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ほっと商品テスト
事例集

石川県消費生活支援センターでは、商品の品質や製品事故に関する
様々な情報提供を行っています。
本事例集では、当センターが実施した試買テストの結果や苦情相談
テストの事例のほか、国等の機関が実施したテストの結果等についても
紹介しています。
商品の適正な使用や製品事故の未然防止にご活用ください。
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石川県消費生活支援センター

圧力なべを調べてみました！
（北陸三県共同試買テスト）
圧力なべは、短時間で調理ができるだけではなく、近年、比較的安価で様々な性能を持った製品が販売
され、一般の家庭に広く普及しています。一方で、
「使用中に突然大きな音とともに中のものが飛び散って
怖い思いをした。」、
「圧力なべのおもりが飛んでガラスが割れた。」等の相談も寄せられています。
そこで、北陸三県（富山県、石川県、福井県）の消費生活（支援）センターが共同で、圧力なべの表示や
安全性、加熱性能等のテストを行いました。

●テスト対象品
北陸三県のホームセンターやスーパーマーケット等で購入した６銘柄
（購入価格は税込み１万円以内、満水容量は３～3.5Lを目安として選定）

№１

№2

№3

№4

№5

№6

■テスト結果
●表示事項
・家庭用品品質表示法雑貨工業品品質表示規程に定められている「表面加工」、
「材料の種類」、
「寸法」、
「満水容量」、
「取扱い上の注意」、
「表示者名等」
（氏名又は名称、住所又は電話番号）は、
全銘柄で適正に表示されていました。
・製品安全協会の定めた「家庭用の圧力なべ及び圧力がまのSG基準」に適合していることを示す「SG
マーク」は、全銘柄で表示されていました。SGマーク制度は、SGマーク付き製品の欠陥によって発
生した人身事故に対する補償制度です。

●仕様等
・内径は、全銘柄で表示値の±３％以内を満たしていました。
・満水容量は、全銘柄で許容範囲（表示値の±５％以内）を満たしていました。

●安全性
・本体側面及びふたの表面温度は、蒸気排出開始までに全銘柄で100℃を超えており、特に高圧側
（No.2は80kPaのみ）では、全銘柄で110℃を超えていました。
・加熱を止め、ロックピンが下降し、ふたの開閉が可能となった時点でも表面温度は全銘柄で95℃を
超えていました。
・ふた取っ手（上側）の表面温度は、どの段階でも温度上昇は小さく、全銘柄で20～30℃程でした。
・本体取っ手（下側）の表面温度は、どの段階でも20～30℃程の銘柄が多かったが、蒸気排出開始以
降40℃を超えたものが1銘柄（No.６）ありました。50℃を超える銘柄はなく、短時間でやけどとなる
おそれは少ないと考えられます。
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●加熱性能
・加熱開始からロックピン上昇までの時間は５分26秒～７分03秒の範囲でした。
・ロックピン上昇から蒸気排出開始までの時間は、低圧側（60kPa以下）では、53秒～１分06秒、高圧
側（80kPa以上）では１分12秒～２分20秒の範囲であり、高圧側で若干長くなる傾向がありました。
・加熱終了からロックピン下降までの時間は、低圧側（60kPa以下）では、９分50秒～15分46秒、高
圧側（80kPa以上）では７分30秒～22分24秒の範囲であり、圧力の切り替えができる5銘柄のう
ち、設定圧力の高いほうが、時間が長くなるものが3銘柄（No.１、3、5）ありました。
・加熱終了までの消費電力量は、0.46kWh～0.51kWhの範囲であり、銘柄及び設定圧力間で大きな
差はありませんでした。

■消費者へのアドバイス
●購入時の留意点
①製品安全協会の定めた「家庭用の圧力なべ及び圧力がまのSG基準」に適合すると「SGマーク」が
表示されるので、より安全に使用したい場合は「SGマーク」が表示された銘柄を選びましょう。
②取っ手はなべを持ち運ぶ際のバランスに影響するので、実際に両手で持ち上げて確かめ、持ち易
く、安定感のある銘柄を選びましょう。
③銘柄によって、使用できる圧力、容量、使用方法等が異なるので、取扱説明書や操作のしやすさ
等を確かめ、自分に合った銘柄を選びましょう。

●使用時等の留意点
①圧力なべは、高温高圧を利用した調理器具であり、使い方を誤るとなべの中身が飛び散ったり、
やけどを負う場合も考えられます。取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用しま
しょう。
②圧力調整弁、安全弁等の目詰まりは、おもりが飛ぶ等の事故につながるおそれがあるので、使用
前に目詰まりしていないか確認しましょう。
③使用後は、パッキンを取り外して汚れ等を洗い落とし、傷や亀裂等がある場合にはすぐに取り換
えましょう。
④取っ手の温度が低くても、圧力なべ本体の温度は十分高温なので、やけどをしないようミトン等
を用いましょう。
⑤蒸気口からの蒸気は十分高温であり、触れるとやけどのおそれがあるので注意しましょう。
⑥圧力なべの中身が飛び散る等のおそれがあるので、３分の２（豆類については３分の１）以上の
内容物を入れて使用しないようにしましょう。
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家庭用接着剤を調べてみました！
（石川県単独試買テスト）
家庭で使われる接着剤は、紙や木材だけでなくプラスチックやゴム、金属等、多用途にわたって多く
の種類の製品が市販されています。一方で、「使用してみたが全く接着しなかった。」、「接着したと思っ
たのにしばらくすると剥がれていた。」等の相談があり、また、「シャープペンシルの先端で開封口を突い
たら、接着剤が飛び出し目に入り、負傷した。」等の事例も発生しています。
そこで、市販されている接着剤の表示事項、正味量、接着性能及び安全性のテストを行いました。

●テスト対象品
県内のホームセンター等で購入した 10 銘柄
（比較的入手が容易なものの中から、種類や主成分の比較ができるように選択した。）
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■テスト結果
●表示事項
・家庭用品品質表示法雑貨工業品品質表示規程に定められている「種類」、
「成分」、
「毒性」、
「用
途」、
「正味量」、
「取扱い上の注意」、
「表示者名等」
（氏名又は名称、住所又は電話番号）は、全銘
柄で適正に表示されていました。

接着剤本体及びパッケージに表示された接着方法一覧
種類

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

接着方法

化学反応形
〈瞬間接着剤〉

接着する片面に少量滴下し、塗り広げずに接着面で押し広げる。
すぐに貼り合わせてしばらく押さえる。

化学反応形
〈熱硬化性接着剤〉

同量のＡ液とＢ液を使用する分だけ出し、付属のヘラで均一になるまでよく混ぜ
合わせる。
混合後すぐに接着面に均一に塗布し、貼り合わせる。

溶剤形

接着する両面に均一に塗布する。
塗布後約10分待って貼り合わせた後すぐに強く押さえる。

水性形

接着する片面に均一に塗布し、
すぐに貼り合わせて静置する。

●正味量
・全銘柄で基準（表示値の－３％以内）を満たしていました。

●接着性能
・接着剤の種類により、各種材料への接着の強度が異なりました。
・夏季の自動車内のような高温になる場所で、接着した硬質プラスチックのひび割れ等を避けるには、
熱硬化性接着剤が適していると推察されます。

●安全性
・瞬間接着剤をタオル地に塗布したところ、数秒で急激に昇温し、
１分以内に最高温度が100℃以上に
達しました。
・溶剤形接着剤は、キャップなしで放置すると、有機溶剤が蒸発して固まり、接着剤が出にくくなりました。
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■消費者へのアドバイス
●購入時の留意点
①接着の強さは、接着剤及び接着する材料の種類によって異なりました。接着剤のパッケージ等
に、接着できる材料や接着できない材料、接着方法が記載されているので、よく確認し、自分の
目的に合ったものを選びましょう。
②接着剤を使用した工作物を高温の場所等（夏季の自動車内等）の厳しい環境に設置する場合、
強度を保つことができるかは接着剤のパッケージ等には明確に記載されていません。判断に迷っ
たときは、販売店の担当者やメーカーに説明を求めましょう。

●使用時等の留意点
①瞬間接着剤は、布や衣服等に付着すると発熱し、やけどを負うおそれがあります。布や衣服等に
付着した場合は、水で冷やしましょう。
②化学反応形接着剤及び溶剤形接着剤は、火気のある場所では使用せず、使用中及び使用後は換
気をよくしましょう。
③接着剤は多種・多用途で性質も異なっており、使用方法や使用条件によっては思わぬ事故が生じ
るおそれがあるので十分注意しましょう。特に子どものいる家庭では、子どもの手が届かないと
ころに置き、いたずらをしないように注意しましょう。
④皮膚への付着、かぶれ、誤飲等への応急処置は接着剤のパッケージ等に記載されているので、使
用前に確認しましょう。
⑤使用する際、容器本体を強く押すと接着剤が飛び出すことがあるので注意しましょう。

焦げ付くフライパンを調べました！
（苦情相談テスト）
●相

談

３カ月前にフライパンを購入した。取扱説明書には「セラミックコーティングされており、少
量の油で調理可能」と記載されていたが、１０回程使用しただけで、焦げ付くようになり、薄
い焦げ付き跡も取れなくなった。数カ月使用しただけで、このような状態になることに納得い
かないので調べてほしい。

●テスト結果と助言
フライパンのセラミックコーティング部分をデジタルマ
イクロスコープで観察したところ、細い線のようなひびが
全体的に発生しており、また、黒ずんでいる箇所には衝
撃で陶器が破損したような小さい傷がありました。
このようなひびや傷は、フライパンの急激な温度変化
や金属等の硬いものとの接触により発生したと考えられ
ます。
フライパンの表面（拡大）
取扱説明書を確認したところ、
「急激な温度変化を与え
ない。
」、「セラミック塗膜面に金属、陶器等が当たると、小さな欠けが発生するため、洗浄・保管時
に注意する。」
、
「中火以下で使用する。
」等が記載されていました。
メーカーに対しては、取扱説明書をより分かりやすくすることと、より長持ちするような製品の改
善を要望しました。
フライパンは身近な調理器具ですが、長持ちさせるためには、取扱説明書をよく読み、適切な方
法で使用することが大切です。
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こんろのグリルでの子どもの
やけどにご注意ください！
（独立行政法人国民生活センター

平成29年９月21日公表）

1歳前後の子どもが、調理中や使用後
のグリル扉等を触ることでやけどを負った
事故が発生しています。
キッチンに設置されたグリルの高さと、
子どもの身長を比較すると、事故報告の
ある年齢では、容易に手が届く高さであ
ることが分かりました。また、子どもは大
人より皮膚が薄いため、深いやけどになり
やすく、応答も遅いため、大人より低い温度でもやけどします。
グリル扉の温度を知るために実使用を想定したテストを行ったところ、グリル扉の窓が最
高で約150℃に達し、使用後も15分程度は、50℃以上になっていました。使用中だけではな
く使用後であってもしばらくはグリル窓が高温なので子どもをグリルに近づけないようにし
ましょう。もしグリルに触れた場合は、すぐにきれいな流水で冷却しましょう。水疱があれば
可能な限り破らないようにし、冷却後は清潔なガーゼやタオル等を当てて医療機関を受診
しましょう。
また、高温抑制扉は通常扉に比べ、最高温度が約30℃低減され、50℃以上の時間も短く
なりました。グリル扉の温度が低くなれば、やけどの重症化のリスクを軽減できると考えられ
ます。高温抑制されている商品の購入を検討すると良いでしょう。

住宅用火災警報器の点検をしましょう！
（独立行政法人国民生活センター

平成29年９月７日公表）

住宅用火災警報器は、住宅火災の逃げ遅れ等の犠牲者を少しでも減らし、火災の早期発
見、気づきに有用なもので、平成16年の消防法改正により、設置が義務付けられています。
警報器のテストを行ったところ、電池切れや故障時には
音声や表示灯の点滅等によりそれらを知らせる機能を有し
ていました。しかし、消費者へのアンケート調査では、約5

…

し～ん

……

割の人が点検(作動確認)をしておらず、実際に取り付けられ
ている警報器の中には、電池切れや故障を起こしているも
のもみられました。
警報器の点検を怠ると、正常に機能しない状態で放置さ
れてしまう可能性があるので、警報器の機能を維持するた
めに、必ず定期的に点検を実施しましょう。また、警報器は
警報を発していなくても常にセンサーが作動し、監視してい
るので、本体の消耗・劣化を考慮し、10年を目安に本体を交
換しましょう。
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刈払機（草刈機）の使用中の
事故にご注意ください！
（消費者庁及び独立行政法人国民生活センター

平成29年７月20日公表）

刈払機はホームセンターやインターネット等で個
人でも簡単に購入することができ、手軽に使える便利
な機器です。しかし、鋭利な刈刃がついており、使用
中は高速で回転するため、慎重に取り扱わないと指

ン！！

バチ～

や脚等の骨折や切断等といった取り返しのつかない
重篤なケガにつながる危険性があります。
刈払機を使う際は、ヘルメット、保護メガネや防振
手袋等、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を
行ってから作業をしましょう。もし、草や異物が刈刃
に詰まったら、必ず機器を止めてから取り除きましょう。また、障害物や地面等にぶつかって
起きる刈刃の跳ね（キックバック）に注意しましょう。
刈払機の刈刃に石を接触させるテストを行ったところ、刈払機による飛散物は広い範囲に
飛び散ることが確認されました。
近くに人がいる場所や、自動車や家屋の近くで作業する場合は、作業する場所の小石や
枝、硬い異物等を事前に除去するとともに、飛散を防止するネットを使用する等、十分な飛
散防止対策を講じてください。また、刈払機で作業中の人には近づかないでください。

照明器具が関係する火災に
ご注意ください！
（ＮＩＴＥ（独立行政法人製品評価技術基盤機構）

平成28年12月22日公表）

照明器具は私たちの暮らしに欠かせない身近な製品ですが、その一方で、照明器具による
火災が多く発生しています。
蛍光灯照明を長期間使用すると、器具内の安定器等が経年劣化し、破損・発煙・発火するお
それがあります。10年以上使用している蛍光灯照明は、販売店等に依頼して異常がないか確認
することを推奨します。10年未満の製品でも、照明が明滅する、異常な音がする等、事故の予兆
がみられたときには、新しい製品に交換してください。
また、白熱灯照明はたくさんの熱を発する照明なので
可燃物が近くにあると火災となるおそれがあります。白
熱灯照明の近くには、可燃物を置いたり、器具や電球を布
や紙等で覆ったりしないでください。投光器のライト（白
熱電球）部分を可燃物で覆った場合、点灯してから25秒
後に約250℃まで温度が上昇して発煙し、２分５秒後には
約500℃まで温度が上昇して発火しました。
さらに、照明器具に合わない電球を使用すると、器具
本体の過熱により周辺が過熱され、天井裏等気づかない
ところで火災となるおそれがあります。照明器具に適合し
た電球を使用しましょう。
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製品事故を未然に防ぐには
①製品を購入するときは、事前に製品の特徴や安全性・品質・機能等をよく検討する。
②製品を使うときは、取扱説明書を必ず読み、正しく使用する。また、取扱説明書は保証
書と一緒に分かりやすい場所に保管しておく。
③製品は、取扱説明書に従って、定期的に手入れや点検をする。
④リコール情報サイト、事故情報データバンクシステム、長期使用製品安全点検制度等を
活用し、製品の安全性を確認・確保する。

●消費者庁リコール情報サイト
回収・無償修理等の情報が掲載されています。
http://www.recall.go.jp/

●事故情報データバンクシステム
生命・身体に係る消費生活上の製品事故情報が掲載されています。
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

ご相談はこちらまで
石川県消費生活支援センター
平

日 ９:００～１７:００

消 費 者 ホ ットラ イ ン

☎０７６-２６７-６１１０
土曜日 ９:００～１２:３０

局番なしの ☎１８８

市町、県、国民生活センターのいずれかの消費生活相談窓口につながります（受付時間内）
。
受付時間は相談窓口ごとに異なります。

ほっと商品テスト事例集
平成30年２月発行

石川県消費生活支援センター

〒９２０－８２０４ 石川県金沢市戸水２丁目３０番地
TEL ０７６－２６７－６１１０ FAX ０７６－２６７－６１０９
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/

「気づいてる？ 未来を創る消費の力」めざそう！消費者市民社会

再生紙を使用しています。
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