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講義概要

これまでの重大製品事故とそれらに基づく行政上の措置や事業
者、業界等が実施してきた事例などを紹介します。
製品安全を実現するために、行政や事業者、そして消費者の役

割は何なのかを考えましょう。

1. 年表でみる製品事故とその対策
2. 緊急命令・危害防止命令の発出された製品事故
3. こどもが被害を負った製品事故
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【目的】（第一条）
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危害の防止を図るため、特定製品の製造及び

販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故の情報の収集及び提供等
の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

消費生活用製品安全法

【制定の背景】
消安法の制定は昭和48年。（電気用品取締法（現電気用品安全法）は、昭和36年）
ナイロンザイル切断による転落事故、炭酸飲料びんの破裂事故、圧力鍋の爆発事故、などが多発し

たことを契機に我々の身の回りの製品の欠陥による事故の発生を未然に防止するため、個別法ではカ
バーできない製品の安全性を確保するために制定。 https://www.nite.go.jp/data/000004431.pdf

消費生活用製品

一般消費者の生活の用に供される製品

家庭用の圧力なべ及び圧力がま
乗車用ヘルメット
登山用ロープ
石油給湯機
石油ふろがま
石油ストーブ

乳幼児用ベッド
携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器
ライター
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年表でみる製品事故とその対策
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年表でみる製品事故とその対策（1997年～2004年）

社会の出来事 西暦 製品事故 製品安全に関する政策など

神戸連続児童殺傷事件 1997年 パロマ工業(株)ガス瞬間湯沸器によるCO中毒事故
玩具（レーザーポインター）による事故
省エネ五徳によるCO中毒事故

和歌山毒物カレー事件 1998年 太陽光発電システムの事故

東芝クレーマー事件 1999年 TDK加湿器による事故
デスクマットによる皮膚障害事故

ＴＤＫリコール開始（1月）

雪印乳業集団食中毒 2000年 ジェット噴流バス（浴室用温水循環器）による事故
電気シェーバー用充電器の火災事故

ジェット噴流バス協議会設立（12月）

アメリカ同時多発テロ事件 2001年 電気式浴室換気乾燥暖房機の火災事故 レーザーポインター規制開始（特別特定製品）

FIFAワールドカップ日韓大
会開催

2002年

地上デジタルテレビ放送開
始

2003年 ジェット噴流バス規制開始（特別特定製品）
直流電源装置内のヒューズ抵抗器の発熱事故防止

六本木ヒルズ自動回転扉
事故

2004年 電気ストーブ（ハロゲンヒーター）火災事故
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※1999年度改正時の消費生活用品製品安全法の第82条の緊急命令は、2006年12月に第39条の危害防止命令に改正されました。

年表でみる製品事故とその対策（2005年～2009年）

社会の出来事 西暦 製品事故 製品安全に関する政策など

ＪＲ福知山線脱線事
故
個人情報の保護に関
する法律施行

2005年 松下電器産業(株)石油温風暖房機による
CO中毒事故
パロマ工業(株)ガス瞬間湯沸器によるCO中
毒事故

パロマ工業(株)点検開始（7月）
消費生活用製品安全法に基づき、松下電器産業(株)に緊急命令
発動（11月）

シンドラー社製エレベー
ターによる事故

2006年 ソニー製ノートパソコン用バッテリーの発火事故
小型ガス瞬間湯沸器によるCO中毒事故
シュレッダーによる指切断事故
ウォーターサーバーによるこどもの火傷事故

消費生活用製品安全法に基づき、パロマ工業(株)に緊急命令発動
（7月）
消費生活用製品安全法改正（11月）
ガス機器の不正改造の防止、不完全燃焼防止装置の義務化

消えた年金問題 2007年 サンダルのエスカレーター巻き込み事故
iPod nano（第一世代）のバッテリー発火事
故

経済産業省の事故公表方針の変換（２月）
「製品事故情報報告・公表制度」創設（5/14）
「小型キッチンユニット用電気こんろ協議会」設立（6月）
シュレッダーの技術基準改正（８月）

北海道洞爺湖サミット
iPhone販売開始

2008年 消費生活用製品安全法に基づき、パロマ工業(株)に危害防止命令
（点検漏れ）（7月）
ガスこんろに過熱防止装置等の義務化
石油ストーブの自動消火装置等の義務化
リチウムイオン蓄電池規制対象化

消費者庁発足 2009年 扇風機等の経年劣化事故が多発 「長期使用製品安全点検及び表示制度」創設
事故事例を踏まえた電気用品安全法の技術基準への反映（9月）
①浴室電気乾燥機の不適正なより線接続による発火事故対策
②ハロゲンヒーターの電力調整用ダイオードからの発火事故対策
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年表でみる製品事故とその対策（2010年～2021年）
社会の出来事 西暦 製品事故 製品安全に関する政策など

日本年金機構発足 2010年 ライター規制開始（特別特定製品）
消費生活用製品安全法に基づき、AppleJapanに報告徴収

東日本大震災 2011年 サイレントチェンジによる事故

笹子トンネル天井版落下事故
消費者安全調査委員会設置

2012年

ボーイング787バッテリー発火
ポケモンGOの流行

2013年 ＴＤＫ加湿器（リコール製品）による火
災死亡事故
サイレントチェンジ問題の顕在化

消費生活用製品安全法に基づき、ＴＤＫ(株)に危害防止命
令発動（3月）
消費生活用製品安全法に基づき、(有)グローバルトラストに危
害防止命令発動（11月）
電気用品安全法技術基準の性能規定化（7月）

広島豪雨 2014年

年金機構個人情報大量流出 2015年
熊本地震 2016年 モバイルバッテリー事故多発

九州北部豪雨 2017年 ノートパソコン用バッテリーパック火災事故 ウォーターサーバーの乳幼児火傷事故防止ガイドライン適合マー
ク制度開始

西日本豪雨
北海道胆振東部地震

2018年 モバイルバッテリー規制開始

天皇陛下即位「令和」に改元
京アニ放火殺人事件

2019年 非純正リチウムイオンバッテリー事故多発
自転車のハンドル錠の不具合による事故

新型コロナウイルス感染症大流行
熊本豪雨

2020年

新型コロナウイルス感染症大流行
東京オリンピック・パラリンピック開催

2021年 長期使用製品安全点検制度の対象品目見直し
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緊急命令・危害防止命令の発出された製品事故
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FF式石油温風暖房機による一酸化炭素（CO）中毒事故の概要

対象製品（全25機種）

事故発
生日

事故発生
場所

使用
期間

事故内容 被害状況

2005年
1月5日

福島県 14年 ペンションの客室で、宿泊中の男児が
死亡し、男性が意識不明の重体を
負った。

死亡1名
重体1名

2005年
2月23
日

長野県 15年 石油温風暖房機を２台設置している
居間で休んでいたところ、気分が悪くな
り、一酸化炭素中毒で入院した。

軽症2名

2005年
4月13
日

長野県 14年 石油温風暖房機を使用中、３名が
気分が悪くなって病院を受診した。

軽症3名

2005年
4月21
日

ホース交換の無償修理を開始

2005年
11月21
日

長野県 17年 住宅2階の寝室で、家人２人が倒れ
ているのが発見され、１人が死亡し、
１人が意識不明の重体となった。
ホース交換修理漏れによる事故

死亡1名
重体1名

2005年
12月7
日

山形県 14年 石油温風暖房機を使用中、気分が
悪くなった。
交換したホースの脱落による事故

軽症1名
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長期間の使用で、燃焼用送風機の回転数
が低下する

燃焼室に供給される酸素量が減る

不完全燃焼となり、排気経路等にススが堆
積する

燃焼室の気圧が高まり、さらに酸素の供給が
阻害される

不完全燃焼となり、一酸化炭素が発生する

長期間の使用の影響などで、二次エアホース
の湾曲部に孔が生じる

二次エアホースの孔から一酸化炭素が漏れ、
室内に流れる

FF式石油温風暖房機による一酸化炭素（CO）中毒事故の本体構造
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FF式石油温風暖房機による一酸化炭素（CO）中毒事故の事故発生メカニズム
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ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素（CO）中毒事故の概要

パロマ工業(株)から経済産業省への報告概要
（2006年8月28日経済産業省公表）

7機種による一酸化炭素中毒の事故は、1985年1月か
ら2005年11月までの間、28件発生。

事故の内容 件数 被害状況
安全装置の不正改造による事
故 15

死亡18名
重体及び重症4名
軽症11名

機器の老朽化や部品の劣化
等が複合した事故 9 軽症19名

機器の関わりが特定できなかっ
た事故 3

死亡3名
軽症2名
不明1名

機器が原因でなく発生した事
故 1 重体1名

軽症1名

合計 28

死亡21名
重体及び重症5名
軽症33名
不明1名

パロマ ホームページより
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ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素（CO）中毒事故の事故発生メカニズム

屋内

燃焼

×
燃焼ガス

屋内 屋外

燃焼

×

排気ファン
回転

安全装置（コントロールボックス）の端子台

屋外

正常な配線 安全装置をう回する
配線の改造（一例）

電源プラグが抜けた
場合は、ガス通路が
閉じて燃焼停止

排気ファンは
回らないが、
燃焼が続く

屋内に
燃焼ガス
を排出

電源プラグが
抜けた状態

安全装置であるコントロールボックスのはんだ割れ

ガス点火しない

修理依頼

不正改造
安全装置をう回してガスを点火できる構造

修理者が交換部品を所持して
いない
部品交換、製品交換を望まな
いetc.

強制排気ファンへの電源供給が行われなくても
燃焼が可能⇒使用継続

排気不良によって不完全燃焼

高濃度の一酸化炭素を含む排ガスが室内に
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加湿器による火災・死亡事故の概要と対象製品

※1984年から以下の２機種のリコールを開始
KS-31W、KS-32G

全てKS-500Hの事故

西暦 事故発生件数 被害状況 リコール内容
1999年 13 床等の焦げ8、底蓋の溶融4、

壁汚損1
リコール開始（1
月）

2000年 13 本体焼損1、床等の焦げ8、
底蓋の溶融3、異臭1

2001年 8 本体焼損1、床等の焦げ7 新聞社告（5回
目）

2002年 4 床等の焦げ4

2003年 3 床等の焦げ3

2004年 3 床等の焦げ3

2005年 1 床の焦げ

2006年 地方紙にチラシ

2011年 1 床の焦げ

2013年 1 死亡5名、重傷１名 ＴＶでの告知等

計 47
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加湿器による火災・死亡事故の本体構造

事故品ヒーター同等品ヒーター

同等品（裏蓋内部）
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蒸発皿に取り付けられているシーズヒーターの
固定が不十分な箇所がある

固定が不十分な箇所のシーズヒーターが蒸発
皿と密着していないため、異常発熱する

シーズヒーターが蒸発皿から外れる

蒸発皿から外れたシーズヒーターが合成樹脂
製底蓋と接触して発煙・発火

同等品による再現実験

① 25秒後発煙
② 1分13秒後底板から発火
③ 3分54秒後側面部から炎が噴き出した。

加湿器による火災・死亡事故の事故発生メカニズム
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緊急命令・危害防止命令発動後の各社の取り組み

松下電器産業（株）

ガソリンスタンド・灯油販売店等を
通じた所有者確認
公共施設・宿泊施設・介護事業
者等訪問
販売製品へのチラシの同梱
新聞へのリコール社告掲載
新聞折り込みチラシ
テレビCM
ラジオCM
雑誌広告
寒冷地の地域情報紙への広告掲
載
１道15県を重点地区とし、高齢
者、非居住物件、学校、公民館
等へのローラー作戦実施など

パロマ工業（株）

（経済省から点検対象者、建物管
理会社、自治体等へパロマが行う再
点検への協力要請）

テレビCM
新聞へのリコール社告掲載
ダイレクトメール
チラシ配布
法定定期保安点検等によりガ
ス・LPガス事業者が保有する顧
客の機器情報から点検実施

TDK（株）

新聞へのリコール社告掲載
テレビCM
チラシ・ポスター配布
グループホーム、児童施設等へ
の電話・訪問確認
ダイレクトメール
電気料金のお知らせ裏面に掲
載
全国自治体への協力依頼など
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こどもが被害を負った製品事故
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携帯用レーザー応用装置（レーザーポインター）による事故

【事故の概要】
・こどもの玩具（カプセル玩具「通称：ガチャガチャ」）として使用されていた製品を目にレーザー光
線を照射して視力の低下や網膜損傷を起こす事故が発生しました。
・1997年～2000年に、NITEに10件の事故が報告されていた。

【当該製品の流通状況】
・玩具として使用されたものの大半は中国等で生産された輸入品で、中小事業者が輸入し、複雑
な販売経路を経て玩具店やゲームセンターの店頭に並んでいた。

【当該製品の規制対象化】
・出力過大な粗悪品が玩具として普及したことに伴い、こどもの重大事故（網膜損傷）が発生し
たことを踏まえ、消費生活用製品安全法の特別特定製品に追加されました。
（政令第14号、2001年1月31日施行）

・レーザー光線の出力を規制（玩具はクラス１まで）し、レーザー光線の放出状態を維持する機
能を有することを原則禁止。

・規制対象となる製品は、可視光線を外部に照射して、点、文字又は図形を表示することを目的
として設計したものであって、容易に持ち運びができるもの。

・技術基準では、レーザー出力、製品全長を含む構造、放出状態、維持機能又は異常時対応
機能の有無、出力安定回路の義務付け等の安全性を求めている。

レーザーポインターの一例

製造業者・輸入事業者は、国
の定める技術基準に適合し、
登録証明機関の証明書を保管
し、PSCマークを本体に表示
する義務がある。
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浴槽用温水循環器（ジェット噴流バス）による事故

・穴がメッシュ状

・横に隙間がない

【事故の概要】
・2000年に、入浴中に女児が浴槽用温水循環器（ジェット噴流バス）の吸入口に髪の毛を
吸い込まれて浴槽内でおぼれて死亡する事故が２件発生しました。

【業界の対応状況】
・製造、販売事業者は「ジェット噴流バス協議会」を設立し、自主安全基準を作成し、部品の
交換等を行いましたが、2002年に同協議会非加入事業者が販売した製品で同様の事故が
発生しました。

・ジェット噴流バスの製造、輸入、販売事業者は大手から中小まで様々で、「ジェット噴流バス
協議会」などの団体に参加していない事業者が相当数あるとみられ、それらの事業者の中には
必要な検査機器や検査技術を持たない事業者がいるおそれがあった。

【当該製品の規制対象化】
・ジェット噴流バスは一般家庭で広く使用され、安全対策のなされていない製品を放置すること
による事故の再発（こどもが入浴中に潜る行為は容易に想定され潜在的危険性がある）が懸
念されることから、消費生活用製品安全法の特別特定製品に追加されました。
（政令第225号、2003年5月16日公布）

・技術基準では、運転中に試験用毛髪を吸入口に吸い込ませ、20ニュートン（約２kg）の力
で引き抜くことができること、届出事業者の氏名又は名称、登録検査機関の氏名又は名称、使
用上の注意事項等を浴槽内に設置された操作パネル又は浴槽の見えやすい箇所に表示する
こと、本体に◇PSCマークを表示することを求めている。

＜交換の一例＞
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シュレッダーによる事故

【事故の概要】
・2006年3月及び7月に、一般家庭においてシュレッダーの文書投入口に幼児が誤って手を入れ、指を
切断する大変痛ましい事故が発生。

①自宅兼事務所で、女児が両手をシュレッダーに巻き込まれ、両手の指９本を失った。（2006年3
月）
②こどもが紙とともに左指がシュレッダーに吸い込まれ、小指と薬指を１部関節より切断した。（2006年7
月）

・その後の調査結果によると、このほかにも1983年から2006年までの間に、シュレッダーによる事故が全
国で合計49件発生していたことが判明しました。

【シュレッダーの構造に関する技術基準の改正】
・シュレッダーによる事故の発生、拡大を防止するため、電気用品安全法に基づく電気用品の技術上の
基準を定める省令の一部が改正された。
（2007年8月17日 改正、2007年9月18日施行）

細断部に対する試験指を用いた接触等の試験要求
安全インターロック解除の制限
電源遮断スイッチの設置要求
注意表示の要求

事故品

試験指を用いた試験の様子
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https://www.nite.go.jp/jiko/

ご清聴ありがとうございました
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