
製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/01/01 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

愛媛県 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○使用者は、当該製品で少量の油を小型の鍋に入れて揚げ物調理中にその場を離れて寝ていた。○当該
製品に著しい変形等は認められなかった。○当該製品は本体の右こんろに著しい焼損及び油汚れが認めら
れ、右こんろ付近の底面にすすの付着が多く認められた。●当該製品は、使用者が少量の油を小型の鍋に
入れて揚げ物調理中にその場を離れたため、調理油が過熱されて発火し、火災に至ったものと推定される。
なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない。」、「200ml以上の
油を入れる。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断さ
れた案件。

2019/01/01 2021/07/16 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、開放式）

香川県 ○ （火災）当該製品を焼損し、周辺を汚損す
る火災が発生した。

○使用者が当該製品を使用して外出した後、上階の住人が火災に気付き、室外のガスの元栓を閉めた。○
当該製品は本体下部が著しく焼損し、下部から上方に広がってすすが付着していた。○本体下部にあるガス
ホースは両端が著しく焼損しており、本体の接続口とガスホースの間に、ガス漏れ防止用のパッキンが取り
付けられておらず、ガスホースとガス栓との接合部にシール材の付着が認められなかった。○本体内部の樹
脂部材は焼失していたが、制御基板、電気部品、配線等に出火の痕跡は認められなかった。○使用者は当
該製品を知人から譲り受け、自分でガスホースの接続工事を行ったが、ガス接続工事の資格は有していな
かった。●当該製品は、使用者がガス接続工事を行った際に、ガス漏れ防止用のパッキンを使用しなかった
ため、接続部からガスが漏れ、漏れたガスに引火して焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、
「ガス接続工事は、ガス供給事業者又は有資格者に依頼する。」旨、記載されている。製品事故判定第三者
委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

2019/01/12 2021/07/16 ガス瞬間湯沸器（Ｌ
Ｐガス用、屋外式（Ｒ
Ｆ式））

大分県 ○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。（事故発生地：大分県）

○事故時に当該製品は使用されていなかった。○当該製品本体には左下側を中心にすすの付着、内部配
線の被覆の一部焼損、電装基板外郭樹脂の変形がみられたが、燃焼バーナーに異常燃焼の痕跡はみられ
ず、電装基板、安全装置、その他の本体部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の電源コード
の中間部に断線及び溶融痕が認められ、溶融痕が確認できた位置は通常の使用において外力が加わる位
置ではなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品本体から
出火した痕跡は認められず、電源コードの断線部は通常の使用において外力が加わる位置ではないことか
ら、製品に起因しない事故と推定される。

2019/01/16 2020/05/21 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

東京都 ○ （火災）異臭がしたため確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生して
いた。

○当該製品は、集合住宅3階のベランダに壁掛け設置されていた。○使用者は去年の夏から当該製品に、
本体及び製品下の配管まで覆う大きさのタオルを掛けていた。○当該製品は全面が焼けており、特に下側
の焼損が著しく、底面の樹脂製配線口が焼失し、電源コードが配線口を出たところで断線していた。また、電
源コードの断線箇所に繊維状の付着物が認められた。○熱交換器に排気漏れの痕跡、フィン部に変形やす
す詰まり等の燃焼に支障を来す異常はなく、内部から出火した痕跡は認められなかった。○灯内内管から当
該製品まで及び当該製品内部にガス漏れは認められなかった。●使用者が当該製品の給気口のあるフロン
トカバーにタオルを掛けていたことにより、当該製品の燃焼に必要な給気が不足し、燃焼室内の未燃ガスが
排気口から出て火炎を形成し、タオルに着火したものと推定される。なお、取扱説明書の使用上の注意に
は、「器具の上や周囲に燃えやすいものを絶対に近づけない。排気トップの上にタオル、布巾等をのせな
い。」旨、記載されている。

製造から20年以
上経過した製品

2019/01/17 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（Ｌ
Ｐガス用、ＲＦ式）

鹿児島県 ガス給湯器から異音がし、フロントカバー
が変形した。

事故品に着火不良等の異常がないことから、一時的な点火不良により滞留した未燃ガスに点火操作の火花
が異常着火し、フロントカバーが変形したことが考えられるが、使用状況等が不明であるため、原因の特定
はできなかった。

2019/01/18 2022/01/18 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、ＲＦ
式）

神奈川県 使用中のガスふろがまから異音がし、フロ
ントカバーが変形した。

被害者が鳥よけのために事故品上部（排気口）を段ボールで覆った状態で使用したため、給排気が正常に
行われず、未燃ガスが機器内に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形し
たものと推定される。なお、取扱説明書には、「機器の給気口・排気口がほこり、ゴミなどでふさがっていない
か確認する。排気口の周りに燃えやすい物をおかない。」旨、記載されている。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 1／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/01/22 2021/07/16 ガスファンヒーター
（都市ガス用、開放
式）

奈良県 ○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。（事故発生地：
奈良県）

○使用者が当該製品を点火して外出中、当該製品を置いた室内で爆発が発生した。○当該製品上方の天
井に破裂した殺虫剤のスプレー缶が突き刺さっていた。○当該製品は、吹出口の上部にへこみ及び前板の
ツメの外れが認められた。○機器内部のフラットケーブルの一部に焼けが認められたが、基板や電装部品に
異常は認められなかった。○ガス通路に漏れはなく、燃焼室にガス漏れの痕跡はなく、異常は認められな
かった。○機器内部に出火の痕跡は認められず、燃焼室や周辺に炎あふれや排ガス漏れの痕跡は認めら
れなかった。○当該製品に電気とガスを供給して動作させたところ、点火、燃焼、消火に異常は認められな
かった。○スプレー缶の内容物の成分に灯油とＬＰガスが含まれていた。●当該製品に異常は認められず、
天井に破裂したスプレー缶が突き刺さっていたことから、当該製品の前に置かれたスプレー缶が当該製品か
ら吹き出した温風によって過熱されて破裂し、その際に拡散したスプレー缶内部の可燃性ガスを当該製品が
吸気して爆発燃焼に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「スプレー缶を温風の当たる場所に置
かない。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された
案件。

2019/01/23 2020/05/21 カセットボンベ 東京都 2 ○ （火災、軽傷2名）飲食店で当該製品が破
裂する火災が発生し、2名が負傷した。

○飲食店でガスグリルを使用中、当該製品が破裂した。○当該製品は、ふだんガストーチが取り付けられた
状態でガスグリルの横に置かれていた。○当該製品に取り付けられていたガストーチは、ガスグリル上部の
排気装置に突き刺さっており、ガスグリルの天板及びフレームにへこみが認められた。○当該製品のカシメ
部が膨らんでおり、缶体からの外れはなかったが、フランジ部分が大きく潰れるように変形していた。○底が
外側に向けて膨らんで外れており、いびつに変形していた。○ガスグリルの稼働に異常は認められず、稼働
時の温度測定をしたところ、天板前方中央部は200℃を超えることを確認した。○当該型式品は、95℃まで加
熱するとカシメ部が膨らみ、106℃まで加熱すると底が抜ける仕様である。○同等品を事故現場に設置され
ていたガスグリルの同等品の天板上に置き、ガスグリルを点火したところ、約14分後に同等品が爆発し、事
故現場に設置されていたガスグリルの天板及びフレームと同様に、天板前方中央にへこみが認められた。●
当該製品は、使用中のガスグリル天板上に置かれたため、加熱されて内圧が上昇し、破裂したものと推定さ
れる。なお、本体表示には、「当該製品を過熱すると容器内圧力が上がり、爆発する危険がある。」、「火気と
高温に注意する。」旨、記載されている。

2019/01/28 2020/05/21 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

東京都 ○ （火災）当該製品を使用中、爆発を伴う火
災が発生し、当該製品及び周辺を破損し
た。

○使用者が当該製品のグリル排気口に噴射剤にLPGを使用したスプレー缶を置いてグリルを使用したとこ
ろ、爆発が発生し、スプレー缶の底が抜けて天井に刺さっていた。○当該製品の安全装置は正常で、その
他、事故の要因となる不具合は認められなかった。○ガス配管、ガスホース及び当該製品内部にガス漏れ
は認められなかった。●使用者が噴射剤にLPGを使用したスプレー缶を当該製品のグリル排気口の上に置
いた状態でグリルを使用したため、グリルの排気熱によりスプレー缶が加熱されて爆発したものと推定され
る。なお、取扱説明書には、「機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない。」、「スプレー
缶は熱で缶内の圧力が上がり爆発するおそれがある。」旨、記載されている。

2019/01/29 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

千葉県 1 ガスこんろのグリルを繰り返し点火したと
ころ、火が出て、顔に火傷を負った。

事故品は電池電圧が低下し、正常に点火しない状況であったため、点火操作の繰り返しでグリル庫内に未
燃ガスが滞留していたこと、並びにグリルをのぞき込んでいたことで、スパークが未燃ガスに引火したときに
顔に火傷を負ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「点火操作時はグリル扉を開いて庫内をのぞ
き込まない。炎や熱でやけどすることがある。」旨、記載されている。消費者の不注意とみられる事故。

2019/01/30 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

東京都 使用中のガスこんろのつまみ付近から火
が出て、機器の一部が焼損した。

バーナーの炎口が、吹きこぼれにより閉塞された状態で点火操作を繰り返したため、ダンパー部（一次空気
口）より未燃ガスが機器内部に漏洩し、再点火時のスパークが漏れた未燃ガスに引火してハーネス等の一
部が焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「煮こぼれしたときは必ずお手入れをする。目詰ま
りしていたら炎口をブラシや針金などで掃除する。」旨、記載されている。消費者の不注意とみられる事故。

2019/02/01 2022/06/06 ガス給湯暖房機（都
市ガス用、屋外式）

大阪府 1 当該製品を使用して入浴中、右足に火傷
を負った。

○使用者は２月に低温火傷を負い、介助者（母親）が５月に事故は当該製品の異常が原因ではないかと
疑って点検を申し出た。○当該製品は、製品内部に異常はなく、燃焼性能、給湯性能、湯張り性能及び追い
だき性能に異常は認められなかった。○浴槽には他社製の循環アダプターが装着されており、「４０℃」設定
で追いだき運転すると循環アダプター出口の湯温は最高５６．１℃であった。○浴槽に装着されていた他社
製の循環アダプターを確認した結果、左下の２か所に湯の出口があり、その上から樹脂製の網で覆われて
いた。○設定温度「４０℃」での追いだき運転時の湯温を計算した結果、燃焼量６ｋＷと循環流量５Ｌ/分で温
度５７．２℃となり、実測値（５６．１℃）に近い値となった。○介助者によると、使用者は事故発生時に追いだ
き運転中の浴槽内で居眠りをしていたとの申出内容であった。○使用者は就寝時に電気あんかを使用して
いた。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は
認められず、他社製の循環アダプターの高温部や就寝時に使用していた電気あんかに皮膚が長時間接触し
ていた可能性が考えられ、製品に起因しない事故と推定される。製品事故判定第三者委員会にて製品起因
による事故ではないと判断された案件。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 2／12
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2019/02/04 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、開放式）

大阪府 ○ 使用中のガス給湯器から異音がし、周辺
を焼損した。

事故品にガス漏れ、点火不良等がないことから、点火し難い状況で、被害者が点火操作を繰り返した等によ
り、内部に滞留した未燃ガスに点火時のスパークが引火し異常着火に至り、近接した換気扇のフィルターが
焼損したことが考えられるが、点火し難い状況は再現せず、事故発生時の使用状況等も不明であることか
ら、原因の特定はできなかった。

2019/02/07 2019/02/27 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、屋
外式（ＲＦ式））

神奈川県 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品の
周辺を焼損する火災が発生した。

○使用者が当該製品を使用中、異音がして、周辺が焼損した。○当該製品は、設置されていた建物の外壁
塗装のため、外壁塗装業者により養生シートで覆われており、給気口が塞がれていた。○排気トップ下部に
焼損した養生シートが付着していたが、外装に変形や変色等の異常はなく、内部にも出火の痕跡は認められ
なかった。○当該製品は、養生シートに覆われていない状態では、正常に動作することが確認された。●当
該製品に事故に至る異常は認められなかったことから、給気口が養生シートで覆われて塞がれており、その
状態で使用者が当該製品を使用したため、燃焼用空気の給気不足により未燃ガスが発生し、排気口から出
た際に、点火時のスパークが着火して火炎が形成され、養生シートが焼損したものと推定される。なお、取扱
説明書には、「外壁の塗装や増改築、家屋の修繕などに機器本体・給排気筒トップが養生シートで覆われた
場合は、機器を使用しない。」旨、記載されている。

2019/02/13 2022/01/18 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、ＢＦ
式）

東京都 ○ ガスふろがまを点火したところ、発煙して
浴槽の一部が焼損した。

事故品に冠水跡があり、内部は底面に錆が発生し、ガバナに腐食に伴う亀裂が認められたことから、当該亀
裂からガスが漏洩、滞留して点火操作時に異常着火に至り、浴槽の一部が焼損したものと推定される。な
お、取扱説明書には、「排水口をこまめに掃除する。排水口がつまると機器内に水が入り、点火の際に炎が
あふれ、機器の焼損や火災の原因になる。」旨、記載されている。

2019/02/18 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、開放式）

東京都 ○ ガス給湯器の点火操作を繰り返したとこ
ろ、異常着火し、換気扇のフィルターが焦
げた。

事故品にガス漏れ等の異常が認められないことから、被害者が点火操作を繰り返したことで、機器内に滞留
した未燃ガスに点火動作の火花が引火して異常着火し、排気口から出た炎で換気扇のフィルターが焦げた
ものと推定される。なお、取扱説明書には、「プッシュボタンを奥まで押しても点火しない時は再度プッシュボ
タンを押し、消火の状態にし、しばらく（約１０秒程度）待ってから再度点火操作をする。」旨、記載されている。

2019/03/07 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

宮城県 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、周辺を焼損した。（事故発生
地：宮城県）

ガス栓に取り付けられた事故品の接続シール部に油状の異物が固着していたことから、シール不足でガス
が漏洩し、滞留した未燃ガスにこんろバーナーの炎が引火して接続部付近を焼損したものと推定される。な
お、取扱説明書には、「先端や内部に傷がついたり、異物が付着しないように丁寧に清潔に取り扱う。」旨、
記載されている。

2019/03/09 2022/01/18 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、ＢＦ
式）

神奈川県 ガスふろがまを点火したところ、異音が
し、ケーシングが変形した。

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がなく、冠水跡が確認されたことから、機器の冠水等による点火し難
い状況下での点火操作の繰り返し等により、機器内の未燃ガスが滞留し、異常着火に至り、ケーシングを変
形させたものと考えられるが、事故発生時の使用状況等が不明であるため、原因の特定はできなかった。

2019/03/10 2021/07/16 ガス瞬間湯沸器（Ｌ
Ｐガス用、屋外式（Ｒ
Ｆ式））

京都府 ○ 当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼
損する火災が発生した。

○当該製品は、コインランドリーの洗濯用給湯器として使用されており、屋外のコの字状に窪んだ箇所に設
置され、前面には目隠しとして木製扉と遮光ネットが設置され、当該製品の上方には衣類乾燥機の排気口２
個が設置されており、日常的にほこりが滞留する環境だった。○プリント基板のメモリーを確認したところ、燃
焼時間は１０００時間以内、燃焼回数は８万回、エラー履歴は直近から３回分が記録されており、２台とも同じ
内容で「給湯途中失火」、「給湯途中失火」及び「給湯点火不良」であった。○本体内部の電装部品や配線類
に、過熱や出火の痕跡は認められなかった。○本体内部の給気経路及び底部に綿ぼこりの付着が認められ
た。○送風ファンの樹脂製羽根は、付着物がほとんど認められなかった。○バーナーのダンパー部は、綿ぼ
こりの付着が認められ、閉塞していた。○熱交換器フィン部は、多量のすすが付着して閉塞していた。○ガス
漏れによる出火や炎あふれの痕跡は認められなかった。○排気経路は、熱交換器フィン部のすす詰まりで
狭くなった箇所があり、熱交換器の過熱痕が認められた。●当該製品は、日常的にほこりが滞留する場所に
設置されていたため、吸い込まれた綿ぼこりが機器内部に蓄積して通気経路を閉塞し、異常燃焼を生じたも
のと推定される。なお、取扱説明書には、「ほこりの立ちやすい場所には設置しない。」、「燃焼用空気を確保
するため塀などを設置しない。」旨、記載されている。

2019/03/11 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

東京都 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出た。（事故発生地：東京都）

事故品は正常に組み立てられており、各部に異常は認められず、焼損状況から、事故品に一口ガスこんろ
が近接した状態で使用されていたため、こんろ上のフライパンの底を伝ったこんろバーナー炎の熱により事
故品のカバー及びソケットの一部が焼損してガスが漏洩し、滞留した未燃ガスにこんろバーナーの炎が引火
したものと推定される。なお、取扱説明書には、「高温（５０℃以上）になる場所では使用しない。」旨、記載さ
れている。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 3／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/03/12 2022/01/18 迅速継手（ＬＰガス
用）

東京都 ガスこんろを点火したところ、迅速継手付
近から火が出て、周辺を焼損した。（事故
発生地：東京都）

事故品にガス漏れ等の異常が認められなかったことから、被害者がホースエンドガス栓と事故品との不完全
な接続状態に気付かずガスを使用したため、接続部よりガスが漏れ、滞留した未燃ガスにガスこんろの炎が
引火し、迅速継手付近を焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガス栓との接続は赤線が隠
れるまで十分差し込む。止め輪をカバーとリングの間に入れて固定する。」旨、記載されている。

2019/03/21 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、開放式）

東京都 ○ ガス給湯器の火が消えていたので、再度
給湯操作をしたところ、排気口から火が出
て周辺を焼損した。

事故品にガス漏れ、着火動作等の異常がないことから、出湯量が少ない状態で使用した際に機器への給水
圧が作動水圧付近となり、点火動作時に点火・消火を繰り返す不安定な状態となったため、機器内部に未燃
ガスが滞留して再給湯操作の際に異常着火に至り、排気口から火が出て、換気扇のフィルター等が焼損した
ものと考えられるが、事故事象が再現しなかったため、原因の特定はできなかった。

2019/03/26 2019/04/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

千葉県 ○ （火災）当該製品を焼損する火災が発生し
た。

○使用者が台所で当該製品を使用後にその場を離れた際、台所から「ピーピー」と音がしたので確認したと
ころ、当該製品から煙とグリル排気口（メッシュ部）から火が出ていた。○消防現着時、当該製品の操作ボタ
ンは消火の位置にあり、グリルの水受皿には多量の油脂がたまっていた。○使用者によれば、こんろは事故
発生直前に、グリルは前日の夜及び当日朝に使用し、グリルは一週間前に清掃したとの申出内容であった。
○小バーナー用のイグナイターコード及び立ち消え安全装置の熱電対の被覆が焼損しており、グリルのフー
ド熱板表面は、正面から排気ダクトに向かって右側の焼けが強く、イグナイターコード挿入用スリットから熱流
が出た痕跡が認められた。○グリル庫内は、油脂類及び煮こぼれが炭化したと思われる付着物が多量に認
められ、水受皿の裏面は焼けが著しく、焼き網にも焦げが多量に付着していた。○ガス接続口から器具栓ま
での気密性を確認した結果、ガス漏れは認められず、制御基板にも焼損等の異常は認められなかった。●
当該製品のグリル庫内に多量の油脂等の炭化物が付着していたことから、使用者が誤ってグリルの操作ボ
タンを押してしまい、手入れ不足でグリル庫内にたまっていた油脂等が過熱されて着火したものと推定され
る。なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から絶対に離れない。」、「消火操作をしたときは必ず炎を
確認する。」、「グリル使用後及び連続使用の場合は水受皿にたまった脂を取り除く。」及び「煮こぼれに注意
する。機器内部に侵入すると機器故障の原因になる。」旨、記載されている。

2019/03/30 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

大阪府 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、周辺を焼損した。（事故発生
地：大阪府）

長期使用（約４５年）により、シール性を保持しているコンセントパッキン（ＮＢＲ）が劣化して弾性を失い、使用
の都度、ガス栓プラグへの脱着を繰り返していたため、コンセントパッキンに亀裂が発生して一部脱落し、漏
洩した未燃ガスに使用中のガスこんろの炎が引火して周辺を焼損したものと推定される。

2019/03/30 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）I

高知県 ○ （火災）店舗で当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

○事故発生時、使用者は不在であり、近隣の住民が店舗から白い煙が出ているのを発見した。○当該店舗
内には当該製品を含む複数台のガス機器があった。○金属製外郭は表面が焼けて黒化し、樹脂製の操作
つまみは焼失していた。○バーナー、グリル、内部配線等に出火の痕跡は認められなかった。○ガスホース
に軽微な焼損が認められたが、ガスホース接続部に傷や変形等はなく、ガス漏れの痕跡は認められなかっ
た。○器具栓は正常に作動し、事故発生時に3個全て閉まっていたことが認められた。●事故発生時の詳細
な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことか
ら、製品に起因しない事故と推定される。

2019/04/11 2022/06/06 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

東京都 使用中のガスこんろが異常燃焼し、内部
配線の一部が焼損した。

吹きこぼれによりバーナー混合管に煮汁等が入り、スロート部が閉塞したため、バーナーへのガスの流れが
阻害されて逆流した未燃ガスにこんろバーナーの炎が引火して、内部配線の一部が焼損したものと推定され
るが、使用状況等が不明であるため、原因の特定はできなかった。消費者の不注意とみられる事故。

2019/04/13 2022/01/18 ガス栓（都市ガス
用）

埼玉県 ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近
から火が出た。（事故発生地：埼玉県）

被害者が２口ガス栓の不使用側を誤って開にしたため、不完全に装着されていた保護キャップの隙間から過
流出安全機構が作動しない程度のガスが漏洩し、ガスこんろの火が漏れたガスに引火したものと推定され
る。

2019/04/16 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

東京都 1 ガスこんろを使用中、頭痛がした。 バーナーの炎口が吹きこぼれ等により目詰まり、長期使用（約２０年）により、バーナー混合管内にすす、ほ
こり等が堆積したことで、バーナーの燃焼に必要な空気が不足して不完全燃焼となり、一酸化炭素が発生し
たものと推定される。なお、取扱説明書には、「煮こぼれしたときは必ずお手入れする。」旨、記載されてい
る。

2019/04/20 2019/05/23 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

埼玉県 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品を焼
損する火災が発生した。

○右こんろを強火で点火し、バーナーから炎が出ていることを確認した約3分後にグリルの排気口から約
20cmの炎及び白煙が出たため、粉末消火器で消火し、ガス栓を閉栓し、当該製品の電池を抜いた。○使用
者は、当該製品のグリルの使用及び清掃をしたことがなかったが、当該製品は使用者の入居前から設置さ
れており、それ以前の使用状況は不明であった。○当該製品の天板及びグリル排気口内部に油脂が付着し
ており、天板の裏側はグリル排気口付近から油が流れ込んだ痕跡が認められた。○ガス接続口から器具栓
までの気密性に異常は認められなかった。○操作ボタンのマイクロスイッチに異常は認められず、点火動作
も正常であった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品
のガス配管の気密性及び点火動作に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 4／12
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事故発生日 公表日 製品名 事故発生
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火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/04/20 2019/07/19 ガストーチ 愛知県 ○ （火災）当該製品を点火したところ、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品を点火した際に火口から大きな炎が発生し、周辺の可燃物を焼損した。○当該製品は樹脂部品
の一部が焼損していた。○接続されていたカセットボンベは当該製品の専用ボンベであった。○当該製品
は、立てた状態て点火する仕様であるが、使用者は傾けて点火した。○当該製品は、カセットボンベの切込
みを点火ボタン側にする必要があるが、事故発生時は90度横向きに接続されていた。○当該製品に専用ボ
ンベを正しく接続し、立てた状態で点火したところ、正常に燃焼し、その後に傾けても大きな炎は発生しな
かった。●当該製品に事故に至る異常は認められないことから、カセットボンベを直立状態で点火して2分間
そのまま燃焼させなかったため、点火時に火口から生ガスが出て大きな炎が発生したものと推定される。な
お、取扱説明書には、点火時に生ガスが出ないように「点火はカセットボンベが直立状態で行い、点火後2分
間は動かさない。」旨、記載されている。

2019/04/27 2019/06/21 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

静岡県 ○ （火災）当該製品を焼損する火災が発生し
た。

○事故発生当日、自宅のテレビアンテナに落雷があった。○当該製品は内部の電装基板が黒くすすけてお
り、電装基板上の電流ヒューズ及びサージ保護用バリスターが破損し、電源端子の一部及びアース線が溶
融していた。○電装基板以外の部品及び配線に異常は認められなかった。●当該製品は落雷による高電圧
が電装基板に加わったため、電装基板上の部品が破損し焼損に至ったものと推定される。

2019/05/03 2021/07/16 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、密
閉式（BＦ式））

福岡県 1 ○ 当該製品を使用中、一酸化炭素中毒によ
り１名が軽症を負った。

○当該製品の給排気筒が外れており、排気ガスが浴室内及び本体内に漏えいする状態であった。○使用者
は当該製品が正常に着火しないため、先端に火が付いた割り箸を本体の外から差し込んで、ガスに点火し
て使用していた。○ガス事業者がガス保安定期検査時に使用を禁止していたにもかかわらず、使用者は当
該製品の使用を続けていた。●当該製品の給排気筒が外れた状態のまま使用していたため、一酸化炭素
が浴室内に滞留したことにより事故に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「点火確認窓を外し
たまま点火操作をしない。故障や具合の悪いときは、すぐ購入店へ連絡する。」旨、記載されている。

製造から35年以
上経過した製品

2019/05/05 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

東京都 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、周辺を焼損した。

ガスこんろの左こんろバーナーに近接していたガス栓に事故品を接続した状態で左こんろバーナーを使用し
たため、事故品が熱影響を受けて溶融したことで未燃ガスが漏洩し、漏洩したガスにバーナーの炎が引火し
たものと推定されるが、ガスこんろの設置者、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

2019/05/09 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

東京都 ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火
が出て、迅速継手の一部が焦げた。

事故品の摺動環が縮んだまま焦げていることから、被害者がガスこんろ周りを掃除した際に、ガス栓への接
続が不完全となったが、湾曲したガスホースの反力により事故品がガス栓から離脱しなかったためガスが漏
洩し、被害者がガス漏れに気付かないまま使用したため、滞留した未燃ガスに使用中のガスこんろのバー
ナー炎が引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「本品とプラグの接続はカチッと音がするまで
差し込む。」旨、記載されている。

2019/05/12 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

神奈川県 ガスこんろで調理中、ガス栓付近から火
が出て、迅速継手の一部が焦げた。

事故品の摺動環が縮んだまま焦げていることから、ガス栓への接続が不完全となったが、湾曲したガスホー
スの反力により事故品がガス栓から離脱しなかったためガスが漏洩し、被害者がガス漏れに気付かないまま
使用したため、滞留した未燃ガスに使用中のガスこんろのバーナー炎が引火したものと推定される。なお、
取扱説明書には、「本品とプラグの接続はカチッと音がするまで差し込む。」旨、記載されている。

2019/05/14 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

大阪府 ガスこんろを使用中、異臭がし、つまみ付
近から火が出て、機器の一部が焼損し
た。

機器内部への吹きこぼれのため、バーナー本体とバーナーキャップとの接続部の一部が塞がれ、燃焼不良
の状態で使用を続けたため、異常に伸びた炎が操作つまみを焼損させたものと推定される。なお、取扱説明
書には、「煮こぼれ等で機器が汚れているときは手入れをする。バーナー炎口が汚れにより目づまりしている
場合はバーナーキャップの手入れをする。」旨、記載されている。

2019/05/14 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

和歌山県 ガスこんろを使用中、異音がし、機器内部
の一部が焼損した。

機器内部への吹きこぼれによってガス通路部が腐食して未燃ガスが漏洩し、使用中のグリル炎が漏れた未
燃ガスに引火して機器の一部が焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「煮こぼれをさせると機
器を早く傷めるため、煮こぼれした場合には早く拭き取る。」旨、記載されている。消費者の不注意とみられる
事故。

2019/05/15 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

神奈川県 ブンゼンバーナーを使用中、迅速継手付
近から火が出て、周辺を焼損した。

事故品の摺動環が縮んだまま焦げていることから、ガス栓への接続が不完全となり、接続箇所からガスが漏
洩し、ブンゼンバーナーの炎が漏れたガスに引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「本品とプ
ラグの接続はカチッと音がするまで差し込む。」旨、記載されている。

2019/05/20 2019/06/21 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

静岡県 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品の左こんろに天ぷら鍋を載せ、油を入れて揚げ物の準備をしてから外出し、10分後に火災が発
生していた。○当該製品は左こんろ操作ボタンが押された状態であったが、当該製品上部のレンジフード等
の焼損は少なく、鍋の油が発火した状況ではなかった。○当該製品内部に焼損はなく、ガス気密性はあり、
左こんろ器具栓内部のメインバルブは閉じた状態であったことから、火がついていれば自動消火した状態と
判断できた。○左こんろの調理油過熱防止装置の温度センサーに異常は認められなかった。●事故発生時
の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡はなく、調理油過
熱防止装置の温度センサーに異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

同日に起きた
（ウォーターサー
バー）と同一事故

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 5／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/05/20 2021/07/16 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

北海道 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。

○使用者は、天ぷら鍋でサラダ油を加熱中にその場を離れ、異変を感じて戻ったところ、鍋から火が上がっ
ていた○当該製品に調理油過熱防止装置はなかった。○事故発生後、使用者は継続して当該製品を使用し
ていた。●使用者が油の入った天ぷら鍋を当該製品のこんろで加熱したままその場を離れたため、油が過
熱して出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「出火に至るおそれがあるため、こんろに火
をつけたままその場を離れない。特に天ぷらの調理中は注意する。」旨、記載されている。製品事故判定第
三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

製造から25年以
上経過した製品

2019/05/21 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

大阪府 ○ 使用中のガスこんろ付近から火が出て、
機器の一部等が焼損した。

事故品に出火の痕跡はなく、右側の遮熱板と壁との間に焼損したタオルがあったことから、事故品の近傍に
置かれていたタオルが事故品の使用により着火して右側に落下し、事故品の右側操作部周辺を焼損したも
のと推定される。なお、取扱説明書には、「可燃物との距離は確実に離す。ガスこんろの近くには燃えやすい
もの（ふきんやタオルなど）を置かない。」旨、記載されている。消費者の不注意とみられる事故。

2019/05/21 2019/06/21 カセットボンベ 京都府 1 ○ 当該製品を他社製のバーナーに装着して
点火したところ、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、1名が火傷を負っ
た。

●当該事業者は、当該製品及び周辺を焼損し、使用者が軽いやけどを負った旨の連絡を受け、重大製品事
故の報告を行った。その後、消防の調査により、被害も軽微なので火災に至らない事故と判断された。よっ
て、重大製品事故の要件に該当しないため、対象外とした。

2019/06/05 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

岡山県 ガスこんろを使用中、ガス栓と迅速継手
の接続部付近から火が出て、迅速継手の
一部が焼損した。

ガス栓への接続が不完全となったが、湾曲したガスホースの反力により事故品がガス栓から離脱しなかった
ためガスが漏洩し、被害者がガス漏れに気付かないまま使用したため、滞留した未燃ガスに使用中のガスこ
んろのバーナー炎が引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「本品とプラグの接続はカチッと音
がするまで差し込む。」旨、記載されている。

2019/06/05 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

埼玉県 1 ○ 当該製品を使用後、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生し、１名が軽傷を
負った。

○使用者は、事故発生の１時間前に当該製品の右こんろを使用した。○当該製品の外観はトッププレート手
前側、グリル排気口及び両側面が著しく焼損しており、内部は全体的に焼損していた。○当該製品は、こん
ろ部、グリル部及び内部全体に汚れが付着しており、炭化した煮こぼれによる食品かすや油脂等がグリル遮
熱板上一面に堆積していた。○当該製品の全こんろ及びグリルには、消し忘れ消火機能が搭載されており、
温度センサーの導通に異常は認められなかった。○こんろ及びグリルの操作ボタンの樹脂製軸受部が焼失
しており、事故発生時に操作ボタンが押された状態であったかは不明であった。○基板及び配線から出火し
た痕跡は認められなかった。●当該製品に出火につながる異常は認められないことから、使用者が誤ってグ
リル操作ボタンを押したことで、グリルが空焼き状態となり、煮こぼれ等によってグリル遮熱板上に堆積して
いた食品かすや油脂等が発火し、樹脂部品や油脂等に燃え広がったものと推定される。なお、取扱説明書
には、「点火操作、消火操作をしたときは必ず炎を確認する。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委
員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

2019/06/06 2022/01/18 ガス栓（都市ガス
用）

北海道 ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近
から火が出て、周辺を焼損した。

被害者が２口ガス栓の不使用側を誤って開にしたため、不完全に装着されていた保護キャップの隙間から過
流出安全機構が作動しない程度のガスが漏洩し、ガスこんろの火が漏れたガスに引火して、周辺を焼損した
ものと推定される。

2019/06/13 2021/07/16 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、半密閉式
（CＦ式））

北海道 1 ○ （CO中毒、軽症1名）店舗で当該製品を使
用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症
を負った。

○当該製品は、上部の約3分の1が製品直上にあった厨房の換気設備の排気フードで覆われるように設置さ
れており、排気筒は接続されていなかった。○事故現場で当該製品を動作させたところ、排気フードの下
10cmの位置で3800ppmの一酸化炭素濃度が測定され、試験煙で換気設備の動作確認を行ったところ、試験
煙は排気フード内に吸い込まれずに店内へ流れた。○当該製品の上半分に油汚れが付着していた。○製品
内部は、バーナー部に油汚れや異物の付着が認められた。○当該製品は、ガス事業法及び建築基準法に
おいて、排気筒の接続が義務付けられている製品であった。○事故現場の飲食店が入っているビルの管理
者及び飲食店店長から当該製品の設置に関する情報は得られなかった。●当該製品は、排気筒でなく厨房
の換気設備で排気されるように設置されていたため、厨房の換気設備の換気能力が低下した際、排気ガス
が滞留して、当該製品の給気に流入し不完全燃焼を起こしたため、一酸化炭素濃度が上昇し、事故に至っ
たものと推定される。なお、工事説明書には、「排気ガスは必ず排気筒で屋外に導く。」旨、記載されている。
製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

製造から15年以
上経過した製品

2019/06/19 2022/01/18 ガスふろがま（都市
ガス用、ＣＦ式）

新潟県 ガスふろがまを点火したところ、機器内部
の一部が焼損した。

事故品のガス通路部に設置されたガバナの設計不良により、ガスの圧力変動に応じて動くダイヤフラム（ゴ
ム製）の動く範囲が許容値を超えたことから、機器の使用を繰り返す間に過大な力が加わり、ダイヤフラムに
亀裂が生じ、燃焼時にガバナフタの大気孔を通じ、漏洩したガスにバーナーの火が引火し、機器内部を焼損
したものと推定される。

2019/06/27 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、ＲＦ式）

新潟県 ガス給湯器から出火し、焼損した。 ガス供給配管が経年劣化により腐食し亀裂が生じたため、ガスが漏洩し、配管カバー内に滞留した未燃ガス
にバーナー炎が引火して焼損したものと推定される。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 6／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/07/04 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

長野県 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、ガスホースの一部が焼損し
た。

事故品にガス漏れ等の異常はなく、被害者が業務用こんろを使用中に、誤って炎を事故品に当てたため、事
故品及びガスホースが焼損したものと推定される。

2019/07/05 2021/07/16 ガス栓（都市ガス
用）

滋賀県 ○ （火災）当該製品の周辺を焼損する火災
が発生した。

○当該製品は、検査口付のガス栓である。○当該製品は、パージボルト（検査孔を閉止するねじ）が検査口
から外れており、つまみが45度傾いていた。○パージボルトは、2018年3月25日に実施された定期保安巡回
検査時に取付けが不十分であったと考えられた。○つまみは、使用者がこんろ台下部の引き出しを開閉した
際に収納物が接触して傾いたと考えられた。○つまみが傾いていなければ、検査口からガスが漏れない構
造であった。○パージボルト及び検査口に異物等の異常は認められなかった。○内管にガス漏れは認めら
れなかった。○当該製品及びガスこんろは、事故発生の2日前まで異常なく使用されていた。○当該製品は、
事故発生後も継続して使用されている。○使用者は、事故発生の前日からガス臭いと感じていた。●当該製
品は、過去の定期検査時に検査口のパージボルトの取付けが不十分であったため、使用者がこんろ台下部
の引き出しを開閉した際に収納物が接触してつまみが45度に傾いたことでガスが漏れ、漏れたガスにこんろ
の火が引火したものと推定される。

2019/07/14 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

静岡県 ○ 当該製品を使用後、当該製品を焼損する
火災が発生した。

○当該製品の右こんろを消火後、使用していなかったグリルから炎が上がった。○グリル操作ボタンは消火
位置になっていたが、グリル庫内は焼損しており、水受皿に多量の焼損物が堆積し、すすが付着していた。
○外観及び天板を外した内部に焼損等の異常は認められなかった。○左右こんろ及びグリルは点火及び燃
焼が可能でガス漏れは認められなかった。●当該製品に出火に至る異常は認められないことから、右こんろ
操作時に誤ってグリルを点火したため、グリル水受皿に堆積していた油脂等が過熱され、着火したものと考
えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、取扱説明書には、「グリル使用後は必ずお手入れする。
水受皿にたまった油が燃えて火災になる。」旨、記載されている。

2019/07/14 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

兵庫県 ○ （火災）建物を全焼する火災が発生し、現
場に当該製品があった。

○使用者は、台所で当該製品を使用して肉を焼き、それを食べながら飲酒と喫煙をしたが、その後の記憶が
なく、当該製品の右こんろの操作ボタンは燃焼状態の位置であり、灰皿等の処理については不明であった。
○台所以外の部屋は天井が焼け落ちていたが、台所の天井は焼け落ちていなかった。○当該製品のすぐ左
に新聞紙があったが、焼損していなかった。○天板が煮こぼれによる黒色の付着物で汚れ、右側面はくぼん
でおり、本体底部の四隅にある樹脂製の4本の脚が変形し、グリルと右こんろの操作ボタンが一部溶融して
いた。○製品内部に出火の痕跡は認められなかった。○気密試験の結果、左こんろ及びグリルで点火電極
と配管の接続部に僅かなガス漏れが認められたが、火を近づけても引火せず、その周辺に出火の痕跡は認
められなかった。○右こんろの操作ボタンが熱によって溶融していたが、根元部は溶融していなかった。○左
右のこんろ及びグリルで燃焼試験を行ったところ正常に点火及び燃焼し、異常は認められなかった。○左右
のこんろの異常過熱防止装置を確認した結果、作動温度が右こんろで243℃、左こんろで244℃であり、異常
は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該
製品に出火に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

2019/07/17 2021/07/16 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

兵庫県 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品を焼
損する火災が発生した。

○使用者は、魚の焼け具合を確認するため当該製品のグリル扉を開けた際にグリル内から出た炎で右手人
差し指に火傷を負った。○当該製品は、一次側及び二次側にガス漏れは認められず、各こんろは正常に点
火できたが、グリルバーナーはすすの付着により炎口が閉塞しており、点火することができなかった。○グリ
ル庫内は全体的にすすが付着しており、庫内上部が焼けて白く変色していた。○グリルの過熱防止装置に
異常は認められなかった。○グリルの水受皿及び焼網に多量の食品くずや油くずの燃えかすが堆積してい
た。○グリルの取っ手は焼損していなかった。●当該製品に異常は認められないことから、グリル庫内に堆
積した多量の食品くずや油くず等が過熱されて高温となり、扉を開けた際に流入した空気に触れて急速に燃
焼拡大が起こったことで炎が吹き出たものと推定される。なお、取扱説明書には、「グリル庫内に食品くずや
油くずがあると使用中に出火する。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による
事故ではないと判断された案件。

機種型式の変更
については、消費
者庁、経済産業
省には報告済

2019/08/08 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、ＦＦ式）

福岡県 ガス給湯器を使用したところ、異音がし、
フロントカバーが変形した。

事故品の給排気口が外壁塗装工事の養生シートで覆われた状態で事故品を使用したため、給排気が正常
に行われず、未燃ガスが燃焼室に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形
したものと推定される。なお、塗装工事業者による被害者への使用禁止の周知は行われていなかった。

2019/08/10 2019/09/26 カセットボンベ 京都府 ○ （火災）当該製品をカセットこんろに装着し
て使用中、建物を全焼する火災が発生し
た。

〇使用者は、当該製品を装着したカセットこんろで天ぷら調理をし、火を消さずに外出したところ火災になっ
た。○近所の住民によると、出火後しばらくして爆発音が鳴ったとの申出内容であった。○当該製品は、巻締
め部で上下に分離していた。○カセットこんろの点火つまみは、スピンドルが操作部の根元で折れ曲がって
いた。○カセットこんろのカセットボンベ装着部は、前面と背面の側板が外に開くように変形しており、カ
バー、レバー及びばねが外れていた。○カセットこんろは焼損が著しいため、ガス漏れの痕跡は判別できな
かったが、天板と内部に調理油が燃焼した痕跡が認められた。●使用者が当該製品を装着したカセットこん
ろで天ぷら調理中、火を消さずに外出したため調理油が過熱されて着火、延焼し、炎で加熱された当該製品
が破裂し、漏れ出たガスに引火したものと推定される。なお、カセットこんろの取扱説明書には、「火をつけた
ままそばを離れない。」旨、警告表示されている。

同日に起きた「カ
セットこんろ」と同
一事故

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 7／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/08/10 2019/09/26 カセットこんろ 京都府 ○ （火災）当該製品にカセットボンベを装着し
て使用中、建物を全焼する火災が発生し
た。

〇使用者は、当該製品で天ぷら調理をし、火を消さずに外出したところ火災になった。○近所の住民による
と、出火後しばらくして爆発音が鳴ったとの申出内容であった。〇当該製品に装着されたカセットボンベは、
巻締め部で上下に分離していた。○点火つまみは、スピンドルが操作部の根元で折れ曲がっていた。○カ
セットボンベ装着部は、前面と背面の側板が外に開くように変形しており、カバー、レバー及びばねが外れて
いた。○当該製品は焼損が著しいため、ガス漏れの痕跡は判別できなかったが、天板と内部に調理油が燃
焼した痕跡が認められた。●使用者が当該製品で天ぷら調理中、火を消さずに外出したため調理油が過熱
されて着火、延焼し、炎で加熱されたカセットボンベが破裂し、漏れ出たガスに引火したものと推定される。な
お、取扱説明書には、「火をつけたままそばを離れない。」旨、警告表示されている。

同日に起きた「カ
セットボンベ」と同
一事故

2019/08/13 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

大阪府 使用中のガスこんろ付近から火が出て、
機器の一部が焼損した。

吹きこぼれにより機器内部のガス通路部が腐食していたため、未燃ガスが機器内部に漏洩し、点火操作時
のスパークが漏れた未燃ガスに引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「煮こぼれをさせると機
器を早く傷めるため、煮こぼれした場合には早く拭き取る。」旨、記載されている。消費者の不注意とみられる
事故。

2019/08/14 2021/07/16 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

千葉県 ○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

○使用者が留守中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。○使用者は、室内に猫を３０匹ほど
飼っており、当該製品に猫が乗り、何度か操作ボタンが押された状況があったとの申出内容であった。○使
用者が汚れ防止のため右こんろ上に載せていた段ボール及び当該製品の右側にある調味料等が置かれた
カラーボックスが焼損していた。○左こんろ操作ボタンはロック状態であったが、右こんろ操作ボタン周辺は
焼損が著しく、ロックされていたか不明であった。○グリルから出火した痕跡は認められず、右こんろ器具栓
のスピンドルを確認した結果、事故発生時、操作ボタンが押されていた可能性が認められた。○事故発生
時、ガス栓は開栓状態であった。●当該製品は、内部から出火した痕跡は認められず、右こんろ操作ボタン
が押されていた可能性が認められたことから、右こんろ操作ボタンが押されたため、使用者が右こんろ上に
載せていた段ボールが燃え、周囲の可燃物に延焼したものと推定される。なお、取扱説明書には、「機器の
上や周辺に可燃物や引火物を置かない。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因
による事故ではないと判断された案件。

2019/08/22 2021/07/16 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

埼玉県 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品は、ふだん無人の離れに設置され、年に一度程度しか使用しておらず、事故発生当日も使用し
ていなかった。○使用者は住宅敷地内で子ヤギを飼っており、事故発生時は離れの中に子ヤギを放置して
いた。また、子ヤギが当該製品の上に飛び乗ったところを見たことがあるとの申出内容であった。○当該製
品は背面側の焼損が著しく、ホースエンドが焼失していた。○プッシュ式操作ボタンは一部溶融しており、右
こんろ及びグリルの操作ボタンが燃焼位置、左こんろの操作ボタンが消火位置にあり、器具栓のスピンドル
は、右こんろ及びグリル用が左こんろ用に比べて2mm程度押し込まれた状態であった。○当該製品内部は、
電気配線の被覆及び器具栓を構成する樹脂製のボタン軸が焼失していたが、外側に比べ焼損の程度は少
なかった。○当該製品内部から出火した痕跡は認められなかった。○当該製品の左横に食器を入れた水切
りかごを置き、その上に布巾を掛けていた。○事故発生時、ガス栓は開栓状態であった。●当該製品が設置
されペットを放置している部屋を使用者が離れる際、当該製品に接続されているガス栓を閉めず、ロックつま
みを動かして操作ボタンをロックしなかったため、操作ボタンが押されて周辺の可燃物に引火し、火災に至っ
たものと推定される。なお、取扱説明書には、「消火後はロックつまみを右に動かして操作ボタンをロックし、
ガス栓を閉める。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判
断された案件。

2019/08/25 2022/01/18 ガスふろがま（都市
ガス用、ＦＥ式）

愛知県 ガスふろがま付近から火が出て、機器内
部を焼損した。

長期使用（約２４年）により、イグナイターのコイル巻線が絶縁劣化したため、レイヤショートが発生し、出火に
至ったものと推定される。

2019/08/26 2022/01/18 草焼きバーナー（カ
セットボンベ式）

草焼きバーナーを使用中、可燃物に着火
して周辺を焼損した。（事故発生地：岐阜
県）

事故品にガス漏れ等の異常が認められないことから、すだれ等の可燃物の近くで事故品を使用したため、可
燃物に着火して周辺を焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「可燃物からは３ｍ以上離れて使
用する。」旨、記載されている。

2019/09/04 2021/07/16 ガス栓（ＬＰガス用） 長崎県 ○ （火災）飲食店で当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。

○当該製品本体から接続部品が外れ、ガス用金属フレキシブルホース（フレキ管）に付いた状態であった。
○フレキ管の被覆は施工説明書規定寸法（7山まで）以上にむかれていた。○当該製品内部及び外れた接
続部品に油が付着していた。○当該製品内部に、油が付着した状態でフレキ管を想定以上の力で引っ張っ
たときに付く傷が認められた。○当該製品は油汚れが著しいため、日頃から清掃していた。●施工時に当該
製品に接続するガス用金属フレキシブルホース（フレキ管）の被覆をむきすぎたため、製品内部に油が侵入
したことでシール性が低下し、清掃等によりフレキ管を強い力で引っ張ったことで当該製品からフレキ管が抜
け、ガスが漏れて出火したものと推定される。なお、施工説明書には、「フレキカッターで原管を7山残して切
断する。山数が多いと施工後の水密性が失われ、水等が浸入して事故につながる可能性がある。」旨、記載
されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

2019/09/05 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

千葉県 ガスバーナーを使用中、迅速継手付近か
ら火が出て、保護キャップを焼損した。

長期使用（製造後３０年以上）により、着脱の繰り返し等でコンセントパッキンが劣化し、亀裂が生じ破断に
至ったため、ガスが漏洩し、滞留した未燃ガスに点火時に使用したライターの炎が引火したものと推定され
る。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 8／12
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事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/09/19 2021/07/16 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

京都府 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

〇使用者が水の入った鍋を当該製品の右こんろに置き、操作ボタンを押したが点火しなかったためガス栓や
その他の操作ボタンを触ったところ当該製品が点火し、周囲にあった段ボール製の物置台が着火した。○使
用者は、当該製品の背面と壁の間に段ボール製の物置台を日常的に置いていた。〇グリル庫内やグリル皿
に食材残さや油脂等は認められず、事故発生以前に使用された痕跡は認められなかった。〇左右のこんろ
周辺に可燃物が焼損した痕跡は認められなかった。○製品内部に、ガス漏れによる出火や炎あふれの痕跡
は認められなかった。○グリル排気口上部にすすが付着していたが、グリル庫内に可燃物がないことから、
すすはグリル排気口付近にあった可燃物が燃焼した際に生じたものと考えられた。●当該製品は、内部から
出火した痕跡は認められず、使用者が左右のこんろとグリルを同時に点火した際にグリル排気口からの排
熱（500℃以上）で周囲の段ボール紙製の物置台が発火したと考えられ、使用者の不注意による事故と推定
される。なお、取扱説明書には、「機器の上や周囲に可燃物や引火物を置かない。」旨、記載されている。製
品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

2019/09/23 2022/06/06 ガス瞬間湯沸器（開
放式）

大阪府 ガス給湯器を点火したところ、接続部付近
から火が出て、電池ケースと内部配線を
焼損した。（事故発生地：大阪府）

事故品にガス漏れ等の異常はなく、当該製品のガス接続工事で取扱説明書等で禁止されているゴム管及び
ゴム管口を使用し、ゴム管口（ホースエンド）をパッキンなしで取り付けたため、ガスがシールできずにガス漏
れが発生して異常着火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書及び工事説明書には、「この機器はね
じ接続であり、金属管、金属可とう管、または、強化ガスホースで接続する。接続は配管技能者が行う必要が
ある。」旨、記載されている。

2019/09/26 2019/10/25 ガストーチ 静岡県 ○ （火災）当該製品を使用後、車両内に置い
ていたところ、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

○当該製品を消火し、車内に戻して1時間後、車の火災に気付いた。○当該製品を使用した際に異常はな
かった。○当該製品はボンベが接続された状態で焼損し、ボンベは破裂していた。○ガス調節つまみは、閉
じた状態になっていた。○ガス通路を開閉するニードル部の気密性を、Ｏリング及びパッキンを新品に交換し
て確認した結果、ガス調節つまみが閉じた状態でガス漏れは認められなかった。●事故発生時の詳細な状
況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品は、ガス調節つまみが閉じた状態でニード
ル部からのガス漏れは認められないことから、残火はなかったものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。

2019/09/30 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

愛知県 1 ガスこんろのグリルを点火したところ、異
常燃焼して火傷を負った。

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がなく、グリル扉を開けたままの状態でグリルバーナーの点火操作
を繰り返したことで、滞留した未燃ガスに点火操作の火花が引火して異常着火し、グリルの開口部から炎が
吹き出して顔に火傷を負ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「点火操作をする時はバーナーやグ
リル排気口付近に顔を近づけたり、グリル扉を開けた状態で使用しない。炎や熱で火傷をすることがある。」
旨、記載されている。

2019/09/30 2022/01/18 ガス炊飯器（ＬＰガス
用）

千葉県 1 使用中のガス炊飯器から火が出て、手に
火傷を負った。

事故品にガス通路の気密性、点火、燃焼性能等の異常が認められないことから、繰り返し点火操作を行った
ことで機器内部や周辺に滞留した未燃ガスに引火した可能性が考えられるが、詳細な使用状況が不明であ
り、原因の特定はできなかった。

2019/10/07 2022/01/18 ガスふろバーナー
（都市ガス用）

大阪府 使用中のガスふろがま付近から火が出
て、機器内部の一部を焼損した。

事故品のガス通路部に設置されたガバナの設計不良により、ガスの圧力変動に応じて動くダイヤフラム（ゴ
ム製）の動く範囲が許容値を超えたことから、機器の使用を繰り返す間に過大な力が加わり、ダイヤフラムに
亀裂が生じ、燃焼時にガバナフタの大気孔を通じ、漏洩したガスにバーナーの火が引火し、機器内部を焼損
したものと推定される。

2019/10/07 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

北海道 ブンゼンバーナーを点火したところ、漏れ
たガスに引火し、迅速継手の一部が焼損
した。

長期使用（製造後３０年以上）により、着脱の繰り返し等でコンセントパッキンが劣化し、亀裂が生じ破断に
至ったため、ガスが漏洩し、滞留した未燃ガスに点火時に使用したライターの炎が引火したものと推定され
る。

2019/10/10 2021/07/16 ガス栓（都市ガス
用）

兵庫県 ○ （火災）飲食店で当該製品を焼損する火
災が発生した。

○当該製品は、いずれのガス機器にも接続されておらず、ゴム管口にはガス栓キャップが取り付けられてい
た。○使用者は、当該製品に業務用フライヤーが接続されていると思い込み、以前から業務用フライヤーを
使用する際は毎回当該製品の開閉を繰り返していた。○当該製品のゴム管口に取り付けられていたガス栓
キャップは、焼損していた。○当該製品にガス漏れは認められず、過流出安全機構（ヒューズ）に異常は認め
られなかった。○業務用フライヤーは焼損していなかった。○灯内内管にガス漏れ等の異常は認められな
かった。●使用者がいずれのガス機器にも接続されていない当該製品を業務用フライヤーのガス栓と誤認し
て日常的に開閉していたため、ガス栓キャップが不完全接続状態になった際に過流出安全機構が作動しな
い程度の微量なガスが漏れ、滞留した未燃ガスに業務用フライヤーの火が引火して出火したものと推定され
る。製品事故判定第三者委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

2019/10/13 2022/01/18 ガス給湯暖房機（都
市ガス用、ＲＦ式）

神奈川県 ガス給湯器を使用したところ、異音がして
フロントカバーが変形した。

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がないことから、機器の排気口が閉塞された状態で点火操作を繰り
返したことで、機器内に未燃ガスが滞留し、点火操作のスパークにより異常着火したものと考えられるが、事
故発生時の排気口閉塞の有無は不明のため、原因の特定はできなかった。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 9／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/10/13 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、ＲＦ式）

神奈川県 ○ ガス給湯器の点火操作を繰り返したとこ
ろ、異音がして網戸を焼損した。

長期使用（約２６年）により、燃焼室内部に燃焼生成物等が堆積し、機器が点火し難い状況下で被害者が点
火操作を繰り返したため、未燃ガスが機器内に滞留し、異常着火して出火に至ったものと推定される。

2019/10/24 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用、ビルトイン型）

神奈川県 ガスこんろのグリルを点火したところ、火
が出て、内部配線の一部を焼損した。

事故品の修理を行った際、パッキンの取り付け不良があり、微量のガス漏れが発生した状態で作業者が漏
洩検査のためにグリルの点火操作を行ったため、点火火花が滞留した未燃ガスに引火して機器の一部を焼
損したものと推定される。

2019/10/26 2022/01/18 ガスふろがま（ＬＰガ
ス用、ＣＦ式）

東京都 ガスふろがまの点火操作を繰り返したとこ
ろ、異音がし、ケーシングが変形した。

長期使用（約１９年）により、燃焼管内にほこりが侵入したことで点火不良となり、点火操作を繰り返したこと
で、燃焼できずに滞留した未燃ガスに点火操作の火花が引火、異常着火したことによりケーシングが変形し
たものと推定される。

2019/11/01 2022/06/06 ガスファンヒーター 福岡県 使用中のガスファンヒーター付近から火が
出て、焼損した。（事故発生地：福岡県）

製品内部にガス漏れが起きていないことから、製品外部にあるガス接続部付近からガスが漏れて引火したも
のと考えられるが、ガス接続部に接続されていたガスホースが確認できておらず、ガスが漏れた原因の特定
はできなかった。消費者の不注意とみられる事故。

2019/11/03 2022/01/18 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、ＢＦ
式）

東京都 ガスふろがまを使用したところ、異音が
し、ケーシングが変形した。

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がないことから、口火が点火し難く、被害者が点火操作を繰り返した
ことで、未燃ガスが機器内に滞留しその後の点火操作のスパークにより異常着火に至り、ケーシングが変形
したものと推定される。なお、本体には、「数回点火操作をしても火がつかないときは、３分ぐらい待ってから
点火操作を行う。」旨、記載されている。

2019/11/07 知 2022/01/18 ガス給湯暖房機（都
市ガス用、ＲＦ式、
暖房機能付）

大阪府 使用中のガス給湯器から異音がし、フロ
ントカバーが変形した。

事故品の排気口が外壁塗装工事の養生シートで覆われた状態で事故品を使用したため、排気が正常に行
われず、未燃ガスが燃焼室に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形したも
のと推定される。なお、塗装工事業者による被害者への使用禁止の周知は行われていなかった。

2019/11/11 2022/01/18 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、開放式）

千葉県 ○ ガス給湯器を点火したところ、異音がして
網戸を損傷した。

事故品にガス漏れ、点火動作異常等は認められなかったが、詳細な使用状況が不明であることから、原因
の特定はできなかった。消費者の不注意とみられる事故。

2019/11/15 2022/01/18 ガスこんろ（都市ガ
ス用）

新潟県 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品を使用した約3時間後、通行人が台所から出火しているのを発見した。○当該製品はガス用ゴム
管が製品の下に入り込んだ状態で使用されていた。○左こんろ調節つまみは「止」であり、右こんろ及びグリ
ルは調節つまみがとれていたが、調節つまみに溶融等はなく、軸部の向きから調節つまみの位置はいずれ
も「止」であった。○右こんろ側の焼損した配線に溶融等の異常は認められなかった。○当該製品の天板の
上にふきん等の焼損した可燃物があった。○当該製品の右側面及び背面（右側後方部）の焼損が著しく、ガ
ス用ゴム管の一部が焼失しており、製品内部も全体的に焼損していた。●事故発生時の詳細な状況が不明
のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火につながる異常は認められないことから、製
品に起因しない事故と推定される。

2019/11/15 2020/01/24 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

大阪府 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。

○使用者は、当該製品の上に水の入ったフライパンを置き、当該製品を点火した後に居眠りをし、目覚めて
確認したところ当該製品及び周囲が焼損していた。○当該製品、まな板、換気扇及びガス栓に接続したガス
ホースの一部が焼損しており、まな板は溶融して周囲に薄く広がり、機器内部にも流れ込んで焼損していた。
○天板右側が焼損してシールパッキンの大部分が焼失していた。○内部は、右側、後側及び器具栓周辺に
すすの付着と焼損の痕跡が認められた。○点火つまみは、焼損及び溶融しており、根元にあるビスの位置
から事故発生時は燃焼状態であったと考えられた。○混合管は、内部にすすが付着していたが、詰まり等の
異常は認められなかった。●使用者がフライパンに水を入れて当該製品の上に置き、当該製品を点火後居
眠りしたため、フライパンが空だき状態となって高温になり、ふく射熱で樹脂製のまな板が溶融してフライパン
に近接し、発火して周辺に延焼したものと推定される。なお、取扱説明書には、「火をつけたまま就寝しな
い。」、「機器の周囲に燃えやすいものを近づけない。」旨、記載されている。

2019/11/16 2022/01/18 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

鹿児島県 ガスこんろを使用中、漏れたガスに引火
し、グリルが焦げた。

ＬＰガス販売事業者が都市ガス用からＬＰガス用に変更した際、グリル部分のＯリングを付け忘れたため、グ
リル使用時に漏えいした未燃ガスに、こんろ使用時のバーナー炎が引火したものと推定される。業者の施工
不良による事故。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 10／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/11/23 2022/01/18 ガスストーブ（ＬＰガ
ス用）

秋田県 ガスストーブの点火操作を繰り返したとこ
ろ、漏れたガスに引火した。

事故品にガス漏れ等の異常がないことから、点火操作を繰り返したため、滞留した未燃ガスに再点火操作時
のスパークが引火したものと推定されるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。
消費者の誤った使用方法による事故。

2019/11/24 2021/07/16 ガス瞬間湯沸器（都
市ガス用、屋外式
（ＲＦ式））

東京都 ○ （火災）異臭がしたため確認すると、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生して
いた。

○使用者が当該製品を使用したところ、隣人が当該製品が燃えているのを発見した。○事故発生時、当該
製品の排気口前方15cmの位置にある物干しざおに、洗濯ばさみでとめていない毛布及びタオルを掛ていた
との使用者の申出内容であった。○当該製品が設置されていた家屋の外壁に、当該製品の30cm程度下方
から炎が立ち上がったようなすすの付着が認められ、当該製品上方にある樹脂製の屋根まで達していた。○
当該製品の左側面部は下方から上方に向かってすすが付着していたが、上方の背面近くにすすの付着が
極端に少ない部分が認められた。○右側面部は左側面よりすすの付着が著しかったが、上方にすすの付着
のない部分が認められた。○底面部はすすの付着が著しく、電源コードは溶断していた。○電装基板等を覆
う塩化ビニル樹脂製のカバーが焼損していたが、内部から出火した痕跡は認められなかった。○バーナー内
部に異物及びほこり詰まりは認められなかった。○熱交換器内部に緑青が発生していたが、フィン部分及び
排気集合筒にすす詰まりは認められなかった。○ガス通路の気密性に問題は認められなかった。●当該製
品は、内部に出火の痕跡は認められないことから、排気口前方に物干しざおが設置されていたため洗濯物
を干すことにより、洗濯物が当該製品の排気口を覆ったことで燃焼不良が発生し、排気ガス中に含まれる未
燃ガスにバーナーの火が引火して、洗濯物に着火し、事故に至ったものと推定される。製品事故判定第三者
委員会にて製品起因による事故ではないと判断された案件。

製造から25年以
上経過した製品

2019/11/27 2022/06/06 ガス迅速継手（ゴム
管用ソケット）

北海道 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、ガス栓が溶融した。（事故発生
地：北海道）

事故品の摺動環が縮んだまま焦げていることから、被害者がガスこんろ下を掃除した際に、ガス栓への接続
が不完全となったが、湾曲したガスホースの反力により事故品がガス栓から離脱しなかったためガスが漏洩
し、滞留した未燃ガスにガスこんろの火が引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「本品とプラグ
の接続はカチッと音がするまで差し込む。」旨、記載されている。

2019/11/30 2022/06/06 ガスこんろ（卓上型） 大阪府 使用中のガスこんろ付近から火が出て、
機器の一部が焼損した。（事故発生地：大
阪府）

事故品内部の器具栓（Ｏリング）に異物がかみ込み、ガスが漏洩した可能性が考えられるが、事故品が入手
できず、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。

2019/12/07 2022/06/06 ガス給湯付ふろが
ま（BF-DP式）

大阪府 ガス給湯器のフロントカバーが変形してい
た。（事故発生地：大阪府）

事故品の排気口が外壁塗装工事の養生シートで覆われた状態で事故品を使用したため、給排気が正常に
行われず、未燃ガスが燃焼室に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形し
たものと推定される。なお、塗装工事業者による被害者への使用禁止の周知は行われていなかった。

2019/12/14 知 2022/01/18 ガス給湯付ふろが
ま（都市ガス用、ＲＦ
式）

広島県 使用中のガスふろがまから異音がし、フロ
ントカバーが変形した。

事故品の排気口が外壁塗装工事の養生シートで覆われた状態で事故品を使用したため、排気が正常に行
われず、未燃ガスが燃焼室に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形したも
のと推定される。なお、塗装工事業者による被害者への使用禁止周知の有無は不明である。

2019/12/19 2021/07/16 ガスふろがま（ＬＰガ
ス用、屋外式（ＲＦ
式））

愛知県 ○ （火災）当該製品を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品は樹脂製の設置台の上に据え付けられていた。○設置台は中央部分が焼損しており、残存する
設置台部分に、当該製品の脚部が沈み込んだ穴が認められた。○当該製品は底板が焼損していたが、内
部に焼損は認められなかった。○熱交換器のフィンに、樹脂製設置台の焼損によるすすが多量に付着して
いた。○当該製品にガス漏れはなく、点火燃焼は可能で、異常は認められなかった。●当該製品を樹脂製の
設置台上に据え付けたため、脚部の沈み込みにより、底板とのすき間が狭くなり、設置台が過熱し、火災に
至ったものと推定される。なお、設置説明書には、「火災予防のため、床面にはコンクリート、コンクリートブ
ロック等の不燃材以外は使用しない。」旨、記載されている。製品事故判定第三者委員会にて製品起因によ
る事故ではないと判断された案件。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 11／12



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　ガス機器 2022/6/6

事故発生日 公表日 製品名 事故発生
場所

死亡 重傷
病

軽傷
病

CO中
毒

火災 事故の内容 事故の原因(経済産業省　製品事故判定第三者委員会の調査結果等) 備考

2019/12/19 2022/06/06 ガス給湯付ふろが
ま(BF-DP式)

神奈川県 ガスふろがまの点火操作を繰り返したとこ
ろ、異音がし、ケーシングが変形した。（事
故発生地：神奈川県）

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がないことから、口火の点火がし難い状況下で、被害者の点火操作
の繰り返し等により、機器内に未燃ガスが滞留し、異常着火に至り、ケーシングを変形させたものと考えられ
るが、使用状況等が不明であるため、原因の特定はできなかった。

2019/12/21 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

埼玉県 ガスこんろを使用中、迅速継手付近から
火が出て、ガスホースの一部が焦げた。

事故品にガス漏れ等の異常がなく、シールパッキンに異物が付着していたことから、異物が付着した状態で
ガス栓に接続して使用したためガスが漏れ、ガスこんろの火が漏洩した未燃ガスに引火してガスホースの一
部が焦げたものと推定される。なお、取扱説明書には、「本品の先端や内部に傷がついたり、異物が付着し
ないように丁寧に清潔に取り扱う。」旨、記載されている。

2019/12/21 2022/06/06 ガス瞬間湯沸器（FE
式）

北海道 使用中のガス給湯器から異音がし、ケー
シングが変形した。（事故発生地：北海
道）

事故品にガス漏れ、着火不良等の異常がないことから、機器内部にスプレー缶等の可燃性ガスが入り込ん
で異常燃焼した可能性が考えられるが、詳細な使用状況等が不明であるため、原因の特定はできなかっ
た。消費者の不注意とみられる事故。

2019/12/22 2022/06/06 ガス瞬間湯沸器（開
放式）

東京都 ガス給湯器を点火したところ、接続部付近
から火が出て、電池ケースと内部配線を
焼損した。（事故発生地：東京都）

事故品にガス漏れ等の異常はなく、被害者が取扱説明書等で禁止されているゴム管及びゴム管口を使用し
て無資格でガス接続工事を行ったため、ガス漏れが発生して異常着火に至ったものと推定される。なお、製
品の梱包、製品本体、ガス接続部、取扱説明書、製品貼付ちらしにおいてガス配管の接続及び取り外しには
専門の資格・技術が必要な旨、注意喚起されている。

2019/12/27 知 2022/06/06 ガス給湯付ふろが
ま（BF-DP式）

大阪府 ガス給湯器のフロントカバーが変形してい
た。（事故発生地：大阪府）

事故品の排気口が外壁塗装工事の養生シートで覆われた状態で事故品を使用したため、給排気が正常に
行われず、未燃ガスが燃焼室に滞留し、点火動作時のスパークにより異常着火し、フロントカバーが変形し
たものと推定される。なお、塗装工事業者による被害者への使用禁止の周知は行われていなかった。

2019/12/29 知 2022/01/18 迅速継手（都市ガス
用）

大阪府 ガスこんろを点火したところ、迅速継手付
近から異音がして網戸を焼損した。

事故品にガス漏れ等の異常がなく、ガスこんろのホースエンド側に接続する箇所が焼損していたことから、
ホースエンドへの接続が不十分であったためガスが漏洩し、滞留した未燃ガスにガスこんろ点火操作時の火
花が引火して周辺を焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「機器取り付けの際はホースエンド
側の赤線が見えなくなるまで差し込む。」旨、記載されている。

2019/12/30 2020/02/21 ガスこんろ（ＬＰガス
用）

滋賀県 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○家族が留守中に出火し、当該製品とその周辺が著しく焼損した。○室内に6匹の猫が放し飼いされており、
4匹が室内で死亡していた。○当該製品は全体が著しく焼損し、樹脂部品が焼失していた。○当該製品内部
に出火の痕跡は認められなかった。○左右の器具栓は溶融及び変形しており、オン／オフを確認できなかっ
た。○グリル内部から出火した痕跡は認められなかった。○操作ボタンにロック機能はあるが、事故発生時
に使用されていたかは不明であった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至ら
なかったが、当該製品に内部から出火した痕跡は認められないことから、当該製品の操作ボタンが押された
ことで点火して火災に至った可能性が考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病)：治療に要する期間が３０日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病)：治療に要する期間が３０日未満の負傷・疾病 12／12


