ななたためめ炭炭酸酸ナナトトリリウウムムがが多多用用さされれままししたたがが、、現現在在ははどどちちららもも水水酸酸化化ナナ
トトリリウウムムががつつかかわわれれまますす。。ままたた、、脂脂肪肪酸酸ににははふふつつうう

せいりょう

程程がが「「急急速速化化」」さされれてていいまますす。。
「「急急速速けけんん化化法法・・急急速速中中和和法法」」とといいううべべ

らら製製造造法法ととはは大大ききなな相相違違ががあありりまますす。。大大量量生生産産をを目目的的にに、、すすべべててのの工工

かからら 峻峻 別別 さされれるる、、大大手手メメーーカカーーののポポピピュュララーーなな化化粧粧石石けけんんはは、、ここれれ

しゅんべつ

酸酸中中和和法法のの比比較較でではは、、かかたたささおおよよびび品品質質にに差差ががみみらられれまますす。。純純石石けけんん

っっててもも、、品品質質ににかかわわりりははなないいとといいいいまますす。。油油脂脂けけんん化化・・塩塩析析法法とと脂脂肪肪

けけんん化化・・塩塩析析法法とと脂脂肪肪酸酸けけんん化化・・塩塩析析法法のの比比較較でではは、、かかたたささのの差差ははああ

油油脂脂かかららつつくくるるもものののの方方がが、、かかたたくく仕仕上上りり品品質質ももよよいいとといいいい、、油油脂脂

がが、、一一般般にに中中和和法法とといいううののははここちちららでですす。。

後後者者はは、、窯窯焚焚ききののみみでで塩塩析析はは行行わわなないいたためめ、、脂脂肪肪酸酸中中和和法法とといいいいまますす

石石けけんんををつつくくるる場場合合にに試試みみらられれたたももののでですす。。現現在在はは行行わわれれてていいまませせんん。。

らら焚焚いいてて塩塩析析ままでですするるももののでですす。。油油脂脂のの精精製製度度がが低低いい時時代代にに、、精精 良良 なな

せいせいど

もも、、本本来来、、脂脂肪肪酸酸けけんん化化法法とと脂脂肪肪酸酸中中和和法法ががあありり、、前前者者はは、、脂脂肪肪酸酸かか

すすがが、、厳厳密密ににははそそううばばかかりりででははあありりまませせんん。。脂脂肪肪酸酸かかららつつくくるるもものののの

油油脂脂かかららののももののははけけんん化化法法、、脂脂肪肪酸酸かかららののももののはは中中和和法法とといいわわれれまま

必必要要ににななりりまますす。。

らら、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムムにによよるる中中和和法法ででもも、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムムととのの併併用用はは

くくままれれ、、そそののけけんん化化ののたためめにに、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムムがが必必要要ににななりりまますすかか

10%

きき製製造造法法でで、、伝伝統統のの窯窯焚焚法法にに比比べべ、、ププラランントトもも工工程程ももちちががいい、、ニニーートト
ソソーーププ（（生生地地石石けけんん））はは、、いいくくばばくくかか未未けけんん化化物物・・不不純純物物・・夾夾雑雑物物をを
含含んんででいいまますす。。
でんかいほう

ささてて、、石石けけんんのの原原料料ののひひととつつででああるる水水酸酸化化ナナトトリリウウムムはは、、現現在在、、工工
業業塩塩（（食食塩塩））のの電電解解にによよっっててつつくくらられれまますす。。電電 解解 法法とといいいいまますす ( 2NaCl
＋＋ 2H＝＝O 2Na＋＋
水水酸酸化化ナナトトリリウウムムのの生生成成時時にに、、塩塩素素とと水水素素
OH ＋＋
H2 C））
l。。
2
2
ふくせい
ぜ ん く ぶっしつ
がが副副 生生ししまますす。。ううちち塩塩素素はは、、塩塩化化ビビニニルルななどどダダイイオオキキシシンン前前駆駆物物 質質のの
原原料料ととななりりまますす。。近近年年はは、、塩塩素素ががメメイインンででつつくくらられれ、、水水酸酸化化ナナトトリリウウ
しょうせっかい

せっかいほう

ムムがが副副生生品品のの方方でですす。。水水酸酸化化ナナトトリリウウムムはは、、かかっってて炭炭酸酸ナナトトリリウウムムとと
Ca(OH＋＋
)2 Na2C＝＝
O3 2Na＋＋
OH CaCO））3。。

水水酸酸化化カカルルシシウウムム（（ 消消 石石 灰灰 ））のの反反応応かかららつつくくらられれままししたた。。石石 灰灰 法法とと
いいいい、、ここちちららがが古古法法でですす（（

かんせい

しょくぶつはい

じゅうし

アアルルカカリリ材材料料のの面面かかららみみてて、、石石けけんんのの歴歴史史ににはは４４つつののエエポポッックク 画画(

（（炭炭酸酸ナナトトリリウウムム））とと植植物物油油かかららつつくくっったた、、
「「中中世世地地中中海海のの石石けけんん」」、、

のの石石けけんん」」でですす。。

はは、、電電解解法法にによよっってて、、塩塩化化ナナトトリリウウムムかからら直直接接生生

はは、、工工業業ソソーーダダ ルル(ブブラランン・・ソソーーダダおおよよびびソソルルベベーー・・ソソーーダダ））のの石石 灰灰
かせいかほう
苛苛性性化化法法にによよるる水水酸酸化化ナナトトリリウウムムとと、、複複数数のの油油脂脂かからら製製造造ししたた「「近近代代

せっかい

３

期期 がが
) あありりままししたた。。１１はは、、甘甘 生生（（陸陸上上））植植 物物 灰灰（（炭炭酸酸カカリリウウムム））とと獣獣 脂脂
えんせい
かかららつつくくっったた、、
「「始始源源のの石石けけんん」」、、 はは、、ババリリララとといいわわれれるる塩塩 生生植植物物灰灰
２

さくゆ

ようざいちゅうしゅつ

かまたき

りりまますす。。廃廃 液液のの成成分分はは、、塩塩化化ナナトトリリウウムム・・ググリリセセリリンン・・水水酸酸化化ナナトトリリ

はいえき

るるここととががあありりまますす。。ししたたががっってて石石けけんん廃廃液液ににははかかななりりのの環環境境負負荷荷ががああ

剤剤はは主主ととししててヘヘキキササンンでで、、そそののつつどど回回収収さされれまますすがが、、わわずずかかにに残残留留すす

かかけけらられれまますす。。そそののたためめ圧圧抽抽法法ととももいいわわれれまますす。。抽抽出出ににつつかかわわれれるる溶溶

れれまますす。。圧圧 搾搾 法法がが本本来来ででああるる果果実実かかららのの搾搾油油ででもも、、圧圧搾搾ののああとと抽抽出出がが

あっさくほう

ままたた、、油油脂脂はは収収量量をを多多くくすするるたためめにに、、抽抽出出法法（（溶溶 剤剤 抽抽 出出 ））がが行行わわ

立立はは一一九九世世紀紀中中葉葉ででししたた。。

んん化化・・塩塩 析析 法法」」とといいうう伝伝統統的的・・正正統統的的なな石石けけんん製製造造法法でであありり、、そそのの成成

しおせきほう

窯窯のの導導入入にによよるる近近代代化化ととととももにに、、
「「古古法法」」のの石石けけんん製製法法でですす。。
「「窯窯 焚焚けけ

こほう

成成すするる水水酸酸化化ナナトトリリウウムムををつつかかうう「「現現在在のの石石けけんん」」でですす。。３３がが、、蒸蒸気気

４

ウウムム・・炭炭酸酸ナナトトリリウウムムでですすがが、、古古法法でではは、、塩塩化化ナナトトリリウウムムはは回回収収しし精精
製製ししてて、、再再びび塩塩析析ににつつかかいいまますす。。ググリリセセリリンンもも回回収収しし精精製製ししてて、、市市場場
にに供供ししまますす。。水水酸酸化化ナナトトリリウウムムとと炭炭酸酸ナナトトリリウウムムはは、、回回収収ででききずず、、酸酸
にによよるる中中和和後後極極少少にに希希釈釈ししてて排排出出さされれまますす。。
石石けけんん製製造造のの理理論論とと根根拠拠ををああららわわししたた、、最最初初のの理理論論書書はは、、シシェェブブルル
ーールル (CHEVREUILのの
) 「「脂脂肪肪酸酸アアルルカカリリ塩塩」」でで、、１１８８２２３３年年にに刊刊行行さされれ
てていいまますす。。同同時時期期にに獣獣脂脂ととオオリリーーブブオオイイルルだだっったた原原料料油油脂脂のの種種類類もも拡拡
大大しし、、パパーームムオオイイルル・・ココココナナッッツツオオイイルルとと、、各各種種ののシシーードド 種種( オオ
) イイ
ルルがが登登場場ししてていいまますす。。同同年年のの１１８８２２３３年年、、イイギギリリススのの織織物物会会社社がが、、初初
ののルルブブラランンソソーーダダののププラランントト工工場場をを動動かかしし、、翌翌１１８８２２４４年年ににはは、、リリババ
年年前前のの１１８８００８８年年、、市市中中ににすすででにに

ププーールルにに本本格格的的ななルルブブラランンソソーーダダ工工場場がが設設立立・・稼稼動動ししてていいまますす。。ママルル
セセーーユユのの記記録録でではは、、そそれれにに先先立立つつ

構構築築をを検検討討すすべべききででししょょうう。。負負荷荷をを極極少少ににすするる手手法法でですす。。

迫迫らられれたたととききはは、、ままずず、、古古法法をを参参照照すするるここととかからら、、シシスステテムム全全体体のの再再

ああるるここととはは間間違違いいあありりまませせんん。。ししたたががっってて、、どどここかかでで回回帰帰すするる必必要要にに

完完成成さされれたたノノウウハハウウにに裏裏づづけけれれらられれたた、、比比較較的的負負荷荷ののすすくくなないい手手法法でで

古古法法がが、、すすべべてて環環境境負負荷荷ののすすくくなないい手手法法ででああるるののででははあありりまませせんん。。

ととににななりりまますす。。古古法法のの誕誕生生でですす。。

ーーダダ））をを発発表表ししてていいまますす。。今今日日のの石石けけんん製製造造のの基基本本型型がが、、完完成成ししたたここ

ににワワイイセセンンフフェェルルトトがが石石灰灰法法にによよるる固固形形のの水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソ

そそのの後後、、１１８８４４２２年年ににススチチーームムヒヒーーテティィンンググがが導導入入さされれ、、１１８８４４４４年年

オオイイルル（（ナナッッツツ・・ケケシシ・・アアママニニ・・ナナタタネネ））をを導導入入ししたたとと伝伝ええらられれまますす。。

ジジタタブブルルソソーーダダ（（ババリリララ））をを禁禁じじ、、オオリリーーブブオオイイルルににくくわわええ、、シシーードド

ルルブブラランンソソーーダダ工工場場ががああっったたとといいいい、、同同時時にに石石けけんん工工場場はは、、一一斉斉ににベベ

15

石石けけんん４４５５００００年年、、ヒヒスストトリリーー

てていいるるののがが、、石石けけんんのの最最古古のの記記録録でですす。。
もく

部部ととポポタタシシュュ（（木木

部部ででつつくくるる。。ポポタタシシュュははままたた、、穀穀物物

「「石石けけんん（（ととみみらられれるるもものの））はは、、油油脂脂
はい

5.5

製製造造化化学学
陸陸上上植植物物のの灰灰ににはは、、炭炭酸酸カカリリウウムムがが

～～

くくららいい含含ままれれてていいまますす。。

つつのの用用途途、、カカリリ肥肥料料とと石石

2 30%

なん

リリ石石けけんん（（軟軟石石けけんん））のの原原始始的的なな姿姿かかたたちちでですす。。

紀紀元元前前１１００００００年年頃頃、、ロローーママににササポポーー

ほんぞうこうもく

年年））本本 草草 綱綱 目目にに、、

Shaboのの
n 由由来来はは、、ララテテンン

シシャャボボンンととシシャャボボンン Shaboのの
n 語語もも、、ままずず、、ポポルルトトガガルル人人がが日日本本にに持持
ちちここんんだだももののででししょょうう。。ララテテンン語語でで石石けけんんををササポポーー Sapとと
o いいううののはは、、
Sapのの
o 丘丘ががああっったたとといいうう伝伝説説

ススボボンンをを起起点点ととすするるポポルルトトガガルルががススペペイインンよよりり先先行行ししてていいままししたたかからら、、

１１５５４４９９年年ののザザヴヴィィエエルルのの渡渡来来以以来来、、ヨヨーーロロッッパパかかららのの渡渡来来はは、、リリ

ペペイインンかからら入入っったたももののでで、、当当初初はは Xaboまま
n たたはは Jabonでで
n ああっったたよようう
でですすかからら、、ポポルルトトガガルル語語ののオオリリジジナナルルははススペペイインン語語でですす。。

語語 Sa、、
pフフ
o ラランンスス語語 Sav、、
onススペペイインン語語 Xab、、
oポポ
n ルルトトガガルル語語 Sab、、
ao
オオラランンダダ語語 Zeeのの
p いいずずれれかかでですす。。ううちちポポルルトトガガルル語語のの Sabaはは
o 、、スス

指指すすここととににななりりまますす。。そそのの日日本本語語シシャャボボンン

のの語語ががすすででにによよくく知知らられれてていいてて、、以以降降シシャャボボンンとと石石鹸鹸はは同同一一ののももののをを

けけんんととはは異異ななるるももののででああっったたよよううでですす。。たただだそそれれ以以前前にに「「シシャャボボンン」」

明明（（中中国国））かからら渡渡来来ととああるるののがが初初出出でですす。。内内容容はは洗洗浄浄用用品品でですすがが、、石石

日日本本語語のの石石けけんん（（石石鹸鹸））はは、、１１６６００４４年年（（慶慶長長
12

けけんん原原料料アアルルカカリリににつついいてて、、正正確確にに記記録録ししてていいるるここととににななりりまますす。。カカ

現現在在ににもも通通ずずるる、、ポポタタシシュュ（（カカリリウウムム））のの

10%

のの肥肥料料とと人人のの清清潔潔ををももたたららすす自自然然のの恵恵みみででああるる」」注注 石石
) 鹸鹸

灰灰ととみみらられれるるもものの））

1

ささかかののぼぼりりまますす。。メメソソポポタタミミアアにに出出土土すするる粘粘土土版版にに次次ののよよううにに刻刻ままれれ

ねんどばん

石石けけんんのの歴歴史史、、そそのの起起源源はは、、すすくくななくくとともも紀紀元元前前２２５５００００年年頃頃ままでで

2

にによよりりまますす。。神神にに羊羊をを捧捧げげるるとといいうう習習俗俗ががあありり、、そそのの焼焼いいたた脂脂とと灰灰がが
混混じじっったた土土塊塊がが、、汚汚れれをを落落すす力力ががああっったたかかららでですす。。ここののササポポーーがが、、ササ
ボボンン（（石石けけんん））等等のの語語源源とといいわわれれまますすがが、、ササポポーーのの丘丘のの伝伝説説はは定定かかなな
ももののででははあありりまませせんん。。石石けけんんをを意意味味すするる Sapのの
o 語語がが、、ララテテンン語語ののオオ
リリジジナナルルののももののでで、、ヨヨーーロロッッパパでで最最もも古古いい語語とといいうう事事実実だだけけががあありりまま
すす。。
ヨヨーーロロッッパパのの石石けけんんのの最最古古のの記記録録はは、、ププリリニニーー Pli（（
ny紀紀元元
- ））
Sapはは
o 油油脂脂肪肪、、木木灰灰おおよよびび石石灰灰ににててつつくくらられれ、、就就

ののももののでで、、
「「石石けけんん

79

油油とといいううののはは不不審審でですすがが、、起起元元 世世紀紀ののガガレレヌヌスス Galenuはは
「「洗洗浄浄
s 、、
にに用用いいらられれるる石石けけんんににはは、、ゲゲルルママンンのの石石けけんんがが最最上上、、ガガリリヤヤははここれれにに

ふしん

ゲゲルルママンン人人はは、、ここれれをを頭頭髪髪油油ととししてて用用いいたた」」とと書書かかれれてていいまますす。。頭頭髪髪

とうはつゆ

中中、、山山羊羊のの脂脂肪肪おおよよびび山山毛毛欅欅 ブブ(ナナ のの)灰灰ににててつつくくるるももののをを最最上上ととすするる。。
ままたた食食塩塩のの添添加加にによよっってて、、やややや硬硬きき石石けけんんががええらられれ、、ガガリリヤヤ人人おおよよびび

23

そそのの後後

世世紀紀末末、、ロローーママ帝帝国国がが東東西西にに分分裂裂すするるとと、、石石けけんんははいいっったた

垣垣間間みみらられれるるかかららでですす。。

るるののはは、、意意味味深深長長でですす。。今今日日のの石石けけんん製製造造のの原原型型とといいううべべききももののがが、、

つつくくるるののにに木木灰灰とと石石灰灰をを、、硬硬くくすするるののにに食食塩塩ををつつかかっったたとと書書かかれれてていい

かかっってていいたたののでですす。。ちちななみみににここのの石石けけんんののレレシシピピでですすがが、、アアルルカカリリをを

ガガリリヤヤ人人ははととももかかくく、、ロローーママ人人ははここののレレシシピピののももののをを石石けけんんととししててつつ

次次ぐぐ」」とと明明確確にに書書いいてていいまますすかからら、、１１世世紀紀（（ままたたははそそれれ以以前前））かからら、、

２

せいせっかい

ででつつくくらられれまますすがが、、 錬錬 金金 術術 のの

れんきんじゅつ

じゅうし

しゃふつ

世世紀紀ににはは、、アアララビビアア人人がが、、煮煮 沸沸

ととつつででももああっったたよよううでですす。。

記記録録ががみみらられれまますす。。生生石石灰灰はは、、自自然然にに産産すするる石石灰灰石石をを熱熱分分解解すするるこことと

灰灰汁汁をを生生 石石 灰灰ででアアルルカカリリ化化ししてて、、固固形形のの獣獣 脂脂石石けけんんををつつくくっったたとといいうう

あ く

張張ししつつつつああっったたアアララビビアア人人ででししたた。。

７

んんをを伝伝承承ししたたののはは、、そそれれららヨヨーーロロッッパパ人人ででははななくく、、オオリリエエンントトかからら膨膨

ンンスス・・ドドイイツツ））とと西西ゴゴーートト（（ススペペイインン））のの地地ににななっってていいまますすがが、、石石けけ

んん衰衰退退ししてていいるるよよううでですす。。ゲゲルルママンンととガガリリアアのの地地はは、、フフラランンクク（（フフララ

４

ひ

世世紀紀ににははアアララビビアアかかららススペペイインンにに伝伝わわりり、、ススペペイインンととイイタタリリアアでで

系系ににななりりまますす。。
りり、、次次いいでで一一大大製製造造地地ととななりりまますすがが、、

～～

世世紀紀ににななるるとと、、地地中中海海

13

へへとと、、劇劇的的にに移移行行ししたた画画期期ででははあありりまますす。。

多多くく、、ナナトトリリウウムムははそそのの

分分のの

ににすすぎぎまませせんんがが、、海海草草はは
1

こうわん と し

分分のの
3

1
ちしつ

耐耐性性ののああるる植植物物でですす。。ここれれをを塩塩 生生 植植 物物 とといいいい、、ナナトトリリウウムムをを多多量量含含

えんせいしょくぶつ

草草ででははななくく、、海海岸岸のの塩塩田田跡跡地地ななどどにに群群生生すするる、、塩塩 害害（（ナナトトリリウウムム））にに

えんがい

「「オオカカヒヒジジキキ」」ののここととでですす。。オオカカヒヒジジキキははアアカカザザ科科のの陸陸上上植植物物でで、、海海

そそのの後後、、ババリリララ barrillとと
a ししててヨヨーーロロッッパパ世世界界にに知知悉悉さされれたたもものの
はは、、実実はは海海草草灰灰ででははあありりまませせんん。。現現在在ののススペペイインン語語ででもも「「ババリリララ」」はは

タタシシュュ（（カカリリウウムム））ででああるるここととにに変変りりあありりまませせんん。。

くくららいいののナナトトリリウウムムをを含含有有ししまますす。。木木灰灰よよりりははままししでですすがが、、主主体体ががポポ

10

用用ししててききたたななごごりりにに過過ぎぎまませせんん。。陸陸上上植植物物はは一一般般ににカカリリウウムム含含有有量量がが

さされれるるここととががあありりまますすがが誤誤りりでですす。。海海草草をを焼焼いいててととっったたアアルルカカリリをを利利

炭炭酸酸ナナトトリリウウムム（（ソソーーダダ灰灰））をを生生みみだだししたたババリリララはは「「海海 草草 灰灰」」とと訳訳

かいそうばい

ええまませせんんがが、、カカリリ石石けけんん（（軟軟石石けけんん））かからら、、ソソーーダダ石石けけんん（（硬硬石石けけんん））

けけんんのの発発祥祥でですす。。現現在在ののソソーーダダ石石けけんん（（硬硬石石けけんん））のの直直接接のの祖祖ととははいい

かかななりりまませせんん。。ササボボンン・・ドド・・ママルルセセーーユユ、、ヨヨーーロロッッパパののオオリリジジナナルル石石

ががそそのの主主人人公公ででししたたがが、、中中心心的的なな役役割割をを担担っったたののはは、、ママルルセセーーユユににほほ

ソソーーダダ））かからら、、固固形形のの硬硬石石けけんんががつつくくらられれままししたた。。地地中中海海のの港港 湾湾都都市市

こう

のの特特産産ででああるるオオリリーーブブ油油とと、、おおななじじくく地地中中海海特特産産ででああるるババリリララ（（植植物物

12

世世紀紀ににはは、、フフラランンスス・・ママルルセセーーユユ港港がが石石けけんんのの一一大大集集 散散 地地ととなな

しゅうさんち

すするるポポタタシシュュのの軟軟石石けけんんででししたた。。現現在在ののカカリリ石石けけんん（（軟軟石石けけんん））のの祖祖

りりまますす。。ここのの時時期期のの石石けけんんはは、、依依然然ととししてて、、伝伝来来のの「「動動物物脂脂をを原原料料とと

んんはは、、アアララブブ文文化化のの一一ととししてて、、西西ヨヨーーロロッッパパにに再再導導入入さされれたたここととにになな

朝朝（（７７１１１１～～１１００３３１１年年））にに征征服服さされれたた結結果果ととみみらられれまますすかからら、、石石けけ

発発祥祥でですす。。たただだ、、ここのの伝伝播播はは、、イイベベリリアア半半島島がが、、アアララブブ帝帝国国ウウママイイアア

でんぱ

石石けけんん業業がが発発生生、、ギギルルドドがが成成立立ししてていいまますす。。西西ヨヨーーロロッッパパのの石石けけんんのの

8
９

有有ししてていいまますす。。カカリリウウムムのの多多いい植植物物はは、、塩塩生生にに対対ししてて甘甘生生とといいいいまますす。。
かんせいしょくぶつ

陸陸上上植植物物ははももととよよりり、、海海草草ななどど海海中中植植物物ももふふくくめめ、、普普通通のの植植物物ののほほとと
んんどどはは、、甘甘 生生 植植 物物 でですす。。

植植物物ののカカリリウウムム・・ナナトトリリウウムム含含有有量量
-------------------------------------------------------------カカリリウウムム
ナナトトリリウウムム
K/N比比
a

(%)

Na

褐褐藻藻 海海(草草 )
蘚蘚苔苔植植物物
羊羊歯歯植植物物
裸裸子子植植物物
被被子子植植物物

11.7 18.6 12.9 2.18 1.58

塩塩生生植植物物ののカカリリウウムム・・ナナトトリリウウムム含含有有量量

-------------------------------------------------------------カカリリウウムム
ナナトトリリウウムム
K/N比比
a

(%)

--------------------------------------------------------------

1.20 0.34 1.4 1.1 3.3

--------------------------------------------------------------

K

14.0 6.3 1.8 2.4 5.2

Na

1.74 2.05 1.51 1.47 10.65

0.63 0.74 0.43 0.26 0.08

-------------------------------------------------------------注注 「「(自自然然のの中中のの植植物物たたちち」」高高橋橋栄栄一一 １１(９９８８６６ 研研成成社社 )

ウウララギギクク キキ(クク科科 )
ハハママアアカカザザ アア(カカザザ科科 )

シシオオツツメメググササ ナナ(デデシシココ科科 )
ハハママママツツナナ アア(カカザザ科科 )

-------------------------------------------------------------アアッッケケシシソソウウ アア(カカザザ科科 )

K

2.75 2.77 3.52 5.65 0.80

オオカカヒヒジジキキののよよううなな塩塩生生植植物物のの焼焼灰灰をを煮煮詰詰めめるるとと、、収収量量のの格格段段にに多多
こう し

いい炭炭酸酸ナナトトリリウウムムがが取取得得でできき、、ははじじめめてて大大規規模模生生産産とと安安定定供供給給がが可可能能
ににななりりままししたた。。ソソーーダダ工工業業がが成成立立ししたた嚆嚆矢矢でですすがが、、地地中中海海沿沿岸岸とといいっっ
ててもも、、特特産産地地ははススペペイインン領領内内ででししたた。。

930

世世紀紀ににははそそののススペペイインンにに、、ククイイーーンン・・オオブブ・・ソソーーププとといいわわれれたた、、
Castil石石
e けけんんがが登登場場（（カカスステティィリリヤヤのの成成立立、、紀紀元元

～～ 14））
79しし、、 世世紀紀ににはは、、ススペペイインンののアアリリカカンンテテ Alican・・
teカカルルタタ
ゴゴノノババ Cartage・・
naママララガガ Malagがが
a 、、石石けけんんのの生生産産・・消消費費地地ととししてて
栄栄ええままししたた。。 世世紀紀ににははイイタタリリアアののベベニニスス Venez・・
iaササポポナナ Savona
世世紀紀にに入入るるとと、、拡拡張張のの一一途途ををたたどどるるフフラランンスス

カカスステティィーールル

13
がが興興隆隆ししまますす。。そそししてて

易易のの一一大大拠拠点点ととななっってていいききまますす。。
72%

savoのの
n 語語

ととははいいええ、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムムででななくく純純粋粋なな炭炭酸酸ナナトトリリウウムムででももなないい、、

chemical additives

1668 colbert French Law 72% pure olive/palm oil & no animal or

１１６６６６８８年年ののここととででししたた。。

すするる旨旨をを公公布布ししたたののはは、、重重商商主主義義者者ででああるる時時のの宰宰相相ココルルベベーールルでですす。。

すするる刻刻印印」」ををももっってて、、そそれれののみみをを「「ササボボンン・・ドド・・ママルルセセーーユユ」」とと呼呼称称

「「オオリリーーブブななどどベベジジタタブブルルベベーーススののオオイイルル

ををギギャャラランンテティィ（（保保証証））

主主義義ののななかか、、フフラランンスス本本国国ととフフラランンスス東東イインンドド会会社社ををつつななぐぐ、、東東方方貿貿

14

17

ルルセセーーユユ石石けけんんがが、、爆爆発発的的なな興興隆隆ををみみてて、、ルルイイ

世世下下ののフフラランンスス重重商商

源源もも「「ササボボナナ Savonaのの石石けけんん」」にに由由来来すするるとといいうう説説ももあありりまますす。。港港
湾湾都都市市ママルルセセーーユユはは、、 世世紀紀後後葉葉、、リリネネンン工工業業のの発発展展にによよるる繊繊維維用用ママ

湾湾ののママルルセセーーユユとと、、海海岸岸つつたたいいでで連連絡絡ししてていいまますす。。ササボボンン

ササボボナナ・・ジジェェノノアアははイイタタリリアア半半島島ののリリググリリアア海海沿沿岸岸ににあありり、、リリヨヨンン

確確立立ししまますす。。

ののママルルセセーーユユとと、、イイタタリリアアののササポポナナ Savo・・
naジジェェノノアア Genoがが
a 、、一一
大大石石けけんん製製造造地地ととななりり、、ヨヨーーロロッッパパににおおけけるる石石けけんんのの基基地地たたるる地地位位をを

17

14

15

ババリリララ（（植植物物ソソーーダダ））かかららつつくくっってていいるるここのの時時代代ののササボボンン・・ドド・・ママルル
のの刻刻印印ののああるる石石けけんんもも、、いいわわばば石石けけんん前前史史のの石石けけんんでですす。。今今

セセーーユユはは、、現現在在のの眼眼かかららすすれればば、、ままだだ不不純純物物・・夾夾雑雑物物ののかかたたままりりでですす。。
オオイイルル

世世紀紀中中葉葉のの

19

ののそそれれぞぞれれののドドララママがが垣垣間間見見ええまますす。。

世世紀紀末末でですす。。先先立立つつ

18

石石灰灰苛苛性性化化法法とと天天然然炭炭酸酸ナナトトリリウウムム

ルルブブラランンソソーーダダ法法のの成成立立はは、、

世世紀紀後後葉葉、、

ははあありりまますすがが、、復復元元すするる必必要要性性ははあありりまませせんん。。たただだ、、そそれれぞぞれれのの時時代代

出出来来事事ででししたた。。環環境境ととののかかかかわわりりでで、、古古法法のの意意義義をを理理解解ししてておおくく必必要要

のの石石けけんんのの直直接接ののルルーーツツととななりりまますす。。そそれれははおおししななべべてて

油油脂脂種種類類のの拡拡大大化化、、けけんん化化窯窯ののススチチーームムヒヒーーテティィンンググ化化ななどどがが、、現現在在

ブブラランンソソーーダダのの工工業業化化、、そそのの石石灰灰法法にによよるる苛苛性性化化、、石石けけんん製製造造理理論論とと

いいくくつつかかのの画画期期ががあありりまますすがが、、フフラランンススののルルブブラランンのの創創始始ににななるるルル

らら、、窯窯焚焚ききけけんん化化・・塩塩析析法法ででつつくくるるももののでですす。。

いい古古典典的的石石けけんんはは、、ととりりああええずず精精製製度度ののたたかかいい苛苛性性アアルルカカリリとと油油脂脂かか

日日のの石石けけんんのの直直接接のの祖祖でであありり、、そそのの完完成成度度ののたためめにに、、古古法法とといいっってていい

72%

せいれん

せんい

世世紀紀、、石石けけんんのの急急速速なな産産業業化化をを担担っったた
19

エエネネルルギギーーがが、、生生活活のの場場のの清清浄浄剤剤ででああるる前前にに、、繊繊維維工工業業用用途途のの洗洗浄浄剤剤

けけんんをを必必要要ととししてていいままししたた。。

繊繊維維工工業業はは、、繊繊維維のの精精 製製用用ののアアルルカカリリばばかかりりででななくく、、「「精精 練練」」用用のの石石

せいせい

工工 業業 のの発発達達、、ガガララスス製製造造・・石石けけんん製製造造のの勃勃興興ががあありりままししたた。。ううちち、、

こうぎょう

ががききっっかかけけででししたた。。背背景景ににはは、、アアルルカカリリをを必必要要ととししたた 紡紡 績績 業業 ・・繊繊維維

ぼうせきぎょう

化化ナナトトリリウウムムかからら炭炭酸酸ソソーーダダをを合合成成すするる方方法法」」をを、、 懸懸 賞賞 募募 集集ししたたのの

けんしょうぼしゅう

がが、、一一斉斉ににととだだええたた事事件件ががあありり、、フフラランンススアアカカデデミミーー（（学学士士院院））がが「「塩塩

ススペペイインン王王位位継継承承戦戦争争ののああおおりりををううけけ、、地地中中海海ののババリリララ（（植植物物ソソーーダダ））

18

3

こうりゅう

ででああっったたここととはは、、留留意意ししてておおくくべべききここととでですす。。ママルルセセーーユユ石石けけんんのの
こんせき

興興 隆隆 ももままたた、、リリネネンン繊繊維維工工業業ななどどのの繊繊維維精精練練ののたためめででししたた。。そそののたた
めめにに「「遊遊離離アアルルカカリリがが痕痕 跡跡」」とといいうう「「石石けけんんのの理理想想」」もも追追求求さされれてていい
っったたののでですす。。
フフラランンスス人人ののニニココララスス・・ルルブブラランンがが、、合合成成ソソーーダダ法法をを発発表表ししたたののはは
ぼっぱつ

１１７７９９００年年、、翌翌１１７７９９１１年年ににはは、、ササンン・・ドドニニにに自自ららソソーーダダ工工場場をを建建設設
ししままししたたがが、、フフラランンスス革革命命のの勃勃 発発にによよりり、、工工業業ととししてて稼稼動動すするるここととはは
あありりまませせんんででししたた。。産産業業革革命命のの目目玉玉ののひひととつつででももああっったた、、ルルブブラランン法法
のの工工業業化化ににつついいててはは諸諸説説ががあありりまますす。。 数数年年後後のの１１８８１１４４年年ににイイギギリリ

りゅうさん

えんさん

てて、、 硫硫 酸酸 ナナトトリリウウムムとと塩塩 酸酸ををつつくくりり、、塩塩酸酸をを回回収収（（

（（ NaS＋＋
O4 ＝＝
2C Na＋＋
2CO2 Na＋＋
CaC＝＝
O3 Na2C＋＋
O3 Ca））
S。。産産業業革革命命とと
2S
2S
き
いち
軌軌をを一一ととすするるルルブブラランンンンソソーーダダはは、、 年年つつづづききまますすがが、、 世世紀紀後後葉葉

灰灰石石とと交交 換換 分分 解解 しし、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムムとと硫硫化化カカルルシシウウムムををつつくくりりまますす

こうかんぶん かい

Na2S＋＋
O4 2HC））
l、、つつづづいいてて、、硫硫酸酸ナナトトリリウウムムにに石石灰灰石石とと石石炭炭をを混混合合、、
りゅうか
炉炉中中でで強強熱熱・・還還元元しし、、硫硫 化化ナナトトリリウウムムををつつくくりり、、硫硫化化ナナトトリリウウムムをを石石

2Na＋＋
Cl H2S＝＝
O4

ちちななみみにに、、ルルブブラランンソソーーダダ法法はは、、塩塩化化ナナトトリリウウムムにに硫硫酸酸をを作作用用ささせせ

のの嚆嚆矢矢ででああっったたとと思思いいまますす。。

ががルルブブラランンソソーーダダへへ転転換換ししたたとといいううのの本本当当なならら、、そそちちららがが真真のの工工業業化化

ッッププさされれたたののででししょょうう。。１１８８００８８年年ののママルルセセーーユユににおおけけるる石石けけんん工工場場

たためめにに、、１１８８２２３３年年とと１１８８２２４４年年ののルルブブラランンソソーーダダ工工場場ががククロローーズズアア

オオイイルル））をを導導入入ししたたととあありりまますす。。産産業業革革命命のの主主役役ががイイギギリリススででああっったた

場場がが立立ちち、、一一斉斉ににベベジジタタブブルルソソーーダダ（（ババリリララ baril））
laをを禁禁止止ししたたとと
伝伝ええてていいまますす。。同同時時ににシシーードドオオイイルル（（アアママニニ油油・・ナナタタネネ油油ななどどのの種種子子

フフラランンススののママルルセセーーユユでではは、、すすででにに１１８８００８８年年ににルルブブラランンソソーーダダ工工

４４年年ににははリリババププーールルににルルブブラランンソソーーダダ工工場場がが設設立立さされれてていいまますす。。

製製造造・・使使用用ししたたとといいうう記記録録がが、、事事実実上上のの工工業業化化のの嚆嚆矢矢でですす。。翌翌１１８８２２

ススにに伝伝来来しし、、１１８８２２３３年年イイギギリリススのの石石けけんん業業者者がが、、ルルブブラランンソソーーダダをを

10

100

18

世世紀紀初初頭頭、、電電解解法法がが成成立立ししてて現現在在にに至至っってていいまますす。。

１１８８６６５５年年ににははソソルルベベーーソソーーダダ（（アアンンモモニニアアソソーーダダ法法））がが発発明明さされれ、、
ささららにに

CaO+H＝＝
Ca(OH)2
2O

世世紀紀末末にに
20

んん用用アアルルカカリリ原原料料ににななりりまますす。。

灰灰法法ででつつくくるる水水酸酸化化ナナトトリリウウムムがが、、ととりりああええずず相相応応なな環環境境対対応応のの石石けけ

とといいううここのの炭炭酸酸ナナトトリリウウムムとと、、天天然然石石灰灰（（炭炭酸酸カカルルシシウウムム））かからら、、石石

ナナトトリリウウムムがが、、すすででにに多多量量にに市市場場にに出出ままわわっってていいまますす。。埋埋 蔵蔵 量量 無無尽尽蔵蔵

まいぞうりょう む じ ん ぞ う

登登場場ししてていいるる、、アアメメリリカカ・・ワワイイオオミミンンググ州州ググリリーーンンリリババーーのの天天然然炭炭酸酸

らら、、一一部部現現役役ののソソルルベベーーソソーーダダがが選選択択肢肢ののひひととつつでですすがが、、

環環境境ののたためめのの古古法法とといいううとときき、、電電解解法法にによよるる塩塩素素ををパパススすするるだだけけなな

Ca(OH＋＋
)2 Na2C＝＝
O3 2Na＋＋
OH CaCO3

をを得得るる。。反反応応終終了了後後、、濃濃縮縮すするる。。

攪攪袢袢応応しし、、、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソーーダダ））とと炭炭酸酸カカルルシシウウムム

石石灰灰水水・・石石灰灰乳乳にに炭炭酸酸ナナトトリリウウムム（（希希薄薄水水溶溶液液））ををくくわわええ、、

CaC＝＝
O3 C＋＋
aO CO2

粒粒子子ととししてて溶溶解解（（ 石石 灰灰 乳乳 ））すするる。。

せっかいにゅう

発発熱熱））かからら消消石石灰灰をを、、消消石石灰灰をを水水にに溶溶かかしし（（石石 灰灰 水水））ままたたはは微微

せっかいすい

石石灰灰石石かからら生生石石灰灰（（熱熱 分分 解解））をを、、生生石石灰灰とと水水のの反反応応（（消消化化・・

ねつぶんかい

化化法法」」ととももいいいい、、つつぎぎののよよううななププロロセセススでですす。。

１１９９６６００年年こころろかかららでですす。。すすででにに古古法法ででああるる石石灰灰法法はは「「ソソーーダダ灰灰苛苛性性

20

19

年年こころろかからら、、ソソルルベベーーソソーーダダかからら電電解解ソソーーダダへへのの移移行行はは、、

世世紀紀中中葉葉

ルルブブラランンソソーーダダかかららソソルルベベーーソソーーダダへへのの移移行行はは、、 世世紀紀末末１１８８９９００

19

炭炭酸酸カカリリウウムムのの古古法法、、油油脂脂搾搾油油のの古古法法

のの炭炭酸酸カカリリががととれれ、、古古くくかからら水水でで

10%

大大肥肥料料のの一一角角をを占占めめ、、塩塩化化カカリリ・・硫硫酸酸

3
がんえんこうしょう

ようかいど

溶溶解解度度がが小小ささいいここととにに基基づづ
NaHCOのの
3

力力のの今今日日でではは、、水水酸酸化化カカリリウウムムはは、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムムとと同同様様、、塩塩化化物物

永永くくルルブブラランンカカリリウウムムかからら石石灰灰法法ででつつくくらられれててききままししたた。。電電解解法法がが主主

ももちちろろんん健健在在ででししたたかからら、、水水酸酸化化カカリリウウムムはは、、電電解解法法にに移移行行すするるままでで、、

いいてて運運用用さされれまますすがが、、炭炭酸酸水水素素カカリリウウムム KHCOのの溶溶解解度度はは大大ききくく、、同同
3
様様のの運運用用ででははカカリリウウムム利利用用率率がが低低くくななっっててししままううかかららでですす。。石石灰灰法法はは

ベベーー法法はは、、炭炭酸酸水水素素ナナトトリリウウムム

つつくくらられれままししたた。。だだだだカカリリ工工業業ににソソルルベベーー法法はは適適用用ででききまませせんん。。ソソルル

水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソーーダダ））とと同同様様、、炭炭酸酸カカリリウウムムかからら石石灰灰法法でで

カカリリももつつくくらられれるるよよううににななりりままししたた。。水水酸酸化化カカリリウウムム（（苛苛性性カカリリ））もも

ででななくく、、ルルブブラランン法法がが成成立立ししたた後後はは、、塩塩化化カカリリかかららルルブブラランン法法でで炭炭酸酸

古古くくははナナトトリリウウムムももカカリリウウムムもも、、アアルルカカリリととししててそそうう区区別別ああるるもものの

リリ長長石石））・・海海藻藻・・樹樹木木・・海海水水苦苦汁汁ななどどががあありりまますす。。

フフルルトト））・・ろろ湖湖（（デデッッドドシシーー））・・そそのの他他ののカカリリ鉱鉱 石石（（ミミョョウウババンン石石・・カカ

こうせき

のの採採取取・・製製造造はは多多岐岐ににわわたたりり、、カカリリ岩岩 塩塩 鉱鉱 床床 （（ドドイイツツ・・シシュュタタッッスス

た き

カカリリ・・炭炭酸酸カカリリ、、ままたたそそのの複複合合化化合合物物ととししてて用用いいらられれまますす。。塩塩化化カカリリ

のの肥肥料料ととししててのの有有用用性性でですす。。

カカリリ工工業業ががソソーーダダ工工業業とと比比較較さされれるる時時、、大大ききなな差差異異はは、、カカリリ化化合合物物

料料ととししててももつつかかわわれれてていいままししたた。。

浸浸出出ししたたももののをを灰灰汁汁とといいっってて、、そそののまままま洗洗浄浄ににつつかかわわれれ、、ままたたカカリリ肥肥

あ く

かかららととっってていいままししたた。。木木灰灰かからら約約

湖湖ななどどかからら採採っってていいたたののにに対対しし、、炭炭酸酸カカリリはは陸陸上上のの甘甘 生生 植植 物物 のの木木灰灰

かんせいしょくぶつ

ウウムム（（ソソーーダダ灰灰））がが海海草草ややババリリララ（（塩塩生生植植物物））かからら、、ままたた天天然然ソソーーダダ

ここととでですすかからら、、歴歴史史のの登登場場すするるののもも遅遅かかっったたののでですす。。乾乾燥燥炭炭酸酸ナナトトリリ

ウウムムとと明明確確にに峻峻別別さされれたたののはは、、１１８８００７７年年（（イイギギリリスス、、デデーーヴヴィィ））のの

ムムはは、、ソソーーダダ工工業業ととはは別別のの道道をを歩歩いいてていいままししたた。。カカリリウウムムがが、、ナナトトリリ

軟軟石石けけんん（（カカリリ石石けけんん））のの原原料料ととななるる水水酸酸化化カカリリウウムムやや炭炭酸酸カカリリウウ

4

のの電電解解かかららつつくくらられれまますす。。
石石けけんんはは環環境境負負荷荷のの少少なないいももののでですすがが、、そそれれだだかかららここそそ、、石石けけんん周周
せいぞう か て い

辺辺のの環環境境負負荷荷のの低低減減もも、、つつねねかからら気気ににししななけけれればばななりりまませせんん。。石石けけんん
のの使使用用量量ななどど、、根根本本的的なな課課題題もも抱抱ええまますすがが、、製製 造造過過程程とと、、そそれれををささかか
ののぼぼるる油油脂脂・・苛苛性性アアルルカカリリのの製製造造過過程程にに、、そそれれぞぞれれかかかかっってていいるる環環境境

、、炭炭酸酸ナナトトリリウウムム

、、塩塩化化ナナ

負負荷荷もも、、低低減減のの対対象象ににななりりまますす。。塩塩析析ををすするる純純良良ななソソーーダダ石石けけんんのの場場
はいえき

、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム

5%

くくららいいでですす。。

合合、、廃廃 液液（（ニニググルル））ががででまますすがが、、そそのの組組成成はは、、ググリリセセリリンン
トトリリウウムム
0.1%

1%

せいぞうようざい

るるももののをを選選択択すするるののもも

ちんでん

案案でですす。。圧圧搾搾法法はは典典型型的的なな古古法法でですす。。圧圧搾搾のの

ンンををつつかかわわなないいヤヤシシ油油・・パパーームム油油・・オオリリーーブブ油油ななどど、、圧圧搾搾法法ののみみにによよ

量量なな残残留留ががみみらられれまますす。。ままたた精精製製にによよるる若若干干のの廃廃液液ももででまますす。。ヘヘキキササ

ここととががあありりまますす。。油油脂脂のの場場合合ももヘヘキキササンンはは回回収収さされれまますすがが、、ややははりり微微

程程ででつつかかわわれれ、、最最終終食食品品にに残残留留ししなないいととさされれてていいまますすがが、、痕痕 跡跡がが残残るる

こんせき

食食 品品 添添加加物物・・製製 造造 溶溶 剤剤」」でですす。。製製造造溶溶剤剤はは基基本本的的にに製製造造・・加加工工のの過過

しょくひん て ん か ぶ つ

ヘヘキキササンンはは石石油油かからら抽抽出出（（化化学学合合成成ででななくく））さされれるる物物質質でで、、「「天天 然然

てんねん

水水酸酸化化ナナトトリリウウムムにによよるる精精製製ななどどがが行行わわれれてていいるる現現状状ががあありりまますす。。

造造工工程程ににおおけけるる負負荷荷ととししてて、、油油脂脂がが多多くくヘヘキキササンンにによよるる溶溶剤剤抽抽出出やや、、

のの有有効効利利用用ののたためめににココスストト増増ににかかかかわわららずず必必要要なな工工程程でですす。。原原料料のの製製

ンンもも、、かかっっててはは採採算算性性ののああっったたももののでですすがが、、いいままははそそううででななくく、、資資源源

ググリリセセリリンンにに比比べべててととくくにに有有利利ななももののででははあありりまませせんん。。回回収収ググリリセセリリ

肪肪酸酸ととととももにに製製造造さされれてていいまますす。。合合成成ググリリセセリリンンももあありりまますすがが、、油油脂脂

市市場場ののググリリセセリリンンはは、、現現在在、、主主にに高高圧圧・・酵酵素素ななどど油油脂脂分分解解法法でで、、脂脂

来来へへのの課課題題でですす。。

ららびびにに市市場場化化・・再再利利用用はは、、かかっってて行行わわれれてていいたたここととでですすがが、、いいままはは将将

学学処処理理がが施施さされれまますす。。ううちち、、先先ののよよううにに、、ググリリセセリリンン・・食食塩塩のの回回収収なな

まますす。。負負荷荷ななくく排排出出すするるたためめにに、、中中和和・・希希 釈釈・・沈沈 殿殿ななどどいいくくつつかかのの化化

きしゃく

以以外外にに微微量量のの有有機機物物（（石石けけんん・・タタンンパパクク質質・・粘粘質質物物・・色色素素））がが含含ままれれ

10%

1

後後、、ささららにに溶溶剤剤抽抽出出ををすするる圧圧抽抽法法とといいうう合合併併法法ももあありり、、現現在在ででははそそちち
ららがが一一般般的的でですす。。
動動物物脂脂はは熱熱ををくくわわええてて抽抽出出すするる「「融融出出法法」」ののみみでで、、純純良良なな脂脂ががととれれ
まますす。。油油脂脂以以外外のの物物質質がが組組成成的的にに少少なないいたためめ、、精精製製もも容容易易でですす。。北北ヨヨ
ーーロロッッパパややアアメメリリカカ新新大大陸陸でではは、、動動物物脂脂とと木木灰灰（（炭炭酸酸カカリリ主主体体））かからら
つつくくるる軟軟石石けけんん製製法法がが、、ななががくく栄栄ええままししたた。。
いちねんせいそう

年年でで栽栽培培・・収収穫穫すするる植植物物

たただだ、、樹樹木木ななどどのの果果実実かからら搾搾油油すするるシシスステテムムはは、、ああままりり将将来来性性ののああ
しゅしゆ

るるももののででははあありりまませせんん。。一一 年年 生生 草草ななどど、、

てて考考慮慮さされれてていいななけけれればばななりりまませせんん。。
LCA

たいき

ででででききるるももののとと、、たたととええばば

年年生生草草ななどどののシシーードドオオイイルルかからら圧圧搾搾法法でで

たたととええばば、、天天然然のの炭炭酸酸ナナトトリリウウムムとと石石灰灰にによよるる「「ソソーーダダ灰灰苛苛性性化化法法」」

復復興興がが可可能能なな、、そそれれにによよっっててアアドドババンンテテーージジがが高高ままるる古古法法のの仕仕様様はは、、

のの距距離離をを保保つつここととななどどでですす。。

入入ののなないいププロロセセススをを維維持持・・管管理理しし、、常常時時、、ハハザザーードド（（被被危危険険性性））かからら

らら、、水水 域域・・大大気気・・固固形形廃廃棄棄物物量量 アア(ウウトトププッットト まま
) ででのの製製品品のの生生涯涯のの
負負荷荷低低減減ががははかからられれるるこことと、、本本体体のの純純粋粋性性おおよよびび不不純純物物・・夾夾雑雑物物のの混混

すいいき

イイククルルアアセセススメメンントト））ななどど、、原原料料・・エエネネルルギギーー消消費費量量 イイ(ンンププッットト かか
)

品品質質にに格格差差ななくく環環境境へへのの負負荷荷がが低低減減さされれるるこことと、、

（（製製品品ラライイフフササ

たた。。そそれれがが石石けけんんのの古古法法でであありり、、環環境境ののたためめにに基基本本的的なな条条件件はは、、すすべべ

ムムのの組組合合せせががああっってて、、現現在在にに通通ずずるる純純石石けけんんのの製製造造法法がが確確立立さされれまましし

ななうう環環境境負負荷荷はは極極小小ににななりりまますす。。純純良良なな油油脂脂とと純純粋粋なな水水酸酸化化ナナトトリリウウ

ののシシーードドオオイイルル（（種種子子油油））かかららととるる油油脂脂なならら、、土土地地以以外外のの栽栽培培ににとともも

1

すするる時時代代でですす。。

いいうう図図柄柄のの、、ほほののかかななイイメメーージジがが湧湧いいててききまますす。。技技術術ももルルネネッッササンンスス

搾搾油油すするるももののととをを、、窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法ででつつくくるる石石けけんんでですす。。理理想想とと

1

正統と伝統の、石けん製造法

はっこう

かまたき

ででつつくくらられれてていいまますす。。純純石石けけんん分分

・・
98%

さけ

かま

えんせきほう

た

す

とといいうう表表示示ののああるる純純石石けけんん

ささてて、、純純良良なな純純石石けけんんはは、、
「「窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法」」とといいうう伝伝統統のの製製法法

ももののでですす。。

旧旧 弊弊 ななシシスステテムムがが、、現現在在だだかからら有有効効にに機機能能すするるとといいうう見見本本ののよよううなな

きゅうへい

時時代代 をを ここ ええてて伝伝 承承 ささ れれ ななけけ れれ ばば ななりり まま せせ んん 。。 家家 内内性性 手手工工 業業 とと いい うう

のの維維持持とと継継承承がが必必須須ににななりりまますす。。技技術術ののみみななららずず、、かかたたくくなななな精精神神もも、、

為為そそののももののにに、、本本質質的的なな類類似似点点ががあありりまますす。。そそれれだだけけにに「「 巧巧 のの技技」」

たくみ

をを守守っっててつつくくらられれるるここととでですすがが、、
「「 熟熟 練練 のの手手でで窯窯をを焚焚くく」」とといいっったた行行

じゅくれん

らられれまますす。。「「鹸鹸化化」」とと「「発発 酵酵」」ととのの比比較較でですす。。共共通通点点はは、、伝伝統統のの製製法法

けんか

石石けけんんととくくにに純純石石けけんんののつつくくりりかかたたはは、、醤醤 油油・・酒酒・・酢酢ののそそれれとと比比べべ

しょうゆ

窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法（（熱熱製製法法））のの石石けけんん

4
1

99%

（（固固形形ソソーーダダ石石けけんん））ががここれれでですす。。ううちち

た

ののももののでで現現在在市市場場にに出出てていい

かまた

しゃふつ お ん ど

れいせいほう

100

ねつせい

に

上上のの品品質質をを保保証証すするる正正統統ななソソーーダダ石石けけんん（（硬硬石石けけんん））ををつつくくるるににはは、、

ももいいっってていいまますす。。言言いいかかたたがが違違ううだだけけでで、、すすべべてて一一つつのの製製法法でですす。。最最

ととももいいいいまますす。。塩塩析析をを行行っってて不不純純物物をを分分離離すするるここととかからら「「塩塩 析析 法法」」とと

えんせきほう

たためめ「「煮煮 沸沸 法法」」とといいいい、、常常温温でで作作業業すするる冷冷 製製 法法とと比比べべるるたためめ「「熱熱 製製法法」」

しゃふつほう

「「石石けけんん焚焚きき」」ととももいいいいまますす。。終終始始煮煮 沸沸温温度度（（

℃℃））でで作作業業をを行行ななうう

「「窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法」」はは、、単単にに「「窯窯焚焚きき」」ととももいいいい「「石石けけんん煮煮」」

ああるるよよううでですす。。

市市場場のの需需要要・・消消費費量量ははわわずずかかななももののでですす。。供供給給のの方方ははままだだままだだ余余力力がが

でですすがが、、大大手手のの洗洗剤剤・・化化粧粧品品けけんんメメーーカカーーのの化化粧粧石石けけんんににくくららべべるるとと、、

るるののはは、、わわずずかか数数社社ののよよううでですす。。世世界界にに誇誇っってていいいい高高品品質質なな純純石石けけんん

99%

部部をを端端折折るるここととががあありりまますす。。仕仕込込かからら乾乾燥燥（（熟熟

ここのの製製法法にによよららななけけれればばななりりまませせんん。。上上等等ままででででよよくく、、最最上上ををももととめめ
～～

日日位位かかけけるるののがが通通例例でですす。。

なないい場場合合はは、、塩塩析析のの
成成））ままでで、、

1

saponification>

15

1/3

相相当当量量をを注注ぎぎまますす。。適適
1/3

膠膠

のうこうえき

相相当当をを濃濃 厚厚 液液ととししてて徐徐々々にに加加ええてて煮煮沸沸

soap pastとと
e いいいいまますす。。（（１１日日目目））

まますす。。そそのの先先ででけけんん化化がが終終了了ししまますす。。けけんん化化後後ののここのの石石けけんんをを

ををつつづづけけ、、 粘粘 調調 ににななりりすすぎぎたた場場合合はは食食塩塩をを加加ええてて粘粘度度をを抑抑ええ

ねんちょう

のの水水酸酸化化ナナトトリリウウムム

1/3

時時温温度度をを調調節節しし、、場場合合にによよっってて冷冷水水をを加加ええてて冷冷ややししまますす。。残残りり

っっててかからら、、ささららにに水水酸酸化化ナナトトリリウウムム

をを注注ぎぎまますす。。煮煮沸沸ををつつづづけけ、、機機械械的的なな攪攪 袢袢をを行行いい、、粘粘度度がが高高まま

かくはん

仕仕込込みみ油油脂脂をを全全量量窯窯にに入入れれ、、煮煮沸沸温温度度（（ 1℃℃
00））にに溶溶融融ししててかか
きしゃくえき
らら、、当当量量のの水水酸酸化化ナナトトリリウウムム（（苛苛性性ソソーーダダ））のの 相相当当のの希希 釈釈 液液

けけ<んん化化

14

にかわ

塩塩<析析 salting-ou不不
t>純純物物のの除除去去
翌翌日日、、石石けけんん膠膠ををふふたたたたびび煮煮沸沸・・攪攪袢袢ししななががらら、、食食塩塩のの飽飽和和
液液をを徐徐々々にに加加ええまますす。。石石けけんん 膠膠 がが不不透透明明ににななりり粘粘度度をを減減じじ、、純純
ふた

せいち

石石けけんんがが上上部部にに分分離離ししまますす。。完完全全にに不不透透明明なな粒粒ににななっったたらら（（塩塩
析析がが十十分分））、、加加熱熱とと攪攪袢袢をを止止めめ、、窯窯にに蓋蓋ををししてて一一夜夜靜靜置置ししまますす。。
下下部部のの液液中中はは、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム・・炭炭酸酸ナナトトリリウウムム（（炭炭酸酸ソソーー

washin有有
g>色色物物類類ととググリリセセリリンンのの除除去去

ダダ））
・・塩塩化化ナナトトリリウウムム・・ググリリセセリリンンななどどのの不不純純物物でですす。。
（（２２日日目目））
洗洗<浄浄
水水洗洗いい washinnとと
g いいいいまますす。。一一夜夜靜靜置置後後のの石石けけんんはは、、完完全全にに
上上部部にに析析出出ししまますす。。下下部部のの廃廃液液をを捨捨ててててかからら、、水水ををくくわわええてて煮煮沸沸、、
再再びび石石けけんん膠膠ににななっったたももののをを、、食食塩塩水水でで何何度度もも洗洗いいまますす。。そそののつつ
どど分分離離すするる下下部部をを抜抜きき、、石石けけんん分分をを純純化化ししまますす。。（（３３日日目目））
仕仕<上上煮煮 boiling strengt未未
h>反反応応油油脂脂のの除除去去
未未けけんん化化油油脂脂のの完完全全ななけけんん化化がが目目的的でですす。。水水ををくくわわええてて再再びび
にかわじょう

煮煮沸沸しし、、石石けけんんがが 膠膠 状状 ににななっったたらら、、濃濃厚厚なな水水酸酸化化ナナトトリリウウムム
～～

時時間間煮煮沸沸ししててけけんん化化完完
6

時時間間加加熱熱ををつつづづけけまますす。。ここれれでで未未

4

液液をを徐徐々々にに継継続続的的ににくくわわええななががらら加加熱熱ををつつづづけけまますす。。完完璧璧ををのの
～～

ぞぞむむ場場合合はは、、過過剰剰ななアアルルカカリリでで
了了ししててかからら、、ささららにに
6

ににななりりまますす。。（（５５日日目目））

てて仕仕上上塩塩析析をを数数度度くくりりかかええししまますす。。遊遊離離アアルルカカリリがが痕痕跡跡のの状状態態

靜靜置置ししててののちち下下部部のの廃廃液液をを下下ろろししまますす。。ささららにに食食塩塩水水ををくくわわええ

仕仕<上上塩塩析析 fittin遊遊
g>離離アアルルカカリリのの除除去去
適適量量のの水水ををくくわわええてて加加熱熱攪攪袢袢しし、、石石けけんん膠膠のの状状態態のの戻戻っったたらら、、

ウウムム・・塩塩化化ナナトトリリウウムム・・ググリリセセリリンンでですす。。（（４４日日目目））

液液をを抜抜ききまますす。。廃廃液液のの中中味味はは、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムム・・炭炭酸酸ナナトトリリ

反反応応油油脂脂がが皆皆無無とといいうう状状態態ににななりりまますす。。ののちち靜靜置置ししてて下下部部のの廃廃

4

ふくしゃねつ

時時間間、、靜靜置置ししまますす。。

48

込込みみかからら延延べべ

日日～～

日日のの工工程程でですす。。

ががあありりまますす。。枠枠練練かか機機械械練練ののどどちちららかかのの方方法法でで違違いいががあありりまますすがが、、仕仕

以以後後、、釜釜かからら出出ししてて、、冷冷却却かからら切切断断・・乾乾燥燥（（熟熟成成））
・・包包装装ななどどのの工工程程

以以上上がが窯窯中中ででのの工工程程でですす。。（（６６～～７７日日目目））

化化にによよりり極極度度にに純純化化さされれ、、石石けけんん分分以以外外はは痕痕跡跡もも止止ままりりまませせんん。。

上上にに影影響響ををああたたええまますす。。すすべべててのの不不純純物物・・夾夾雑雑物物はは、、静静置置けけんん

窯窯のの大大ききささやや輻輻 射射 熱熱、、ままたた温温度度低低下下のの緩緩ややかかななここととななどどがが、、仕仕

ゆる

靜靜<置置 settlin静静
g>置置けけんん化化
最最低低ででもも 時時間間、、品品質質をを求求めめるるなならら
24

15

水水分分んん

前前後後、、純純石石けけんん

、、純純石石けけんんののううちち純純石石けけんん分分ははすすででにに

99.9

ルルカカリリ・・そそのの他他のの不不純純物物・・夾夾雑雑物物ははすすべべてて除除去去さされれてていいまますす。。事事実実上上

仕仕上上塩塩析析・・静静置置をを終終ええたた時時点点でで、、未未反反応応油油脂脂・・遊遊離離脂脂肪肪酸酸・・遊遊離離アア

14

70%

くくららいいににななっってていいまますす。。残残余余のの 0.0～～
1% 0.0くく
9%ららいいはは、、油油脂脂由由来来
のの不不けけんん化化物物、、スステテロローールル（（ココレレスステテロローールル））のの痕痕跡跡ののみみでですす。。除除去去

30%

石石けけんん Neat so、、
apままたた、、純純正正石石けけんん Genuine soaとと
p ももいいわわれれまますす。。
表表記記すするるとと 99.にに
9%ななりりまますすがが、、 99.8をを
9%割割るる可可能能性性をを勘勘案案ししてて とと

最最終終工工程程のの静静置置ににちちななんんでで、、静静置置石石けけんん Settled soaとと
p いいわわれれまますす
がが、、石石けけんん製製造造法法ののななかかででももっっとともも不不純純物物がが少少なないいたためめ、、ととくくにに精精良良

のの極極限限とといいええまますす。。

%

99%

のの純純石石けけんんがが、、完完

表表示示ししまますす。。表表示示にに当当たたっっててはは、、該該当当すするる県県工工業業技技術術セセンンタターーにに「「 JIS
石石けけんん試試験験法法」」にによよるる試試験験をを依依頼頼しし、、以以下下ののよよううなな「「成成分分表表」」のの発発行行
をを受受けけ、、必必要要にに応応じじてて公公表表ももししまますす。。純純石石けけんん分分
全全にに信信頼頼ででききるる所所以以でですす。。

99%

成成分分表表

○○○○県県工工業業技技術術セセンンタターー ○○年年○○月月○○日日

---------------------------------------------分分析析番番号号
第第○○ ○○ｰ○○○○○○号号
---------------------------------------------品品名名
○○○○固固形形石石けけんん○○○○○○
（（化化粧粧・・浴浴用用石石けけんん））
---------------------------------------------水水分分（（加加熱熱減減量量法法））
純純石石けけんん分分★★
遊遊離離アアルルカカリリ★★
石石油油エエーーテテルル可可溶溶分分★★
アアルルココーールル不不溶溶分分★★
水水不不溶溶分分★★

ABS

LAS

認認めめらられれまますす。。

がが検検出出さされれるる項項目目でで、、先先のの油油脂脂由由来来のの不不けけんん化化物物スステテロローールルのの痕痕跡跡がが

上上記記のの表表でで「「石石油油エエーーテテルル可可溶溶分分」」とといいううののがが、、油油脂脂・・脂脂肪肪酸酸ななどど

----------------------------------------------

･･紫紫
･･外外線線分分光光にによよるる

---------------------------------------------注注））★★：：乾乾燥燥資資料料にに対対すするる %
蛍蛍光光増増白白剤剤・・りりんん酸酸塩塩・・ ・・ 検検出出せせずず

0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 99% 24%

分分

枠枠練練とと機機械械練練
き か いねり

相相当当））

、、水水分分

せ いち

しあげ に

し あ げえ ん せ き

くくららいいののももののににななっってていいまますす。。

30%

あつしゅつ

かたうち

ねりこみ

たたチチッッププ（（片片））をを均均一一にに混混和和・・練練 込込すするる作作業業でですす。。

こんわ

せいち

こんわ

れれもも急急速速冷冷却却・・急急速速乾乾燥燥ささせせまますすがが、、主主工工程程はは、、素素地地をを細細断断・・乾乾燥燥しし

練練 込込・・圧圧 出出 ・・切切断断・・型型 打打・・乾乾燥燥とといいうう工工程程ををととりりまますす。。途途中中ははいいずず

ねりこみ

機機械械練練石石けけんんはは、、素素地地石石けけんんかからら、、冷冷却却・・乾乾燥燥・・細細断断・・乾乾燥燥・・混混和和・・

棚棚乾乾燥燥にに日日数数ががかかかかりりまますす。。

にに何何日日かか自自然然乾乾燥燥ささせせまますす。。ききわわめめててシシンンププルルなな製製法法でですすがが、、枠枠冷冷却却・・

ピピアアノノ線線をを組組んんだだ裁裁断断機機にに通通しし固固状状にに細細断断、、専専用用のの棚棚へへ納納めめてて、、ささらら

自自然然冷冷却却ををささせせるるののがが枠枠練練石石けけんんでですす。。そそれれをを数数日日後後ににととりり降降ろろししてて、、

ままだだ温温かかいいううちちのの素素地地石石けけんんをを、、大大ききなな木木枠枠（（鉄鉄枠枠））にに注注ぎぎ込込んんでで、、

響響をを与与ええるるとといいいい、、素素地地石石けけんんににいいくくつつかかののククララススがが存存在在ししまますす。。

そ じ

仕仕上上塩塩析析・・静静置置ををすするる静静置置石石けけんんもも、、仕仕上上塩塩析析 fittinのの
g 粗粗ささとと細細かか
ささののととりりかかたたにに段段階階ががあありり、、品品質質がが左左右右さされれるるほほかか、、窯窯のの大大ききささもも影影

調調もも不不良良でで、、固固くく脆脆いい素素地地石石けけんん Soap basにに
e ななりりまますす。。廃廃油油石石けけんん
のの塩塩析析ををすするるももののはは、、丁丁度度ここのの時時点点のの塩塩析析石石けけんんでですす。。ままたた、、水水洗洗いい・・

静静置置ををししなないい石石けけんんはは、、塩塩析析石石けけんんののななかかででももととくくにに含含 核核石石けけんん Curd
soaとと
p いいっってていいまますす。。どどちちららかかとといいううとと塩塩類類ななどどのの不不純純物物がが多多くく、、色色

がんかく

ちちななみみにに、、塩塩析析ままででははししてて、、そそのの後後のの水水洗洗いい・・仕仕上上煮煮・・仕仕上上塩塩析析・・

70%

（（ジジェェニニュュイインンソソーーププ genuine so））
apとといいわわれれまますす。。ままだだ窯窯中中ににあありり
まますすがが、、技技術術のの確確かかななももののはは、、ここのの時時点点でですすででにに純純石石けけんん（（純純石石けけんん

内内容容かからら 精精 良良 石石けけんん（（ニニーートトソソーーププ

いいうう最最終終工工程程ををおおええたたももののはは、、静静置置石石けけんん settled soaとと
p いいいい、、そそのの
じゅんせい
neat so））
apととかか、、 純純 正正 石石けけんん
せいりょう

くくらられれるる純純良良ななソソーーダダ石石けけんんのの、、水水 洗洗いい・・仕仕上上煮煮・・仕仕上上塩塩析析・・靜靜置置とと

みずあら

脂脂とと水水酸酸化化ナナトトリリウウムムかからら「「窯窯焚焚ききけけんん化化・・塩塩析析法法」」とといいうう製製法法ででつつ

ととでで、、仕仕上上りりのの違違いい、、体体裁裁・・使使用用感感ななどどががここれれでで決決ままっっててききまますす。。油油

枠枠練練とと機機械械練練はは、、石石けけんんのの仕仕上上げげのの段段階階でで分分れれるる２２種種類類のの製製法法ののここ

わくねり

2
99%

まと

びかん

捏捏練練（（ねねつつれれんん milli））
ngとといいっってていいまますす。。最最後後にに纏纏ままりりとと美美観観にに
つつななががるる「「型型打打」」とといいうう工工程程がが入入っってていいるるののもも特特長長でですす。。手手数数ががかかかか
りりまますすがが急急速速化化ししてていいるるたためめにに日日程程ははそそううおおししまませせんん。。

ぼう じゅん

枠枠練練石石けけんんはは、、石石けけんん分分子子のの結結晶晶化化がが進進みみ、、結結晶晶そそののももののもも大大ききくく、、
きれつせい

しょうもうど

水水 中中 でで 膨膨 潤潤 やや 溶溶 けけ 崩崩 れれ がが すす くく なな いい 質質 のの 固固 いい 石石 けけ んん とと なな りり まま すす 。。
亀亀裂裂性性ががななくく、、摩摩擦擦にによよるる溶溶解解度度がが小小ささいいたためめ、、消消 耗耗 度度がが遅遅いいとといいうう
利利点点ががあありりまますす。。つつままりり長長持持ちちししまますすがが、、水水分分がが多多いいたためめ変変形形がが起起きき
るるここととももあありりまますす。。ふふつつうう型型打打ががなないいたためめ、、表表面面・・形形状状ななどどはは機機械械練練
きんみつ

ににくくららべべてて滑滑ららかかででははあありりまませせんん。。機機械械練練石石けけんんはは、、乾乾燥燥度度がが高高くく（（水水
分分がが少少ななくく））、、結結晶晶はは小小ささいいののでですすがが、、粒粒子子ががそそろろっってて内内容容はは緊緊 密密にに
ぼうじゅん

ななりり、、ななにによよりり美美ししいい外外観観をを呈呈ししまますす。。油油脂脂のの組組成成にによよっっててはは磨磨いいたた
よよううなな様様子子ににななりりまますす．．膨膨 潤潤 とと溶溶けけ崩崩れれがが起起りりややすすくく、、亀亀裂裂ももでできき
ややすすいいとといいわわれれまますすがが、、工工程程完完了了後後、、枠枠練練並並みみにによよくく熟熟成成すすれればば、、そそ
れれららのの欠欠点点もも補補わわれれるるとといいいいまますす。。
体体感感上上のの違違いいはは、、石石けけんんのの結結晶晶のの大大ききささのの違違いい、、水水分分のの違違いいかかららくく
るるももののでで、、溶溶けけかかたたのの差差違違ににででててききまますす。。いいずずれれもも完完成成度度はは高高いいもものの
でですすかからら、、どどちちららががいいいいかかとといいうう問問題題ででははあありりまませせんん。。感感覚覚上上のの好好みみ
でで選選択択すするるここととににななりりまますす。。石石けけんんのの規規格格にに関関係係すするるたためめ、、 JIＫＫ
S-330「「
1 化化粧粧石石けけんん Toilet Soa」」
psでではは、、化化粧粧石石けけんんをを 種種類類にに分分
けけてていいまますす。。枠枠練練はは水水分分 以以下下、、機機械械練練はは水水分分 以以下下とと、、製製法法とと水水
16%

2

とといいうう誤誤っったた分分けけ方方ををししたたここととももあありり、、今今ででももそそうう説説明明すするるここととももああ

分分でで決決めめらられれてていいまますす。。昔昔はは枠枠練練＝＝浴浴用用石石けけんん、、機機械械練練＝＝化化粧粧石石けけんん、、

28%

規規格格のの「「化化粧粧石石けけんん」」もも「「化化粧粧・・浴浴用用」」がが用用途途でですす。。

りりまますすがが、、現現在在そそのの区区別別ははあありりまませせんん。。どどちちららもも顔顔・・体体ににつつかかうう化化粧粧・・
浴浴用用石石けけんんでで、、
JIS

水水焚焚法法（（焚焚込込法法））ののカカリリ石石けけんん

neat so、、
ap純純正正

℃℃））でで作作業業すするる、、窯窯焚焚けけんん化化法法のの一一種種でですす。。塩塩析析をを行行なな

100

ははななくく、、

℃℃～～

たき こ

はんしゃふつほう

℃℃でで焚焚くく場場合合はは、、半半 煮煮 沸沸 法法とといいいいまますすがが、、大大ききなな

80

けけんん化化 saponification
℃℃（（ままたたはは ℃℃～～
75

80

ももあありりまますす。。

ににななりりすすぎぎたた場場合合はは、、わわずずかかにに食食塩塩をを加加ええてて粘粘度度をを抑抑ええるるこことと

つつづづけけななががらら、、けけんん化化のの完完全全をを待待ちちまますす。。けけんん化化のの途途中中、、粘粘調調

加加ええてていいきき、、適適量量ををくくわわええ終終わわっっててかからら、、ささららにに数数時時間間加加熱熱をを

んん化化がが始始りりまますすがが、、進進行行ををみみななががらら徐徐々々にに濃濃厚厚なな苛苛性性ソソーーダダをを

的的希希釈釈なな苛苛性性ソソーーダダをを注注加加ししてて加加熱熱、、攪攪袢袢ししまますす。。ししだだいいににけけ

100

1
仕仕込込油油をを

℃℃））にに溶溶融融しし、、最最初初はは比比較較

ででききたた素素地地石石けけんんはは、、枠枠練練石石けけんんにに仕仕上上げげまますす。。

がが多多いいたためめ、、抱抱水水石石けけんん・・含含水水石石けけんんななどどとと呼呼ばばれれたたここととももあありりまますす。。

ベベルルはは、、技技量量のの熟熟練練とと比比例例すするるここととににななりりまますす。。塩塩析析法法にに比比べべ含含水水量量

過過不不足足ののなないい完完全全ななけけんん化化がが求求めめらられれまますす。。そそののたためめ石石けけんんのの質質的的レレ

変変わわりりははななくく水水焚焚法法とと区区別別ししてていいまませせんん。。塩塩析析をを行行わわなないいここととかからら、、

75

「「水水 焚焚 法法」」とといいいいまますす。。「「焚焚込込みみ石石けけんん」」ととももいいいいまますす。。煮煮沸沸温温度度でで

みずたきほう

原原 料料 とと 水水 以以 外外 のの もも のの 、、 たた とと ええ ばば 塩塩 析析 のの 塩塩 をを 使使 用用 しし なな いい たた めめ にに 、、

精精製製度度がが、、仕仕上上りりのの品品質質にに直直結結ししまますす。。

わわなないいたためめ、、原原料料はは全全量量すすべべてて石石けけんんにに含含ままれれてて仕仕上上りりまますす。。原原料料のの

煮煮沸沸温温度度（（

すす。。水水焚焚法法やや冷冷製製法法とといいううももののががそそれれににああたたりりまますす。。水水焚焚法法はは、、終終始始

石石けけんん genuine soaとと
p いいわわれれるる由由縁縁でですす。。そそれれをを承承知知のの上上でで、、窯窯焚焚けけ
んん化化のの段段階階でで作作業業ををととどどめめ、、塩塩析析ををああええててししなないいとといいうう製製法法ががあありりまま

良良なな石石けけんんががつつくくりりだださされれるるかかららでですす。。精精良良石石けけんん

塩塩析析以以降降のの工工程程がが精精 練練ののたためめでであありり、、そそのの精精練練のの先先にに、、妥妥協協ののなないい純純

せいれん

窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法がが、、ソソーーダダ石石けけんん製製造造法法のの正正統統とといいわわれれるるののはは、、

3

靜靜置置
settling

冷冷製製法法石石けけんん、、ハハンンドドククララフフトトかかららホホーームムメメイイドドままでで

用用いいらられれまますす。。

塩塩析析をを行行わわなないい場場合合ののソソーーダダ石石けけんんはは、、水水焚焚法法ででななくく冷冷製製法法ががよよくく

っってていいまますす。。

リリ石石けけんん（（軟軟石石けけんん））ににはは普普遍遍的的にに用用いいらられれ、、カカリリ石石けけんんのの定定法法ととなな

けけんん））ににはは用用いいらられれまませせんん。。 廃廃油油石石けけんんににつつかかわわれれるるほほかか、、ととくくににカカ

ちちななみみにに水水焚焚法法（（おおよよびび半半煮煮沸沸法法））はは、、現現在在、、ソソーーダダ石石けけんん（（硬硬石石

そそここかかららはは窯窯外外、、枠枠練練のの工工程程でですす。。

をを抜抜いいててかからら、、汲汲みみ出出ししてて枠枠中中（（鉄鉄枠枠・・木木枠枠））にに流流しし込込みみまますす。。

く

けけんん化化のの終終わわっったた石石けけんん膠膠 soap pastをを
e 窯窯中中でで靜靜置置ししまますすがが、、
水水焚焚法法のの場場合合はは数数時時間間くくららいいでですす。。石石けけんん膠膠のの上上部部にに浮浮いいたた泡泡

2
をを加加ええなないいたためめ冷冷製製法法のの名名ががあありりまますす。。

まませせんん。。油油脂脂をを溶溶融融すするるととききだだけけ熱熱をを加加ええまますすがが、、以以外外ははままっったたくく熱熱

のの製製造造ににつつかかわわれれ、、カカリリ石石けけんん（（軟軟石石けけんん））やや廃廃油油石石けけんんでではは行行わわれれ

すすべべてて枠枠練練石石けけんんととななりりまますすがが、、ととくくににソソーーダダ石石けけんん（（硬硬石石けけんん））

けけんん化化がが求求めめらられれまますす。。けけんん化化ををみみききわわめめるる習習練練がが必必須須でですす。。

度度ににはは注注意意がが必必要要でですす。。石石けけんんのの質質のの維維持持ががななにによよりり問問題題でで、、完完全全なな

塩塩析析はは行行いいまませせんん。。原原料料もも全全量量含含ままれれてて仕仕上上りりまますすかからら、、原原料料のの精精製製

冷冷製製法法はは水水焚焚法法とと同同じじくく、、油油脂脂とと当当量量のの苛苛性性ソソーーダダかかららけけんん化化ししてて

4

～～

℃℃くくららいいにに冷冷却却ししたた後後、、計計算算よよりりわわずずかかにに過過剰剰なな

けけんん化化 saponification
ろ か
仕仕込込油油をを適適度度にに熱熱ししてて溶溶融融ししてて枠枠中中（（木木枠枠ななどど））にに濾濾過過ししまま
すす。。
60

靜靜置置
setting

布布ななどどでで覆覆っったた石石けけんん膠膠 soap pastはは
e 、、十十分分なな保保温温ののまままま
日日靜靜置置ししまますす。。ととくくにに枠枠かからら出出ささなないい（（そそののまままま枠枠練練））靜靜
2

はは流流行行ららずず、、軟軟水水地地域域がが少少ななくくなないいアアメメリリカカでではは繁繁栄栄ししてていいまますす。。

くくりり））のの両両方方ががあありりまますすがが、、どどちちららもも硬硬水水地地域域（（ヨヨーーロロッッパパななどど））でで

ンンドドククララフフトト（（手手づづくくりり工工場場））ととハハンンドド（（ホホーームム））メメイイドド（（家家庭庭手手づづ

世世界界中中ののハハンンドドメメイイドド（（手手づづくくりり））石石けけんんのの主主流流ににななっってていいまますす。。ハハ

ななももののをを求求めめななけけれればば、、冷冷製製法法ははななにによよりり簡簡便便ななたためめ、、先先ののよよううにに、、

ッッツツ油油石石けけんんもも、、単単体体油油脂脂ののももののがが冷冷製製法法ででつつくくらられれてていいまますす。。精精緻緻

（（牛牛脂脂））
・・ララーードド（（豚豚脂脂））のの組組合合せせででつつくくらられれてていいまますす。。ままたた、、ココココナナ

ンン・・オオブブ・・ソソーーププとといいわわれれたたカカスステティィーールル石石けけんん Castile Soapのの
s
1
部部ががそそううでですす。。オオリリーーブブオオイイルルののみみ、、ままたたははオオリリーーブブオオイイルルととタタロローー

冷冷製製法法のの正正統統ななももののはは、、現現在在ももいいくくつつかか市市場場ににででてていいまますす。。ククイイーー

がが残残存存すするるだだけけににななりりまますす。。

未未反反応応油油脂脂（（中中性性脂脂肪肪））がが除除かかれれてて、、わわずずかかにに過過剰剰ななアアルルカカリリ

とといいっってていいまますす。。
「「後後けけんん化化」」がが完完全全ででああるるとと、、品品質質ははよよくくななりり、、

置置のの間間にに、、自自然然のの反反応応熱熱にによよるるけけんん化化がが進進行行ししまますす。。
「「後後けけんん化化」」

～～

くく攪攪袢袢すするるここととででけけんん化化をを進進行行ささせせまますす。。

りり、、ここれれはは、、ままっったたくく常常温温ののまままま油油脂脂ににアアルルカカリリをを加加ええ、、後後よよ

どどででききちちんんとと覆覆いいまますす。。冷冷製製法法ののううちち冷冷けけんん法法とといいうう方方法法ががああ

容容がが粘粘調調なな石石けけんん膠膠ととななるるののをを待待ちち、、熱熱のの放放散散をを防防ぐぐたためめ布布なな

すす。。そそのの間間いいっっささいい加加熱熱ははせせずず、、自自然然のの熱熱ににままかかせせまますすがが、、内内

苛苛性性ソソーーダダのの濃濃厚厚液液をを、、小小分分けけせせずず全全量量注注加加しし、、よよくく攪攪袢袢ししまま

40

1

2
3

ハハンンドドメメイイドドでではは、、廃廃油油石石けけんん（（塩塩析析石石けけんん・・炊炊込込石石けけんん））がが主主流流
だだっったた日日本本ににもも、、近近年年、、アアメメリリカカ式式ののハハンンドドメメイイドド石石けけんんがが入入っっててきき
てていいまますす、、アアメメリリカカ式式はは、、わわりりとと単単純純化化さされれたた冷冷製製法法でですすがが、、アアメメリリ
カカ式式のの「「改改式式」」ででああるる「「日日本本式式ハハンンドドメメイイドド石石けけんん」」はは、、日日本本人人のの手手
か しぼう

ににななりり、、ささららににシシンンププルルににななっったた冷冷製製法法でですす。。アアルルカカリリをを過過小小にに処処方方
すするるここととでで、、未未反反応応油油脂脂をを過過剰剰にに残残すすとといいうう、、
「「原原料料（（油油脂脂））過過脂脂肪肪石石
ほうふつ

けけんん」」とといいううべべききももののでですす。。レレシシピピををみみてていいるるとと、、日日本本のの文文化化のの本本質質
をを髣髣 髴髴ととすするるよよううでで、、興興味味がが惹惹かかれれまますす。。日日本本のの文文化化はは、、どどんんななもものの
ででもも、、外外かかららそそののままままののかかたたちちでで導導入入すするるここととははあありりまませせんん。。基基本本的的

ぶ ん り せいせい

にに簡簡略略化化しし、、単単純純化化しし、、純純粋粋化化ししててかからら受受入入れれまますす。。そそののままままののかかたた
ちちののももののはは、、いいちちどど受受入入れれててもも定定着着ししまませせんん。。

中中和和法法（（脂脂肪肪酸酸中中和和法法））のの得得失失
か す い ぶ ん かい

もも のの をを 指指 しし まま すす 。。「「 窯窯 焚焚 きき 」」 すす なな わわ ちち 「「 けけ んん 化化 」」 でで すす かか らら 、、

「「けけんん化化 saponificsati」」
onのの実実際際的的なな意意味味はは、、油油脂脂ににししろろ脂脂肪肪酸酸
ににししろろ、、「「脂脂肪肪酸酸アアルルカカリリ塩塩（（石石けけんんのの正正式式名名称称））」」ををつつくくるる工工程程そそのの

ししもも厳厳密密なな区区分分ででははあありりまませせんん。。

ののにに対対しし、、脂脂肪肪酸酸かかららつつくくるるももののをを「「中中和和」」とといいいいまますすがが、、かかななららずず

りりのの相相違違ががあありりまますすがが、、「「中中和和法法 neutralization proce」」
ssとといいっってて
一一括括さされれてていいまますす。。油油脂脂かからら焚焚くく石石けけんんのの製製造造法法をを「「けけんん化化」」とといいうう

酸酸ととアアルルカカリリのの中中和和反反応応にによよるる石石けけんん製製造造法法はは、、手手ののかかけけかかたたででかかなな

リリセセリリンンのの大大半半はは、、油油脂脂のの加加水水分分解解にによよっっててつつくくらられれてていいまますす。。脂脂肪肪

リリセセリリンンはは精精製製さされれてて各各種種用用途途にに用用いいらられれまますすがが、、現現在在ででもも市市場場ののググ

油油脂脂をを加加水水分分解解すするるとと脂脂肪肪酸酸ととググリリセセリリンンがが分分離離生生 成成さされれまますす。。ググ

5

saponificsatioはは
n 、、本本来来油油脂脂、、脂脂肪肪酸酸をを問問いいまませせんん。。水水酸酸化化ナナトトリリ
ウウムムででななくく、、安安価価なな炭炭酸酸ナナトトリリウウムムとと脂脂肪肪酸酸かかららつつくくるる方方法法はは、、
「「炭炭酸酸
塩塩けけんん化化法法 carbonate saponificati」」
onととももいいわわれれままししたた。。脂脂肪肪酸酸かか
ららつつくくるる石石けけんん膠膠ををななんんどどもも塩塩析析すするる石石けけんん製製造造法法ももよよくく知知らられれてていい
まますす。。たただだ、、ととくくにに断断ららなないいかかぎぎりりはは、、
「「けけんん化化法法」」はは油油脂脂かからら焚焚くくもも
ののでで、、脂脂肪肪酸酸かかららつつくくるるももののはは、、窯窯でで焚焚いいててもも「「中中和和法法」」とといいううののがが
一一般般的的でですす。。
窯窯焚焚ききけけんん化化法法ととのの本本質質的的なな違違いいでですすがが、、窯窯焚焚ききけけんん化化がが油油脂脂のの全全
量量ににアアルルカカリリをを少少量量づづつつ加加ええてていいくくとといいうう手手順順にに対対しし、、脂脂肪肪酸酸中中和和法法
ははアアルルカカリリのの全全量量をを先先にに窯窯にに入入れれてて溶溶融融しし、、後後、、脂脂肪肪酸酸をを小小分分けけにに加加
ええてていいききまますす。。つつままりりけけんん化化法法とと油油脂脂・・アアルルカカリリをを入入れれるる順順序序がが違違いい
まますす。。
完完全全なな中中和和がが行行わわれれてていいるるかかはは、、へへららでですすくくっってて跡跡ののひひききかかたたででみみ
極極めめるるななどど、、けけんん化化法法とと基基本本的的にに同同じじでですす。。たただだ油油脂脂かからら焚焚くくももののにに
比比べべてて、、脂脂肪肪酸酸アアかかららののももののはは、、かかななららずず柔柔ららかかくく仕仕上上ががるるとといいわわれれ
てていいまますす。。石石けけんんのの法法則則のの一一つつでですすがが、、理理由由ははははっっききりりししてていいまませせんん。。
ちちななみみにに脂脂肪肪酸酸中中和和法法がが、、窯窯焚焚けけんん化化法法よよりり品品質質がが劣劣るるとといいわわれれててきき
ままししたた。。理理由由はは、、ももちちろろんん塩塩析析工工程程のの省省略略ののたためめでですすがが、、けけんん化化がが完完
全全ななももののなならら大大ききなな相相違違ににははななりりまませせんん。。逆逆ににけけんん化化ののみみききわわめめににババ
ララツツキキががああっってて、、不不十十分分ななももののがが出出るる場場合合ににはは、、遊遊離離脂脂肪肪酸酸・・遊遊離離アア
ルルカカリリがが残残存存しし、、仕仕上上のの品品質質ががおおちちるるここととががあありりまますす。。

油脂とその脂肪酸組成

油油脂脂とと油油脂脂のの成成分分

たたっったた１１冊冊のの本本とといいわわれれたたらら困困りりまますすがが、、たたっったた

枚枚のの

Bachのの 「「 ゴゴ ーー ルル ドド ベベ ルル クク 変変 奏奏 曲曲

ははとと
Goldberg

CD

はは、、 才才のの最最初初ののレレココーーデディィンンググ １１(９９５５５５、、モモノノララルル にに
) ここのの曲曲をを
弾弾きき、、最最後後ののレレココーーデディィンンググ １１(９９８８１１、、スステテレレオオ にに
) ももここのの曲曲をを弾弾きき、、
才才でで早早世世ししてていいまますす。。

Variati」」
onとと答答ええまますす。。演演奏奏はは、、ググレレンン・・ググーールルドド Glenn Goul。。
d
日日本本人人がが、、故故国国ののカカナナダダ人人以以上上にに偏偏愛愛ししてていいるるここのの著著名名ななピピアアニニスストト

いい わわ れれ たた らら 、、 ババ ッッ ハハ

1

5
1
そそししてて翌翌１１９９８８２２年年、、

年年前前ののここととでですす。。タタイイトトルルはは弟弟子子のの
200

少少年年ゴゴーールルドドベベルルククにに由由来来しし、、テテーーママはは少少年年のの雇雇主主ででああるるカカイイザザーーリリ

でですすかからら、、ググーールルドドかかららおおよよそそ

ババッッハハがが「「ゴゴーールルドドベベルルクク変変奏奏曲曲」」をを書書いいたたののはは１１７７５５４４年年ののこことと

50

23

ンンクク伯伯爵爵かかららのの「「眠眠れれぬぬ夜夜のの慰慰めめののたためめのの曲曲」」とといいうう注注文文にによよるるとといい
年年後後にに、、同同じじ

いいまますすがが、、曲曲のの成成立立ととはは関関係係ななかかっったたででししょょうう。。ババッッハハににはは動動機機はは必必
要要ででななくく、、ききっっかかけけががああれればばそそれれででよよかかっったたののでですす。。
200

奥奥行行

のの箱箱にに入入れれたた

フフルル

のの頭頭文文字字ををももつつ異異才才ののピピアアニニスストトががここののゴゴーールルドドベベルルククをを弾弾くくのの

横横
46cm

35cm

をを、、ババッッハハはは何何気気にに思思いい浮浮べべたたかかももししれれまませせんん。。
ぞうふくき

シシンンププルルなな増増幅幅器器をを通通しし、、縦縦
77cm

いいててききまますす。。

きつりつ

かっさい

向向ここううのの空空中中にに屹屹 立立ししまますす。。ココンンササーートトをを

ママンンダダララ 曼曼(陀陀羅羅・・曼曼荼荼羅羅 はは
) 、、ササンンススククリリッットト語語

フフォォニニーーがが

声声かからら

せんい

声声、、カカノノンンややフフーーガガへへ遷遷移移ししてていいくくささななかかにに

3

ううななももののでですすがが。。

あまた

ちょうしゅう

年年ににわわたたるる数数多多のの 聴聴 衆衆 のの、、惜惜

いいたたここととががあありりまませせんんかか。。騒騒音音にに割割れれ、、ななににかか人人類類のの吐吐息息とといいっったたよよ

といき

ししみみなないい歓歓声声のの残残滓滓ななののかかももししれれまませせんん。。ああななたたははそそうういいうう喝喝采采をを聴聴

ざんし

人人のの錯錯覚覚ななののででははななくく、、たたととええばば

200

ババッッハハのの背背後後かからら、、そそししててググーールルドドのの頭頭上上かからら聴聴ここええててくくるる喝喝采采もも、、

現現れれるる、、音音のの色色彩彩、、時時間間のの織織物物、、ななににかかをを超超ええてていいくく存存在在・・・・・・・・・・

2

んん。。ババッッハハのの音音楽楽、、そそししててババッッハハをを弾弾くくググーールルドドのの音音楽楽・・・・・・・・ポポリリ

すするるととそそれれはは絵絵画画だだけけででななくく、、音音楽楽ででもも起起ここりり得得るるののかかももししれれまませせ

身身もも意意識識ででききなないいととこころろをを含含むむ、、心心のの全全体体のの表表現現」」とといいっってていいまますす。。

ああるるよよううでですす。。ススイイススのの分分析析心心理理学学者者ユユンンググはは、、ママンンダダララをを「「自自分分自自

ししたたももののでですす。。言言葉葉でではは表表せせなないい真真理理とといいうう点点にに、、ママンンダダララのの本本質質がが

表表現現ででききなないい真真理理をを、、
「「数数多多のの仏仏神神のの会会合合すするる壇壇」」ととししてて、、絵絵画画でで表表現現

でで、、
「「円円、、集集りり、、本本質質 悟悟(りり 」」) ななどどをを意意味味しし、、漢漢訳訳でではは「「壇壇」」及及びび「「輪輪
だいじょうみっきょう
円円具具足足」」とと訳訳さされれてていいまますす。。大大 乗乗 密密 教教 のの真真理理でであありり、、言言葉葉ののみみでではは

mandalのの
a 音音訳訳

捨捨ててたたググーールルドドににはは聞聞ここええるるははずずののなないい喝喝 采采がが、、そそのの頭頭上上かからら鳴鳴りり響響

ハハはは、、最最初初ののアアリリアアかからら
3m

レレンンジジススピピーーカカーーかからら聞聞ここええててくくるるググーールルドドののハハミミンンググままじじりりののババッッ

16cm

G

・・
油油脂脂のの主主成成分分はは「「脂脂肪肪酸酸ググリリセセリリンンエエスステテルル」」でですす。。一一般般的的にに「「脂脂
態態ががあありり、、ううちち脂脂肪肪酸酸のの分分子子量量はは

～～

、、

肪肪酸酸トトリリググリリセセリリドド」」とといいっってていいまますす。。トトリリググリリセセリリドド・・ジジググリリセセリリ
ドド・・モモノノググリリセセリリドドのの
～～

86.7
% 600

90.2 850

くくららいいににななりりまますす。。質質量量ああたた

でですすかからら、、油油脂脂ににおおけけるる脂脂肪肪酸酸のの割割合合はは
～～
9.8
%

ググリリセセリリンンはは

3

をを占占めめ、、ググリリセセリリンンはは
13.3
%

92
RCOOH

RCOOH
RCOOH＝＝

どど、、多多いい計計算算ににななりりまますす。。

H
H-C-OH
H-C-OH＋＋
H-C-OH
H
＋＋水水

H2O

RCOOH-C-H
H2O
RCOOH-C-H ＋＋ H2O
H

RCOOH-C-H

脂脂肪肪酸酸 ＝＝ 油油脂脂

+

、、牛牛脂脂
0.1
%

ゆうしゅうせいぶん

～～

、、
0.3
%

でですす。。ダダイイ

。。アアママニニ油油
、、ララーードド

0.05
%

3.2
%

ととケケフファァリリンンでですす。。
、、ナナタタネネ油油
0.1
%

リリンン脂脂質質含含有有量量がが多多いいののはは、、ダダイイズズ油油
ゴゴママ油油

0.07
% 1.1

含含 有有 物物とと結結合合ししてていいまますす。。リリンン脂脂質質とといいいい、、代代表表的的ななももののががレレシシチチンン

がんゆうぶつ

とと脂脂肪肪酸酸おおよよびびリリンン酸酸ととののエエスステテルルでで、、リリンン酸酸ははささららにに塩塩基基性性窒窒素素

えんきせい ち っ そ

がが存存在在ししまますす。。ううちちホホススフファァチチドドはは、、多多価価アアルルココーールル（（ググリリセセリリンン））

た か

肪肪族族アアルルココーールル・・着着色色物物質質・・抗抗酸酸化化物物・・ 有有 臭臭 成成 分分・・ビビタタミミンン類類ななどど

こう さ ん か ぶ つ

ののでで、、ホホススフファァチチドド（（リリンン脂脂質質））
・・タタンンパパクク分分解解物物質質・・スステテロローールル・・脂脂

脂脂肪肪酸酸トトリリググリリセセリリドド以以外外はは、、そそれれぞぞれれのの精精製製のの段段階階にに除除かかれれるるもも

ググリリセセリリンン

H

りりののググリリセセリリンン含含有有量量はは、、分分子子量量のの小小ささなな油油脂脂（（たたととええばばヤヤシシ油油））ほほ

%

ズズ油油ののレレシシチチンン含含有有量量ははととびび抜抜けけたたももののでで、、市市販販ののレレシシチチンンははほほととんん

～～

、、小小麦麦ハハイイガガ油油

くくららいいでですす。。ダダイイズズ油油ののスス

、、ダダイイズズ油油・・

0.7 7.6
%
0.5
%

ビビタタミミンン

のの原原料料ににななりりまますす。。

ロロウウ（（脂脂肪肪酸酸エエスステテルル））はは、、脂脂肪肪酸酸とと
ななくく、、ダダイイズズ油油中中ののロロウウはは、、脂脂肪肪酸酸がが主主にに

価価アアルルココーールルととののエエスステテルル
（（炭炭素素数数

））、、アアルルココーー

22

ルルはは ～～ ののももののでで、、含含有有量量はは 0.00ほほ
2%どどでですす。。着着色色成成分分はは油油脂脂のの
色色をを決決めめてていいるる物物質質でで、、カカロロチチノノイイドド色色素素のの存存在在にによよりりまますす。。代代表表的的

C22

でで、、アアママニニ油油・・トトウウモモロロココシシ油油・・ダダイイズズ油油にに含含ままれれまますすがが、、量量ははすすくく

1

D

以以上上含含んんでで

0.1%

ダダイイズズ油油にに含含ままれれるるももののでで、、緑緑色色をを呈呈ししまますす。。ダダイイズズ油油でで
くくららいい含含ままれれまますす。。

（（

1.5
mg/L

とと同同一一のの物物質質でですす。。αα・・ββ・・γγ・・δδトトココフフェェロローールルがが

対対ししてて抵抵抗抗性性をを示示すすももののでですす。。代代表表的的なな抗抗酸酸化化物物はは、、トトココフフェェロローールル

抗抗酸酸化化物物はは天天然然油油脂脂中中にに含含ままれれるるももののでですすがが、、すすべべてて油油脂脂のの酸酸敗敗にに

ppm

いいまますす。。つついいででククロロロロフフィィルルはは、、オオリリーーブブ油油やや青青ダダイイズズかからら採採取取ししたた

ββカカロロチチンンのの含含有有量量ががももっっとともも多多いいののははパパーームム油油でで、、

ななももののががββカカロロチチンンでで、、油油脂脂にに特特徴徴ああるる黄黄赤赤色色をを与与ええてていいまますす。。そそのの

C32

でで、、ビビタタミミンン
あありりまますす。。

E

)

1.3

どどダダイイズズ油油かかららつつくくらられれまますす。。スステテロローールルはは、、動動植植物物油油脂脂にに普普遍遍的的にに

～～

、、以以下下米米ヌヌカカ油油・・ヒヒママシシ油油・・ゴゴママ油油がが

含含ままれれまますすがが、、含含有有量量のの比比較較的的多多いいののはは、、肝肝油油
～～
オオリリーーブブ油油・・牛牛脂脂・・パパーームム油油がが
0.05
%

テテロローールルはは、、ススチチググママスステテロローールルととキキャャンンププスステテロローールルでで、、ホホルルモモンン・・

0.1

1.7
%
C28

-------------------------------------------------------------油油脂脂
αα
ββ
γγ
δδ
total(%)

-

0.034
-

-

0.101

0.11

0.110

0.168
0.～～
18 0.45

0.076
0.026
0.091

0.020 0.098
0.～～
18 0.45

-------------------------------------------------------------ダダイイズズ油油
小小麦麦ハハイイガガ油油

-

綿綿実実油油 粗粗( )
0.075
0.033

アアママニニ油油
米米ヌヌカカ油油 粗粗( )
0.086
0.0027

0.001

0.014
-

-

0.0023 -

-

-

米米ヌヌカカ油油 精精(製製 ) 0.058
ララッッカカセセイイ油油
0.013
ララーードド
牛牛脂脂
--------------------------------------------------------------

以以下下がが失失わわれれるるののみみでですす。。抗抗酸酸化化物物ににははトトココ

トトココフフェェロローールルはは採採取取精精製製中中にに失失わわれれるる量量ももすすくくななくく、、脱脱色色・・アアルル
カカリリ精精製製・・脱脱臭臭ででもも数数

化化物物成成分分ががあありりまますす。。
有有臭臭成成分分はは微微量量ななたためめ、、特特定定がが困困難難ななののでですすがが、、油油脂脂中中にに

～～

含含
0.2%

、、

、、
D

ははスステテロローールル

がが油油脂脂中中にに含含有有さされれまますす。。ううちちビビ

実実油油・・ダダイイズズ油油にに含含ままれれるるアアルルデデヒヒドド類類ななどどががあありりまますす。。ビビタタミミンン類類

油油・・落落花花生生油油にに含含ままれれるる不不飽飽和和のの炭炭化化水水素素、、パパーームム油油・・落落花花生生油油・・綿綿

リリーーブブ油油・・米米ヌヌカカ油油・・小小麦麦ハハイイガガ油油にに含含ままれれるるススククワワレレンン、、オオリリーーブブ

そそののエエスステテルル、、ダダイイズズ油油ののケケトトンン類類・・ララククトトンン類類・・アアルルココーールル類類、、オオ

ままれれるる炭炭化化水水素素もも候候補補でですす。。ヤヤシシ油油・・パパーームム核核油油にに含含むむ低低位位脂脂肪肪酸酸とと

0.1%

ルルとといいうう成成分分ががあありりまますす。。綿綿実実油油（（粗粗油油））ににももゴゴシシポポーールルとといいうう抗抗酸酸

フフェェロローールル以以外外にに、、ゴゴママ油油にに特特有有ななセセササミミンン・・セセササモモリリンン・・セセササモモーー

%
A

E

はは、、ββカカロロチチンンかからら生生成成ししまますす。。ビビタタミミンン

D

はは、、脂脂溶溶性性ののビビタタミミンン
タタミミンン

とと関関係係ががあありりまますす。。

A

・・

以以上上のの、、脂脂肪肪酸酸トトリリググリリセセリリドド以以外外のの物物質質はは、、そそれれぞぞれれ有有用用成成分分でで
のの石石けけんんでですす

あありり、、抽抽出出物物ととししてて転転用用さされれまますすかからら、、石石けけんんととはは本本来来関関係係ががあありりまま
に ほ ん やっきょくほう

きょくほうかいせつしょ

せせんん。。たただだ、、日日本本 薬薬 局局 方方 ののカカリリ石石けけんんはは、、ダダイイズズ油油
100%

がが、、ダダイイズズ油油ににはは、、つつぎぎののよよううなな薬薬効効ががああるるとと 局局 方方 解解 説説 書書にに記記述述ささ
れれてていいまますす。。

薬薬局局方方「「ダダイイズズ油油」」薬薬効効
局局所所にに適適用用しし刺刺激激をを緩緩和和ささせせるる。。

～～

倍倍のの水水（（精精製製水水））にに溶溶いいてて、、液液体体

創創面面をを保保護護しし乾乾燥燥をを防防止止すするる。。

軟軟膏膏状状ののカカリリ石石けけんんはは、、
1.8

とと同同じじくく

くくららいいののももののでですすかからら、、

のの水水にに溶溶くくとと、、

倍倍ににししまますす。。石石けけんんはは比比重重がが水水
をを

300

日日以以上上かかかかりりまますす。。使使用用ににああたたっってて匂匂いいのの強強いいののがが閉閉口口ししまますす。。

のの液液体体石石けけんんににななりりまますす。。ききれれいいにに溶溶けけてて透透明明ににななるるままでで、、だだいいたた

200
ml

2.0
100
g

倍倍くくららいいににししまますす。。逆逆のの場場合合はは

石石けけんんととししててつつかかううののがが定定法法でですす。。泡泡立立ちちとと洗洗浄浄力力がが心心許許なないい場場合合はは、、

1.7

うう以以上上ののここととははあありりまませせんん。。

まますすがが、、ととりりああええずず無無刺刺激激でで、、感感触触ががききわわめめててママイイルルドドなな石石けけんんとといい

リリンンとと同同居居のの上上、、ななんんららかか皮皮膚膚にに有有為為のの影影響響ををああたたええなないいかかとと期期待待しし

もも臭臭いいがが強強いいなならら、、ダダイイズズ油油のの複複雑雑なないいくくつつもものの有有用用成成分分がが、、ググリリセセ

ズズ油油ののいいわわゆゆるるももどどりり臭臭とといいううももののはは、、かかななりり強強いいももののでですす。。微微量量でで

まませせんんがが、、精精製製ののののちちににもも、、微微量量なな有有臭臭成成分分がが残残るるののでですすかからら、、ダダイイ

薬薬局局方方カカリリ石石けけんんがが、、ダダイイズズ油油ででななけけれればばななららなないい理理由由ははみみああたたりり

らら泡泡立立ちちははあありりまますすがが、、洗洗浄浄力力がが乏乏ししいい感感触触ににななるるここととががあありりまますす。。

でできき、、初初体体験験ででもも違違和和感感ががででるるここととははああままりりあありりまませせんん。。適適正正濃濃度度なな

れれなないい人人ももいいまますす。。皮皮膚膚清清浄浄剤剤でですすがが、、ももちちろろんんシシャャンンププーーににもも使使用用

馴馴れれるるとと気気ににななららななくくななりりまますすがが、、芳芳香香ととははいいええまませせんんかからら、、馴馴れれきき

いい

1

1.5
ml
1

たただだ、、相相乗乗効効果果とといいうう点点でではは、、脂脂肪肪酸酸カカリリウウムムのの特特殊殊性性ででああるる皮皮膚膚
きょうざつ こ う か

軟軟化化作作用用ととググリリセセリリンンのの関関係係、、ホホススフファァチチドド・・炭炭化化水水素素・・スステテロローールル
ななどどのの 夾夾 雑雑効効果果ななどど、、いいくくつつかか影影響響ががあありりええまますす。。ダダイイズズ油油はは、、いい
ろろいいろろなな意意味味でで特特別別なな有有用用油油脂脂とといいううみみかかたたももあありりまますす。。

油油脂脂のの採採油油とと精精製製、、圧圧搾搾法法・・融融出出法法・・抽抽出出法法

ふんさい

むし に

粉粉 砕砕・・蒸蒸煮煮（（熱熱処処理理））ななどどのの前前処処理理をを行行いいまますす。。

3

製製造造用用剤剤））がが一一般般的的でですす。。収収量量をを増増すすたためめにに有有利利なな圧圧抽抽法法がが一一般般化化しし

抽抽出出機機をを使使用用すするるももののななどどががあありりまますす。。溶溶剤剤ははヘヘキキササンン（（食食品品添添加加物物・・

いいらられれ、、溶溶剤剤抽抽出出すするるもものの、、圧圧搾搾とと溶溶剤剤抽抽出出をを両両方方すするる圧圧抽抽法法、、連連続続

ダダ産産ナナタタネネ油油））
・・ココッットトンンシシーードド油油（（綿綿実実油油））ななどどかからら採採油油すするるののにに用用

ーーンンズズ油油（（ダダイイズズ油油））・・フフララッッククスス油油（（アアママニニ油油））・・カカノノーーララ油油（（カカナナ

密密閉閉型型ののもものの、、連連続続ププレレスス式式ののももののななどどががあありりまますす。。抽抽出出法法ははソソイイビビ

ッッツツ油油（（ヤヤシシ油油））・・パパーームム油油ななどどかからら採採油油すするる方方法法でで、、開開放放型型ののもものの、、

ススチチーームムでで熱熱すするるももののななどどががあありりまますす。。圧圧搾搾法法ははオオリリーーブブ油油・・ココココナナ

らら採採油油すするるののにに用用いいらられれ、、窯窯でで加加熱熱すするるもものの、、低低温温でで攪攪袢袢すするるもものの、、

あありりまますす。。融融出出法法ははタタロローー（（牛牛脂脂））
・・ララーードド（（豚豚脂脂））ななどど、、動動物物油油脂脂かか

採採<油油 >
脂脂のの種種類類にによよりり、、「「融融出出法法」」・・「「圧圧搾搾法法」」・・「「抽抽出出法法」」のの

つつのの方方法法がが

前前<処処理理 >
しゅうりつ
せいせん
だっこく
油油 脂脂 のの採採 油油 のの前前にに 収収 率率 をを よよ くくすす るるたた めめ にに、、 原原 料料 のの 精精 選選 ・・ 脱脱 穀穀

油油脂脂のの搾搾油油とと精精製製はは、、以以下下ののププロロセセススでで行行わわれれまますす。。

2

てていいまますす。。ここれれはは圧圧搾搾でで油油分分のの
収収量量をを獲獲得得ししてていいまますす。。

～～

、、溶溶剤剤抽抽出出ででささららにに

96%

～～

20%

のの

4%

ででいいまますす。。

精精製製工工程程

脱脱酸酸
石石けけんん分分

遊遊離離脂脂肪肪酸酸 色色素素

色色素素

水水分分

乾乾(燥燥 )
脱脱色色

不不溶溶性性物物質質 痕痕(跡跡 )

白白土土
ケケトトンン 炭炭化化水水素素

のの遊遊離離脂脂肪肪酸酸をを

だっしゅう

使使用用物物質質

水水(酸酸化化ナナトトリリウウムム )

白白(土土・・活活性性白白土土・・活活性性炭炭 )

0.0～～
1% 0.0まま
3%でで除除去去ししまますす。。

ルルカカリリ精精製製」」ととももいいわわれれるるももののでで、、水水酸酸化化ナナトトリリウウムムをを用用いいてて油油脂脂中中

ンン脂脂質質のの多多いいダダイイズズ油油ややカカノノーーララ油油ににはは必必須須のの工工程程でですす。。脱脱酸酸はは「「アア

水水蒸蒸気気をを吹吹きき込込みみ、、遠遠 心心分分離離機機でで水水分分ととととももにに分分離離すするるももののでですす。。リリ

えんしん ぶ ん り き

脱脱ガガムムははリリンン脂脂質質・・ガガムム質質（（樹樹脂脂状状物物質質））をを除除去去すするる工工程程でで、、原原油油にに

がが、、現現在在でではは、、 脱脱 色色 ・・ 脱脱 臭臭 ままででををふふくくんんでで、、精精製製とといいっってていいまますす。。

だっしょく

ふふるるくくはは「「精精製製」」はは、、脱脱ガガムムとと脱脱 酸酸のの工工程程ののみみをを指指すすここととばばででししたた

だつさん

--------------------------------------------------------------

ろろ過過

ろろ(過過 )
脱脱臭臭

水水(洗洗 )

-------------------------------------------------------------脱脱ガガムム
リリンン脂脂質質 樹樹脂脂 糖糖質質 タタンンパパクク質質

除除去去対対象象物物質質

遊遊離離脂脂肪肪酸酸・・微微量量金金属属・・色色素素・・臭臭いい成成分分ななどどのの不不純純物物・・夾夾雑雑物物をを含含んん

精精<製製 >
採採油油さされれたたばばかかりりのの動動植植物物油油ににはは、、リリンン脂脂質質・・ガガムム質質・・不不けけんん化化物物・・

80%

きゅうちゃくざい

こたい

がんすい

脱脱 色色 はは、、 油油 脂脂 にに 吸吸着着 剤剤をを くく わわええてて熱熱 しし 、、色色 素素をを 吸吸 着着 剤剤 のの固固体体
びりゅうし

けいさん

てんねん は く ど

かっせい は く ど

かっせいたん

微微粒粒子子にに吸吸着着ささせせ、、脱脱色色漂漂白白すするるとといいうう工工程程でですす。。吸吸着着剤剤ににはは、、含含 水水
珪珪 酸酸アアルルミミニニウウムムをを主主成成分分ととすするる天天 然然白白土土・・活活 性性白白土土・・活活 性性 炭炭ななどど
ををつつかかいいまますす。。脱脱臭臭はは水水蒸蒸気気脱脱臭臭とといいうう方方法法でで行行わわれれまますす。。有有臭臭成成分分
はは多多くく揮揮発発性性ののももののでですすかからら、、減減圧圧高高温温下下でで水水蒸蒸気気蒸蒸留留をを行行ううここととでで、、
ほほぼぼ完完全全にに除除去去さされれまますす。。
ささてて、、精精製製とといいうう観観点点でで油油脂脂のの性性質質ををいいくくつつかかにに分分類類すするるここととががでで
ききまますす。。ももっっととももシシンンププルルでで、、主主成成分分のの脂脂肪肪酸酸ググリリセセリリンンエエスステテルル以以
外外、、夾夾雑雑物物ををほほととんんどどももたたなないいののがが、、融融出出法法でで採採油油すするる牛牛脂脂・・ララーードド
でですす。。夾夾雑雑物物ははわわずずかかななホホススフファァチチドドととスステテロローールルくくららいいでで、、トトココフフ
ェェロローールル・・有有色色成成分分・・有有臭臭成成分分ははほほととんんどど含含ままれれてていいまませせんん。。対対極極にに
ああるるののがが、、圧圧抽抽法法とといいうう圧圧搾搾おおよよびび溶溶剤剤抽抽出出すするるダダイイズズ油油でですす。。トトココ
フフェェロローールルはは油油脂脂中中最最大大、、ホホススフファァチチドドもも、、リリンン脂脂質質ででああるるダダイイズズレレ
シシチチンンがが多多量量でで、、現現在在商商品品化化さされれてていいるるレレシシチチンンのの主主力力ににななっってていいまま
完完全全有有効効利利用用さされれてていいるる希希有有なな油油脂脂でですす。。

すす。。すすくくなないいとといいううスステテロローールルもも利利用用さされれ、、ダダイイズズタタンンパパククもも含含めめてて
考考ええれればば、、
100%

油油脂脂のの成成分分組組成成

リリンン脂脂質質
不不けけんん化化物物

（（ダダイイズズ油油））

スステテロローールル
トトココフフェェロローールル
炭炭化化水水素素
スス(ククアアレレンン )
遊遊離離脂脂肪肪酸酸
金金属属 (ppm)
鉄鉄
銅銅

1-3

0.3-0.7

0.014

0.15-0.21

0.33

1.6

1.5-2.5

0.02-0.06

0.1-0.3

<0.05

0.01

0.11-0.18

0.13

0.3

0.003-0.045

環環境境負負荷荷のの点点でで将将来来性性がが疑疑問問視視さされれまますす。。未未来来ののどどのの時時点点ででもも贅贅沢沢なな

シシ油油ななどど、、果果実実かかららととるる植植物物油油脂脂はは、、ププラランンテテーーシショョンンのの存存在在ななどど、、

るる着着地地点点もも想想定定ししてておおくく必必要要ががあありりまますす。。オオリリーーブブ油油・・パパーームム油油・・ヤヤ

のの予予防防がが可可能能なな油油脂脂へへのの転転換換はは、、図図ららななけけれればばななりりまませせんん。。目目的的ととなな

単単体体ででははココスストト高高ににななりりまますす。。そそれれででもも環環境境へへのの負負荷荷をを低低くくしし、、汚汚染染

石石けけんん原原料料ととししててのの油油脂脂はは、、食食用用のの油油脂脂のの需需要要とと並並行行ししてていいるるたためめ、、

ンンがが主主体体でで含含有有量量もも多多いいももののでですす。。

炭炭化化水水素素類類ななどど、、植植物物油油のの平平均均的的ななももののでですすがが、、炭炭化化水水素素ははススククアアレレ

がが主主体体でですす。。オオリリーーブブ油油のの微微量量成成分分はは、、スステテロローールル・・トトココフフェェロローールル・・

油油・・ヤヤシシ油油・・パパーームム油油ななどどはは圧圧搾搾法法がが主主体体、、カカノノーーララ油油ななどどはは抽抽出出法法

植植物物油油脂脂ののほほととんんどどはは圧圧抽抽法法にによよっってて採採油油さされれまますすがが、、オオリリーーブブ

--------------------------------------------------------------

0.03-0.05

-------------------------------------------------------------脂脂肪肪酸酸エエスステテルル
95 ｰ 97
>99

-------------------------------------------------------------成成分分組組成成
原原油油
精精製製油油

%

ももののでであありりつつづづけけまますす。。紙紙のの原原料料のの一一部部がが、、パパガガススややケケナナフフななどど非非パパ
ルルププにに代代替替ししてていいくくべべきき理理由由はは、、一一年年生生草草本本ででああるるたためめでですす。。石石けけんん
のの原原料料油油脂脂もも、、本本来来的的にに一一年年生生草草本本のの種種実実・・種種子子かかららととるるシシーードド油油でで
ああるるべべききででししょょうう。。
現現在在、、食食用用・・洗洗剤剤・・石石けけんん等等ににつつかかわわれれるるシシーードド油油はは、、ダダイイズズ油油・・
アアママニニ油油・・ゴゴママ油油・・ヒヒママワワリリ油油・・ナナタタネネ油油・・綿綿実実油油ななどどでですす。。石石けけんん
原原料料ととししててはは、、そそれれららのの脂脂肪肪酸酸組組成成がが、、石石けけんんのの性性格格ををつつくくるるたためめにに、、
大大切切なな指指標標でですす。。

石石けけんんとと飽飽和和脂脂肪肪酸酸、、不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸
せんけんてき

せんてんてき

こうてんてき

すす。。脂脂肪肪酸酸アアルルカカリリ塩塩（（ナナトトリリウウムム塩塩・・カカリリウウムム塩塩））のの溶溶解解性性・・起起泡泡

そそのの石石けけんん原原料料ととししててのの油油脂脂はは、、原原則則、、脂脂肪肪酸酸組組成成でで性性格格がが決決りりまま

ここととががいいくくつつももあありりまますす。。

でですすがが、、ここれれももそそのの実実、、そそれればばかかりりででももあありりまませせんん。。説説明明ののつつかかなないい

石石けけんんはは組組成成にによよりり、、性性格格がが先先験験的的にに決決りりまますす。。理理屈屈のの上上ででははそそうう

なないいののでですす。。

うう考考ええかかたたももあありりまますす。。ほほんんととううにに生生ままれれななががららののソソフフトトウウェェアアはは少少

ももととづづくくももののででななくく、、容容姿姿ととかかににちちかかいい、、心心的的なな外外観観ににすすぎぎなないいとといい

こことと自自体体にに予予見見がが入入るるとといいうう批批判判ももあありりまますす。。ささららにに性性格格はは、、精精神神にに

説説明明さされれるるここととががあありりまますすがが、、根根拠拠ががあありりまませせんん。。そそももそそもも分分類類すするる

問問ががあありりまますす。。人人のの場場合合、、血血液液型型にによよるる性性格格分分類類がが科科学学的的かかののよよううにに

りりまますす。。たただだ、、先先験験的的なな性性格格がが本本当当ににああるるののかかどどううかかとといいうう点点はは、、疑疑

ももいいいいまますすがが、、障障害害ににおおよよぶぶももののはは、、器器質質的的・・機機能能的的とといいううここととががああ

アア・・ポポスステテリリオオリリ（（後後 験験 的的））ななももののががあありりまますす。。先先 天天 的的・・後後 天天 的的とと

こうけんてき

もものののの性性格格ににはは、、認認識識とと同同様様、、アア・・ププリリオオリリ（（先先 験験 的的））ななももののとと、、

3

力力・・洗洗浄浄力力ななどど、、石石けけんんのの基基本本ととななるる性性状状がが、、そそれれらら脂脂肪肪酸酸のの組組合合せせ

かからら

のの間間のの飽飽和和脂脂肪肪酸酸とと炭炭素素
とといいううののはは、、不不飽飽和和基基
スステテアアリリンン酸酸とと、、

カカププリリンン酸酸ががあありり、、フフララッッククスス油油（（アアママニニ油油））

C10

リリノノレレンン酸酸、、カカススタターー油油（（ヒヒママシシ油油））にに含含ままれれるる（（水水酸酸

カカププリリルル酸酸・・

カカププロロンン

リリノノーールル酸酸ととななりりまますす。。例例外外ととなな

パパルルミミチチンン酸酸・・

つつももつつとといいうう意意味味でですす。。らら列列すするるとと、、飽飽和和脂脂肪肪酸酸のの

のの不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸でですす。。

かからら

でで決決っっててくくるるかかららでですす。。能能力力をを十十分分発発揮揮ででききるるかかどどううかかもも決決っっててききまま
すす。。

かからら

条条件件にに合合ううののはは、、ままずず、、炭炭素素数数
数数
つつかからら
ミミリリススチチンン酸酸・・
オオレレイインン酸酸・・

C18

をを
ララウウリリンン酸酸・・

酸酸・・

C12

18
:3

12
:1

るる特特殊殊ななももののととししてて、、ココココナナッッツツ油油（（ヤヤシシ油油））にに含含ままれれるる

不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸のの

C16
C18;2

18:2
C14 3
C18:3
ララウウリリンン酸酸／／炭炭素素数数（（

C

R

12

素素鎖鎖ををああららわわししてていいまますす。。

飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

C12

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

））

ののももののはは塩塩基基ででななくく水水素素ががつつきき、、 RC＋＋
OO とと
H いいううかかたたちちでで存存在在ししまますす。。。。
脂脂肪肪酸酸基基ははカカルルボボキキシシルル基基ととももいいいい、、そそののううちち とといいうう略略称称はは炭炭化化水水

（（ RC））
OO＋＋ 塩塩基基（（ Na））
/Kかかららななっってていいまますすがが、、構構成成物物ででああるる脂脂肪肪酸酸そそ

不不向向ききとといいうう性性格格ををももちちまますす。。化化学学構構造造ははつつぎぎののよよううなな、、脂脂肪肪酸酸基基

基基ををももつつ）） C18・・
:1 Oリリ
H シシノノーールル酸酸ががあありりまますす。。
どどれれもも栄栄養養的的・・医医薬薬的的にに有有用用とといいうう特特色色ががあありり、、一一方方でで石石けけんんににはは

にに含含ままれれるる

C6

C18:1

1 18:1
C8

飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

リリススチチンン酸酸／／炭炭素素数数（（

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-COOH

パパルルミミチチンン酸酸／／炭炭素素数数（（

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

））

））

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-COOH

スステテアアリリンン酸酸／／炭炭素素数数（（

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

））

16

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

18

14

C

C
C

C14
C16
C18

不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

オオレレイインン酸酸／／炭炭素素数数（（

））

C

（（真真中中がが不不飽飽和和基基とと

18:1

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

））

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

リリノノーールル酸酸／／炭炭素素数数（（

H-H-H-H-H-H-H-H-----H-H-H-H-H-H
不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸・・

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H
H-H-H-H-H-----H-----H-H-H-H-H-H

H-C-C-C-C-C-C=C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

C

がが、、 -COO・・
Na -COOにに
K 置置換換ささ

脂脂肪肪酸酸カカリリウウムム））はは、、上上記記ののカカルルボボキキ
とと

K

/

のの代代わわりりにに
Na

石石けけんん（（脂脂肪肪酸酸ナナトトリリウウムム
シシルル基基（（ CO））
OHのの
れれたた集集合合体体でですす。。

油油脂脂のの脂脂肪肪酸酸組組成成

18:2

いいいい、、実実際際ははそそここののととこころろでで折折れれ曲曲ががっってていいまますす））

C18:1
C18:2
H

油油脂脂のの脂脂肪肪酸酸組組成成をを一一覧覧ししまますす。。一一覧覧ににああたたっってて次次ののよよううなな順順番番でで

4

カカププロロンン酸酸（（

H-H-H-H-H
H-H-H-H-H

））

））

H-H-H-H-H-H-H-H-H

のの脂脂肪肪酸酸はは、、

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H

カカププリリンン酸酸（（

H-H-H-H-H

H-C-C-C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H

カカププリリルル酸酸（（

））

H-C-C-C-C-C-COOH

C6
C8
H-H
C10

））

（（中中鎖鎖脂脂肪肪酸酸トトリリググリリセセリリ

MCT

並並べべてていいまますす。。

かからら

、、飽飽和和ララウウリリンン酸酸・・ミミリリススチチンン酸酸系系油油脂脂（（含含むむ

注注））ここののううちち
C10

MCT

ドド））とといいいい栄栄養養・・医医薬薬ににつつかかわわれれてていいまますす。。

C6

1

、、不不飽飽和和オオレレイインン酸酸系系油油脂脂

、、不不飽飽和和オオレレイインン酸酸・・リリノノーールル酸酸系系油油脂脂

のの脂脂肪肪酸酸、、ビビタタミミンン

、、不不飽飽和和オオレレイインン酸酸・・飽飽和和パパルルミミチチンン酸酸・・スステテアアリリンン酸酸系系油油脂脂

、、不不飽飽和和リリノノーールル酸酸系系油油脂脂

注注））リリノノーールル酸酸はは、、かかっっててωω（（オオメメガガ））
6

3

））

含含有有量量のの多多いい油油脂脂でですす。。

リリノノーールル酸酸（（

））

C18:3

とといいいいまますす。。

H-H-----H-----H-----H-H-H-H-H-H

H-C-C-C=C-C-C=C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

リリノノレレンン酸酸（（

--H-H-H-H-H-----H-----H-H-H-H-H-H

H-C-C-C-C-C-C=C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

C18:2

ωω

とと

すす。。アアママニニ油油（（フフララッッククススオオイイルル））以以外外にに、、シシソソ油油・・エエゴゴママ油油ななどどがが

注注））ωω（（オオメメガガ））

9

のの脂脂肪肪酸酸ととししてて、、現現在在多多大大なな関関心心をを集集めめてていいまま

、、不不飽飽和和リリノノレレンン酸酸系系油油脂脂

いいまますす。。ちちななみみににオオレレイインン酸酸ははωω

ししててもも知知らられれてていいままししたたがが、、最最近近はは摂摂りりすすぎぎががよよくくなないいとと指指摘摘さされれてて

F

５ ４ ３ ２
６
3

、、水水酸酸化化不不飽飽和和リリシシノノーールル酸酸系系油油脂脂

H-H-H-H-H-H-H-H-----H-H-H-H-H-H

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C=C-C C-C-C-C-C-COOH

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H

リリシシノノーールル酸酸（（ C18:1））
OH

泡泡力力・・洗洗浄浄力力ががききわわめめてて乏乏ししいい石石けけんんでですす。。

明明石石けけんんををつつくくるる材材料料ににつつかかわわれれまますすがが、、単単独独のの石石けけんんととししててはは、、気気

注注））酸酸化化にに耐耐性性ががあありり、、極極端端にに粘粘度度のの高高いい油油脂脂でですす。。石石けけんんににはは透透

７

油油脂脂のの脂脂肪肪酸酸組組成成表表（（数数値値はは

））

ススチチンン

ミミリリ

ミミチチンン

パパルル

アアリリンン

スステテ

-------------------------------------------------------------炭炭素素数数

カカププ
ロロンン

-------------------------------------------------------------ププ
カカ酸酸
ププ
ララ酸酸
ウウ
レレ
リリ酸酸
ノノ
リリ酸酸
ノノ
酸酸 リリカカ酸酸
酸酸
酸酸
酸酸 イイオオ酸酸
ンン
リリルル
リリンン
ンン
ーールル
レレンン

%
1.1

4.1

0.1

43.1

31.0

25.8

4.0

16.3

9.8

3.9

7.2

10.4

8.2

9.1

9.5

16

4.0

18.2

34.6

41.0

1.8

3.2

1.8

1.2

3.2

2.1

2.3

2.9

18

40.7

41.2

34.7

47.4

41.4

48.7

57.9

66.3

73.8

85.0

16.8

6.9

18:1

9.7

3.3

3.3

6.1

37.5

30.7

21.8

22.3

1.1

4.1

0.3

0.2

18:2

1.6

0.2

11.3

0.4

0.6

0.4

6

3.6

7.7

８

3.5

6.2

10

47.3

47.0

12

16.4

18.0

14

18:3

-------------------------------------------------------------米米糠糠油油

-------------------------------------------------------------落落花花生生油油（（ババーージジニニアア種種））

-------------------------------------------------------------カカノノーーララ油油（（カカナナダダ産産菜菜種種））

-------------------------------------------------------------アアーーモモンンドド油油

-------------------------------------------------------------オオリリーーブブ油油

-------------------------------------------------------------ツツババキキ油油

パパーー
ムム

-------------------------------------------------------------核核油油

-------------------------------------------------------------ヤヤシシ油油

0.1

-------------------------------------------------------------牛牛脂脂

-------------------------------------------------------------カカカカオオ脂脂

------------------------------------------------------------シシアア脂脂

0.3

-------------------------------------------------------------パパーームム油油
0.2

ススチチンン

ミミリリ

ミミチチンン

パパルル

アアリリンン

スステテ

-------------------------------------------------------------ププ
カカ酸酸
ププ
ララ酸酸
ウウ
レレ
リリ酸酸
ノノ
リリ酸酸
ノノ
酸酸 リリカカ酸酸
酸酸
酸酸
酸酸 イイオオ酸酸
ンン
リリルル
リリンン
ンン
ーールル
レレンン
カカププ
ロロンン

-------------------------------------------------------------ダダイイズズ油油

6.6

8.8

20.7

10.4

0.7

2.9

5.3

2.4

4.0

3.1

14.5

39.2

18.9

23.5

4.4

15.4

45.8

56.5

53.5

0.9

60.6

0.1

8.3

-------------------------------------------------------------綿綿実実油油

1.0

レレイインン

リリシシノノ

-------------------------------------------------------------ヒヒママシシ油油
C18・・
:1 OH (酸酸 )

-------------------------------------------------------------アアママニニ油油

-------------------------------------------------------------ゴゴママ油油

0.7

石石けけんんのの性性格格とと個個性性、、泡泡立立ちち

--------------------------------------------------------------

89.6

、、溶溶解解性性とと起起泡泡性性

ククタターー（（要要素素・・良良否否））はは、、つつぎぎのの

点点とといいわわれれてていいまますす。。

石石けけんん、、ととくくににソソーーダダ石石けけんん（（固固形形石石けけんん））ののももっっとともも重重要要ななフファァ

5

3

夾夾雑雑物物ををももたたなないい石石けけんんはは、、自自ずずかからら保保存存性性ががあありり、、素素地地ののかかたたちちもも

ここののううちち「「安安定定ままたたはは保保存存性性」」はは、、けけんん化化がが完完全全ななももののでで不不純純物物・・

、、安安定定ままたた保保存存性性

、、硬硬ささままたたはは稠稠度度（（ちちょょううどど＝＝密密生生・・混混合合いい））

３ ２ １

ようかいせい

整整いいまますす。。
き ほうせい

溶溶 解解 性性とと起起泡泡 性性はは、、石石けけんんののいいわわばば前前提提ととななるるももののでですすがが、、液液体体脂脂
ちゅうい

肪肪酸酸（（不不飽飽和和ののたためめ））ででああるるオオレレイインン酸酸・・リリノノーールル酸酸とと、、液液体体脂脂肪肪酸酸
こうい

（（中中 位位炭炭素素数数ののたためめ））ででああるるララウウリリンン酸酸・・ミミリリススチチンン酸酸がが、、常常温温でで溶溶
かしょう

解解可可能能ななももののでですす。。固固体体脂脂肪肪酸酸（（高高位位炭炭素素数数ののたためめ））ででああるるパパルルミミチチ
きょうゆうてん

ンン酸酸・・スステテアアリリンン酸酸はは、、常常温温でで溶溶解解がが不不可可ままたたはは寡寡 少少ののももののでですす。。
ととこころろがが固固体体脂脂肪肪酸酸はは、、他他のの液液体体脂脂肪肪酸酸ととのの共共存存でで、、
「「 共共 融融 点点」」がが
下下ががりり、、常常温温でで溶溶解解がが可可ままたたははやややや可可ととななりりまますす。。ととももななっってて本本来来のの
起起泡泡力力・・洗洗浄浄力力もも生生じじててききまますす。。そそししてて、、パパルルミミチチンン酸酸・・スステテアアリリンン
もろ

酸酸のの本本来来のの（（高高温温下下のの））洗洗浄浄力力はは、、石石けけんんののななかかでで最最上上ののももののでですす。。
「「硬硬ささままたたはは稠稠度度」」はは、、
「「固固くくてて脆脆くくははなないい」」適適度度なな密密度度のの状状態態ををいいいい
まますすがが、、ここれれをを過過不不足足ななくくつつくくるる油油脂脂はは、、固固体体油油脂脂・・固固体体脂脂肪肪酸酸ををもも
ぎゅうし

とん し

つつオオレレイインン酸酸・・パパルルミミチチンン酸酸・・スステテアアリリンン酸酸系系油油脂脂でですす。。そそのの代代表表的的
なな存存在在ががタタロローー（（牛牛 脂脂））でですす。。以以外外ににララーードド（（豚豚脂脂））
・・シシアアババタターー（（脂脂））
・・
カカカカオオババタターー（（脂脂））・・パパーームム油油がが代代替替可可能能なな油油脂脂ととししててあありりまますす。。
せんたくし

何何をを石石けけんんのの基基本本にに据据ええるるかかとといいうう選選択択肢肢ががいいくくつつかかあありりまますすがが、、
石石けけんんのの歴歴史史的的なな選選択択はは、、ままずず「「固固くくてて脆脆くくなないい、、適適度度なな硬硬ささとと稠稠度度」」、、
ををももつつ油油脂脂をを優優先先ししてていいまますす。。種種々々理理由由ががあありりまますすがが、、優優良良ななアアルルカカ
リリががななかかっったた近近代代以以前前のの石石けけんんがが、、おおししななべべてて溶溶けけ崩崩れれのの速速いい、、軟軟らら
かかいい石石けけんんででああっったたこことととと無無関関係係ででははあありりまませせんん。。
「「硬硬ささとと稠稠度度」」のの実実
現現はは、、油油脂脂原原料料ののベベーーススにに牛牛脂脂をを採採用用すするるここととでであありり、、加加ええてて牛牛脂脂のの
みみのの場場合合のの欠欠点点ででああるる溶溶解解性性とと泡泡立立ちちのの増増強強ののたためめにに、、牛牛脂脂以以外外のの液液
体体油油脂脂・・脂脂肪肪酸酸をを混混合合すするるここととででししたた。。
～～

（（平平均均

））配配合合ししててつつくくらられれまますす。。

かかくくししてて、、歴歴史史ああるる伝伝統統的的なな化化粧粧・・浴浴用用石石けけんんはは、、牛牛脂脂ををベベーーススにに
ヤヤシシ油油をを

30%

20
%

ににななりりまますす。。日日本本のの純純石石けけんんののううちち、、純純度度がが

とといいううソソーーダダのの固固形形石石

溶溶けけ、、よよくく泡泡立立ちち、、かかたた崩崩れれとと脆脆ささののなないい適適度度なな固固ささををももつつ石石けけんん」」

石石けけんんのの黄黄金金比比率率とといいっってていいいいももののでで、、「「（（冷冷水水ででななくく））温温水水にによよくく

10%

99%

けけんんはは、、大大体体ここのの組組成成ででででききてていいまますす。。ちちななみみにに
パパーームム

年年のの歴歴史史とと世世界界のの

石石けけんんでですす。。残残念念ななここととにに変変質質防防止止剤剤（（

未未満満のの珪珪酸酸ナナ

ママーーケケッットトををももつつアアイイボボリリーーソソーーププもも、、同同じじ牛牛脂脂・・ヤヤシシ油油（（
核核油油））のの

+

120
0.5%
油油脂脂 >

ｰ 脂脂肪肪酸酸組組成成はは次次ののよよううなな割割合合でですす。。

8

80%
9.4

10

6.8

12

26.8

14

15.0

16

33.4

18

20%

ちちななみみににそそのの

＋＋ココココナナッッツツオオイイルル（（ヤヤシシ油油））

タタ<ロローー（（牛牛脂脂））

1.2

-------------------------------------------------------------炭炭素素数数
6

20

1.5

80

数数日日にに及及ぶぶ製製造造ププロロセセススががああっっててののももののでですす。。

性性とと泡泡立立ちちがが、、温温水水下下ででのの豊豊かかなな泡泡とと洗洗浄浄力力のの発発揮揮ににななるるののもも、、ここのの

塩塩析析法法」」をを前前提提ととししてていいまますす。。牛牛脂脂のの纏纏ままりりののよよささとと、、ヤヤシシ油油のの溶溶解解

牛牛脂脂・・ヤヤシシ油油ののレレシシピピはは、、油油脂脂かからら焚焚くく、、本本格格的的なな「「窯窯焚焚ききけけんん化化・・

トトリリウウムム・・硫硫酸酸ママググネネシシウウムム））とと香香料料がが入入っってていいまますす。。

99%

18:2

18:3

-------------------------------------------------------------牛牛脂脂・・ヤヤシシ

18:1

2.6

ずずつつ、、スステテアアリリンン酸酸ととララウウ

--------------------------------------------------------------

ミミリリススチチンン酸酸））ががそそれれぞぞれれ

オオレレイインン酸酸ととパパルルミミチチンン酸酸ががそそれれぞぞれれ
リリンン酸酸（（

ずずつつ、、とといいうう組組成成ににななっってて

15% 30%

カカププリリンン酸酸・・

カカププリリンン酸酸・・

カカププロロンン酸酸のの
6

以以内内にに収収ままっってていいまますす。。塩塩析析すするる通通常常ののソソーーダダ石石けけんんでで

いいううヤヤシシ油油のの炭炭素素数数
脂脂肪肪酸酸はは、、

8

以以下下のの脂脂肪肪酸酸ははググリリセセリリンンととととももにに除除去去さされれ、、ささららにに少少

機機械械練練りり石石けけんんににはは有有効効でですす。。先先のの表表ののよよううにに、、ヤヤシシ油油ははパパーームム核核油油

ええ、、
「「磨磨いいたたよよううなな外外観観」」ををつつくくりりだだすすここととがが知知らられれてていいまますす。。ととくくにに

ちちななみみににヤヤシシ油油のの少少量量のの混混合合はは、、石石けけんん生生地地ににアアドドババンンテテーージジをを与与

ななくくななりりまますす。。

はは、、炭炭素素数数

10

いいまますす。。直直接接害害ににははななららなないいののでですすがが、、
「「刺刺激激ががあありり乾乾燥燥性性ががああるる」」とと

+
8 3%

とと代代替替ででききまますす。。オオレレイインン酸酸がが多多いいせせいいでで、、パパーームム核核油油のの方方がが若若干干軟軟
ららかかくくななりりまますすがが、、決決定定的的なな差差ははあありりまませせんん。。
牛牛脂脂ははパパーームム油油とと代代替替ででききまますすがが、、パパーームム油油ははパパルルミミチチンン酸酸ととオオレレ
イインン酸酸のの含含有有量量がが多多目目でで、、そそのの分分石石けけんん素素地地がが固固くくままたた脆脆くくななりりまますす。。
カカロロチチンン含含有有量量がが多多くく、、漂漂白白ししててもも完完全全なな白白色色ににななららなないいとといいうう難難点点
おうごん ひ り つ

ももあありりままししたた。。現現在在ははかかななりり解解消消さされれてていいまますす。。「「牛牛脂脂＋＋ヤヤシシ油油」」のの
黄黄 金金比比率率ににななららっったた、、
「「パパーームム油油＋＋パパーームム核核油油」」石石けけんんはは、、
「「純純植植物物性性」」
ををううたたっってて市市場場にに登登場場ししてていいまますす。。 部部純純石石けけんんののももののががああるるよよううでで

～～

種種））かかららつつくくるるもものののの方方がが、、総総

合合的的なな仕仕上上りりががいいいいとと言言わわれれてていいまますす。。油油脂脂そそののももののがが複複数数（（通通常常

石石けけんんはは、、複複数数油油脂脂（（通通常常

ももののがが主主体体でで、、レレシシピピのの良良ささはは活活かかさされれてていいるるととははいいええまませせんん。。

ののももののででももあありりまませせんん。。窯窯焚焚ききのの簡簡略略ななももののああるるいいはは中中和和法法のの容容易易なな

すすがが、、多多くくはは無無添添加加純純石石けけんんででななくく、、伝伝統統のの「「窯窯焚焚けけんん化化・・塩塩析析法法」」

1

3

種種以以上上のの脂脂肪肪酸酸かかららででききるるここととににななりりまますす。。

））のの脂脂肪肪酸酸かかららででききてていいまますすかからら、、脂脂肪肪酸酸のの種種類類ででいいええばば、、炭炭素素

数数のの違違うう

～～

5

2
～～

、、ココココナナッッツツ油油・・シシーードド
60%

））、、そそのの後後ささららににパパーームム油油をを加加ええるるここととでで、、世世界界にに冠冠たたるる名名

種種））油油をを適適量量配配合合ししてて（（オオリリーーブブ油油
～～
40%

けけんん（（

石石けけんん分分・・

水水分分））」」ででああっってて、、かかななららずずししももオオリリーーブブ油油オオ

28%

固固形形石石けけんんをを、、ななままっっててママルルセセルル石石けけんんとと呼呼んんででいいままししたた。。名名前前ははいい

のの工工業業的的洗洗浄浄ににつつかかわわれれままししたた。。日日本本でではは、、主主ととししてて純純良良なな洗洗濯濯用用のの

ママルルセセーーユユ石石けけんんはは、、石石けけんんのの最最上上ののももののととししてて、、ととくくにに絹絹・・羊羊毛毛

あありりままししたた。。

ママルルセセーーユユ石石けけんんすすななわわちちオオリリーーブブ油油石石けけんんととみみななさされれるる場場合合ががよよくく

ンンリリーーのの石石けけんんででははあありりまませせんん。。たただだ時時々々くくるるリリババイイババルルのの時時代代ににはは、、

72%

ーーブブ油油にに他他のの油油脂脂をを加加ええてて相相乗乗的的にに昇昇華華ささせせたた「「ベベジジタタブブルルオオイイルル石石

声声をを得得ままししたた。。ササボボンン・・ドド・・ママルルセセーーユユのの本本貫貫はは、、液液体体脂脂肪肪酸酸ののオオリリ

油油

40%

世世紀紀以以降降はは、、オオリリーーブブ油油だだけけででななくく、、ココココナナッッツツ油油ととシシーードド（（植植物物

ママルルセセーーユユ石石けけんんはは、、初初めめオオリリーーブブ油油かかららつつくくらられれてていいままししたたがが、、

10

10
19
60%

ままででもも残残っってていいまますす。。
カカスステティィーールル石石けけんんももオオリリーーブブ油油オオンンリリーーかかららははじじままりりままししたたがが、、
後後ににオオリリーーブブ油油ににタタロローー（（ままたたははララーードド））をを適適量量配配合合（（同同上上））ししてて、、
つつとといいっってていいいいももののでですす。。タタロローー（（牛牛脂脂））・・シシアア脂脂・・パパーームム油油なな

ククイイーーンン・・オオブブ・・ソソーーププとと称称ええらられれままししたた。。ここれれもも完完成成さされれたたレレシシピピ
のの

のの方方ががかかええっってて伝伝統統ががあありりまますす。。

100%

ララウウリリンン酸酸のの泡泡はは、、粗粗大大でで持持続続力力ががなないいとといいわわれれまますす
C12

力力・・洗洗浄浄力力ももあありりまますすがが、、結結構構高高いい濃濃度度（（

））ででししかか能能力力をを発発揮揮ししなな

がが、、爽爽快快ででささっっぱぱりり感感ががあありり、、軽軽快快なな感感触触ななどどととももいいわわれれまますす。。気気泡泡

ききりりししまますす。。

ンントトににななりりまますす。。ひひたたすすらら感感覚覚的的ななももののだだかかららでですす。。好好きき嫌嫌いいももははっっ

脂脂肪肪酸酸にによよるる石石けけんんのの性性格格のの違違いいはは、、
「「泡泡のの質質感感」」ががいいちちばばんんののポポイイ

らら、、現現状状、、医医師師かかららはは忘忘れれ去去らられれてていいまますす。。

医医局局のの身身近近ににああるるここののカカリリ石石けけんんはは、、有有為為なな皮皮膚膚 清清 浄浄 剤剤 でであありりなながが

ひ ふ せいじょうざい

（（ダダイイズズ油油））カカリリ石石けけんんはは、、無無 香香 料料 単単 体体油油脂脂のの代代表表的的なな石石けけんんでですす。。

むこうりょうたんたい ゆ し

香香料料のの台台所所石石けけんんががああっったたりりししまますす。。日日本本 薬薬 局局 方方 ののソソイイビビーーンンズズ油油

に ほ ん やっきょくほう

いいるるももののはは香香料料がが入入っってていいまますすがが、、ままっったたくく無無香香料料ののシシャャンンププーー、、無無

もものの、、ままたたココココナナッッツツ油油＋＋僅僅かかなな牛牛脂脂ののももののががあありりまますす。。市市場場ににででてて

ままたたソソーーダダ石石けけんんででななくくカカリリ石石けけんんでではは、、単単体体ののココココナナッッツツ油油

のの

ののはは冷冷製製法法ののももののののよよううでですすがが、、ココココナナッッツツ油油単単体体ののももののはは、、冷冷製製法法

ーーダダののココココナナッッツツ油油石石けけんんととししててつつくくらられれてていいまますす。。市市場場にに出出てていいるる

なな伝伝統統はは遵遵守守さされれてていいるるととははいいええまませせんん。。ヤヤシシ油油もも単単体体ののももののがが、、ソソ

かかれれたたりりししてていいまますす。。ヨヨーーロロッッパパににおおけけるる石石けけんんののオオーーセセンンテティィッックク

ににははポポピピュュララーーななののでですすがが、、そそのの多多くくはは多多量量のの香香料料オオイイルルとと一一緒緒にに焚焚

石石けけんん（（ママルルセセーーユユ石石けけんんととはは別別ののももののでですす））ががそそのの代代表表でで、、世世界界的的

ううちち液液体体油油脂脂ののももののはは単単体体ででもも石石けけんんががつつくくらられれまますす。。オオリリーーブブ油油

液液体体油油脂脂とといいわわれれてていいまますす。。

飽飽和和脂脂肪肪酸酸系系油油脂脂はは液液体体油油脂脂、、ココココナナッッツツ油油ななどどのの不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸系系もも

どどのの高高級級飽飽和和脂脂肪肪酸酸系系はは固固体体油油脂脂、、オオリリーーブブ油油・・カカノノーーララ油油ななどどのの不不

1

0.5%

いいととこころろががあありりまますす。。
オオレレイインン酸酸石石けけんんはは低低濃濃度度でで泡泡立立ちち、、そそのの泡泡もも細細かかくく持持続続性性ががああ

はは最最上上のの石石けけんんとといいいいまますすがが、、ココココナナッッツツ油油・・パパーームム核核油油にに
ららいいししかか含含ままれれずず、、石石けけんんのの主主役役ににははななれれまませせんん。。
すす。。高高位位飽飽和和脂脂肪肪酸酸、、

パパルルミミチチンン酸酸・・

～～

くく

18%

スステテアアリリンン酸酸をを含含むむ石石けけ

C18

リリノノレレンン酸酸をを含含むむ石石けけんんはは、、繊繊維維にに脂脂肪肪酸酸がが残残留留

C18:3

不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸、、ととくくにに

とと

のの含含有有量量がが多多いい油油脂脂ををププララススししてて、、溶溶

18:2

でですす。。ととくくにに米米糠糠油油はは従従来来かからら粉粉石石けけんんににはは多多くくつつかかわわれれててききままししたた。。

解解性性をを向向上上ささせせまますす。。米米糠糠油油・・米米糠糠脂脂肪肪酸酸ががつつかかわわれれるるののももここのの理理由由

C18:1

けけんんををつつくくるるとと、、常常温温ででのの溶溶解解性性がが不不足足ぎぎみみににななりりまますす。。そそここでで多多価価

来来湯湯温温ででつつかかうう化化粧粧・・浴浴用用石石けけんんでですすかからら、、そそのの組組成成ののままままでで洗洗濯濯石石

すするるとと黄黄変変をを起起ここすすここととががあありりまますす。。ままたた牛牛脂脂・・ヤヤシシ油油石石けけんんはは、、本本

リリノノーールル酸酸・・

んんはは、、金金属属石石けけんん（（石石けけんんカカスス））ををつつくくりりややすすくく、、多多価価不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸、、

C16

大大ききくく飽飽和和脂脂肪肪酸酸とと不不飽飽和和脂脂肪肪酸酸石石けけんんのの違違いいとといいううももののももあありりまま

16%

石石けけんんのの泡泡はは、、繊繊細細でで密密度度ががあありり、、馥馥 郁郁とと泡泡立立つつとといいいい、、人人にによよっってて

ふくいく

単単体体でではは洗洗浄浄力力もも小小ささいいたためめ性性格格がが明明確確ににななりりまませせんん。。ミミリリススチチンン酸酸

でで細細かかくく、、肌肌当当りりののいいいい泡泡とといいわわれれまますすがが、、常常温温でではは溶溶解解性性がが乏乏ししくく、、

イインン酸酸とと共共存存ししてていいるる））パパルルミミチチンン酸酸・・スステテアアリリンン酸酸のの泡泡質質はは、、緊緊密密

肌肌ににままととわわりりつつくく感感触触ととももいいわわれれまますす。。人人にによよっってて正正反反対対でですす。。
（（オオレレ

りり、、豊豊かかでで重重厚厚なな泡泡ととももいいわわれれまますすがが、、一一方方でで粘粘りりががああっってて脂脂っっぽぽくく、、

C18:1
C18:2

理理想想ののシシーードドオオイイルル、、そそのの未未来来

ヤヤシシ油油でで、、そそれれぞぞれれ

～～

＋＋

70%

～～

10%

のの組組みみ合合わわせせででででききてていいまますす。。

30%

点点ででああるるここととがが、、ここのの脂脂肪肪酸酸組組成成のの

3

つつににほほかかななりりまませせんん。。

ろうどうしゃ ひ が い

ついほう

じどう

あありりまますす。。直直接接関関わわりりががななくくててもも、、狂狂牛牛病病もも最最近近のの負負荷荷のの原原因因ののひひとと

護護ななどど別別のの側側面面、、ままたた飼飼 料料 穀穀 物物、、農農林林畜畜産産のの構構造造かかららくくるる環環境境負負荷荷がが

しりょうこくもつ

とといいうう課課題題ががあありりまますす。。牛牛脂脂ははそそのの種種のの問問題題をを抱抱ええまませせんんがが、、動動物物愛愛

食食品品へへ転転換換さされれまますすがが、、そそのの残残余余がが合合成成洗洗剤剤 大大(半半 とと
) 石石けけんん 寡寡(少少 )
のの原原料料ととななりりまますす。。ここれれららのの樹樹木木性性油油脂脂にに今今後後もも依依存存ししてていいてていいいいかか

そそれれららのの輸輸入入大大国国ははももちちろろんん日日本本でであありり、、事事実実上上ほほととんんどどがが何何ららかか

労労 働働ななどど、、大大規規模模なな環環境境破破壊壊がが、、いいままででもも現現在在進進行行形形ののままままでですす。。

ろうどう

ンンウウーータタンンのの迫迫 害害、、大大量量投投下下農農薬薬にによよるる労労 働働 者者 被被害害、、差差別別的的なな児児童童

はくがい

内内陸陸部部にに進進出出、、規規模模がが巨巨大大ななばばかかりりででななくく、、 先先 住住 民民 族族のの追追 放放、、オオララ

せんじゅうみんぞく

くくににササララワワクク（（東東ママレレーーシシアア））ななどどののパパーームム油油ののププラランンテテーーシショョンンはは、、

大大なな熱熱 帯帯 林林伐伐採採地地にに植植ええらられれまますす。。どどちちららもも熱熱帯帯林林のの破破壊壊でですすがが、、とと

ねったいりん ば っ さ い ち

ムム油油（（アアブブララヤヤシシ油油））はは、、ママレレーーシシアア・・イインンドドネネシシアアのの、、内内陸陸部部のの広広

ンンテテーーシショョンンはは、、 植植 生生 上上 のの理理由由かからら海海岸岸線線ににそそっっててででききまますす。。パパーー

しょくせいじょう

ココココナナッッツツ油油（（ココココヤヤシシ油油））はは、、フフィィリリっっピピンンななどどがが特特産産でで、、ププララ

かかににななっっててききままししたた。。

らられれるる今今、、ススタタンンダダーードドななここれれららのの油油脂脂もも、、課課題題をを抱抱ええるるここととがが明明らら

れれたたももののでですす。。必必要要性性がが優優先先さされれるる時時代代ががすすぎぎ、、環環境境がが真真っっささききにに語語

イインン酸酸のの溶溶解解性性ととスステテアアリリンン酸酸のの稠稠度度性性・・安安定定性性がが組組成成的的にに必必要要ととささ

ウウリリンン酸酸ととミミリリススチチンン酸酸のの溶溶解解性性・・起起泡泡性性、、牛牛脂脂はは主主成成分分ででああるるオオレレ

そそのの組組成成成成分分はは以以下下ののととおおりりでですすがが、、ヤヤシシ油油ははそそのの主主成成分分ででああるるララ

黄黄金金比比率率ををききめめててききままししたた。。

ささままたたはは稠稠度度、、安安定定とと保保存存性性のの

ソソーーダダ石石けけんん（（固固形形））のの基基本本的的ななフファァククタターーがが、、溶溶解解性性とと起起泡泡性性、、硬硬

90%

半半世世紀紀前前かからら純純良良なな固固形形石石けけんんのの原原料料はは変変わわっってていいまませせんん。。牛牛脂脂＋＋

6

ゆりょうしょくぶつ

知知らられれてていいまませせんんがが、、ククヘヘアア Cupheとと
a いいうう油油 糧糧 植植 物物 ががあありりまますす。。
そそここかからら採採れれるる「「ククヘヘアア油油」」はは、、ここれれららのの問問題題意意識識のの先先にに、、ひひととつつのの
着着地地点点ととししてて語語らられれまますす。。実実現現性性にに乏乏ししいいたためめモモデデルルににししかかななららなないい
いちねんせいそうほん

た ね ん せ い ていぼく

ううららみみははあありりまますすがが、、他他のの開開発発へへのの起起点点ににははななりりまますす。。ククヘヘアアはは、、アア

くくららいいののももののががふふつつううでですす。。

かか

単単位位のの種種子子

のの亜亜種種ををももつつとといいうう植植物物でですす。。多多くくはは一一年年生生草草本本でで、、丈丈はは

あしゅ

メメリリカカ大大陸陸原原産産のの、、ミミソソハハギギ科科にに属属すするる一一 年年 生生 草草 本本かからら多多年年生生低低 木木まま
でで、、
、、
かべん

20cm

以以上上のの種種、、

ララウウリリンン酸酸がが
C18:1 70%

まますす。。
カカププリリンン酸酸がが

ララウウリリンン酸酸・・

30% C12

ミミリリススチチンン酸酸をを
･ 含含有有すするる種種、、
パパルルミミチチンン酸酸ををそそれれぞぞれれ ずずつつふふ
60%

大大ままかかにに炭炭素素数数
以以上上のの種種、、

だいたい ゆ し

C16

ミミリリススチチンン酸酸ののククヘヘアア種種はは、、ヤヤシシ油油・・パパーームム核核

オオレレイインン酸酸・・
:リリ
2 ノノーールル酸酸・・
くくむむ種種ななどどががあありりまますす。。

C14

石石けけんんににはは不不要要なな

カカププロロンン酸酸・・

カカププリリンン酸酸・・

～～

のの

カカププリリンン酸酸ががなな
C10

いいとといいうう、、ププララススののアアドドババンンテテーージジががあありりまますす。。ちちななみみにに

C10

C8
C16

んんのの有有臭臭成成分分ののひひととつつででももあありりまますす。。
リリノノーールル酸酸・・

C18:2

～～

kg/、、
haココココヤヤシシはは

～～
560

840

あありり、、ややややわわららかかくくななりりまますす。。
しゅうりょう

実実験験段段階階ででののククヘヘアア 収収 量量 はは、、

1200

シショョンンににあありりまますす。。

ううどど紙紙パパルルププのの代代替替ののたためめにに使使用用さされれるるパパガガスス、、ケケナナフフののよよううななポポジジ

kg/hとと
a いいわわれれまますすかからら、、効効率率はは高高いいののでですすがが、、本本質質的的ななアアドドババンンテテ
ーージジはは、、ももちちろろんん一一年年生生草草ののシシーードドオオイイルルとといいうう事事実実ででししょょうう。。ちちょょ

800

脂脂ととパパーームム油油のの代代替替油油脂脂ににななりりまますす。。リリノノーールル酸酸がが多多すすぎぎるるききららいいがが

オオレレイインン酸酸・・

パパルルミミチチンン酸酸ののククヘヘアア種種はは、、牛牛

脂脂肪肪酸酸石石けけんんはは、、刺刺激激性性とと乾乾燥燥性性ががああるるとといいわわれれてていいまますす。。ままたた石石けけ

C8

C8

油油のの代代 替替油油脂脂とと考考ええらられれまますすがが、、ヤヤシシ油油・・パパーームム核核油油がが内内包包ししてていいるる、、

C14

C18

80%

平平均均含含有有すするる油油のの脂脂肪肪酸酸組組成成もも、、おおどどろろくくほほどど多多岐岐ににわわたたっってていい

種種のの数数とと並並行行すするるよよううにに、、小小ささなな花花弁弁のの色色もも多多様様、、数数

90cm

ララウウリリンン酸酸・・

30%

C12

C10

のの

mm

らら

230
40
34%
C12
C18:1

動動物物性性油油脂脂かからら植植物物性性油油脂脂へへ、、樹樹木木性性油油脂脂かからら草草本本性性油油脂脂へへとといいうう
ののがが時時代代のの要要請請なならら、、研研究究開開発発ににととどどままららずずななんんららかかのの実実用用化化へへのの途途
がが望望ままれれまますす。。代代表表的的ななククヘヘアア種種のの脂脂肪肪酸酸組組成成はは、、以以下下のの通通りりでですす。。

-------------------------------------------------------------炭炭素素数数

1.3

10

0.8

48.4

12

0.5

25.8

14

25.4

7.7

16

3.5

1.2

18

26.4

7.9

18:1

30.7

6.8

18:2

18:3

パパーームム油油

～～

＋＋ヤヤシシ油油・・パパーームム核核油油

～～

c.e ～～

ととクク

ででででききてていいまますす。。脂脂

10%

肪肪酸酸のの黄黄金金比比率率とといいわわれれてていいまますす。。たたととええばばククヘヘアア

30%

30%

ヘヘアア c.u ～～ のの組組合合せせはは、、ここのの黄黄金金比比率率をを満満足足すするるととみみらられれまますす。。
ちちななみみにに石石けけんんのの脂脂肪肪酸酸炭炭素素数数別別のの水水へへのの溶溶解解度度とと生生分分解解度度はは一一致致すす

10%

90%

現現在在のの純純良良ななソソーーダダ石石けけんん（（固固形形石石けけんん））のの代代表表的的ななももののはは、、牛牛脂脂・・

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------cutriculosa
ククヘヘ
アア

-------------------------------------------------------------celliptica
ククヘヘ
アア

0.2

70%
70%

> ＝＝
> ＝＝
> > >
ヤヤシシ油油 >....ダダ
..イイズズ油油 オオ>リリーーブブ油油 牛牛>脂脂 パパ>ーームム油油

るるももののでですすがが、、そそのの順順序序はは次次ののよよううでですす。。

90%

C10

C8

C14

C18:2

C18:1

C16

C18

上上位位のの
> = > ままででのの脂脂肪肪酸酸はは、、要要すするるににヤヤシシ油油脂脂肪肪酸酸そそ
ののももののでですすかからら、、水水へへのの溶溶解解度度・・生生分分解解性性ははヤヤシシ油油石石けけんんがが第第一一ののもも

C12

C10

C8

C14

肪肪酸酸とといいううここととににななりりまますす。。

（（綿綿実実油油・・ダダイイズズ油油・・ララッッカカセセイイ油油ななどど））でですす。。オオリリーーブブ油油石石けけんんはは

ののでですす。。ヤヤシシ油油石石けけんんににつつぐぐ溶溶解解度度・・生生分分解解性性はは、、リリノノーールル酸酸石石けけんん

C12

代代<替替油油脂脂ククヘヘアアのの脂脂肪肪酸酸組組成成 >

ススチチンン

ミミリリ

ミミチチンン

パパルル

アアリリンン

スステテ

-------------------------------------------------------------カカ酸酸
ププ
カカ酸酸
ププ
ララ酸酸
ウウ
レレ
リリ酸酸
ノノ
リリ酸酸
ノノ
酸酸
酸酸
酸酸
酸酸 イイオオ酸酸
リリンン
リリルル
リリンン
ンン
ーールル
レレンン
カカププ
ロロンン

-------------------------------------------------------------炭炭素素数数

0.1

0.4

6

48.4

3.6

7.7

8

25.8

3.5

6.2

10

7.7

47.3

47.0

12

0.5

1.1

4.1

1.2

16.4

18.0

14

25.4

43.1

31.0

7.9

9.1

9.5

16

3.5

4.5

18.2

2.3

2.9

18

26.4

40.7

41.2

16.8

6.9

18-1

30.7

9.7

3.3

0.3

0.2

18-2

18-3

-------------------------------------------------------------celliptica
ククヘヘ
アア

パパーー
ムム

-------------------------------------------------------------核核

-------------------------------------------------------------ヤヤシシ

1.3

-------------------------------------------------------------パパーームム

-------------------------------------------------------------牛牛脂脂

6.8

-------------------------------------------------------------cu t ricu l os a
ククヘヘ
アア

0.2

0.8

でで、、 年年でで成成長長ししたた枝枝ののみみ伐伐採採ししててつつかかううとといいううシシスステテムムなならら余余分分なな

てて負負荷荷のの少少なないい植植物物はは、、一一年年生生草草でですす。。樹樹木木ででもも、、灌灌 木木ののよよううななもものの

かんぼく

いい目目標標ははももたたっってていいななけけれればばななりりまませせんん。。生生態態系系をを考考ええたたらら、、伐伐採採しし

ででああっっててははななららなないいももののでですす。。可可能能性性ががすすくくななくくとともも、、ハハーードドルルのの高高

れれてていいまますすがが、、いいままだだ実実用用化化のの報報告告ががあありりまませせんん。。理理想想はは理理想想ののまままま

ククヘヘアア c.ellipticとと
a ククヘヘアア c.utriculosのの
a 組組合合せせはは、、ヤヤシシ油油とと牛牛
脂脂のの再再現現でですす。。アアメメリリカカでではは、、すすででにに何何年年もものの研研究究とと実実験験ががつつづづけけらら

--------------------------------------------------------------

0.2

負負荷荷ももかかかかりりまませせんん。。 年年分分のの枝枝ををつつかかっってて材材料料をを循循環環ささせせてていいたたはは、、

1

江江戸戸時時代代のの楮楮・・三三椏椏ななどど、、和和紙紙のの原原料料でで有有名名でですす。。

1

びせいぶつ ゆ し

そそのの一一年年生生植植物物油油脂脂のの先先にに、、おおそそららくく微微生生物物油油脂脂とといいううももののががあありり
まますす。。油油脂脂をを採採取取ででききるる微微生生物物のの脂脂肪肪酸酸組組成成はは、、多多様様性性がが特特色色ででああるる
ククヘヘアア以以上上ののフフレレキキシシビビリリテティィををももつつととみみらられれまますす。。ひひるるががええっってて、、
環環境境ののたためめににすするるリリササイイククルルはは、、リリササイイククルルそそののももののががベベスストトななののでで
ははあありりまませせんん。。リリデデュューースス 削削(減減 のの
) ののちち、、限限りりななくくりりユユーーススににちちかか
づづいいてていいくくののががベベタターーでであありり、、本本質質的的なな着着地地点点 ベベ(スストト はは
) 、、ママテテリリ
アアルルリリササイイククルルでですす。。使使用用後後のの油油 廃廃(油油 はは
) 、、再再びび油油脂脂ににリリササイイククルル
さされれるるとといいううののがが、、ママテテリリアアルルリリササイイククルルのの王王道道でですす。。
資資源源ははそそののとときき、、最最初初のの採採取取のの段段階階かからら使使用用後後ままでで、、物物質質ととししててのの
すすべべててがが内内部部にに循循環環ししてて外外部部へへ排排出出さされれまませせんん。。そそここままででがが不不可可能能とと
ししててもも限限りりななくく近近づづくくたためめににはは、、前前提提ととななるる資資源源ととししててのの原原料料そそののもも
ののがが、、負負荷荷少少ななくく栽栽培培・・採採取取ででききななけけれればばななりりまませせんん。。使使用用後後のの劣劣化化
もも少少ななくく、、回回復復ででききるる余余地地ととそそれれをを上上回回るる技技術術がが開開発発さされれてていいななけけれれ
ばばななりりまませせんん。。そそううししたた条条件件ををククリリアアででききててよよううややくく過過不不足足ののなないいリリ
ユユーースス・・リリササイイククルルがが可可能能ににななりりまますす。。石石けけんん原原料料のの理理想想ももそそれれででああ
りり、、紙紙とと同同様様ババーージジンンオオイイルルででああるる必必要要ははななくく、、たただだ純純良良なな脂脂肪肪酸酸組組
成成ををももつつここととににおおいいてて、、ババーージジンンののももののとと変変わわりりなないいももののででああるるべべきき
ととさされれるるだだけけでですす。。

