消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して
生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平 成 ２０年 ７月 ４日
経済産業省商務情報政策局
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号。以下「消安法」）第３５条第１項の規定に基づき報告の
あった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案
件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平成２０年度第２回製品事故判定第三者委員
会』における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として
不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表すること
とします。
なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこと
としています。
※詳細は別紙のとおりです。
【参考】※消安法
（主務大臣への報告等）
第３５条
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品につ
いて重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並
びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければ
ならない。

原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件
管理番号

A200700159

事故発生日

平成19年4月22日

A200700283

平成19年7月21日

A200700345

平成19年8月11日

A200700362

平成19年7月17日

A200700408

平成19年9月3日

A200700415

平成19年8月20日

報告受理日

製品名

機種・型式

事業者名

事故内容

火災

ランプを点灯したまま就寝していたところ、煙に
気が付いて起きると布団が焦げていた。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因して生じた事故かどうか
不明であると判断した理由

群馬県

調査の結果、当該製品が何らかの要因で布団に強く押しつ
けられた状態が一定時間継続したことにより発生した事故と
思われるが、事故時の詳細な使用状況が不明であることか
ら、原因の特定には至らなかった。

火災

当該機器の上に載せていたカセットコンロから
火災が発生。

大阪府

何らかの理由によりヒーターのスイッチが入り、こんろの上
に置かれていたカセットコンロが熱せられたため、カセットボ
ンベが爆発したものと思われるが、スイッチつまみはパネル
面から飛び出しておらず、意図せずスイッチが入ったとは考
えにくいことから、原因の特定には至らなかった。

火災

当該製品が置いてある部屋から出火し、一部
屋を全焼した。

大阪府

当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、
出火元も含め原因の特定には至らなかった。

平成19年8月29日 電気シェーバー

BS5316（ブラウン・
プロクター・アンド・
ジレット・ジャパン・イ
ギャンブル・ジャパ
ンコーポレイテッド製
ン㈱（事業継承）
造・販売）

火災

当該製品の充電中に外出して帰宅すると、
シェーバー等を置いていた木製のワゴンが燃え
て自然鎮火していたのを発見した。

埼玉県

当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、
出火原因の特定には至らなかった。

平成19年9月10日 エアコン（室外機）

AU-K25EGY

火災

エアコン付近から発煙していることに気づき消
火した。当該室外機のほか、トタン壁とフェン
ス、雨水排水パイプ等の一部が焼損した。

大阪府

当該製品には発火の痕跡は確認できなかったことから、当
該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発
火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特
定には至らなかった。

平成19年9月13日 学習机

MDW-542AN（学習
机）
コイズミファニテッ
TL-0BA（搭載スタン ク㈱
ド）

火災
軽傷１名

当該製品付近から出火し、プリンター、書籍、天
井、照明器具の一部が焼損した。消火の際、家
人が軽い火傷を負った。

岡山県

当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当
該製品から出火したとは特定できず、デスクランプ部への可
燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、原因の
特定には至らなかった。

火災

電源コードを差したまま、当該製品をビニール
袋で包み横倒しにして保管していたところ、何ら
かの原因により通電状態となり火災が発生し
た。カーペットと床の一部を焼損した。

宮城県

当該製品が転倒状態で通電されたため出火したものと思わ
れるが、通電状態となった原因は不明であり、出火原因の
特定には至らなかった。

火災

テレビ視聴中、画面が出なくなり、本体左後方
から煙が出たため、電源プラグを抜いた。

福岡県

当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、
出火原因の特定には至らなかった。

幼児を後用幼児座席に乗せ自転車で坂道を
下っている時、突然、後用幼児座席の左側足乗
せ部分が外れ、幼児の左足が後ろ車輪に挟み
込まれ、踵部を９針縫う裂傷を負った。

大阪府

調査の結果、足乗せ部分の取り付けネジが緩んで外れたた
め事故に至ったものと思われるが、当該製品の部品を紛失
してしまっており、詳細な調査ができず、原因の特定には至
らなかった。

平成19年6月18日 照明器具

2203

不二貿易㈱

MDS-100HS

株式会社萬品電気
製作所

平成19年8月24日 ノートパソコン

Prime Helios Pro

㈱サードウェーブ

平成19年8月2日 電気こんろ

シャープ㈱

A200700464

平成19年9月13日

平成19年9月26日 電気ストーブ

SR-1202H

東芝ホームテクノ
㈱

A200700482

平成19年9月21日

平成19年10月3日 テレビ（ブラウン管）

不明

株式会社日立製作
所

RKN-ZR-HB
SEATLESS

㈱あさひ

A200700508

被害状況

平成19年8月1日 平成19年10月12日 自転車用幼児座席

重傷１名

管理番号

A200700530

事故発生日

A200700822

A200700835

鳥取三洋電機㈱

被害状況

事故内容

火災

台所付近が出火元と思われる火災が発生し、
台所の壁、天井が焼損した。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因して生じた事故かどうか
不明であると判断した理由

大阪府

調査の結果、当該製品から発火の痕跡は確認できなかった
が、火災現場から回収されていない部品もあるため、出火
原因の特定には至らなかった。

神奈川県

調査の結果、電話機本体には発火の痕跡は認められないも
のの、バッテリーに焼失している部品があることから、出火
原因の特定には至らなかった。

京セラ株式会社

火災

平成19年11月9日 平成19年11月21日 オーブントースター

NT-Y11

松下電器産業株式
会社

火災

冷凍食品を加熱調理中に来客があったため、
その場から離れた。その後、火災報知器に気付
き、当該機器がある部屋に行くと、当該機器の
周囲が焼けていた。

静岡県

製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから、当該
製品から出火したとは特定できず、可燃物接触による発火
の可能性も考えられるものの、原因の特定には至らなかっ
た。

平成19年12月9日 平成19年12月19日 電気カーペット

KHC-27

森田電工㈱

火災

当該製品の電源を入れたまま外出したところ、
火災が発生し、カーペットの一部と座布団等が
焼損した。

兵庫県

当該製品は布団を置いていたカーペットのコーナー部のみ
が焼損していたことから、局部保温による発熱により発火し
た可能性も考えられたが、原因の特定には至らなかった。

FD-F06A3

松下エコシステム
ズ株式会社

火災

当該製品を使用中に壁側コンセントと電源プラ
グ付近から突然煙がでて発火し、壁の一部が
焦げた。

大阪府

電源プラグ内の栓刃の根元部に溶融痕が認められ、この部
分から出火したものと思われるが、電源コードやプラグ部の
取り扱い上のストレスにより半断線した可能性も考えられ、
原因の特定には至らなかった。

森田電工株式会社

火災

ベッドの下に電気ストーブを置き、電源を入れて
就寝した。しばらして、出火に気づき消火した。

大分県

当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当
該製品から出火したとは特定できず、可燃物接触による発
火の可能性も考えられるものの、原因の特定には至らな
かった。

森田電工株式会社

火災

家人が当該製品の電源を入れて外出し帰宅
後、火災が発生していることに気づき消火した。

鹿児島県

当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、
出火原因の特定には至らなかった。

A200700730

A200700762

SAC-ST6

事業者名

AH-K3001V

A200700631

A200700741

機種・型式

卓上ホルダ上で当該製品の充電を開始し、一
旦外出してしばらくして帰宅した所、当該製品付
近で出火しており消火した。畳やその他の機器
のコード類を焼損した。

平成19年11月6日

A200700739

製品名

平成19年9月11日 平成19年10月19日 コーヒーメーカー

A200700594

A200700738

報告受理日

平成19年11月9日 PHS電話機

平成19年12月12日 平成19年12月21日 布団乾燥機

平成19年12月9日 平成19年12月21日 電気ストーブ

平成19年12月10日 平成19年12月21日

電気ストーブ（セラミッ
MS-F126TR
クヒーター）

平成19年12月16日 平成19年12月27日 電気給湯器

平成20年1月2日

平成20年1月1日

平成20年1月15日

MS-817PS

CHP-H3014AM

㈱コロナ

温水式浴室暖房乾燥 49-847（大阪ガス㈱
松下電工株式会社
機
ブランド）

平成20年1月17日 DVDシステム

DVX-S120

ヤマハ株式会社

火災

当該機器付近から出火する火災が発生した。

千葉県

当該製品には発火の痕跡は確認されなかったことから、当
該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発
火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特
定には至らなかった。

火災

浴室から出火する火災が発生した。

大阪府

当該製品には発火の痕跡は確認できなかったが、火災現場
から回収できていない部品もあるため、当該製品から出火し
たとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。

愛知県

当該製品には発火の痕跡は確認できなかったことから当該
製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火
源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定
には至らなかった。

火災

家人が帰宅した際、発煙に気づき消火した。

管理番号

A200700849

A200700879

事故発生日

平成19年12月21日

平成19年10月8日

A200700940

平成19年9月28日

A200700966

平成20年1月14日

A200700968

平成20年1月14日

報告受理日

製品名

平成20年1月18日 靴（ロングブーツ）

平成20年1月25日 耕うん機（歩行型）

平成20年2月8日 電動車いす

機種・型式

事業者名

ミラクル縫上げロン
㈱ニッセン
グブーツ

F501K2

本田技研工業株式
会社

被害状況

事故内容

重傷１名

雨の日、地下鉄のホームで足を滑らして転倒
し、右足の薬指を骨折した。

死亡１名

当該機器を使用して作業中に、当該機器の
ロータリーに両足が巻き込まれ、死亡する事故
が発生した。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因して生じた事故かどうか
不明であると判断した理由

福岡県

調査の結果、当該製品は修理されており、事故発生時の状
況を確認できないことから、原因の特定には至らなかった。

神奈川県

調査の結果、ロータリー（耕うん爪）は操作を行う位置から離
れて配置（ハンドル外側前方）されており、通常の使用では
接触するような距離にはないことから、使用者が回転中の
ロータリーに近づいてしまい、足が巻き込まれたものと思わ
れるが、事故発生時の状況が不明であるため、原因の特定
には至らなかった。

重傷 1名

横断歩道から歩道に移る際にあった段差を乗り
越えようとした時に、後方に転倒した。事故後、
後方転倒防止装置が格納状態になっていた。

北海道

調査の結果、電動車いすの後方転倒防止装置のロック機能
に異常は認められなかった。事故現場の段差は同装置が格
納状態の場合でも乗り越えられるものと思われるが、事故
時の状況が不明であるため原因の特定には至らなかった。

JWX-1

ヤマハ発動機㈱

平成20年2月13日 電気カーペット

MHU-62

日立熱器具株式会
社（現 日立アプラ
イアンス株式会社）

火災

当該製品や電気敷毛布等があった部屋から出
火する火災が発生した。

埼玉県

当該製品は既に処分されており、詳細な調査ができなかっ
ため、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。

平成20年2月13日 電気ストーブ

DS-800U

株式会社ミュー
ジーコーポレーショ
ン

火災

就寝中に当該製品付近より出火する火災が発
生した。

茨城県

調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は認められず、可
燃物接触による発火の可能性も考えられるものの、回収で
きていない部品もあるため、出火原因の特定には至らな
かった。

火災

当該製品付近から出火する火災が発生した。

北海道

調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は認められず、ガ
スこんろの上に木の板を置き当該製品を使っていたとのこと
から、ガスこんろを点火したことによる火災の可能性が考え
られるものの、原因の特定には至らなかった。

㈱ニトリ

重傷1名

子供が学習いすに座っていたところ、いすが後
ろ側にすべり、バランスをくずし転倒し、右腕肘
部を骨折した。

千葉県

調査の結果、当該製品には破損等の異常はなかったものの
事故時の詳細な使用状況が不明であるため、原因の特定
には至らなかった。

当該機器付近より出火したと思われる火災が
発生した。

神奈川県

室内機の電源コードが断線していたことからその部分から
出火に至った可能性が考えられるものの、火災現場から電
源コード全体が回収されていないこと、室内機内部の焼損
が著しいことから、原因の特定には至らなかった。

火災が発生し、家人２名が死亡した。

岡山県

当該製品は焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、
出火元も含め、火災原因の特定には至らなかった。

A200700970

平成20年2月4日

平成20年2月14日 IH調理器

IC-D1（W）

三洋電機㈱

A200701043

平成20年2月10日

平成20年2月27日 学習いす

C-098A01BL

A200701047

平成20年2月20日

平成20年2月28日 エアコン

MSZ-VS25J

三菱電機㈱

火災
軽傷１名

A200701061

平成20年1月30日

平成20年2月29日 カラーテレビ（薄型）

KDL-32V2000

ソニー㈱

火災
死亡２名

A200701090

平成20年2月29日

SN4-372M

四変テック㈱

火災

竈付近の段ボールと当該機器が燃えていた火
災を発見し、消火した。

香川県

調査の結果、当該製品内部に発火の痕跡は確認できな
かったものの内部配線の一部が欠落していたことから、原
因の特定には至らなかった。

A200701130

平成20年3月1日

NH-345S

三菱電機ホーム機
器㈱

火災

他社製のこたつに当該製品を接続して使用して
いたところ、火災が発生した。

京都府

当該製品の中間スイッチ部からの出火の可能性が考えられ
るものの、焼失によって回収できないため詳細調査ができ
ず、原因の特定には至らなかった。

平成20年3月6日 電気温水器

平成20年3月17日 電気こたつ用コード

