平成２３年１月２８日
消
費
者
庁
消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事
故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故
５件
（うち石油温風暖房機（開放式）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件、
ガス炊飯器（ＬＰガス用）１件、ガスストーブ（ＬＰガス用）１件、
カセットこんろ１件）
２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
４件
（うち電気温風機（セラミックファンヒーター）１件、
ポータブルＤＶＤプレーヤー１件、電子レンジ１件、電話交換機１件）
３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
７件
（うち電気カーペット１件、調光器１件、電気式床暖房１件、エアコン１件、
水槽用サーモスタット１件、水槽用ヒーター１件、照明器具１件）
４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
１件
（うちガスこんろ（ＬＰガス用）１件）
１．～４．の詳細は別紙のとおりです。
※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する
調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」と
いう。
５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で
あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号
A200801033を除く。）。
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進
展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1)松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジについ
て（管理番号A201000871）
①事故事象及び再発防止策について
松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電子レンジを使用
中に、当該製品の操作パネルの下部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び
周辺が焼損しました。
当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品を含む対象機種（下記）につい
ては、内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、部品内部のはん
だ部の劣化が進み、はんだクラックが生じたため、スパークが発生し、発煙・出火に
至る事故が発生しています。
同社は、平成１９年５月３１日に新聞社告を掲載し、その後、平成２１年７月に量
販店の顧客情報を活用したダイレクトメールの送付、平成１９年７月、平成２０年１
１月、平成２１年９月、平成２２年４月及び９月に合計５回の新聞折り込みチラシの
配布等を通じて、注意喚起を行い、対象製品について無償改修を実施しています。
②対象製品等：機種・型式、製造期間、改修対象台数
機種・型式
ＮＥ－ＡＢ５０
ＮＥ－ＡＴ６６
ＮＥ－Ａ５５５
ＮＥ－ＡＴ７０
ＮＥ－Ｐ３００
ＮＥ－Ｐ５００
ＮＥ－Ａ５７５
ＮＥ－ＯＴ１
ＮＥ－ＡＣ５０
ＮＥ－ＡＣ６０
ＮＥ－ＯＴ２
ＮＥ－ＡＴ８０

・改修対象台数
・改修率

製造期間
昭和６３年１２月～平成
平成 元年 ４月～平成
平成 元年 ４月～平成
平成 元年１２月～平成
平成 ２年 ２月～平成
平成 ２年 １月～平成
平成 ２年 ９月～平成
平成 ３年 １月～平成
平成 ３年 １月～平成
平成 ３年 ７月～平成
平成 ３年１２月～平成
平成 ３年１２月～平成
合 計

３年 ６月
３年 ２月
３年 ７月
３年１２月
２年 ５月
３年１０月
３年 ７月
３年１２月
４年 ９月
４年 ７月
４年１２月
５年１２月

改修対象台数
７３，９６０
２１１，９９３
２９８，０９１
３１２，０１１
１９，０４６
１３１，９４３
９３，９７２
１３４，７７３
１１４，６０４
１２８，２８６
１２６，５８２
２８６，４７９
１，９３１，７４０

１，９３１，７４０台（全１２機種合計）
２１．４％（平成２３年１月２６日現在）

対象製品の確認方法：製品の正面右下に表示されている品番を御確認ください。

③消費者への注意喚起
当該製品を含むリコール対象製品をお持ちの方で、まだ製造事業者の行う改修を受
けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。
（パナソニック株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－８７１－６８２
受 付 時 間：９：００～１７：００（土、日、祝日を除く。）
ホ ー ム ペ ー ジ：
http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
④独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の対応
松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）以外の事業者が製造・輸入・
販売した電子レンジのリコール未対策品についても火災事故が再発しているため、独
立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）においては、平成２３年１月１１日よ
り「火災事故が発生した電子レンジの社告・リコール」として事故防止のための注意
喚起チラシをホームページに掲載し、未対策の該当機種をお持ちの消費者に対して、
速やかに事業者に連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。
（独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）による注意喚起）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html

（本発表資料の問い合わせ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当） 担当：小林、中嶋、榎本
電話：03-3507-9204（直通）
（事故情報対応チーム）担当：金児、滝
電話：03-3507-9146（直通）
（松下住設機器株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電
子レンジについての発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、吉津、山﨑
電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別

紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

機種・型式

A201000872

平成23年1月12日

平成23年1月24日

石油温風暖房機
（開放式）

A201000877

平成23年1月6日

平成23年1月25日

ガスこんろ（LPガス
不明
用）

FB-564LD

A201000878

平成23年1月12日

平成23年1月25日

ガス炊飯器（LPガ
ス用）

A201000880

平成22年12月30日

平成23年1月25日

ガスストーブ（LPガ
PG-1000EF-W
ス用）

A201000881

平成23年1月15日

平成23年1月25日 カセットこんろ

RR-05MKT2

事業者名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

ダイニチ工業株式会
社

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、給油をするため消火をせ
ずにカートリッジタンクを取り出したところ、口
金が外れ、漏れた灯油に引火する火災が発
生し、当該製品及び周辺が焼損、消火の際に
１名が負傷した。給油時の状況も含め、現
在、原因を調査中。

山形県

パロマ工業株式会社

火災

建物が全焼する火災が発生した。現場に当該
製品があった。当該製品で調理後、火を消し
忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。

東京都

火災

火災報知器が鳴動したため確認すると、タイ
マー機能により炊飯中の当該製品から出火
する火災が発生しており、当該製品及び周辺
が焼損した。所定のガスホースではなく､ゴム
ホースを当該製品と接続していた状況も含
め、現在、原因を調査中。

愛媛県

火災
死亡3名

建物２棟が全焼し、３名が死亡する火災が発
生した。現場に当該製品があった。当該製品
から出火したのか他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

愛媛県

火災

当該製品を使用中、当該製品とガスボンベの
接続部付近から出火する火災が発生し、当該
製品が焼損した。現在、原因を調査中。

東京都

リンナイ株式会社

パロマ工業株式会社

GLD-170（象印 株式会社旭製作所
マホービン株式 （象印マホービン株式
会社ブランド）
会社ブランド）

備考

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号

A200801033

A201000869

A201000871

A201000882

事故発生日

平成20年12月21日

平成22年10月23日

平成23年1月13日

平成23年1月13日

報告受理日

製品名

電気温風機（セラ
平成21年1月5日 ミックファンヒー
ター）

平成23年1月24日

機種・型式

ICH-ESW3

ポータブルＤＶＤプ
PDV1021
レーヤー

平成23年1月24日 電子レンジ

平成23年1月25日 電話交換機

事業者名

岩谷産業株式会社
（輸入事業者）

フューズ株式会社
（輸入事業者）

NE-AT66

松下住設機器株式会
社（現 パナソニック
株式会社）

MJSⅢ

積水化学工業株式会
社

被害状況

事故内容

火災

当該製品の電源を入れて５分ほど運転したと
ころ、当該製品の電源プラグを接続した壁コ
ンセントから火柱が上がったため、消火した。
また、出火の際に壁が焼損した。
事故原因は、当該製品の電源プラグ内のプラ
グ刃と電源芯線との接続方法（カシメ加工）に
接続不良があったため、発熱が生じて絶縁劣
化を起こして短絡し、出火したものと考えられ
た。
なお、コンセントに異常は認められなかった。

事故発生都道府県

備考

岐阜県

平成21年1月9
日にガス機器・
石油機器以外
の製品に関す
る事故であっ
て、製品起因
か否かが特定
できていない
事故として経
済産業省が公
表していたもの

福岡県

事業者が事故
を認識したの
は、平成22年
10月25日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意

平成19年5月
31日からリコー
ルを実施
改修率 21.4％

火災

当該製品を使用中、異音とともに当該製品側
面から発煙する火災が発生し、当該製品及び
周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

火災

当該製品を使用中、操作パネルの下部から
発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び
周辺が焼損した。現在、原因を調査中。

東京都

火災

異臭がし、ブレーカーが作動して照明が消え
たため確認したところ、当該製品から出火す
る火災が発生しており、当該製品及び周辺が
焼損した。現在、原因を調査中。

岐阜県

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号

A201000868

事故発生日

平成22年12月31日

A201000870

平成23年1月13日

A201000873

平成23年1月1日

A201000874

平成23年1月17日

A201000875

平成22年12月28日

A201000876

平成22年12月28日

A201000883

平成23年1月16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

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火
災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因
かも含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成23年1月24日 調光器

火災

掃除機を使用したところ、ブレーカーが作動し、異臭が
したため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生
していた。当該製品と同じ電気配線に増設されたコンセ
ントに掃除機が接続されていたため、定格電力を超え
て使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

平成23年1月24日 電気式床暖房

火災

当該製品の電源を入れたところ、異臭がしたため確認
すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し
た。施工状況も含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成23年1月24日 エアコン

火災

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

大阪府

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用
時に水槽内にあった水が蒸発し、当該製品に接続され
ていたヒーターが空焚きになった可能性も含め、現在、
原因を調査中。

平成23年1月25日 水槽用ヒーター

平成23年1月26日 照明器具

平成23年1月24日 電気カーペット

平成23年1月25日 水槽用サーモスタット

備考

東京都

水槽用ヒーターに
関する事故
(A201000876)と同
一

火災

当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用
時に水槽内にあった水が蒸発し、当該製品が空焚きに
なった可能性も含め、現在、原因を調査中。

東京都

水槽用サーモス
タットに関する事故
(A201000875)と同
一

火災

当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。
当該製品外部から出火したのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

群馬県

製造から45年以上
経過した製品

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
管理番号

A201000879

事故発生日

報告受理日

製品名

平成23年1月17日

平成23年1月25日 ガスこんろ（LPガス用）

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

火災
死亡1名

当該製品及び周辺が焼損し、１名が死亡する火災が発
生した。当該製品で調理中に衣服に火が燃え移った可
能性が高いと考えられる。

千葉県

備考

電気温風機（セラミックファンヒーター）（管理番号：A200801033）

ポータブルＤＶＤプレーヤー（管理番号：A201000869）

電子レンジ（管理番号：A201000871）

電話交換機（管理番号：A201000882）

