暮らしの判例
国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

火災事故につきエアコンメーカーの製造物責任を
認めた事例
本件は、２階建て建物のベランダ付近から出火した火災につき損害賠償が求められた
事案である。本判決は、本件火災はベランダに置かれたエアコンの室外機から出火した
ものとして、同室外機に欠陥があったものとし、本件エアコンの被告メーカーの製造物
責任法３条の責任を認め、原告らの請求の一部を認容した。
建物の焼損状況や発火源となり得るものの検討等から、本件火災は２階ベランダに置
かれたエアコンの室外機周辺が出火場所であると認めたうえ、さらに本件室外機の部品
やその周辺部の焼損状況、発火可能性等から事実上の推定を活用し本件室外機が発火源
だと認定しメーカーの製造物責任を認めたとい
う点が、製造物責任における消費者被害の救済
を考えるうえで参考になる事例である。
（東京
地方裁判所平成 30 年５月 29 日判決、未搭載）

原告ら：X1（ 宗 教 団 体 ）
、X2
（ 代 表 者 ）～
X7（代表者の親族）の 7 名
被告：Y（エアコンメーカー）

を受傷し、入院と通院をした。

事案の概要

X らは、本件建物の２階南側ベランダに設置

X1 は、宗教団体である法人格なき社団であ

していた Y 社製エアーコンディショナー
（本件

り、その教会兼住宅の建物
（２階建て建物で建

エアコン）の室外機
（以下、本件室外機）から発

築面積約 120㎡。以下、本件建物）を本拠地と

火し、これにより X1らが損害を被ったと主張し

している。X1 の代表者である X2、その妻の

て、X1 につき、家屋建替費用等合計約 6600

X3 は、本件建物に隣接する建物に居住し、両

万円から本件火災で受領した損失保証金
（共済

名の家族である X4 とともに原告宗教団体を運

金）のうち約 4800 万円を控除した額である約

営している。X4 は、本件火災当時、その妻で

1800 万円、X2 につき、自動車修理費用、治療

ある X5、X5 との間の家族である X6 および X7

費等および慰謝料の合計約 600 万円、X3 につ

とともに、本件建物に居住していた。

き、慰謝料 400 万円、X4 につき、自動車修理

2012 年 10 月９日午前２時頃、本件建物２

費用、休業損害等および慰謝料の合計約 1500

階ベランダ付近から出火して火災となり、本件

万円、X5 につき、休業損害および慰謝料の合

建物を焼損した
（本件火災）
。X2、X4 および

計約 300 万円、X6 につき慰謝料 300 万円、X7

X5 は、本件建物のリビングダイニングで消火

につき慰謝料 200 万円の損害賠償金と各遅延

活動を行ったものの、２階ベランダに大きな火

損害金の支払いを求めた。

の手が上がっていたことから、本件建物外に避

本件で X らは、本件火災について、２階ベラ

難したが、その後、X2 と X5 は、救急搬送され、

ンダが最も焼損が激しい箇所であり、そこには

X2、X4 および X5 は本件火災により気道熱傷

焼損の激しい本件室外機があったこと、X5 お
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よび X6 の本件室外機付近から火が出ていたと

ンダに火の手が上がっているのを目撃したとす

の供述、本件室外機のすぐ上の天上梁に最も激

る本件火災を発見した際の状況等に関する X6

しい損傷があったことなどから、本件火災は、

の供述内容
（本件火災を発見した際の行動につ

本件室外機からの発火を原因としたもので、本

いて、当初異常を感じ２階子ども部屋
（長男）の

件室外機には欠陥があったものと推認できるな

部屋の電気をつけようとスイッチを押したもの

どと主張した。

の点灯せず、リビングの反対側にあるスイッチ

はり

これに対し Y は、本件室外機には発火痕跡が

を押すために同室内を移動していたところ、２

ない、本件室外機に残された痕跡によれば本件

階ベランダに火の手が上がっているのを目撃し

室外機は外部からの炎で延焼している、消防当

て本件火災に気づき X4 および X5 を起こした

局や独立行政法人製品評価技術基盤機構を含む

とする供述）がこれまで述べたような本件火災

各専門機関の調査結果でも本件室外機からの出

後の本件建物の２階部分の客観的状況と矛盾す

火ではないと結論づけられているなどとして、

る点は見られずその主要な部分において一貫し

本件室外機には欠陥はないとし、X らの主張を

ており、また、X6 の本人尋問における供述態

全面的に争った。

度も真なものであり十分信用に値するものであ
ることを考慮すれば、本件火災は、２階ベラン

理

ダの本件室外機周辺が出火場所であることが、

由

高度の蓋然性をもって認められるものというべ

1. はじめに

きである。

本件においては、本件火災の発火源が被告製
品であるか否かが争点となっているところであ

3. 2 階ベランダ内の発火源の検討

る。最高裁昭和 50 年 10 月 24 日判決では
「訴

そのうえで、２階ベランダ内の発火源につい

訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許され

て検討すると、本件室外機東側に取り付けられ

ない自然科学的証明ではなく、経験則に照らし

ている部品である冷却用プロペラファン電動機

て全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結

について、可燃性樹脂であるプロペラファンが

果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然

消失または焼損していたほか、その背面部の銅

性を証明することであり、その判定は、通常人

管部分は、銅管の周囲にあるアルミフィンが完

が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持

全に消失し、銅管も直線状の原形をとどめない

ち得るものであることを必要とし、かつ、それ

ほどに、全体的に大きく湾曲しており、そのう

で足りるものである」
としている。

ち数本が離断した状態であり、前述の電動機付

がいぜん

近は、各部品が完全に消失するなど、激しく燃

2. 出火場所の検討

焼したことが認められる。これに本件室外機の

本件建物の２階各居室等の焼損、消失等の状

ファン部分に向き合っている南側壁部分は、本

況をみると、リビングダイニング、２階子ども

件火災による衝撃で破壊されて穴が空いている

部屋および２階ベランダの各箇所の焼損等が激

こと、この穴は火災による衝撃で空いたと考え

しく、これらの場所の焼損状況や発火源となり

るのが合理的であること、本件室外機は、特に

得るものを検討すると、本件火災は、２階ベラ

左側の前記ファン電動機部分が激しく燃焼・焼

ンダの本件室外機周辺が出火場所である蓋然性

損しており、当該部分を構成する部品で通電が

が最も高いというべきである。これに２階ベラ

あり、発火の可能性がある電気系統部品は、前
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述のファン電動機だけであること、Y のエアコ

2. 製造物責任の欠陥の認定について

ン室外機や空気清浄機においてファン電動機や

本件は、訴訟における立証が一点の疑義も許

ファンモーター内プリント基板上のコンデン

さない自然科学的証明ではなく、高度の蓋然性

サー等の短絡により出火したものが相当数存在

を証明するものであることを確認したうえ、消

していることなどの事情を考慮すると、本件火

防の火災原因判定書では、本件火災の原因は不

災の発火源は本件室外機である。

明とされているが、本件建物の焼損状況や発火
源となり得るものの検討等から、本件火災は２

4. まとめ

階ベランダの本件室外機周辺が出火場所である

本件火災の発火源が本件室外機と認められた

と認めた。さらに２階ベランダ内の発火源につ

うえ、本件室外機が２階のベランダに設置され

いて検討し、本件室外機の部品の焼損状況や周

てから本件火災が発生するまでの期間が１年

辺部分の焼損状況、発火可能性等から本件室外

10 カ月程度に過ぎないことや本件におけるす

機が発火源だと認定し、製造物責任法３条の Y

べての証拠を検討しても、X ら側において本件

の責任を認めたものである。このようにして、

室外機を通常と異なる方法により使用したよう

出火原因を高度の蓋然性を持って認定したもの

な事情は認め難いことに照らせば、
本件火災は、

で、その事実認定および責任判断につき、参考

Y の製品である本件室外機の欠陥により生じた

となる。

ものと推認することができる。したがって、Y
は、X らに対し、製造物責任法３条により本件

3. 製造物責任法制定の際の「欠陥」
の
立証について

火災によって生じた損害を賠償すべき責任を負

エアコンを含め家電製品からの発火による火

うものというべきである。

災事故の場合、製品の焼損が激しく、発火原因

解

が当該製品の欠陥によるものであることが特定

説

できないことも多い。民法の不法行為責任を問

1. 各原告の請求額と本判決の認容額

うには被害者が加害者の
「過失」
を証明すること

本件火災は Y 製造のエアコンの室外機から発

が必要とされたが、製造物責任法では被害者に

火したものとして、本件室外機の欠陥を認め、

より製品の
「欠陥」
が証明されればメーカーが責

Y に製造物責任法３条の製造物責任を認めたも

任を負うものとされ、過失責任から無過失責任

のである。しかし、X1 の損害賠償（請求額：約

（欠陥責任）に責任要件が緩和された。しかし、

1800 万円）については、既に、宗教団体の加

製品の開発や製造過程にかかわらない消費者が

入する共済組合から受けた共済金約 4800 万円

製品の
「欠陥」
を立証することは困難であるとこ

で全額補 填 されているとしてその請求を棄却

ろから、製造物責任法立法の際には、消費者が

し、X2 については、約 30 万円（約 600 万円。

通常の使用で異常な損害が発生したことを立証

括弧内の金額は請求額である。以下同じ）
、X3

した場合には、製品の欠陥を推定する推定規定

は 20 万 円
（400 万 円 ）
、X4 は 318 万 余 円
（約

を設ける案もあったが、事実上の推定を活用す

1500 万円）、X5 は 48 万円
（約 300 万円）
、X6

ることによって、消費者である被害者の立証負

は40万円（300万円）
、
X7は40万円
（200万円）

担を事実上軽減するということで、推定規定は

の一部認容となっている。

採用されなかった。なお、事実上の推定とは、

ほ てん

通常の民事裁判の事実認定で使用される事実認
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定方法であり、ある要件、例えば
「欠陥」
を製品
の設計が誤っていたとする設計図など製品の欠
陥を直接立証する証拠がない場合でも、その他
のその製品の使用状況や事故の発生状況などの
事実や証拠から経験則を踏まえて要件事実を推
認する方法であり、製造物責任事件では、知識
や証拠が偏在すること等を考慮して事実上の推
定を活用することによって、証拠を持たない消
費者に過度の立証負担を与えないことが立法の
際に提言されていたのである。
参考判例①は、製造物責任法が成立する直前
に出された判例で、製造物責任法立法の際の議
論を踏まえたテレビからの発火事故の判例であ
る。当該テレビが製造されてから発火まで８カ

コラム
最高裁昭和 50 年 10 月 24 日判決について
この判決は、一般に「ルンバール事件」と呼
ばれる判決である。当時３歳の原告が、化膿
性髄膜炎のため大学病院へ入院し、医師から
治療を受けたが、ルンバール施術（腰椎穿刺
による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入）
ま

ひ

の結果、施術後に患者が半身不随麻痺、言語
障がい等の複数の障がいを発症、後遺症とし
て残ったことについて、医師の過失が問題と
なった医療過誤による損害賠償請求事件であ
る。最高裁は、民事訴訟における因果関係の
証明は一点の疑義も許されない自然科学的証
明ではなく、高度の蓋然性の証明で足りると

月の事故だったことから、事実上の推定を活用

し、原判決を破棄し、担当医師らの過失の有

し、テレビの欠陥を推定し、さらにメーカーの

無を審理する原審に差し戻した。本判決は、

過失をも推定したものである。

直接的には医療過誤訴訟における因果関係の

参考判例②は、製造から約６年間経過したテ

証明について判断を示したものであるが、よ

レビからの出火火災により１人が死亡した事故

り一般的に、民事訴訟における証明度の基準

で、やはり事実上の推定を活用し、メーカーの
不法行為責任を認めたものである。本判決も本

（高度の蓋然性の基準）を確立したリーディン
グケースとされているものである。

件室外機が設置されてから２年 10 カ月の事故
であることや通常の使用方法と異なる使用方法
はなかったことから、事実上の推定を活用し
メーカーの製造物責任を認めたものである。
なお、最近の製品からの発火事故の判例は次
のものが挙げられる。
・参考判例③は、電気式床暖房製品から出火し
たもので、責任肯定
・参考判例④は、ノートパソコンから出火、責
任肯定
・参考判例⑤は、電装部品から出火、責任肯定
・参考判例⑥は、輸入布団乾燥機から出火、責
任肯定
・参考判例⑦は、自動販売機からの出火かが問
題となったが、放火の可能性があるとして責
任を否定
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①大阪地裁平成６年３月29 日判決
（
『判例時報』
1493 号 29 ページ）
②大阪地裁平成９年９月18日判決
（
『判例タイム
ズ』
992 号 166 ページ）
③東京地裁平成 27 年３月30日判決
（
『判例時報』
2269 号 54 ページ）
④神戸地裁平成 27 年３月24 日判決
（LLI/DB）
⑤東京地裁平成 25 年 10 月９日判決
（LLI/DB）
⑥大阪地裁平成 25 年３月21日判決
（LLI/DB）
⑦東京地裁平成28年８月５日判決
（
『判例タイム
ズ』
1446 号 237 ページ）
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