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製造物責任と火災 

[火災鑑定]               Ｋ3-14    2018.03/27 

                                                   火災調査探偵団 

          
   火災は、製品から出火することがある。製品からの火災は、製品そのものに由来する

場合と使用者の取扱いによる場合などがあり、判断の分かれるところである。火災鑑定

に際して、その視点が重要な判断となる。 

Product liability and fire 
The fire has the example that a fire breaks out in a product. There are cases 
where the fire from the product originates from the product itself or the case 
where it is handled by the user, and the judgment is split. From the viewpoint of 
fire investigation, it is important judgment. 
 

1. 製造物責任法制定からの推移 

(1) 製造物責任法と火災との関係 

今(2018.03)から 23年前の 1995年 7月から「製造物責任法(以下ＰＬ法と言う)」
が施行された。この施行にあたっては、「購入した製品から、使用者の過失が無いにも
かからず出火し、火災による被害にあった」とされる裁判で賠償を請求する立場の被
災者=市民が、製造メーカの企業に対して、出火した製品の不具合を挙証しなければ
ならないとされる法理論（民法 709 条不法行為責任）の不都合を解消することにあっ
た。そして、1995 年のＰＬ法の施行により、主たる立証責任が製造メーカにある（無
過失責任）とされ、このため、製造メーカは消費者対策の強化とＰＬ保険によるリス
ク分散がされた。 
 当初、このＰＬ法と火災に関し、火災誌「火災調査活動と製造物責任」(vol.1995.6)
に投稿し、当時の新しい潮流の中にあって、消防機関の実施する火災調査活動におい
て科学的視点・公平性の立場に立った「ＰＬ裁判に供えたもの」にすることを示した。   
それから２０年以上を経過してみると、２つの違いに気づく、一つは、法制の中で議
論された「裁判によらない迅速公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外
の紛争処理体制を充実強化すること。」から、各種業界で作られた「裁判外紛争処理機
関（通称、〇〇ＰＬセンター））が、期待されたような働きをしているとは言えないこ
とである。これは、特定のメーカに関する事故の解析が、業界組織内の団体で「公平
性」を期待した分析や解明がやりづらい状況による。このため、現在、事故情報の収
集あるいは主務官庁の窓口的役割を担っている例が多いと思われる。もう一つは、Ｐ
Ｌ保険の適用から、「欠陥」が疑われると、ためらうことなく製品の「リコール」をす
ることである。特に、車両・電気製品メーカは「リコール」をたやすくする。これに
より、メーカから保険会社に被災者救済の事務が移り「スムーズに賠償金」で解決さ
れる。賠償金は、アメリカの裁判のように懲罰的制裁制度を認めていない国内では、
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実損填補の範囲内となり、保険の枠組み（被災額の算定技術と交渉術）の中で解決さ
れやすいと言える（死傷者がいない限り）。また、リコールをした、ことにより企業の
製造者責任が棚上げされたかのようになり、謝罪対応等より、裁判を進めるメーカも
ある。 
 この２つの「流れ」によりがたい事故として「食中毒・化粧品等アレルギー被害・
新築住宅などの工事関係による被害など、因果関係の特定、人による被害程度の顕在
化が困難なケース」が、問題となり裁判等へと進んでおり、ＰＬ法が検討された    
制定時の枠組みからは、違った形態へと移行しているようにも思える。とは言え「東
芝クレーマー事件」（小学館文庫、前屋毅著）にみられるように、製品欠陥認定に関わ
る行き違い等が、大きな社会問題となることもあり、製品に関わる問題の客観性や公
正性の確保は現代社会の基本的な課題となっていることに違いはない。 
 「欠陥の扱い方」は変化しても、製品の持つ課題は深化し、敷衍化していることに
は変わりなく、その意味では「火災と製品」の関係は、常に大きいウェイトで存在し
ている。このような PL 法制定からの流れと消費者保護の世相から、2012 年 6月の消
防法の改正により「・・火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若し
くは輸入した者に対して必要な資料を命じる・・」ことが、火災原因に携わる消防機
関が命ずる条文（罰則規定あり）として制定され、製造物からの火災に対して、より
詳細な火災調査の手続が法的に担保された。これは、単に製造メーカから「資料」    
を形式的に求めるものではなく、自らが主体的に火災現場に関与し、関係者等からの
供述を得たうえで、火災原因究明として「必要とれる資料」を活用される。消防機関
の高い専門性の中で「出火原因の究明」に利用されるものであり、単なる資料提出で
終わるものではない。また、現在は、情報公開法(1999 年 7 月施行)と個人情報保護
条例等により、直接に消防機関から当該火災に関わる「火災調査書類」の全部の入手
が容易となり、裁判に提起しやすい現状となった。今回、このホームページで取り上
げた「火災鑑定」としての考え方は、「火災調査」の流れの帰結として向かうべき方向
性を示すものとして記載している。 
 次に、製造物からの火災における原因究明から見た「製造物責任」の関連性を示す。 
 

2. ＰＬ法の求める事項 

  ＰＬ法では「製品の欠陥」が前提となっており「・・・当該製造物の特性、その通
常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該
製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」
（2条 2項）とされている。その「欠陥」には、次の３項目が該当するとされている。 
   ① 設計上の欠陥       

② 製造若しくは管理上の欠陥  
 ③ 説明、指示若しくは警告についての欠陥（設計指示の抗弁）。 

 ＰＬ法に該当しない欠陥のケースに「開発途上の欠陥」があるが、これは論外とさ
れている。 
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参考までに。 
 例えば「テレビを買って、見ていたら、煙がでてきたので消火し、使えなくなった。」
「乗用車を運転していたら、エンジン部から出火し、車両か全焼した。」この場合は、
テレビ、車両だけの問題であり、「欠陥」あると思われる場合は、その商品に     
着目した瑕疵担保責任(民法 570 条)の問題で、製造メーカ又は販売店からテレビ、車
両の代金を請求できる。PL 法の対象ではない。しかし、このテレビからの火災で室内
が 10㎡焼損した場合は、一般的に不法行為責任(民法 709 条)の適用となるが、この
場合「テレビの欠陥と出火」を立証する必要が出てくることから、特別法としての PL
法(無過失責任)を適用する。 
次に、ＰＬ法で想定されているような「設計・製造管理・取扱説明の３項目」の欠陥
に対して、実際の火災現場から原因究明にあたると、この３項目の中でうまく説明で
きないケースがある。 
火災現場から見た事象は、製品と火災の間に、つぎの３つの視点が関与している。 

      「A, 製品自身の問題(ほぼ欠陥)」 
「B, 製品とその使用環境」 
「C, 製品と人との接点」 

それらは、取扱説明からの「欠陥」と言える部分もある反面、取扱い上の人の不注
意と言える部分もある。製品欠陥からの視点から捉えることより、消防的には「製品
の安全性」からの視点で考えるべきものと言える。製品が使用環境や使う人の立場を
踏まえて、設計された物であるべきものでなければならないと言える。 
 なお、裁判等では、「欠陥」の解釈において、火災の出火要因を分析し、再構築する
中で判断され、A のケースでは「欠陥」と判断され、B,C のケースも人の関与の度合
いにより「欠陥」があったと判断されるケースもある。火災調査をする際は、どこ    
に考えるべき視点を置くべきかを念頭に、「火災鑑定」の対象として判定をする必要が
ある。 

  「Ａ、製品自身の問題」として、検品時に不良品が出たケース、部品が設計上冗長
性の少なかったケース。 

「Ｂ、製品とその使用環境」として、小動物の進入、他の製品との取り合い、取り
扱い時の状態からの火災のケース。 

「Ｃ、製品と人との接点」として、電気こたつ、システムキッチンを取り上げた。 
 

3. 製品の安全性から見た火災事例 

Ａ 製品自体の問題 

 不良品が出荷された製品 
  製品欠陥として最も単純なのが、品質管理の落ち度である。 
  これは、火災ではなく、購入時にいびつだった電気炊飯器で、使用しょうとして驚  
  いた物である。品質管理と言うより、よくもこんな物が市場に出たなと「感心」した。
早速、販売店で取り替えてもらったが、これほど極端でなければ「使用していた」か
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もしれない。製品は、出荷前の品質チェックが個々の製品に対して 100％ではなく、
不具合品が市場に出回ることがある。と言っても、1 個の不具合品があるから出荷し
た全ての製品がそのようものであることはないが、その１個を買った人は、その製品
すべてが怪しいと思ってしまう。 

 

写真 k313-01 全体像 

箱から出しただけで傾きが分かる製品 

 写真 k313-02 製品の傾き加減 

 「傾き」が分かるようにＣＤケースを積むと、左で 

５枚が、右では 3 枚の高さでズレている。 

 

(1) 出荷時検査で不具合が生起した自動洗濯機  

  この火災は、洗濯機下部の排水弁用マグネット部品から出火した。製品の出荷前検
査で、絶縁測定する際の不手際により、排水弁用マグネットのコイルに不良が発生し、
使用中に、コイルの作動時に接点にチャタリング現象が起き、発熱出火したもの。(リ
コール済み)  

写真 k313-03 製品全景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 写真 k313-04 排水弁用マグネット 
 

(2) 設計上、冗長性が不足していた車両 

この火災は、車両エンジン部のオルタネータから出火し、エンジン部が焼損したも
の。オルタネータの整流器の中で、プラスとマイナスの絶縁部(インシュレータ)の取
付け部の不良で、放電スパークが発生して出火した。(リコール済） 

 

新品の製品部品 焼損物件 

排水弁用マグネット 
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 写真 K313-04 車両全景 

 写真 k313-05 オルタネータの部品 

 
(3)「製品としての欠陥」があったとされる火災－まとめ 

  これらは、設計時における冗長性の見込み違い・製品の組立て時の品質管理・検査
時の製品管理方法の手違いなど、設計・製造工程自の製品自体に問題があり、欠陥と
されるもので、実に多品種多様な製品の欠陥が発生している。 
これらは、ある程度の火災発生の頻度によりリコールされることが多い。製造時の

10万個に 1件の不具合(製品のバラツキ)なのか、或いは構造上の再発生が認められる
ものなのか、リコールした際の交換・改修の体制などを勘案して、リコールにより全
数回収されるが、その対応如何は、その企業姿勢とも言える。事故の発生確率と事故
時の被害をリスク管理からどのように評価するかにより、事故の契機を偶発性事象と
して捉え、構造上の製品欠陥として認めたくないメーカの姿勢は常に存在する。  

 
Ｂ 製品とその使用環境 

(1) 光アクセス系通信装置 

  この火災は、光アクセス系通信装置の電源部ユニットから出火したもので、装置 1
器が焼損した。原因は、電源部ユニットが、暖かいことから、その部分に「ゴキブリ」
が入り、基盤上で、短絡出火した。設置されていた所が地下であったことや、下部か
ら本体装置に入れるケーブルにカバーを取り付けて、ゴキブリ等の進入防止が   
なされることとなっていた。しかし、これらのことに留意しないで設置された。 
現在は、そのケーブル挿入部にカバーを事前装着する等の対応がなされている。  

 

写真 k313-05 通信装置の全景 写真 k313-06 電源部にゴキブリが侵入し短絡出火 

新品の製品 焼損の製品 
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(2) 収れんを発生させたダウンライト 

  この火災は、一般住宅の玄関ホールに設置されたダウンライトにより、その真下に、
たまたま停止した長尺ドアの上部から出火し、焼損した。天井付近で開閉する長尺ド
アが、天井ダウンライトの下で停止状態であったため、ダウンライトの外装ケースに
より収れんした光(熱)がドア上部の木部を焼損させた。 

  現在は、設置工事の仕様書に大きく「注意書き」として明示されている。また、こ
の事案は一般住宅に長尺ドアを取りつける家庭が増えたことも要因となっている。 

  

 写真 K313-07 ダウンライトが 

ドアの真上に位置した状態 
 写真 K313-08 ﾄﾞｱ上部にダウンライトの 

光が収れんして焼損した状況 

 
(3) 取り合わせによるニッケル電池 

  ブレザーの上着のポケットに、単体で、ウォークマン用のガム型ニッケル電池を入
れていたところ、上着から発煙し、火災に気づいたもの。ポケット内に一緒に入れて
あったクリップが電池の＋端子と－端子にまたがるように接触したことから、短絡状
態となって出火した。 

  写真 K313-09 焼損したジャケット 

の上着のポケット 

 写真 K313-10 焼損したウォークマン 

    用ニッケル電池 

 写真 K313-11 電池＋端子の溶融箇所 

  縦枠の図は安全ピンが挟まった状態 
 写真 K313-12 －端子外装部の短絡箇所 
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(4) 「製品とその使用環境」における火災－まとめ 

  このように、製品に問題があると言うより、使用環境・設置場所・他の製品との関
係により「火災」となっている。その製品が市場に流通する際に、その製品の用いら
れる使用環境を十分把握しきれないことが、火災への契機になった、と言える。「製品
の欠陥」と言う対象には至らないと思えるが、広義には、このような使用される「環
境条件」への配慮が製品設計の中で求められる。 

 
C 製品と人との接点 

(1) 電気こたつの組み立て方 

  この火災は、寒くなったことから「電気こたつ」を組み立てて、電源を入れて使用
したところ、焦げ臭い匂いがし、天板を取り除くと、ふとんとデコラ製天板が焼損し
ていたもの。このケースは、こたつの枠に足を取り付ける「ネジ穴」が、表・裏(上下)
どちらからでも取り付けられるネジ穴となっていたため、こたつを組み立てた際に、
ヒータ面の側に足を取り付け、ふとんをかぶせ通電したことから火災となった。 

  

写真 K313-13 電気こたつは、外観からは

異常は見られない。 

 
 
 
 
 
 

  写真 K313-14 デコラ天板をひっくり返す 

と、丸く焼損し、その下の布団も同様に 

焼損している。 

写真 k313-15 こたつ布団を取り除くと、 

こたつのヒータ面が上を向いており、 

この状態では、通電と同時に布団が 

焼損する。 

写真 K313-16 一つのこたつの足を取り替える 

と取付けられることから、誤って「足」を４本とも 

さかさまに取り付けたものと判明した  
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② システムキッチンの周囲状況と人の動き 

居住者が外出している時に、台所から出火した火災。居住者が外出時に入口脇にあ
るシステムキッチンの前を通り過ぎる時に、肩のバッグがキッチンの電気こんろのス
イッチに触れ、通電されたことにより、コンロの上に置かれていた物品等が焼損した
ものである。 
この火災は、アパート全焼も含め、長い期間にわたって多数の火災が発生し、東京

都内で数年間に及び毎年数十件近い同種火災が発生した。 
 当初、居住者に出火原因が帰する火災であるとして、各メーカは「責任がない」と
していた。また、このシステムキッチンそのものが「ガスこんろよりも安全性が高い」
として、安全製品の推奨を受け、小規模アパートに設置されてきた経緯があり、抜本
的な対策が進まなかった。 
 しかし、2007 年に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、各
社の改修と、予防のチラシ等の作成を進め対策が強化されたことから火災の発生が鎮
静化した。また、ツマミが、全て奥に凹んだ形状とされ、ストッパも改良された。 

写真 K313-17 システムキッチンから出火した火

災の流し台の焼損状況。 

 写真 K313-18 火災後に居住者に 

別の住戸で、再現してもらった。外出 

時に肩掛けカバンが出入口脇のシス 

テムキッチンの電気こんろのスイッチ 

部に触れていることがわかる。 

 
写真 K313-17 この電気こんろのスイッチ部のつまみ

は、凸形状となっており、また、最大時のストッパ機能

が経年により摩耗し、ＯＦＦからＯＮに入る時に、逆回

転が可能となるケースがあった。 

この逆回転により、つまみに少しの力が加わると、最

も大きい電気量につまみが回転し、印加される。 
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4  PL 法を踏まえた「製品火災の視点」 

事例から示したように、製品からの火災には、「A, 製品自身の問題」「B, 製品とそ
の使用環境」「C, 製品と人との接点」の３つの視点があり得る。単に、「出火原因」
を製品の「欠陥」に帰するものとしてとらえると、結局は、何が問題とされるべきな
のかの「視点」を失ってしまう恐れがある。 
 Ａに示したように「製品」の設計や仕様、そして品質管理に問題があるケースも多
くあり、メーカ技術者と原因究明にあたると、メーカ側も納得し、リコール等の社会
的責任を履行することが多い。 
しかし、そのようなケースだけではなく、Ｂのように、偶然的な使用条件により「火

災」に至るものもある。この場合も取扱説明書に「記載されていない」と言えば、あ
る意味、製品の問題と見なされることもあるが、個別の裁判によってでしか明確な答
えはないと思われる。そして、そんな「偶然」をどこまで、製造者が「理解した上で
市販しているか」に任させられる面もある。様々な製品火災の原因を究明していると、
「もう少し、こんな点にも配慮していればなぁ」と思えることもあり、メーカとして
気づいてほしかったと思うもある。例えば、事例の「ダウンライト」では、［焦点を結
ぶ光源＋長尺ドアの普及］の配慮があれば、検討されるべきものであったと言える。 
 なお、裁判によるとしても、これらの製品の使用環境の偶発性を「問題点」として、
裁判官に納得されように論点整理し、「欠陥と結びつける」ことは難しいことであり、
通常の消防機関の火災原因判定書では記載されていないことが多いこともある。 
 さらに、C の事例は、人が利用する上での製品の在り方に由来する。しかし、この
例でも「広義には製品に問題がある」といえなくもない。システムキッチンでは「電
気こんろ」の安全性に依拠して、火災発生に対する認識が後手となり、多くの同種の
火災を発生させた。少なくもこれらは、火災原因を究明し、再発を防止する立場の消
防にも 問題があったメモリアルな火災事例あったと思う。 
 次に、留意してもらいたいのは「製品からの出火でない」とする場合の明確な判断
を説明することが消防に求められていることである。 
 火災現場には、ほとんどの場合「ガス・電気・灯油等の製品」がある。 
 出火原因となりうるかどうか、を明確にすることは難しい火災現場が多い。しかし、
鑑識技術や火災再現実験などの手順を正確につなげることにより、発火源かどうかを
「判定し、説明する」ことが必要となっている。曖昧なまま「不明」で処理し、説明
すらしないで、「火災調査書類はほとんどそれらしい見分記載や論理展開もない」書類
を作成するようなことは、やってはいけないと言える。それらは、結局、民事裁判等
により長期に渡って、当該消防署の立場を悪くすることとなる。 
出火原因の全てを解明できなくても、わかった範囲と、分からなかったことを丁寧

に説明することである。消防法第７章はそのような要請を課している。 
 また、製品の欠陥に関連する出火原因のみに力点を置くことなく、再発防止につな
げるべき「製品の安全性」を視野において対応すべきことが必要とされる。頭から製
品欠陥を疑うことではなく、どのような使用環境であったか、どのような使われ方等
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をしていたのかを聞き取ることである。質問時に、単に火災の現場だけに目を向ける
ことなく、火災前の状況を良く確認した上で調査鑑識に入るべきものと言える。 
 裁判で「よくもこんな曖昧な火災調査書類を書きましたネ」と言われることだけは
避けたいものである。 
 ここで、4 つのＭを取り上げる。製品の安全性からの視点では、米国運輸安全委員
会での報告等を紹介されている柳田邦夫氏が「４つのＭ」として、次の事項を示唆さ
れている 
   ①Man－人(教養)          ②Machine－機械(点検)  
   ③Media－情報(マニュアル)     ④Managements－組織(管理体制)  
 これは、運輸などの大きな機構の中での捉え方ではあるが、これを置き換えてみる。 
    ①使用している人の使用方法等    ②機器本体の製造欠陥等 

   ③製品の設置・取扱説明書等     ④使用されている環境等  

 このように「安全性」と言う視点を踏まえると、同じように４つの因子が、製品か
らの火災に関与し作用していることが分かる。 
 火災現場の調査を踏まえ、火災鑑定に従事する際は、このような「４つの因子」を
十分踏まえたうえで、進めることとなる。 

   [以上] 
Y.Kitamura 


