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、製品起因による
事故ではないと判断した案件について（お知らせ）

平 成 ２１年 ７月 １４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、ガス機器・石油機器に関する事故及び製品起因か否かが
特定できていない事故として公表した案件、並びに、製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第
三者判定委員会において審議を予定しているもの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２１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、製品起因
による事故ではない（製品事故ではない）と判断したのでお知らせします。また、併せて、被害が重大で
はなかったことが判明した案件についてもお知らせします。
なお、このお知らせをもちまして、当省 HP 内の『製品安全ガイド』に公表している製品事故データベー
スより事故情報を削除します。
※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。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件
（１）ガス機器・石油機器に関する事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件
管理番号

1 A200700871

事故発生日

平成20年1月19日

報告受理日

平成20年1月30日

製品名

機種・型式

事業者名

ガス小型湯沸器（都 RN-405SD（東京ガ
リンナイ株式会社
市ガス用）
ス㈱ブランド）

埼玉県

調査の結果、消費者が給油タンクにガソリンを誤給
油したことにより、異常燃焼し、火災に至ったものと判
断した。

火災

当該製品で、鍋を火に掛け、グリルで魚を焼い
ている最中に火災が発生した。鍋は空焚き状
態で、魚も焦げていた。

大阪府

調査の結果、当該製品のグリルとバーナーで調理
中、火を消さずに寝入ってしまい、その後、こんろから
発火し、その周辺に延焼したものと判断した。

株式会社ハーマンプロ

火災
軽傷4名

料理店において、漏洩したガスに引火する火災
が発生し、４名が軽傷を負った。当該製品周辺
の焼損が著しかった。

北海道

調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。
A200800433と同一 当該製品とガス栓の接続部に異物が挟み込まれるな
ど、接続が不十分であったため、接続部から漏洩した
事故
ガスに引火したものと判断した。

光陽産業株式会社

火災
軽傷4名

料理店において、当該製品と迅速継手との接
続部から漏洩したガスに引火、爆発し、４名が
軽傷を負った。

北海道

調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。
A200800408と同一 当該製品と迅速継手の接続部に異物が挟み込まれ
るなど、接続が不十分であったため、接続部から漏
事故
洩したガスに引火したものと判断した。

4 A200800082

平成20年4月12日

平成20年4月23日

ガスこんろ（都市ガス
PKS-K60GF-R
用）

パロマ工業株式会社

5 A200800408

平成20年7月8日

平成20年7月18日

迅速継ぎ手（LPガス
OJ-000
用）

7 A200800470

8 A200800494

平成20年7月9日

平成20年8月6日

平成20年8月5日 油だき温水ボイラ

株式会社長府製作所

OVH-L23（日立ホー 東芝ホームテクノ株式
ムテック㈱ブランド） 会社

PG-501S

石油給湯機付ふろが
平成20年8月11日
FDW-470S
ま

調査の結果、当該製品のバーナー混合管が蜘蛛の
巣や昆虫の卵で塞がれて不完全燃焼を起こす状態
であった。不完全燃焼を検知し、当該製品の安全装
置が働き、燃焼を停止させる状態であったことを使用
者が認識しながら、繰り返し点火操作したため、一酸
化炭素中毒に至ったものと判断した。

当該製品を使用中、爆発音がして、製品下部
から出火した。その際、家人１名が火傷を負っ
た。

石油ストーブ（開放
式）

カタログNo.Ｇ５５

東京都

平成20年1月21日
に原子力安全・保
安院にて公表済事
故

火災
重傷1名

平成20年4月14日

平成20年7月28日 ガス栓（ＬＰガス用）

製品に起因する事故でないと判断した理由

茨城県

平成20年3月13日

平成20年7月8日

備考

当該製品を使用後に発煙したため、スイッチを
切った。

3 A200800058

6 A200800433

当該機器を使用中、気分が悪くなり、病院に運
ばれ、一酸化酸素中毒と診断された。

事故発生
都道府県

火災

平成20年2月7日

IB-35SR

CO中毒
軽症3名

事故内容

調査の結果、煙管の周りにある水管が凍結し、膨張
したため、煙管が内側にへこみ、燃焼不良を起こし、
発生した未燃灯油に引火したものと判断した。
なお、取扱説明書には、凍結防止の際の使用方法が
記載されている。

2 A200700994

平成21年4月9日 石油給湯機

被害状況

株式会社長府製作所

タカラスタンダード株式
会社

火災

シャワーを浴びるためスイッチを押したが水に
なったため、入切を繰り返したところ、ブレー
カーが落ち、発煙した。

火災

屋外に設置されていた当該製品からボンと音
がし、機器内部の一部が焼損した。

富山県

調査の結果、当該製品はボイラー室に設置されてお
り、ドアの給気口が掃除不足でホコリ等によりふさが
れ、給気が不十分な状態であった。さらにボイラー室
内の湿気を取るために当該製品を使用中に誤って換
気扇を回した（排気）ため、当該製品の高温の排気が
逆流して燃焼バランスが崩れ、燃焼室付近で発火し
たものと判断した。

島根県

調査の結果、当該製品の電磁ポンプ交換の際に、修
理事業者が電磁ポンプのシール部（Oリング）に異物
を噛み込ませたため、油漏れが生じ、高温のバー
ナー部に触れて発火したものと判断した。

管理番号

9 A200800726

10 A200800782

11 A200800783

12 A200800784

13 A200800788

14 A200800792

事故発生日

平成20年10月8日

報告受理日

平成20年10月20日

製品名

開放式ガス湯沸器
（都市ガス用）

機種・型式

PH-5BW

平成20年10月31日

屋外式ガス給湯器付
平成20年11月6日 ふろがま（都市ガス GJ-S24T3
用）

平成20年10月18日

ガスこんろ（ＬＰガス
平成20年11月6日
用）

平成20年10月28日

平成20年11月6日

屋外式ガス湯沸器
（ＬＰガス用）

PA-66F-L

PH-20CW

平成20年10月30日

平成20年11月6日 石油ストーブ

SX-E270WY

平成20年10月30日

ガスこんろ（都市ガス
平成20年11月7日
RTS-600GFS-L
用）

平成20年11月10日

石油ストーブ（開放
平成20年11月19日
式）

16 A200800854

平成20年11月16日

開放式ガス温風暖房
平成20年11月21日
RC-212
機（都市ガス用）

17 A200800865

平成20年10月31日

平成20年11月25日

15 A200800839

18 A200800867

平成20年11月3日

平成20年11月25日

石油ストーブ（開放
式）

SX-D27WY

SX-B220

屋外式ガス給湯付ふ
RBF-85NDW
ろがま（ＬＰガス用）

事業者名

パロマ工業株式会社

被害状況

火災

事故内容

当該製品前面点火ボタンが燃えていた。

松下電器産業株式会
社（現 パナソニック株
式会社）

CO中毒
軽症1名

当該製品付近で異臭がし、１名が軽度のＣＯ中
毒と診断され、経過観察のため入院した。

パロマ工業株式会社

火災
軽傷2名

台所付近で爆発が起こり、1名が熱風を吸い込
み軽い火傷を負い、1名がガラス片を踏み、軽
傷を負った。

パロマ工業株式会社

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

大阪府

調査の結果、当該製品は左側底部と基板周辺の焼
損が著しかったが、基板に発火の痕跡は認められな
かった。
ガスこんろの真上近くに、当該製品を必要な離隔距
離を確保せずに誤って設置したため、当該製品内に
堆積した埃に油分が含まれた状態になり、点火時に
引火したものと判断した。

大阪府

調査の結果、ベランダに置かれていた当該製品は、
取扱説明書で禁止されている台所からの換気扇の
フードの下に誤って設置されていたため、換気扇から
の湿気を含んだ排気が当該製品に当たり、製品内を
錆びさせ、給気経路の一部を閉塞し給気不足となっ
たことから、一酸化炭素濃度が高くなったものと判断
した。

千葉県

調査の結果、当該製品に不具合は認められず、使用
者がガス器具が接続されていない側のガス元栓を
誤って半開きにしたため、ガスが漏れて引火爆発に
至ったものと判断した。

鹿児島県

調査の結果、軒下に設置された当該製品の正面にブ
ロック塀を増設してしまったため、離隔距離不足で、
排ガスが停滞し、不完全燃焼により熱交換器に多量
のすすが詰まり、未燃ガスに引火したものと判断し
た。

新潟県

調査の結果、炎が大きくなりづらかったため当該製品
の固定タンクの清掃を行おうと、当該製品を倒すよう
に傾けたため固定タンクから本体内部や周囲に灯油
をこぼしたことに気づかず、点火を行ったことから、こ
ぼれた灯油に引火したものと判断した。

火災

当該製品の直上にある屋根の木枠が燃えた。

火災
軽傷1名

当該製品の自動点火装置が使えなかったた
め、ライターで点火したところ、数分後に当該製
品周辺が炎に包まれ、1名が火傷を負った。

火災

当該製品の一部及びその周辺が焼損する火災
が発生した。

大阪府

調査の結果、フライパンをバーナーに乗せたまま火を
消し忘れて外出したため、フライパンの輻射熱によっ
て、近くにあったプラスチック製品が発火したものと判
断した。

火災
軽傷1名

当該製品に点火し、燃焼したまま水平に持って
３ｍほど移動して置いてから、しばらくすると、
「ポン」と音がして炎が上がりカーテン等が焼損
した。

東京都

調査の結果、当該製品にガソリンを誤給油したことに
より、異常燃焼し、火災に至ったものと判断した。

リンナイ株式会社

火災

当該製品の上に置かれていた電気カーペット
が、当該製品により長時間加熱され着火した可
能性がある火災が発生した。

大阪府

調査の結果、使用者が当該製品の置いてある場所を
片付け中、スイッチの入っていた当該製品の上に可
燃物を置いた状態でその場を離れていたため、可燃
物が加熱され、発火したものと判断した。

株式会社コロナ

火災

物置で当該製品を使用した後、しばらくして火
災が発生した。

香川県

調査の結果、消火ボタン及び芯調整つまみが故障し
ている当該製品を使用し、ステンレス製のボウルを被
せて消火しようとしたところ、火が消えなかったため、
異常燃焼し、火災に至ったものと判断した。

福岡県

調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。
使用者は、事故当日訪れた家人以外の者で点火操
作に不慣れなため、うまく点火出来ず、点火操作を繰
り返したため、ふろがま内部にガスが滞留し、小爆発
をおこしたものと判断した。

株式会社コロナ

リンナイ株式会社

株式会社コロナ

リンナイ株式会社

火災

当該製品に点火しようとした際、異常着火して、
本体が少し変形した。

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

機種・型式

19 A200800868

平成20年11月12日

平成20年11月25日

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

20 A200800877

平成20年11月15日

平成20年11月26日

ガスこんろ（都市ガス
不明
用）

JIK-467FK-R

事業者名

リンナイ株式会社

パロマ工業株式会社

被害状況

火災

火災
死亡1名

事故内容

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

当該製品のグリルを使用中に火災が発生し
た。

山梨県

調査の結果、当該製品のグリルで調理中に外出して
いたことから、火災に至ったものと判断した。

火災が発生し、1名が死亡した。火災現場に当
該製品があった。

東京都

調査の結果、当該製品の操作つまみは全て「閉」の
位置になっており、事故当時に当該製品は使用され
ていなかった。

21 A200800883

平成20年11月19日

平成20年11月27日 石油給湯機

OH-310T-K

東芝キヤリア株式会社

火災

入浴のため当該製品で給湯中、しばらくすると
ブレーカーが落ちたため確認すると、当該製品
の煙突から炎が上がっていた。

和歌山県

調査の結果、当該製品の電源コードが、当初のもの
より長いものに改造交換され、屈曲させて幾重にも束
ねられた状態で機器内部に押し込まれた状態で使用
されていた。
そのため電源コードが断線し、スパークが生じ、発火
したものと判断した。
当該製品に修理履歴はなかった。

22 A200800891

平成20年11月17日

平成20年11月27日 石油温水器

HT-342BU

シャープ株式会社

火災

火災が発生し、火災現場に当該製品があった。

長野県

調査の結果、当該製品の外装板の焼損が内側より
外側が著しかったことから、外部から焼損したものと
判断した。

23 A200800913

平成20年11月19日

24 A200800930

平成20年8月17日

25 A200800957

平成20年11月30日

平成20年12月1日 ガス栓（ＬＰガス用）

平成20年12月4日

PC334

ガスこんろ（都市ガス
PKS-410B
用）

ガスこんろ（都市ガス
平成20年12月12日
IC-3300CBF-1
用）

ガス衣類乾燥機（ＬＰ
RDT-40E
ガス用）

26 A200800991

平成20年12月13日

平成20年12月22日

27 A200800992

平成20年12月14日

平成20年12月22日 エアコン（ＬＰガス用） RHW-R3125E

28 A200800996

平成20年12月14日

平成20年12月24日

石油ストーブ（開放
式）

KS-67A

富士工器株式会社

火災
軽傷2名

パロマ工業株式会社

火災

パロマ工業株式会社

火災
軽傷2名

事業所で、使用者が当該製品に接続されたガ
スストーブのスイッチを入れたところ、ガス爆発
が起こり、２名が火傷による軽傷を負った。

大阪府

調査の結果、当該製品には異常は見られなかった。
使用者の一人が不注意により、当該製品に接続して
平成20年11月20日
いたガスホースをひっぱり、ホースが外れ、ガスが漏
に原子力・安全保
れていたことに気づかず別の者が、ガスストーブの点
安院にて公表済
火操作を行ったため、漏れて滞留していたガスに引
火し、爆発したものと判断した。

当該製品で調理中に火災が発生した。

愛知県

調査の結果、当該製品には異常は見られず、当該製
品で調理中、目を離していたため、油が過熱し発火し
たものと判断した。

東京都

調査の結果、当該製品のグリルの火を消し忘れ、庫
内で炎が上がり、グリル底部が高温となったため、当
該製品の下に誤って入れられていたガスホースが熱
により穴が開き、火災に至ったものと判断した。

当該製品のグリルで調理中に排気口から火が
上がり、周辺を焼損した。その際に２名が軽傷
を負った。

リンナイ株式会社

火災

厨房室におかれた当該製品にタオルを入れ
て、乾燥運転中にタオルが発火した。

福井県

調査の結果、当該製品で油分の付着しているタオル
を乾燥したために、タオルに残留していた油分が酸
化熱により発火したものと判断した。
当該製品のドラム内のリフターが外れたまま、修理を
せずに使用されていたため、タオルの温度が上昇し、
発火が助長されたと考えられる。
なお、製品本体及び取扱説明書には、油の付着した
衣類は乾燥しない、旨記載されている。

リンナイ株式会社

火災

当該製品を運転したまま外出し、その間に火災
が発生した。

山梨県

調査の結果、当該製品の内部の電気部品や配線等
には発火の痕跡は認められず、現場の焼損状況から
外部から焼損したものと判断した。

愛知県

調査の結果、衝撃により燃焼筒がずれた状態のまま
着火したため、異常燃焼が生じて火災に至ったものと
判断した。
なお、取扱説明書には、着火後は燃焼筒にずれがな
いか、左右に動かして必ず確かめる、旨使用方法が
記載されている。

株式会社トヨトミ

火災

当該機器に点火後、異臭がしたため確認する
と、当該機器のつまみ奥から火が出て、部屋が
ススにより汚損した。

管理番号

被害状況

事故内容

事故発生
都道府県

松下住設機器株式会
社（現 パナソニック株
式会社）

火災
軽傷3名

アパートの一室が焼損する火災が発生し、3名
が軽傷を負った。現場に当該製品があった。

神奈川県

パロマ工業株式会社

火災

風呂を沸かしていたところ、当該製品付近から
火が出て、壁が焼損した。

愛知県

調査の結果、当該製品の排気口の前に、誤ってふす
まを立てかけて置いたため、排気熱でふすまが燃え
て、火災に至ったものと判断した。

株式会社コロナ

火災

当該製品の自動着火装置で着火しようとしたが
着火しないため、ロウソクで点火したところ、し
ばらくすると、当該製品から白煙が上がり、操
作部樹脂が焼損した。

静岡県

調査の結果、当該製品は操作部の樹脂だけが焼損
しており、他の部分には焼損や異常は見られなかっ
た。
点火に使用したローソクの火が操作部に燃え移った
ものと判断した。

リンナイ株式会社

火災

当該製品を点火してから、その場をしばらく離
れて戻ると当該製品から発煙していた。

大阪府

調査の結果、当該製品のスイッチを入れ、その場を
離れている間に、ストーブガード周辺に衣服や布団
が接触し、着火したたものと判断した。

ガス炊飯器（都市ガ
ス用）

011-0950（大阪ガス
リンナイ株式会社
㈱ブランド）

火災

当該製品から発煙した。当該製品の釜とバー
ナーの間に金属製の異物があった。

大阪府

調査の結果、当該製品の内釜とバーナーの間に、
誤って、カッターナイフを入れたまま炊飯したため、
カッターナイフの樹脂部が燃え、発煙したものと判断
した。

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

KGS-4500GFE

火災

当該製品が設置されていた台所付近が火元と
思われる火災が発生した。

北海道

調査の結果、使用者が当該製品のグリルを使用した
A200800905と同一
まま外出したため、グリル内が過熱され、火災に至っ
事故
たものと判断した。

株式会社コロナ

火災

火災が発生し、出火元周辺に当該製品があっ
た。

山形県

調査の結果、当該製品を使用中に、点火したまま
カートリッジタンクを抜き、タンクに何らかの力を加え
たため油量計（油量ののぞき窓）が破損し、そこから
漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと判断した。

株式会社コロナ

火災
死亡1名
軽傷1名

火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負っ
た。現場に当該製品があり、ストーブの芯が上
がった状態であった。

新潟県

調査の結果、当該製品の天板上に繊維等可燃性製
品が接触し、発火したものと判断した。

株式会社コロナ

火災
死亡1名
重傷1名

千葉県

調査の結果、当該製品のカートリッジタンクに給油
後、口金キャップが外れた状態のタンクを当該製品
本体にセットして、点火操作を行ったため、タンクから
こぼれた灯油に引火し、火災に至ったものと判断し
た。

事故発生日

報告受理日

29 A200801011

平成20年12月15日

平成20年12月25日

石油ストーブ（開放
式）

OS-18CD

30 A200801059

平成21年1月2日

平成21年1月13日

屋外式ガス湯沸器
（ＬＰガス用）

FH-20AS

31 A200801065

平成21年1月2日

石油ストーブ（開放
平成21年1月14日
式）

32 A200801066

平成20年12月30日

平成21年1月14日

ガスストーブ（都市ガ
43-444A
ス用）

33 A200801067

平成21年1月3日

平成21年1月14日

34 A200801069

平成20年11月17日

平成21年1月14日

35 A200801095

平成21年1月7日

36 A200801171

平成21年1月17日

37 A200801222

平成21年1月28日

製品名

機種・型式

SX-3060

石油温風暖房機（開
平成21年1月16日
GT-3280Y
放式）

平成21年1月29日

平成21年2月6日

石油ストーブ（開放
式）

石油ストーブ（開放
式）

SX-C220

RX-227

事業者名

リンナイ株式会社

住宅が全焼する火災が発生し、1名が死亡し、1
名が重傷を負った。現場に当該製品があった。

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由
調査の結果、当該製品に可燃物が接触し、火災に
至ったものと判断した。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件
（２）ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件
管理番号

1 A200800396

2 A200800546

3 A200800837

4 A200800929

事故発生日

平成19年12月

平成20年8月22日

平成20年11月8日

平成20年11月25日

報告受理日

製品名

平成20年7月16日 介護ベッド用手すり

平成20年8月28日 換気扇

平成20年11月19日 介護ベッド用手すり

平成20年12月4日 電気毛布

機種・型式

KA-16

XO-12

KA-089

BK-5200

事業者名

パラマウントベッド株式
会社

サナーエレクトロニクス
株式会社

パラマウントベッド株式
会社

三洋電機コンシューマ
エレクトロニクス株式会
社

被害状況

死亡1名

事故内容

施設のベッドに設置した当該製品の下側の横
桟に顎が引っかかった状態で発見された。

火災

当該製品が、使用中に発火し、周辺が焼損し
た。

死亡1名

施設で、当該製品の固定レバー部に衣服の襟
が引っかかっり、窒息状態となり、その後入院
先で死亡した。

火災

当該製品のコントローラー部から出火した。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

鹿児島県

調査の結果、当該製品に破損、ゆがみ、異常は見ら
れず、ベットからずり落ちた際に、当該製品の横桟と
マットレスのすき間に入り、下側の横桟に顎が引っか
かったものと判断した。
なお、事業者はベッドの柵のすき間に関する危険性
について、医療・介護施設に対して注意喚起を行って
いる。

福島県

調査の結果、使用者が、トイレ用排気パイプに当該
製品を設置した際、電源コードを固定しなかったため
に、風に吹かれて電源コードがパイプを支えている金
具に繰り返し当たったため、コードの被覆が損傷し、
ショートしたものと判断した。
取扱説明書には、「電源コードはパイプ又は柱に確
実に固定すること」、「風等によりコードが損傷し、発
火する」旨警告されている。

大阪府

調査の結果、当該製品の固定レバー部は、他の製品
に比較して、衣服等が引っかかり易いものとは認めら
れなかった。使用者が、ベッドの端でかがみ、ベッド
の下にあるものを拾おうとした際にベッドから逆さに
転落し、襟をかけてしまったたものと判断した。

兵庫県

調査の結果、コントローラー部に水分（尿）が掛かり、
基板上でトラッキング現象が起こり発火したものと判
断した。
なお、コントローラーには「水を掛けない。」と表示さ
れ、取扱説明書には「コントローラー部を濡らさない、
絶縁不良の原因となる。」旨の注意事項が記載され
ている。

原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件
（３）製品起因であるか否かが特定できていない事故として公表したものの、製品に起因する事故ではないと判断する案件
管理番号

1 A200701042

事故発生日

平成19年11月28日

2 A200701183

平成20年2月18日

3 A200800003

平成20年3月15日

4 A200800013

5 A200800038

平成20年3月27日

平成20年3月6日

報告受理日

製品名

平成20年2月27日 フードプロセッサー

平成20年3月31日 搾乳器（手動式）

平成20年4月1日 延長コード

平成20年4月2日 ホットプレート

平成20年4月9日 電動アシスト自転車

被害状況

事故内容

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

神奈川県

調査の結果、当該製品は、一般用の製品を販売促進
のデモンストレーションのために頻繁に使用されてお
り、フタを外すとスイッチが入らなくさせるインターロッ
クの部品のバネが劣化して、インターロックが正常に
働かなくなっていた。
その状態で、使用者がデモンストレーションとして故意
に当該製品の中に手を入れてスイッチを入れたことに
より事故に至ったものと判断した。

当該製品を使用した翌日から両手首が痛くな
り、腱鞘炎になった。

兵庫県

調査の結果、当該製品のポンプの圧縮力は同等品と
比較して同程度であった。
初めての使用で慣れていなかったため、ポンピング速
度及び搾乳時間等過度な使用が影響したものと判断
した。
なお、同様な事故は報告されていない。

火災

留守中の部屋から出火する火災があった。室内
に複数の電気製品につながれた当該製品が
あった。

愛知県

調査の結果、当該製品の電源プラグ刃間のホコリの
付着や湿度の影響で当該プラグ刃間でトラッキングが
発生し、火災に至ったものと判断した。

火災

当該製品のコンセントを繋げたまま、調理プレー
トを外した状態で置いておいたところ、火災が発
生した。

岐阜県

調査の結果、当該製品を使用後に調理プレートを外し
ヒーターがむき出しの状態で、電源を繋げたまま置い
ていたため、何かの拍子でスイッチが入り、ヒーターの
上に置かれていた樹脂製品が発火し、周囲に引火し
たものと判断した。

東京都

調査の結果、修理業者が行った後輪のタイヤ交換の
際、ハブ軸ナットの締め付けが不十分であったため、
その後の使用でナットが緩み、ハブ軸に異常摩耗が
生じ、段差等の走行時の衝撃で、バブ軸が折損し、バ
ランスを崩して転倒したものと判断した。
使用者は、修理を行った事業者名を記憶していなかっ
た。

重傷1名

重傷1名

重傷1名

当該製品を販売店で販売促進のための説明会
で使用中、右手中指と薬指を負傷した。

当該製品に乗って、車道を横断して歩道に入ろ
うとした際に転倒した。

管理番号

6 A200800095

事故発生日

平成20年4月15日

報告受理日

製品名

平成20年4月25日 差込プラグ

被害状況

事故内容

火災

ゲーム機の設置業者が、当該製品（差し込みプ
ラグ）、電源コード、タップを個別に購入し、作成
した延長コードが、遊戯施設で使用されていたと
ころ、プラグ内部とコンセント表面が焼損した。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

東京都

調査の結果、市販されている当該製品に接続してい
た３本の電線のうち、１本が断線・溶融していた。設置
業者が延長コードを作成する際、電線を固定している
ネジの締め付けが不足したため、発熱・発火に至った
ものと判断した。

重傷1名

施設で使用されていた当該製品の脱水運転中
に洗濯槽が止まっていない状態で手を入れ、洗
濯物が腕に絡み、上腕部を骨折した。

大阪府

調査の結果、当該製品の洗濯槽の回転が完全に停
止していないうちに洗濯槽に手を入れたことにより生
じたものと判断した。
なお、取扱説明書には、洗濯槽が完全に止まるまで
は、洗濯物に手を触れない旨の警告がなされている。

7 A200800145

平成20年4月28日

8 A200800155

平成20年4月30日

平成20年5月12日 電気がま

火災

当該製品が置かれていたシステムキッチンの炊
飯器収納庫の蒸気排出部から発煙していた。

大阪府

調査の結果、当該製品の電源コードに途中接続の改
造がなされており、当該接続部での接触不良により、
発火したものと判断した。

9 A200800206

平成20年5月19日

平成20年5月30日 電気こんろ

火災

帰宅した際、室内が煙で充満していた。

大分県

調査の結果、当該製品はリコール改修済みの製品で
あり、当該製品は、正常に作動することが確認され、
当該製品に起因する事故でないと判断した。

当該製品でうたた寝していたところ、低温火傷を
負った。

長崎県

調査の結果、当該製品は、正常に機能することが確
認された。使用者が、うたた寝により、ヒーターの保護
網に体が長時間触れていたために低温火傷を負った
ものと判断した。
なお、取扱説明書には、長時間皮膚の同じところに触
れていると低温やけどを起こす原因になる旨、禁止事
項として記載されている。

ホテルで火災が発生し、火災現場に当該製品
があった。

奈良県

調査の結果、当該製品は出火場所から離れた位置に
あったことが判明した。出火原因は不明であるが、当
該製品に起因する事故ではないと判断した。

愛知県

調査の結果、当該製品の電気部品に発火の痕跡は
認められなかった。
庫内底面に腐食による穴が出来るほど庫内の手入れ
が不十分であったことなど使い方の問題で火災に至っ
たものと判断した。
なお、取扱説明書に、庫内の手入れについての注意
事項が記載されている。

10 A200800222

平成20年3月19日

11 A200800236

平成20年5月1日

12 A200800248

平成20年5月30日

平成20年5月8日 電気洗濯機

平成20年6月3日 電気こたつ

平成20年6月6日

テレビ（ブラウン管
型）

平成20年6月10日 電子レンジ

重傷1名

火災

火災

当該製品付近から出火したと思われる火災が
発生した。

管理番号

13 A200800264

事故発生日

平成20年5月24日

報告受理日

製品名

被害状況

事故内容

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

沖縄県

調査の結果、当該製品は工事説明書に沿った施工が
されなかったため、当該製品と当該製品が嵌め込ま
れた天井の間にすき間が生じ、天井裏の結露水が電
線を伝わり端子部に浸入して、トラッキングが発生した
ものと判断した。

重傷1名

業者が使用しようとベランダに設置していた当
該製品の下部に、家人が右足薬指をぶつけ、転
倒し、右足薬指を切断した。

埼玉県

調査の結果、当該製品は一般的に販売されている通
常の脚立と同様の構造のもので、不具合は認められ
なかった。
ベランダに素足で出た家人が、足を当該製品にぶつ
けたものと判断した。

火災

トイレに設置されていた当該製品の一部が焼損
した。

平成20年6月13日 脚立

平成20年6月11日 換気扇

事故発生
都道府県

14 A200800272

平成20年6月1日

15 A200800280

平成20年3月24日

平成20年6月13日 電気便座

重傷1名

当該製品を使用中に低温火傷を負った。

岩手県

調査の結果、当該製品に異常は認められなかった。
使用者が当該製品を使用中に意識を失い長時間接
触していたため、低温火傷を負ったもの判断した。

16 A200800337

平成20年6月18日

平成20年6月27日 折りたたみ扉

重傷1名

店舗で当該製品を閉める際に、取っ手を持たず
に框に手を掛けて閉めたため、ヒンジ部に指が
挟まり骨折した。

東京都

調査の結果、当該製品の引手を持たずに框にゆびを
引っかけて連扉の開閉作業を行ったために事故に
至ったものと判断した。

重傷1名

要介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの
端に端座位の状態にして車いすを取りに行き
戻ったところ、ベッドの高さが一番高い位置付近
まで上がっており、要介護者が転落して重傷を
負った。

奈良県

調査の結果、当該製品に異常は認められず、ゆっくり
安定的に昇降することが確認された。
また、当該製品は操作記録が残される機能が付いて
いるが、操作履歴情報には事故発生当日の操作記録
はなかったため、当該製品に起因する事故ではないと
判断した。
なお、手元スイッチは、意図せずスイッチが入らないよ
うにした構造であった。

火災

当該製品をタイマー運転にして就寝した。しばら
くして、異臭と煙で目をさまし、確認すると当該
製品から出火していた。

大阪府

調査の結果、当該製品の電源コードを延長する改造
が行われており、コードを延長するための接続部の接
触不良により、発火したものと判断した。

重傷1名

呼び出し音が鳴ったため、受話器を耳にあてた
ところ、本来鳴らない呼び出し音が鳴り、聴覚障
害となった。

福岡県

調査の結果、故障している状態であると知りつつ、使
用者が修復し、使い続けていた当該製品を耳に当て
た際、受話器のフックが戻らない状態で受話器を耳に
当てたため、呼び出し音が耳のそばで鳴り事故に至っ
たものと判断した。

当該製品などが焼損する火災が発生した。

大阪府

調査の結果、当該製品内部から発火した痕跡は認め
られず、現場の焼損状況から、外部から焼損したもの
と判断した。

17 A200800386

平成20年6月20日

平成20年7月14日 介護ベッド

18 A200800452

平成20年7月25日

平成20年7月31日 エアコン

19 A200800462

平成20年6月28日

平成20年8月1日 インターホン

20 A200800468

平成20年7月27日

平成20年8月5日 エアコン（室外機）

火災

管理番号

21 A200800480

22 A200800506

23 A200800525

事故発生日

平成20年7月31日

平成20年6月28日

平成20年7月6日

報告受理日

製品名

平成20年8月8日 インターホン

平成20年8月12日 マットレス

平成20年8月20日 ベビーカー

被害状況

事故内容

事故発生
都道府県

火災

当該製品の玄関子機周辺が焼損する火災が発
生した。

宮城県

調査の結果、当該製品の内部は焼損しておらず、外
部から焼損したものと判断した。

東京都

調査の結果、自力で寝返りを打てない使用者が当該
製品の上に下向きに寝た体勢で、顔ごと製品に沈み
込むような状態で呼吸ができなくなり、窒息したものと
判断した。

東京都

調査の結果、当該製品の破損は転倒した際に生じた
もので、転倒の原因になった破損ではないと判断し
た。
当該製品には破損箇所以外に異常は見られず、特に
転倒しやすい構造ではないことから、坂道を下る際
に、バランスを崩して転倒したものと判断した。

死亡1名

施設で、要介護者がベッドに敷かれた当該製
品の上で、うつぶせの状態で死亡していた。

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

重傷1名

坂道で当該製品を使用中に転倒し、母親が重
傷を負った。

重傷1名

施設で、使用者が当該製品と電動ベッドに挟ま
れて腕を骨折した。

福岡県

調査の結果、ベッドに横になりながら当該製品のすき
間に腕を入れて、電動ベッドのスイッチを操作したた
め、当該製品と電動ベッドの背ボトムに腕を挟まれた
ものと判断した。

24 A200800562

平成20年8月25日

25 A200800600

平成20年9月7日

平成20年9月12日 エアコン（室外機）

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。

大阪府

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、外郭のみが焼損していたことから、外部から焼
損したものと判断した。

26 A200800630

平成20年9月3日

平成20年9月19日 エアコン（室外機）

火災

当該製品を使用しつつ、タバコの火を当該製品
上の樹脂製容器で消して、就寝したところ、ベラ
ンダより破裂音がし、火災が発生した。

兵庫県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、外部から焼損したものと判断した。

27 A200800637

平成20年9月13日

平成20年9月25日 電子レンジ

火災

飲食店で火災が発生し、当該製品周辺及びゴミ
箱等が焼損した。

大阪府

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、外部から焼損したものと判断した。

愛媛県

調査の結果、当該製品は走行性、制動性、スイッチの
作動、バッテリー等走行機能に不具合は見られず、転
落の際に生じたと思われるキズや変形以外に異常は
確認されなかった。
操作を誤り、転落防止柵のない道の路肩から水田に
転落したものと判断した。

北海道

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れなかった。
当該製品に接続されていた自作の延長コードに途中
接続の改造がなされており、当該接続部の接触不良
により、発火したものと判断した。

28 A200800646

29 A200800654

平成20年9月8日

平成20年9月22日

平成20年9月2日 介護ベッド用手すり

平成20年9月26日

電動車いす（ハンドル
形）

平成20年10月1日 電気洗濯乾燥機

死亡1名

火災

当該製品で移動中、道路から約2m下の水田に
転落し、死亡した。

施設で当該製品を運転中に当該製品周辺が焼
損する火災が発生した。

管理番号

30 A200800669

事故発生日

平成20年9月24日

報告受理日

製品名

平成20年10月3日 電気洗濯機

被害状況

火災

事故内容

屋外に設置された当該機器とその周辺が焼損
する火災が発生した。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

岡山県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れなかった。
当該製品及び現場の焼損状況から、外部から焼損し
たものと判断した。

31 A200800705

平成20年9月30日

平成20年10月3日 エアコン

火災

当該製品付近が焼損する火災が発生した。電
源コードが途中接続されていた。

広島県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れなかった。
電源コードの途中に説明書で禁止された途中接続の
改造がなされており、当該接続部の接触不良により、
発火したものと判断した。

32 A200800744

平成20年9月25日

平成20年10月24日 延長コード

火災

水槽後部にあった当該製品が焼損し、床が焦げ
た。

北海道

調査の結果、水槽のすぐ下で使用されていた当該製
品に、水槽の水交換等の際に水が掛かり、タップの内
部でトラッキングが発生したものと判断した。

神奈川県

調査の結果、当該製品には転倒の際に生じたと思わ
れる変形等がみられたものの、それ以外には特に異
常は認められなかった。
また、実走行試験でも転倒に繋がる異常はなかったこ
とから、操作を誤ったものと判断した。

33 A200800795

平成19年11月7日

重傷1名

当該製品で走行中に転倒し、重傷を負った。

火災

海水魚飼育用に使用されていた当該製品付近
から発煙した。

大阪府

調査の結果、当該製品の内部に水漏れの痕跡は認
められず、サービスコンセント部に塩分の付着が確認
された。
外部からコンセント部に海水が浸入し、トラッキング現
象によって発煙したものと判断した。
なお、取扱説明書には、本体に水をかけないよう警告
している。

平成20年11月13日 電動ベッド

死亡1名

当該製品の下で死亡しているところを発見され
た。

東京都

調査の結果、死因は病死であり、当該製品に起因す
るものではないと判断した。

平成20年11月13日

平成20年11月14日 電気毛布

火災
軽傷1名

民家の一部が焼け、家人が火傷を負った。出火
元付近に当該製品があった。

奈良県

調査の結果、当該製品から発火の痕跡は認められ
ず、外部から焼損したものと判断した。

平成20年11月17日

平成20年11月25日 電気こんろ

火災

当該製品のバーナーを使用中に、グリル排気部
より炎が上がる火災が発生した。

広島県

調査の結果、誤ってグリルのスイッチを入れてしまい、
それに気付かずにいたことから、グリル庫内に残って
いた油脂が過熱されて発火したものと判断した。

重傷1名

平坦なカーブで、当該製品をペダルを止めて惰
性で走行している時に本人の意志とは関係なく
ハンドルがふらついて転倒した。

神奈川県

調査の結果、当該製品には転倒の際に生じたとみら
れる変形等はあったものの、それ以外には特段の異
常はみられず、実走行試験でも転倒に繋がる異常は
なかったことから、操作を誤って転倒したものと判断し
た。

34 A200800797

平成20年7月19日

35 A200800811

平成20年10月20日

36 A200800852

37 A200800870

38 A200800875

平成20年11月18日 自転車

平成19年8月25日

平成20年11月10日

水槽用ウォーター
クーラー

平成20年11月26日 自転車

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

被害状況

事故内容

京都府

調査の結果、当該製品のタップ側のコード部が繰り返
し強く折り曲げられたため、半断線し、スパークが発生
し、発火したものと判断した。
なお、当該製品の梱包には、コードを引っ張らない、無
理に曲げない、旨注意事項が記載されている。

佐賀県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、当該製品の焼損状況から、外部から焼損したも
のと判断した。

39 A200800880

平成20年11月14日

平成20年11月27日 延長コード

火災
軽傷1名

当該製品にセラミックファンヒーターを接続して
使用していたところ、接続部付近から火が出た。
消火の際、1名が軽い火傷を負った。

40 A200800888

平成20年11月18日

平成20年11月27日 電気洗濯機

火災

使用していなかった当該製品付近から発煙し、
上に設置している乾燥機が煤けた。

当該製品付近から出火したと思われる火災が
発生した。

愛知県

調査の結果、当該製品の電気部品及び内部配線に発
火の痕跡は認められず、事故時、当該製品は使用さ
れていないこと、現場の焼損状況から、外部から焼損
したものと判断した。

施設で、当該製品の内部のすきまと電動ベッド
の背ボトムの間に右腕が挟まれた状態で発見さ
れた。

東京都

調査の結果、ベッドに横になりながら当該製品の桟の
間に腕を入れたまま、電動ベッドのスイッチを操作した
と判断した。

火災が発生し、現場に当該製品があった。

京都府

調査の結果、当該製品の電気部品に発火の痕跡は
認められず、外部から焼損したものと判断した。

重傷1名

当該製品を履いて競技中にジャンプして着地し
た際に、左足親指と甲の部分を骨折した。

高知県

調査の結果、当該製品の靴裏には運動による摩耗の
痕跡はあったが、剥がれや接着不良等の異常は認め
られなかったことから、当該製品に起因する事故では
ないと判断した。

火災

火災が発生し、２名が火傷を負った。現場に当
該製品があった。

愛知県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、当該製品に可燃物が接触し、火災に至ったもの
と判断した。

三重県

調査の結果、鍋底の外周に油の焦げ付きが多量に付
着した鍋で、センサー機能を使わずに、揚げ物を調理
中その場を離れていたため、発火に至ったものと判断
した。
なお、取扱説明書には、鍋の汚れをとる、センサー機
能を使う、揚げ物調理中は離れない旨、警告・注意事
項が記載されている。

神奈川県

調査の結果、当該製品は、フラットな状態で使用され
ており、電動機能、ベッド本体の異常は認められな
かったことから、当該製品に起因するものではないと
判断した。

41 A200800940

平成20年11月19日

平成20年12月8日 エアコン（室外機）

火災

42 A200800956

平成20年11月29日

平成20年12月11日 介護ベッド用手すり

重傷1名

43 A200800962

平成20年12月9日

平成20年12月15日

44 A200800969

平成20年11月9日

バスケットボール
平成20年12月16日
シューズ

45 A200800971

平成20年11月11日

46 A200800986

47 A200800988

平成20年12月10日

平成20年12月8日

ヒートポンプ式電気給
湯機

平成20年12月18日 電気ストーブ

平成20年12月19日 ＩＨ調理器

平成20年12月22日 電動ベッド

火災

火災

当該製品の付属の天ぷら鍋で調理中にその場
を離れ、戻ったところ発火していた。

重傷1名

当該製品を使用していたところ、就寝中にベッド
から転落し、手首を骨折した。

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

被害状況

事故内容

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

48 A200801003

平成20年12月14日

平成20年12月24日 電気衣類乾燥機

火災

業務用で使用されていた当該製品付近から出
火したと思われる火災が発生した。

大阪府

調査の結果、当該製品はフィルターを清掃せず、か
つ、回転ドラム軸受部が異常に磨耗した状態で使用さ
れていたことから、金属同士の摩耗又は電気的な火
花により、本体内部に堆積したほこりに着火したもの
と判断した。
なお、本体及び取扱説明書に、「フィルタを掃除するこ
と」、「業務用で使用する場合は定期点検を受けるこ
と」の注意事項が記載されている。

49 A200801006

平成20年12月14日

平成20年12月25日 温水洗浄便座

火災

火災が発生し、当該製品の一部が焼損した。

大阪府

調査の結果、当該製品の脱臭ユニット部に焼損が見
られたが、当該ユニット内部には発火の痕跡がなく、
外部から焼損したものと判断した。

岐阜県

調査の結果、当該製品は外観に熱影響を受けている
ものの、点火時の炎の高さに異常は認められず、ま
た、点火ボタンを離すと直ぐに消火する状態であった
ことから、
当該製品に起因する事故ではないと判断した。

兵庫県

調査の結果、当該製品に異常は認められず、食材を
加熱しすぎたため、庫内の食材が発火したものと判断
した。
なお、取扱説明書に、食品は加熱しすぎない、発火す
る恐れがある旨の注意事項及び食材別加熱時間が
記載されている。

神奈川県

調査の結果、当該製品に異常は認められず、使用者
が、当該製品を取り付ける際に取り付け方法を誤った
ために、セードカバーが落下したものと判断した。
なお、取扱説明書には、製品の取り付け方法ならびに
製品のぐらつきが無いことを確認するよう記載されて
いる。

長野県

調査の結果、当該製品の室内機と室外機を繋いでい
る連絡配線で、禁止されている中間接続が行われて
いたこと、当該接続部で接続の仕方が不適切であった
ことから、接触不良による異常発熱が生じ、発火に
至ったものと判断した。

大阪府

調査の結果、当該製品のスイッチは「切」になってお
り、製品内部に発火の痕跡は認められなかった。
通常の使用では引っ張りや曲げの力の働かない電源
コードの途中で断線しており、何らかの力が加わり電
源コードが損傷し、発火に至ったものと判断した。

50 A200801025

51 A200801035

52 A200801052

53 A200801054

54 A200801056

平成20年12月18日

平成20年12月
（日付不明）

平成20年11月30日

平成21年1月1日

平成21年1月2日

平成20年12月29日 ライター（使い切り型）

平成21年1月5日 電子レンジ

平成21年1月9日 照明器具

平成21年1月9日 エアコン

平成21年1月9日 電気洗濯機

重傷1名

火災

重傷1名

火災

火災

当該製品で、タバコに火を付けようとしたところ、
髪の毛や衣類に燃え移り火傷を負った。

当該製品に調理のため、食材を入れて運転中
に食材が発火したため、消火した。

当該製品に取り付けられていた木枠付きセード
カバーが外れて落下し、使用者の顔に当たり重
傷を負った。

当該製品のスイッチを入れたところ発煙し、確認
すると外壁配管部から火が出ていた。

火災現場に当該製品があった。

管理番号

55 A200801077

事故発生日

平成20年12月1日

報告受理日

製品名

平成21年1月14日 折りたたみ自転車

56 A200801079

平成21年1月5日

平成21年1月15日 折りたたみベンチ

57 A200801111

平成21年1月6日

平成21年1月20日 浄化槽用空気ポンプ

58 A200801201

平成20年12月18日

59 A200801207

平成21年1月26日

60 A200801345

平成20年12月2日

平成21年2月3日 靴

平成21年2月4日 エアコン（室外機）

平成21年3月12日 電気毛布

被害状況

重傷1名

事故内容

当該製品で走行中に車道と歩道の段差に乗り
上げたところ、車輪が跳ねて転倒し、顔に重傷
を負った。

事故発生
都道府県

備考

製品に起因する事故でないと判断した理由

神奈川県

調査の結果、当該製品には転倒時に生じた傷がみら
れるが、走行使用上の異常は認められなかった。
実走行試験でも、走行安定性に問題は認められな
かったことから、当該製品に起因する事故ではないと
判断した。

重傷1名

作業現場の休憩室で、当該製品から立ち上がろ
うとした際に、当該製品が横向きに倒れ、指が
脚部と座部に挟まり、重傷を負った。

東京都

調査の結果、使用者が当該製品を組み立てた際に、
脚部を開いた後、脚部固定金具をセットしなかったた
め、脚が折りたたまれたものと判断した。
なお、座面の裏側には、脚部固定金具を完全に固定
してから使用する旨の注意事項が絵図とともに表示さ
れている。

火災

当該製品のカバーの一部が焼損する火災が発
生した。

埼玉県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、外部から焼損したものと判断した。

重傷1名

当該製品を使用中に、運動場のコーステープに
足が引っ掛かって後ろ向きで転倒して手首を骨
折した。

大阪府

調査の結果、当該製品は、靴裏の樹脂部品が一部剥
がれており、転倒以前からのものと推定された。
その剥がれの程度は微少なものであり、転倒や骨折
に影響を与えるものではないと判断した。

火災

アパート２階のベランダから出火する火災が発
生した。現場に当該製品があった。

山口県

調査の結果、当該製品の内部に発火の痕跡は認めら
れず、外部から焼損したものと判断した。

東京都

調査の結果、当該製品のスイッチに問題はなく、また
異常発熱等は認められなかったことから、当該製品に
起因する事故ではないと判断した。
なお、当該製品は、本体に、低温火傷のおそれがあ
り、「強」目盛りで長時間使用しないこと、皮膚感覚の
弱いかたは特に注意が必要な旨、危険表示がなされ
ている。

重傷1名

糖尿病で両足の感覚のない使用者が、当該製
品を「強」の温度設定で３０分〜１時間温めた
後、スイッチを切って就寝したところ、翌朝右足
ふくらはぎの皮膚がめくれ、低温火傷を負った。

製品起因による事故ではないと判断した案件
管理番号

事故発生日

報告受理日

1 A200900018

平成21年3月25日

平成21年4月3日

2 A200900054

平成21年3月30日

平成21年4月16日 電気冷蔵庫

平成21年2月18日

3 A200900062

製品名
石油温風暖房機（開
放式）

被害状況

火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製
品があった。

新潟県

火災

納屋に設置していた当該製品の上部が焼損す
る火災が発生した。

和歌山県

石油ストーブ（開放
平成21年4月20日
式）

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、火災が発生し、１名が軽傷
を負った。

4 A200900063

平成21年3月30日

平成21年4月20日 ＩＨ調理器

5 A200900064

平成21年4月7日

平成21年4月20日 ＩＨ調理器

火災
軽傷1名

7 A200900085

平成21年3月30日

平成21年4月22日

事故発生
都道府県

火災
死亡1名

火災
軽傷1名

6 A200900067

事故内容

平成21年4月21日 電気毛布

平成21年4月27日 ガス栓（都市ガス用）

備考

製品起因による事故ではないと判断した理由

当該製品から出火した痕跡は認められなかった。

当該製品の焼損状況から、外部から焼損したものと判断し
た。

奈良県

当該製品の消火をせずに給油し、給油タンクのふたを上にし
て持ってきた時に、当該製品付近でつまづいて転び、きちん
と閉められていなかった給油タンクの蓋が開いて灯油が当
該製品にかかり火災に至ったものと判断した。

当該製品で天ぷらを調理中、しばらく目を離した
隙に気付くと火災が発生し、消火の際に１名が
軽傷を負った。

神奈川県

天ぷら調理を、当該製品の取扱説明書に禁止事項として記
載されている、「少ない油量」で、「専用鍋を使用せず」調理
を行って、「その場を離れていた」ことから、油が発火したも
のと判断した。

当該製品で天ぷらを調理中、その場を離れてい
る間に火災が発生し、消火の際に１名が軽傷を
負った。

静岡県

天ぷら調理を、当該製品の取扱説明書に禁止事項として記
載されている「加熱キー操作で調理」し、「その場を離れてい
た」ことから、油が発火したものと判断した。

火災

当該製品、布団及び畳が焼損する火災が発生
した。

新潟県

当該製品は、取扱説明書で禁止されている折り畳んだ状態
で使用したことにより、ヒーター線同士がよれて近接し高温と
なり、当該製品及び周辺を焼損したものと判断した。
加えて、同様に禁止されている当該製品用ではない他機種
用の電気毛布用コントローラに接続して使用したため、当該
製品の安全装置が正常に作動しなかった。

火災

業務用こんろに接続していた当該製品が固いの
で工具を用いて直そうとしたところ、当該製品の
開閉用のつまみが抜けたためガスが漏洩し、引
火した。

兵庫県

使用者が他のガス機器を使用中、隣接する当該製品を直そ
うと分解したことから、当該製品からガスが漏洩し、他のガス
機器の火に引火したものと判断した。

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

事故発生
都道府県

備考

製品起因による事故ではないと判断した理由

被害状況

事故内容

東京都

当該製品は電源を入れてしばらくしないと蒸気が出ない構造
となっているが、電源投入直後に蒸気が出なかったために、
10分程度経過した後に直接、蒸気が手に当たる状態で確認
作業を行ったため火傷を負ったものと判断した。
なお、本体表示及び取扱説明書において蒸気噴出口が高
熱になる旨の注意喚起を行っている。

長崎県

当該製品に不具合はなく、当該製品のグリルに水を入れず
使用し、グリル庫内に付着していた油脂等にグリルの火が
引火したものと判断した。

8 A200900152

平成21年3月9日

平成21年5月25日

スチームクリーナー
（モップ型）

重傷1名

当該製品を使用しようとしたが、蒸気噴出口か
ら蒸気が出なかったため、しばらくして手を当て
て再度確認しようと蒸気噴出用ハンドルを押し
たところ、蒸気が噴き出し火傷を負った。

9 A200900159

平成21年5月18日

平成21年5月28日

ガスこんろ（都市ガス
用）

火災

当該製品のグリルで調理中に、グリル右奥部か
ら発火した。

重傷1名

当該製品の洗濯終了音が鳴ったので、洗濯槽
の回転が止まらないうちに洗濯物を取ろうとし
て、指が洗濯物に巻き込まれ、人差し指を剥離
骨折した。

大阪府

使用者が当該製品のふたロックが故障し、回転中でもふた
が開けられる状態なっていることを認識したまま使用を続
け、洗濯槽が回転中に手を入れたことから起こったものと判
断した。
なお、取扱表示に、洗濯槽が完全に止まるまでは、洗濯物
に手を触れない旨の警告表示がなされている。

火災

当該製品を使用してしばらくすると、当該製品付
近から出火し、当該製品周辺を焼損する火災が
発生した。

岩手県

当該製品の排気筒の先に触れるように可燃物が置かれた
ため、排気の熱で可燃物が発火したものと判断した。

火災

ベランダで当該製品に蚊取り線香を入れて使用
していたところ、当該製品の下に敷いていたマッ
トが焼損する火災が発生した。

東京都

当該製品に蚊取り線香を正しく固定しなかったこと及び不安
定なマットの上に置いたことなどから、外力が加わった際に
線香が落ちたものと判断した。

10 A200900161

平成21年4月6日

11 A200900166

平成21年5月19日

平成21年6月1日 石油ふろがま

12 A200900173

平成21年5月25日

平成21年6月3日

平成21年5月29日 電気洗濯機

蚊取り線香用容器
（陶器製）

確認の結果、消費生活用製品に該当しなかった、または重大製品事故ではなかった案件
管理番号

1 A200700878

事故発生日

平成19年12月16日

2 A200800190

平成20年4月24日

3 A200800589

平成20年9月2日

4 A200800994

報告受理日

製品名

平成20年1月24日 ベビーカー

平成20年5月23日 段差解消機

平成20年9月11日 観賞魚用クーラー

平成20年10月26日 平成20年12月22日 家庭用痩身器

被害状況

事故内容

軽傷1名

母親が当該製品を開いている時に幼児が近づ
き、当該製品のフレームを持ったところ、ハンド
ルフレームとアームレストの隙間に指を挟み、負
傷した。

軽傷1名

事故発生
都道府県

備考

消費生活用製品に該当しなかった、または重大製
品事故ではないと判明した理由

兵庫県

結果的に治療期間が３０日未満であったことが確認されたた
め、重傷には該当せず、重大製品事故でないことが確認さ
れた。
（非重大事故として、NITEで調査）

当該製品を上昇させる際に途中で停止したため
確認すると、サッシ枠下部と当該製品のプラット
ホームの間に利用者の麻痺していた左足を挟
んで骨折した。

栃木県

結果的に治療期間が３０日未満であったことが確認されたた
め、重傷には該当せず、重大製品事故でないことが確認さ
れた。
（非重大事故として、NITEで調査）

火災扱いでは 水槽（海水）の温度を維持するため使用してい
なかったもの た当該製品付近から出火していたので、水をか
（製品焼損）
け消火した。

大阪府

消防で「火災」として取り扱っていないことが確認されたた
め、重大製品事故には該当しないと判断した。
（非重大事故として、ＮＩＴＥで調査）

千葉県

製造事業者が廃業しており、今回報告してきたのは販売事
業者であった。
（重大事故報告対象者外として、NITEで調査）

重傷1名

当該製品を使用していたところ、皮膚に痛みを
感じ火傷を負った。

