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アベノマスクは夏に最強︖これからの季節にぴったりな理由
6/20(⼟) 9:26 配信

マスクを着けている⼈にぜひやって欲しい実験が
ある。マスクをしたまま鏡の前に⽴ち、息を吹きか
ける簡単な実験だ。
鏡が強く曇るのなら、呼気の抑制に効果がないマ
スクだということになる。
公衆衛⽣に詳しい岩室紳也医師が⾃⾝でマスクの

鏡の曇り⽅でわかる（提供写真）

素材別に実験したところ、安倍⾸相の発案で全国の
家庭に送られたアベノマスクやポリウレタン製のマスクは、マスクなしに⽐べても
鏡の曇りが強かったという。
「実験は洗⾯所の鏡に息を吹き付けて撮影しました。カメラはガラス⾯のみにピン
トが合うように８５ミリＦ１・２のレンズを使⽤。その結果、マスクはポリウレタ
ン、布（アベノマスク）はほぼ同等で、その次が不織布の順に鏡の曇りが強かった
のです。アベノマスクは⾃宅に届いたその⽇に実験したので、何度も洗っていれば
別の結果が出たかもしれません。なお、眼鏡をかけて実験すると、眼鏡の曇りで顔

Yahoo!ニュース 特設ページ
新型コロナ⼼配でも命を守る⾏動を

とマスクの隙間から呼気の流出が確認できます。不織布は呼気排出抑制が最も強か

災害からはまず「命を守る」⾏動をしてくださ
い。災害時の新型コロナの感染予防や注意点を
まとめました。

ったものの、顔とマスクの隙間からの漏れが多く眼鏡が強く曇りました。しかも、
マスクをしていると深呼吸になり、マスクなしで普通に息をしている場合と⽐べ、
多湿の息を多く吐き出すことが確認されました」

アクセスランキング（ライフ）
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その理由はハッキリしている。マスクを装着することで⼝腔、咽頭、呼吸器内の

なかまぁる 7/7(⽕) 7:30

湿度を⾼め、呼気中のエアロゾルの発⽣を促進するからだ。

2
「つまり、マスクをすることは、ウイルス保持者ではかえってウイルスの排出を促
進するリスクがあると考えられるのです。確かに感染者のマスク装着は予期せぬ
咳、くしゃみによる他者への⾶沫感染を予防するでしょう。しかし、それはマスク
をしなくても咳エチケットの徹底により⾶沫感染の回避は可能です。エアロゾル感

⼈に⾶沫を⾶ばす可能性は少なくなるかもしれませんが、その⼈の周りの環境はエ
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『egg』最後のガングロギャル、
コロナ禍でも保育⼠として奮闘
「保育業界の現実を発信したい」
オリコン 7/7(⽕) 6:30
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次ページは︓機能が低いマスクほど熱中症対策にはオススメ

「男を選べるのは28歳まで」年齢
に縛られ空回り。29歳婚活⼥⼦が
⻑期戦に向けて決断したコト
telling， 7/7(⽕) 7:07

アロゾルに含まれるウイルスが落下することで汚染される可能性が⾼くなるという
ことを忘れてはいけません」

淡路島の漁港⽣まれの⽩い⼦猫
勇猛果敢で⾃分より⼤きな猫にも
猫パンチ、飼い主を気遣う優しさ
も
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染が成⽴するか否かは議論がありますが、もし成⽴するとしたら、マスク装着はか
えってエアロゾル感染の促進因⼦となる可能性があります。マスクをすることで他

⾯会時間は20分 涙の別れ際、思
わず吹き出した義⺟の⼀⾔
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法
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マスクを着⽤して過ごす夏、熱中症を防ぐために気をつけなければいけ
ない2つのこと
サライ.jp 7/2(⽊) 11:05
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Withコロナの「夏でもマスク」⽣活で、熱中症のリスクを減らす⼊浴法
とは
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可能︖
Medical DOC 7/7(⽕) 9:53
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夏に負けない快適マスク、濡らすことで爽快に使える
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マスク現⾦給付、遅すぎる政府対応の訳は︖
総理が告⽩、意外な⿊幕の正体
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マスクは脳の温度を上げる…熱中症予防のカギは「⿐」にあり
K値が⽰す驚愕の事実と⽇本が感染爆発を起こさない新仮説
今夏は熱中症死者が増える可能性 新型コロナ超えの予想も
マスク「5つの疑問」に答える 賢く使ってコロナを乗り切る
唾液による新型コロナPCR検査 受ける側が注意すべきこと
最終更新: 6/20(⼟) 9:26
⽇刊ゲンダイDIGITAL
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