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 「エコカイロ」の名称で、従来の「使い捨

てカイロ」とは違った仕様で、何度も繰り返

し使える携帯用カイロが販売されています。

再利用できエコロジーであるとうたった商品

ですが、購入者からは持続時間が短いと言う

声や再利用に時間がかかるなど、性能に関す

る不満の声もあがっています。そこで、エコ

カイロの性能テストを行い、温度変化や利便

性などを調べました。

テスト品

・エコカイロ…４銘柄

・使い捨てカイロ…１銘柄（参考品）

発熱の仕組み

　エコカイロの内容

液を過冷却※1にし、

そこに金属片のトリ

ガー※ 2で刺激を与

え、結晶化させま

す。その時に発生し

た熱をカイロとして

利用します。使用後は、結晶を熱湯で加熱し

て液体に戻すと再度使用できます。

※１　液体が凝固点を過ぎて冷却されても固体化しな

　　いで液体のままでいること。

※２　液体に刺激を与えるための金属片のことで、大

　　きさは１円玉程度。

①常温状態のエコカイロ

②トリガーを指で押し
　て内容液に刺激を与
　えます。

③トリガー周辺から結
　晶化がはじまり全体
　に広がり徐々に温か
　くなっていきます。

④全体に結晶が広がり、
　最高温度まで上昇し
　ます。

⑤本体が冷えたら、鍋
　等で湯を沸かし、そ
　の中にエコカイロを
　投入します。

⑥沸騰中の湯の中に数
　分入れて、結晶がす
　べて溶けきったのを
　確認したら取り出し
　ます。

⑦そのまま常温まで冷
やすと再利用可能にな
ります。

エコカイロの発熱から再利用までの流れ

テスト結果
○温度変化

　最高温度は№４が最も高く52.8℃、最も低

かったのが№３で43.5℃でした。参考品は

55.4℃でした。最高温度到達時間は№２、３

が最も早く６分で、最も遅かったのが№１で

８分かかりました。参考品は２時間35分でし

た。

　一般的に暖かいと感じる40℃以上の持続時

間は、№４が最も長く１時間53分、最も短

かったのは№３の45分でした。参考品は24時

間27分でエコカイロと比較すると最大約32倍

の差がありました。（室温25℃で測定）

○内容液

　エコカイロの内容液は、食品添加物でも使

用されている酢酸ナトリウムでした。液性は

約pH9ですべて弱アルカリ性でした。

○再利用時の溶解時間

　再利用時は結晶化した酢酸ナトリウムを温

めることで液体に戻さなければなりません。

沸騰中の湯に入れて、結晶が完全に溶ける時

間を測定しました。最も短かったのは№３の

４分、最も長くかかったのは№１、４の７分

でした。

表　示

　注意表示では「電子レンジでの使用禁止」

「低温やけど」「使用中のやけど」に関する

表示、「容器が破損した際」に関する記載が

全銘柄にありました。その他「再利用の際に

直接加熱された鍋等に触れないように」「衝

撃による破損の注意」等の表示がありまし

た。

消費者へのアドバイス

・結晶化の様子など変化を目で見ることがで

きるおもしろい商品ですが、カイロとしての

性能は悪く、暖かいと感じる40℃以上の持続

時間は１～２時間程度と短く、使い捨てカイ

ロと比べると最大で約32倍も差があるので長

時間の使用には向いていません。

・再利用するためには湯を沸かす必要があり

ます。さらに結晶を溶かした後も常温まで温

度が下がるのを待たなければなりません。長

時間利用したい場合、使用の都度、再利用の

工程を行う必要があり、手間の方がかかって

しまいます。

・使用の際は、使い捨てカイロと同じくらい

の温度になるので、肌の弱い人は長時間直接

肌に触れないよう布に包むなどして低温やけ

どに注意してください。

持続時間短く、再利用に手間
～エコカイロの性能～
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