
資料２ 

消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令発動に係る経緯等 
 
 
平成１１年 
１月２５日： ＴＤＫ株式会社が自主的な製品回収を開始 
 
 

（４６件の非重大事故が発生）（別紙１，２参照） 
 
 
平成２５年 
 
２月 ８日： 長崎県長崎市のグループホームにおいて、重大製品事故（死亡５

名）発生（別紙２参照） 
 
 
２月２２日： ＴＤＫ株式会社から経済産業省に、当該事故の火元が同社製加湿

器であった可能性が高い旨の報告 
 
ＴＤＫ株式会社から消費者庁に重大製品事故の報告 
 
経済産業省からＴＤＫ株式会社に、報告徴収命令 

 
 
２月２５日： 経済産業省プレス公表（ＴＤＫ株式会社の再社告について） 

 
関係流通事業者等に対する協力の要請を実施 

 
 
３月１１日： ＴＤＫ株式会社から経済産業省に報告徴収に基づく報告の提出 
 
 
３月１３日： （独）製品評価技術基盤機構から、長崎の重大製品事故について、

事故原因究明結果（案）の提出（別紙３参照） 
 
 
３月１３日： ＴＤＫ株式会社に対し、危害防止命令を発出（別紙４参照） 

 
同日付でプレス公表 
 
経済産業局、地方自治体、国の地方自治体等を通じた注意喚起 
 
関係流通事業者等に対する協力の要請を実施（別紙５参照） 

 
 
３月２７日： 消費経済審議会への報告（３週間以内） 



（別紙１） 

対象製品（ＴＤＫ株式会社製加湿器）について 

 

 

１．対象製品 

 

品名 品番 対象台数 販売期間 

加湿器 
KS-300W 30,871台 

平成 10年 9月～平成 11年 1月 
KS-500H 20,891台 

 

 

 

           

 

  ※機種名は本体裏側のラベル及び 

ＴＤＫマーク右側に表示 

 

 

 

 

２．製品概要（KS-500H） 

 

スチーム式加湿器 ユゲインスチームマスター KS-500H 

型式 KS-500H 

電源 AC100 50Hz/60Hz 

消費電力 420W（「標準」時） 260W（「少なめ」時） 

加湿量 500cc/時（「標準」時） 300cc/時（「少なめ」時） 

連続加湿時間 約 8時間（「標準」時） 約 13時間（「少なめ」時） 

タイマー 1時間・2時間 

タンク容量 約 4.0L 

最大適用畳数 木造和室 8.5畳/プレハブ洋室 14畳 

製品質量（重量） 約 2.5kg（本体） 

外形寸法 高さ 314×幅 273×奥行 199mm 

 

 

  



各部の名称 

 

 

内部構造 

タンクから供給された水が蒸発皿 

の中でヒーターによって加熱されて 

沸騰し、湯気がスチームガイドを経 

て吹き出し口から出る。 

 

  



（別紙２） 

ＴＤＫ株式会社の加湿器による事故の概要 

 

１．重大製品事故（１件） 

平成２５年２月８日、長崎県長崎市のグループホームで発生。 

加湿器（ＴＤＫ(株)製加湿器ＫＳ－５００Ｈ）からの発火により火災が発生し、５名が

死亡、１名が重傷。事故原因については長崎県警が調査中。 

 

２．上記以外の製品事故（４６件） 

対象製品（ＴＤＫ(株)製加湿器ＫＳ－５００Ｈ）に係る事故の発生状況は以下のとおり。 
  発生日 内容 場所 

1 平成11年1月13日 加湿器を使用中、下部のケース底蓋が溶融した。 北海道 

2 平成11年1月22日 
事故品をテーブル上に置いて使用中、事故品付近で異臭がしたので、電源スイッ
チを切ったが、数分後に加湿器本体の一部から発火し、その場で水をかけて消火
したが、その際、壁が黒く汚れた。 

埼玉県 

3 平成11年1月22日 
事故品をテーブル上に置いて使用中、事故品付近で異臭がしたので、電源スイッ
チを切った。この時点で、本体下部のヒーター部分が赤くなっており、底ふたの
一部が溶融していた。また、テーブルの一部に、溶融物が固着した。 

東京都 

4 平成11年1月23日 
使用中異臭がしたが、加湿器とは思わず使用を継続した。その後、加湿器の底板
が溶融し、フローリングの床６平方ｃｍが焦げた。 

北海道 

5 平成11年1月25日 
使用中、異臭に気づいた被害者が、加湿器を持ち上げたところ、畳が直径１０ｃ
ｍにわたって、黒く焦げくすぶっていたので、水をかけて消火した。また、加湿
器の底板が直径８ｍｍにわたって、溶融していた。 

東京都 

6 平成11年2月7日 
加湿器を２階の部屋のじゅうたん上に置いて使用中、加湿器付近で異臭がしたの
で加湿器を上げてみたところ、じゅうたんと床が焦げていた。 

北海道 

7 平成11年2月18日 
購入後、食卓テーブルの上に置き、毎日夜間使用していた。事故前夜、異臭に気
づいたが、加湿器とは思わず使用を継続した。事故日の朝、焦げつきに気付き見
たところ、加湿器の底板が溶融し、テーブルの一部が焦げた。 

北海道 

8 平成11年3月5日 
加湿器の底部から粉のようなものが出て床が赤熱化状態になっていたため、水を
かけて消火した。床を確認したところ１円玉大から５００円玉大の焦げが４か所
あった。しばらく前から異臭を感じていたが、気付かず使用していた。 

大阪府 

9 平成11年3月7日 
加湿器に水を補給するため、鏡台上から移動させたところ、鏡台に焦げ跡がある
ことに気付いたが、使用方法等に問題があると思いこみ、たんす上に移動させて
使用を継続していたところ、同様にたんすにも焦げ跡が付いた。 

大阪府 

10 平成11年4月6日 使用中の加湿器から発煙し、加湿器を置いていたサイドボードが焦げた。 富山県 

11 平成11年11月17日 
昨シーズン購入後、ほぼ毎日使用していた加湿器を、今シーズン、２～３週間前
から１日１０時間ぐらいずつ使用していたところ、加湿器の下部が赤くなり、底
部に穴があいているのが確認された。 

埼玉県 

12 平成11年12月6日 加湿器を使用中、加湿器を置いていた雑誌が焦げた。 北海道 

13 平成11年12月18日 
加湿器をじゅうたん上で使用中、プラスチックの焦げるにおいがしたので電源を
切った。製品本体の底部のプラスチックの一部が溶融しており、じゅうたんが直
径５ｃｍ焦げていた。 

北海道 

14 平成12年2月21日 
サイドボード上で使用中、サイドボードに３～４ｃｍ程の焦げを発見し、加湿器
をみたところ、本体底部に５ｃｍ程の穴があいていた。 

千葉県 

15 平成12年2月29日 
事務所のテーブル上で使用中に発煙してきた。本体は底面と右側面下部が焼損
し、大きな穴が開いた。テーブルに約１０ｃｍ位の焼けこげができた。 

千葉県 

16 平成12年3月6日 加湿器から異臭がした。 東京都 

17 平成12年3月7日 
前日に異臭を感じていたが、当日、朝３０分程使用中にフローリングの床が１２
～１５ｃｍ程焦げていることに気付いた。本体の底部を見ると５ｃｍ程の穴あき
があった。 

東京都 

18 平成12年3月8日 
使用中に異臭を感じたため、加湿器をみたところフローリングの床が焦げ、本体
の底部に５ｃｍ程の穴があいていた。 

栃木県 

19 平成12年3月18日 
夕食時に加湿器から異臭を感じたので本体を見たところ、加湿器を置いていたフ
ローリングの床が７ｃｍ程焦げており、加湿器本体の底部に５ｃｍ程の穴があい
ていた。 

三重県 

20 平成12年3月20日 
テーブルの引き出し板の上で使用中、臭いがしたので加湿器をみたところ底部のプ
ラスチックが溶けて板が焦げていた。本体の底部に５ｃｍ程の穴があいていた。 

静岡県 



21 平成12年4月25日 
３２型横長テレビのパネル上で使用中、異臭がしたので加湿器を持ち上げたとこ
ろ、本体の底部に１０ｃｍ程の穴が開き、テレビのアウターケース上部が溶融し
ていた。 

栃木県 

22 平成12年11月14日 
居間にて加湿器を使用中、本体側面が赤くなり、発火した。本体底部に穴があき、
フローリングの床に溶融跡、焦げが発生した。 

北海道 

23 平成12年11月15日 
加湿器を使用中、異臭に気付き使用を停止した。本体底部に５～６ｃｍの穴が開
き、置いていたカウンターが焦げた。 

北海道 

24 平成12年12月 
じゅうたんの上で加湿器を使用していたところ加湿器が赤くなっているのを発
見し、移動したらじゅうたんが焦げていた。 

東京都 

25 平成12年12月 
１２月初頭に加湿器を使用し数日後、異臭に気づいたがそのまま使用その後加湿
器をみたところ赤くなっており本体底に穴があき、畳を焦がした。 

宮城県 

26 平成12年12月20日 寝室の加湿器から発火し、本体を半焼、ラック等を焦がした。 埼玉県 

27 平成13年1月 加湿器を使用していたら、加湿器を置いていた畳が５ｃｍ大に焦げた。 愛知県 

28 平成13年1月5日 
加湿器下部が赤変していたが気付かず、異臭により異常に気付いた。加湿器底部
に８ｃｍ大の穴が開き、床じゅうたんが６ｃｍ大に焦げた。 

千葉県 

29 平成13年1月31日 
加湿器を使用中異臭がしたため、焼損に気付き消火した。本体底部に穴があき、
フローリングの床が焦げた。 

静岡県 

30 平成13年2月14日 
加湿器から出火し、全面部を焼損した。他に同一型式の加湿器があり、それも回
収した。 

静岡県 

31 平成13年3月 
整理だんすの上で使用していた加湿器が作動しなかったため、移動させたとこ
ろ、たんすと加湿器が焼損していた。 

京都府 

32 平成13年3月5日 
加湿器をリビングにて使用していたが、異臭がしたので確認したところ、加湿器
底部が３ｃｍ程度溶融し、フローリング床面に５ｃｍ大の焼け焦げができた。 

東京都 

33 平成13年3月30日 
台所と居間の間で使用していた加湿器が燃えたため、タオルと子供服で消火し
た。加湿器底部には、約１５ｃｍの穴があき、畳等が焼け焦げた。なお、加湿器
は事故の前日から異臭がしていた。 

京都府 

34 平成13年4月4日 
加湿器をフローリング床上で使用していた。異臭により焼損を発見し、ぞうきん
を被せて消火した。加湿器底部に８ｃｍ大の穴があき、フローリング床に８ｃｍ
大の焼け焦げが発生した。 

愛知県 

35 平成14年1月18日 

平成１４年１月１８日夜、和室にて使用中発煙を確認したが、当該加湿器による
ものとは気付かず使用を継続。その後２０日に至り子供部屋に当該加湿器を移動
し、その際畳上に焼けこげを発見したが加湿器に起因するものとは思わず子供部
屋にて加湿器を継続使用した。その後異常を発見した。加湿基底部に約３ｃｍの
穴、和室畳上に約４ｃｍの焼け焦げ、子供部屋フローリング床に約２ｃｍの焼け
焦げ３～４か所ができた。 

東京都 

36 平成14年1月20日 
食卓テーブル上で使用中の加湿器が発火していることに気づき、台所へ持ち込み
水で消火した。加湿器底部約半分が溶融、食卓テーブルに約１５ｃｍの焼け焦げ、
食堂床クロスに数か所の焼けこげが発生した。 

長野県 

37 平成14年1月23日 
廊下で使用中の加湿器から発火、バスタオル等で消火したが、加湿器底部に約９
ｃｍの穴が開き、廊下フローリングに４か所計約５０ｃｍの焼け焦げが発生し
た。 

東京都 

38 平成14年2月12日 
加湿器を使用中、昼頃異臭に気付いたがそのまま使用していたところ、夜になっ
て加湿器底部に約５ｃｍの穴が開き、フローリング床に約５ｃｍの焼け焦げが発
生していた。 

三重県 

39 平成15年2月3日 
加湿器から異臭がし、電源プラグをコンセントから抜いた。加湿器底部及び木製
トレーの一部を焼損し、畳に２か所焼け焦げができた。 

三重県 

40 平成15年2月26日 加湿器を使用中に異臭がし、床等の一部が焦げた。 東京都 

41 平成15年4月4日 
テレビボードの上で加湿器を使用していたところ発火し、電源プラグをコンセン
トから抜いて消火した。テレビボードにプラスチック溶融物が付着して焼けこげ
た。 

群馬県 

42 平成16年1月8日 加湿器をサイドボード上で使用中に発火し、加湿器とサイドボードを焦がした。 秋田県 

43 平成16年1月11日 
加湿器を木製の丸椅子の上で使用中に発火し、加湿器本体と椅子やカーペットを
焦がした。 

宮崎県 

44 平成16年12月14日 
加湿器から発煙したため、消火した。加湿器本体底部分を焼損して１０ｃｍ程度
の穴が開き、下敷きマットに融解物が付着した。 

埼玉県 

45 平成17年12月27日 
寝室で使用していた加湿器から発火し、加湿器本体及びフローリングの床と消火
に使用したタオル、衣類などが焼け焦げた。 

北海道 

46 平成23年12月26日 運転中の加湿器から異臭がして発煙し、床の一部が焦げた。 埼玉県  
  



（別紙３） 

ＴＤＫ株式会社の加湿器による事故の原因 

 

 

当該製品は、蒸発皿に固定されているヒーターの取り付けが不十分であったため、周辺の

樹脂に接触して発火・発煙に至るものと考えられる。 

 
 

事故発生プロセス 

 
①蒸発皿に固定されているヒーター（シーズヒーター）の取付が不十分 

       ↓ 

②ヒーターの取付不十分な部分が異常発熱 

       ↓ 

③ヒーターが蒸発皿から外れると、底部にある樹脂製の底ぶたに接近又は接触して発

煙、発火 

 

 

事故発生原因 

 
過去の事故事例と同様の原因（リコール同事象）と推定 

水を加熱し蒸発させるための蒸発皿に取り付けられているヒーターの固定

が不十分であったため、蒸発皿から外れて脱落し、下部の外郭樹脂が溶融し、

床が焦げたものと推定される。 
なお、蒸発皿には安全装置（サーモスタット、温度ヒューズ２本）が取り

付けてあったが、ヒーターが蒸発皿から外れたため、安全装置が作動しなか

った。 
 

  



 

正常品 

 

事故品 

 

 










