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＜ 冷 蔵 庫 の細 菌 ＞ 水 ぶ
き Ｎ Ｇ ！ ３０〜 ７００ 倍に大
増殖
家庭用冷蔵庫の野菜室に屑が
残っていると細菌が繁殖しやす
く、ふきんの水拭きだけでは菌
が増えるということが、兵庫県
立生活科学研究所のテストで分
かったそうです。
効果的な掃除方法を確かめる
ため、協力の得られた6家庭で
実際に使っている冷凍冷蔵庫
（370〜460リットル）を調べた
そうです。
検査したのは細菌汚染の目安
になる「生菌数」「大腸菌群」
腐敗や食中毒の原因にもなる
「低温細菌」など５種類。各冷
蔵庫の冷蔵室、チルド室、野菜
室、冷凍室の底面や側面など、
各13ヶ所を拭き取っての調査で

ヨシナカ新聞
す。
最も多く生菌数や低温細菌を
検出したのは、野菜室。野菜を
袋などに入れずに保管し、野菜
屑が残っている場合、生菌数は
拭き取った面積1平方センチ当
たりの値（ＣＦＵ）が2千〜45
万で、野菜屑がない場合は3〜3
70と、野菜屑の有無で菌の数は
大きく違いました。
次に菌が多かったのはドアポ
ケット。汚れがある場合の生菌
数は65〜5千400だが、汚れがな
い場合は0〜80と激減しました。
また、一つの冷蔵庫の野菜室で、
掃除前後の菌数を比較したとこ
ろ、ふきんで水拭きすると生菌
数は微増だったトレー底面を除
き、約30〜700倍に増加。野菜
屑に付いた細菌を室内に塗り広
げるうえ、水分が加わり、細菌
が繁殖しやすい状態になったた
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めと考えられます。
水拭きで汚れを取った後、消
毒用エタノールをしみこませた
綿で軽くふくと、菌は全く検出
されなくなったそうです。
以上の結果から、
▽低温の冷凍室やチルド室を頻
繁に掃除する必要はないが、野
菜室やドアポケットなど汚れや
すい部分はこまめに掃除する
▽野菜室は消毒用エタノールで
除菌する
▽野菜は袋に入れて保管する方
がいい。
と結論付けていました。梅雨が
始まるこの季節、注意したいで
すよね。

行船公園

東 京都江 戸川区 西葛西
に﹃ 行船公 園﹄と いう公
園が ありま す︒こ の公園
は結 構広く ︑公園 の中に
は﹃ 自然動 物園﹄ があっ
て︑ 入園無 料なが ら︑色
んな 動物達 がいて ︑レッ
サー パンダ がいる のには
驚き ました ︒また ︑動物
と触れ合う事が出来るコー
ナー もあり 子供達 が嬉し
そうに動物達とスキンシッ
プをしていました︒︒
ま た︑日 本庭園 もあっ
て︑ そこに いると ︑都会
にい るのを 忘れて しまい
ます ︒他に 無料の 釣堀も
あります︒
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ん性を改善させる為に、鋼中の炭素や
窒素を低減したり、チタンなどを添加
フ ェラ イ ト系 ス テ ン レ ス
した鋼種があります。
フェライト系ステンレスは370〜540
フェライト系ステンレスは、常温で
もフェライトという組織が安定し、急 ℃の温度範囲に加熱されると、ミクロ
冷しても焼き入れ硬化性を示さない化 的にクロム量の多い部分と少ない部分
学組成を有しています。780℃〜850℃ に分離してしまってもろくなります。
に加熱後空冷又は除冷する 焼きなま この現象は４７５℃付近において特に
し という熱処理状態で使用されます。 顕著であるために 475℃ぜい性 と
フェライト系のステンレスの機械的 呼ばれています。なおこのぜい化はク
性質は鋼中の炭素及び窒素含有量によ ロム量の多い鋼種ほど短時間で生じる
る影響が大きく、この両元素の量を低 ようになります。じん性を回復するた
くするかあるいはこれらを炭化物、窒 めには約600℃で短時間焼きなましを
化物として固定させる硬化があるチタ 行うことが有効です。
ンないしニオブを少量添加した鋼では、 このほかに600℃〜800℃の温度に長
耐力、引っ張り強さが低下し、伸びが 時間さらされるとσ（シグマ）相とい
上昇するため加工性が著しく改善され う鉄とクロムの金属間化合物が析出す
ます。特にクロム量の高い鋼種ではノッ ることによってもろくなる σぜい性
チになるようなきずがあった場合にで とよばれるぜい化現象があります。じ
もそこから亀裂が生じにくいというじ ん性を回復させるためには850〜900℃

Ｋ社員のピアノ奮戦記
第二十九話
出来 るなら原曲で弾きたい
という思い

﹃ my memory
﹄にトライ
したいとＩ先生に言うと︑
先生は︑
﹁これならどうですか？﹂
と 楽譜を 電子 ピア ノに 置
いて弾き始められました︒
そ の曲に はイ ント ロが あ
り ません でし た︒ 出来 れ
ば 原曲で 挑戦 した いん だ
けど︒︒︒
折角先 生が 私の 為に と
選 んで下 さっ た譜 面︒ で
も ︑後で 後悔 しな い為 に
も ここは 原曲 にこ だわ り
た い︒私 は先 生に その 思
い を伝え ︑コ ピー して 来
た 楽譜を 先生 に見 せ︑ こ
れ でお願 いし たい と言 い
ました︒
﹁う〜ん︑そうですねぇ﹂
楽 譜には ６つ の♭ が五 線
譜 の左側 に列 挙し てい ま
し た︒と いう こと は︑ 白
鍵 は一つ だけ ︒あ との ６
つ の音は 黒鍵 ︒譜 読み が
大変︒
﹁ わかり まし た︒ Ｋさ ん
な ら大丈 夫で すよ ︒必 ず
弾けるようになります﹂
先 生は笑 顔で そう 言っ て
下さいました︒
﹁ありがとうございます﹂
私 は心か らＩ 先生 にお 礼
を 言いな がら ︑頑 張ら な
け ればと 自分 に言 い聞 か
せていました︒

ス テ ン レス 豆 知識

の短時間焼きなましが効果的です。
また、フェライト系ステンレスは約
950℃以上に加熱されると結晶粒の粗
大化を伴う 高温ぜい性 と呼ばれる
ぜい化現象があります。750〜850℃で
焼きなましを行うことによってじん性
がやや回復します。成分的にはTi、Nb
の添加により鋼中の炭素、窒素を固定
化するか、極低炭素、窒素とすること
がぜい化の防止に有効です。
主要フェライト系ステンレスの機械的性質
鋼種 引張強さ
耐力
伸び 硬さ
(SUS) (N/mm2) (N/mm2) (%) (HB)

405
430
434

451
520
530

275
343
363

25
28
23

75
85
83

参考資料：『ステンレスのお話』
日本規格協会

