
（１）消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」といいます。）は、消費者事故から教訓を得て、
事故の予防・再発防止のための知見を得ることを目的に設立されました。「誰が悪い」ではなく、
「なぜ事故が起きたのか」、「どうすれば同じような事故が防げるのか」を考える組織です。
事故の原因には様々なものがありますが、単に機械に不具合があったか、法令等に違反していた
かといったことだけではなく、実際に使われる環境や人間の行動特性にも目を向けて、幅広い視
点から科学的、客観的な調査を行っています。

（２）調査委員会は、平成24年10月１日の発足から４年となります。これまでの４年間に、エス
カレーター事故、ガス湯沸器事故、エレベーター事故、機械式立体駐車場事故など11件の事案を
事故等原因調査等の対象として選定しました。そのうち、９件の事案について最終報告を行い、
関係行政機関に事故の再発防止策を提言しました。現在は、体育館の床から剝離した床板によ
る負傷事故及び家庭用コージェネレーションシステムの事案について調査を行っています。

（３）調査委員会では、「消費者安全調査委員会の動き」を発行し、会議情報のほか、委員のコラ
ムや申出事案に対して情報収集を行った中から事故防止のために参考となる情報をお知らせして
います。

「消費者安全調査委員会の動き」は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。

http://www.caa.go.jp/csic/action/index4.html

（４）これまでに最終報告を行った各事案のポイントについて、以下で御紹介します。

案件 経過

調
査
を
終
了
し
た
事
案

ガス湯沸器事故（東京都内） 平成26年１月評価書公表とともに経済産業省に意見

幼稚園で発生したプール事故（神奈川県内） 平成26年６月報告書公表とともに内閣府、文部科学省及
び厚生労働省に意見

機械式立体駐車場事故 平成26年７月報告書公表とともに消費者庁及び国土交
通省に意見
平成27年１月解説書公表

家庭用ヒートポンプ給湯機の事案 平成26年12月報告書公表とともに消費者庁、公害等調
整委員会、経済産業省及び環境省に意見

エスカレーター事故（東京都内） 平成27年６月報告書公表とともに消費者庁及び国土交
通省に意見

毛染めによる皮膚障害 平成27年10月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労
働省に意見

子供による医薬品誤飲事故 平成27年12月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労
働省に意見

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故 平成28年７月報告書公表とともに消費者庁、厚生労働省、
経済産業省及び国土交通省に意見

エレベーター事故（東京都内） 平成28年８月報告書公表とともに国土交通省に意見

調
査
中
の

事
案

体育館の床から剝離した床板による負傷事
故

平成27年９月テーマ選定

家庭用コージェネレーションシステムの事案 平成27年11月テーマ選定
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消費者安全調査委員会のこれまでの活動
平成28年９月版

消費者安全調査委員会



ガス湯沸器事故（平成26年１月評価書公表）

【事案の概要】

平成17年11月27日、東京都内の３階建て住宅において、風呂に給湯するためにガス湯沸
器１を使用したところ、不完全燃焼による一酸化炭素が発生した。翌28日、居住者であるＡ氏
（18歳、男性）の死亡が確認され、また、その兄であるＢ氏（24歳、男性）も重症を負った。

当該ガス湯沸器の電源プラグは、普段使用していたコンセントから抜けていた。正常であれ
ば安全装置によって点火・燃焼しないはずであったが、排気ファンが回転しない状態でもガス
が燃焼するよう、パロマサービスショップ２のサービス員により改造されていたため、一酸化
炭素が発生したものであった。

同様の改造が原因であると特定されている事故として、昭和60年から平成17年までの21
年間で15件（死亡18名、重症２名、軽症13名）が確認されている。

【事故発生に至った経過】

（１）設計面から見た要因
○本件機種が開発されるまでの過程において、より安全な製品を目指して製品開発が推進さ
れてきたが、その過程でサービス員が改造しやすい構造となっていることが見落とされてい
た。
○フェイル・セーフ対策がなされなかったなど、現在の設計の考え方に照らせば十分な安全
対策ではなかった。

（２）本件改造が行われた要因
○従前の製品の知識等を持ち合わせた者であるならば、本件改造を思い付く可能性があった。
○電源プラグがコンセントに接続されていなかったり、停電したりした場合にもたらされる
結果の危険性について、現場のサービス員まで十分に浸透していなかったと考えられる。

（３）長期にわたり事故が発生し続けた要因
○他に改造事例がないかの点検・改修、広く消費者に危険性を伝えるといった積極的な対応
がなされなかったことが、事故が発生し続け、本件事故に至った要因の一つと認められる。

本事案の評価書（最終報告）は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140124_honbun.pdf

○安全制御回路の故障で点火しなくなったガス湯沸器について、
安全制御回路を迂回して点火できるよう改造が行われていた。
○配線ウを、端子bから端子aに結線を変更したことで、安全制
御回路が無効化され、排気ファン停止時でもガスが燃焼した。
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１ 当該機器は、パロマ工業株式会社が製造して旧株式会社パロマが販売した強制排気式半密閉型ガス瞬間湯沸
器（本書では「ガス湯沸器」という。）である。なお、パロマ工業株式会社と旧株式会社パロマは、平成23年
に合併し、現在の株式会社パロマとなったが、本書では、これらを総称して「パロマ社」という。

２ パロマ社全商品のアフターサービス（修理、点検など）を行う修理代行契約を締結した修理業者



【本件事故発生後の対策】

平成18年７月14日に経済産業省からパロマ社に対して点検・改修の指示がなされ、消費者

への注意喚起とともに、点検・改修が進められた。その後、経済産業省は、本件機種を回収す

るよう緊急命令を発動した。

そのほか、ガス消費機器製造時の技術上の基準の見直し、安全装置の機能の変更を伴う工事

に係る規定の見直し等の制度改正が行われた。また、重大製品事故情報報告・公表制度の創設、

関係機関間の情報共有・分析体制の強化、点検・調査等の拡充、長期使用製品安全点検制度の

施行といった安全対策がとられた。

【調査委員会の意見（要旨）】

調査委員会は、経済産業省が行った調査結果とその後の対策の状況を消費者安全の見地から

検証し、本件事故後にとられた再発防止策についておおむね妥当なものと認め、現時点で更に

必要と考える対策について経済産業大臣に次の意見（要旨）を述べた。

経済産業省は、以下の点について、関係工業会等によるガイドラインの作成を通じたルール

化を図り、適切に周知徹底等が行われるよう、関係工業会等を指導すべきである。

・現場で作業を行う者に対して、改造禁止についての周知徹底を図る。

・改造等によって消費者の生命を脅かす重大な結果が引き起こされる可能性がある場合等は、

その重大な結果を含めて、現場の作業者に周知徹底を図る。

・サービス事業者が、現場における対応策の判断が付かない場合に、製造事業者等に確認でき

るルートを明確にする。

【その後の動き】
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経済産業省が一般社団法人日本ガス石油機器工業会に対して、ガス湯沸器の安

全対策への取組として、所要の対策を講ずるよう要請し、これを受け、同工業会

では以下の対応がなされた。

○ガス湯沸器について、同工業会の会員作成のサービスマニュアル等へ「重大製

品事故に至るおそれがあるため改造を禁止する」旨を記載した。同工業会団体規

格にも同事項を記載し、他のガス温水機器についても記載した。

○ガス湯沸器については、同工業会の会員が製造する全ての機器の本体に「改

造・分解禁止」を表示した。また、同工業会団体規格にも同事項を記載し、他の

ガス温水機器についても表示した。

○過去に発生したガス温水機器による主な重大事故について、研修等において現

場作業員への周知を行っている。

○現場における対策の判断がつかない場合の確認ルートとして、修理作業員の講

習時の資料及びサービスマニュアル等にも問合せ先を記載している。



幼稚園で発生したプール事故（平成26年６月報告書公表）

【事案の概要】

平成23年７月11日、神奈川県内の幼稚園で行われていたプール活動中に、当該幼稚園の3
歳の男児（以下「男児」という。）がうつ伏せに浮いているのが発見された。男児は担任教諭
によってすぐにプールから引き上げられ、近接のクリニック（園医）に運ばれ、そこから救急
搬送されたが、その後、搬送先の病院で死亡が確認された。

【原因】

本件事故については、映像記録など客観的な証拠がなく、また、関係者の口述からも、男児
が何をきっかけに溺れたのかを断定することはできなかった。

しかし、男児の溺水が死亡につながった原因として、（１）プール活動中の園児の監視体制
に空白が生じたために発見が遅れたこと、（２）当該幼稚園において、一刻を争うような緊急
事態への備えが十分ではなく必要な救命処置を迅速に行えなかったことが可能性として考えら
れる。

【幼稚園等でプール活動等を行う際の留意事項】

調査の中で次の安全に関する事項が判明した。幼稚園等でプール活動等を行う際は、これら
のことに留意して実施することが望ましい。

○浅い水深であっても水の中に鼻と口が水没すると溺死するリスクを有している。
○溺れるときには、溺れ始めの時点から、周囲に助けを求めたり、水音を立ててもがいたりす
ることなく静かに溺れることがある。
○監視を行う場合、動いていないものは認知しにくい。したがって、静かに溺れる者を発見す
るためには、監視者は監視に専念すること、また、規則的に目線を動かしながら監視すること
等が必要である。
○意識を失っている者や重症を負った者等の救急患者を発見した場合、直ちに119番通報を行
い、救急医療に対応した病院に運ぶべきである。一般の診療所や小規模の病院は、本件事故の
ような救命処置が必要な救急患者に対して、迅速かつ十分な処置を行うことができるとは限ら
ない。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/140620_houkoku_honbun1.pdf
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【調査委員会の意見（要旨）】

１．文部科学省、厚生労働省及び内閣府は、幼稚園等でのプール活動・水遊びに関し、次の
（1）及び（2）の措置を講ずるよう地方公共団体及び関係団体に求めるべきである。
（１）プール活動・水遊びを行う場合には、適切な監視・指導体制の確保と緊急時への備えと

して次のことを行うよう幼稚園等に対して周知徹底を図る。
①監視体制の空白が生じないように、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて

配置し、また、その役割分担を明確にする。
②教職員に対して、監視を行う際に見落としがちなリスク等について事前教育を十分に行う。
③教職員に対して、応急手当等について教育の場を設ける。また、緊急事態への対応を整理

し共有しておくとともに、日常において訓練を行う。
（２）幼稚園等への啓発を通じて、プール活動・水遊びを行う場合に、幼児の安全を最優先す
るという認識を管理者・職員

が日頃から共有するなど、幼稚園等における自発的な安全への取組を促す。
２．文部科学省、厚生労働省及び内閣府は、幼稚園等で発生したプール活動・水遊びにおける

重大な事故について、幼稚園等に対して事故情報の共有を図るべきである。
３．文部科学省は、幼児のプール活動・水遊びにおける事故防止のための具体的な手法につい

て情報提供を行うべきである。
４．文部科学省は、上記対策の趣旨を踏まえ、小学校低学年におけるプール活動・水遊びの安

全確保に取り組むべきである。

【その後の動き】
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○文部科学省、厚生労働省及び内閣府は、地方公共団体や関係団体等に対して、
プール活動・水遊びを行う場合の事故防止に取り組むよう通知を発出した（平
成27年５月等）。

○内閣府、文部科学省及び厚生労働省は、教育・保育施設等における重大事故
の再発防止策のため、これらの施設等における重大事故の報告様式などを定め
た通知を地方公共団体に発出し（平成27年２月）、内閣府において、重大事故
について集約を行い、データベースを公表している（平成27年６月～）。

○文部科学省は、水遊びにおける事故事例、水遊び事故を防ぐための対策も記
載した指導参考資料を作成し（平成27年４月）、幼稚園、認可保育所及び認定
こども園等に配布した。

○調査委員会は、関係省庁が意見を受けて発出した上記通知の内容の周知状況、
具体的な取組状況の実態調査（約400箇所を対象とした電話調査）を行った。
その結果、通知の内容が周知されていない現場（通知が届いていない、通知の
内容を確認していない、又は分からない施設）が、回答のあった施設全体の
14％程度みられた。また、通知の内容が周知されている現場（通知を受け取り、
内容を確認している施設）であっても、その15％程度の現場においては、調査
委員会意見の内容（上記1.（1）①役割分担の明確化、②十分な事前教育、③応
急手当等についての教育・訓練、（2）自発的な安全への取組）の一部しか実施
されていないことが明らかになった。
調査委員会はこの結果を公表するとともに、関係省庁に対し、周知を徹底し、
上記意見の内容の確実な実施を促すよう求め、対策が実施されていないところ
での事故の再発を危惧する旨、通知した（平成２８年５月）。

○内閣府、文部科学省、スポーツ庁及び厚生労働省は、地方公共団体や関係団
体等に対して、通知の内容の周知の徹底、意見の内容の実施の徹底を図るよう
再度通知を発出した（平成２８年５月）



【事故調査の概要】

機械式駐車装置（以下「駐車装置」という。）の設置実績は、平成25年３月末時点で累計
約54万基に上り、機械式立体駐車場における利用者等の死亡・重傷事故は、平成19年度以降
少なくとも26件（うち死亡事故は10件）発生している。

このような実態を踏まえ、調査委員会は、事故原因の究明と再発防止が必要であると判断し、
駐車装置内で発生した人や車の挟まれ事故等、６件について調査を行った。

事故の一例

【６件に共通した原因】

マンション等の日常の生活空間における実際の利用環境や人の行動特性が、設計段階で十分
に考慮されてこなかったため３ 、人と機械の動きを隔離する機能、緊急時に装置を停止できる
機能など、駐車装置が有するリスクを低減させる安全策が十分でなかったことが挙げられる。

上記リスク低減の取組が遅れた背景的要因の一つとして、製造者等において、事故が発生し
ても利用者の不注意や誤使用が原因とされてきたことがあると考えられる。

【解説編４について】

報告書で行った分析の考え方（どのような人が利用するのか、どのような環境で利用するの
かといったことを十分に考慮した上で、リスクを評価することが重要であること等）を機械全
般の設計に役立てることができるよう、具体的な分析の流れに沿って解説したもの。

本事案の報告書及び解説編は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
報告書：http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/6_houkoku_honbun.pdf
解説編：http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/6_kaisetsu.pdf

機械式立体駐車場事故（平成26年７月報告書公表）

３ 駐車装置は、導入当初、大規模商業施設などで専任者が操作することを前提とする設計思想に基づいて開発さ
れてきたが、昭和60年代以降にマンション等に急速に普及したことに伴い、利用者が直接操作するようになった。
駐車装置は運転者以外の者（幼児等）が駐車装置内に立ち入らないことを前提として設計されている。自由に動き
回る幼児の特性などにより、利用者にとって製造者の想定どおりの操作が困難である状況や、想定とは異なる操作
を誘発する状況があった。

４ 平成27年１月公表。
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【調査委員会の意見（要旨）】

国土交通省及び消費者庁は、機械式立体駐車場の安全性を高めるための施策を進めるに当た
り、特に次の点について取り組むべきである。

１．国土交通大臣への意見
（１）制度面等の見直し

・安全性審査に係る大臣認定制度の見直しに当たっては、利用者の安全に十分に配慮した制
度とすること。

・公益社団法人立体駐車場工業会が技術基準の全面的な見直しを行う際、実際の利用環境や
人の行動特性も考慮したリスクの分析、評価など十分なリスクアセスメントを行い、平成
26年度中に改定するよう促すこと。また、製造者に対しても、各社の設計基準の整備、
見直しを促すこと。

・駐車装置の安全性に関する基準について、ＪＩＳ規格化について早急に検討を進めること。
・駐車場法が適用されない駐車装置についても、その安全性を確保するための法的な整備を

検討すること。
・製造者から利用者への安全に関する情報提供を確実にするための仕組みを検討すること。

（２）既存の設備への対応
（３）事故情報収集及び公開の仕組みの構築

２．国土交通大臣及び消費者庁長官への意見
（１）安全対策の検討・実施の推進（製造者、管理者及び利用者等による協議の促進等）
（２）安全利用の推進（教育訓練の実施の促進等）
（３）注意喚起の実施

【その後の動き】
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○駐車場法施行規則の改正（平成26年７月公布、平成27年１月施行）により、
大臣認定の要件として新たに駐車装置の安全性についての基準が加わるとともに、
認定の有効期限が設けられた。

同規則の定める大臣認定基準については、平成26年12月に告示がなされた。
公益社団法人立体駐車場工業会は、同規則に基づく安全性審査の登録認証機関と
して、上記大臣認定基準に依拠した安全認証基準を公表した。

○公益社団法人立体駐車場工業会は、技術基準を平成27年4月に改定するほか、
機械式駐車設備の安全規格・JIS原案作成委員会を設置し、JIS原案を取りまとめ、
JIS規格化を予定している。

○国土交通省ウェブサイトでは、機械式立体駐車場における事故の情報提供が行
われるようになった。

○国土交通省及び消費者庁は、国土交通省のガイドラインに基づき、既設の駐車
装置について、関係主体が「協議の場」を設け、連携・協働して安全対策に取り
組むこと等について、関係団体に要請を行った。

さらに、平成28年9月に「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン
の手引き」を公表するとともに、消費者庁及び国土交通省の連名で、関係団体に
対して、安全対策及び適正利用の推進の要請を行った。

○国土交通省、消費者庁及び公益社団法人立体駐車場工業会は、機械式立体駐車
場での事故について注意を促すシール、チラシ、ポスターを作成し配布している。



家庭用ヒートポンプ給湯機の事案（平成26年12月報告書公表）

【事案の概要】

群馬県に在住するＡ氏（50歳代男性）は、平成21年２月頃、不眠、頭痛、めまい、吐き気
等を発症した。同年５月頃、Ａ氏の配偶者Ｂ氏（50歳代女性）も同じような症状を訴えた。
これらの症状は、隣家の敷地内（自宅から約２ｍ離れた場所）に設置されている家庭用ヒート
ポンプ給湯機（以下「ヒートポンプ給湯機」という。）から生じる低周波音と思われる運転
音・振動によるものである、として、平成24年10月、Ａ氏及びＢ氏は調査委員会に事故等原
因調査等の申出を行った。

【結論】

本事案については、以下の点などから、ヒートポンプ給湯機の運転音が申出者の健康症状の
発生に関与していると考えられる。なお、運転音に含まれる低周波音については、申出者の健
康症状の発生に関与している可能性があると考えられる。
①隣家にヒートポンプ給湯機が設置された当初から健康症状が現れ、ヒートポンプ給湯機が電

気温水器に交換されてからは健康症状が治まっている。
②申出者が訴える、場所による症状の程度の違いと、現地での音測定で得られた各場所での

ヒートポンプ給湯機の運転音に含まれる低周波音の違いに対応関係が認められた。

健康症状の発生に影響する可能性がある因子としては、ヒートポンプ給湯機から生じる運転
音のほか、設置状況、住宅固有の音の伝搬特性、個人因子があり、これらが健康症状の発生に
複合的に関与している可能性が考えられる。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/2_houkoku_honbun.pdf
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ヒートポンプ給湯機の概略図

申出者が症状が重いと感じる場所での調査結果

申出者が症状が比較的軽く感じる場所での調査結果

● ヒートポンプ給湯機停止時
● ヒートポンプ給湯機運転時

環境省が示す参照値

聴覚閾値
(ISO389-7:2005)

40Hz 49dB

● ヒートポンプ給湯機停止時
● ヒートポンプ給湯機運転時

聴覚閾値
(ISO389-7:2005)40Hz

測定器影響



【調査委員会の意見（要旨）】

１．リスク低減のための対策
①経済産業省は、住宅事業者や設置事業者へ据付けガイドブック５の説明及び普及を促進

するよう、一般社団法人日本冷凍空調工業会を指導すること。
②経済産業省は、設置状況によっては運転音に起因した健康症状を訴える者が生じる可能性

があることが、消費者に伝わるよう、製造事業者を指導すること。
③経済産業省は、低周波音の更なる低減等に向けて、製品開発を行う際に配慮するとともに、

低周波音の表示の在り方について検討を行うよう、製造事業者を促すこと。
④環境省は、低周波音の人体への影響について、一層の解明に向けた研究を促進すること。

２．健康症状の発生時の対応
⑤経済産業省は製造事業者に対して、個々の事案に対して丁寧な対応に努めるよう、指導す

ること。
⑥消費者庁は、苦情相談への対応方法を地方公共団体に周知すること。
⑦環境省は、現場での音の測定値が参照値以下であっても慎重な判断を要する場合がある

ことを、一層明確に周知すること。
⑧公害等調整委員会は、紛争となった場合の地方公共団体における適切な公害苦情対応に

ついて検討を行い、地方公共団体に対して指導、助言を行うこと。

【その後の動き】
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５ 一般社団法人日本冷凍空調工業会「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」（平成23年発行）。
据付け場所の選定ポイントとして、以下の３点を示している。

（１）お客様および隣接するご近所様の寝室の傍は避ける。
（２）ヒートポンプユニットの近辺（上方向含む）に窓や床下通風口等の音の侵入口があれば極力距離をとる。
（３）ヒートポンプユニットの周囲に極力スペースを設け、壁や塀で音が反射しないように工夫する。

○一般社団法人日本冷凍空調工業会は、据付けガイドブックの普及促進を図るた
め、「ガイドブック普及促進ＷＧ」を設置し、平成27年11月末時点で同工業会
会員企業の流通経路を中心に約８,８００部を配布。加えて、据付けガイドブック
の簡易版に当たるチラシを作成して配布。また、スマートフォン・タブレット等
での閲覧を可能とする対応を実施。今後、普及の効果を確認予定。

○製品カタログへの注意喚起表示については、一般社団法人日本冷凍空調工業会
が自主基準案を策定し、平成27年末までに製造事業者１社を残して変更が完了。

○一般社団法人日本冷凍空調工業会が「低周波音の低減と表示の在り方ＷＧ」を
設置し、低周波音の低減及び表示の在り方について情報収集及び検討を実施中。

○環境省は、低周波音の人体への影響について最新の科学的知見の収集中。

○健康症状発生時の対応について、経済産業省は、一般社団法人日本冷凍空調工
業会において各社の対応状況や問題点の検討を行った上で、対応フローを作成中。
消費者庁は、地方公共団体等に対して、相談対応にあたっての参考資料（相談者
に伝えるべき基礎知識と問題解決に向けた手段について）を送付。公害等調整委
員会は、地方公共団体等に対して、公害苦情事例の取りまとめをし、情報提供を
行った。

○環境省は、地方公共団体に対して、参照値の取扱いについての再周知を行った。

○平成２８年４月開催の第４３回調査委員会において、経済産業省、消費者庁、環境
省及び公害等調整委員会からヒアリングを実施



エスカレーター事故（平成27年６月報告書公表）

【事案の概要】

平成21年４月８日、被災者（当時45歳、男性）は、東京都内複合ビル２階の飲食店で飲食
後、同店入口を背景に同僚と記念撮影した。同僚が撮影後の後片付けをしている間、被災者は
背面に設置されているエスカレーター乗降口方向に一瞬顔を向け、後ろ向きにニュアル部の前
まで移動して立ち止まった。その後、下降運転中の本件エスカレーターのハンドレールに後ろ
向きに臀部付近が接触し、被災者の体がハンドレールの上に持ち上がった。被災者は、左足が
ハンドレールと２階の吹き抜け面に設置された転落防止柵との隙間に挟まれ、傾斜部分に引き
ずられた後、吹き抜け部分から約９ｍ下の１階に転落し、その後、死亡が確認された。

【結論】

本件事故と同種又は類似の事故の再発を防止する観点から、本件事故発生の要因の一つと考
えられるハンドレールへの接触による人体の持ち上がりの可能性及びエスカレーター側面から
の転落の可能性６について調査を行った。

ハンドレールへの接触による人体の持ち上がりの可能性については、一定の条件を設定した
コンピューターシミュレーションによる検証を行った。その結果、後ろ向きに不意に接触した
場合、ハンドレールへの接触には、体勢を不安定にさせ、場合によっては人体が持ち上がる可
能性が存在していることが確認された。

本件エスカレーターは、事故当時、建築基準法関係法令等及びJEAS（一般社団法人日本エ
レベーター協会基準）に規定された安全対策が行われていたことが認められたが、本件事故の
ようなエスカレーター側面からの転落を防止する対策は講じられていなかった。その背景的要
因として、関係行政機関及び関連事業者等の多くが、エスカレーター側面からの転落事故をエ
スカレーター本体や周辺部の構造に起因するものではないと判断しているものと考えられる。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/150626_honbun.pdf

６ 転落事故は主として商業施や複合ビル等で発生しており、重大な事故に至る可能性が高く、かつ成人の事故と
比べて幼児・少年の事故が多いことが確認された。 10



【調査委員会の意見（要旨）】

１．国土交通大臣への意見

（１）制度面の見直し
① エスカレーター側面からの転落防止対策
・転落事故が発生した場合に重大な事故に至る可能性が高いエスカレーターについて、ガイ

ドラインを策定するとともに、関連事業者による遵守を徹底させること。また、その効果
について検証し、十分な実効性が確保されない場合には、法的整備も含めた更なる対策を
検討すること。

・一般社団法人日本エレベーター協会に対し、転落防止のための具体的な方策と技術的な仕
様等の統一的な基準の整備を促すこと。

② ハンドレールへの接触予防対策
・一般社団法人日本エレベーター協会に対し、ハンドレールへの接触予防対策について、そ

の標準化に向けた検討を促すこと。

（２）事業者への指導
・関連事業者に対して、人がエスカレーターのハンドレールに接触し、持ち上がり、転落す

る危険性について周知徹底すること。
・各施設の所有者・管理者に対し、人のエスカレーター側面からの転落防止対策及びハンド

レールへの接触予防対策を積極的に講じるよう促すこと。
等

２ 国土交通大臣及び消費者庁長官への意見
関連事業者等と連携・協力し、利用者に対してエスカレーターの安全な利用方法を守るこ

とが重要であること等について、具体例を挙げながら必要な情報提供を行うこと。

【その後の動き】

11

○国土交通省は、社会資本整備審議会において、エスカレーターの転落防止対策に
ついて、ガイドライン策定の必要性や建築基準見直しの要否を含め平成27年９月
に検討を開始し、平成28年度中をめどに取りまとめを行う予定。

○消費者庁は、エスカレーター事故の防止のため、地方公共団体に対して消費者啓
発の取組を求めるとともに（平成27年６月）、消費者に対して、エスカレーター
の安全な利用方法等に関する情報提供（「エスカレーターでの事故に御注意くださ
い！」）を行っている（平成27年７月）。

○関連事業者等による取組として、鉄道事業者等では、「みんなで手すりにつかま
ろう」キャンペーンが実施されている（後援：国土交通省、消費者庁）ほか、独立
行政法人国民生活センターや一般社団法人日本エレベーター協会によるエスカレー
ターの安全な利用方法等に関する情報提供が行われている。



【事案の概要】

消費者庁の事故情報データバンクには、毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登
録されている。

毛染めによる皮膚障害の多くは接触皮膚炎であり、その直接的な原因はヘアカラーリング剤
である。ヘアカラーリング剤の中でも酸化染毛剤は、特にアレルギー性接触皮膚炎を引き起こ
しやすい。このように、毛染めによる皮膚障害は、直接的な原因が明らかであるにもかかわら
ず継続的に発生している状況にある。

○事例（50歳代 女性） ○ヘアカラーリング剤の種類

【原因評価（要旨）】

１．消費者側の原因評価

毛染めによるアレルギーのリスクに関して正しい知識が伝わっておらず、消費者の適切な行
動に結び付いていないことが考えられる。インターネット調査の結果においても、①セルフテ
ストを実施したことがない消費者が７割以上を占め、②軽微なかゆみや痛みを無視して毛染め
を続けるうちに重篤な症状が現れた事例が散見されるなど、消費者は、リスクを回避するため
の行動をとるまでには至っていない。

調査において、毛染めを行っている消費者のうち４割近い者は、毛染めによってアレルギー
の症状が現れる可能性があることについて知らず、また、アレルギーについては、それまで異
常を感じることなく毛染めをしてきても、突然発症することがあるが、「症状が現れない人は
ずっと無症状のままだと思う」との回答が約４割みられた。このように、毛染めに関するアレ
ルギーの基本的な知識を有していない消費者が存在することが認められる。

また、消費者が被害の程度を過小に評価している可能性や、自分はアレルギーにならないだ
ろうと思い行動する可能性も考えられる。

２．理美容師側の原因評価

理美容師の多くは、リスクを回避しようとしていると考えられるが、リスク回避の重要性を
認識していても、48時間を要するセルフテストの実施を強く勧めたり、毛染めの最中に異常
を感じた場合に施術を中断したりするなど、顧客の要望に反する対応をとることが困難な状況
にあることが考えられる。また、インターネット調査において、「カラーリング剤で痛みやか
ゆみ等を感じることは珍しくないので、施術を続ける」という回答が7.0％あり、中にはリス
クを十分に認識していない者もいた。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku.pdf
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毛染めによる皮膚障害（平成27年10月報告書公表）



【調査委員会の意見（要旨）】

１．消費者庁長官及び厚生労働大臣への意見

消費者が酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等を理解し適切な行動がとれるよう、以
下の事項について様々な場を通じて継続的な情報提供を実施すること。

①酸化染毛剤やアレルギーの特性
・ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化

染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
・人によってはアレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
・これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちに

アレルギー性接触皮膚炎になることがある。
・アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くな

り、全身症状を呈することもある。
・低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレル

ギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。
②対応策等
・消費者は、セルフテストを実施する際、テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48

時間後の観察が必要であること、絆創膏(ばんそうこう)等で覆ってはならない（感作を
促す等のため）ことに留意すべき。

・酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触
皮膚炎の可能性があるため、消費者は、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

２．厚生労働大臣への意見

（１）製造販売業者及び関係団体への周知徹底等
製造販売業者が消費者に対し、消費者にリスクを回避するための行動を促すため、酸化染

毛剤やアレルギーの特性、対応策等を伝えること。
（２）理美容師への周知徹底等

理美容師が、１．に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識
として身に付けるとともに、毛染めの施術に際しては、コミュニケーションを通じた顧客等
への情報提供等を行うよう、関係団体に対し、様々な機会を捉えて繰り返し学習する機会を
設けるなどにより、理美容師に対して継続的に周知するよう促すこと。

（３）セルフテストの改善の検討
消費者が実施しやすいセルフテストの方法等の導入の可能性を検討すること。

【その後の動き】
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○厚生労働省は、地方公共団体や関係団体に対して、毛染めによる皮膚障害の重篤
化防止に取り組むよう通知を発出している（平成27年10月）。
○上記通知を受けて、日本ヘアカラー工業会では、染毛剤の使用説明書等に関する
自主基準を改正して、染毛剤によるアレルギーのリスクについて、消費者に分かり
やすく伝わるよう具体的に記載すること等を追加し（平成28年７月）、厚生労働
省は、地方公共団体に対して、同自主基準の周知を求める通知を発出した（平成
28年７月）。
○消費者庁は、消費者庁ウェブサイト（「毛染めによるアレルギーに御注意！」）
に関連情報を掲載するなど、消費者への情報提供を行うとともに、地方公共団体に
対して、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について、消費者への情報提供
を求めている（平成27年10月）。



【事故の発生状況】

子供による医薬品等の誤飲事故情報の件数は、平成18年以降増加傾向にある。特に、一般
用医薬品等に比べて、医療用医薬品の誤飲が増加する傾向がある。平成26年１月～12月に公
益財団法人中毒情報センターが収集した５歳以下の子供の医薬品等誤飲事故情報8,433件のう
ち、症状を有したものは849件であった。

図 ５歳以下の子供の誤飲事故情報件数

（公益財団法人中毒情報センターが収集した情報に基づき調査委員会が作成）

【結論（原因）（要旨）】

１．誤飲事故が発生した状況

子供による医薬品の誤飲については、①医薬品の置き忘れや一時保管していた場所から子供
が医薬品を手に取って誤飲する事故や、②手が届かない、目に触れないはずの保管場所から子
供が取り出し誤飲する事故が確認された。後者については、保護者の想像を超えた子供の行動
による誤飲事例もあった。

２．子供の成長と誤飲の関係

これらの事故には、子供の成長に応じて①身近にあるものを何でも口に運ぶ、②周囲への興
味や関心が高まり人の模倣をする、③興味を持って好んで取るなど、子供の年齢や発達段階に
よって変化する行動特性が影響していると考えられる。

３．誤飲事故発生の背景

また、誤飲事故について保護者に十分に認知されていないことや、子供が容易に包装容器を
開封できることが事故発生の背景要因となっていると考えられる。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/7_honbun.pdf
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子供による医薬品誤飲事故（平成27年12月報告書公表）



【調査委員会の意見（要旨）】

１．厚生労働大臣への意見
（１）チャイルドレジスタンス7包装容器の導入

厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、包装容器による対策について次の取
組を行うこと。
①子供には開封しにくく、中高年には使用困難ではない包装容器の実現可能性を示した本

調査結果も踏まえ、チャイルドレジスタンス包装容器の標準化を始めとする導入策を
検討すること。

②チャイルドレジスタンス包装容器の導入に際しては、調査委員会の調査結果や海外での事
例を参考に、対象とする医薬品の範囲、チャイルドレジスタンス包装容器に対する消費者
の理解醸成や補助具の利用促進といった補完策も含め、具体的な方策について、医療関係
者、服用者、子供や高齢者の安全、製品安全などの専門的な知見を持った者をそれぞれ加
えて十分に議論し進めていくこと。

（２）医療関係者を通じたリスク等の周知
厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、子供が誤飲して、重い中毒症状を呈

するリスクが高い医薬品を中心に、医薬品を処方及び調剤する医療関係者に対して、子供に
よる誤飲について保護者に伝わるように、地方公共団体及び関係団体を通じて、継続的に注
意喚起を行うこと。

（３）地方公共団体や関係団体を通じたリスク等の周知
厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、次の取組を継続的に行うよう地方公

共団体及び関係団体に求めること。
①子供による医薬品の誤飲事故の発生の可能性自体を認識していない保護者も少なくないこ

とから、医薬品の誤飲のリスクについて、子供の年齢や発達段階によって変化する行動特
性、子供による大人用医薬品の誤飲が多く発生し、入院に至るような重い中毒症状を呈す
ると考えられる向精神薬等の誤飲も発生していること等も踏まえ、できるだけ具体的なポ
イントを示しつつ、保護者に対して広く周知し、家庭での適切な管理を促すこと。

②子供による医薬品の誤飲に対する対処方法を知らない保護者が多いという実態に鑑み、保
護者に対して、子供による医薬品の誤飲事故が発生した場合に的確な対処方法の相談や指
示ができる機関に関する情報提供の徹底を図ること。

２．消費者庁長官への意見
消費者庁は、子供による医薬品の誤飲防止のため、保護者等に対して、１．（３）を内容

とする注意喚起を広く継続的に行うこと。

【その後の動き】
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７ 「チャイルドレジスタンス」の考え方は、「子供が扱いにくいということ」と、「大人が使用困難ではないということ」

を両立させた上で、子供のけがや事故を予防する製品の構造とする考え方である。

○厚生労働省は、地方公共団体に対して、保護者に対する注意喚起を継続して行う
ように通知を発出した（平成2７年12月等）。
○厚生労働省は関係業界に対し、医薬品・医療機器等対策部会での専門家の意見等
を踏まえ、子供が誤飲した場合には重い中毒症状を呈するリスクが高いことから特
に注意を要する医薬品を中心に、その包装容器について、子供による誤飲に対する
リスクマネジメントを実施し、標準設計の作成等を検討するよう通知を発出した
（平成２８年７月）。

○消費者庁は、地方公共団体に対し、子供による医薬品誤飲事故の防止のため、子
供による医薬品の誤飲のリスク、誤飲を防ぐための家庭での適切な管理、誤飲した
場合の適切な対処について、消費者庁の公表資料、独立行政法人国民生活センター
作成の啓発資料も参考にしながら消費者へ周知を行うよう、通知を発出した（平成
２７年１２月）。



【事案の概要】

ハンドル形電動車椅子は、主に歩行補助の必要性が高い高齢者の日常的な移動手段として使
用されている。こうした中で、ハンドル形電動車椅子を使用中の死亡・重傷事故は、平成20
年から平成26年までに51件発生している。

平成21年には、使用中に転落したこと等による重大な事故の対策として、ハンドル形電動
車椅子に関する日本工業規格（規格名称｢ハンドル形電動車いす｣。規格番号JIS T 9208）が
新たに制定され、平成22年以降、事故は減少したものの継続して発生している状況にある。
こうしたことから、調査委員会は、ハンドル形電動車椅子を使用中の事故への更なる対策が必
要であると判断し調査を行った。

【原因】

現地調査を行った事故（12件）を停止状態から発生した事故と走行中に発生した事故に分
類し、後者については、ハンドル形電動車椅子の登降坂性能を超える急坂での事故とその他の
平地での事故に区別し、それぞれについて、事故発生の原因又は要因を以下のとおり抽出した。
（１）発進待機中の意図しない発進により発生した事故に共通する原因

１箇所を１方向に軽く（手を乗せる程度）押すだけの簡単な発進操作機構
（２）平地を走行中の路外逸脱により発生した事故の要因

① 前輪近くの路面が見えにくいハンドル形電動車椅子の構造
② ハンドル形電動車椅子の直進走行性の低下
③ 運転者の身体の能力低下
④ 使用環境に関するリスクの認識不足
⑤ 路外逸脱後の事故回避が困難な使用環境

（３）下り坂を走行中に発生した事故の要因
① ハンドル形電動車椅子の登降坂性能を超える急坂での使用
② ハンドル形電動車椅子のアラーム機能の欠如
③ ハンドル形電動車椅子の整備不良
④ ハンドル形電動車椅子の手動ブレーキ操作技能不足
また、超高齢社会における事故の多発防止のための課題調査結果から、電動車椅子と歩行者

との接触事故の発生を確認した。
上記３つの事故態様及び歩行者との接触事故に共通する事故要因として、運転に必要な知識

と危険回避に必要な技能の不足を確認した。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/9_houkoku_honbun.pdf
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ハンドル形電動車椅子を使用中の事故（平成28年７月報告書公表）

○ハンドル形電動車椅子 ○事例（ハンドル形電動車椅子とともに路外逸脱し工事穴に
転落 95歳男性）

手を軽く置くと動き、離せば止まる。

電動車椅子の転落位置



【調査委員会の意見（要旨）】

１ 経済産業大臣への意見
（１）ハンドル形電動車椅子の設計・販売に関するリスク低減策の実施

① 発進操作機構の改善
② 前方構造の改善
③ 使用環境の確認強化
④ 踏切道の走行に関する禁止行為又は注意事項の製品表示
⑤ 踏切道の単独走行を想定したリスクアセスメントの実施
⑥ 使用環境に適合した製品の提供

（２）ハンドル形電動車椅子の保守点検に関するリスク低減策の実施
① 点検項目（製品の直進方向性）及び点検周期に関する標準化を図るよう事業者の指導
② 定期点検の実施促進

（３）ハンドル形電動車椅子の安全に関する研究の促進
① 転落リスクの自動検知機能及び自動停止機能の研究の促進
② 衝突リスクの自動検知機能及び自動減速機能の研究の促進
③ 登降坂性能向上のための研究の促進

２ 厚生労働大臣への意見
（１）ハンドル形電動車椅子の運用に関するリスク低減策（運転者の身体の能力及び運転適性

の確認強化）の試行

（２）ハンドル形電動車椅子の貸与時に関するリスク低減策の実施

３ 国土交通大臣への意見
「高齢者等による踏切事故防止対策検討会」（国土交通省）から示された対策を早急に実施

することに加え、脱輪した場合でも自走で踏切道へ復帰できるような踏切道側部の構造等を検
討すること。

４ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官への意見
運転に必要な知識教育と危険回避に必要な技能訓練の実施

５ 消費者庁長官への意見
消費者安全に関する司令塔として、関係省庁間の調整を行うこと。
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【事案の概要】
平成18年６月３日19時20分頃、被災者（16歳、男性）他１名は、東京都内の特定公共賃

貸住宅のエレベーター５号機に乗り、１階から12階まで移動した。12階に到着し、被災者が
降りようとしたところ、かご及び乗降口の戸が開いたままの状態でかごが上昇し、被災者が乗
降口の枠（三方枠）の上部とかごの床面の間に挟まれた。

非常用通報装置を通じて同乗者から連絡を受けた１階防災センターの職員は、19時31分に
東京消防庁へ通報した。被災者は20時10分頃に12階から救出され、病院に搬送されたが、
21時33分に死亡が確認された。関係機関によれば、死因は胸腹部圧迫あるいは体位性窒息と
のことであった。

なお、13階から同乗者を救出した後に、救助のために施していた巻上機の固定を解除した
ところ、エレベーター５号機のかごが上昇し最上部に突き当たり、停止した。

【結論（要旨）】
１．本件事故の分析の視点

「本質安全」と「制御安全」の考え方に基づく体系的な視点から分析を行った。

「本質安全」＝機械自体の構造や物理的特性などの性質により、安全を確保すること
「制御安全」＝センサー等を利用し安全を守るための制御技術を取り入れて危険を防ぐこと

２．本質安全の考え方に基づく機械機構
ばねの力で「止まる」仕組みであるのに、ブレーキの保持力が失われた状態となった。

３．本質安全の考え方に基づく保守点検
保守管理に係る設計、運用（保守管理に係る情報伝達、遂行、人材の質の確保）の全ての点

において不十分であった。

４．制御安全の考え方に基づくシステムの欠如
戸開走行保護装置等の設置の制御安全の考え方に基づいたシステムがなかった。

５．保守管理業務委託契約時における情報開示不足
保守管理に必要な技能や知識を有する適切な保守管理業者を選定することが困難であった。

６．エレベーター事故における初動体制・救助体制
事故情報の伝達、事前の救助方法の把握が正確であれば救出が早まった可能性がある。

本事案の報告書は、調査委員会のウェブサイトで公表しています。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/4_houkoku_honbun.pdf
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エレベーター事故（平成28年８月報告書公表）

○本件事故の状況（イメージ図） ○エレベーター５号機のブレーキの構造図

三方枠

事故発生箇所かごの床面

昇降路

かご

エレベーターのかご及び

乗降口の戸が開いた状態

でかごが上昇

（戸開走行）



【国土交通大臣への意見（要旨）】

１．保全性を確保した設計の徹底

２．適切な保守管理の実現
① 保守管理に関する情報の伝達についての措置の実施
② 情報に基づく保守管理の遂行のための措置の実施
・保守点検マニュアルへの必要な内容の記載を製造業者に促す
・国土交通省が、平成28年２月19日に公表した「昇降機の適切な維持管理に関する指針」

及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」（以下、あわせて「維持管理指針等」と
いう。）の周知・普及等と、それらの内容がより具体的かつ実務的なものとなるための
対応

・チェックすべきポイントについては写真や実測データ等をもって保守点検結果の報告が行
われるよう、維持管理指針等を周知普及等。

・保守管理業者によって以下の対応が確実にされるように必要な措置を講ずること
（ａ）不具合対応後に作成される作業報告書等への写真や実測データ等、不具合の状態が

分かるような記録の添付
（ｂ）保守点検員が不具合情報を取得し何らかの判断をした場合や、それに基づいて修理等

の作業を行った際の、その判断理由及び処置内容等の作業報告書等への記録
（ｃ）作業報告書等の保守管理業者から所有者・管理者への確実な提出
③ 保守点検員の技術力を担保するための措置の実施
・保守点検員として要求される技術力が担保されるように、必要な措置を講ずること
・エレベーターの仕様や機種に応じて保守点検員が継続的に知識を習得することができる

ように、必要な措置を講ずること
④ 指針等の周知・普及及び改善等の実施

３．既設のエレベーターに対する戸開走行保護装置の設置の促進
① 既設のエレベーターについて、戸開走行保護装置設置がどの程度進んでいるのかに関し、

平成21年の改正建築基準法施行令施行後の進捗状況を把握・分析すること
② 引き続き、設置が容易で確実な装置の開発支援や、所有者の意識の啓発など、戸開走行

保護装置の設置の普及促進のための対策を検討・実施すること
③ 所有者・管理者が、製造事業者及び保守管理業者の協力を得て、共に戸開走行保護装置

の設置に関する検討を行うよう、製造業者、保守管理業者及び所有者・管理者へ促すこと

４．所有者・管理者への働き掛け

５．緊急時の初動体制・救助体制確保に向けた取組の促進
① 製造業者に対して、手動ハンドル等の救助装置に関する情報が、保守点検員に確実に伝

達されるように促すこと
② 保守管理業者に対して、通報受信時の確認項目及び初動体制・救助体制等を定めた社内

マニュアルの整備並びに通報訓練等の実施を促すこと
③ 所有者・管理者に対して、通報受信時の確認項目を定めたマニュアル等の整備及び通報

訓練等を実施を促すこと
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終わりに（事故調査の視点と今後に向けて）

調査委員会の役割としては、個別の事故調査を通じて再発防止のための施策を関係省庁に提
言していくことだけではなく、身近に潜むリスクを消費者へ丁寧に伝えることや、幅広い事故
に応用できる知見を引き出すことも大事なことと考えています。

ガス湯沸器の事故は、改造という「特殊な事故」と捉えられがちですが、実際には、

昭和60年から平成17年までの21年間で15件の同様の事故が確認されました。報告書では、
本件事故に至った要因として、改造しやすい構造であったことや、広く消費者に危険性を伝
えるといった積極的な対応がなされなかったことなどを挙げていますが、保守・点検も見据
えた設計や、事故発生時の速やかな情報提供など、製品が長期にわたって使われることを意
識した安全の考え方が重要です。

機械式立体駐車場については、専門の操作員がいる施設と違い、マンションに設置

された場合には、利用者自らが、装置内の無人確認、機械操作、車の入出庫、同伴者の安
全確保を全て行うことになります。また、運転者以外の者が装置内に立ち入らない前提で
設計されていますが、幼児を連れて利用する場合には駐車装置内に幼児も一緒に入らざる
を得ないなど、使われる環境によって、危なさも変わってきます。駐車装置に限らず、専
門家の使用や業務用での使用を想定していた機械や製品が家庭に入ってくることもありま
す。その際は、同じような視点で注意が必要になってきます。

本件の調査中に、大変痛ましいことですが、類似の死亡事故が発生しました。調査を完
了する前であっても、身近でありながら気付きにくい危なさがある場合など、事故等の再
発防止のため情報を提供する必要がある場合には、情報を公表していきたいと考えていま
す。

幼稚園で発生したプール事故の報告書には、関係行政機関への提言のほかに、例

えば、「人が溺れた瞬間にもがく場合ともがかない場合があり、水難救助の専門家による
と、『ばたばた』ともがくことをしないで、動かず静かに溺れていることが多いと言われ
ている」といったことも記載しています。こうしたことは、例えば、家庭での入浴時にも
当てはまります。このような、身近でありながら気付きにくい危なさをお伝えすることも
調査委員会の役割の一つです。

家庭用ヒートポンプ給湯機の事案では、ヒートポンプ給湯機の設置と健康症状の

発生との関連性が否定できない中で、日常生活に支障を来すほどの症状が発生する方がいま
す。一方、普通の騒音問題と異なり、多くの方には感じられない（気にならない）ことが、
解決を難しくする一因となっています。報告書では、見えにくいリスクにも目を向け、でき
るだけリスクを下げる努力をするという発想から、単に運転音に規制をかけるのではなく、
設置の場所や、健康症状が発生した場合の対応も含めた、幅広いリスク低減策を提言しまし
た。

20



エスカレーター事故の報告書には、多くの方が日常的に利用するエスカレーターに

は、ハンドレールに不意に接触する可能性や、接触時に体勢を不安定にさせ、場合によって
は人体が持ち上がる可能性があることから、利用者が決められた使用方法を守っていれば安
全という考え方ではなく、様々な状況を想定して、事故の発生をより広く確実に予防する安
全対策を進めていくべきという消費者安全の考え方を込めました。

調査委員会では、今後とも、消費者安全の考え方や継続的な安全管理の取組の重要性が広く
社会で共有され、実践されるよう、幅広い視点で調査を行い、報告書を社会の共有財産として
残していきたいと考えています。
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毛染めによる皮膚障害の事案では、消費者がアレルギーに関する基本的な知識を

有していない、大きな皮膚障害になるとまでは思っていない、自分だけは大丈夫と考え毛染
めを続けているなどの事例を確認し、そうした消費者の意識や行動に着目して、正しい知識
を分かりやすく伝えるなど、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防止するための再発防止策の
提言を行いました。

ハンドル形電動車椅子は、主に歩行補助の必要性が高い高齢者の日常的な移動手段

として使用されており、こうした中で、ハンドル形電動車椅子を使用中の死亡・重傷事故
は、平成20年から平成26年までに51件発生しています。報告書では、現在の超高齢社会
における社会資本の在り方の課題、高齢者の行動特性、そして将来の社会についても考慮し、
再発防止に向けて必要な対策を意見しました。関係行政機関においても各種施策の検討・実
施に当たっては、来るべき将来を見据えた対応がなされる必要があると考えています。

エレベーター事故の報告書では、利用者の立場から、エレベーターが建築物の中に

あっても機械としての安全を確保すべき設備であることを重視し、機械の安全を確保するた
めの考え方である「本質安全」と「制御安全」という観点で分析を行いました。調査委員会
は、全てのエレベーターにおいて安全性が確保されなければならないと考えており、そのた
めには、設計、製造、運用（保守管理）などのあらゆる段階で、製造業者、保守管理業者、
所有者・管理者、行政等、社会全体が関与する必要があると考えています。

子供による医薬品の誤飲事故は毎年多く発生し、増加傾向にあります。子供が手

に取らないよう適切に薬を管理することは重要ですが、注意だけでは誤飲を防ぐことがで
きない場合があります。そのため、包装容器による対策を行い、子供が薬を手にしても子
供には開けにくいものに改良することが必要です。調査により、子供には開けにくいが、
高齢者など薬を飲むべき方には開けにくくないチャイルドレジスタンスの包装容器が実現
する可能性があると考えられること、チャイルドレジスタンスの判定を、機械による簡単
な測定で行うことができる可能性があることが分かりましたので、このことを踏まえて事
故防止のための提言を行いました。



消費者安全調査委員会は、平成24年10月に発足し、２期４年間活動してまいりました。

１年目及び２年目の委員会では、ガス湯沸器事故、機械式立体駐車場事故及び幼稚
園で発生したプール事故について、３年目の委員会では、家庭用ヒートポンプ給湯機
の事案及びエスカレーター事故について、４年目の委員会では、毛染めによる皮膚障
害、子供による医薬品誤飲事故、ハンドル形電動車椅子を使用中の事故及びエレベー
ター事故について、最終報告を行いました。

この間、ヒートポンプ給湯機の事案について関係行政機関のヒアリングを公開で実
施するなど、意見を出した関係行政機関の対応状況についてフォローアップを行いまし
た。意見後に十分な対応がなされたもの、対応が不十分と考えられるものがありまし
た。事故の再発防止のためには、意見の内容が実現されることが重要ですので、フォ
ローアップを行うことの重要性を感じるとともに、意見の在り方についても考える必要
があることを感じました。

調査委員会では、製品を作り、サービスを提供する側からの、従来の考え方や物の
見方から一歩踏み出し、消費者の安全という視点で、事故の再発防止策を提言してき
ました。そのために、実際に消費者がどのような使い方をするか、使う環境はどのよ
うなものか、消費者の行動・身体の特性はどうかということを考えてきました。また、
事故は、その原因が一つということはほとんどなく、様々な要因が複雑に絡んで発生
しますから、事故の直接のきっかけだけでなく、人間の意思決定や行動に与えた様々
な要因等の事故の背景的な要因も丁寧に分析することや、身近に潜む危なさや知識を
製品やサービスを提供する側も使用する側も共有するといった点などにも目を向けな
がら、議論を重ねてきました。そして、真に再発防止に資する対策を導くためには、責
任追及を目的としないことも大事なことと考えてきました。

不幸にも起きてしまった事故から真摯に学び、事故を繰り返さないために、一つ一つ
の事故の原因や経過を丁寧に調査分析する中で、最終的には、幅広い事故の防止に応
用できる普遍性のある知見を可能な限り引き出すことを目標の一つと考えています。例
えば、様々な要因が時系列的にどのようにつながって事故が発生したのかということ
を正しく調査分析することができれば、他の分野でどのような事故が起こり得るか、ど
のような防止策を採り得るかということや、同様の事故が起きた場合に次に何が起こり
得るかということを知ることができると考えています。

今後とも、これまでに取り組んできたことについて更なる充実強化を図り、調査委員
会の役割を十二分に果たしていくことが重要です。

消費者安全調査委員会

委員長 畑村洋太郎

消費者安全調査委員会のこれまでの活動
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委員会から最終報告書を出すとき、委員会で最後まで議論になるのが「意見」の
箇所です。委員会が、誰に対してどういう「意見」を出せば、事故の再発を防止でき、
社会安全が一歩進むのか。委員会ではこれを念頭に一言一句を議論しています。その
「意見」に対して、メディアの方々から「なぜ省庁に対して法規制を求めないのです
か？」と質問を受けることが多いです。事故が起きたらその原因をふさぐ法規制を毎回
作ることが、本当に適切なのでしょうか？規制緩和による経済活性化が騒がれる中で、
法規制を作る必要性も考える必要があると思っています。

消費者事故に関わる製品をいくつかの軸で整理してみたいと思います。まず、その
製品の管理者が誰なのか（大手企業か、中小企業や一般消費者か）、その製品を
製造・提供する事業者はどういう企業なのか（少数の大手企業か、多数の中小企業
か）です。管理者が大手企業で、製造・提供する事業者も少数の大手企業が中心で
ある場合、法規制は必要ないと考えています。報告書に原因と対策が明示されている
にもかかわらず、それを無視して事故が再発した場合、大手企業には重大な「ブラン
ド毀損」が生じます。彼等は自らのブランドを守るため、規制がなくともリスクを低減
する投資をします。事故予防にかける投資の方が、事故が起きたときに失うブランド
価値よりもずっと小さいからです。エスカレーターは、まさしくこういう事例です。

次は、管理者が一般消費者で、製造者が多数の中小企業、ただし、提供者は大手
企業が中心というケースです。たとえば衣料品。この場合にも、規制はあまり必要な
いです。大手のスーパーなどは同じようにブランド毀損を気にして、安全なものしか
仕入れなくなります。ただ、仕入れ先は多数の中小企業なので、安全基準が必要です。
これがJIS1などの標準に相当します。標準は規制ではありません。合意です。規制し
なくても合意にしたがって仕入れ基準が変わり、結果的にものづくりも変わるわけです。
子ども服の引きひもに関するJISができました。これは法規制を伴っていませんが、販
売店側の仕入れ基準変化によって、市場は一気に安全なものに切り替わりそうです。

第三は、管理者が一般消費者で、製造者が多数の中小企業、提供者も大手企業だ
けに限らないというケースです。使い捨てライターなどがこの事例です。こういう場合
には、法規制が必要です。規制するためには、安全基準も必要です。したがって、JIS
のような標準と、それを引用した法規制の双方を整備する必要があります。使い捨て
ライターの標準と法規制により、５歳未満の子どもの火遊びによる死亡事故は大きく低
減しました。

「危ないことが分かったから、規制する」というのは耳障りは良いですが、あまりに
も短絡的です。経済原理を踏まえ、どうしたらうまく社会を変えられるかを考えて、これ
からも「意見」のあり方を議論していきたいと思っています。

消費者安全調査委員会

委員長代理 持丸正明

より安全な社会にするための「意見」

1 ＪＩＳ（日本工業規格）とは、工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき制定される国家規格であり、主務
大臣が制定する。製品の種類・寸法や品質・性能、安全性、それらを確認する試験方法や、要求される規格値などを
定めている（各ＪＩＳ基準により様々）。ＪＩＳ適合の認証は民間の登録認証機関が行い、ＪＩＳに適合する商品（日用品、
電気用品）には、その旨を表示（ＪＩＳマーク）することができる（任意規格）。
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2014年10月からの第２期消費者安全調査委員会に加わることになり，２年となりま
す。これまでの委員会における議論での多様な議論を通じ，私たちの身の回りにある
“安全”とは何か，どのようにあるべきなのかを改めて考えさせられています。この
コラムでは，製品の“安全”というものをどのように理解したらよいのかについて考え
てみたいと思います。

安全に，絶対という安全はありません。私たちが日ごろ口にしている砂糖は安全なも
のです。安全だからこそ毎日口にしているといってもいいでしょう。しかし，糖尿病患
者の人にとって，砂糖の多量な摂取は症状の悪化をもたらすこととなり，決して砂糖が
安全なものであるとはいえません。つまり，安全といっても，それは常に一定の条件
の下での“安全”でしかないのです。そして，製品が“安全”であるかどうかは，さ
まざまな要素を比較衡量して判断されることになります。ところが，どのような基準に
もとづいて，どのような要素を考慮すべきなのかが，その判断を行う人の立場によっ
て異なることから，製品が“安全”であると評価できるかどうかという結論も分かれて
しまう可能性があります。

技術者には科学技術に絶大な自信を持っている人が多く，製品によって事故が起こっ
ても，「製品に問題はない。使い方が悪いのだ。」といわれることがよくあります。
何やら，アメリカで銃規制に反対する全米ライフル協会の「銃が人を殺すのではなく，
人が人を殺すのだ（Guns don't kill people, people kill people.）。」というスローガ
ンに似ているような気もします。しかし，銃はともかく，製品の使い方が製造した技術
者の意図したところと異なっていたからといって，製品の“安全”に問題はないといえ
るのでしょうか。椅子の上に立って物を取ろうとしたところ，椅子のバランスが悪く転倒
して負傷した場合，椅子は座るためのものであるから，その上に立ったときのバラン
スが悪くても，その“安全”に問題はないといえるのでしょうか。製品を使用するのは
消費者であり，消費者は，技術者である製造者と異なって，専門的知識もなく，製品
の危険性も十分に認識することができません。そのような消費者にとっての“安全”を
評価するため，技術者の目線に立つことが適切であるとは思われません。そこでは，
消費者の目線に立った“安全”の評価が必要なのです。

私たちの周りには便利な製品が溢れています。しかし，そのいずれにも何らかの
“危険”が潜んでおり，私たちは，その危険を一定の範囲において許容しながら製品
の効用を享受しています。社会的に許容することのできない危険の内在している製品こ
そ，“安全”な製品ではないのです。そして，何が社会的に許容することのできる
“危険”であるのかを判断することが“安全”の評価であり，消費者の目線に立って
行うべきものであると考えています。

“安全”，その目線

消費者安全調査委員会
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消費者のもとで起きる事故を防ぐためには、製品のメーカー、販売者、ユーザー、
さらに官公庁の許認可や法制度まで含め、幅広い立場から「安全」を考える必要が
あります。そこで見落としてならないのが「人の心理」だと思います。

まず製品を作るとき、メーカーは製品の性能や使い方等を決め、事故に結びつく
危険（リスク）を洗い出します。このとき、製品本来の利用法だけでなく、消費者によ
る誤った使い方も想定することが大切です。例えば、「製品に安全装置をつけても簡
単に無効化できるなら、作業のスピードアップや“面倒”という心理のために安全装
置のスイッチを切って使われるかもしれない」のでそれに備えるということです。

次に、洗い出された重要なリスクについて、①取り除ける危険ならそれをなくす（例、
刺激の強い薬剤を使わない）、②どうしても危険が取り除けない場合、カバーをつけ
る等の形で消費者がアクセスできないようにする、③①と②の対策を講じても残る危険
について、使用上の注意として情報提供するという3つのステップを踏んで対策をとると
されます。この中で特に「使用上の情報提供」は、メーカーは取扱説明書に書きさえ
すればよいとは限りません。人間は「自分だけは大丈夫」と思いたがる生き物なので、
一般論として製品使用に伴うリスク（アレルギー、けが等）があることを知っていても、
自分には危険なことは起こらないだろうと直感的・楽観的に思い、取扱説明書に小さく
書いてある注意書きを守らないこともあります。消費者に対してリスク情報（特に消費
者にとって都合の悪い情報）を伝えようとするときは、人間の心理を知り、わかりやす
く伝わりやすい情報提供の方法を工夫することが大切と思います。

このような取り組みが必要となると、一見「安全」はコストがかかり、自由な商品
開発や低価格の商品流通を阻む厄介者のようにも思えます。しかし、ひとたび事故が
起きたとき、失われた命は戻りません。製品が安全であることは、ものを作り使ってい
く上で不可欠の要素であり、「安全でない商品は売れない」「安全には（それなり
の）お金がかかる」という考え方をより一層浸透させていく必要があると考えます。こ
れは、製品の製造・販売者、規制等を行う官公庁はもちろん、ユーザーである消費者
についても同様に大切な考え方だと思います。

便利な製品には何らかのリスクが伴います。これを最小化するための努力と事故が
生じたときの損害を、社会でどのように分担すれば、安心・安全な社会の実現につな
がるのかを検討し、その実現に向け提言等を行っていくのが本委員会の役割と考えて
います。

消費者安全調査委員会

委員 岡本満喜子

「安全」は「コスト」か
－人間の心理をふまえた安全な製品流通に向けて
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私自身の活動の背景から・・・。
２００９年、消費者庁設置のための関連法案の附帯決議に、「消費者事故等についての独立した調査機

関の在り方について法制化を含めた検討を行う」と記されたとき、消費者のための事故調査機関設置の方
向性が定まりました。それまで日本にあった法的権限を持つ事故調査組織は運輸安全委員会だけでした。

国のこの動きをフォローし提言をあげていくために、主婦連合会はじめ消費者運動や安全の問題に取り
組んできた関係者で「新しい事故調査機関実現ネット」を起ちあげました。私はその代表の一人となり今
も活動しています。事故調ネットは消費者団体、航空機パイロットの組織、弁護士、事故の被害者遺族・
関係者、そして最近は勤務医の組織も参加し、様々な立場からの意見を出し合い、学び、議論を重ねて
います。

事故調ネットの最近の取組みのひとつに、「事故調査の標準化」があります。なぜ標準化なのか。そ
れは事故原因調査には分野を超えた普遍的理念が存在すると私たちは考えるからです。つまり分野によっ
て技術的な専門性は異なっていても、事故調査とは何か、どうあるべきかという専門的知見は、分野を超
えても変わらないひとつのものという考え方です。

事故調査が最も進んでいる分野のひとつに航空があります。航空の分野でこの２０年ほどの間に定着し
つつある最新の考え方をもとにそれを標準化し、分野毎に分散していることの多い事故調査機関が標準化
された手法に則して事故調査を行うことで、消費者の安全を高めていきたいというのが私たちの願いです。

あるべき事故調査とは
■事故調査の唯一の目的は再発防止でなければならず、責任追及とは厳格に区別されなくて
はいけない。

■人間はエラーを起こすものという前提にたつ、ヒューマンエラーについての最も先進的な
考え方を取り入れる。

■事故を起こした直接的な原因だけではなく、間接的及び複合的要因を探る。すなわち、
エラーの背景にある潜在的欠陥などを、組織やシステム全般にわたって特定していくこと。
事故が起こる原因とは決して一つではありません。最後に引き金を引いた直接の要因から、
その背景をみていく。

■すなわち事故調査は、「もの・仕組み・システム」に対して、事故の背景には必ず不完全さが
存在するという観点からぜい弱性を解き明かす作業なのです。

例えば、
・そもそも設計に不備はないのか
・作業マニュアルに不備、不完全な部分があったのではないか
・訓練の不備はなかったか
・使用環境、あるいは（点検・修理の）作業員の職場環境や労働条件に問題はなかったか
・エラーが起きても重大な結果とならないような安全機構が欠落していないか
・行政の規制、業界ルールに不備はないか など・・。

■また事故調査を行う機関に求められるものとしては、組織の独立性、証拠に対して自由に
アクセスできる権限、調査官の適性、人間の尊厳とりわけ事故被害者や遺族の尊厳への
最大限の配慮などの要素があります。

■以上のような調査の結果導きだされた安全のための提言が、不幸な事故の再発防止を
実現するのです。つまり事故調査機関は調査結果をもとに安全性を高めるための勧告など
をしかるべき機関に向けて出し、再発防止策の実行を促します。そしてその効果を確認する
ことではじめて、事故調査は終了ということができます。

事故調査のあるべき姿やその手法論は、比較的新しい分野であり進化し続けています。消費者安全調
査委員会も更なる研鑽、迅速化、他分野との連携とそれを貫く普遍の抽出、調査の経験・知見の積み上
げ、そして独立性を高めることなど、進化していかなければと考えています。

再発防止に資する事故調査のために

消費者安全調査委員会
委員 河村真紀子
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消費者安全調査委員会
委員 中川丈久

「消費者事故調」ーー消費者安全調査委員会ーーは、2012年〔平成24年〕10月に発足し、
それ以来ずっと委員を務めております。この間、常に感じるのは、事故原因究明が、いかに専
門的な人手と、膨大な時間を要する作業かということです。その様子をすこしお話してみたい
と思います。

私たちの作業は、おおまかにいって、３つのプロセスに分かれます。

まずは、「どの事故を取り上げるか」を判断します。
この委員会は、「消費者事故をすべて扱う調査機関」ですから、委員会にはありとあらゆる、

消費者事故の情報が届けられます（国土交通省の運輸安全委員会が取り扱う航空、鉄道、船
舶の事故を除きます）。そのためわたしたちの最初の仕事は、「どの事故を取り上げるか」
を決めることです。

この選定をするには、それなりの情報が必要です。わたしたちはこの時点で、ほぼ全件に
ついて、簡易な調査を行って、慎重に選定しています。

次にするのが、取り上げることになった案件についての原因究明です。「事故原因はなに
か」を本格的に調査するのです。
私たちが取り上げるような事故は、複数の要因が絡み合って起きるものがほとんどです。そ

のため、事故に寄与し得た要因はなにか、被害を大きくした要因はなにかを慎重に拾い集め、
事故のメカニズムについて仮説をたてます。この仮説は、科学的調査を用いて、実証されなけ
ればなりません。また、これまで見落とされている、あるいは軽視されているような要因がな
いかを見極めることも、重要なポイントです。
このような原因究明のためには、専門家の協力を仰ぐことが必須です。世の中に、「消費者

事故調査の専門家」などという人はいません。個々の事故にもっとも適した専門の方を、一人
ひとり訪ね歩き、専門委員への就任をお願いするのです。

最後に、「再発防止のための対策はなにか」に取り組みます。委員会が必要があると認め
るときは、内閣総理大臣に対し、「生命身体被害の発生又は拡大の防止のために講ずべき施
策又は措置」について勧告することができるからです（消費者安全法15条3号、32条）。
委員会自身が、どの程度具体的な再発防止策を提言するべきか、他省庁や業界団体、消費

者団体、さらに消費者全般と、どう役割分担するべきか、決まったルールはありません。わた
したちは、ひとつひとつの事故にふさわしいやり方を模索しながら、再発防止策の実現方法を
考えていきます。

再発防止策を提言して、委員会の事故調査作業は終わります。３つのプロセスひとつひとつ
が、人手と時間をかけて、慎重に進められていますが、難しいのは、丁寧さと迅速さのバラン
スをどう取るかです。
事故原因の究明を徹底すればするほど、調査に時間がかかり、結論が遅れます。事故調査

の徹底と、時間やコストとのバランスをどうとるのか。そこは、わたしたち委員がもっとも悩
むところです。

事故調査はどのように進められるのか
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消費者安全調査委員会
委員 松永佳世子

私は病院勤務医です。病院では「ひやり」したこと、「はっと」したことを含めて、どんな
に小さなことでも医療事故につながること及び実際に起こった医療事故は、すみやかに安
全管理室へ報告し、その原因を調査し、同様の事故を防ぐために事故の内容が医療者へ
公開され教育されています。

そのような医療の現場でも、事故の原因は医療の技術そのものや、医薬品、機械あるい
は器械の性能や不具合より、これを使う人の「まさか？」という思い過ごしにある場合が多
いのです。このヒューマンエラーは、誰にでも起こり得ます。例えば、手術する患者さん
を取り違える、手術時に左右の臓器を間違うなど、「まさか？」と思う重大な事故が不幸
にも起こり得ます。そこで、患者さんに名前をフルネームで言っていただく、手術する部位
を前もって皮膚ペンでマークしておくなどは安全管理の基本中の基本として実行されていま
す。つまり安全管理には患者さん自身に参加していただくことが効果的とされています。

消費者安全調査委員会（調査委員会と略します）は、消費者安全法に基づいて、生命又は
身体の被害に関わる消費者事故等の原因と、その事故による被害発生の原因を究明し、同
種又は類似の事故等の再発・拡大防止や被害の軽減のために講ずべき施策又は措置につ
いて勧告又は意見具申することを任務としています。

この調査委員会が発足して４年が経過しました。この間、調査委員会では、申出のあった
事故やその他の事故情報について、調査対象とするか検討し、エスカレーターからの転落
死亡事故や、機械式立体駐車場の事故、そして、ガス湯沸器死亡事故等の重大な消費者
事故について調査してきました。

これらの事故からは以下のような多くの学びがありました。
１．「まさか？」と思わず、使用する人、修理する人が「もしかして！」するかもしれない

行動や心理を把握し、機械の設計を行うことが事故を少なくし被害を軽くできること
２．機械の使用方法と修理方法、してはいけないことなどを、使用する人、修理する人の

立場にたって分かりやすく広報し教育することが必要であること
３．使用する人も修理する人も「もしかして！」と考え、その使い方、修理の仕方の基本を

守り機械の安全性を「まさか？」と過信しないことが大切であること
４．機械についての事故の情報が製造経営者に速やかに伝達され、「まさか？」と考える

ことなく「もしかして！」と適切・迅速に対処される必要があること

「もしかして？」と考える力を養うには、事故の事例から学ぶことと、毎日「もしかし
て？」と考える実践が必要です。それは、機械なら設計する人、組み立てる人、販売する
人、修理する人、使用する人、すべてに必要です。医薬品なら医薬品を開発する人、製造
する人、販売する人、医師、患者、すべてに必要です。

「まさか？」と思わず「もしかして！」と考える力が事故を防ぐ第一歩
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