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食器洗い乾燥機で洗えるモノ洗えないモノ

今回、使用した食洗機はミーレのビルトイン型の製品で
す。庫内にはギッシリと食器を並べた状態で500回の繰り返

～高級磁器を 500回洗ってみた～

し洗浄を行いました。
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表2

使用食洗機

ミーレ G6824SC

洗浄モード

クイックパワーウォッシュ
（所要時間58分）

水量

11.5ℓ

水温

65℃

洗浄回数

最大500回まで

洗剤

食器洗い機用タブレット洗剤（乾燥仕上げ剤を併用）

食器類があるので注意が必要です。

洗えない食器
漆塗りや上絵付けの陶磁器

上絵付け磁器とは

食洗機で洗えない食器の代表的なモノは漆塗りや上絵付け

上絵付けの陶磁器が食洗機で洗えない理由は制作工程を

食器番号9 の洗浄後

洗浄回数

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500

使用した食洗機の仕様

食器洗い乾燥機（以下、食洗機）は家事の労働時間を確実に減らしてくれるので、重宝して使用されて
いる方が多いと思われます。しかし、各メーカーの取扱説明書には洗えないモノとして例示されている

表3-3

表3-4

食器番号10 の洗浄後

洗浄回数

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500

次に食器番号2、8に関してですが、こちらは500回の洗浄
陶磁器等の高級食器です。上絵付け磁器の代表としては有田

追ってみると分かります。

焼がありますが、近年では海外への輸出も視野に入れて食洗

1）素焼きの状態の素地に下絵が絵の具で付けられます。

機対応という製品もあるようです。

2）その後、全体に釉薬を掛けて1300℃程度の高温で焼成さ

後でも、殆ど変化に気付かない程度でした。食器番号2に関
カトラリー棚

写真1

上段のカゴ

下段のカゴ

庫内の配置

れます。この際に釉薬は透明なガラス質となり下絵を保

今回は高級磁器として有名な有田焼の中から、下絵しかな

護すると共に、水を通さずに汚れにくくなります。

い磁器ならば食洗機で洗っても問題ないのか、また上絵付け
の磁器は実際に500回洗うとどうなるかを繰り返し洗浄して

3）上絵付けは、このガラス質の上へ低温で溶ける絵の具で

確認いたしました。今回テストした磁器は下記の10種類（4

絵付けをして、更に低温（7～800℃）で焼成したもので

社）の磁器です。

す。低温での焼成は色の発色が良いのが特徴です。

食器番号1、2、5、6、7、8は上絵付け磁器と思われ、食器
従って上絵はガラス質の上にあり、食器の表面に露出した

は釉薬（ゆうやく）に色付けされているのではと思われます。

状態で保護されていないので洗浄には注意を要します。特に

さて、下絵付けとか上絵付けとはどういうことでしょう

食洗機の洗剤（アルカリ性）で高温洗浄すると変色や剥がれ

か。何故、上絵付けの陶磁器は洗えないのでしょうか？

500 回洗った結果

保っています。食器番号8に関しては更に風合いの変化が少
れますが、何か工夫されているようです。
一方で食器番号1、5、6、7に関しては500回の洗浄を待た
ずに退色してしまいました。特に金色の彩色に関しては例外

上絵付けが施されていない食器番号3、4、9、10は実際に

無く食洗機で洗えないという結果になりました。50～200回
の洗浄で彩色が剥げ落ちて白い下地が現れました。

がつきませんでした。食器番号9、10の彩色は釉薬に色が付
けられていると思われます。

表4-1

食器番号2 の洗浄後

洗浄回数

表3-1

てしまうことが予想されます。

いるかなと感じます。しかし、十分に食器としての彩りを
なかったのです。両方とも上絵付けを用いられていると思わ

500回の洗浄を繰り返しても、予想通りに初期の状態と区別

番号3は白磁、食器番号4は下絵のみの磁器、食器番号9、10

しては、未洗浄のものと並べてみれば風合いが少し変わって

食器番号3 の洗浄後

洗浄回数

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500

表1

評価に使用した有田焼食器の一覧
1（I 社）

2（I 社）

3（T 社）

4（D 社）

5（A 社）

表4-2
表3-2
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金の上絵付け

上絵付け

白磁

下絵のみ

プラチナ上絵

6（A 社）

7（A 社）

8（A 社）

9（A 社）

10（A 社）

金の上絵

金の上絵付け

プラチナ上絵

釉薬

釉薬
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食器番号4 の洗浄後

洗浄回数

食器番号8 の洗浄後

洗浄回数

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500

洗浄後の食器状態（左が洗浄後、右は未洗浄の状態）

500
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洗える上絵付け磁器と
洗えない上絵付け磁器表面状態の違い
それぞれ釉薬が形成したガラス質に保護されない状態は見
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食器番号8の表面状態の変化を表6に示します。
表6

食器番号8 の表面状態（40倍）

未洗浄

詳しい状態を拡大して確認してみました。洗浄で退色する食

表面状態 。

キリと分かりました。

境

政郎

最近、新聞のデジタル版を見直すという経験をした。

でこの記事は１面と23面（いわゆる社会面）に分散して掲載さ

きっかけとなった記事は1月31日付東京新聞掲載の「浪江町

れていた。どちらかの面を一つだけ見たのでは、この記事の

の『大堀相馬焼』窯元

避難先で苦闘＜あの日から・福島原発

言いたいことは尽くされない。新聞は必ずしも１面から読み

200回洗浄

事故10年＞」。2011年の東日本大震災を振り返ったものであ

始めるわけではない筆者も、しばらくの間は23面だけを読み、

浸 食されていること

る。これをデジタル版で見つけた。

不消化感が残った。デジタル版とは印象が異なっていた。し

は確認できない。

福島県浪江町は今は亡き母の郷里で、相馬焼は幼いころか

かも写真はデジタル版には別のものも載っていた。

のアルカリ洗剤で金色の絵の具が溶かされていると推察され

ら慣れ親しんでいた。大堀相馬焼も含め、相馬焼は浪江の伝

デジタル先進国アメリカの新聞でも電子版への移行には

ます。200回の洗浄では完全に溶かされて白い下地が出てい

統的工芸品で筆者はその花瓶を結婚式の引き出物に使ったこ

様々な課題があるようだが、日本の新聞も、デジタル版を軌

ます。

ともある。そんなこともあって、例の原発事故以来、相馬焼

道に乗せるのに苦労している。しかし、スペースの制約がな

の陶工が避難のため郷里を離れ、製陶活動もままならず、相

いためか、紙面より内容豊かなものがあることは相馬焼の記

上絵付けされた食器が洗えないリストにあるのは一般的に
上絵付けの絵の具がアルカリ洗剤に対して弱いからと分かり
ます。
表5

500回洗浄

馬焼の運命が気になっていた。そこ

事で見た通り。紙面にはない記事もあ

表面状態に明確な変

にこの記事の出現である。あろうこ

り、速報なども充実してきた。

化は認められない。

とか記事の主人公の名工が、筆者の

初期から表面は凹凸
が目立つ仕上がり。

こちらの表面もガラス質の様に平滑ではなく、表面に絵の
具が盛られている様子が分かります。しかし、その表面は粗
くはなくてガラス質を思わせます。黒い紋様もプラチナの地
の部分も上絵付けの絵の具でも表面がガラス質になり、アル

50回洗浄

カリ洗剤に対して強いものが使われていると思われます。

表面がアルカリで浸
食 さ れ 平 滑 になって
いる様子が確認でき
る。

200回洗浄
表面の絵の具が完全
に浸食され下地のガ
ラス質が露出した状
態。

まい日、デジタル版を覗いていて気
になることもある。

住んでいる東京江東区東雲のマン

食器番号6 の表面状態（100倍）

未洗浄

◇加速試験

ションの目の前の避難者用住宅に住

一つは古い記事が混在していること

んでいたとあり、最近近くのマン

である。訃報に関しては何ヶ月も前

ションに移住したとあった。文字通

に亡くなった人の訃報がトップ面に出

り、身近に感じる記事だった。

てきたり、芸能人のスキャンダルにつ
いても「この人はまたやったのか」と

筆者の一日は寝床でスマホを探
り、主要紙のデジタル版を覗くこと

思ったら、旧聞の記事だったりする。

から始まる。覗く順序も決まってい

古い記事を同時に読めるメリットは小

る。まずは日本経済新聞、それから

さくないし、もちろん古い出来事を新

産経、朝日、東京、読売、毎日、ブ

しい視点で切った記事もある。ただ、

ルームバーグと続く。経済を中核

全体として記事の鮮度がわかりにく

に、幅広くデジタル版に取り組んで

い。そこで筆者は必ず記事の発信日時

今回の結果から500回までの洗浄で変化するサンプルが得

いる日経を最初に覗くことが長い間

を確認するようにしている。

られました。
（途中の50、100、200、300、400回のサンプル

の習い性になっている。経済現象に

も保存してあります。）実際に食洗機で繰り返し500回の洗浄

関心があるので、最後はブルーム

を行うのは手間と時間が大変に係ります。今後、食洗機によ

バーグで締める。同サイトは特にア

る洗浄の耐久性を短時間で評価する試験装置・試験法を今回

メリカ経済に強く、常に淡々と読ませてくれる。

の結果から開発することを模索しています。

もう一つは記事なのか広告なのか判
身近な記事がデジタル版見直しのきっかけになった

ただ、デジタル版を有料購読しているわけではないので、さ

などの表記は目にするのだが、これも

わかりにくい。リテラシーに乏しい筆者だけの問題なのかす
ぐ「騙される」。
ただ、各紙の論調はデジタル版でも変わらない。報道姿勢

という文言にぶつかる。日経新聞はある程度読ませてくれ、

は様々ながら、日本の読者の新聞に対する信頼度は高い。テ

時には記事の方向性が読みとれることもあるが、読売などは、

レビも同様である。これに比べ、アメリカ人は自国のメディ

見せてくれるのは「見出しだけ」のことが多い。

アをあまり信用していない。
デジタル版愛好者が言うのも変な話だが、ネット時代には

そのほかの新聞ではデジタル版で気になった記事があるとき

真実なのか否なのかわかりにくい情報も多い。デジタル版時

だけ、オフィスで紙面を確認する。

代になっても日本のメディアの信頼性はものを言うに違いな

相馬焼の記事もそうして発見し、紙面でも確認した。紙面

2021.3.20

然としないことである。小さく「PR」

わりを読んでいくうちに、
「これから先は有料の読者用です」

産経と日経はまい日必ず「紙の新聞」に目を通しているが、

14

相談役

質の平滑さと異なる

器の場合は、洗浄前後での表面状態の変化が表5の様にハッ

には表面がかなり平滑になっている様子が分かります。高温

（株）エフシージー総合研究所

されている様子が分
かる。明らかにガラス

態であることが分かります。これが食洗機で50回洗った後

新聞デジタル版のすすめ

ガラス質の上に彩色

た目にもハッキリ分かりますが、マイクロスコープで表面の

表5を見て頂くと未洗浄の状態は表面がゴツゴツと粗い状

メディア抄論

い。
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