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1.相談業務
１．１ 相談受付件数
2020 年 2 月度相談受付件数（1/27～2/25 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
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16

1

26

74％

2

2

0

0

0
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12％

0

0

0

5

0

5

14％

0

0

0

0

0

0

0％

合計

4

8

1

21

1

35

構成比

11％

23％

3％

60％

3％

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
◆

＜新品のランチョンマットが臭う＞ 「コンビニくじで引き換えた、中国製の布のランチョン
マットが臭う。洗濯して２，３日干してみたが変わらず、臭いの成分を知りたい。輸入元に確
認したところ、臭いの成分はわからない。ランチョンマットに描かれているイラストの塗料の
臭いではないかと不確かな回答で不安である」との相談を受けている。化学製品ＰＬセンター
で臭いの成分がわかるか。<消費生活Ｃ>
⇒お伺いした情報からは、臭い成分はわかりかねます。一般に、臭いは徐々に消えていくもの
と思われますが、消えるまでの期間は保管状況や素材等によって異なります。陰干しにして
風に当てることが有効と思われます。

◆

＜使用前に変色していたヘアカラー剤＞ 「いつも使用している２剤型のヘアカラーの片方の
剤が、途中から黒いクリームが出てきた。製造メーカーに申し出たところ、部分的に黒く変色
したのは、製造時に空気に触れたことが原因と考えられる。黒く変色しても害はなく安全性は
問題ないとの説明で交換に応じてもらえなかった。本当に害がないものか」との相談を受けて
いいる。変色したヘアカラー剤の有害性はどうなのか。<消費生活Ｃ>
⇒一般にヘアカラーは１剤に酸化染料とアルカリ剤、２剤に酸化剤（過酸化水素）が含有され
ています。両者を混合すると、酸化剤によって毛髪のメラミンが脱色されると同時に、酸化
染料が発色し毛髪の内部に定着します。酸化染料は空気に触れることでも発色しますので、
製造メーカーの説明にある、製造工程で空気に触れて黒く変色したこと自体は通常の使用時
に起こっていることと同じです。そのことによって有害な物質に変化する可能性は極めて低
いと思われます。ただし、使用前に発色した染料は髪の染まりが悪くなると考えられますの
で、品質上問題ではないのか製造メーカーに再度尋ねてみてはいかでしょうか。

◆

＜柔軟剤がドロドロに固まった＞ 柔軟剤の香りが好きで、何種類も使用している。１年ほど
前に娘が使用している柔軟剤の本品と詰め替え品を貰った。本品を使い切って、詰め替えよう
としたところ、詰め替え品の中身がドロドロに固まっていて使用できない状態になっていた。
製造メーカーに申し出たところ、購入後１年以内で領収書があれば交換に応じるが、１年以上
経過していること、また、貰い物は交換しないと言われた。製品には２０１６年の表示がある
が、それが製造年とは記載されていない。また、現在販売している製品には、
「変質することが
あるので早めに使用する」旨の表示がされているとのことであるが、当該製品にはそのような
表示はなかった。同様のトラブルが多数あったものと思われ、対応に納得できない。このよう
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な対応は問題ではないか。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>
⇒当センターは民間の機関であり、個別の事業者を指導できる立場にありません。製造メーカ
ーや販売店のウェブページに、長期保管等によりドロドロになることがあるとの情報があり
ましたので、一般的な柔軟剤の性質として、このような現象はあり得るようです。ただし、
トラブルがあった場合に、個々の企業がどのような対応をしているかまではわかりかねま
す。当センターとしては、頂いた情報を情報源が特定されない形で公表し、また関連する業
界にも正しく伝えることで、情報の共有化を図ってまいります。
◆

＜繊維製品の色落ちについて＞

友人から貰った綿の黒い布を炬燵（こたつ）かけとして使用

している。この布は、今までに洗濯機で２回洗濯しており、少し色が褪せている。今回、中性
洗剤でつけ置き洗いをしたところ、染料が染み出し洗濯液が茶色くなった。この染料の安全性
はどうなのだろうか。布には洗濯表示等の情報は全くない。化学製品ＰＬ相談センターは以前
にも利用したことがある。<消費者>
⇒どのような染料が使用されていたかわかりませんので、安全性については分かりかねます。
一般的に、染料は種類や染め方によって色落ちすることがあります。製品によっては色落ち
することがある旨の表示をしているものもあります。洗濯の度に染料が染み出しているよう
ですので、洗濯の際には単品で洗われた方がよいでしょう。
◆

＜窓に貼る装飾シールがベタベタになって取れない＞ 窓に装飾用のシールを貼っていたとこ
ろ、１年くらいしたら接着面が溶けだしたように垂れてきてベタベタになってしまった。無理
やり剥がしたが、全部取り切れずにベタベタが残っている。どうしたらキレイに取れるだろう
か。この装飾シールは１００円ショップなどでも売られているありふれたものだが、商品名や
どこで買ったものかは覚えていない。<消費者>
⇒お伺いしたお話から、装飾シールの材質は判断しかねますが、接着面が残っている場合は、
シンナーや砿油系溶剤などで取ることができると思われます。シール剥がし剤として市販さ
れている製品をお使いになるとよいでしょう。使用に際しては、製品の注意表示をよく読み、
目立たない所で試してからお使いください。

◆

<本革財布のベタつき＞ ２つ折りの本革財布を購入して、１年ほど使用したところで、中側の
カード入れの部分がベタつくようになった。不良品ではないかと思い、製造メーカーに申し出
た。製造メーカーは当該製品の引き取り調査を行い、接着剤の溶出が原因との回答で、接着剤
を拭き取った上で当該製品を返してきた。再度使用していたところ、また同じようにベタ付い
てきた。そこで、再度クレームを申し出たところ、製品の補償期間は１年であり、当該製品は
１年以上経過していることから、新品への無償交換はできない。購入金額の４割をメーカー負
担で交換すると申し出てきた。自分としては自己負担があるのは納得がいかない。化学製品Ｐ
Ｌ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>
⇒当センターは民間の機関であり、個別の事業者を指導できる立場にはありません。本件は品
質上の問題と考えられます。当該製品のトラブルに対して、品質上の問題はなかったのかを
明確にしたうえで、補償内容についての交渉をされては如何でしょうか。
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◆

＜ホワイトボード用マーカーペンで書いた字がキレイに消えない＞ 〇〇社のホワイトボード
用マーカーペンを使っているが、書いた字を消そうとしても、キレイに消えない。マーカーペ
ンに問題があるのか、または自分の使い方に問題があるのだろうか。化学製品ＰＬ相談センタ
ーが２０１７年１２月に発行した「アクティビティノート第２５０号」に、
「ホワイトボードの
不思議」という記事が掲載されいたのをインターネットで見て連絡した。<消費者>
⇒掲載記事は、ホワイトボード用マーカーペンの一般的な性質について解説したものです。個
別の製品については詳細情報が無くお答えできませんので、製造メーカーにお問い合わせく
ださい。

◆

＜ＤＩＹで塗った珪藻土の壁が剥がれてくる＞ ３年程前に、ホームセンターで購入した珪藻
土で自宅の壁塗りをした。しかし、うまく塗れていなかったのか、ポロポロと粉がこぼれてく
るようになってしまった。インターネットを見ると、珪藻土には発がん性物質が含まれており
危険だとの情報があり、心配になった。大丈夫だろうか。この珪藻土は水で練り込み済みでバ
ケツのような容器に入って売られていたものだが、商品名やメーカー名は覚えていない。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>
⇒珪藻土とは、藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積物（堆積岩）であり、主成分は
非結晶性シリカです。一般的には焼成処理をしてろ過材として用いられます。焼成処理をし
た場合、非結晶性シリカの一部が結晶性シリカになると言われています。結晶性シリカに関
しては、国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）が「結晶性シリカが職業ばく露により吸入された場
合、ヒトに対して発がん性がある」と公表していることから、インターネット上に安全性を
危惧する情報が出ています。ただし、ただし、ＩＡＲＣの評価は、砕石作業や鋳物労働者な
どの職業ばく露における疫学研究に基づくものです。また、壁材としての珪藻土にどの程度
の結晶性シリカが含まれているか、吸入した際に問題となるような微細な粉じんが発生する
かなどといった点も明らかではありません。ご相談のケースにおけるリスクはかなり低いも
のと考えられます。安全性を懸念されていますが、施工上の問題で壁としての強度に問題が
あると見るべきではないでしょうか。

事故クレーム関連相談
◆

＜エアゾールタイプの絵の具定着剤が破裂して家具を損傷＞ 「１０年以上前に購入し、棚に
保管していたエアゾールタイプの絵の具定着剤が破裂した。プラスチックのオーバーキャップ
は粉々に砕け、保管していた棚の天板が抜け、黄色やグレーの中身が部屋中に飛び散った。部
屋ではガスストーブを使用していたが、保管場所の棚からは２ｍ以上離れていたため、当該製
品が４０℃以上になることはない。購入店に申し出たところ、製造メーカーから連絡があり、
製品を引き取って調査をすると言われている。製品を渡してもよいものか」との相談を受けて
いる。製品を渡す際の注意点はあるか。<消費生活Ｃ>
⇒製造業者が事故クレームを受けた時に、該当製品を調査するのは基本的なことです。渡して
調査してもらうとよいでしょう。調査結果の報告について、文書での報告が希望であれば、
予め伝えておくとよいでしょう。購入後１０年以上経過していると思われる製品での事故で
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すので、製造物責任を問えない可能性があり、原因調査の結果を受けてどう対応するかは事
業者の考え次第になると思われます。事前に損害賠償の有無についても話し合い、写真等で
損害内容が分かるようにしておくとよいでしょう。
◆

＜加湿器に使用するアロマウォーターで呼吸障害＞ 「いつも加湿器にアロマウォーターを入
れて使用している。今回、初めて使用したアロマウォーターで夫婦でせき込み、主人は一時呼
吸困難となり寝込むほどであった。加湿器の使用を止めたところ症状は改善したため病院には
行ってない。当該製品（アロマウォーター）は中国製で、輸入販売元の連絡先の表示はあるが
問い合わせはしていない。当該製品の安全性はどうなのだろうか」との相談を受けている。同
様の事例はあるか。<消費生活Ｃ>
⇒過去事例を確認しましたが、同様の事例はありませんでした。当センターは個別の製品につ
いての安全製情報等、詳細情報は持ち合わせておりませんので、輸入販売元にお問い合わせ
ください。お伺いした内容では、加湿器を止めて症状は改善したとのことですが、一時寝込
むほどの呼吸困難になられたとのことですので、念のため製品をもって医師に相談されるこ
とを勧められてはいかがでしょうか。

◆

＜重曹がエンジンオイルと混ざり体調不良の原因に＞ 重曹をエンジンオイルの中に入れてし
まい、その後、エンジンをかけると頭痛がするようになった。エンジンオイルは交換してもら
ったが、自分は化学物質過敏症との診断を受けており、臭いはしなくても、微量の化学物質に
反応して体調不良になってしまうことがある。エンジンオイルと重曹が混ざって何らかの有害
物質が生じるようなことはないだろうか。その可能性があるならば、有害物質の中和方法を教
えてほしい。<消費者>
⇒重曹は水には溶けますが、エンジンオイルなどの油には溶けません。また、両者が化学反応
を起こす可能性は極めて低いと思われます。車内の換気を心掛けて様子をみて、症状が繰り
返し出るようであれば医療機関に受診することをお勧めします。

◆

＜マンションの塗装工事によるシンナー臭＞ ６日前にマンションの共用部分の塗装工事が行
われた。その際に、シンナーの臭いが家の中に入り込んで、羽毛布団、マットレス、押入れに
入れているプラスチックのケース等が臭うようになった。施工時に換気扇を使ったことで臭い
が入り込んだものと思うが、施工前に換気扇を使わないようにとの指示はなかった。部屋の臭
いは窓を開けて換気をしたことで気にならなくなったが、物についた臭いは気になる。ただし、
自分以外の家族は気にならないと言っている。臭いを取る方法はないだろうか。施工業者に申
し出て、臭いを取るためにサーキュレーターを買うと伝えたところ、一部費用は持つと言われ
ている。マットレスも買い替えたいが費用を請求できるだろうか。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>
⇒羽毛布団は、一般に羽毛特有の臭いがする場合には、「羽毛布団の中の空気をできるだけ押
し出し、新しい空気と入れ換え、日陰干しをする」を繰り返すことで対処できる場合がある
ようですので、試してみてはいかがでしょうか。マットレスは同様の処理は出来ず、臭いが
しなくなるには時間が掛かるように思われます。マットレスの買い替え費用の請求について
は施工業者との交渉次第ですが、ご自身だけが臭いがすると感じるレベルで、実質的な健康
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被害が生じているとは言い難く、費用請求に応じてもらうのは難しいかも知れません。

クレーム関連意見・報告等
◆

＜柔軟剤の成分表示について＞ 自宅に友人を招いた際に、友人の衣類からの柔軟剤のニオイ
で気分が悪くなった。インターネットで柔軟剤のニオイについて検索してみると、柔軟剤には
有害な成分が含まれているとあった。しかし、柔軟剤の成分表示に記載はないようである。な
ぜ表示されていないのか。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。<
消費者>
⇒柔軟剤の成分表示に法的な規制はなく、日本石鹸洗剤工業会が定めた業界自主基準である
「衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準」
（https://jsda.org/w/01_katud/a_sekken25.html）に則って表示されています。柔軟剤な
どの家庭用品に使用されている化学物質には、化審法、毒劇法、化管法など様々な法律で、
環境や人体への影響を考慮した規制が行われています。ご参考までに、化学物質の有害性は
ばく露量（実際に身体に取り込まれる量）に依存しますので、有害なものが使われていたと
しても、ただちに健康被害が起きるということではありません。そういった点を理解したう
えで、個別の製品の安全性について疑問がある際は、製造メーカーに直接お尋ねください。

一般相談等
◆

＜ヘアカラーリング剤の違いについて＞ ヘアカラーとヘアマニキュア等の違いについて、ヘ
アマニキュアでも皮膚や髪の毛にトラブルを起こすことがあるか。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>
⇒ヘアカラーリング剤には、カラースプレー等の｢一時染毛料(毛髪着色料)｣、ヘアマニキュア
等の｢半永久染毛料(酸性染毛料)｣、ヘアカラー等の｢永久染毛剤｣の３種類があります。酸化
染料を主成分とする永久染毛剤は、アレルギー性接触皮膚炎を起こすことがあり、それまで
かぶれたことがない人でも、ある日突然かぶれてしまうことがあります。そのため、ヘアカ
ラー（永久染毛剤）を使用する際は、毎回必ず、取扱説明書等に記載された方法でパッチテ
スト(皮膚アレルギー試験)を行う必要があります。一方、ヘアマニキュアは比較的肌に穏や
かで、アレルギー性接触皮膚炎を起こすことは稀ですが、一般の化粧品と同じように体質や
体調によって肌トラブルとなる可能性はあります。

◆

＜消毒用エタノールの他容器への移し替え使用について＞

キャップ式のプラスチック容器

に入った手指消毒用のエタノールを、専用品ではないポンプ式のポリエチレン容器に移し替え
て使用したい。消毒剤の製造メーカーに問い合わせたところ、ポリエチレンは製品の容器と同
じ素材であるが、他の容器に移し替えて使用することは勧められないとの回答であった。移し
替えて使用すると何か問題はあるのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。
<消費者>
⇒製品の容器は、内容液の特性や用途に合わせて、使用時だけでなく保管時にも安全性が保た
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れるように設計されています。専用容器以外への移し替え使用はお勧めできません。また、
製品容器には用途、使い方、成分、使用上の注意、応急処置など、その製品にとって重要な
情報が表示されており、他容器への移し替えで、それらが必要とされた時に確認できなくな
ります。ポリエチレン自体はアルコールに対しての耐性があり、材質としての問題はありま
せんが、ポンプ容器には部品としてポリエチレン以外のプラスチックが使われることもあ
り、場合によってはポンプ容器としての機能が損なわれてしまうことがあります。
◆

＜ビニール手袋の安全性について＞ 離乳食を作る際にビニール手袋を使用しているが、誤っ
て炊事用ではない手袋を使用して何回か調理をしてしまった。製造メーカーに安全性上問題が
あるか問い合わせたが、ビニール手袋に使用している添加剤が油と触れると溶け出してしまう
ことがあるため、食品用には使用しないようにとしている。安全性について、食品用に使用し
たことで問題となった報告はないが、お勧めはしていないとのことであった。安全性について
はどうなのか。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>
⇒一般に、ビニール手袋とはポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）製の手袋のことです。食品に使用する
ＰＶＣ製手袋は、食品衛生法の規制を受けており、規格基準で重金属などの有害物質の含有
量や溶出量が規制されています。また、ＰＶＣに可塑剤として使われるフタル酸ビス（２－
エチルヘキシル）
（ＤＥＨＰ）について、油性食品に触れる調理手袋への使用が禁止されて
います。これは、ＤＥＨＰが油溶性のため、油性食品に触れた際に溶出しやすく、安全性基
準を超える恐れがあるためです。調理用には食品衛生法に適合した調理手袋をお使いくださ
い。ご懸念の点については、使用が数回に限られていることから、過度に心配する必要はな
いと思われます。

◆

＜油性ペンで書いた字の消し方＞ 高齢の母が、油性ペンで色々な物に字を書いてしまう。マ
ニキュアの除光液を使って消しているが、ホーロー鍋の蓋の内側にも字を書いてしまった。食
に係るものなので除光液などは使いたくない。字を消す方法はないだろうか。化学製品ＰＬ相
談センターは、図書館で見た「くらしの１１０番」という冊子に紹介されていた。<消費者>
⇒油性ペンは染料や顔料などの着色剤、溶剤、樹脂、その他添加剤でできています。ホーロー
鍋ならば、表面に定着しているだけなので、クレンザーなどで落とせると思われます。クレ
ンザーは過度に力を入れて擦るとキズになることがありますので、目立たない所で試してか
ら処理されるとよいでしょう。

◆

＜ラジコンのモーターが異常発熱してカーペットに焦げ目＞ ２週間ほど前に、趣味でやって
いるラジコンのモーターが異常発熱し周辺の回路が燃えてしまった。その影響で、ラジコンを
置いていたカーペットに小さな焦げ目がついてしまった。焦げた時は煙が出て臭いもしたが、
換気をして、今は臭いはない。この部屋で小さな子どもが遊ぶが、焦げたことで有害物質が出
て、子どもの健康に影響を与えるようなことはないだろうか。ラジコンメーカーにも問い合わ
せたが、製品には有害物質は使っていないとのことで、焦げた跡の影響については答えてもら
えなかった。<消費者>
⇒実際にどのような物質が使われていたのか情報がないので、お答えしようがありません。一
般に、有害物質があったとしても、身体に入らなければ健康影響が出ることはありません。
化学製品 PL 相談センター
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焦げた部分をよく掃除して付着している焦げや汚れを拭き取っておけばよいのではないでし
ょうか。
◆

＜二酸化塩素スプレーの安全性について＞ １年以上前に購入し、数回使用したスプレータイ
プの二酸化塩素除菌剤がある。今も使用可能かどうかを製造メーカーに尋ねたところ、１年以
上経過した製品はポンプのスプレー部分が劣化してボロボロになっている可能性があると言
われた。表示を見ると、ポンプを装着後半年で使用するようにとあり、プラスチックをボロボ
ロにしまうほどの物質が使われていると思うと怖くなった。再度、廃棄方法について尋ねてみ
ると二酸化塩素は分解してしまっているので、除菌効果はなくなっている。水道水と一緒に流
して廃棄するようにとのことであった。二酸化塩素はプラスチックを劣化させるほど怖い物質
なのか。本当に家庭排水に流しても大丈夫なのか。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。<消費者>
⇒当センターは個別の製品についての詳細情報を持ち合わせておりません。製品の品質や安全
性については、製造メーカーにお問い合わせください。一般的に、二酸化塩素は常温では塩
素のような刺激臭のある気体です。気体のため取り扱いが難しく、お問い合わせのような製
品は、亜塩素酸ナトリウムをベースに製剤化し、徐々に二酸化塩素を放散させるように制御
するなどの工夫がなされているようです（安定化二酸化塩素と呼ばれている）。亜塩素酸ナ
トリウムや二酸化塩素には毒性はありますが、濃度や放散量を健康影響がないように工夫さ
れているようです。亜塩素酸ナトリウムも二酸化塩素も酸化剤ですので、プラスチック類を
徐々に酸化分解することがあります。プラスチック類を酸化分解するという現象と人体への
安全性には直接的な関連性はありません。廃棄方法については、製造メーカーの指示に従う
のがよろしいかと思います。

◆

＜食品用ラップの安全性について＞ 生肉用の食品ラップが調理の際にフライパンに入りとけ
てしまった。肉に付着したものを気付かずに食べてしまったかも知れないが大丈夫か。化学製
品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者>
⇒食品に用いられる器具・容器包装は、食品衛生法に基づき材質試験及び溶出試験の規格基準
が定められ、その安全性が担保されています。肉に付着した少量のラップを仮に食べてしま
ったとしても、腸内で吸収されることはなくそのまま排出されます。ご心配には及ばないで
しょう。

◆

＜空間に次亜塩素酸を放出する空間除菌・脱臭機の安全性＞ 塩水を電気分解して発生した次
亜塩素酸を空間に放出して除菌・脱臭を行うという空間除菌・脱臭機の購入を検討している。
安全性が気になり製造メーカーに問い合わせたが、納得できる回答は得られなかった。次亜塩
素酸の安全性について知りたいがどうだろうか。<消費者>
⇒当センターは個別の製品の性能・品質、安全性に係る詳細情報は持ち合わせておりません。
安全性については製造メーカーが答えるべき事柄ですので、製造メーカーにお問い合わせく
ださい。当該製品は電気分解によって生じた次亜塩素酸水を空間中に放出するものです。一
般に次亜塩素酸水は高い除菌力を有しながらも、人体への影響は少ないと言われています。
しかし液性が酸性に傾くと有害な塩素ガスを発生する可能性があり、その濃度によっては人
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体に影響が出ることがあります。また、特有の臭い（塩素臭）があります。気になる事柄を
より具体的に、製造メーカーに問い合わせるようにしては如何でしょうか。
◆

＜ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）製ビーズおもちゃの安全性について＞ポリビニルアルコー
ル（ＰＶＡ)製のビーズを水で濡らし、ビーズ同士をくっつけて動物やキャラクター等の形を
作るおもちゃで子どもと遊んだ。このビーズは水に濡らすと表面が溶けてビーズ同士がくっつ
くように出来ているが、ビーズを触った手を洗わずにお米を研いで炊いてしまった。手につい
た成分がお米に移行し、炊飯時の熱で有害物質に変化することはないか。現在、製造メーカー
に問い合わせ回答待ちである。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。
<消費者>
⇒現在、製造メーカーに問い合わせ中とのことですので、回答をお待ちください。一般に、お
もちゃの安全性に関る規制としては、乳幼児が口にするおそれのあるものは、食品衛生法で
規格基準が規定されています。さらに、一般社団法人日本玩具協会が玩具安全基準（ＳＴ基
準）を設定しています。また、製造メーカーのウェブサイトには、規定の検査を実施し、Ｓ
Ｔ基準に適合していることが公表されています。

◆

＜ヘアケア製品の安全性について＞ ヘアマニキュアやシャンプーが皮膚にできる白斑の原因
になることはあるのか。最近、顔に薄く白斑ができてきており、何が原因か気になっている。
自分は脂漏性皮膚炎の持病がある。また、ヘアカラーにアレルギーがあり、ヘアマニキュアを
使用している。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>
⇒過去に当センターに寄せられた相談や一般情報からは、ヘアマニキュアやシャンプーなどの
ヘアケア製品で白斑が発生したという情報はありませんでした。ご使用になっているヘアマ
ニキュアやシャンプーなどの製品について懸念する点がある場合、それぞれの製造メーカー
にご相談ください。また、白斑の診断や治療に関することは、皮膚科に受診してご相談くだ
さい。

◆

＜介護用のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）製手袋で食事＞ 一昨日の夕食の際、食卓で各自が肉をレ
タスで包んで食べるような内容だったので、手が汚れないように、介護用のＰＶＣ製手袋をし
て食事を取った。その後、食品用には食品衛生法に適合した手袋を使う必要があることを知り、
心配になった。健康を害す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。<消費者>
⇒食品に使用するＰＶＣ製手袋は、食品衛生法の規制を受けており、規格基準で重金属などの
有害物質の含有量や溶出量が規制されています。また、ＰＶＣに可塑剤として使われるフタ
ル酸ビス（２－エチルヘキシル）
（ＤＥＨＰ）について、油性食品に触れる調理手袋への使
用が禁止されています。これは、ＤＥＨＰが油溶性のため、油性食品に触れた際に溶出しや
すく、安全性基準を超える恐れがあるためです。調理用には食品衛生法に適合した調理手袋
をお使いください。ご懸念の点については、使用が限定的であることから、過度に心配する
必要はないと思われます。

◆

＜しっくい壁の安全性＞ 家のリフォームで、部屋の壁をしっくいにすることを検討している。
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色々と調べていたら、「しっくいの主成分は消石灰であり強いアルカリ性である。壁塗りの際
には皮膚に付けたり、目に入れたりしないように注意する必要がある」との情報を見た。壁塗
り自体は業者に依頼するつもりであるが、乾いた後は大丈夫なのだろうか。小さな子どもがい
るので、誤って壁の粉が目に入ったり、水で濡れた壁を触ったりして事故にならないか心配で
ある。<消費者>
⇒しっくいの主成分の消石灰は水酸化カルシウムという化学物質で、強いアルカリ性を示しま
す。乾燥後は空気中の二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムに変化し、徐々に硬化していく
と言われています。しかし、この反応の完結には数十年という時間を有すると考えられます
ので、乾燥直後のしっくい壁は水酸化カルシウムが乾燥したものになります。しっくい壁で
ご懸念のような事故が起こったという事例は聞いたことがありませんが、目に入れたり皮膚
に付けないように注意が必要です。一般に、しっくい壁は主成分の消石灰の他に“すさ”や
“海藻のり”などを混ぜ込んで強度を出しています。施工業者に、施工上の工夫でご懸念の
点を解決できないか相談してみては如何でしょうか。
◆

＜白金触媒式カイロ用燃料の安全性について＞ 白金触媒式カイロ用燃料のベンジンについて、
発がん性が懸念される物質が含まれているとの情報を見た。使い続けても問題ないだろうか。
<消費者>
⇒白金触媒式カイロの燃料として使われているベンジンは、石油を精製して得られる揮発性の
高い液体で、成分はヘキサンを主とした飽和炭化水素です。ベンジンの安全性情報を見る
と、発がん性についてはデータがないため分類できないとなっていました。揮発性の有機溶
剤の一種ですので、蒸気を吸入しないよう注意が必要ですが、ご相談の用途で使用する限
り、過度に心配する必要はないでしょう。

◆

＜塩素系漂白剤とアルコールの混合で発生する有害ガスについて＞ 塩素系漂白剤の注意表示
にアルコールと混ざると有害なガスが出て危険とある。アルコールと混ざると発生する有害な
ガスは何か。ビールの空き缶やワインの空瓶と一緒に漂白剤の空ボトルを入れてしまった、漂
白剤の残った液体が数滴混ざったかもしれない。臭いはしていないが、心配である。漂白剤の
製造メーカーに問い合わせたところ、発生するのは塩素ガスであるが、塩素ガスは強い刺激臭
があり、今回の場合は臭いがしておらず、発生したとしても少量と考えられるので問題ないと
の回答であった。本当に大丈夫なのだろうか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで
知った。<消費者>
⇒日本家庭用洗浄剤工業会ウェブサイトのＱ＆Ａに、塩素系製品とアルコールが混ざった場
合、「家庭用品品質表示法の塩素ガス発生試験で塩素系のガスが発生することが確認されて
います」とあります（http://www.senjozai.jp/04_qanda.html）
。塩素ガスには強い刺激臭
がありますが、臭いもなかったとのことですので、過度に心配される必要はないでしょう。

◆

＜消毒用エタノールの他容器への移し替え使用について＞

新型コロナウイルス等の感染予

防に消毒用エタノールを携帯したい。本体は５００ｍｌで携帯しにくいため、エタノールを脱
脂綿に浸み込ませてポリエチレン容器に入れて携帯したいが何か問題はあるか。製造メーカー
に問い合わせたところ、
「問題があるかどうかはわからない」とのことであった。実際、どうな
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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>
⇒製品の容器は、内容液の特性や用途に合わせて、使用時だけでなく保管時にも安全性が保た
れるように設計されています。一般的には専用容器以外への移し替え使用はお勧めできるも
のではありません。ただし、ポリエチレンはアルコールに対しての耐性があり、材質として
の問題はなく、お問い合わせの使い方であれば、消毒用エタノールに添付されている用途、
使い方、成分、使用上の注意、応急処置などの情報を携帯し、正しく使用すれば、特に問題
はないように思われます。
◆

＜アルコールフリーのアロマデュフューザーについて＞

アルコールフリーのアロマデュフ

ューザーを購入した。説明書にアルコールフリーのためＶＯＣが低いとあるが、ＶＯＣはアル
コールを表すものか。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>
⇒ＶＯＣとは、揮発性有機化合物の総称です。代表的な物質として、トルエン、キシレン、酢
酸エチルなどがあり、塗料、接着剤、洗浄剤、印刷インキなどの多種多様な製品に含まれて
います。アルコールも揮発性有機化合物の一つです。しかし、当該製品に、アルコール以外
に揮発性有機化合物が含まれているか否かが分かりませんので、ＶＯＣ総量として低い値で
あるのかは不明です。
◆

＜成分分析機関について＞ 自社で扱っている油汚れを落とす洗浄剤の成分分析をしてくれる
機関を紹介してほしい。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>
⇒当センターから特定の検査機関の紹介はできません。独立行政法人 製品評価技術基盤機構
の｢原因究明機関ネットワーク｣(http://www.nite.go.jp/jiko/network/)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。

◆

＜プラント建設と製造物責任＞ 弊社はプラント建設業であるが、依頼を受けて納入したプラ
ントで爆発等の事故があり、工場や周辺住民に被害が出た場合、製造物責任を問われることは
あるのか。<事業者>
⇒納入したプラントが製造物責任法における製造物に該当するか否かによるものと思われま
す。詳しくは、消費者庁が公表している「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_a
ct_annotations/）をご参照ください。製造物と見なされた場合、製造物に何らかの欠陥が
あり、その欠陥によって事故が起きて被害が発生したと判断された場合は製造物責任を問わ
れることになります。

◆

＜製品に使用する化学物質の安全データシートの入手方法について＞ 弊社で製造販売をする
製品に使用する２つの化学物質の安全データシートをインターネットで入手したいが見当た
らない。どのようにすれば探せるか。なお、２つの化学物質は既に供給メーカーから購入済み
のものである。<事業者>
⇒労働安全衛生法によって定められた「表示・通知義務対象物質」を提供する場合には、対象
となる化学物質やその混合物の提供者は、製品へのラベル表示と安全データシート提供が義
務付けられています。また、表示・通知義務対象物質に該当しない化学物質についても努力
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義務とされています。既に購入されているとのことですので、安全データシートは供給メー
カーにお問い合わせください。
◆

＜一般企業向けの出前講座について＞ 弊社はBtoBの化学会社であるが、社員教育として製造
物責任についての講座を検討している。化学製品PL相談センターのホームページに、主に一般
消費者向けに行われた出前講座の実績が掲載されていたが、企業向けにも実施して貰えるのか。
内容についての要望を送るので検討してもらいたい。<事業者>
⇒企業向けの出前講座も行っています。検討させて頂きますので、内容等についての要望をお
送りください。

◆

＜業務用洗濯洗剤の表示に関する法規制について＞ クリーニング店などで使う業務用の洗濯
洗剤の製品表示について法規制はあるのか。化学製品ＰＬ相談センターは、インターネットに
掲載されている啓発冊子「暮らしに役立つ法律の話」を見て相談した。<事業者>
⇒一般家庭用の洗濯洗剤については家庭用品品質表示法で品名、成分、使用上の注意などに関
して表示すべき内容が定められています。業務用は対象外で各社が自主的に表示をしていま
すが、家庭用品品質表示法に準拠した表示としているケースが多いようです。また、業務用
用途の製品は労働安全衛生法の規制の対象となります。表示・通知義務対象物質を含有する
場合には、ラベル表示や安全データシート交付が義務付けられています。

意見・報告等
◆

＜新聞回収用のポリ袋（ポリエチレン製）について＞ 先日、新聞屋が各家庭に配っている新聞
回収用の袋が紙袋からポリ袋に変更された。海洋プラスチックの問題があるのに、敢えてポリ
袋にするのは如何なものかと思っている。新聞屋に意見を申し出る前に、現状を把握しておこ
うと思い電話した。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
>
⇒海洋プラスチック問題は、地球規模の新たな課題として近年注目されています。環境省は
「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を公表していますが、その中に「廃棄物処
理制度によるプラスチックごみの回収・適正処理をこれまで以上に徹底するとともに、ポイ
捨て・不法投棄及び非意図的な海洋流出の防止を進める」といったことが明記されています
（http://www.env.go.jp/press/106865.html）。消費者の立場で大事なことは、使用から廃
棄まで、環境への影響を考え、過剰なごみを出さないようにすること。更に、ポイ捨てなど
をせずに適切なルートでごみが処理されるように心がけることにつきるのではないでしょう
か。
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乾電池の液漏れ
乾電池を交換しようとしたら液漏れ･･･。誰でも一度は経験があること
ではないでしょうか。一般社団法人電池工業会によると、液漏れトラブル
の多い製品は、１位 リモコン、２位 時計、３位 ライト、４位 ＡＶ機器、
５位 健康機器とのこと。何となく自らの経験と一致しているように思わ
れます。当センターにも乾電池の液漏れに関連した相談は定期的に寄せら
れていますので、今回はこれを取り上げてみたいと思います。
なぜ液漏れするの？
液漏れを何度も経験すると、そもそも、液漏れをしないような密封性の
高い製品を作ればよいのではないか。そうするのは、現代の科学技術を以ってすれば簡単ではない
のか、と思ってしまいます。しかし、実は乾電池が液漏れを起こすには、それなりの理由がありま
す。
乾電池が電気を発生させる際には、電池の中で化学反応が起こっています。その際に、水素ガスが
発生します。正常に使われている場合には、発生量は少なく自然と抜けていきますが、使い方によっ
ては急激に水素ガスが発生し内圧が上昇してしまうことがあります。そのままにして置くと破裂し
て危険なため、安全弁が開いてガスが抜けるような構造になっているのです。その際に電池内の電
解液が一緒に漏れ出してしまう、これが液漏れです。
液漏れの原因となる異常な使い方は主に次の 3 つです。①過放電；スイッチを切り忘れたり、機
器が動かなくなった状態で電池を入れっぱなしにしておくことにより、過度に放電された状態、②
逆挿入；電池の＋端子と－端子を機器の指定の向きと逆に入れた状態、③ショート；電池の＋端子と
－端子を金属などの導電性のもので接続させた状態。以上は使用中、または使用後に起こる液漏れ
の原因ですが、未使用の乾電池でも液漏れが起こることがあります。それは使用推奨期間を超えた
長期保管や落下などによる変形、高温多湿等による錆、ショートなどの外部要因によるものです。乾
電池を液漏れさせないためには、これらの原因を取り除いてやればよいということになります。
液漏れした液の正体は？
電池とは簡単に言ってしまえば、電解液の中に電極（正極と負極）を入れたものですが、乾電池
は、これを扱いやすくするために、電解液を固体に染み込ませて、簡単には流れ出さないように保持
させてあります。乾電池の液漏れの正体はこの電解液です。アルカリ乾電池の電解液には水酸化カ
リウムが、マンガン乾電池の電解液には塩化亜鉛が使われています。アルカリ乾電池に使われてい
る水酸化カリウムは強い腐食性があり、皮膚に触れると化学やけどを起こす、眼に入れると眼を損
傷し失明してしまう危険性があります。このため処理をする際には、漏れ出した液に直接触れない
ようにする注意があります。マンガン乾電池の電解液は弱酸性の塩化亜鉛で、アルカリ乾電池に較
べると有害性は低いといえますが、やはり皮膚や眼に対する腐食性がありますので同様の注意が必
要です。
また、液漏れと言いながら、乾燥して粉を吹いた状態になっていることがあります。水酸化カリウ
化学製品 PL 相談センター
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ムの場合、乾燥の過程で、空気中の二酸化炭素と反応して炭酸カリウムに変化しています。炭酸塩と
なることで、有害性は弱まっていますが、アルカリ性であることに変わりはなく、やはり同様の注意
が必要です。
もしもの場合の応急処置は･･･
液漏れした液が皮膚についた場合は、流水で十分洗浄して様子を見て、異常があれば医師の診察
を受けてください。目に入った場合は、こすらずに直ちに十分な流水で１５分以上洗眼し、早めに眼
科を受診してください。子どもなどが電解液をなめてしまったときは、冷たい水または牛乳を飲ま
せて様子を見て、異常があれば医師の診察を受けてください。電池そのものを飲み込んだ場合には、
食道につまらなければ、ほとんどの場合そのまま排泄されます。しかし消化管内に停滞すると、食道
や胃の粘膜が傷ついたり、アルカリボタン電池（水銀電池）の場合には中毒を起こしたりする可能性
もあります。無理に吐かせようとすると食道にひっかかってしまうことがありますので、吐かせず
にすぐに受診してください。なお、いずれの場合も、受診する際には、より適切な処置を迅速に受け
られるよう、液漏れした電池または同じ種類の電池を持参するとよいでしょう。
処理～廃棄する時は･･･
処理する際は、ビニール手袋等をして、直接触らないようにしましょう。また、粉状になったもの
が目に入ることもありますので、保護メガネ等を掛けるとよいでしょう。
電池を廃棄する際には、使い終わった電池にも微量の電気が残っている可能性があるため、セロ
ハンテープ等で電極を絶縁（電気が通らないようにすること）して、ゴミに出すまではビニール袋に
入れて保管し、各自治体の分別方法に従って廃棄するとよいでしょう。
時計、電卓、おもちゃなど、身のまわりのさまざまな製品に使用されている電池ですが、取り扱い
によっては思わぬ事故が起きたり、処置が遅れると大きな被害につながったりする恐れもあります。
乾電池に液漏れは付き物と考え、液漏れを起こさないような使い方を心掛けましょう。
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太古の昔から使われている藍色の染料にインディゴがあります。その利用の歴史は、紀元前３０
００年頃のインダス文明にまで遡ると言われています。日本で「藍染め」と呼ばれているものもイン
ディゴですが、奈良時代に朝鮮半島経由で中国から伝来したと言われています。日本の「藍染め」は
作業着から高級衣料まで様々なものに利用されていたため、明治の初めに来日したイギリス人化学
者、ロバート・ウィリアム・アトキンソンは、街のあちこちに見られる藍色を「ジャパン・ブルー」
と呼び称賛しました。サッカー日本代表のチームカラーも、日本の伝統色としての「ジャパン・ブル
ー」に由来しているのかも知れません。
インディゴで染色する際に厄介な問題があります。それは、インディゴが水に溶けないというこ
とです。それではどうやって染めるのということですが、そこに酸化・還元反応が係わってきます。
インディゴと「酸化」
、
「還元」

繊維を染めるとき、一般的には、まず染料を水に溶かし、それを繊維の中に染み込ませて固定させ
ます。しかし、インディゴは水に溶けないため、そのままでは繊維に染み込ませることができませ
ん。ところがインディゴの分子が水素と結合する、つまり還元されると、ロイコ・インディゴという
水に溶ける物質に変化します（一般的にはアルカリ下でハイドロサルファイトといった還元剤を使
って還元処理を行います）
。インディゴのままでは水に溶けなくても、ロイコ・インディゴに変化さ
せることによって、繊維に染み込ませることができるのです。しかし水に溶けるということは、その
ままでは洗濯したり雨や汗で濡れたりすると色落ちしてしまいます。ところがロイコ・インディゴ
を染み込ませた繊維を空気に晒すと、空気中の酸素によってロイコ・インディゴ分子の中の水素が
奪われ、つまり酸化されて、元のインディゴに戻って水に溶けなくなるのです。インディゴのように
酸化・還元反応を用いて染色する染料を建て染め染料と言います
今でこそ、還元剤のような薬品も容易に入手でき、インディゴも化学合成されたものがあります
が、かつては、インディゴはインド藍（インド原産のマメ科の植物）などの植物から採らなければな
らず、染色時の還元処理も微生物の発酵作用を利用したやり方で、大変手間のかかる作業であった
ようです。
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デニムとジーンズ、それではＧパンは？
インディゴが使われている代表的な衣料品は何？ と言われて、まず
思い浮かぶのは「ジーンズ」ではないでしょうか。ひと世代前の人は「Ｇ
パン」と言ったりします。また「デニム」という言い方もあります。こ
の３つの言い方、どういう違いがあるのでしょうか？
デニムとは、縦糸をインディゴで染め、横糸に未染色糸を用いて綾織
りにした綿の厚地の織布のことで、ジーンズはデニムで作ったカジュア
ルなパンツのことです。Ｇパンもジーンズと同じ意味ですが、こちらは
和製英語です。戦後、進駐軍の兵士をＧＩと言ったりしましたが、ＧＩ
が履いていたパンツということで「Ｇパン」となったという説が有力と言われています。
世にジーンズ愛好家と称する人々がいますが、彼らは「ジーンズの価値は、長年履きこんだ後の色
落ちや風合いにある」と言います。愛好家でなくても、ジーンズの良さは新品よりも経年使用後にあ
ることは理解できると思います。
ジーンズ独特の色落ちや風合いの秘密は、その生地であるデニムにあります。縦糸だけインディ
ゴで染色していること、糸の染色方法にロープ染色という特殊な方法が取られていることです。ロ
ープ染色された糸は、外側が染まり、糸の芯の部分は染まらずに白いまま残ります。このため、擦れ
て繊維が削られたり、生地にしわが入ったりすると、白い横糸が見えてきたり、芯の白い部分が出て
きたりして、独特の色落ちと風合いを醸し出すわけです。
太古の昔から人間に使われてきた「インディゴ」
。インディゴを利用する過程で、人間は知らず知
らずのうちに酸化・還元反応を利用してきました。古いもの、古い技術は、やがて新しいもの、新し
い技術に置き換えられ、やがて忘れ去られてしまうのが世の常です。ところが、
「インディゴ」で染
色したジーンズの価値は古くなるほど、使い込むほど上がって行きます。また、インディゴの歴史を
知れば知るほど、愛着が湧いてきます。
「古くなることで価値を失わず愛着に繋がる」、何か今の時代の消費のあるべき姿を示しているよ
うな気がします。
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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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