
資料５ 

リコール等における流通事業者との協力について 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 

経済産業省製品安全課 

１．製品安全において流通事業者が果たす役割 

(1) リコール周知における役割 

製品がリコールされる際、その製品の回収等について一義的な責任を

果たすのは当該製品の製造・輸入事業者である。一方、販売事業者を含

む流通事業者は、製造・輸入事業者よりも消費者に近い存在であり、リ

コール製品の所在確認や消費者からの情報がより早く届くことが多い。

さらに、製造事業者等とも近い位置に存在することから、迅速かつ的確

なリコールの実施においては重要な役割を果たすことになる。 

(2) 製品安全全体における役割 

リコールに限らず製品安全に係る取組全体においても、サプライチェ

ーン全体で取り組んでいくことが必要であり、とりわけ流通事業者の果

たす役割は重要である。流通事業者の中には、①仕入れ時の安全性の確

認、②販売時の消費者への安全に係る情報の提供、③顧客情報を活用し

たリコール情報周知等の事故再発防止への取組など、製品安全に自主的

に積極的に取り組んでいる例がある。リコールをはじめとする製品事故

の未然・再発防止には、このような自主的な取組を更に広げていくこと

が重要である。 

（参考）消安法では、流通事業者等について、重大製品事故の情報を製造・

輸入事業者に通知する努力義務（第３４条第２項）、事故情報を収集し

消費者に適切に提供する努力義務（第３４条第１項）、製造・輸入事業

者が行うリコールへの協力義務（第３８条第２項、第３項）等が規定

されている。 

 

なお、販売事業者等を通じたリコール周知の促進等の重要性に関しては、

消費者委員会が平成２５年２月１２日（火）付けでとりまとめた建議「消

費者事故未然防止のための製品リコール案件等の情報周知の方策」におい

ても指摘されているところ。 



２．経済産業省の取組状況 

経済産業省では、これまで、製品の販売事業者と協力し、以下のように

製品安全の確保に取り組んできたところ。 

 

(1) 個別事案に係る消費者周知等の協力要請 

製品安全に係る消費者向け注意喚起等を実施する際、必要に応じて要

請文等を発出し、関係流通事業者に協力を依頼してきているところ。近

年では以下のような協力要請を実施している。 

平成２３年  １月 自転車用幼児座席のリコール（スーパーマーケット等） 

平成２３年１０月 冬の暖房機器に係る製品事故防止（家電量販等） 

平成２３年１１月 ライター販売規制に係る周知（ドラッグストア等） 

平成２４年  ７月 長期使用製品の安全点検について（ホームセンター等） 

平成２４年１１月 冬の暖房機器に係る製品事故防止（家電量販等） 

平成２５年  ３月 ＴＤＫ(株)のリコールに係る周知協力要請（家電量販等） 

 

(2) 消費者周知等に係る協力体制の構築 

製品安全に係る取組を迅速かつ円滑に進めるため、流通事業者団体と

の協力体制を強化。製品安全に関する情報及び意見を交換するため、情

報交換の窓口の設置や定期会合の開催を実施。さらに、経済産業省から

リコール情報等の製品安全情報を、電子媒体等、容易に活用可能な形で

提供することで、当該情報を的確かつ迅速に消費者に提供し、更なる製

品安全の確保に努める。 

 既に、家電流通事業者では、リコールに際し自社で保有する顧客情報

の提供等、協力を行っているところ、この取組をさらに拡大していく。 

① 大手家電流通懇談会（平成２４年６月） 

 大手家電量販店９社から構成。直営店２，０８４店舗、フランチャイ

ズ１，１１９店舗を展開。 

② 全国電機商業組合連合会（平成２４年１２月） 

 全国２万店の家電小売業者によって組織される４６都道府県（沖縄を

除く）の商業組合の連合会。 

③ 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会（平成２５年３月） 

 住関連商品を総合的に扱う小売販売店（ＤＩＹ・ホームセンター等）

を中心に、卸売・製造事業者を含め、約５００社からなる業界団体。   



３．今後の取組 

今後、以下のような取組を通じて、リコール等に係る流通事業者との協力

の拡大に努めていく。 

(1) 前述の２．に示したようなリコール情報提供等に係る連携体制強化の

取組を、高齢者製品や乳幼児用製品を扱う流通事業者等、他の流通事業

者団体にも拡大していく。 

(2) 製造・輸入事業者に対し、リコールの実施にあたっては、これまで以

上に積極的に流通事業者に働きかけるよう、指導していくこととする。 

(3) 消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令を発出する際には、同法

第３８条第３項の規定を踏まえ、経済産業省からも、流通事業者に対す

る協力の要請を行うこととする。 

(4) なお、流通事業者の中には、①独自の品質基準を策定・運用、②取引

先工場の綿密な調査・モニタリング、③顧客の購入履歴の活用等、製品

安全の確保に積極的に取り組んでいる例がある。今後、リコールに限ら

ず、流通事業者に期待される具体的な製品安全への取組について、①販

売形態、②取り扱う製品の種類、③事業規模等を踏まえて、仕入、販売、

アフターサービス等の各段階における取組等について整理。多様な事業

者が活用可能な形で示し、取組の普及を図っていく。 

 



（別紙１） 

 

 

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）における 

流通事業者に係る主な規定（抜粋） 

 

 

（事業者の責務）  

第３４条  消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その

製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関

する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めな

ければならない。 

２ 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小

売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生

じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事

業を行う者に通知するよう努めなければならない。 

 

 

（事業者の責務）  

第３８条  （略） 

２ 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が

とろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置

に協力するよう努めなければならない。  

 

３  消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が

次条第一項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。  

 

 

（危害防止命令）  

第３９条 主務大臣は、（中略） 当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を

行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図るこ

とその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大

な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 









○ リコールの実効性を上げていくためには、製造・輸入事業者のみならず、販売事業者等の協力も得て、リコールに関する情報が消費者に認識されるようにして
いくことが重要。 

○ 流通事業者においては、既に顧客情報等を活用した消費者周知等に取り組んでいるところ。経済産業省では、これまでに、大手家電流通事業者や地域家電
店等と、リコールの実効性確保に向けた協力体制を構築。今後、流通事業者団体の協力を得て、消費者へのリコール情報の周知等に取り組むとともに、消費
者に向けた注意喚起も積極的に取り組む。他の事業者との協力の拡大についても検討。 

リコールの実効性確保に向けた協力体制の構築（イメージ） 

リコールの実効性の確保に向けた流通事業者との協力について 

経済産業省から提供する情報のイメージ 

（１） リコールに関する情報の提供 
販売事業者が店舗で活用しやすいよう、リコール情報を検索や抽出、並べ替

え等が容易な電子データの形式で提供。 
• メーカー、商品名、型番、ＪＡＮコード 
• リコール概要、契機となった事故の軽重 
• 販売台数、リコール台数 等 

 
 
 
 
 
 
 
（２） 製品安全に係るその他の情報の提供 
注意喚起リーフレット等、消費者向け資料等を提供。 

 
 

協力体制の強化 
（連絡体制の整備等） 
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（別紙３） 



＜ 製品安全に係る製品と情報の流れ ＞ 

① 社内横断的な管理体制を整備 
② 社内研修、マニュアル等による

社員への周知徹底 
③ 外部関係機関との積極的な情

報交換 
④ ＣＳＲ報告書等による取組状況

の積極的開示 
⑤ 社員の関係資格の取得奨励 

① ポイントカード等
による顧客情報
の把握・管理 

② カタログ、ＨＰ等
による注意喚起 

③ 定期的な抜き取
り検査 

④ 専門相談員の店
頭設置 

① 安全性検証のため
の独自基準を策定 

② モニター調査によ
る安全性等の検証 

③ 各製造プロセスに
おける製品検査 

① 取引先の品質管理体制
を定期的に評価・管理 

② 取引先と修理・故障内容
等の共有 

③ メーカーに対する製品本
体への注意表示添付の
要請 

④ 取引先と品質・保証に係
る契約・覚書等の締結 

① 修理サービスの自社
対応体制の整備 

② 顧客からの情報収集、
一元管理 

③ 顧客からの情報の原
因究明・製品改善に
活用 

④ 部品や消耗品等を含
めた購買履歴の把握 

① 事故情報等を蓄積するＤＢを構築し、関係者へ
共有・対応を検討 

② 不具合情報を受けた製品の撤去・販売停止 
③ リコール促進のための消費者周知の方法をメー

カーに提案 
④ 顧客情報に基づき、ＤＭ等によるリコール周知 
⑤ 店頭ＰＯＰ、ＨＰを活用したリコール等の告知 
⑥ メーカーと協力し、点検や修理対応を実施 

製品・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 製 品 

○ 流通事業者には、①仕入れ時の安全性の確認、②販売時の消費者への安全に係る情報の提供、③顧客情報を活用したリコール情報周知等の事故再発防止
への取組など、製品安全に積極的に取り組んでいる例がある。 

○ 製造から使用までの製品の流れを考えると、流通事業者は、①消費者の近い位置に存在し、②製造事業者等とも密接な関係を有する等、製品安全対策にお
いて、重要な役割を果たし得る位置にいる。 

○ 今後、流通事業者に期待される具体的な取組内容について、①販売形態、②取り扱う製品の種類、③事業規模等を踏まえた整理及びその普及に向けた検討
を行うことが必要。 

流通事業者による製品安全の取組について 

経済産業省 製造・輸入事業者 消費者 
事故・不具合情報 問合せ 

指導・情報提供 

事故報告・ﾘｺｰﾙ届出 

社内体制 販売 製造 仕入 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 事故・ﾘｺｰﾙ対応 
（製品安全対策優良企業表彰受賞企業の取組例より、経済産業省作成） ＜ 大手流通事業者による製品安全への取組の例 ＞ 

 

流通事業者 

大手スーパー 

中小家電小売 

家電量販店 

通販事業者 

ホームセンター 

百貨店 コンビニ 

製品安全に係る情報 

リコール情報等 

◎製品の安全性の確認 ◎消費者への安全に係る情報の提供   ◎リコール情報等再発防止策への取組 
◎社全体で製品安全に取り組む体制の整備 

販売形態、事業規模等の異なる 
多様な事業者が存在 

クレーム・事故情報等 

（別紙４） 
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会・消費経済審議会製品安全部会合同会議（平成２４年６月１２日）資料より 
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通信 
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家電 
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○ 流通事業者の中には、①自社独自の品質基準を策定・運用、②取引先工場の綿密な調査・モニタリングを実施、③顧客の購入履歴の活用等、製品安全の確
保に積極的に取り組んでいる例がある。 

○ 取組の中には、業態横断的に行われている取組と、業態の特性を活かした特徴的な取組が存在する。 
 ＰＢ（プライベートブランド）を有する大手量販では、設計段階におけるモニター試験等を実施 
 通販事業者は、全購入者の情報を把握し、リコール時に電話・メール等で即時連絡を実施 
 家電量販店では、ポイントカード等の情報を活用したリコールＤＭの店頭での手渡しや、店頭ＰＯＰや専門相談員を通じた顧客への注意喚起等を実施 

流通事業者による製品安全への取組事例 

社内体制 販売 製造 仕入 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 事故・ﾘｺｰﾙ対応 

製品安全への対応方針「グ
ループ製品安全自主行動マ
ニュアル」を策定し、管理体
制等の整備を実施 

新規工場に対する取引開始
前訪問調査（生産・品質管理
体制等）の実施 

製品安全情報を収録した販
売員ﾏﾆｭｱﾙを販売員に配布 

外部機関との製品安全活動
の協力に関する協定の締結 

リコールや事故情報等をポイ
ントカード情報と連動させ、未
着DMの店頭手渡しを実施 

使用方法を誤るとケガをする
恐れのある製品の注意喚起
POP掲示 

公的基準等を基にした独自
の品質基準を策定し、適合を
確認（グループ会社でも適用
し、運用） 

モニター（社内家族等）のライ
フテスト実施による安全性、
品質等の検証を実施 

販売中の製品に対して定期
的な抜き取り検査を実施 

取引先全社に対し、法令遵
守・基準等への適合・誤使用
対策等の実施を求める製品
事故等の防止に関する覚書
の締結を要請 

リスクマップによる事故判定
基準を設定し、リスクに応じ
てリコール、回収告知、警告
品目指定などの対応を実施 

事故情報に関するPOP展開 

長期有料・長期無料（一部）
修理保証制度の実施 

苦情や問合せ内容を取引先
に開示するとともに、品質改
善に取り組むための「品質改
善情報共有会議」を開催 

事故の経緯、顧客対応の一
連の流れ、再発防止策等を
「販売一時停止カード」として
記録管理 

外部検査機関と連携し、社内
試験室で苦情品の再現テス
ト、原因調査を実施 

リコール品の「販売中止」緊
急情報を本部から全店長発
信し、即時撤去 

リコール促進のためのDMの
作り方の工夫等のアイディア
をメーカーに提供 

製品の使用方法や使用上の
注意などを説明する専門相
談員を店頭に設置 

部品や消耗品等も含めた購
買履歴の把握 

故障・修理内容を基に販売台
数と発生率に応じてメーカー
に状況を報告 

外部のリコール情報を収集し、
自社販売・提供製品と照合 

ネットを介した購入により、全
購入者の情報を把握 

リコールの回収状況をメー
カーと共有するとともに、積
極的な協力を実施 

メーカーの市場対応判断に
時間がかかる場合は、自社
で修理対応を実施 

自社のサービスセンターによ
る交換、修理、点検 

製品の特性に応じ、取扱説
明書に記載がある事項でも、
製品本体への注意表示添付
をﾒｰｶｰに要請 

品質関連の資格認定制度の
促進 

自社基準に基づき、公的検
査機関においてサンプル品
及び量産品（計２回）の検査
を実施 

ポイントカードによる顧客情
報の把握 

テクニカルセンターを設置し、
問合せ・修理受付及び出張
修理等を実施 

（製品安全対策優良企業表彰 
 受賞企業の取組例より） 

独自の品質・安全基準として
「自社開発商品開発品質評
価基準」を策定し、設計・製造
委託先に提示 

設計・開発段階と量産段階に
おける試作品のモニター調査 

品目毎に検品条件を設定し、
納品までのプロセス毎に徹
底した検査を実施 

事故等の発生状況の再現試
験等を実施、発生メカニズム
を解明し、基準改訂や再発防
止策を検討 

事故のリスクや影響度等を
分析し、具体的な対応を検討 

修理専門のグループ会社に
て不具合情報の一元管理 

安全性に関わる不具合情報
を受けた製品の全店撤去・販
売中止 

週１回、展開中製品の抜き取
り検査による定点観測を実施 

製造委託契約書における製
品安全基準保証の契約締結 

全従業員に、業務上必要とな
る資格（家電製品アドバイ
ザー等）取得の奨励 

保証書等を通した顧客情報
の把握（ポイントカードと合わ
せて１００％捕捉） 

修理部門を設立し、アフター
サービスまで自社で対応 

店頭ＰＯＰやＨＰ上での情報
提供を迅速に実施 

HP上で「重要なお知らせ」と
して告知 

ポイントカードを活用し、顧客
へリコール情報を直接連絡 

全購入者に対し、電話・メー
ル等でリコールの経緯・交
換・引取等の案内を実施（３
日で９割補足可） 

電話、ﾈｯﾄの口ｺﾐ、返品伝票
の意見欄で顧客の声を収集 

収集した情報を蓄積し、シス
テム等により一元管理 

顧客の声を分析、多発事例
は情報発信、説明書の改訂 

店頭及び配達・修理等の際
に顧客アンケートを実施 

顧客からの故障連絡・修理依
頼を全てＤＢに蓄積 

お客様相談室に入った情報
を月２回部長以上に報告し、
相談内容の傾向等を分析 

取扱方法や注意事項につい
てＰＯＰ等を作成し、店頭に
掲示 

製品のアレルギー情報等の
安全情報をパッケージやカタ
ログに掲載 

生産管理体制等45項目を確
認する工場ｶﾙﾃを作成し、取
引前に現地工場を訪問調査 

登録取引先に対する安全へ
の取組内容の説明会開催
（年２回） 

取引先の品質管理体制等を
定期的に評価し、適切な管理
を実施 

一定期間における商品修理
率・故障内容を集計・分析し、
月１回取引先等への報告会
を開催 

毎月「クオリティ会議」（社長
以下）を開催し、顧客からの
苦情・不満等を共有 

社内向けに「安全・安心への
取組」を作成・配布し、全社員
に対する安全教育を実施 

製品安全に対する具体的な
取組等をCSR報告書などに
より積極的に開示 

従業員及び取引先等に、外
部検査機関による品質改善
提案会（展示会）の開催 

ＪＩＳやＳＧ基準の策定、改訂
に向けた委員会等へ参画 

安全に関する取組をCSRに
まとめ、HPで公表 

全店に「お客様の声ボック
ス」設置、お客様相談室への
電話による問合せ、ＷＥＢサ
イト等を通じて収集 

社内商品事故報告書に問合
せ等の情報を記載し、QC室
において集中管理 

「お客様の声プロジェクト」や
「顧客視点シート」による苦情
以外の情報収集を実施し、製
品改善等に活用 

事故原因等をまとめた調査
報告書を作成し、顧客へ提供 

自社及び他社の類似製品の
事故情報を鑑み、発送製品
で類似の危険性がある場合、
注意喚起文書を送付 

不具合によるリスク「顧客迷
惑度」×「発生規模」の相関
を鑑み、対応を検討 

取引先の品質の実績を半年
ごとに指標化し、工場単位で
モニタリングを実施 

（ＰＢ品を製造している場合） 

従業員向けの安全研修 

（別紙５） 
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会・消費経済審議会製品安全部会合同会議（平成２４年６月１２日）資料より 
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