
製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　石油機器 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

2019/01/02 2022/01/18 石油ファンヒーター（開放京都府 2 ○ 石油ファンヒーターから出火し、周辺を焼
損して、２人が軽傷を負った。

被害者が事故品にガソリンを誤給油したため、異常燃焼を起こし、火災に至ったものと推定される。なお、取
扱説明書、本体及びカートリッジタンクには、「ガソリン使用禁止。」旨、記載されている。

2019/01/03 2021/07/16 石油ファンヒーター(開放群馬県 ○ （火災）当該製品を焼損する火災が発生し
た。

○当該製品の焼損は著しく、樹脂部品は焼失していた。○燃焼部のバーナーの変形はなく、フレームロッド
等にも異常は認められず、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○油受皿は著しく焼損しており、置台は前
面側が変形し、油受皿の下と外周部が著しく焼損していた。○カートリッジタンクは焼損して樹脂部品が焼失
し、タンク自体は膨張しており、口金は閉じていた。○カートリッジタンク内に刺激臭があり、成分分析の結
果、灯油に含まれないナフタレンが検出され、参考に分析されたガソリン及び塗料用シンナーからもナフタレ
ンが検出された。○使用者宅に塗料用シンナー、自動車用オイル等が保管されていた。○使用者はガソリン
スタンドに樹脂製容器を持参して燃料を購入していた。○事故発生の3日後、使用者が給油した石油温風暖
房機で、本件と同様の事故が発生していた。●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、ガソリン等の誤給油により出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。

2019年01月06日
に起きた事故と同
一の使用者によ
る事故

2019/01/06 2021/07/16 石油ファンヒーター（開放群馬県 ○ （火災）当該製品及び建物1棟を全焼、2棟
を類焼する火災が発生した。

○当該製品の電源を入れた後、使用者が当該製品から火が出ているのを確認した。○燃焼部のバーナー
の変形はなく、フレームロッド等にも異常は認められず、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○油受皿は
著しく焼損しており、置台は前面側が変形し、油受皿の下と外周部が著しく焼損していた。○カートリッジタン
クは焼損して樹脂部品が焼失し、タンク自体は膨張しており、口金は閉じていた。○カートリッジタンク内に刺
激臭があり、成分分析の結果、灯油に含まれないナフタレンが検出され、参考に分析されたガソリン及び塗
料用シンナーからもナフタレンが検出された。○使用者宅に塗料用シンナー、自動車用オイル等が保管され
ていた。○使用者はガソリンスタンドに樹脂製容器を持参して燃料を購入していた。○事故発生の3日前、使
用者が給油した石油温風暖房機で、本件と同様の事故が発生していた。●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、ガソリン等の誤給油により出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。

2019年01月03日
に起きた事故と同
一の使用者によ
る事故

2019/01/20 2019/03/22 石油ストーブ（開放式） 神奈川県 ○ （火災）当該製品のカートリッジタンクに給
油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ
て引火し、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

○使用者は、当該製品を消火せずに給油を行い、カートリッジタンクを当該製品に戻したときに出火した。○
使用者は事故以前から、カートリッジタンクを抜いた際に、燃焼筒が赤熱し、火が残っていることがあることを
認識しており、しんの交換をしたことがなかった。○給油時自動消火装置は作動していたが、しんの先端部
にタールが付着し、しんはスムーズに下降できない状態であった。○カートリッジタンクの口金は当該製品の
タンク室内で発見された。○カートリッジタンクは給油口付近が変形し給油口が斜めになっていたが、カート
リッジタンクの給油口及び口金には変形等が認められず、正常にねじ込める状態であった。○当該製品の油
受皿に穴空き等、油漏れにつながる異常はなく、置台にも吹き返しによる異常燃焼の痕跡は認められなかっ
た。●当該製品は、しん先端部にタールが付着して、給油時自動消火装置が作動してもしんが規定の消火
位置に戻らず、完全に消火できない状態となっていたため、使用者が消火せずに給油作業を行った際にカー
トリッジタンクの口金を確実に締めなかったことから、口金が外れ、灯油がこぼれて出火したものと推定され
る。なお、取扱説明書には、「給油は必ず消火してから行う。火災の原因になる。」、「消火の際は、必ずしん
調節つまみが消火位置に戻り火が消えていることを確認する。」及び「給油口口金は確実に締める。」旨、記
載されている。

2019/01/22 2020/05/21 石油ストーブ（密閉式、床北海道 〇 （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。

○当該製品の床暖房用の熱交換器が変色して、不凍液用のゴム管が焼損していた。○床暖房用の燃焼筒
上部の熱交換器に多量のすすがたまり、灯油が染み込んでいた。○ストーブ用の燃焼筒にすすの堆積等の
異常は認められなかった。○送油経路に油漏れ等の異常は認められなかった。○電気回路部分に出火の痕
跡は認められなかった。○使用者は2年前に知人に当該製品の掃除をしてもらったが、知人が修理資格者で
あったか、どの部品を掃除したのかは不明であった。●当該製品は、点検不足により熱交換器にすすがた
まった状態で使用されていたことで、給気不足から生じた未燃灯油が熱交換器のすすに付着して発火し、不
凍液用ホースや燃焼筒外部に漏れ出た未燃灯油に延焼したものと推定される。なお、取扱説明書には、「修
理資格者により2シーズンごとに1回程度定期点検を受ける。」旨、記載されている。

2019/01/25 2022/01/18 石油ストーブ（開放式） 京都府 1 ○ 石油ストーブ付近から出火して、集合住
宅の１室を全焼、隣接する住宅を類焼し、
１人が死亡した。

事故品に油漏れ等の異常は認められず、近接して干されていたタオル等が落下して加熱され、出火した可
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。

2019/01/27 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 宮城県 ○ （火災）当該製品を使用中、建物を全焼、
1棟を類焼する火災が発生した。

○事故発生当日の朝、当該製品は燃焼中であったが、使用者が火が消えていると誤認し、しん調整つまみ
を回して点火スイッチを押したところ、顔付近まで炎が立ち上がった。○使用者は水でぬらしたこたつ布団を
掛けて消火を試みたが、消火できず、布団の脇から炎が出て延焼した。○当該製品は全体的に著しい焼損
が認められたが、布団の繊維片等の付着は認められなかった。○当該製品に燃焼筒や油受皿に異常燃焼
及び油漏れ等の異常は認められなかった。○使用者が点火しようとしん調整つまみを回した際、ふだんより
少ししか回らなかったとの申出内容であった。●事故発生時の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、使用者が使用中の当該製品のしん調整つまみを一気に点火位置に回した際に炎が
立ち上がり、当該製品にぬれたこたつ布団を掛けて消火しようとした際に延焼し、出火に至ったものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。

 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 1／6



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　石油機器 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

2019/02/02 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 岡山県 1 ○ （火災、軽傷1名）当該製品及び建物2棟を
全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名
が火傷を負った。

○使用者の1度目の証言では給油の際に灯油をこぼした状態で燃焼筒を持ち上げて点火したとのことであっ
たが、3度目の証言では前日に給油してその日は使用せず、当日の朝に使用したが異常はなく、夕方に帰宅
してライターで着火したときに出火したとの申出内容であった。○当該製品は、著しく焼損し、落下物によって
天板とキャビネット左後部が変形していた。○燃焼筒はガラス外筒が溶解していたが、ほぼ所定の位置に残
存していた。○しん案内筒内は、しんが消火位置まで下がった状態で焼損していた。○対震自動消火装置は
著しく焼損しており、作動状況の確認はできなかった。○油受皿は全体的に著しく焼損していたが、変形や腐
食等による穴空きは認められなかった。○カートリッジタンクのキャップは閉止された状態で焼損しており、機
構部に異常は認められなかったが、タンク本体にわずかな膨張が認められた。○吹き返し現象によるしん案
内筒側及び油受皿裏面へのすすの付着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。

2019/02/06 2020/05/21 石油ストーブ（開放式） 三重県 1 〇 （火災、軽傷1名）当該製品を使用中、建
物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を
負った。

○当該製品を使用中、突然、当該製品の下から炎が上がった。○使用者は1時間半前に樹脂製容器から給
油を行った。○給油場所の残さ物からガソリン成分が検出された。○当該製品は焼損していたが、油受皿に
油漏れはなく、燃焼筒に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○事故発生前日、使用者はガソリンスタンド
に樹脂製容器で灯油を買いに行き、店員が給油した。そのときの購入金額はふだんより高く、ガソリンスタン
ドの売上伝票に使用者が購入した際のガソリン販売記録が残っていた。●ガソリンスタンドの店員が誤って
ガソリンを販売したため、使用者が当該製品にガソリンを誤給油し、異常燃焼が生じて出火したものと推定さ
れる。

2019/02/12 2019/03/22 石油ストーブ（開放式） 埼玉県 1 ○ （火災、死亡1名）当該製品及び建物を全
焼、9棟を類焼する火災が発生し、1名が
死亡した。

○当該製品のタンク室内にカートリッジタンクの口金が落ちており、カートリッジタンクは隣室で発見された。
○当該製品の焼損は著しく、天板の表面処理をしているほうろう質が泡を吹き、つまみ等の樹脂部品は完全
に焼損していた。○給油時自動消火装置の消火金具ばねの両端が、本体の金具に掛かっており、異常は認
められなかった。○しんはスピード消火位置よりも下がった位置にあり、タールの付着は認められなかった。
○当該製品の油受皿の底部に穴空き等の油漏れにつながる異常は認められず、置き台にも吹き返しによる
異常燃焼の痕跡はなく、当該製品から出火の痕跡は認められなかった。○カートリッジタンク給油口及び口
金はＯリングが炭化していたが、変形等の異常は認められなかった。○カートリッジタンクの給油口に変形は
なく、口金はカートリッジタンク給油口に正常にねじ込める状態であった。●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、当該製品に出火に至る異常が認められないことから、給油作
業時にカートリッジタンクの口金が外れて当該製品に灯油が掛かり、出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。

2019/02/15 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 京都府 ○ （火災）当該製品のカートリッジタンクに給
油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ
て引火し、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

○使用者は、当該製品を消火せずにカートリッジタンクを抜いて給油し、カートリッジタンクを本体に戻そうとし
た際に灯油がこぼれて火災になった。○しん調節つまみ、点火ボタン等の樹脂部品は全て焼失していた。○
しん調節つまみは、スピンドルのDカット平面部の傾きから手動消火位置であったと考えられた。○燃焼筒の
ガラス外筒にすすが付着していたが、内炎筒及び外炎筒にはすすの付着がなく、異常燃焼の痕跡は認めら
れなかった。○しん案内筒内部にすすの付着はなく、吹き返しの痕跡は認められなかった。○油受皿及び
カートリッジタンクに油漏れの痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクの給油口は、ロック状態に異常
は認められなかった。○当該製品は、給油時自動消火装置が搭載されていない製品であった。○使用者
は、ふだんから給油時に当該製品の火を消さずにカートリッジタンクを抜いていた。●当該製品に異常は認
められず、使用者が当該製品を消火せずにカートリッジタンクを抜いて給油し、本体に装着しようとした際に
灯油がこぼれ、焼損に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「給油は必ず消火してから行う。」、
「給油口は確実に締め、給油口を下にして、油漏れがないことを確かめる。」旨、記載されている。

2019/02/21 2019/03/22 石油ストーブ（開放式） 島根県 ○ （火災）当該製品のカートリッジタンクに給
油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ
て引火し、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

○使用者は、給油した当該製品のカートリッジタンクの給油口を上にして本体まで運び、本体に戻そうとした
ところ、給油口が開き、こぼれた灯油が当該製品に掛かって出火した。○事故発生時、カートリッジタンクは
本体に挿入されておらず、居室のテーブル上に給油口が閉まった状態で置かれていた。○当該製品は、天
板を除いて全体的に焼損しており、樹脂部品は全て焼失していた。○しんの先端は消火位置まで下がってお
り、しん調整つまみのスピンドルは給油時自動消火装置の作動時の消火位置を示していた。○燃焼筒にす
すの堆積等の異常燃焼の痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクに焼損及び給油口の動作異常は
認められなかった。○取扱説明書には、「給油時は必ず消火し、ストーブの温度が十分下がっていることを確
認した上、火の気のないところで行う。」旨、記載されている。●事故発生時の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。

 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 2／6



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　石油機器 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

2019/02/26 2021/07/16 石油給湯機 北海道 ○ （火災）当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

○当該製品を使用後、当該製品から火と白い煙が出ており、その後、爆発音を伴って火と煙の勢いが強く
なった。○2018年9月の地震以降、当該製品は給湯温度異常に関わるエラーが表示されて動作が停止する
ようになり、使用者はそのたびに電源プラグを接続し直して使用を継続していた。○事故発生の1、2週間前
からエラーが頻発するようになり、樹脂が焦げるようなにおいがして、天板が熱くなることがあった。○当該製
品内部は熱交換器上部付近で焼損が著しく、認められた。○排気筒、熱交換器等の排気経路内部は僅かに
すすけていた。○点火室と熱交換器の接合部の一部に隙間が認められた。○点火電極は少しさびていた
が、付近にすすの堆積等は認められなかった。●当該製品は、地震等の影響により、給気経路に隙間が生
じて給気バランスが崩れ、異常燃焼が生じた際に出火に至ったものと考えられ、地震以降に生じていた当該
製品のエラーや異常を使用者が認識しながら使用を継続していたため、事故に至ったものと考えられる。な
お、取扱説明書には、「エラーが生じた際は販売店に連絡する。」、「製品が具合の悪いときは、販売店又は
お客様相談窓口に連絡する。」旨、記載されている。

製造時期から20
年と推定

2019/03/09 2019/04/18 石油ふろがま 神奈川県 ○ （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。

○当該製品は、約20年前に使用者が自ら設置し、これまでに点検及び修理を実施していなかったが、前日ま
で異常なく使用できていた。○外装前板（点検とびら）が正しく取り付けられておらず、上部が開いた状態と
なっていた。○外装前板（点検とびら）は底部を中心に焼損し、他の外装板も、前板側に焼損、下部に腐食が
認められた。○外装板裏側の断熱材は前板側に焼損及び白化が認められた。○缶体は左右側面が腐食
し、穴が2か所空いていた。○外装底板の目地材固定枠が腐食し、缶体底部との間に隙間が認められた。○
電磁ポンプは表面が焼損して、送油接続口は青くさびており、接続箇所付近のゴムホースは焼失していたこ
とから、確認できなかった。○送油ゴムホースは全体的に硬化及び焼損し、特に本体側の焼損が著しかっ
た。○機器内部の配線類、電源プラグ等に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、使
用者が外装前板（点検とびら）の上部を開いた状態で設置していたため、開いた箇所から雨水が浸入したこ
とで本体外装底板及び缶体側面が腐食して燃焼排気ガスが当該製品内部に漏れ出す状態となっていたこと
から、燃焼排気ガスの影響で損傷した送油ゴムホースから漏れ出した灯油が燃焼排気ガスによって気化し
て、引火し、火災に至ったものと推定される。

製造時期から37
年と推定

2019/03/10 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 佐賀県 ○ （火災）事務所で当該製品を使用中、建物
を全焼する火災が発生した。

○当該製品は全体的に著しく焼損しており、天板やグリルガードに変形が認められ、前板の下側には、スプ
レー缶が本体の前板と底板との間に飛び込んで挟まっていた。○天板の裏側、底反射板の裏側等にすすの
付着は認められなかった。○燃焼筒に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○しんの高さは、対震自動消
火位置が作動した高さであった。○油受皿及び置き台に異常燃焼の痕跡は認められなかった。●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、当該製品に異常燃焼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。

2019/03/12 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 徳島県 ○ （火災）事務所で当該製品を使用中、当該
製品の周辺を焼損する火災が発生した。

○異音がしたので確認すると、使用中の当該製品下部から炎が出ていたとの申出内容であった。○当該製
品の外観に焼損及び変形はなく、天板や正面のガードに繊維の付着や汚れは認められなかった。○外郭内
側や燃焼筒に異常なすすの付着はなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○当該製品の動作確認を
行ったところ、正常に動作し、異常は認められなかった。○カートリッジタンク、油受皿及び置台に油漏れ等
の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が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。

2019/03/14 2019/04/18 石油ファンヒーター（開放福井県 ○ （火災）当該製品のカートリッジタンクに給
油後、当該製品に戻す際に、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

○当該製品の外観は、背面側に著しい焼損が認められた。○電源コードの断線部に溶融痕が認められた
が、通常の使用において外力の加わらない位置であった。○内部の基板や配線等に溶融痕等の出火の痕
跡は認められなかった。○燃焼室、バーナー、送油経路等に異常燃焼や油漏れの痕跡は認められなかっ
た。○カートリッジタンクは焼損しておらず、油漏れ等の異常は認められなかった。○取扱説明書には、「給
油は必ず消火してから行う。口金は確実に閉めて油漏れないかを確かめる。」旨、記載されている。●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
められず、使用者が消火せずにカートリッジタンクに給油し、本体に戻す際に灯油がこぼれて出火した可能
性が考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

2019/03/16 2022/01/18 石油ストーブ（開放式） 東京都 ○ 石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損
した。

事故品に出火に至る異常は認められなかったが、事故発生時の詳細な状況が不明であり、原因の特定はで
きなかった。

2019/03/21 2019/06/21 石油ストーブ（開放式） 三重県 ○ （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。

○当該製品を点火して15分後、異音がして当該製品から炎が上がった。○当該製品は全体が焼損していた
が、前面パネル及び置台の塗装は残っていた。○天板は少しへこんだ形状に変形し、天板及び覆板に異物
が付着していた。○燃焼筒にすす付着等の異常燃焼の痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクの蓋
はロックされ、内部のパッキンは残っていた。○油受皿に燃料漏れは認められなかった。○給油されていた
燃料は灯油であった。●事故発生時の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。

 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 3／6
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事故発生日 公表日 製品名 事故発生
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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

2019/03/26 2019/05/23 石油ファンヒーター（開放千葉県 ○ （火災）当該製品を焼損する火災が発生し
た。

○使用者は、当該製品を使用後、すぐに電源プラグを抜いて移動させようとしたところ、誤って10cmほどの段
差下へ当該製品をあお向けに転倒させた。○使用者及び駆けつけた家族は、当該製品の温風吹出口から
炎が出ているのを確認した。○当該製品は、樹脂製の操作盤及びファンフィルターが溶融していたが、メイン
基板等の電気部品から出火した痕跡は認められなかった。○電磁ポンプ及び送油経路に油漏れ等の異常
は認められなかった。○燃焼室内に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○転倒時の衝撃で製品外に抜け
出ていたカートリッジタンクには焼けた痕跡はなく、口金も確実に締められており、油漏れ等の異常は認めら
れなかった。●当該製品に異常燃焼等の痕跡が認められないことから、使用直後の燃焼室内の温度が下
がっていない状態で電源プラグを抜き、使用者が誤って当該製品を転倒させたことにより、燃焼室内に残っ
ていた灯油に着火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「運転停止後、3分間は電源プラグを抜か
ない。」旨、記載されている。

2019/04/05 2021/07/16 石油ファンヒーター（開放北海道 ○ （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。

○使用者が物置内でカートリッジタンクに給油した後、当該製品を使用していたところ、約40㎝の炎が上がっ
て出火した。○燃焼室及びバーナー部に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○油受皿に油漏れの痕跡
は認められなかった。○カートリッジタンクは僅かな膨張が認められ、中にガソリンが入っていた。○物置に
除雪機用のガソリンが入った携行缶が保管されており、ふだんは使用者の父親が当該製品の給油を行って
いた。●使用者が当該製品にガソリンを誤給油したため、異常燃焼が生じて出火したと推定される。なお、取
扱説明書には、「出火の原因となるため、ガソリン等の揮発性の高い油は絶対に使用しない。」旨、記載され
ている。

2019/04/07 2022/01/18 石油ファンヒーター（開放愛知県 ○ 使用中の石油ファンヒーター付近から出
火して、周辺を焼損した。

事故品からガソリンが検出されたことから、被害者がガソリンを誤給油したため、異常燃焼を起こし、火災に
至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しない。火
災の原因になる。」旨、記載されている。

2019/04/11 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 兵庫県 ○ （火災）ビニールハウスで当該製品を使用
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。

○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。○天板の裏面と燃焼筒にすすが付着し、異
常燃焼の痕跡が認められた。○しんは吸い上げしんが焼失し、燃焼しんが芯案内筒に固着し、基準面より＋
3～5mmの位置であったことから燃焼状態であったと考えられた。○カートリッジタンク内を検知管で確認した
ところ、ガソリン成分が検出された。○使用者によれば、樹脂製容器を灯油と混合油の両方で使用していた
との申出内容であった。●使用者が当該製品に混合油を誤給油したため、混合油が油受皿からあふれて置
台に流出し、燃焼筒の炎が引火し周辺を焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガソリン等の
揮発性の高い油は使用しない。」旨、記載されている。

製造から30年以
上経過した製品

2019/04/18 2021/07/16 石油ふろがま用バーナー長崎県 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品を焼
損し、周辺を破損する火災が発生した。

○当該製品は焼損が著しく、ビニール製送油管は焼損していた。○電磁ポンプは焼損しておらず、配管接続
部に緩みは認められなかった。○イグナイターに、出火した痕跡は認められなかった。○送風機に、異常発
熱の痕跡は認められなかった。○その他の電気部品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。

2019/04/23 2021/07/16 石油ストーブ（密閉式） 秋田県 ○ （火災）事務所で当該製品を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。

○当該製品は1週間ほど前から使用することを止めて、機器の上面ガードにプラスチック製のこけ用の育苗
箱を置き、その中にビニールシートと新聞紙を敷き、その上にこけを植えていたとの申出内容であった。○当
該製品の外観は、機器の上面ガード及び放熱器が焼損しており、上部から背面に垂れ流れるような焦げの
付着が確認された。○燃焼筒内部にすすの付着等の異常燃焼の痕跡、機器内部の制御基板及び電線に焼
損等の異常は確認されなかった。○機械式の電源スイッチは「切」の位置になっていた。○当該製品の動作
確認を行ったが、正常に作動した。○類似の育苗箱を使用して再現実験を行った結果、育苗箱をフライパン
の上で熱し続けたところ、約330℃付近で完全に溶融し、約400℃付近で発火に至った。○当概型式品の燃
焼時の上面ガード及び放熱器の雰囲気温度は、 大火力時で上面ガードが200～300℃に、その下にある放
熱器の表面温度は も温度が高い中央部が約500℃になる仕様であった。●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、当該製品に異常燃焼等の出火の痕跡は確認されず、正
常に動作したことから、製品に起因しない事故と推定される。

2019/04/25 2019/06/21 石油ファンヒーター（開放愛知県 ○ （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。

○当該製品を点火して30分後、背面内部で炎が発生した。○当該製品は黒くすすけており、上部よりも下部
がすすけていた。○操作基板、メイン基板、電源コードを含む配線類に出火の痕跡は認められなかった。○
燃焼室にすす付着等の異常はなく、気化器やバーナーにも異常は認められなかった。○カートリッジタンクの
口金は閉まっていた。○口金が差し込まれる油フィルター部分にキッチンペーパーが挟まっていた。○送油
経路に油漏れはなく、油受皿に腐食はなかったが、置台の表面に焼けた痕跡が認められた。●当該製品の
油フィルター部分にキッチンペーパーを挟み込んでいたため、灯油が油受皿の外に漏れ出し、堆積していた
ほこりに付着して気化し出火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。

2019/04/28 2022/01/18 石油ファンヒーター（開放富山県 ○ 使用中の石油ファンヒーターから出火し、
周辺を焼損した。

被害者が事故品にガソリンを誤給油したため、異常燃焼を起こし、火災に至ったものと推定される。なお、取
扱説明書及びカートリッジタンクには、「ガソリン使用禁止。」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 4／6
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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

2019/05/14 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 静岡県 ○ （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。

○当該製品の燃焼筒から大きな炎が上がり下部から炎が出た。○当該製品は点火操作部周辺と右側が著
しく焼損し、置台に堆積したほこりが焼損していた。○燃焼筒はすすが付着していたが、異常燃焼の痕跡は
認められなかった。○カートリッジタンクの口金は閉まっており、燃料は灯油であった。○点火操作機構部は
樹脂部品が焼損し、ばねが熱影響を受けて一部が伸びていたが、自動消火装置は正常に作動した。○しん
にタールの付着はなく、油受皿に油漏れは認められなかった。○点火装置が故障していたため、マッチで点
火していた。●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。

2019/11/01 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 宮崎県 ○ （火災）当該製品及び建物2棟を全焼、3棟
を類焼する火災が発生した。

○当該製品の消火ボタンを押して消火した直後に、当該製品の右側上部から炎が上がり、簡易消火具で消
火したが消えず、水を掛けたが床のカーペットに燃え広がった。○当該製品は、事故発生当日に自宅倉庫内
で給油されたが、倉庫内には灯油の他に、調理器具用のホワイトガソリンも保管されていた。○当該製品の
油受皿内及びカートリッジタンク内は焼損が著しく、ガソリン及び灯油反応ともに検出されなかった。○当該
製品は焼損が著しく、天板に変形や穴空き等が認められた。○しん調節つまみは、消火位置であった。○燃
焼筒及び天板の裏側に、すすの付着は認められなかった。○カートリッジタンクは焼損が著しかったが、膨ら
みは認められなかった。○給油時自動消火装置は、正常に作動する状態であった。○油受皿に腐食の痕跡
は認められなかった。○置台は、焼損が著しかった。●事故発生時の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。

2019/11/02 2021/07/16 油だき温水ボイラ 東京都 ○ （火災）当該製品を使用中、当該製品を汚
損する火災が発生した。

○当該製品は、販売店が所有する中古品であり、使用者宅の故障したボイラの買換えまでの代替品として、
事故発生の2日前に設置されたものであった。○当該製品の外観に焼損は認められなかったが、排気トップ
及び外郭背面の給気口の排気トップ近傍にすすの付着が認められた。○当該製品の消音器内のパンチン
グメタルが朽ちており、消音器の底面及び底面にある熱交換パイプの穴にすすや断熱材等が堆積してい
た。○バーナーの燃焼筒及び送風機の内部にすすの付着が認められた。○バーナー、電磁ポンプ及び送油
経路に油漏れは認められなかった。○制御基板、配線等の電気部品に焼損、溶融等はなく、循環ポンプを含
め、全ての部品に焼損は認められなかった。●当該製品は、長期使用（17年）によって消音器及び熱交換器
内部がすす等により閉塞し、燃焼不良が発生する状態となっていたが、販売店がそのまま設置したため、事
故発生当日、使用者が当該製品を稼働したことにより、燃焼不良により排気トップから黒煙が排出され続け
たものと推定される。

製造から15年以
上経過した製品

2019/12/03 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 福岡県 1 ○ （火災、死亡1名）当該製品を使用中、建
物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し
た。

○当該製品は全体的に焼損が著しく、外郭鋼板の塗装が一部溶融していた。○事故発生時、当該製品は使
用中であったと推定されたが、当該製品の外筒内部、燃焼筒、しん調節器内側及びしん案内筒にすす詰まり
はなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○開放油タンクに腐食等による穴空き及び油漏れの痕跡は
認められなかった。○塗装が溶融した外郭鋼板の下方に、油タンクの給油口が位置していた。●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、当該製品に出火に至る異常が認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定される。

2019/12/08 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 茨城県 1 ○ （火災、死亡1名）当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、1名が死亡した。

○当該製品の外郭正面右側面に布製の付着物が溶着していた。○燃焼筒の外筒の表面にすすが付着して
いたが、内炎筒及び外炎筒にすすの付着及び異常燃焼の痕跡は認められなかった。○しんは、緊急消火時
よりも低い位置で固着していた。○給油時自動消火装置のばねは焼損していたが、伸縮が可能な状態で
あった。○カートリッジタンクは膨張しており、すすの付着が認められた。○カートリッジタンクの油量計が溶
融していたが、口金は締められており、内部に灯油が残存していた。●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、当該製品に事故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。

2019/12/08 2021/07/16 石油ストーブ（開放式） 千葉県 ○ （火災）当該製品及び建物を全焼する火
災が発生した。

○当該製品の使用を開始してから約1時間40分後に、消火ボタンを押して消火した後、当該製品の右背面か
ら炎が上がったとの使用者からの申出内容であった。○当該製品の燃焼筒及び置台に異常燃焼の痕跡は
認められず、しんは消火位置にあった。○油受皿に灯油漏れの痕跡は認められなかった。○給油時自動消
火装置及び対震自動消火装置に異常は認められなかった。○カートリッジタンクに膨張や蓋の変形等の異
常は認められなかった。○使用者は、灯油の樹脂製容器に入れられた灯油、ガソリン携行缶に入れられたガ
ソリン及び灯油の樹脂製容器に入れられた混合燃料を同じ物置に保管していた。●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。

 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 5／6



製品事故（Ａ２，Ｂ１，Ｂ２）　石油機器 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

2019/12/13 2022/01/18 石油ふろがま 新潟県 ○ （火災） 施設で当該製品及び周辺を 焼損
する火災が発生した。

○使用者は、家庭用のふろの追い焚き用の当該製品を錦鯉の越冬用施設で水槽の水の保温に用いてお
り、独自のセンサーを用いて自動で動作するように改造していた。○煙突の設置や当該製品の土台に不燃
材を用いない等、工事説明書に遵守した取付けは行われていなかった。○当該製品は全体的に焼損してい
るが、缶体下側のステンレス部分に光沢があり、バーナー側の缶体側面に変色及び焼損は認められなかっ
たことから、空だきはなかったものと推定された。○バーナー部の燃焼筒部の亜鉛ダイカストが溶融してお
り、缶体とバーナー部を固定するための固定金具は認められなかった。○機器内部及びバーナー口塞ぎ板
の内側に白い繊維状の異物が付着していた。○接続管等の穴空きや袋ナットの緩みはなく、油漏れの痕跡
は認められなかった。○送風用モーター等、その他確認された部品に出火の痕跡は認められなかった。●当
該製品の残存部品に出火の痕跡は認められなかったことから、工事説明書通り設置されておらず、家庭用
ふろの追い焚き用の当該製品を錦鯉用水槽の保温に使用し、水温をセンサーで調整できるように改造して
いたてことから事故に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「ふろ以外の目的に使用しな
い。」、「分解修理及び改造を禁止する。」、「この機器は上水道用である。」旨が、工事説明書には、煙突の
設置方法の他に、「機器を取り付ける土台には不燃性又は金属製のものを使用する。」旨、記載されている。

2019/12/23 2021/07/16 石油ふろがま 北海道 ○ （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。

○使用者は、当該製品の点火30分後くらいに異臭を感じ、風呂場を確認すると煙が発生しており、当該製品
が赤熱していたため消火器を放射した後、当該製品の背面側と天井付近に炎を認めたとの申出内容であっ
た。○使用者は、点火時に浴槽に水が張ってあることを確認したが、出火時は完全に抜けていたとの申出内
容であった。○当該製品の送油系統及び電気部品等に異常は認められなかった。○当該製品は購入後、約
5年間点検及び手入れは行われず、当該製品の空だき電極先端側周囲に毛髪等の異物が付着していた痕
跡が認められたほか、排気経路にすすの付着が認められた。●当該製品は、点検及び手入れ不足により空
だき防止装置の電極に毛髪等の異物が付着し、動作遅れが生じるようになっていたほか、燃焼及び排気経
路にすすがたまっていたため、排水栓の装着不良等で水が抜けたことにより、空だき防止装置が機能するま
での間に熱交換されなかった燃焼熱によりすすが着火し、内燃状態となって赤熱化し、樹脂製の循環パイプ
が着火して出火したと推定される。なお、取扱い説明書には、「浴槽に水が入っていることを確認する。火災
のおそれがある。」、「浴槽の排水栓は、水もれのないよう、しっかり締める。」、「長期間の使用によってかま
内部に湯あかがたまる。3か月に1度以上は、循環口へ水道ホースの先をつまんで、勢いよく水を吹きつけ、
水洗いする。」旨、記載されている。

2019/12/26 2021/07/16 石油こんろ 千葉県 ○ （火災）倉庫で当該製品を使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。

○使用者は、物置内で、当該製品にさつま芋及び石が入った石焼き芋用の鍋を置いた状態で使用し、約4時
間放置していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生したとの申出内容であった。○物置は全焼
し、当該製品が置かれていた前面の床が著しく焼損していたが、物置内には人が通るのが困難なほど物が
置かれていた。○開放油タンクの給油栓が外れた状態で開放油タンク上に置かれており、開放油タンク内の
液体からガソリン成分は検出されなかった。○燃焼筒の中筒の内側にすすの付着が認められたが、中筒の
外側及び外筒にすすの付着は認められなかった。○しん調節器つまみは 大火力から少し絞った位置にあ
り、しんはしん案内筒の基準面から2㎜下がった位置で固着しており、火力は小さい状態であったと判断され
た。○対震自動消火装置は動作可能な状態で焼損していた。○置台に吹き返しの痕跡は認められなかっ
た。○石焼き芋用の鍋は破損していたが、鍋底にすすの付着は認められなかった。●当該製品に異常は認
められないことから、使用者が当該製品で調理中にその場を離れて長時間放置したことから、食材が過熱さ
れて発火し、周辺の可燃物に着火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「調理中に当該製品から
離れない。」、「可燃物との距離を離す。」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 6／6


