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お知らせ
化学製品ＰＬ相談センター 2017 年度活動報告書
『 2017 年度活動報告書 』をホームページに掲載いたしました。冊子がご入用の際は
下記にお問合せください。部数に限りがありますが、無料で配布しております。

pl@jcia-net.or.jp

1

アクティビティノート第 257 号（2018 年 7 月）

1.相談業務
１．１ 相談受付件数
2018 年 6 月度相談受付件数（5/28～6/25 実働:21 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
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0
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0

14

58％
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0
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0
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1

0

0

3

0

4

17％

0

0

0

1

0

1

4％

合計

8

4

0

12

0

24

構成比

33％

17％

0％

50％

0％

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。

品質クレーム関連相談
◆

＜窓用紫外線カットフィルムの性能＞ 自宅の窓に紫外線カットフィルムを貼っている。製品
には９９％紫外線カットと表示されているのに、市販のＵＶレベルチェッカーで調べると紫外
線が検知され、効果のほどが疑わしい。皮膚トラブル等の拡大被害に遭った訳ではないが、明
らかな不当表示ではないかと思う。そちらで調査してもらうことはできないだろうか。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。（中年の女性）<消費者>
⇒当センターでは個別の製品の評価、検査等は行っておりません。お伺いした話からは、不当
景品及び不当表示防止法（景品表示法）の優良誤認に該当するか否かが問われるものと思わ
れます。景品表示法は消費者庁の管轄になります。消費者庁のホームページに景品表示法の
相談・被疑情報の受付窓口
（http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/）が掲載されていま
すので、そちらにお申し出になってみてはいかがでしょうか。

◆

＜塩ビ製の使い捨て手袋の汚れ＞ ドラッグストアで塩ビ製の使い捨て手袋を購入し使おうと
したところ、手首のあたりに水が跳ねたような茶色っぽい汚れが付着していることに気づいた。
購入店経由で製造メーカーに調査してもらったところ、製造工程で付いた汚れと思われるが、
何であるかは分からないとの回答であった。自分は手荒れが酷く、車を運転するときなどに３
年ほど継続して手袋を使用しており、これまでも気づかなかっただけで、汚れに触れていたか
もしれない。手袋をしたまま小さな子どもにおやつを与えていたりしたが、子どもに将来悪影
響がでるようなことはないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは以前に利用したことがある。
(中年の女性）<消費者>
⇒汚れが何であるか、また、その汚れが以前に使用した製品にも付着していたか否かが分かり
ませんので何とも言えません。お伺いした話からは、アレルギーなどの急性症状は出ておら
ず、ばく露はごく限定的と思われますので、過度に心配される必要はないでしょう。

◆

＜ドラム式洗濯機のドアパッキンの安全性＞ ２００７年に購入したドラム式洗濯機のドアパ
ッキンが劣化し、一部がとけて洗濯槽内に付着していた。タオルなども洗濯するので、口を拭
いたりした時に有害物質を取り込んでしまわないか心配。製造メーカーのお客様相談室に申し
出たところ、修理担当者が自宅に来て、状況確認と修理を行ったが、安全性については何も言
及されなかった。後日、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴム）のウィキペディアのコピ
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ーに、「パッキンの材質はＥＰＤＭで人体に影響はありません」との一文が添えられたものが
送られてきた。正式な回答書になっておらず、責任の所在も明確になっていないので安心でき
ない。これについては、消費生活センターを通して確認中。本当に身体に影響のないものなの
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。（中年の女性）<消費者>
⇒ＥＰＤＭはエチレンとプロピレンの共重合によって得られる合成ゴムです。水道配管、水栓
金具、浄水器などの水回りの器具の連結ホース、パッキンやペットボトルのキャップのシー
ルにも使われるなど、様々な工業用品や生活用品に幅広く使われています。一般情報とし
て、ゴムやプラスチックは体内に取り込まれても消化・吸収されず、異物としてそのまま排
出されますので通常、健康上問題になるようなことはありません。過度にご心配になる必要
はないでしょう。
◆

＜スナック菓子に黒い異物＞ ○○社のスナック菓子△△を子どもに食べさせていたところ、
黒い小さな異物が付着していた。○○社に申し出たところ、引き取って調査し、異物はイソプ
レンゴムまたは天然ゴムであることがわかった。混入経路は継続して調べているが、２週間た
った現在も分かっていない。安全性については、食べてもそのまま排出されるので問題ないと
のことだが、本当だろうか。化学製品ＰＬ相談センターは以前に利用した事がある。
（中年の女
性）<消費者>
⇒○○社は調査を継続しているとのことですので、正式回答を待ち、気になることがあれば、
○○社にお問合せください。一般情報として、お伺いした異物を少量摂取したとして、イソ
プレンゴムまたは天然ゴムであれば、消化・吸収されず異物としてそのまま排出されますの
で、ご心配には及ばないでしょう。

事故クレーム関連相談
◆

＜梱包用ストレッチフィルムで包んだ靴が着色＞ 「１００円ショップで購入した梱包用スト
レッチフィルムで、未使用の靴を包んだところ、ポリエステル布の部分が着色してしまった。
フィルムの製造メーカーに申し出たところ、自社製品が原因とは考えにくいが、汚損してしま
った靴は定価の１／３で買い取るとの回答。未使用品なので提示された金額に不満がある。買
い取るということは非を認めたことになると思うが、フィルムが着色の原因ではないのか」と
の相談を、若年の男性から受けている。フィルムは調査のため、製造メーカーに送付しており
手元にないが、材質はポリエチレンとのことである。当センターが間に入って調整する予定だ
が、何かアドバイスはないだろうか。<消費生活Ｃ>
⇒製造メーカーに該当品を送付しているとのことですので、調査結果を含めた正式な回答を書
面で貰うようにしてはいかがでしょうか。その上で意見調整をされたほうが、論点が絞れる
ように思います。着色の原因については、当センターではわかりかねます。一般情報として、
梱包用ストレッチフィルムには直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）が使われており、
用途に応じて、製造時に、酸化防止剤、滑剤、アンチブロッキング剤などが添加されていま
す。場合によってはこれらの添加剤の影響についても製造メーカーに尋ねられてみてはいか
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がでしょうか。
◆

＜ゴキブリ用殺虫剤で体調不良＞ 「ゴキブリの通り道にスプレーしておくだけで効果が１ヶ
月持続するという、○○社のスプレータイプのゴキブリ用殺虫剤△△を使用したところ、１週
間ほど経って風邪のような症状がでた。医師の診察を受け、薬を処方して貰ったが改善しない。
自分では△△が原因ではないかと考えている。○○社に申し出たが、△△の有効成分は揮発性
ではないので原因とは考えにくいとのことで、何の補償もして貰えなかった。△△が原因では
ないのだろうか。
」との相談を、高齢の男性から受けている。有効成分はシフェノトリンという
ピレスロイド系の薬剤である。どう回答したらよいだろうか。<消費生活Ｃ>
⇒△△は防除用医薬部外品に該当し、薬機法の規制を受けています。販売に際し、有効成分お
よび製品について、安全性と効能に関するデータを提出し、審査を受け、厚生労働省の製造
販売承認を得ているものです。家庭での通常使用における安全性は担保されています。ま
た、シフェノトリンはピレスロイド系の殺虫成分であり、ヒトへの安全性は比較的高いと言
われています。相談者は体調不良が継続しており、医師の投薬で改善しないとのことですの
で、再度、医師の診断を受け、適切な処置をして貰うようお勧めしてはいかがでしょうか。

◆

＜消毒用エタノールで舌に炎症＞ 「コンビニのお弁当に入っていたポテトサラダを一口食べ
たところ味がおかしく、すぐに吐き出したが舌に異常が発生し、通院し舌炎と診断された。コ
ンビニに確認したところ、盛り付け用のスプーンを消毒用エタノールに漬けて、そのまま使用
したとのこと。サラダを保健所で調べ、エタノールが検出されたとの結果を得ている。補償を
要求したいが、コンビニからは因果関係がわからないので補償できないと言われた」との相談
を５０代の女性から受けている。消毒用エタノールでこのようなことが起こるか。<消費生活
Ｃ>
⇒調理用具の消毒に消毒用エタノールが使用されることはあります。エタノールで拭いたり、
噴霧した後は水洗いをしないのが一般的です。本件の使い方が適切であったかどうかについ
ては、保健所にお尋ねください。また、エタノールの安全データシートによると、皮膚腐食
性及び刺激性では「刺激性なし」
、皮膚感作性については「皮膚感作性ありとする十分なデ
ータはない」となっており、舌の異常の原因とは考え難いと思われます。再度診断された医
師に状況を詳しく伝え、見解を尋ねてみられてはいかがでしょうか。

◆

＜カーペットクリーナーで猫が体調不良＞ 「猫の具合が悪くなり原因を調べている。体調が
悪くなった時に使用していたカーペットクリーナー（粘着式）の使用をやめたら体調が良くな
った。製造メーカーに申し出るとそのような事例はないと認めてくれないので調べたい」との
相談を市民の方から受けている。化学製品ＰＬセンターで調べることはできるか。同様な事例
があるか。<消費生活Ｃ>
⇒当センターでは検査等は行っておりません。独立行政法人 国民生活センターのウェブサイ
ト(http://www.kokusen.go.jp/test_list/)等に、商品テストを実施する機関のリストが掲
載されていますのでご参照ください。なお、検査費用はご自身の負担となります。また、過
去事例を検索しましたが、当センターには同様の事例はありませんでした。
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◆

＜美容室のパーマ施術で接触皮膚炎＞ ３年ほど前に美容室でパーマをかけたところ、当日の
夜に全身にかゆみが出て、顔や耳が腫れた。皮膚科を受診し、接触皮膚炎と診断され、診断書
ももらっている。損害賠償については、パーマ液の製造メーカーである○○社に申し出て、
「診
断書や領収書を確認できれば治療費と交通費を支払う」との回答を得ている。その後、忙しく
て、連絡を出来ずにいた。先日、手続きを進めようと思い再度連絡したところ、○○社より、
手続きに関連した書類が送られてきた。その文書をみたところ「当社に瑕疵はない」との一文
があり気になった。治療費を支払うということは、自分に非があることを認めたことになるの
ではないか。当然、慰謝料も支払うべきと思うが、○○社は慰謝料請求には応じられないとの
対応で納得がいかない。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。（中
年の女性）<消費者>
⇒パーマ液や染毛剤、化粧品等は、品質には問題がなくても、使用する人の体質や体調などに
よって皮膚トラブルが生じることがあります。そのような場合には、製品の使用による皮膚
トラブルであっても、一概に製造物責任（ＰＬ）法が適用されるとは限りません。この様な
ケースに対する製造メーカーの対応はまちまちであり、使われた製品に異常がないと判断し
た場合は損害賠償に応じない企業もあれば、企業姿勢として、一定の治療費に応じる対応を
している企業もあります。治療費の支払いに応じると言ったからといって、必ずしも製造物
責任（ＰＬ）法における「欠陥」を認めたことにはなりません。以上のことを頭に入れた上
で、○○社が「当社に瑕疵はない」とする根拠を確認されてみてはいかがでしょうか。 そ
れでも納得がいかず、慰謝料を含めた損害賠償を求められるのであれば、各地方の弁護士会
が運営している法律相談センターなどを利用し、法律の専門家にご相談ください。

◆

＜近所の建物の外壁塗装による体調不良＞ 近所の病院で外壁塗装の工事があり、工事期間中
に喉や鼻の痛み、気持ちが悪くなる等の症状がでた。塗装が乾いたら症状は治まり、今は何と
もない。しかし今回の件で後遺症が出ないか心配。工事業者に、使われた塗料の安全性を問い
合せたところ、製品の安全データシート（ＳＤＳ）を渡され、大丈夫だと言われた。本当に大
丈夫だろうか、後遺症がでるようなことはないのか。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活セ
ンターから紹介された。
（若年の男性）<消費者>
⇒一般の方がＳＤＳを見る場合、その物質の潜在的な毒性情報を知る意味で重要ですが、必ず
しも直ぐに健康被害につながるものではないことも認識しておく必要があります。これは毒
性の発現は、その物質の毒性とばく露量（実際に身体に取り込まれる量）によって決まるた
めです。お伺いしたところ、塗装工事の期間中に症状が出たが、今は治まっているとのこと
ですので、一過性のものであり、後遺症を心配する必要はないと思われます。もし、何らか
の症状が残る場合は、医師の診断をお受けください。

◆

＜洗濯機のニオイで体調不良＞ 自分は化学物質過敏症である。昨年末に買い替えた洗濯機を
使っていると、プラスチックに由来すると思われるニオイで気分が悪くなる。買い替え前に使
っていた洗濯機では何ともなかったのに、今回のものは具合が悪くなる。仕方ないので、また
買い替えようと思うのだが、私のような化学物質過敏症の人でも安心して使える洗濯機はない
のだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活センターから紹介された。
（高齢の女性）<
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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、治療方法も確立されておりま
せん。症状を改善するには、原因となる化学物質を遠ざける必要がありますが、洗濯機のニ
オイに対する規制や業界基準はないと思われます。個々の製品のニオイの強弱については、
当センターでは分かりかねますので、製造メーカーにお問合せください。
◆

＜製造物責任法について＞ ゴム製品を販売している。お客様が、車のシートカバーを留める
ために自社の製品を使用され、ゴムから染み出た油で車の塗装にシミがついた。製品の性質上、
ゴムから油が染み出すことはわかっていたが製品の表示には記載していない。塗装の修理費用
を請求されているが製造物責任法が適用になるか。<事業者>
⇒製造物責任法（ＰＬ法）とは、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生
じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めたものです。欠陥とは「製造物が
通常有すべき安全性を欠いていること」であり、設計上の欠陥、製造上の欠陥、指示・警告
上の欠陥の三つの類型があります。本件の場合、指示警告上の欠陥に該当するか否かの判断
になると思われます。指示警告表示とは、①使用方法、②使用に内在する危険性、③禁止さ
れる使い方とそれを行った場合に生じ得る事態について、具体的に、わかりやすく表示する
必要があります。ゴムから油が染み出すこと、それが車の塗装に悪影響を与えることが分か
っていて表示されていなかったとすると、指示・警告上の欠陥と判断される可能性はあるで
しょう。ただし、当該製品の用途が記載されており、車への使用が明らかな用途外使用であ
る場合はこの限りではなく、誤使用と判断される可能性があります。より、詳細な判断、ア
ドバイスが必要な時は、法律の専門家にご相談ください。

一般相談等
◆

＜化学物質過敏症の方の相談窓口について＞ 化学物質過敏症の相談者を紹介できる相談機関
はあるか、化学製品PL相談センターでは受けてもらえるのか。<消費生活Ｃ>
⇒化学製品や化学物質についてのお問合せならば当センターでお受けできますが、症状や治療
に関することについては知見が無く、お答えしかねます。医療関連の内容については、専門
の医師に相談するようアドバイスされてはいかがでしょうか。

◆

＜窓ガラスや柱についた粘着テープ跡の落とし方＞ 事務所用に借りていた部屋を退去するに
あたり自分で原状回復をしているが、窓ガラスや柱についた粘着テープ跡や天井の壁紙を剥が
した時の接着剤跡がきれいに取れない。何を使えばよいか。化学製品ＰＬ相談センターは市役
所から紹介された。(中年の女性）<消費者>
⇒粘着テープの粘着剤は、一般的な住宅用洗剤などで落とすのは困難です。粘着テープやシー
ル専用の剥がし剤が販売されていますので、使用を検討されてみてはいかがでしょうか。使
用に際しては、粘着剤がついている材への影響が懸念されますので、製品の注意表示をよく
お読みになり、使用可否が分からない場合は製造メーカーにご確認されるとよいでしょう。

化学製品 PL 相談センター
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◆

＜変色したタオルに含まれる物質について＞ ５年ほど前、室内設備の修理工事を依頼した業
者が、室内（床）にかなりの量の汚水をこぼしてしまった。
（その後、体調不良が続くため）そ
の汚水に何らかの有害物質が含まれていたのではないかと心配である。業者が残していったと
思われるグレーに変色したタオルがあり、汚水を吸って変色しているのではないかと思う。こ
のタオルを分析して、有害物質を特定することはできないか。化学製品PL相談センターには以
前にも相談したことがある。
（中年の女性）<消費者>
⇒通常、成分分析を行うときは、分析すべき成分をある程度推定してから行いますが、お伺い
した状況からは、タオルの汚れに含まれる物質を推定することはできず、分析は難しいもの
と思われます。体調不良が続いているのであれば、医師の診察を受け、治療に努めるように
してはいかがでしょうか。

◆

＜タルカムパウダーの安全性について＞ 飼い犬に犬用のブーツを履かせるときに、タルカム
パウダーを使うと良いといったことが犬用ブーツの説明書に書かれていた。タルカムパウダー
についてインターネットで調べてみると、発がん性があるとの情報が出て来た。使っても問題
ないものなのだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活センターから紹介された。（若
い男性）<消費者>
⇒タルカムパウダーとはいわゆるベビーパウダーのことで、主成分はタルク（滑石）です。タ
ルクは、国際がん研究機関（IARC）の発がん性分類でグループ３（ヒトにたいする発がん性
について分類できない）に分類されています。これは、ヒトへの発がん性については不十分
な証拠しかなく、動物実験についても不十分または限られた証拠しかないことを示していま
す。タルクはベビーパウダーやファンデーションなどに一般的に使われているものであり、
お伺いしたような限定的な使用では、過度に心配する必要はないでしょう。

◆

＜マンションの外壁塗装の安全性＞ 先日、マンションの大規模修繕で、玄関やベランダなど
の外壁塗装があった。その際、部屋にいてもニオイが感じられ、生後３ヶ月の乳児に悪影響が
ないか心配になった。工事業者に安全性について問い合せたところ、「ホルムアルデヒド放散
等級でＦ☆☆☆☆（エフフォースター）の製品を使っているので問題ない」と言われた。気に
なってホルムアルデヒドについて調べてみると安全データシート（ＳＤＳ）が出て来た。 それ
を見ると発がん性など様々な有害性情報が載っており、ますます心配になってきた。今のとこ
ろ乳児の様子に変化はないが、将来がんになったりしないか心配。大規模修繕の工程表をみる
と、これからも塗装工事の予定がある。避難したほうが良いのだろうか。化学製品ＰＬ相談セ
ンターはインターネットで知った。
（若年の女性）
⇒ホルムアルデヒドは濃度によって粘膜への刺激性などの急性毒性があることが知られていま
す。また、シックハウス症候群の原因となる可能性があるため、建築基準法では、居室に使
われる建材を対象に、ホルムアルデヒドの放散量によって、使用面積に制限がかかります。
Ｆ☆☆☆☆（エフフォースター）とは最も放散量が少ないことを示し、面積に制限なく使用
できます。外壁は居室ではないため、本規制の適用外であり、ホルムアルデヒドに関する規
制はありません。しかし修繕工事においては、外壁だけでなく、一部建物内まで塗装範囲が
拡がるケースがあり、この箇所については、建築基準法の規制対象になりますので、ホルム
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アルデヒドの放散等級でＦ☆☆☆☆が適用できる塗料が使われています。Ｆ☆☆☆☆の塗料
であれば、ホルムアルデヒドの放散を過度に心配する必要はなく、ホルムアルデヒドのニオ
イも感じられないでしょう。しかし、ニオイがあったということは、塗料に使われている溶
剤や樹脂由来の可能性があります。施工業者にどのような塗料を使う予定なのか、ニオイの
強さや発生する期間、施工期間中の注意事項等について確認されてはいかがでしょうか。ニ
オイの発生は一時的なものですので、お子様の将来について過度に心配する必要はありませ
んが、大規模修繕中は換気が充分にできないこともあり、ニオイが気になるようであれば、
外壁塗装工事の際は、外出されてもよいかと思います。
◆

＜除草剤について＞ 田舎に行った際に除草剤が撒かれたかもしれないところで作業した。着
用していた衣類を洗濯したが変なニオイが残ったため、再度、別の洗剤で洗ったところニオイ
はしなくなり、使用した洗剤のニオイになった。衣類にシミや変色は見られないが除草剤の成
分が残っていないか心配。
（若年の女性）<消費者>
⇒通常、衣類にシミなどの付着した痕跡もなく洗濯を複数回されてニオイも消えているのであ
れば成分が残っていることは考えにくいと思われます。過度に心配されることはないでしょ
う。

◆

＜ステンレス製のお玉の安全性への影響について＞ ３歳の孫が自家製の梅ジュースにステン
レスのお玉を一晩浸したままにしてしまった。ステンレスから有害な成分が出ていないか心配。
梅ジュースは全量２Ｌくらい中にリンゴ酢を２００ｍｌと氷砂糖を入れ１ヶ月置いて作った
もの。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>
⇒ステンレスは耐食性に優れていますが、耐食性の理由である表面の酸化皮膜が壊されるとサ
ビが出ることもあり、強い酸性の溶液もサビの原因となり得ます。しかしご相談のような一
過性の浸漬ではサビの出る可能性は無く、ご心配には及ばないでしょう。

◆

＜輸入製品に含有される有害物質の規制について＞ 家具などの輸入製品に含有されるホルム
アルデヒドなどの有害物質が問題になっている。厳しい法規制が必要と思うが、化学製品ＰＬ
相談センターから働きかけてもらうことはできないか。（中高年の男性）<消費者>
⇒当センターから直接、行政などへ働きかけることはしていません。いただいたご意見はアク
ティビティノート、および年度報告書等で公開し、関連する団体、機関との情報の共有を図
ってまいります。

◆

＜化学について教えてほしい＞ ある製品を作って販売したいと考えているが、化学の知識が
必要となる。製品を作るための化学についていろいろと教えてもらうために訪問したい。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）<事業者>
⇒当センターは、コンサルタント業務は行っておりません。また、出前講座の依頼は受けてお
りますが、個人の方に対して広く一般的な化学の知識をお教えすることはしておりません。
ご自身で調べられてわからないことがあった場合など具体的なご質問であればお答えできる
と思います。

◆

＜マスクの安全性について＞ 「自社で、食品工場などで使用するマスクを開発しており、安全
化学製品 PL 相談センター
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性を検討するにあたり、過去の事故事例を調べている。化学製品ＰＬセンターに寄せられた相
談で、マスクが原因で皮膚トラブルを起こした事例はあるか。化学製品ＰＬ相談センターは過
去にも相談したことがある。
（若年の男性）<事業者>
⇒２０１１年からの過去事例を確認したところ、｢使い捨てマスクで発疹」「使い捨てマスク着
用によると思われる唇のしびれ」
「マスクによると思われる体調不良」と３件の事例があり
ました。いずれも因果関係は確認されていないものです。それぞれの申し出内容について
は、当センターホームページ（https://www.nikkakyo.org/plcenter）の相談事例のフリー
ワード検索でマスクと入れていただくと確認することができますので参考にしてください。
◆

＜レンズクリーナーの安全性について＞ カメラレンズに装着しているフィルター用クリーナ
ーの輸入販売を検討している。成分にクロロエチルイソチアゾン、イソプロピルアルコール、
エデト酸を含有する。個々の成分の安全データシート（ＳＤＳ）は入手しているが、製品とし
ての安全性の判断、注意表示などについてアドバイスをしてほしい。<事業者>
⇒当センターは、特定の企業に対するコンサルタント業務は行っておりません。一般にレンズ
クリーナーは雑貨に分類され、表示などの規制はありません。ただし、輸入業者も製造物責
任法の製造者に該当しますので、製品の欠陥に由来する事故の場合、責任を問われる立場に
あります。より詳細な情報が必要な場合はコンサルタント会社や法律の専門家等にご相談さ
れてはいかがでしょうか。

◆

＜合成着色料について＞ 大学の研究で合成着色料について調べている。シャンプーや洗剤な
どに使用されている合成着色料は製品の製造メーカーで製造しているものなのか。また、合成
着色料の国内製造メーカーをいくつか教えてほしい。（若年の男性）<その他>
⇒一般に洗剤やシャンプーのメーカーは合成着色料を製造しておらず、染料メーカーからの購
入になります。染料メーカーについては、化学工業日報社が発行している「○○○○の化学
製品」（○○○○は掲載されている製品数で毎年異なる）の染料の欄に染料メーカーが掲載
されています。また、化成品工業協会のホームページの会員一覧に主要な色素メーカーが掲
載されていますので参考にしてください。
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熱中症が心配な季節になりました。熱中症は正しい知識を持ち備えることで予防することができ
ます。政府は熱中症が急増する７月を「熱中症予防強化月間」と定め、各省庁で熱中症の予防・対処
法の普及啓発に努めています。
熱中症予防として水分を補給することは誰もが知っていることと思いますが、「水だけ飲んでい
ればいい」「この時期はビールを沢山飲んでいるから大丈夫」、また、「暑い時には外出しないので
関係ない」などと思っている人がいるかも知れません。自分や家族を熱中症から守るために、自分
が持っている熱中症の知識が本当に正しいかどうか、確認してみましょう。
熱中症とは
ヒトの体は、まわりの気温が変
化しても体温を一定に保つ適応能
力があります。気温が高いと血管
を広げて外気に体内の熱を放射し
たり、汗をかいて蒸発させたりし
て体温調節を行なう仕組みです。
しかし、この適応能力には限界が
あり、気温が高いと体温調節機能
がうまく働かなくなります。熱中
症は、暑さに適応できなくなった
ことで体の中に熱がこもってしま
い、めまい、立ちくらみ、大量の発
汗、頭痛、吐き気、重症になると意
識障害やけいれんなどの様々な体
調不良の総称で、最悪の場合には
命を落とす危険もある病態です。

環境省「熱中症環境保険マニュアル」をもとに作成

体温調節の仕組み
１）血管拡張による体温調節
血液は血管の中を通って全身を循環し、暑さを感じると体表の皮膚近くの毛細血管に血液を集め、
外気に熱を放出することにより、血液が冷えて体温を下げます。逆に寒さを感じると皮膚近くの毛
細血管を収縮させ、体内の熱の放出を防いでいます。このように血液には体温調節の働きもありま
すが、体温よりも気温が高いと熱を放出できなくなります。

化学製品 PL 相談センター
11

アクティビティノート第 257 号（2018 年 7 月）

２）発汗による体温調節
汗には汗が蒸発する時に体から熱を奪う（気化熱）ことにより、体温を下げる役割があります。しっか
りと汗をかくことは熱中症予防にも重要です。しかし、湿度が高いと汗は蒸発しにくくなり、また、大量
の発汗は水分だけでなくナトリウムイオンなどの電解質も流出させ、体液の電解質バランスが崩れてし
まいます。ナトリウムイオンは細胞の浸透圧を一定に保ち体液量を調整する働きをしています。ナトリ
ウムイオンが減少すると体の健康維持に影響が出てしまうため、水分補給と併せて塩分の補給も必要で
す。

熱中症を予防するために
① 暑さを避ける
暑い日の外出は帽子や日傘を着用し、また、冷却グッ
ズなどをうまく活用しましょう。熱中症は室外だけでな
く室内、夜間でも発生します。室内では扇風機やエアコ
ンなどで適温に調節しましょう。
② 服装を工夫する
風通しのよい、ゆったりとした服装で吸汗・速乾素材
を選びましょう。
③ こまめに水分を補給する
暑い日はじわじわと汗をかき、気がつかないうちに水
分不足になります。のどの渇きを感じる前にこまめに水分と塩分を補給しましょう。大量に発汗
があった場合には、スポーツドリンクなどでの水分補給がおすすめです。
アルコールは利尿作用があるため、かえって体内の水分を排泄してしまいます。アルコールで
水分補給をすることは間違いです。また、塩分が不足している状態で水だけを過剰に摂取すると、
低ナトリウム血症が起こるおそれがあり危険です。
④ 急に暑くなる日に注意する
ヒトの体は夏に向かって少しずつ熱さに慣れていきますが、急激な気温の変化では適応力が低
下します。徐々に暑さに慣れるように工夫しましょう。
⑤ 暑さに備えた体づくりをする
早歩きやウォーキングなどで日頃から、汗をかく習慣を身につけ、暑さに強い体づくりをして
おきましょう。
⑥ 個人の条件を考慮する
熱中症は個人の体調が大きく影響します。持病がある、また、風邪等による発熱や下痢、二日
酔いの状態の人は体内の水分量が減少し非常に危険です。また、年齢によっての違いも理解して
おくことが必要です。高齢者は体の水分量が少なく体温調節機能が低下しているうえ、暑さやの
どの渇きを感じにくくなっています。小さい子供の場合は、汗腺をはじめとした体温調節機能が
十分に発達していないため、体の中に熱がこもりやすく、また、屋外では地面に近くなるほど温
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度が高くなるため、大人よりも影響を受けやすくなり、より注意が必要です。
熱中症の増加の要因と情報の活用
天気予報では、最高気温３５℃以上を猛暑日、最低気温２５℃以上を熱帯夜としていますが、地
球温暖化の影響で共に増加している傾向です。また、都市部では人工的な構造物や排熱を要因とし
て気温が上昇するヒートアイランド現象があります。これらの要因による気温上昇が熱中症の増加
に大きく影響しているものと思われます。
環境省では、環境省熱中症予防情報サイトにおいて、熱中症へのかかりやすさを表す暑さ指数や
気温だけでなく、湿度、輻射熱（地面や建物・体から出る熱など）の３つを取り入れた指標の情報提
供を行っています。気象庁では最高気温が概ね３５℃以上になることが予想される場合に「高温注
意情報」を発表し、注意を呼びかけています。その他の省庁でも様々な取組みを実施していますの
で、情報収集を行い、参考にして対策に役立てましょう。
熱中症を正しく理解すれば、予防することはそれほど難しいことではありません。もちろん、睡眠とバ
ランスのよい食事をとることは体調管理の基本です。そのうえで、日常生活においての熱中症予防を心
がけ、健康的に夏を楽しみましょう！

【参考にした情報】
１）環境省 熱中症環境保険マニュアル：http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php
２）環境省熱中症予防情報サイト：http://www.wbgt.env.go.jp/
３） 気象庁 「高温注意情報」: http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/kouon/index.html
４） 政府広報オンライン

熱中症は予防が大事！「高温注意情報」や｢暑さ指数｣の情報を活用し、十分な対策

をとりましょう：https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html
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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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