
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（家庭

用品規制法）では，現在人体に健康被害を与える恐れがあ

る有害物質として20種類の化学物質の使用が規制されて

いる ．

そのひとつホルムアルデヒド（HCHO）は各種樹脂原

料として汎用され，HCHO系樹脂は繊維製品のしわ，縮

み防止等の目的で使用されている．しかし，樹脂から遊離

するHCHOは粘膜刺激や皮膚アレルギーを引き起こすこ

とで規制され，身体に直接接触する度合の大きい下着，寝

衣，靴下などの子供用・大人用製品では75ppm以下，特

に皮膚の感受性が高い生後24カ月以下の乳幼児用の製品

は検出されてはならない（吸光度差0.05以下または16

ppm以下）という厳しい規制になっている．

道では「家庭用品規制法」に基づき，一般に流通してい

る家庭用品の安全性の確認とその実態を把握するために，

毎年行政検査として試買検査を行っているが，商品分類上

規制対象外の製品については実態が把握されていない．

そこで我々は，道民の健康被害を未然に防止する観点か

ら，ヒトの皮膚に直接触れ，道内で販売されている規制法

対象外繊維製品の中でヒトの皮膚への影響が危惧される製

品についてHCHO溶出量の実態調査を行った．

方 法

１．調査試料

道央圏小売店（廉価品販売店や100円ショップ等計８カ

所）で平成24年及び25年に購入したサポーター（ひじ，

ひざ，腰，足首，手の甲）30試料，マスク（大人用・子

供用）26試料及びワイシャツ（形態安定加工表示有り５

試料，同無し３試料）８試料の計64試料で，すべてが規

制対象外製品であった．

サポーター及びマスクは構成素材の別を問わず試料一点

を１検体とし，繊維部分をおおよそ1cm角程度に細切し

たものを試料として試験を行った．ワイシャツも，同様に

試料一点を１検体とし，細切したものを試料とし，さらに，

各試料を「えり」，「そで口」，「本体（身ごろ）」の３部位

に分けて細切したものを試料とした．

２．試 薬

HCHO標準液：水質試験用ホルムアルデヒド標準原液

（和光純薬工業㈱：1mg/mL)を精製水で希釈して，4μg/mL

のHCHO溶液を調製し，これを順次希釈して各種濃度の

HCHO溶液を作製した．

アセチルアセトン試液：酢酸アンモニウム150gを精製

水に溶解し，氷酢酸3mL及びアセチルアセトン2mLを

加えた後，精製水で1000mLとした（用事調製）．アセト

ニトリルは，和光純薬工業㈱製高速液体クロマトグラフ用

を用い，その他の試薬はすべて和光純薬工業㈱製特級品を

用いた．

３．装 置

紫外可視分光光度計：UV-160A（㈱島津製作所）

HPLC：L-6000，6200pump（㈱日立製作所），SPD-10A，

CR-5A（㈱島津製作所）

カラム：TSK-GEL ODS 80TS（4.6×250mm，5μm，

東ソー㈱）

移動相：0.1％酢酸溶液／アセトニトリル（30：70）

流 速：1ml/min，カラム温度：40℃，測定波長：415nm

４．試験法

家庭用品規制法のHCHOの項（公定法) 及び岩間 ら

の報告している塩酸加水分解抽出による樹脂加工／移染判

別法（４回抽出法）に準じて行った．すなわち，試料（繊

維製品約1.0g）を200mL共栓フラスコに正確に測りと

り，以下のように順に抽出溶媒を加えて４回抽出した．

１回目（公定法相当）：フラスコに精製水を加えた後に
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密栓して抽出後，この液をG2ガラスフィルターで温時ろ

過し，抽出液①とした．ろ過の際は試料がフラスコから流

出しないようにし，残った繊維を２回目の抽出に再使用した．

２回目：繊維の残ったフラスコに１回目と同量の精製水

を加え，抽出，ろ過し，抽出液②とした．

３回目：２回目抽出と同量の割合で，試料に対して

0.1％塩酸を加え，抽出ろ過し抽出液③とした．

４回目：先と同様の割合で，試料に１％塩酸を加えて抽

出，ろ過し，抽出液④とした．

各回の抽出時間は１時間，水浴温度は40℃±１℃．各

抽出液は，アセチルアセトン試液を加え反応後に415nm

における吸光度を測定しHCHO溶出量を求めた．その概

要を図１に示した．

また，HCHOの溶出を認めた場合，HPLC法によって

確認試験を行った ．

結果及び考察

１．サポーターのHCHO溶出量調査結果

サポーター30試料すべてにおいて，HCHOは検出され

なかった．そこで，試料の樹脂加工の有無を確認するため

に，抽出液④に相当する１％塩酸溶液での溶出量調査を

行ったが，同様に検出されず，HCHO樹脂加工はされて

いないと考えられた（表１）．

図1 ホルムアルデヒド溶出量測定法概要

塩酸加水分解抽出による樹脂加工／移染判別法（４回抽出法）
抽出：40±１℃（水浴中１時間），ろ過：G2ガラスフィルター（温
時），各抽出液はアセチルアセトン試液と反応後に415nm吸光度を
測定．公定法及び岩間らの方法（名古屋市衛研）に準じて操作．

表1 規制対象外繊維製品のホルムアルデヒド溶出量調査（サポーター)

ホルムアルデヒド溶出量 (μg/g textile)
店舗 試料番号 製品概要 表示素材 表示製造国

水抽出 １％塩酸抽出

１ nd  nd ひじ用 PE・ゴム 中国
２ nd  nd ひざ用 PE・ゴム 中国
３ nd  nd 腰用 PE・ゴム 中国
４ nd  nd 足首用 PE・ゴム 中国
５ nd  nd ひざ用 PU・Ａ・PE 中国
６ nd  nd 腰用 ゴム・PE 中国
７ nd  nd 膝用 綿・PE・PU 日本
８ nd  nd ひざ用 PE・PU 日本
９ nd  nd ひざ用 Ａ・PE 中国
10 nd  nd 足首用 Ａ・PE 中国
11 nd  nd 足首用 Ａ・PE・ゴム 中国
12 nd  nd ひじ用 Ａ・PE・ゴム 中国
13 nd  nd ひざ用 Ａ・PE・ゴム 中国
14 nd  nd ひざ用(Ｌ) 未記載 中国
15 nd  nd ひじ用(Ｍ) 未記載 中国
16 nd  nd ひざ用(Ｌ) Ａ・PE 中国
17 nd  nd ひじ用(Ｌ) Ａ・PE 中国
18 nd  nd ふともも用 Ａ・PE 中国
19 nd  nd ひざ用(Ｍ) PE・ゴム 中国
20 nd  nd ひじ用(Ｌ) PE・ゴム 中国
21 nd  nd ひざ用 PE・PU 日本
22 nd  nd ひじ用 綿・PE・PU 日本
23 nd  nd ひざ用(Ｍ) PE 中国
24 nd  nd 手首(Ｌ) PE・PET 中国
25 nd  nd ひざ用(Ｌ) Ａ・PE・ゴム 中国
26 nd  nd 足首用 PE・ゴム 中国
27 nd  nd 手首用 PE・ゴム 中国
28 nd  nd ひざ用 PE・ゴム 中国
29 nd  nd ひじ用 PE・PET 中国
30 nd  nd 手の甲用 PE・PET 中国

1)nd(＜10μg/g  textile) 2)PE(ポリエステル)，PU(ポリウレタン)，Ａ(アクリル)，PET(ポリエチレン)
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２．マスクのHCHO溶出量調査結果

マスク26試料すべてにおいて，HCHOは検出されな

かった（表２）．サポーターと同様に，製品の樹脂加工の

有無を確認するため１％塩酸溶液での溶出量調査を行った

が，同様に検出されず（表２），HCHO樹脂加工はされて

いないと考えられた．

よって，サポーター及びマスクにおいては，HCHOに

よる健康被害の恐れはないものと考えられた．

３．ワイシャツ(全体と部位別)のHCHO溶出量調査結果

表３にワイシャツ各試料全体を１試料としたHCHO溶

出量調査結果を示した．１回目の抽出（公定法相当）から，

８試料すべてにおいてHCHOが検出され，特に，試料番

号３と７において高い値が得られた．この２試料は３，４

回目と塩酸溶液による抽出回数を重ねるとHCHO系樹脂

加工を示唆する高い溶出量が得られた．

HCHO樹脂の加工部位を特定するため，各試料を「え

表2 規制対象外繊維製品のホルムアルデヒド溶出量調査（マスク)

ホルムアルデヒド溶出量 (μg/g textile)
店舗 試料番号 製品概要 表示素材 表示製造国

水抽出 １％塩酸抽出

１ nd  nd 子供用 綿・PP・PET・PE 中国

２ nd  nd 大人用 綿・PE 他 中国
３ nd  nd 大人用 綿 他 中国
４ nd  nd 子供用 綿 中国
５ nd  nd 大人用 綿・不織布他 中国
６ nd  nd 大人用 P.P(不織布) 中国
７ nd  nd 大人用 綿・PU・PE・PP 中国

８ nd  nd 大人用 綿・PU・PE 中国

９ nd  nd 大人用 綿・不織布他 中国

10 nd  nd 子供用 綿・PU・PE 中国

11 nd  nd 大人用 綿・PE他 中国

12 nd  nd 子供用 綿 他 中国

13 nd  nd 大人用 綿 他 中国

14 nd  nd 大人用 綿 非表示

15 nd  nd 大人用 綿・PE 非表示

16 nd  nd 大人用 綿 他 中国

17 nd  nd 大人用 綿 中国

18 nd  nd 大人用 PE・綿・PP 中国

19 nd  nd 大人用 綿･レーヨン･PE他 中国・日本

20 nd  nd 大人用 非表示 非表示

21 nd  nd 大人用 綿・PE・他 中国

22 nd  nd 大人用 綿 日本

23 nd  nd 大人用 綿 中国

24 nd  nd 大人用 綿・PP 他 中国

25 nd  nd 子供用 綿・不織布他 中国

26 nd  nd 大人用 綿・PU・PE 中国

1)nd(＜10μg/g textile) 2)PP(ポリプロピレン)，PE(ポリエステル)，PU(ポリウレタン)，PET(ポリエチレン)

表3 規制対象外繊維製品のホルムアルデヒド溶出量実態調査（ワイシャツ全体)

ホルムアルデヒド溶出量 （μg/g textile)
試料番号 形態安定表示 表示素材 表示製造国

水抽出(１回目) 水抽出(２回目) 0.1％塩酸 １％塩酸

１ 35 nd 67 233 有 Ｃ50％，Ｐ50％ 中国

２ 15 nd 10 37 有 Ｐ65％，Ｃ35％ ミャンマー

３ 70 26 776 2,557 無 Ｐ55％，Ｃ45％ 中国

４ 21 nd 32 91 有 Ｃ55％，Ｐ45％ バングラデシュ

５ 15 nd 22 76 有 Ｐ65％，Ｃ35％ ラオス

６ 13 nd 13 73 無 Ｐ80％，Ｃ20％ 中国

７ 71 18 370 1,603 無 Ｐ55％，Ｃ45％ 中国

８ 23 nd 85 282 有 Ｃ100％ 中国

1)nd(＜10μg/g textile) 2)Ｃ；綿，Ｐ；ポリエステル

― ―17



り」「そで口」及び「本体（身ごろ）」に分けて，同様に溶

出量を調査した結果を表４に示した．部位別では，しわが

目立ちやすい「えり」及び「そで口」から高い値が得られ

たことから，この部位においてHCHO樹脂加工が施され

ていることが考えられた．このことは，ワイシャツの

HCHO量について検討した，藤原らの報告 と一致して

いた．

そこで，ワイシャツの「えり」及び「そで口」部分につ

いて，高い値を示した原因を明らかにするため，特に高い

溶出量が認められた試料番号３について，さらなる精査を

行った．

「えり」及び「そで口」部分は，「本体」布生地部分より

型崩れを起こさないよう固く，厚めに仕立てあげられてい

た．その縫製されている部分を丁寧に切断し，布生地を分

解すると，本体部生地とは異なる別の白い部位（便宜上，

「芯材」と表記する）が布地に接着成分と考えられるもの

で圧着されていた（図2：分解例（そで口））．この「芯

材」をHCHOが高く溶出された要因と推測し，布生地部

分と共に溶出試験の試料とした．

表５に，試料番号３ワイシャツの「えり」及び「そで

口」から得られた布，芯材のHCHO溶出量結果を示した．

布部分に比べ，「芯材」は0.1％塩酸溶液で2,000ppm，

1％では10,000ppmを超える高いHCHO溶出が認められ

た．よって，ワイシャツの「えり」及び「そで口」から溶

出されていたHCHOは，布生地に圧着されていた接着成

分を含む「芯材」から溶出されていることが確認された．

布部分においても「えり」及び「そで口」ともに塩酸によ

る抽出で少量のHCHOが溶出されているが，これは布地

から「芯材」を引き剥がす際に，剥がしきれず布地に残存

していた部分が分解されて溶出されたものと考えられる．

「芯材」は直接肌に触れる部分ではないが，着用時，大量

の発汗などの厳しい使用条件が加えられた場合，「芯材」

のHCHO樹脂が分解し布地を通して，遊離のHCHOが

皮膚障害を惹起する可能性が示唆された．

ワイシャツは中衣類に相当し，今回の試料における，公

表4 規制対象外繊維製品のホルムアルデヒド溶出量実態調査 （ワイシャツ部位別)

ホルムアルデヒド溶出量 （μg/g textile）
試料番号 部位 形態安定表示 表示素材 表示製造国

水抽出(1回目)水抽出(2回目) 0.1％塩酸 １％塩酸

えり 83 14 95 272
１ そで口 39 nd 51 180 有 Ｃ50％，Ｐ50％ 中国

本体 40 nd 50 173
えり nd  nd  nd 27

２ そで口 nd  nd  nd 29 有 Ｐ65％，Ｃ35％ ミャンマー
本体 11 nd  nd 52
えり 114 43 841 3,232

３ そで口 129 45 1,135 4,511 無 Ｐ55％，Ｃ45％ 中国
本体 21 nd  nd  nd
えり 15 nd 34 103

４ そで口 20 nd 35 104 有 Ｃ55％，Ｐ45％ バングラデシュ
本体 20 nd 29 75
えり 10 nd 25 88

５ そで口 13 nd 25 99 有 Ｐ65％，Ｃ35％ ラオス
本体 10 nd  nd 48
えり 19 17 46 491

６ そで口 nd  nd 12 86 無 Ｐ80％，Ｃ20％ 中国
本体 nd  nd  nd  nd
えり 114 31 655 2,800

７ そで口 178 49 913 4,710 無 Ｐ55％，Ｃ45％ 中国
本体 25 nd  nd  nd
えり 11 nd 65 249

８ そで口 10 nd 41 213 有 Ｃ100％ 中国
本体 16 nd 59 307

1)nd(＜10μg/g textile) 2)Ｃ；綿，Ｐ；ポリエステル

図2 試料番号３のワイシャツ分解例（そで口)
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定法相当の調査結果では，旧通産省の指導基準値である

300ppm を超えるものは認められなかった．しかし，直

接皮膚に接触する「えり」，「そで口」部分等において，家

庭用品規制法基準値の75ppmを超えるものが，試料番号

１，３及び７で認められた．HCHOによる皮膚障害への

安全対策の一つとして，着用前の水洗い等の洗濯が有効で

あり，水温が高いほどHCHOが溶出されることから，そ

の点も考慮しての洗濯はより効果的と考えられた．また，

今回検討したワイシャツにおいて「形態安定加工」表示の

無い製品においても樹脂加工が施されている結果が認めら

れたことから，HCHOに過敏な人にとっては，注意が必

要な事を示唆するものであった．

今後も道内で流通する家庭用品の安全性を確保するため，

試買検査に加え，規制対象外製品についての調査を継続し

ていく予定である．
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表５ ワイシャツ（試料番号３）の「えり」「そで口」における布・芯材の

ホルムアルデヒド溶出量

試料番号 部位 ホルムアルデヒド溶出量 （μg/g textile)

３ 水抽出(１回目) 水抽出(２回目) 0.1％塩酸 １％塩酸

布 32 nd 67 293
えり

芯材 309 99 2,100 11,779

布 32 nd 15 17
そで口

芯材 233 71 2,287 10,440

1)nd(＜10μg/g textile)
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