化学製品 PL 相談センター

2019 年 10/月 10 日発行

アクティビティノート ＜第 272 号＞
２０１9 年 9 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 ２０１9 年 9 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.3～10

２． ちょっと注目 『 摂り過ぎると中毒を起こす食べ物 』

・・・・p.11～13

３． コラム 『 10 月 23 日は「化学の日」 』

・・・・p.14～15

お知らせ
◆2019 年度上半期（2019 年 4～9 月）の相談状況は下記の通りでした。
総受付件数
121 件（前年比 109％）
クレーム関連相談
62 件（前年比 111％）
一般相談
59 件（前年比 107％）
例年夏場は相談が少ない傾向でしたが、2019 年度は平均して相談が寄せられており、
総相談件数を押し上げる結果となりました。
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1.相談業務
１．１ 相談受付件数
2019 年 9 月度相談受付件数（8/26～9/24 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

2

0

6

0

16

64％

1

1

0

2

0

4

16％

0

0

0

5

0

5

20％

0

0

0

0

0

0

0％

合計

9

3

0

13

0

25

構成比

36％

12％

0％

52％

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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相談受付数の推移（2015～2019年度）
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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
◆

＜食器用液体洗剤にグレーの沈殿物＞ 「希釈して使用するタイプの食器用液体洗剤の容器の
底に３～４ｃｍくらいの厚さで、茶色っぽいグレーのカビのような沈殿物がある。容器は不透
明のため容器の上から見て確認。製造メーカーに申し出たが、
「カビが発生するわけがない」と
取り合って貰えなかった。製造メーカーは信頼できないので、どこか調べる機関を教えてほし
い」との相談を受けている。個人で検査をするのは費用もかかる。化学製品ＰＬセンターに同
様の事例はないか。また、原因が何かわかるか。<消費生活Ｃ>
⇒過去事例を検索しましたが、同様の事例はありませんでした。一般に、液体洗剤が変質する
原因として、長期間の保管（温度や紫外線の影響を含む）等による配合成分の分解・析出、異
なる液等の混入、細菌やカビが混入し洗剤成分を栄養源として繁殖することなどが考えられ
ます。製品そのものに問題があるケースと出荷後の保管状況や使用環境、使用状況に由来す
るケースがあります。拡大被害が発生しているわけではなく、製品の品質の問題と考えられ
ますので、消費生活センター経由で製造メーカーに調査を求められてはいかがでしょうか。

◆

＜鉢底ネットの臭いについて＞ １か月前に１００円ショップで購入したプラスチック製の鉢
底ネットから異臭がし、その臭いを嗅ぐと目やのどに刺激を感じ不快になる。このような臭い
のする製品は問題ではないか。同様の事例はあるか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネ
ットで知った。<消費者>
⇒お調べしたところ、当該製品の材質はポリプロピレンとありました。ポリプロピレン製品の
臭いについての相談は当センターにも数件寄せられています。ポリプロピレンは汎用のプラ
スチックでそのものに臭いはありません。臭いの原因は製造に添加されている添加剤や加工
時の熱履歴によるものと思われます。臭いがあるからといってすぐに健康被害に結びつくも
のではありませんが、人によって快適・不快の感じ方が異なり難しい問題です。プラスチッ
ク製品の臭いについての規制法はありませんが、製品の品質として問題はないか製造メーカ
ーに見解を求められてはいかがでしょうか。

◆

＜食器棚の臭いがついた食器について＞ １年半前に購入した食器棚の臭いが消えない。ホル
ムアルデヒド検出試験紙で調べたところホルムアルデヒドが検出された。保管している食器か
らも同じ臭いがするため、使用する前に水洗いをしている。水洗いをすれば大丈夫か。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。<消費者>
⇒ホルムアルデヒドは水に溶けやすい物質です。食器に付着したとしても水で洗い流されます。
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新しい家具は使われている木質材料、接着剤、塗料などの素材に起因する臭いがすることが
あり、また、臭いが消えるまでの期間は家具が置かれている環境や使用されている素材によ
って異なります。臭いがする間は食器棚の扉を開放して換気をされることをお勧めします。

事故クレーム関連相談
◆

＜コウモリ忌避剤の安全性について＞ 「自宅の外壁（サイディング製）の隙間にコウモリが巣
をつくってしまった。市販のコウモリ忌避スプレーを定期的に散布しているのだが、なかなか
排除できない。巣の近くはナフタレンのような臭いがしており、そのせいか、血圧が上昇し体
調が悪い。医師に受診し降圧剤を処方してもらったが、原因は特定できないと言われている。
自分としてはコウモリ忌避スプレーの身体への影響が気になるのだがどうだろうか」という相
談を受けている。コウモリ忌避剤の製品名や成分は聞いていない。化学製品ＰＬ相談センター
で対応してもらうことは可能か。<消費生活Ｃ>
⇒当センターは個別の製品の安全性等の詳細情報は持ち合わせておりません。製品の安全性に
ついての見解は出せませんが、使われている成分がわかれば、その安全性情報をお調べして
お答えすることはできます。また、お話をお伺いして参考になりそうな情報をご提供するこ
とはできます。それでよろしければご紹介ください。

◆

＜汗拭きシートを使用後衣類が着色＞ 白地に黒の模様が入ったワンピースを着用時に汗をか
いたので、首すじと肩部の肌を、○○社の汗拭きシート△△で拭いた。その後、ワンピースの
首周りから肩、腰部の白地の部分が赤く着色していることに気付いた。着用前に着色はなかっ
た。ワンピースは既製品ではなく、インポートの生地を購入して自分で作ったもので素材はは
っきりとはわからない。○○社に連絡したところ、生地の取り扱い表示がないと、原因につい
て判断できないと言われた。自分としては、△△の成分が化学反応を起こして着色したと考え
ているが、回復するためのクリーニング代などの請求を○○社にできないものだろうか。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。<消費者>
⇒お伺いした情報からは、汗拭きシートが着色に関係しているかどうかは分かりかねます。ま
た、過去に当センターに寄せられた相談を調べてみましたが、汗拭きシートで衣類が着色し
た事例はありませんでした。ご自身の考えを証明するには、汗拭きシート△△に含まれる内
容液で着色が再現されることを確認する必要があります。その上で、再度交渉してみてはい
かがでしょうか。他に考えられることとしては、生地の染色堅ろう度に問題があり、汗また
は汗拭きシートの内容液で生地の着色部分から色移りした可能性が考えられます。この場
合、生地の問題であって、△△の欠陥であるとは判断されないことも有ります。一般に国内
で販売される繊維製品は衣料品等の色落ち、色移り程度を確認するために、染色堅ろう度の
評価基準があります。その中の洗濯堅ろう度試験、汗堅ろう度などはＪＩＳにより試験法を
定めて運用されています。交渉にあたっては、これらのことも考慮されるとよいでしょう。

◆

＜洗濯物のニオイにより体調不良＞ 集合住宅で近隣の洗濯物のニオイが流れ込み、喉がヒリ
ヒリし、気分が悪くなる。外に出れば体調は改善する。このごろ、衣料用洗剤や柔軟剤だけで
はなく、台所用洗剤やシャンプーなども香りが強くなってきている。業界に対して指導はでき
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ないのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者>
⇒当センターは業界を指導する立場にはありません。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、関連する団体とも情報の共有を図ってまいります。
◆

＜臭い等による体調不良の対応について＞

半年くらい前から隣家の敷地で２棟の新築工事

が行なわれており、建材や塗料などに由来すると思われる臭いがしている。工事が始まった時
期から唇の腫れや口の中がヒリヒリするなどの体調不良が発症した。今では、裏の家が干す洗
濯物の洗剤や柔軟剤のニオイ、また、訪問者の僅かなシャンプーのニオイでも症状が出現すよ
うになった。現在、アレルギー科を受診し対処療法の薬を処方してもらっている。担当の医師
は信頼できるが症状が改善しないため、化学物質過敏症を専門にしている病院に電話で相談し
たところ、受診を勧められた。受診することについて、担当の医師に相談したところ、専門病
院でも症状の軽減や完治は難しいと言われた。また、実際に受診するとなっても、外出すると
様々なニオイで体調がますます悪くなるため通院もままならない。どうしたらよいだろうか。
化学製品ＰＬ相談センターは化学物質過敏症などが書かれている本で知った。<消費者>
⇒お困りの状況はよく理解いたしましたが、当センターは医療機関ではありませんので、病院
の選択についての判断はできません。確かに、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いないことから改善することが難しいと言われていま
す。また、近隣の洗濯物のニオイや訪問客のシャンプーのニオイを規制する法律はありませ
んので対応が難しいのが実情かと存じます。現在、担当の医師を信頼されているとのことで
すので、様子をみながら継続して相談してみてはいかがでしょうか。
◆

＜近隣の洗濯物の柔軟剤のニオイにより体調不良＞ 自分が住んでいる集合住宅で、複数の住
人が使う柔軟剤のニオイが自宅に流れ込み、目が痛く、口の中までニオイがして体調が悪くな
る。このような状態が１０年以上続いている。管理組合に訴えたが、
「市販されているものを使
用しているのであり、柔軟剤の使用は個人の自由である」と言ってとりあってもらえない。製
品を販売しているメーカーを指導してほしい。<消費者>
⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は
月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、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、情報の共有化を図ってまいります。なお、洗剤や柔軟剤に使われ
ている香料の安全性については、国際香粧品香料協会（ＩＦＲＡ）が国際的な自主基準を作
り、安全性を確保しています。また、洗剤や柔軟剤の業界団体である日本石鹸洗剤工業会は
使用者に対し、柔軟剤の適正な使用と周囲への配慮を心掛けるよう啓発活動に努めています。

◆

＜業者によるエアコン洗浄で体調不良＞ １か月半前に大手の電機メーカーの修理部門で紹介
された専門業者によるエアコン洗浄を行った。その後、エアコンを使用すると咳が出るように
なった。しばらくして、テレビ番組で、エアコンの掃除をしたら病気になるとの内容があり、
その内容によると、エアコン洗浄にアルカリ洗浄液を使用していた場合に水洗いをきちんとし
ないと咳がでるようになる。２週間症状が続いたら病院に行くようにとあった。総合病院でレ
ントゲン検査をしてもらったが、検査所見では問題は見当たらず、咳止めを処方されている。
エアコンは１０年くらい前に設置したが洗浄は今回が初めてである。エアコン使用時にアルカ
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リの成分が出ているか調べる方法はあるか。化学製品ＰＬ相談センターは市役所から紹介され
た。<消費者>
⇒エアコン運転時にアルカリの成分が出ているかどうか調べる方法は当センターではわかりか
ねます。使用された洗浄剤の詳しい成分がわかりませんが、一般にエアコン洗浄にはアルカ
リ洗浄剤がよく使われています。洗浄成分が残っている可能性があるようであれば、再度水
洗いをしてもらうよう業者にお願いしてみてはいかがでしょうか。
◆

＜冷蔵庫が原因による火災＞ １月前に自宅が火災に遭い、消防署と警察署の現場検証で、発
火の原因は冷蔵庫のモーターからとの結果が出ている。製造メーカーの製造物責任を問えるか。
化学製品ＰＬ相談センターは身内から紹介された。<消費者>
⇒本件は家電製品に関連した案件ですので、家電製品ＰＬセンター
（http://www.aeha.or.jp/plc/）にご相談されてはいかがでしょうか。

◆

＜洗濯機から出ると思われる化学物質で体調不良＞ ６月末に洗濯機を買い替えた。新しい洗
濯機は２階の洗面所に置いてあるが、洗面所に１０分くらいいるだけで喉の痛みや頭痛など発
症し体調が悪くなる。臭いは特に感じないが、何か化学物質が洗濯機から出ているのではない
か。自分は化学物質に過敏な体質で、過去に塗料などの臭いで体調不良になったことがある。
医療機関に受診して、医師より当面は洗濯機に近づかないようにとのアドバイスを得て、それ
を守っているが、何かと不便であり生活に支障を来たしている。いつまで我慢しなければいけ
ないのだろうか。買い替え前に使っていた洗濯機では何ともなかったので、親族が持っている
古い洗濯機と交換しようかと思うがどうだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活セン
ターで紹介された。<消費者>
⇒当センターでは個別の製品に関する詳細情報は持ち合わせておりません。洗濯機の製造メー
カーにお問い合わされてはいかがでしょうか。古い洗濯機との交換については、事前に体調
不良を発症しないことが確かめられるのであれば、有効な対応策と考えてよいでしょう。

◆

＜集合住宅の大規模修繕工事を切っ掛けに体調不良＞ 賃貸の集合住宅に住んでおり、昨年５
月から大規模修繕工事が行われた。工事期間は塗料の臭いがしており、これを切っ掛けに体調
不良に陥ってしまった。色々な化学物質に反応するようになり、最近では階下の住人の洗濯物
のニオイが自宅に入り込んできて体調が悪くなる。化学物質過敏症を発症したのではないかと
思うが、専門医は予約が４ヶ月待ちであり、まだ受診できていない。管理会社に申し出たが対
応してもらえず、階下の住民に直接申し出たが協力は得られなかった。特に家族に重症な者が
おり、転居までしたが回復せず、仕事も辞めざるを得ない状況に追い込まれている。どうした
らよいだろうか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者>
⇒体調不良が続いているようですので、体調不良の原因をご自身で判断せず、まずは適切な医
療機関に受診して回復に努められることをお勧めします。本件と同様な相談は当センターに
も寄せられていますが、周囲の理解を得るのが難しく、中々解決に至らないことが多いよう
です。お伺いした話から、大規模修繕工事の施工の問題、集合住宅の管理会社の管理や対応
の問題、近隣から発生するニオイの問題が絡み合っているように思われます。一度、ご自身
で整理されるとよいでしょう。その上で、地域の消費生活センターや、弁護士会が運営して
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いる紛争解決センター等に相談してみてはいかがでしょうか。

一般相談等
◆

＜置き型トイレ用洗剤の配管への影響＞ 「水洗トイレのタンク上の手洗い部に置いて、使用
毎に便器内を自動的に洗う置き型トイレ用洗剤を使っている。この洗剤の洗浄性能には満足し
ているのだが、トイレの配管を傷めることはないのだろうか」という相談を高齢の男性から受
けている。洗剤は１００円ショップで購入したものである。どう回答したらよいだろうか。<消
費生活Ｃ>
⇒当該製品は一般的な界面活性剤を主成分とした中性の洗剤です。表示成分には配管に悪影響
を与える成分はなく、液性も中性ですので悪影響があるとは考えられません。ご心配には及
ばないでしょう。

◆

＜空気清浄機の消臭機能について＞ 「空気清浄機に付いている消臭機能はどの程度の効果が
期待できるのか」という相談を受けている。相談者は製造メーカーは良い事しか言わないので
信用できないと言っており、製造メーカーには問い合わせていない。化学製品ＰＬ相談センタ
ーで対応してもらえるか。<消費生活Ｃ>
⇒空気清浄機の機能に関する問合せなので、家電製品ＰＬセンター
（http://www.aeha.or.jp/plc/）にご相談されてはいかがでしょうか。

◆

＜印刷物の安全性について＞ シュレッダーにかけた雑誌を誤って衣類と一緒に洗濯してしま
った。以前、印刷会社の社員が洗浄剤の塩素系有機溶剤が原因でがんになった問題があったこ
とを思い出し、心配になった。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。<消費者>
⇒雑誌に使用されているインクの成分がわかりませんので、断定的なことは言えません。印刷
物を衣類のポケットに入れたまま誤って洗濯することなどはあり得ることですが、印刷物の
インクが溶け出して有害性が問題になったとの情報は見当たりません。確かに２０１３年に
印刷会社の元従業員らが印刷機のインク洗浄剤として使われていた１，２-ジクロロプロパ
ンを長期間、高濃度で吸引したことにより胆管がんを発症したとして労災認定がされていま
す。ご心配の事例は上記のように高濃度にばく露したことによるものであり、ご相談のケー
スと結び付けて考える必要はなく、過度に心配される必要はないでしょう。

◆

＜消臭スプレーの成分分析について＞ ３０年前に消臭スプレーで皮膚に湿疹ができ、製造メ
ーカーにクレームを入れたことがある。その件とは別に、今でも皮膚湿疹を発症することがあ
り、皮膚科医から３０年前にかぶれた成分がわかれば治療や予防の参考になると言われている。
３０年前に使用した消臭スプレーは今も手元にあるので何とか調べられないかと考えている。
古い製品のため成分表示はなく、製造メーカーも今は存在しない。全成分を調べてくれる機関
を教えてほしい。<消費者>
⇒当センターから特定の検査機関をご案内することはできません。独立行政法人製品評価技術
基盤機構のウェブサイト（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html）
化学製品 PL 相談センター
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等に検査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、検査対象成分が特定できないと成分分析が不可能な場合もあります。
◆

＜フッ素樹脂加工フライパンの安全性について＞ フライパンを購入しようと思いインターネ
ットで探していたら、安全性を懸念する情報があり不安になった。フッ素樹脂に使われている
パーフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）の有害性についての情報であり、ＰＦＯＡフリーの製品
が推奨されていた。これとは別に、剥がれたフッ素樹脂を食べても問題はないとの情報もあっ
た。どのように考えればよいか。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。<消費者>
⇒フッ素樹脂において、ＰＦＯＡは製造時の反応助剤（重合乳化剤）として使われますが、
２０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分
解されずに環境中に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、
意図的な使用を禁止することが決定されました。これに先立ち２００６年より排出削減に向
けた国際的な取り組みが自主的に行われており、日本弗素樹脂工業会によれば、会員樹脂メ
ーカーは２０１３年末までにＰＦＯＡの使用を全廃しているとのことです
（http://www.jfia.gr.jp/qa.htm）。現在国内で流通している製品には使用されていないと
みてもよいと思われます。剥がれたフッ素樹脂を食べた際の身体への影響は、ＰＦＯＡでは
なくフッ素樹脂そのものの問題です。内閣府の「食品安全委員会」がフッ素樹脂についてま
とめたファクトシート（科学的知見に基づく概要書）によれば、仮に、はがれ落ちたコーテ
イングの薄片を飲み込んだとしても、体内に吸収されずそのまま排出され、ヒトの体のいか
なる毒性反応も引き起こさないとされています。ただし、フッ素樹脂加工されたフライパン
等の加熱用調理器具は、適正に使用された場合にはリスクはないが、３６０℃以上に加熱す
ると、有害な蒸気が発生する可能性があるとされています。通常の調理での調理器具温度は
１５０～１９０℃くらいですので過度に心配される必要はありませんが空焚きなどしないよ
う気をつけましょう。

◆

＜シリコンスチーマーの安全性＞ 食品関連の雑誌○○にプラスチック製品は身体に悪影響が
あると掲載されていた。電子レンジ用のシリコンスチーマーを使用しているので安全性が心配
になった。化学製品ＰＬ相談センターは雑誌○○で紹介されていた。<消費者>
⇒食品用のプラスチック製品は、食品衛生法の規制を受けており、規格基準により、含まれて
はならない物質の種類と基準を決めている「材質試験」と溶け出して食品に移行する物質の
総量を規制している「溶出試験」に合格することが義務づけられています。また業界におい
ては国の基準よりさらに厳しい自主規格基準を設けています。ご心配には及ばないでしょ
う。

◆

＜化学物質の有害性について＞ 人に頼まれてヘキサメチルトリエチレンテトラミンの有害性
について調べている。ネットで調べられる情報については既に複数の安全データシート（ＳＤ
Ｓ）を確認している。安全データシートの情報以外に有害性の情報はあるか。化学製品ＰＬ相
談センターはインターネットで知った。<消費者>
⇒当センターからご紹介できるものも、公開されているＳＤＳ情報のみです。このＳＤＳによ
化学製品 PL 相談センター
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るとヘキサメチルトリエチレンテトラミン は、皮膚腐食性／刺激性は区分１Ａの「重篤な
皮膚の薬傷・眼の損傷」で、眼刺激性は区分 １の「重篤な眼の損傷」になっています。
◆

＜蚊取り線香の安全性について＞ 家族が蚊取り線香を使用している。インターネットに蚊取
り線香が体によくないとの情報があり、心配になった。どうなのか。<消費者>
⇒蚊取り線香は、主にピレスロイド系の有効成分を殺虫成分とし、でんぷんや染料などを加え
て成型したものです。さらに最近では香料を加え、さまざま香りの製品も販売されていま
す。一般に、ピレスロイド系の殺虫成分は昆虫類に選択的に作用し、人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が、大量に吸入した場合には、鼻炎や頭痛などの症
状がでることがあります。市販される蚊取り線香の注意表示にも換気良い場所での使用や
時々換気するようにとの表示があります。製品の注意表示に従ってご使用ください。

◆

＜商社が扱う化学物質の製造物責任について＞ 自分は化学物質を輸入して製造メーカーに卸
している商社に勤務している。取引先の製造メーカーから、納入原料由来の製品トラブルが発
生した場合の賠償責任を全面的に負う項目を盛り込んだ契約を結ぶよう求められている。弊社
の場合、製造物責任を負う必要はあるのか。<事業者>
⇒製造物責任法における「製造業者等」には所謂製造業者、加工業者と輸入業者が該当しま
す。また、製造物の欠陥がその製造物の部品や原材料に由来すると判断された場合には、部
品・原材料の製造業者にも製造物責任が及びます。この場合の製造業者も前記と同じ解釈が
できます。一方、部品･原材料の製造業者には「部品・製造業者の抗弁」が認められてお
り、製品の欠陥が、納入先の製造業者の「設計に関する指示に従った」ことにより生じた場
合は製造物責任は生じません。製造物責任がない場合も、民法における不法行為責任（７０
９条）、契約上の責任（５７０条、４１５条）は適用されます。判断はケースバイケースに
なると思われますので、法の専門家にお相談ください。

◆

＜化学物質の室内濃度の単位について＞ 雑貨品の輸入販売を行っている。扱っているインテ
リア用の室内ステッカーの粘着剤にトルエンが使用されている。このトルエンの室内濃度につ
いて輸入先の事業者に問い合わせたところ、報告があった。しかし、報告された数値の単位は
ｍｇ／ｋｇとなっており、厚生労働省の出している「化学物質室内濃度指針値」の単位（μｇ
／ｍ３またはｐｐｍ）と異なる。どう判断すればよいだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは
インターネットで知った。<事業者>
⇒トルエンは厚生労働省の「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会」で審議さ
れ、化学物質室内濃度指針値（現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその
濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響を受けないであろうと判断
される値）が策定された１３物質のひとつです。室内濃度を示す単位はμｇ／ｍ３または
ｐｐｍです。ｍｇ／ｋｇが何を表しているのかはわかりませんが、室内濃度ではないと思わ
れます。輸入先に厚生労働省の化学物質室内濃度指針を提示して、再度、室内濃度を表す数
値の提出を求めてはいかがでしょうか。

◆

＜塩素系漂白剤の使用方法について＞ 会社で水耕栽培の事業を行っている。栽培を行ってい

化学製品 PL 相談センター
9

アクティビティノート第 272 号（2019 年 10 月）

る部屋は窓も換気扇もなく、虫が入らないように密閉されている。カビが発生しやすいため用
途外であるが道具や部屋の消毒に次亜塩素何ナトリウムを主成分とした台所用の漂白剤を使
用している。換気ができないことが心配であるが、どのように使用すればよいだろうか。<事業
者>
⇒どのような製品でも用途外のご使用についてはお薦めできません。また、塩素系漂白剤は
「必ず換気をして使用する」製品です。換気ができない環境での使用はお避け下さい。用
途、使用方法など製品の表示に従ってお使いください。
◆

＜除草剤が流れ込んだ場合の作物への影響＞ 自社で所有する敷地に雑草除去のためにグリホ
サートを含む農薬登録のある除草剤○○を散布した。散布後に雨が降ったため、除草剤を含ん
だ土が流れ込んだと隣家から苦情を受けている。「土が流れ込んだ場所に家庭菜園で作物を栽
培しているが、最近の除草剤の安全性に関するニュースを見て不安になり、食べることができ
なくなった」との主張である。○○の製造メーカーに確認したところ、食品安全委員会の評価
結果を元に安全である旨の見解を説明され、その内容を隣家の方に説明したがそれだけでは安
心できないと言われている。化学製品ＰＬ相談センターに除草剤に関する相談は寄せられてい
るか。<事業者>
⇒当センターに除草剤の相談は数件寄せられています。いずれも使用して、または隣家で撒か
れて体調不良になったとの相談ですが、因果関係が特定されたものではありません。既にご
存知の通り、グリホサートについては食品安全委員会が２０１６年７月に「神経毒性、発が
ん性、繁殖能に対する影響及び遺伝毒性は認められなかった」と結論づけた評価書
（https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/ikenkekka/kekka.data/no_glyphosate_280406.pdf）を発表しており、現在の国内における見解
となっています。製造メーカーのウェブサイトの○○の製品説明には、成分は分解され、消
失するとあります。撒かれた日時と雨が降った日時等の状況から、家庭菜園の作物に影響が
出る可能性があるか否かを製造メーカーに尋ねてみてはいかがでしょうか。

◆

＜安全データシート（ＳＤＳ）作成義務について＞ 電機関連の接点部品を製造販売している
メーカーだが、取引先より製品の安全データシート（ＳＤＳ）の提供を求められている。当社
が扱っているような製品でも提供義務はあるのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネッ
トで知った。<事業者>
⇒ＳＤＳは化学物質排出把握管理促進法（化管法）、労働安全衛生法（安衛法）
、毒物及び劇物取
締法（毒劇法）の特定指定物質を一定割合以上含有する製品を、事業者間で取引する際に提
供が義務付けられています。これらを含まない場合は努力義務とされています（ただし行政
は、顧客から要望された時は提供するように指導しています）。部品などの成形品については、
適用除外となる場合がありますのでご確認ください。また、主として一般消費者の生活用に
供する製品については適用除外となります。詳しくは経済産業省と厚生労働省がウェブ上に
掲載している「化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・ＳＤＳ提供制度
（https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html）をご
参照ください。
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食品による中毒を食中毒といい、有害･有毒な化学物質（毒素）を
含む飲食物を口から摂取した結果として、胃腸炎や神経障害などの中
毒症状を発症します。食中毒には様々なタイプがあり、細菌性食中毒、
ウィルス性食中毒、寄生虫食中毒、化学性食中毒、自然毒食中毒など
に分類されています。この中で、自然毒食中毒は毒キノコやフグなど
の毒素を有する動植物を人が摂取することで起きます。毒キノコのよ
うに有毒なので食べるなとハッキリしているもの、フグのようにしっ
かりと管理した上で食されているものはいいのですが、日常的に食べ
られている食品の中には、通常の摂取では問題ないが、摂り過ぎると食中毒を起こすものがあり注
意を要します。今月は、この摂り過ぎると危ない食品についてお伝えします。
ナツメグ
ナツメグはインドネシアのモルッカ諸島原産の常緑高木であるニクズクの乾燥種子で、甘く刺激
的な香りがあり、肉料理や魚料理の臭み消しとして用いられる香辛料です。ナツメグの精油成分で
あるミリスチシンとエレミシンには向精神作用があり、ナツメグの過剰摂取による中毒症状の原因
であると言われています。
公益財団法人日本中毒情報センターによると、ナツメグのヒト経口中毒量は５～１５ｇ。症状発
現は経口摂取後１～８時間で、主に循環器系、呼吸器系、神経系などに症状が出
現します。循環器系症状としては頻脈、低血圧、ショック、呼吸器系症状として
は早く不規則な呼吸、神経系症状としては興奮、不安感、幻覚などがあり、その
他の症状として口腔内乾燥や嘔吐など多彩な症状が挙げられています１）。
一般に、香辛料として販売されているナツメグは粉末状に挽いた状態で２０ｇ
くらいの瓶入りで売られています。料理に推奨されている使用量で問題になるこ
とはありませんが、誤って一瓶入れてしまい、そのまま食べて中毒症状を発症し、
救急搬送されたと言った事故が報告されています。また、大人に比べて小児は影
響が出やすいことにも注意が必要です。
ギンナン
ギンナンはイチョウの種子で、外種皮の中にある硬い殻を割った仁の部分を食します。ギンナン
の悪臭は外種子に含まれる酪酸やヘプタン酸といった低級脂肪酸が原因です。食する仁の部分には
悪臭はありません。
茶碗蒸しやお酒のおつまみとしてよく食べられているギンナンですが、食べ過ぎると中毒を起こ
すことが知られています。ギンナンの毒性はギンコトキシンと呼ばれる成分によるもので、神経毒
化学製品 PL 相談センター
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があり、乾燥ギンナン１ｇ中に約１００μｇほど含まれています。
公益財団法人日本中毒情報センターによると、経口中毒量は成人で４
０～３００個、小児７～１５０個です。摂取後１～１２時間で発症し、症
状は主に嘔吐と痙攣で、痙攣が反復することが多いとされています２）。中
毒量に幅がありますが、成人４０個、小児７個はうっかり食べてしまっ
てもおかしくない量です。実際に東京都福祉衛生局の『食品衛生の窓』
に、
「ギンナンを約７時間でおよそ５０個食べ３時間後に全身性けいれん
を起こした１歳の男児」
、
「５０～６０個食べ７時間後におう吐、下痢、９
時間後に全身性けいれんを起こした２歳の女児」
、
「６０個食べ４時間後からおう吐、下痢、両腕のふ
るえを起こした４１歳の女性」などの報告があります３）。
カフェインを含有する飲料等
カフェインには、適量ならば頭が冴え眠気を覚ます効果があり
ます。一方、過剰に摂取すると、めまい、心拍数の増加、興奮、
不安、震え、不眠症、下痢、吐き気などの中毒症状をもたらすこ
とがあります。
カフェインに対する感受性は個人差が大きく、健康に及ぼす影
響を正確に評価することは難しく、許容一日摂取量（ＡＤＩ）は
設定されておらず、各国がそれぞれ独自に安全性情報を出してい
ます。代表的なものとして欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）のリス
ク評価結果を見ると、成人の場合、体重７０ｋｇでカフェイン摂取量２００ｍｇ／ｋｇであれば急
性毒性の懸念はないとされています。また、習慣的なカフェイン摂取に関しては、妊婦を除く成人で
１日当たり４００ｍｇまでであれば健康リスクは増加しないとされています。妊婦および授乳婦に
ついては、習慣的なカフェイン摂取は１日当たり２００ｍｇまでであれば、胎児や乳児の健康リス
クは増加しないとされています４）。
カフェインは色々な食品（主に飲料）に含有されており、１００ｍℓ当たりに含有されるカフェイ
ン量は、コーヒー；６０ｍｇ、紅茶；３０ｍｇ、ウーロン茶；２０ｍｇ、エナジードリンク又は眠気
覚まし用飲料；３２～３００ｍｇとなっています５）。
エナジードリンク又は眠気覚まし用飲料は、眠気が取れてシャキッとして元気になれる、という
ことで、近年若者層を中心に人気があります。１本当たりに換算するとコーヒー２杯分に相当する
カフェインを含有するものもあり、過剰摂取にならないよう注意が必要です。また眠気覚まし用の
一般用医薬品としてカフェイン錠剤が売られています。こちらは１錠当たり１００ｍｇ程度のカフ
ェインが含有されています。医薬品なので用法・用量を守って服用する必要がありますが、サプリメ
ント感覚で多量に摂取してしまったり、エナジードリンクや眠気覚まし用飲料と併用したりすると
カフェインの過剰摂取に繋がりやすいので注意が必要です。
普段、何気なく口にしている食品の中にも、過剰に摂取すると思わぬ事故を招くものがあります。何
事も、過ぎたるは及ばざるが如し。過度・過剰とならないよう注意しましょう。
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参考にした情報
１）公益財団法人日本中毒情報センター、保健師・薬剤師・看護師向け中毒情報、「ナツメグ」
２）公益財団法人日本中毒情報センター、保健師・薬剤師・看護師向け中毒情報、「ギンナン」
３）東京都福祉保健局、食品衛生の窓、ギンナン
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/dokusou/18.html
４）農林水産省、カフェインの過剰摂取について
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/caffeine.html
５）食品安全委員会、食品中のカフェイン
https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets/caffeine.pdf
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「７月６日は何の日？」と聞かれて、
「サラダ記念日」
を思い浮かべる人は５０代以上の方ではないでしょう
か。
「サラダ記念日」は歌人俵万智の歌集。１９８７年
に出版されて２８０万部の大ベストセラーになり、そ
の年の流行語大賞にも選ばれています。この歌集に集
録されている、
『
「この味がいいね」と君が言ったから 七月六日はサラダ記念日』は、この時代を生
きた人なら誰もが知っていると言っても過言ではないでしょう。この短歌は、サラダの味付けを恋
人に褒められた女性が、そのうれしさを記念日にして留めたいという想いを歌ったものですが、何
気ない生活の一場面が若々しく爽やかな感性で歌われており、大きな反響を呼びました。当時、良い
ことがあると何でも「○○記念日」とするのは一種の社会現象になりました。
記念日とは、国家や企業、団体、個人にとって重要な出来事を忘れないために定められますが、特
定のモノやコトの普及拡大、啓発の一環として定められる場合もあります。どちらの場合も、何故そ
の日なのかには深い意味があります。
例えば、６月５日は「環境の日（世界環境デー）
」ですが、これは１９７２年にストックホルムで
国連人間環境会議（通称ストックホルム会議）が開催された日に因んでいます。
７月２３日は「ふみの日」です。
「手紙の楽しさ、手紙を受け取るうれしさを通じて文字文化を継
承する一助となるように」と１９７９年に当時の郵政省が制定したものです。２３日で「ふみ」は分
かるのですが、何故７月なのか？ それは旧暦の７月を「文月」と言うことに因んでいます。
変わったところでは、２月１７日の「天使のささやきの日」があります。これは、１９７８年に北
海道幌加内町母子里で国内最低気温のマイナス４１．２℃を記録したことに因んで地元の有志が制
定したものです。では、なぜ「天使のささやきの日」なのかと言うと・・・。
「天使のささやき」と
は、マイナス２０℃以下で空気中の水蒸気が凍ってできる氷の結晶「ダイヤモンドダスト」のことな
んです。同町では、寒さゆえの自然現象の美しさを体験して貰うために、毎年この日に「天使のささ
やきを聴く集い」を開催しています。
「最低気温の日」では、とてもこの地を訪れようと思いません
が、
「天使のささやきの日」と言われるとロマンチックなイメージで、つい興味をそそられます。ネ
ーミング一つで雪や寒さのマイナスイメージをうまく変換し、あわよくばイベントへの集客に結び
つけようという意図が感じられます。しかし同時に、極寒の地に住む人たちの、
「寒いけど素晴らし
い所だよ」という地元愛も感じられる秀逸なネーミングです。
記念日の認定・登録を行なっている（一社）日本記念日協会によると、１,８００件を超える記念
日があるとのことです。あまたある記念日をその設定理由で見て行くのも面白いものです。
１０月２３日は「化学の日」
１０月２３日は「化学の日」です。日本化学工業協会、日本化学会、化学工学会、新化学技術推進
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協会の化学関連の４団体により、２０１３年に制定されています。それでは、何故１０月２３日を
「化学の日」としたのでしょうか？
１０月２３日 ⇒ １０２３ ⇒ １０２３
化学を学んだ人ならば、上の「１０２３」でピンとくるはず。そう、アボガドロ定数です。アボガ
ドロ定数とは、物質量１モルを構成する粒子の個数を示す定数で、
「６．０２×１０２３」と定められ
ています。この「１０２３」を取って１０月２３日とされているのです。
記念日には、それを定めた人の想いが籠められているものですが、受け取る側にとっても、
「なる
ほど」と響くものがあります。モルの概念は化学を学ぶ上での必須項目であり、試験の際に絶対に覚
えておかなければいけない数字が「６．０２×１０２３」でした。
「１０２３」とは何と途方もない数字
だろう、いったいどうやって数えたのだろうと不思議に思ったものです。
「化学の日」は、
『人々の暮らしを支え、地球の未来を創る「化学」の魅力をより多くの方に知っ
てもらう』ことを目的に制定されました。その日を１０月２３日とした背景には、誰もが一度は学ん
だ、また試験を前に必死に覚えたであろうアボガドロ定数から取ることでの覚えやすさがあります。
また、アボガドロ定数が化学を学ぶ入口にあることから、
「化学」の魅力を伝えるための入り口の象
徴であると捉えることもできるように思います。
「化学の日」に関連したイベント
「化学の日」制定と同時に、上記の４団体によりキャンペーン事業「夢・化学-２１」が企画され、
様々なイベントが行なわれています（http://www.kagaku21.net/）
。
【子ども化学実験ショー】 化学のふしぎを直接感じ取ることで理科好きな子どもを育てます。じつ
は、私たちの生活はいろんなところで「化学の力」に支えられています。身の回りにある「化学」の
スゴさやオモシロさを、実験や工作を通じて楽しく学んで欲しい！そして、もっと化学に関心を持
ってもらいたい！そんな願いをこめて企業と学校がタッグを組んで開催されているのが「子ども化
学実験ショー」です。化学会社や団体、学校の先生など化学に携わっているグループがいろんなテー
マで実験教室を出展します。
【なぜなに？かがく実験教室】 本実験教室は、化学の持つ不思議さを体験し「なぜそうなるのか」
を考えることで化学への理解を深め、身の回りにある化学や化学製品に興味を持ってもらうことを
目的として毎年開催しています。
面白い・楽しいという一回限りの体験にとどまるのではなく、
“生活の中にある不思議”に継続的に
興味を持つようになることに重点を置き、中学校や高校・大学の先生による本格的な直接指導のも
と、小学校の授業ではなかなか体験できない化学の実験や工作・観察等を行います。
【化学グランプリ】 化学グランプリは、日本全国の高校生以下の皆さんの化学の実力を競い合う場
として１９９９年より毎年開催されています。２０１９は７月１５日(月・祝日)の海の日に全国の会
場で一次選考（マークシート式試験）を実施され、その中の成績優秀者約８０名が二次選考に進出し
ます。二次選考は実験をともなう記述式試験で、合宿形式で行います。
総合得点の上位５名に大賞、以下、順位により金賞・銀賞・銅賞が授与されます。

化学製品 PL 相談センター
15

アクティビティノート第 272 号（2019 年 10 月）

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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