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アクティビティノート ＜第 255 号＞
２０１８年 4 月度の受付相談事例を中心に記載しています。
１． 相談業務
1-1 ２０１８年 4 月度相談受付件数
1-2 受付相談事例および内容の紹介

・・・・・p.2
・・・・・p.3～9

２． ちょっと注目
『 電子レンジから発火！？
～食品の加熱しすぎに注意しましょう～ 』

・・・・・p.10～11

お知らせ
◆化学製品ＰＬ相談センターのホームページをリニューアルしました。 「相談事例」や「知っておきたい知
識･情報」を検索できるようになり、画面も見やすくなっています。 是非ご活用ください。
https://www.nikkakyo.org/plcenter/
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1.相談業務
１．１ 相談受付件数
2018 年 4 月度相談受付件数（3/27～4/24 実働:20 日）
事故クレーム

品質クレーム

クレーム関連

合計

構成比

関連相談

関連相談

意見･報告等

8

0

1

7

0

16

84％

0

0

0

2

0

2

11％

0

0

0

0

1

1
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0

0

0
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0

0

0％
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8

0

1

9

1

19

構成比

42％

0％

5％

48％

5％

消費者・
消費者団体
消費生活Ｃ・
行政
事業者・
事業者団体
メディア・
その他

一般相談等

意見･報告
等

100％

相談内容区分(改定 2008 年 8 月)
事故クレーム関連相談

製品の欠陥や誤使用などによって人的･物的な拡大被害が発生したもの

品質クレーム関連相談

拡大被害を伴わない、製品そのものの品質や性能に関する苦情
事故の報告や品質の苦情に関する意見･要望など、当センターからコメントを

クレーム関連意見･報告等

出さないもの

一般相談等

一般的な相談･問合せ等

意見･報告等

一般的な意見・報告･情報の提供を受けたもの
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１．２ 受付相談事例および内容の紹介
※「臭い」と「ニオイ」の区別について
不快または好ましくない場合を「臭い」とし、柔軟剤・芳香剤・化粧品・香水等のように意図的
に付加した場合を「ニオイ」と表記することにしています。
「ニオイ」としたのは、意図的に付加
した場合でも、不快と感じる方がいるため、中立的なイメージとして表現しました。ただし、不快
臭を付加した場合（ガス臭等）は「臭い」とすることにしています。

事故クレーム関連相談
◆

＜印刷工場見学中に昏倒＞ 大学生の息子が就職活動で印刷会社を訪問した際、工場見学中に
意識を失って倒れた。見学通路はガラスで仕切られていたがニオイを感じたと言っている。印
刷会社に使用していた有機溶剤を問い合わせたところ、メチルエチルケトン、イソプロピルア
ルコール、トルエン、酢酸エチルの４物質と教えてもらった。今後のために原因物質を特定し
たい。息子に既往症はなく、このようなことは初めてである。化学製品ＰＬ相談センターは図
書館で借りた本で知った。<消費者>
⇒いずれの物質も高濃度の吸入で急性症状が現れる可能性はありますが、労働安全衛生法で第
２種有機溶剤として分類され、作業現場において労働者の化学物質への曝露防止のために必
要な措置を講じることが義務づけられているものです。ガラス越しの見学コースに揮発した
物質が流れ込むことは考えにくいと思われます。原因を有機溶剤に限定せず、倒れられた時
に診察されている医師に見解を尋ねられてはいかがでしょうか。

◆

＜微生物を使った洗浄剤で皮膚トラブル＞ ２年半前に購入した微生物を利用した洗浄剤をお
風呂洗いに使ったところ、皮膚が赤くなった。自宅は『２４時間風呂（２４時間いつでも入浴
可能にした浴水循環ろ過装置のこと）』になっており、浴槽の中も汚染されお風呂にも入れな
い状況。また、衣類にも汚染が広がり、着ることができる衣類も限定されてしまった。この製
品は有用な微生物で生活環境を浄化するというもので、購入後しばらく使っていたが、その後
使わなくなり、今回使用した時には使用期限を過ぎていた。以前、使ったときは何ともなかっ
たので、使用期限を過ぎたことで、菌が変質し、有害なものになってしまったのではないかと
思う。家族は何ともないのだが、自分は化学物質過敏症であり、菌に過敏に反応しているよう
だ。製造メーカーに問い合せたところ、そのような事例は過去になく、洗剤や漂白剤を使って
洗えば除菌されるので問題ないと言われた。その通りにやってみたが改善しない。何かよい方
法はないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは以前利用したことがある。
（中年の女性）<消
費者>
⇒当センターでは個別の製品についての知見は持ち合わせておりません。皮膚症状が続いてい
るのであれば、原因を自己判断せず、医師の診断を受けて、治療されることをお勧めします。

◆

＜オイルヒーターのオイルが漏れて床を汚染＞ オイルヒーターのオイルが漏れて、広い範囲
の床が汚れてしまった。掃除業者に依頼して清掃してもらったが、強いニオイが残り気持ちが
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悪くなる。オイルヒーターは製造メーカーに申し出て、不具合がなかったか調べてもらってい
る。オイルの安全性について聞いたところ、ＣＡＳナンバー※を教えてもらった。化学に詳し
くないので、調べて具体的な情報を教えて欲しい。漏れ出したオイルは床に染み込んでしまい
掃除しても取れないようなので、自分としては床を張り替えたほうがいいと思っているがどう
だろうか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。
（若い女性）<消費
者>

※ＣＡＳナンバーとは化学物質を特定するための番号。複数の別称を持つ物質でも、

ＣＡＳナンバーを使って容易に関連情報を探し出すことができる。
⇒お伺いしたＣＡＳナンバーから調べたところ、このオイルは石油を蒸留して得られる、炭素
数１５～３０の飽和炭化水素を主成分とする混合物で、成分の中に発がん性が疑われる化合
物が含まれるとの情報がありました。ただし、これは化学物質の有害性についての情報であ
り、ご自宅の状況で身体へ影響が及ぶ可能性までは判断しかねます。ニオイがあるからとい
って直ぐに健康被害に結びつくものではありませんが、気分が悪くなる状況が続くのは生活
環境として好ましいとは言えません。張り替えは妥当と思います。オイルヒーターの調査結
果を待って、メーカーと交渉されてはいかがでしょうか。
◆

＜住居用洗剤を使用して皮膚障害＞ ４ヶ月前、会社の大掃除で薄めるタイプの住居用洗剤を
使用。ゴム手袋をしていたが破れていたようで、直接液が触れ、使用後に全身がチクチクし湿
疹が出た。皮膚科を受診しステロイドを処方されたが未だに完治していない。自分は元々アト
ピー体質であるが、今回の件は洗剤が原因ではないかと疑っている。医師には洗剤を使用した
ことは話したが、製品の種類などの詳細は伝えておらず、見解も尋ねていない。洗剤が原因と
考えて間違いないだろうか。
（若年の男性）<消費者>
⇒当センターは個々の製品についての情報は持ち合わせておりません。製品の安全性等につい
ては製造メーカーが責任を持って答えるべき事柄ですので、製造メーカーにお尋ねくださ
い。一般に、住居用洗剤は、食器用洗剤などにも使用されているごく一般的な界面活性剤が
主成分で、液性は弱アルカリ性です。長時間皮膚に接触した場合などは、接触性皮膚炎を起
こすことがありますが、接触した部分に限られ、全身に湿疹等の症状が出ることは考えにく
いように思います。アレルギー性皮膚炎を疑っているのなら、次回の診察時に製品を持参
し、医師の見解を聴いてみてはいかがでしょうか。

◆

＜洗たく用のダニ忌避製品の安全性＞ 先日、ダニ忌避効果のある製品を使って洗たくをした。
この製品はすすぎの時に洗たく槽に入れて使う液体の仕上げ剤である。洗たく後、コインラン
ドリーの乾燥機で乾燥して家に持ち帰ったところ、衣類から何か刺激物質が出ているようで、
ニオイは感じないのだが、皮膚や口の中がヒヤッとし、喉にチクチクした刺激を感じる。医師
の診察を受けたが原因はわからないと言われた。症状は衣類が近くになければ収まっている。
衣類は既に廃棄してしまったが、会社の制服だけは返さないといけないので取ってある。製品
に何か有害なものが使われていたのではないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターはインター
ネットで知った。
（中年の女性）<消費者>
⇒製品の安全性については製造メーカーが責任をもって答えるべき事柄ですので、製造メーカ
ーにお問合せください。一般的な情報として、ダニ忌避剤は毒性が低く、皮膚への刺激性も
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低いものが使われています。しかし、感受性が高い人の場合は何らかの自覚症状を感じるこ
ともあるようです。幸い症状は収まっているようですので、もう少し様子を見られてはいか
がでしょうか。
◆

＜塩素系製品と酸性洗浄剤を混ぜて塩素ガスが発生＞ 塩素系製品と酸性洗浄剤を混ぜてしま
い、塩素ガスが発生した。もの凄い刺激臭があり、咳が止まらない状況。どうしたらいいだろ
うか（相談中も断続的に咳き込んでいる状況）。（中年の男性）<消費者>
⇒塩素ガスは少量を吸いこんだだけでも、呼吸器系に中毒症状が現われ、吸入した量によって
は、後遺症として長期的な肺機能障害が残ったり、酷いときは生死に係る場合があります。
直ぐに医師を受診し、適切な処置を受けるようにしてください。症状が重いようでしたら、
救急車を要請するようにしてください。
※緊急対応として必要な事柄を下記に纏めました。

◆

＜薪ストーブのニオイで体調不良＞ 近所で薪ストーブを焚いている家が数件あり、煙とニオ
イで具合が悪くなる。使用を控えて欲しいとお願いしたところ、対応してくれる家と対応して
くれない家がある。自分は柔軟剤や洗剤のニオイでも吐き気や頭痛などの症状が出たことがあ
り、化学物質に敏感な体質である。ただし、地方在住で、近くに専門医はおらず、治療しても
なかなか治らないのではと思い、診察を受けたことはない。自分のように苦しんでいる人がい
ることを発信してほしい。化学製品ＰＬ相談センターは、以前、柔軟剤のニオイの件で相談し
たことがある。
（中年の女性）<消費者>
⇒環境省が発行している 『木質バイオマスストーブ環境ガイドブック』 に薪ストーブの主な
トラブルと原因についての記載があり、煙やニオイのトラブルの原因として、①乾いてない
薪を燃やした、②塗料やプラスチックの付いている薪を燃やした、③煙突が低すぎた、また
は煙突のトップの近くに隣の家の窓等があった、④煙突にすすやタールが詰まっていた等が
挙げられています。
（https://www.env.go.jp/air/info/biomass-stove.pdf）。近隣との話
し合いの際に、上手く活用されてはいかがでしょうか。頂いた情報は、当センターの月報、
年報に情報源が特定されない形で公表し、情報の共有を図っていまいります。

◆

＜防蟻剤のニオイで体調不良＞ ２年ほど前に行った自宅のリフォームの際に、工事業者が使
用した防蟻剤に由来すると思われるニオイで体調不良を起こしている。工事前に、自分は化学
物質に過敏な性質なので、防蟻剤や接着剤などの使用は避けて欲しいと頼んであったのに使っ
たようだ。その後、工事業者に床下をコンクリートで固めたり、床の表面に化学物質の揮散を
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抑えるワックスを塗ったりしてもらい、ニオイは軽減しているが、体調不良は戻らない。先日、
床下を覗いてみたら水が溜まっており、その影響で防蟻剤が溶け出てきているのではないだろ
うか。自分では化学物質過敏症を発症したのではないかと思っているが、専門医の診察は受け
ていない。工事業者は危険なものは何も使っていないといって取り合ってくれない。どうした
ら良いだろうか。
（高齢の女性）<消費者>
⇒まずは、医師の診察を受けて、体調回復に努められることをお勧めします。工事業者と交渉
するに際しては、防蟻剤と体調不良の因果関係の有無が問題になりますので、医師の見解を
よく聞き、診断書を貰うようにするとよいでしょう。また、床下に水が溜まっている状況で
あるということについて、リフォーム後の改修工事に施工不良等の問題がなかったかどうか
を調べてみてはいかがでしょうか。

一般相談等
◆

＜自転車用ヘルメットの経年劣化について＞ 「自転車用のヘルメットを購入しようと思うが、
気に入ったモデルが２０１６年製である。ヘルメットの製造メーカーに問い合せたところ、問
題ないとの回答であったが、経年による劣化が心配」との相談を４０代の男性から受けている。
材質の詳細は不明だが、プラスチックの経年劣化に関する知見はあるか。<消費生活Ｃ>
⇒個々の製品の品質や安全性に関連した事柄は、製造メーカーが答えるべきもので、当センタ
ーでは個別の製品についての情報は持ち合わせておりません。一般に、自転車用のヘルメッ
トには外殻はＡＢＳ樹脂などの硬質プラスチックが使われており、内側のライナーと呼ばれ
る部分に発泡スチロールが使われています。この他にも様々な材質の部品が組み合わせて使
われており、耐衝撃性、フィット性、通気性などの性能を持たせています。製品に耐用年数
は明記されておりませんが、使い出してから３年を目安に交換することを推奨している製造
メーカーが多いようです。これは、使用を始めることにより、紫外線、汗、皮脂などによる
劣化が進むためです。ただし、未使用の状態でも経年劣化はありますので、製造メーカーに
未使用の場合にはどの程度の期間、品質保証しているのかを確認してみてはいかがでしょう
か。

◆

＜合成皮革製ジャケットのニオイについて＞ 「１８歳の娘がフリマアプリで購入した合成皮
革のジャケットからコールタールのようなニオイがし、袋から出して２ヶ月するが消えない。
新品とのことであったが、タグが取られ、メーカーや洗濯方法もわからない。私自身がニオイ
に敏感なため、娘がこのまま着用することが心配。このニオイの成分を調べることはできるか」
との相談を５７歳の女性から受けている。どこかの機関に検査を依頼する場合は費用がかかる
ことは伝えている。かなり安価（１，２００円）で購入されたものであり、検査費用をかけて
原因究明するよりも、こういった事例への対応策を相談できる機関はないだろうか。<消費生
活Ｃ>
⇒製品の品質や安全性については、製造メーカーが責任を持って対応すべき問題です。タグが
取られており連絡先が分からないと言うことであれば、当センターをご紹介ください。一般
に、合成皮革とは、ベースとなる生地に樹脂を染み込ませたりまたはコーティングし、表面
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に型押し等の加工をして、見た目や手触りを本物の皮革風にしたものです。樹脂としてはポ
リウレタンや塩化ビニルが用いられます。使われる素材や加工方法によっては、特有のニオ
イがある場合があるようようです。ニオイに対する感受性は個人差が大きく、多くの人が気
にしないレベルでも、人によっては気分が悪くなるなどの症状を訴えることがあります。ニ
オイがあるからといってすぐに健康被害につながるものではありませんが、気になるのなら
使用は差し控えるのが良いでしょう。洗たく等の取り扱いは洗濯タグに表示されています
が、切り取られているようでしたら、一般情報として東京都クリーニング生活衛生同業組合
のＨＰが参考になるでしょう（https://www.tokyo929.or.jp/column/cloth/2.php）
。
◆

＜ドラム式洗たく乾燥機の洗たく槽のカビ発生防止機能について＞ ドラム式洗濯乾燥機に、
洗濯槽のカビ発生防止機能が洗濯後に自動設定となっているが、毎回、洗濯後に行わなくては
ならないのか。
（中年の女性）<消費者>
⇒当センターは個別の製品についての情報は持ち合わせておりません。製造メーカーに直接お
問合せください。

◆

＜苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）を処分したい＞ 以前入手した、粒状の苛性ソーダ（水酸化
ナトリウム）が５００ｇほど手元にある。さしあたって使う予定はないのだが、家庭で有効に
利用する方法はないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは化学関連の業界団体から紹介され
た。（高齢の男性）<消費者>
⇒苛性ソーダは皮膚や眼に対する腐食性が高く、毒物及び劇物取締法で劇物に指定されていま
す。このため、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制されています。ご家庭で安易に扱う
と思わぬ事故を招きますので処分されたほうが良いと思います。処分する時は、家庭ごみと
して出すことはできませんので、専門の処理業者に依頼することになります。地域の清掃事
務所等にご相談されてはいかがでしょうか。

◆

＜歯磨き成分の安全性＞ 購入した歯磨きの配合成分にポリアクリル酸アンモニウムがあるが
どのような成分か。アレルギーがあるため、使用して歯茎が腫れたりしないか心配。化学製品
ＰＬ相談センターはインターネットで知った。（若年の男性）<消費者>
⇒当センターは個別の製品についての情報は持ち合わせておりません。製造メーカーに直接お
問合せください。

◆

＜惣菜用プラスチック容器の安全性＞ スーパーで販売されている丼ものの容器の表示にＰＳ
（ポリスチレン）とＰＰ（ポリプロピレン）との表示がある。ポリスチレンは耐熱温度が７０
～９０℃と聞いているが電子レンジにかけると有害な物質が溶け出すのではないか。販売店の
店頭表示には９０秒以上電子レンジにかけないようにとある。化学製品ＰＬ相談センターは消
費生活センターから紹介された。
（高齢の男性）<消費者>
⇒ポリスチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックは熱可塑性プラスチックと呼ばれ、加熱
すると軟化し、冷却すると固化する性質があり、耐熱温度を超えると軟化して変形しやすく
なります。ただし、変形したからといって安全性に問題がある訳ではありません。スーパー
やコンビニのお弁当などは、電子レンジで温めることが多いので、本体は耐熱性の優れてい
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るポリプロピレン（耐熱温度１００～１４０℃）が使われていることが多いのですが、蓋は
食品に直接触れていないためポリスチレンが使われていることがあります。販売店の店頭表
示にあるように温める程度に留め、過度な加熱は避けたほうがよいでしょう。電子レンジで
使用できるプラスチックの詳細については下記ＵＲＬを参考にしてください。
（Https://www.nikkakyo.org/plcenter/pl-center-info/attention）
◆

＜プラスチック容器の安全性＞ 店頭で揚げてもらった揚げ物を持ち帰り、４歳の子供に食べ
させたところ、容器がとけていることに気がつき心配になった。容器はプラスチックでPSとあ
るが、大丈夫か。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。
（若い女性）<消費者
>
⇒ＰＳはポリスチレンで、食品の容器として肉、魚、野菜のトレーやお弁当など幅広く使用さ
れています。容器がとけたようになったのは、ポリスチレンの耐熱温度が７０～９０℃で、
揚げたての食品が接触したことにより耐熱温度を超えたためです。この現象はプラスチック
が収縮したことによるもので、食品に溶け込むことはありません。また、仮に、食べたとし
ても体内で吸収されることなく、そのまま排出されます。ご心配には及ばないと思われま
す。

◆

＜殺虫剤を吸入した場合の安全性＞ 賃貸アパートの１階に住んでいるが、床下の排水管が破
損し、常に床下に汚水が溜まっている状況。管理会社が業者に依頼し、害虫発生予防のため床
下の換気口から殺虫剤を散布した。殺虫剤の有効成分はフェノトリンとのこと。アパートの住
人には散布前に告知があり、「使用する薬剤は人体に安全なものなので在宅していても問題な
い」と説明を受けていた。しかし実際に散布すると、室内まで薬剤が入り込んだようで部屋中
に白い煙が立ちこめた。業者に苦情を申し出たところ、薬剤が室内に流れ込むことは想定外だ
ったとのこと。家には小さな子どもがおり、妻は妊娠中であり心配。何か影響がでるようなこ
とはないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。（若い男
性）<消費者>
⇒フェノトリンはピレスロイド系の殺虫成分です。ピレスロイド系殺虫成分は昆虫類に選択的
に作用し、人間などの哺乳類に対しては有害性が低いことが知られています。しかし、大量
に吸引した場合など、中毒症状を起こすことがあります。また人によっては過敏に反応する
場合もあります。また、一般にピレスロイド系の殺虫剤を室内に散布する場合は、噴霧され
た薬剤を吸入しないように注意し、皮膚、飲食物、食器にはかからないように注意する必要
があるとされています。本件において、薬剤をどの程度吸入したかは不明ですが、幸い、ご
家族に別状はないようですので、換気をよくするなどして様子をみられてはいかがでしょう
か。また、食器や衣類は洗われることをお勧めします。

◆

＜ポリウレタン塗装のベビーチェアの安全性＞ 先日購入した本にプラスチックの危険性につ
いて色々書いてあった。そこで、子どものベビーチェアは木製のものにしようと思っているが、
表面はウレタン塗装されている。ウレタン塗装もプラスチックの一種だと思うが大丈夫だろう
か。化学製品ＰＬ相談センターは化学物質についての問い合わせ先として、その本で紹介され
ていた。（若い女性）<消費者>
化学製品 PL 相談センター
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⇒購入された本にどのようなことが書かれていたのか確認は出来ておりませんので、プラスチ
ックの危険性についてその根拠が不明ですが、プラスチックは決して危険なものではありま
せん。製造時に添加される添加剤の安全性や、燃えた場合に出る生成物の安全性が問題にさ
れることがありますが、用途に応じて適切に使用されていれば実際上問題になるようなこと
はないでしょう。お問合せのウレタン塗装ですが、一般にウレタン塗料は２剤タイプになっ
ており、ポリオールと呼ばれる成分に硬化剤を混ぜて塗膜を作ります。この硬化剤には毒性
の強い成分が含まれており、製造作業時には注意を要しますが、塗膜が硬化した後は反応し
て毒性は失われている（低下している）ので問題となるようなことはないと思われます。

クレーム関連意見･報告等
◆

＜様々な製品のニオイで体調不良＞ 数年前から体調不良があり、外出すると、柔軟剤、香水、
シャンプーなどの様々な製品に由来すると思われるニオイで頭痛や吐き気がする。数ヶ月前か
ら症状が酷くなり、最低限の外出しかできない。受診は他の疾患で通院していた時に病院のニ
オイで具合が悪くなったため通院できなくなったこと、また、化学物質過敏症は病院に行って
も良くならないと言われているので考えていない。消費生活センターに相談したところ、化学
製品PL相談センターにも、状況を報告しておくとよいと言われて電話した。
（４０代の女性）<
消費者>
⇒化学物質過敏症はその発生機序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されておりませ
ん。ただし、まだ数は多くはないですが化学物質過敏症の専門外来を設けている医療機関も
あります。お聞きしたお話から、日常生活に支障をきたされている様子ですので、一度、受
診されることお薦めします。今回、報告いただいた情報は、当センターの月報、年報に、情
報源が特定されない形で公表し、また関係する業界へ伝える等、情報の共有を図ってまいり
ます。

意見･報告等
◆

＜化学製品ＰＬ相談センター ウェブサイトについて＞ 化学製品ＰＬ相談センターが毎月発
行しているアクティビティノートを社内で活用している。４月になって、ウェブサイトが新し
くなったようだが、２０１８年２月以降のものが掲載されていない。何かの手違いかと思うが、
掲載してほしい。<事業者>
⇒当センターのウェブサイトは、２０１８年の４月２日に新しくなりました。ウェブサイトを
確認して、掲載漏れしているものはすぐに掲載するようにいたします。
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食品を温めたりする時に便利に使っている電子レンジ、直火
を使わないので火事の心配がなく安心と思っていませんか。
先日、こんな相談がありました。
『レトルトご飯を電子レンジで加熱していたところ、変なニオ
イがするので、扉を開けたところ、大量の煙がでて、ご飯は炭
のように真っ黒に焦げていた。加熱時間を確認したところ、電
子レンジ２分と湯煎１５分を間違えて加熱していた。直ぐに換
気をしたが、喉に違和感が出て眼がチカチカした。現在、症状
は収まっている』
幸い火災にはなりませんでしたが、相談者はヒヤッとされたことでしょう。実は、電子レンジは使い方
を間違えると、火が出て火災になることもあります。東京消防庁によれば、管内で 2007 年からの 10 年
間で 246 件もの火災が発生しているとのことです１）。
電子レンジ加熱の原理と発火のメカニズム
電子レンジは英語で“microwave oven”と言います。直訳すれば、マイクロ波オーブン、これは電子
レンジがマイクロ波と呼ばれる 2.45 ギガヘルツの周波数を持つ電磁波で加熱を行うからです。マイクロ
波は電子レンジに内蔵されているマグネトロンという真空管から照射され、1 秒間に 24 億 5 千万回とい
う速さでプラスとマイナスの極が入れ替わる振動をしています。マイクロ波の振動により加熱対象物に
含まれる水分子が振動し、このとき発生する熱によって加熱が行われます。
一方、マイクロ波は金属には反射されます。電子レンジの庫内は金属製になっており、扉のガラスの部
分も網目状に金属が張られています。このため、庫内ではマイクロ波は反射され、外に漏れ出ることはな
く、中の食品に有効にあたるようになっています。また、マイクロ波は陶磁器やプラスチックなどは透過
する性質があり、これらの物質は加熱されません。このため、食品加熱時に容器として使うことができま
す（メラミン樹脂、ユリア樹脂、フェノール樹脂など、電子レンジで加熱されるため使用できないプラス
チックもあります２））
。
電子レンジはマイクロ波により、食品中の水分子を振動させて加熱すると書きましたが、実は水だけで
なく、マイクロ波を吸収する物質ならば何でも加熱されます。しかし、一般に食品は多くの水分を含んで
おり、水で加熱されている限りは食品の温度は 100℃以下であり、焦げたりせず、安全に加熱されること
になります。電子レンジは水を多く含む食品を水分子の振動で加熱する仕組みになっているということ
です。ところが加熱しすぎて食品から水分が失われてしまうとどうなるでしょうか。食品の温度は 100℃
以上に上昇してしまいます。可燃性の物質には発火点といって、そこに達すると自然に燃え出す温度が
化学製品 PL 相談センター
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あります。食品の温度が上昇し、発火点を超えれば自然発火することが考えられます。また、酸素が少な
い環境で加熱された場合、食品は炭化します。炭化が進行する際に可燃性ガスが発生し、食品の炭化した
部分が帯電してスパークを起こし、可燃性ガスに引火して燃えることがあります 3）。
また、庫内に付着した汚れをそのまま放置すると、その部位が一気に加熱されて温度が上昇し、発煙・
発火につながることもあります 4）。
電子レンジ加熱による発火を防ぐために
◆電子レンジの取扱説明書をよく読み、食品の種類と量に応じた加熱を行う。
※少量や指定分量以外で使用する際は思っていたより短時間で加熱が進むことがあり注意する。
※発火事故を起こしやすい食品としては、さつま芋、にんじん等の根菜類、パンや中華饅、フライや
コロッケなどの油脂分の多い食品が上げられる。
※上記のような場合は自動加熱は避け、手動で加熱時間を控えめにし、様子をみながら加熱する。
◆冷凍食品やレトルトパック食品はパッケージに記載されている調理方法をよく読み、正しく調理する。
※アルミなどの金属が使われた袋や容器の場合、そのまま電子レンジに掛けると、電磁波によりスパ
ークが生じ火災の原因となることがある３）。
◆こまめに庫内の手入れを行い、汚れた状態で使用しない。
◆もし発火した時は、慌てずにすぐに動作を停止し電源プラグを抜きそのまま火が収まるのを待つ。
※慌てて扉を開けると酸素が供給されて炎の勢いが増すことがある。鎮火しない場合や扉が開いてし
まった場合は水や消火器具で消火する。
便利な電子レンジ、正しく使って思わぬ事故を防ぎましょう。
【参考にした情報】
１）東京消防庁ホームページ『火災に注意！ 電子レンジを安全に使用しましょう！』
（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201703/）
２）化学製品 PL 相談センター『電子レンジで使えるプラスチック製品とは･･･』
（https://www.nikkakyo.org/system/files/249.pdf）
３）2015 年 3 月 19 日 独立法人国民生活センター 『電子レンジ庫内の発煙・発火』－庫内の汚れの付
着や食品の加熱しすぎに注意－（http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150319_1.pdf）
４）2012 年 6 月 28 日 東京消防庁 『電子レンジで加熱中に発火危険』
（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/240628.pdf）
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本レポートに掲載した内容の無断転載を固く禁じます。
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