
パブリックコメント意見概要と回答（案）

番号 該当箇所 意見及び理由 回答（案） 意見提出者の所属

【意見の概要】
省令案の別表第１の９．１（２）の密閉式石油ストーブ及び半密閉式石油ストーブの不完全燃焼防止装
置関する技術基準について、施行日までに対応することは技術的に間に合わないので、（ＰＳＣマーク
に当該装置が付いていないことを付記することなどによって、）施行日から１．５年（平成２２年９月ま
で）の開発猶予期間をいただきたい。

【意見及び理由】
密閉式石油ストーブ及び半密閉式石油ストーブ（以下、｢密閉式石油ストーブ等｣という。）の不完全燃
焼防止装置の取付けについて、業界として各社全力を傾けて努力しているところですが、次の理由に
より、施行日までに開発し、製造を開始することは技術的に非常に困難であることから、（ＰＳＣマーク
に当該装置が付いていないことを付記することなどによって、）施行日から１．５年（平成２２年９月ま
で）の開発猶予期間をいただきたい。
①対象となるすべての製品において不完全燃焼防止装置が取り付けられていないため、すべて新た
な設計・開発が必要となり、商品企画、プログラム開発、試作、設計審査、設計検証、総合検証、出
図、金型製作、量産試作、妥当性確認、モニター試験、第三者製品認証などの過程（試作～設計検証
は最低でも2回以上の繰り返し）を経て量産となりますが、施行日までには量産への対応ができませ
ん。
②センサーの長期寿命保証が確定されるまでに見通しとして今後約１．５年（平成２１年９月まで）が必
要と見込まれます。
③不完全燃焼防止装置は、安全性にかかわる部分であり、市場に投入する前に、安全性、信頼性、
耐久性などの観点から十分な検証（耐久性試験、モニター試験等）が必要であり、施行日までには対
応できません。この検証を怠ると、市場に投入後、安全性などにかかわる問題等が発生することが考
えられ、このようなことは絶対に避ける必要があります。
④開発、設計、試作、検証等の時間短縮に努めても、量産開始までに今後２．５年（平成２２年９月ま
で）が必要と見込まれます。
⑤施行日以降密閉式石油ストーブ等が製造できなくなると、製品が適切に供給できなくなることによ
り、暖房機器が必要な消費者が購入できなくなるなどの不利益となるとともに、製造事業者としても会
【意見の概要】
省令案の別表第１の９．１（３）③の開放燃焼式で強制通気形のものの不完全燃焼防止装置のイン
ターロック及び１１（１）の開放燃焼式で強制通気形のものの給油時消火装置に関する技術基準につ
いて、施行日までに対応することは技術的に間に合わないので、（ＰＳＣマークに当該装置が付いてい
ないことを付記することなどによって、）施行日から１年（平成２２年３月まで）の開発猶予期間をいただ
きたい。

【意見及び理由】
開放燃焼式で強制通気形のもの（以下、｢石油ファンヒーター｣という。）の不完全燃焼防止装置のイン
ターロック及び給油時消火装置の取付けについて、業界として各社全力を傾けて努力しているところ
ですが、次の理由により、施行日までに開発し、製造を開始することは技術的に非常に困難であること
から、（ＰＳＣマークに当該装置が付いていないことを付記することなどによって、）施行日から１年（平
成２２年３月まで）の開発猶予期間をいただきたい。
①対象となるすべての製品において不完全燃焼防止装置のインターロック及び給油時消火装置が取
り付けられていないため、新たな設計・開発が必要となり、商品企画、プログラム開発、試作、設計審
査、設計検証、総合検証、出図、金型製作、量産試作、妥当性確認、第三者製品認証などの過程（試
作～設計検証は最低でも2回以上の繰り返し）を経て量産となりますが、多くが施行日までに量産への
対応ができません。
②不完全燃焼防止装置のインターロック及び給油時消火装置は、安全性にかかわる部分であり、市
場に投入する前に、安全性、信頼性、耐久性などの観点から十分な検証（耐久性試験等）が必要であ
り、新たな設計・開発となると施行日までには対応できません。この検証を怠ると、市場に投入後、安
全性などにかかわる問題等が発生することが考えられ、このようなことは絶対に避ける必要がありま
す。
③開発、設計、試作、検証等の時間短縮に努めても、量産開始までに今後２年（平成２２年３月まで）
が必要と見込まれます。
④施行日以降石油ファンヒーターが製造できなくなると、製品が適切に供給できなくなることにより、暖
房機器が必要な消費者が購入できなくなるなどの不利益となるとともに、製造事業者としても会社の

1 【意見の該当箇所】
『｢経済産業省関係特
定製品の技術上の基
準等に関する省令の
一部を改正する省令
案｣に関する意見募集
について』の３．施行
日・経過措置の「本省
令の施行日を平成２１
年４月１日とする」

密閉式石油ストーブ等への不完全燃焼防止装置
の搭載については、各企業毎に搭載可能な時期
が異なることも勘案し、施行から１年間は、「充分
に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある」
旨の表示に代えることができる措置を講ずる。

団体

2 【意見の該当箇所】
『｢経済産業省関係特
定製品の技術上の基
準等に関する省令の
一部を改正する省令
案｣に関する意見募集
について』の３．施行
日・経過措置の「本省
令の施行日を平成２１
年４月１日とする」 石油ファンヒーターへの不完全燃焼防止装置の

インターロック及び給油時消火装置の搭載につ
いては、各企業毎に搭載可能な時期が異なるこ
とも勘案し、施行から９月間は、それぞれ「充分に
換気をしないと死亡事故に至るおそれがある」、
「給油時に消火をしないと火災に至るおそれがあ
る」旨の表示に代えることができる措置を講ず
る。

団体
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パブリックコメント意見概要と回答（案）

番号 該当箇所 意見及び理由 回答（案） 意見提出者の所属

【意見の概要】
省令案の別表第１の９．石油ストーブの１の（２）①及び（３）①の「石油燃焼機器のＣＯ/ＣＯ２の測定方
法」について、室内ガス中のＣＯ/ＣＯ２の測定となるように表現の見直しをお願いします。

【意見及び理由】
省令案の別表第１の９．石油ストーブの１の（２）①及び（３）①で引用しているＪＩＳ試験通則４４．１では
室内ガス中のＣＯ/ＣＯ２を測定することになっています。しかし、「石油燃焼機器のＣＯ/ＣＯ２の測定方
法」は、省令案の７．石油給湯機の１でＪＩＳ試験通則６．７に定める燃焼排ガス中の一酸化炭素の二
酸化炭素に対する比（ＣＯ/ＣＯ２）の測定方法をいうことが規定されていますが、ＪＩＳ試験通則６．７は
燃焼排ガス中のＣＯ/ＣＯ２の測定方法だけを規定しており、室内ガス中のＣＯ/ＣＯ２の測定方法は規
定されていません。したがって、「石油燃焼機器のＣＯ/ＣＯ２の測定方法」について、ＪＩＳ試験通則４
４．１にある室内ガス中のＣＯ/ＣＯ２の測定となるように表現の見直しをお願いします。表現としては、
ＪＩＳ試験通則４４．１に室内ガス中のＣＯ/ＣＯ２の測定方法が規定されていますので、「石油燃焼機器
のＣＯ/ＣＯ２の測定方法による測定値」を「ＣＯ/ＣＯ２の測定値」とすればよいと考えます。
【意見の概要】
現状の石油燃焼機器業界の技術水準では、省令施行日から遵守することが困難と推測される項目が
あり、これらについては、施行猶予期間を設ける等、業界との調整を願いたい。

【意見及び理由】
このたび、石油給湯機、石油ふろがま及び石油ストーブの３品目が、消費生活用製品安全法の特定
製品として政令指定されることとなり、それぞれの品目についての技術基準案が示されましたが、現
時点の石油燃焼機器業界の技術水準からみて、特に以下に係る技術基準案に関しては、施行時に
直ちにこれらを遵守することは困難と思われます。
つきましては、開発のための期間、妥当性の検証期間等を考慮いただき、猶予期間を設けること等に
ついて業界と調整していただくことを希望します。
１　密閉燃焼式の対流用送風機を有するもの及び半密閉燃焼式の対流用送風機を有するものへの不
完全燃焼防止装置の取り付けについて
開放燃焼式で強制通気形の機器には既に不完全燃焼防止装置は取り付けられておりますが、この装
置をそのまま密閉燃焼式の対流用送風機を有するもの及び半密閉燃焼式の対流用送風機を有する
ものに採用することは困難と考えられるため、新たな装置等の開発、検証等に時間を要すると思いま
す。
２　不完全燃焼防止装置へのインターロック機構の取付けについて
開放燃焼式で強制通気形の機器に取り付けられている不完全燃焼防止装置は、不完全燃焼が生じ
ると自動的に消火し、再使用にあたっては改めて点火しないといけなくなっていますが、今回は、この
装置が何回か働いたら機器の点火ができなくしようとするものです。
このような装置の開発には高度の技術が求められますので、相応の時間が必要と思われます。
３　給油時消火装置の取付けについて
開放燃焼式で自然通気形の機器の一部には、既に給油時消火装置が取り付けられている製品があ
ります。
しかし、開放燃焼式で強制通気形の機器にも適用されることとなりますと、開放燃焼式で自然通気形

技術基準に対する意
見

1　石油給湯機
4－（２）項　（1）で水のない時、点火出来ないので（２）は必要ないと、考えます。

(１)と（２）の条件はいずれかを満たすこととしてい
るものである。

2　石油ストーブ
１－（２）項　②容易に改造できない構造と有るが、どの様な構造でも、改造は可能と思いますが、どの
様な構造を考えているのか、ご回答願います。

例えばパロマのガス瞬間湯沸器のコントロール
ボックスのように、渡り配線を加える程度で、不完
全燃焼の検知部が機能しなかったときに消火す
る機能を無効にできるような構造を禁止すること
を想定している。

3 【意見の該当箇所】
『｢経済産業省関係特
定製品の技術上の基
準等に関する省令の
一部を改正する省令
案｣の別表第１の９．石
油ストーブの１の（２）①
及び（３）①の「石油燃
焼機器のＣＯ/ＣＯ２の
測定方法」

ご指摘に沿って、技術基準を策定する。 団体

5

4 【意見の該当箇所】
省令施行日の「平成21
年4月1日」について

密閉式石油ストーブ等への不完全燃焼防止装置
の搭載については、各企業毎に搭載可能な時期
が異なることも勘案し、施行から１年間は、「充分
に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある」
旨の表示に代えることができる措置を講ずる。
石油ファンヒーターへの不完全燃焼防止装置の
インターロック及び給油時消火装置の搭載につ
いては、各企業毎に搭載可能な時期が異なるこ
とも勘案し、施行から９月間は、それぞれ「充分に
換気をしないと死亡事故に至るおそれがある」、
「給油時に消火をしないと火災に至るおそれがあ
る」旨の表示に代えることができる措置を講ず
る。

検査機関
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パブリックコメント意見概要と回答（案）

番号 該当箇所 意見及び理由 回答（案） 意見提出者の所属

3　２排気筒が外れてから３０秒以内にと有りますが、直ちにのほうが、良いと思いますが、３０秒はど
の様な見解でいるのか、ご回答願います。

排気筒の外れの検知方法は、電流を流して外れ
ていないかを確認するものであるが、通電し続け
ると電気による腐食により排気筒に孔が空く可能
性があるため、30秒毎の通電により確認すること
としているものである。
なお、腐食の可能性を排除した新たな技術が開
発されれば、更に短くするように基準を改正す
る。

4　転倒消火試験を行った時１０秒以内で消火するとありますが、直ちに消火しないと、火災の危険が
有ると思いますが（消火のため足などで耐震装置を作動をさせる事例もあります）ご回答願います。

転倒等消火動作には、残火が残らざるを得ない
ため、当該残火が消える時間を明記することとし
たものである。

5　（３）項　機器上面、側面（背面も含む）及び前面の表面温度（・・・）が１５０度超える前に消火するこ
とと有りますが気密油タンク式の物もあるがどのように、お考えですか、ご回答願います。

４（５）項において、油温と室温との差を２５度以下
としているものである。

具体的提案について 6　ストーブに「タイムヒューズ」を取り付けて、燃焼延べ時間の設定時に（例１５０００時間で点検、整備
案内の表示をし、その後500時間で）点火しない様にする。

将来的には石油ストーブに、タイムヒューズ等を
取り付け、あらかじめ設定した時間になったら、
点検、整備案内の表示を行う機能を取り付けるこ
とについて、業界の自主的対応を含め今後引き
続き検討してまいりたい。

7　3月21日の意見交換会で、不完全燃焼防止装置（ＣＯセンサー）を排気筒に取り付け、排気ＣＯ濃度
を計測して消火するとありましたが、ＣＯセンサーを取り付けるので有れば、室内のＣＯ濃度を計測す
る方式が良いと考えますが　排気筒のＯリング等が劣化した時、工事ミス等、排気トップ（スリーブ）の
取り付け不良で外気が室内に流入し、同一室内の他の燃焼機器を使用していて室内のＣＯ濃度が高
くなった時等、警報を発する方式が良い考えています。

排気筒を有するものについては、室内のCO濃度
が高くなる前に燃焼を停止する機能を規定してい
る。

８　積雪時には吸気より外気のＣＯ濃度が高い空気が流入し燃焼後、排気筒のＣＯセンサーが感知
し、突然立ち消えする事が多く予想されます、室内温度が零下以下の温度に下がる地域も多数ある
北海道では、その対応を、いかが考えているのかお答えください

排気筒を有するものについては、排気ガスのＣＯ
濃度を測定し燃焼を停止する機能は規定してい
ない。

9 石油コンロ（主に煮炊き用のコンロ）の技術基準をお知らせ下さい。 煮炊き専用の石油コンロは、過去２０年間事故の
報告が確認されていないため、今回、特に技術
基準を定めて規制する必要はないと考えている。

関連する意見と質問 1　新製品の安全・安心と耐久製品の開発のためには、５年前後かかると考えます、新製品の製造に
は（①部品の開発、「感知センサー」等、②安全と利用し易い製品、耐久性のテスト　③その後の、商
品製造、④卸業者、販売店への流通問題等）　貴省も、このように時間が必要であることは製造業界
と、共通認識が、有ると、考えています。２００９年4月１日の法施行時には、新製品の製造が間に合わ
ないことは、自明の理ですが、いかがお考えているか，お答え下さい。

平成２１年４月１日からの施行は実現可能である
ことを確認している。

2　委員会の参加願い
委員会に、製造業・販売店・整備業・不動産業・レンタル（リース）リサイクル（リユース）業等の、関係団
体の意見を、直接聞いてください。

審議会には、製造事業者、販売事業者、リサイク
ル事業者等の適切なメンバーに、委員としてご就
任いただいている。

3　一般家庭における、燃焼機器の事故を激減させる為の提案　①使用時における取扱の使用者責
任と、その理解と使用法の助言と、点検制度を確立します。事故後の、報告、調査、原因究明機関を
一元化します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②点検、整備の法制化（罰則規定を除
外した）を強く求めます。

消費生活用製品安全法において、製品事故情報
報告・公表制度（平成２０年５月１４日施行）及び
長期使用製品安全点検制度（平成２１年４月１日
施行予定）を法制化したところであり、適切な法
施行をしてまいりたい。

4　新しい「技術基準」で製造される製品は、「立ち消え装置」の変更で、北海道の様な、寒冷地では、
突然消火する可能性が指摘されていますが、この問題に対して、貴省はどう認識し、どの様な、対応
をお考えですか。

石油燃焼機器の技術基準に「立ち消え装置」は
ないが、安全に燃焼をしている機器が突然消火
するようなことはない。

団体
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パブリックコメント意見概要と回答（案）

番号 該当箇所 意見及び理由 回答（案） 意見提出者の所属

5　　ＦＦストーブ（密閉式）の吸気部分を、ゴム製品からスチール製品の変更が必要と考えます。 今回、技術基準において、耐久性を損なうもので
はないことと規定し、さらに穴あきにより逆流が生
じ不完全燃焼を招くリスクの高い二次エアホース
については金属製を義務付けている。
今後とも、新たな科学的知見に基づいて、引き続
き安全性の向上のための基準改正を行ってまい
りたい。

6　移動式ストーブ（開放式）の安全基準の見直し、開放式は吸気、排気とも室内であり、事故も種々の
原因で、多発しています。また日常的な健康被害が（呼吸器器官の影響、アレルギー問題等）指摘さ
れています。改善の余地は多くあると思います。

移動式ストーブも今般規制の対象としている。

7　2009年4月1日以後　不動産販売時に、設置されている、燃焼機器も規制され、取締りの対象になる
と考えますが、見解をお答え下さい。

消費生活用製品安全法では不動産の販売行為
は規制していない。

8　事務所・個人住宅・部屋等の不動産貸室業者における、ＰＳＣマークのない新品、中古の製品の貸
し出しは、いかが解釈しているかお答え下さい。

消費生活用製品安全法では、不動産の賃貸にお
ける特定製品の貸し出しであり、特定製品の所
有権の変更が発生しない場合には、特定製品の
販売行為には当たらない。

9　新技術基準が施行されＰＳＣマークの無いが安全な製品も、ガス・石油燃焼機器が循環されず（新
品・中古製品）大量破棄されることになりますが、リサイクルの前にリユースする、政策に矛盾します
が、お答え下さい。

石油燃焼機器については、使用済み製品の安全
性の維持の確保が困難なことから、資源有効利
用促進法ガイドラインにおいてもリユース促進に
ついては記載されていない。

10　現行品でもより安全のため、安全装置の取り付けなどの、対処はどの用に、お考えなのか、お答
え下さい。

石油燃焼機器の特定製品への指定に伴い、各
種安全装置の義務付けだけでなく、各種基準値
の改善を図っており、現行品に比べて総合的に
安全性を高めた技術基準となっている。したがっ
て、単純に安全装置の取り付けなどで容易に改
造できるようなものではない。

11　点検・整備の業者の責任問題
　ＰＳＣマークの無い製品の整備責任は、（整備責任の範疇以外の要因）の場合でも、事故時の責任
問題はいかが取り扱われるのか、お答え下さい。

責任関係は事故原因によるものと考えられる。

12　ＰＳＣマークの無い製品の製造、販売の責任は（新品・中古品）当面刑事罰の対象には成りません
が、商業的道義の問題がおきてきますが、責任に対する見解を、ご回答願います。

ＰＳＣマークのない製品の製造は平成２１年４月１
日から、販売については平成２３年４月１日から
禁止される。
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