
1. はじめに
一般に安全とは「危険がなく安心なこと。傷病

などの生命にかかわる心配、物の盗難・破損などの
心配のないこと。また、そのさま。」（小学館『大辞
泉』）などの説明がなされており、食品安全、交通安
全、労働安全などさまざまな分野における個別の安
全もあります。年齢に応じた安全に関する教育につ
いては、たとえば内閣府旧国民生活局による「教員・
講師のための消費者教育ティーチィングガイド」（消
費者庁のウェブサイト；http://www.consumer.
go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2007teac
h/2007teach.html）や、東京都教育委員会による
「安全教育プログラム」では、生徒をとりまく安全に
ついて学習プログラム例、学習の実践例などを示し、
インターネットを通じて広く公開しています。さて、
本報告の主な内容である機械分野における安全の考
え方は、製品の設計段階からユーザーの使用までを
包括的にとらえており、すべての分野の安全に共通
する部分が多くあります。学校教育のご検討の一助
となれば幸いに存じます。

2. 安全の考え方と事故発生時の対応
「安全」という課題に対し、次に示すような、さま
ざまな分野に適用可能な安全における常識・原理原
則的な前提があります１）。
1. 物はいつかは壊れる。
2.人はいつかは間違える。

3.規則、ルール、マニュアルに完璧なものはない。
4.絶対安全はない。
機械製品の安全に関する基準はこの前提を踏まえ

て構築され、設計段階での安全対策に重点が置かれ
ています。日本の機械の安全基準が現状に至る背景
は戦後の欧州統合の流れが展開したことにあり、ご
く簡単にご紹介します。
国家は別々でも市場はひとつのEUでは、国家個

別の基準が重複することによる貿易障害を避けるた
めに安全基準の統一化が段階的に整備されてきまし
た。機械製品も個別の機械ごとではなく、なるべく
共通的にどの機械にも適用できるように安全の基準
が構築されました。その展開として近年は安全の国
際規格としてEU以外の各国にも広がり、各国内の
規格を国際的に同じ内容にする流れにあります。た
とえば日本の場合、JIS（日本工業規格）のうち、
機械の安全に関してはJIS B 9700 （機械類の安全
性；ISO 12100）、JIS C 0508（機能安全；IEC 
61508）、JIS Z 8051 （規格に安全に関する規定を
導入するためのガイドライン；ISO/IEC Guide51）
をはじめとするいくつかの規格が、ISO（国際標準
化機構）、IEC（国際電気標準会議）による国際規
格の内容に準じております。特に「安全」の定義と
して「受け入れることのできないリスクからの解放
（ISO/IEC Guide51）」とし２）、安全をリスクという
言葉を用いて説明し、リスクは「危害の発生確率及
びその危害の重大さの組み合わせ」と定義していま
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す。「絶対安全」はないという前提で、リスクが受容
できるかどうかで安全であるか否かを認めるという
のが安全性であり、リスクが顕在化する可能性を含
んでいるということです３）。製品を使う場合には残
留リスクがあり、絶対安全、完全な安全はありませ
ん４）、５）。製品安全のためには製品を提供する側と
使用・運用する側のそれぞれの立場で協力が必要で
す６）、７）。図１に示すように設計製造段階でリスク低
減策を講じ、ユーザー側で保護方策を講じても必ず
残留リスクが示されていることにご注目していただ
きたいと思います。

   

図 1． 機械安全規格「ISO12100」に基づいたリスク低減戦略の
概要

　※ ここでのリスクアセスメントとは、製品が使用される状況の特
定、危険源・危険状態の特定、危険源・危険状態のリスクの見
積もりなどの一連の作業です。

しかしながら、製品を提供する側から示されてい
るリスク情報に対して、ユーザーがリスク情報を読
まない、あるいはリスクを回避する行動をとらない、
ということはあり得ます。自身の身を守るためには
積極的にリスク情報を得てリスク回避することが必
要です８）。不幸にも事故が起こった場合には被害が
拡大しないための対応はもとより、ユーザーから地
方公共団体や製造・輸入事業者へ報告することで再
発防止のための情報共有につながります９）。具体的
には、消費生活用製品安全法に基づく事故情報の収
集と公表制度があり、製造事業者又は輸入事業者は
重大製品事故の発生を知ったときは国への報告義務
が設けられており、内容に応じて事故内容等につい
て公表しています。

3. 安全教育を進めるためのポイントと取り組み事例
去る７月５日の安全工学シンポジウム2013の基

調講演では、講演講師がNHKの番組 10）でコメント
した概要を次のように口頭で紹介しました。「世の中
が安全になるにつれ安全や危険の知識を子供たちに

伝承する機会が減り、五感を働かせて総合的に危険
を察知する力が減少している。たとえば公園のブラ
ンコや滑り台が撤去され、管理者としては安全だが
子供にとっては痛い目に遭いながらリスクを体験す
るチャンスがなくなっている。大きいリスクは別と
して、ある程度リスクを残して経験しておけば、将
来的に大きなリスクの回避に役立つ。」同様に、国立
の高等専門学校や大学では独立行政法人化したこと
で労働安全衛生法の適用により安全管理の改善が進
んでいます。環境整備を徹底するほど安全は確保さ
れますが、危険な実験をしなくなるという安全や危
険を経験する教育的環境が奪われるということにも
なっており、学生たちの感覚鈍化が起こっています。
問題点として、従来の知識伝承型の環境安全指導の
みでは「危険を予知する力」、「リスクを知り回避す
る行動力」、「重要性を鑑み意欲をもって取り組む力」
の育成が十分とはいえず、教育方法の工夫が課題に
なっています 11）。危険だからと禁止するばかりでな
く、子供はいろいろな危険を体験し、「どうすれば安
全に行動できるか」、「何が、どうしたら、なぜ危険
なのか」の指導を受けることで危険に対処する力が
養われます 12）。国家的な動向としては、厚生労働省
のウェブサイトで公開されている第12次労働災害
防止計画で「労働災害防止に向けた国民全体の安全・
健康意識の高揚、危険感受性の向上」が課題の一部
として示されました。国民全体の安全・健康意識の
高揚、危険に対する感受性の向上、働く場での安全・
健康を確保するためのルールを守ることの浸透につ
いて、地域、職域、学校が連携して取り組むなど、
労働災害防止の側面ではありますが学校や地域にお
ける安全に関する取り組みにも期待の目が向けられ
ています。
筆者は企業や教育研究機関等の安全管理について

調査し、安全教育に関する情報を得てきました 13）。
傾向として、ワークショップやKYT（危険予知訓練）
の応用、双方向型の演習や視聴覚教材の自作など、
工夫などがありました。
A小学校では、KYTを導入し、登下校の横断歩

道、廊下で物を運ぶ、川やプールで泳ぐ、給食の準備、
遠足のバスの中など、子供用にさまざまな場面をイ
ラスト化し、毎月１回、子供たち自身でどのような
危険があるか考えさせ、どうしたらよいか話し合わ
せて目標を決めさせました。翌年は病院で治療する
けがが半減し器物破損も減りました 14）。
B高専では、化学実験の前に扱うものの性質把握

の重要性と保護具の意味、事故発生時の対応につい
て説明し意識付けを徹底しました。学生はヒヤリハッ
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トシートに事例を記入し、何をして、何が起こって、
どうなった、という項目で整理しました。安全につ
いて振り返りを行い再認識することで安全への配慮
ができるようになり、器具の破損、事故が減少しま
した。相手の思考力を養うような問いかけを繰り返
して学生の気づきを待つことで、具体的な改善策が
出されると期待できます 15）、16）。
C高専では、全学生、全教職員を対象に学校生活

の全場面のヒヤリハットアンケートを定期的に実施
し、リスク評価をしました。また、実験時に危険有
害要因を抽出するゲームとしてKYTを行い、予想
される大きな被害と事故に至る経緯をレポート課題
として繰り返し、顕在化する危険現象を想定する力
を養成し、保健室の災害申請件数が減少傾向になり
ました 17）。
D大学では、大学院向け演習科目でキャンパスマッ

プを題材に自然災害や過酷な気象条件ごとにハザー
ドを抽出し、想定可能な事故について発生から被害
へのシナリオと結果を検討し、リスクを評価しまし
た。双方向型で行うことにより議論が活発になりま
した。別の講義では、創作した事故情報についてイ
ラスト化し親しみやすい教材を作成し、事故の結果
だけでなく事故に至る経緯を理解することの大切さ
を説明しました 18）。また、安全衛生管理スタッフが
他大学のスタッフと連携し、各専門分野の研究活動
で想定可能な大きな事故を広く検討し情報共有しま
した。別分野の検討を知ることで、多様な危険源を
再認識しました 13）。
E社（石油化学）では、危険源・事故の型・ルー

ル違反をリストアップした「危険源・事故」や、「予
見可能な誤動作」（人に注目。人の反射的挙動、不注意、
近道・省略行動、新人・ハンディキャップなど特定
の人、機械を停止したくない・善意の行動、などの
項目で具体例を明示）の一覧表を作成・周知し、意
識の個人差による危険の見逃しを防ぐ工夫をしてい
ます。繰り返し教育することを重視し、マンネリ化
を防ぐために教材の多様性を持たせ、危険の疑似体
験やビデオ教材などは座学よりも好評を得ています。
このように各分野の教育現場では、受講者自ら関

心を持って取り組める学びの場を提供するために工
夫を重ねて実践している現状があります。

4. おわりに
日本学術会議「安全・安心な社会構築への安全工

学の果たすべき役割」（人間と工学研究連絡委員会安
全工学専門委員会報告、平成17年）では、これま
で個別分野的に展開されてきた安全技術をどの分野

にも理解や応用が可能な安全の学問構築の必要性を
報告し、また、提言のひとつに『教育関係者は、「安
全カリキュラム」を明確にし、教育機関で「安全教育」
を実施すること』を示しています。
安全に関する教育の改良や普及のためには、各分野

をつなぐネットワークのさらなる展開が望まれます。
なお、本報告の一部は平成23年度の科学研究費

補助金奨励研究（2392209）、平成24年度の厚生
労働科学研究費補助金の交付を受けて行った研究成
果によるものです。
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はじめに1

日常生活で使用している家庭用品の多くには化学
物質が含まれており、使い方を誤ると、中毒事故等
の健康被害が発生する場合があります。厚生労働省
では、消費者庁、経済産業省等と連携し、消費者製
品事故について情報収集し、必要に応じて事業者へ
の指導を行っています。
身近な家庭用品を正しく安全にお使いいただくた

めに、これまで収集した事故事例の一部を紹介する
とともに、基礎知識の重要性、事故を防ぐための留
意点について説明します。

家庭用品等に係る
健康被害病院モニター報告制度2

厚生労働省では、家庭用品等による健康被害の実
態を把握し公表することにより、家庭用品の安全対
策を一層推進することを目的として、昭和54年か
ら、「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」
を毎年度実施しています。医療機関（皮膚科・小児科）
及び公益財団法人日本中毒情報センターの協力を得
て、家庭用品などによる健康被害情報を収集してい
ます。

（１）平成23年度の報告結果の概要
平成23年度の家庭用品などによる健康被害の報

告の内訳については、［表１］のとおりです。装飾品・
洗剤などによる皮膚障害、タバコ・医薬品などの子
どもの誤飲事故及び殺虫剤・洗浄剤などの吸入事故
による健康被害について、不適切な使用や保管によ
る事例が報告されています。

（２）平成23年度の主な事故事例及び留意点
家庭用品などを正しくお使いいただくために、平

成23年度に報告された「皮膚障害」、「子どもの誤飲
事故」、「吸入事故」について、事故事例を紹介する
とともに、事故防止のための留意点を示します。

①皮膚障害
皮膚障害について110例報告があり、皮膚障害の

種類は、「アレルギー性接触皮膚炎」が69件と最も
多く、次いで「刺激性接触皮膚炎」が42件ありました。
（皮膚障害では、複数の症状が発現する場合があるため、報告
事例総数110例とは異なっている。）
ア）装飾品（主として金属製）
　【事例】 ピアスで接触皮膚炎の既往があり、指輪を

身につけたところに皮疹が出た。（43歳女性）
　【留意点】
　・ 夏場や運動時など汗を大量にかく可能性のある場合には、

装飾品を外すなどの配慮が必要です。
　・ 症状が発現した場合には原因製品の使用を中止し、他の

製品を使用する場合には金属以外のものに変更する等注
意を払う必要があります。

　・ 症状の原因となる金属の種類を特定し、適切な製品選択の指
導を受けられるよう、専門医を受診することが望ましいです。

　・ 歯科治療や骨固定等金属製の医療機器を適用する場合、
医療従事者に、金属アレルギーにかかる既往症を的確に
伝えることが必要です。

イ）ゴム・ビニール手袋
　【事例】 職場で調理をする時に手袋をしていると手

が痒く、手の表裏に湿疹が出た。（33歳女性）
　【留意点】
　・ 使用者は、ゴム・ビニール製品でアレルギーを起こす場

家庭用品等による健康被害防止と消費者教育
　厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 化学物質係長 佐々木 佳名子

皮膚障害 子どもの誤飲事故 吸入事故
装飾品 37（31.1%） タバコ 105（30.2%） 殺虫剤 252（24.6%）

ゴム・ビニール手袋 16（13.4%） 医薬品・医薬部外品 73（21.0%）洗浄剤（住宅用・家具用） 176（17.2%）
洗剤 14（11.8%） プラスチック製品 32（9.2%） 芳香・消臭・脱臭剤 105（10.3%）
めがね 7（5.9%） 玩具、金属製品 各 22（6.3%） 漂白剤 88（8.6%）

下着、時計、
ビューラー 各 4（3.4%） 硬貨 15（4.3%） 除菌剤 46（4.5%）

洗剤類 9（2.6%） 園芸用殺虫・殺菌剤 37（3.6%）

ベルト、履き物 各 3（2.5%） 防虫剤 8（2.3%） 洗剤（洗濯用・台所用） 29（2.8%）
電池 7（2.0%） 消火剤 27（2.6%）

時計バンド、接着剤、
スポーツ用品 各 2（1.7%） 食品類、化粧品、乾燥剤 各 6（1.7%） 乾燥剤 22（2.1%）

忌避剤 20（2.0%）

総計 119（注 1）
（100%） 総計 348（100%） 総計 1,024（100%）

（注 1）皮膚障害では、原因となる家庭用品等が複数推定される事例があるため、報告事例総数（110例）とは異なっている。

［表１］　平成23年度　家庭用品などによる健康被害のべ報告件数（上位10品目及び総計）
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合がありますので、自己の体質に注意し、以前問題が生
じたものと別の素材を使用するよう心がけましょう。

ウ）洗剤
　【事例】 洗濯用洗剤を液体から粉に変えたところ、身体

が乾燥し徐々に紅斑がみられた。（46歳女性）
　【留意点】
　・ 使用上の注意をよく読み、希釈倍率に注意を払う等、正

しい使用方法を守りましょう。
　・ 衣類に残留した洗濯用洗剤の成分が原因で症状が発現す

る場合もありますので、洗濯時のすすぎを十分に行い、
洗剤を使いすぎないように注意を払いましょう。

　・ 原液を使用する場合には、保護手袋を着用しましょう。

②子どもの誤飲事故
子どもの誤飲事故は348件報告されており、原因

製品としては「タバコ」が105件で最も多く、次い
で「医薬品・医薬部外品」が73件ありました。こ
れらの事故のうち、症状がみられたものは115件あ
り、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等の「消化器症状」が
65件、咳、呼吸等の気道雑音等の「呼吸器症状」が
26件、意識障害、眠気等の「神経症状」が20件報
告されています。
ア）タバコ
【事例】 タバコを食べてしまった。初診時は症状がなかっ

たが、誤飲した３時間後に嘔吐した。（１歳男児）
【留意点】
　・ タバコを吐かせるのは有効ですが、飲料を飲ませるとニ

コチンが吸収され易くなってしまうので、飲料は飲ませ
ず、直ちに医療機関を受診しましょう。

　・ タバコは誤飲した数時間後に症状が出る場合があるので、
受診後も経過観察を怠らないようにしましょう。

　・ タバコ・灰皿を子どもの手の届くテーブルの上等に放置
しないようにしましょう。

　・ 子どもが飲み物と誤認しないように飲料の空き缶、ペッ
トボトル等を灰皿代わりにしないようにしましょう。

イ）医薬品・医薬部外品
【事例 （医薬品）】兄妹で口腔内崩壊錠（注２）（精神薬）

を合計25錠誤飲し、半昏睡の状態になり入院治
療した。（３歳男児、２歳女児）

【留意点】
　・ 医薬品・医薬部外品は薬理作用があるため、誤飲による

症状発現、処理を要する事例や入院事例が多く報告され
ており、注意が必要です。

　・ 口腔内崩壊錠、糖衣錠、シロップ等の甘い医薬品につい
ては、子どもがお菓子のようにおいしいものと認識し、
棚や冷蔵庫に保管していても子どもが自ら飲んでしまう
ことがあるため注意が必要です。

③吸入事故
吸入事故は1,024件報告されており、原因製品と

しては「殺虫剤（医薬品等を含む）」が252件と最
も多く、次いで洗浄剤（住宅用・家具用）176件、
芳香・消臭・脱臭剤105件、漂白剤88件等があり
ました。製品の形態別では、「スプレー式」、「液体」
が多く報告されています。症状では、咳、喉の痛み、
息苦しさ等の呼吸器症状が多く報告されています。
ア）殺虫剤
【事例】 注意書きをよく読んでおらず、屋外専用のエア

ゾール式のピレスロイド系殺虫剤を、室内に迷
い込んだスズメバチに対して、玄関の床がベト
ベトになるほど３回噴射したところ、浮遊感が
あった。（29歳男性）

【留意点】
　・ 屋外で使用する製品は、通常居住空間での使用は想定し

ていないため、注意書きをよく読んで、使用方法を守る
とともに、使用場所についても配慮する必要があります。

イ）洗浄剤（住宅用・家具用）、洗剤（洗濯用・台所用）
【事例】 食酢を浸した紙でドアを拭いた後スプレータ

イプの塩素系洗浄剤をスプレーしたところ、
喉の違和感、息苦しさ等の症状が出た。近く
にいた子どもも喉の痛みを訴えた。（41歳女
性、９歳）

【留意点】
　・ 保護具を着用し、換気を十分に行いましょう。
　・ 長時間使用しない、適量を使用することに注意する必要

があります。
　・ 特に次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の製品と酸

性物質（塩酸、有機酸含有の洗浄剤、食酢等）を混合す
ることにより、有毒なガス（塩素ガス、塩化水素ガス等）
が発生し、吸い込むと危険です。これらの製品は、家庭
用品品質表示法に基づいて「まぜるな危険」の表示が義
務付けられています。また、食酢も酸性物質であること
を理解しましょう。

ウ）漂白剤
【事例】 製剤が少量残っていた酸性のトイレ用洗浄剤の

容器に、間違えて塩素系漂白剤を少量入れた。
刺激のあるガスが発生し、息苦しさ、咳、喉の
痛みの症状が出た。（23歳男性）

【留意点】
　・ 詰め替え等の際にも容器及び製品表示を十分に確認しま

しょう。
　・ 製品を使用していて身体に異常を感じた場合は、当該製

品の使用を極力避けるようにしてください。使用を継続
すると、症状の悪化を招き、後の治療が長引く可能性が
あります。

（注２） 口腔内崩壊錠は、口腔内で速やかに溶解又は崩壊させて服用できる錠剤です。
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基礎知識の必要性と活用3

化学の基礎知識を身につけ化学物質のリスクに関
する的確な情報を入手し理解することで、健康影響
のおそれの少ない商品を選択し、日常生活において
使用する化学物質による健康へのリスクを低減する
ことができます。例えば、既述の漂白剤等の家庭用
品に含まれる化学物質に関する基礎知識があれば、
その化学物質が人の健康にどのような影響を与える
のか、また、他の物質との化学反応によりどのよう
な物質を生じるのか、また、表示等の情報を理解す
ることで、リスクを予測することができ、事故防止
につながります。理科や化学の授業で、これらを関
連付けることも効果的と思われます。

事故情報の報告体制4

消費生活用製品安全法に基づき、消費生活用製品の
事故情報を消費者庁に一元的に集約し、その分析・原
因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図っています。
消費者庁に報告された重大製品事故のうち、製品に

使用されている化学物質が事故原因と考えられるもの
については、厚生労働省に通知されます。厚生労働省
では、消費者庁から重大製品事故報告の通知を受けた
場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報
提供・公表を行うとともに、製造元に対し、消費者へ
の注意喚起に万全を期すよう指導しています。以下、
公表・製品回収に至った事故事例をご紹介します。

（参考１）消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の事例

　①デスクマット
平成19年６月、デスクマットの使用により、アレルギー性
接触皮膚炎を発症した事例が多数報告されました。調査によ
り、原因は、当該製品に含有されていた抗菌剤と推定され、
回収されました。

　②冷却パッド
平成22年３月、冷却パッドの使用により、アレルギー性接
触皮膚炎（皮膚の赤み、かゆみ、腫れ等）を発症した事例が
多数報告されました。調査により、原因は、当該製品に含有
された防腐剤と推定され、回収されました。

　 （参考２）消費者安全法に基づく重大事故の事例

　携帯型空間除菌剤
平成25年２月、携帯型空間除菌剤を首からぶら下げて乳幼
児を抱いたところ、乳幼児の胸部が化学熱傷（化学物質によ
る皮膚・粘膜の損傷）を負う事故等が報告され、回収されま
した。現在、原因について調査しています。

消費者及び事業者における
事故防止・事故対策5

家庭用品による事故を防ぐためには、消費者及び
事業者双方の取り組みが必要です。また、事故発生
時の対応についても、早期治療、再発防止等の観点

から重要です。そこで、家庭用品による事故防止・
事故対策のための消費者の心構えと事業者に求める
対応策について示します。

（１）消費者の心構え
日頃から、家庭用品を使用する前には、注意書き

をよく読み、正しい使用方法や廃棄方法を守ること
が重要です。特に新しいタイプの製品については、
たとえ使用上の注意に書かれていないことであって
も、製品の特徴を考慮しながら最大限注意を払うこ
とが、新たな事故防止につながります。家庭用品を
使用する際には、自分だけでなく周辺の住民、特に
化学物質への感受性の高い人への配慮も必要です。
近年インターネットの普及により、製品及び情報

の入手経路が多様化していますので、信頼性の低い
情報に基づいた製品の使用や、適切な使用方法が分
からない製品の使用を控えることが推奨されます。
日頃から製品安全に関する最新の情報の収集に努め、
安全な製品の選択、適正使用のために活用すること
が望まれます。
事故が発生した場合は、直ちに医療機関を受診す

ることが推奨されます。吸入事故の場合は、公益財
団法人日本中毒情報センターの「中毒110番」に電
話し、応急措置について相談するのも有用です。

（２）事業者に求める対応策
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

に、事業者の責務として、家庭用品に含有される物
質の健康影響を把握し、健康被害が生じることのな
いようにしなければならない旨規定されています。
事業者においては、より安全性の高い製品の開発

に努めるとともに、製品の特性や使用上の注意の表
示等により消費者に継続的に注意喚起を行い、適正
使用の推進を図ることが重要です。特に、新しいタ
イプの製品では予期しない事故が生じる可能性があ
るため、成分の安全性や類似製品による事故情報の
収集に努め、安全性に留意した対応が求められます。
厚生労働省では、「家庭用洗浄剤・漂白剤安全確保マ
ニュアル作成の手引」等、各種製品群ごとにマニュ
アルを作成し、製品の品質及び安全性向上に係る事
業者の取り組みを推進しています。
参考文献
厚生労働省「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/monitor
（new）.html
消費者庁「消費生活用製品安全法（重大事故報告・公表制度）」
http://www.caa.go.jp/safety/index.html
経済産業省「製品安全ガイド」
http://www.meti.go.jp/product_safety/
公益財団法人日本中毒情報センター「中毒110番」
http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf
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１．はじめに
身近なところで、製品事故が発生しています。製

品事故は学校でも発生することがあります。製品事
故を防止するために、小中学校で製品安全教育をす
ることについて考えてみます。

２．事故情報収集制度の概要
昭和49年、独立行政法人製品評価技術基盤機構

（以下、NITEという）は暮らしの中で使用される製
品によって起こった事故情報を収集する事故情報収
集制度（任意での報告制度）を開始しました。
平成19年５月、消費生活用製品安全法の改正に

よって、重大製品事故（※）の発生を知った製造・
輸入事業者は、国へ事故情報を報告することが義務
づけられました。通知された重大製品事故は国から
NITEにも情報提供されています。また、重大製品
事故以外の製品事故（非重大製品事故）は、NITE
が収集しています。
NITEに報告された事故情報を分析すると製品事

故の傾向をみることができます。
（※） 重大製品事故は、政令で死亡事故のほか、治療に要する期間

が30日以上の負傷・疾病、後遺障害事故、一酸化炭素中毒
事故及び火災事故と定められています。

３．最近の製品事故状況
平成 21年度から平成 23年度までに発生した

事故情報のうち、NITEが収集調査した事故情報は
11,037件（平成25年１月31日現在）です。その
うち、死亡事故が発生した事故情報（122件）を原
因別に図１に示します。

図１　死亡事故を原因別にみたもの（122件）

製品起因　８件　７％

使用者の誤使用や
不注意によるもの
38 件　31％

原因不明
33 件　27％

その他
43 件　35％

「死亡事故」122件中、38件（31%）は、「誤使
用や不注意による事故」です。
製品の設計不良などによる「製品に起因する事故」

は８件（７%）となっています。これらの死亡事故
の件数から「製品に起因する事故」より「誤使用や
不注意による事故」のほうがリスクが約５倍高いこ

とがわかります。
消費者が製品を使用するときは「誤使用や不注意

による事故」を起こさないように気をつけなければ
なりません。
また、「誤使用や不注意による事故」（1,596件）

を品目別に分類したもの（図２）をみますと、「燃焼
器具」「家庭用電気製品」による事故が大半を占めて
いることがわかります。

図２　誤使用や不注意の原因の事故を品目別にみたもの（1,596件）

家庭用電気製品
455 件　28％

台所・食卓用品
44 件　3％

燃焼器具
733 件　46％

家具・住宅用品
181 件　11％

乗物・乗物用品
57 件　4％

身のまわり品　55 件　3％
レジャー用品　8件　1％

乳幼児用品　24 件　2％

保健衛生用品
39 件　2％

「誤使用や不注意による事故」（1,596件）を具体
的な製品名で表したもの（図３）をみますと、ガス
こんろ（231件）、ガスふろがま（157件）、はしご・
脚立（63件）、石油ストーブ（62件）、ガス栓（46件）、
電気ストーブ（43件）、自転車（折りたたみ、電動
アシスト含む）（36件）の順で発生しており、特に
ガスこんろ、ガスふろがまなどの燃焼器具のリスク
が高いことがわかります。

図３　誤使用や不注意による事故を具体的な製品名で表した
もの（1,596 件）

石油ストーブ　62 件
ガス栓　46 件
電気ストーブ　43 件
自転車（折りたたみ、アシスト含む）36 件
電磁調理器　IH こんろ　35 件
石油ふろがま　35 件ガス給湯器　34 件

ガスこんろ
231 件

ガスふろがま
157 件

はしご・脚立　63 件その他
854 件

４．最近の製品事故事例
「誤使用や不注意による事故」の件数が多い、ガス
こんろ、脚立、石油ストーブ、ガス栓、電気ストーブ、
自転車の主な事故事例としては、うっかり火をつけた
ままその場を離れたり、使っていない側のガス栓を開
いたり、脚立にまたがったり、自転車のハンドルにも
のを引っかけて乗っていたことによる事故があります。

最近の製品事故と事故情報収集制度 ～学校教育で製品事故を防止する～
独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 参事官 長田 敏
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

○ガスこんろ
 【事故内容】加熱中の天ぷら油から出火し、住宅を半
焼して１人がけがをした。（平成24年５月　秋田県）
 【事故原因】ガスこんろで天ぷら調理中にその場を
離れたため、なべの油が過熱して発火したもので
す。また、安全装置（調理油過熱防止装置）がつ
いていない側を使用していました。

○脚立
 【事故内容】脚立で作業中、転落して打撲を負った。
（平成24年１月　茨城県）
 【事故原因】脚立にまたがっていたため安定が悪く
なり、バランスがくずれて転落したものです。

○石油ストーブ
 【事故内容】火災が発生し、１人が死亡して２人
がやけどを負った。（平成22年１月　富山県）
 【事故原因】石油ストーブの給油時に、カートリッ
ジタンクのふたの締め方が不十分だったため、漏
れた灯油が燃焼部にかかって着火したものです。
○ガス栓
 【事故内容】ガスこんろを点火したら爆発し、窓ガ
ラスが割れてシンク周辺が損傷して１人が頭にや
けどを負った。（平成24年２月　神奈川県）
 【事故原因】使っていない側のガス栓を誤って開い
たため、装着していたキャップの隙間からヒュー
ズ機構が作動しない程度のガスが漏れて周辺に溜
まり、点火の際にガスに引火したものです。
○電気ストーブ
 【事故内容】電気ストーブをつけて寝ていたら、布
団が焦げて背中にやけどを負った。（平成24年３
月　神奈川県）
 【事故原因】布団がヒーターに接触し発火したものです。
○自転車
 【事故内容】 自転車で走行中、突然前輪がロックし
たために投げ出され、頭部を強打した。（平成22
年７月　神奈川県）
 【事故原因】走行中、前ホークと車輪の間に異物が
巻き込まれ、前輪が急にロックしたものです。

５．製品事故を防止するための教育
小中学校の理科では、物理的な現象や化学反応を体

験し、技術家庭科では生活する上で必要な燃焼器具、
電気製品を使って調理をしたり、木や金属材料を加工
することを理解するための授業が行われています。
前述の「誤使用や不注意による事故」の件数の多い、

燃焼器具、電気製品、はしご・脚立、自転車などか
ら、事故防止の一環として各科目の授業のなかでつ
ながりがある内容については、事故事例を関連付け
て取り上げていただくと効果的と考えます。例えば、
理科の実験では、①都市ガス、LPガスが不完全燃焼
すると一酸化炭素が発生し、一酸化炭素は空気より
軽く、酸素よりも血中のヘモグロビンと結びつきや
すいためCO中毒で死亡するリスクがあること、②

湯を沸かすときには、水の中に沸騰石を入れないと
突沸し、やけどするリスクがあること、③電流が電
源コードを流れるとジュール熱が発生、束ねて使用
すると火災を起こすリスクがあること、④60kgの
人が乗った自転車が20km/hで壁に衝突すると運動
エネルギーの大きさは150km/hの硬式ボール（約
150g）を７回受けたものと同じであり、重傷を負
うリスクがあること（運動エネルギー=質量×速さ
の２乗×１/２）、⑤２mの高さから西瓜を落下させ
ると粉々に割れる（落下エネルギーが大きい）こと
から、高所から落下すると重傷を負うリスクがある
こと、などのように関連付けることができます。
一方、技術家庭科では、①ノコギリで木板を切っ

ていすを組み立てたり、ブリキを金属はさみで切断
するときに、手を受傷するリスクがあること、②ガ
スこんろで天ぷらを調理するとき、その場を離れる
と火災を起こすリスクがあること、③２本の電源コー
ドをハンダでつないだ場合、完全につながないとス
パークが発生し、火災を起こすリスクがあること。
また、絶対安全な製品はなく、すべての製品にリ

スクが存在していること、製品の使用時に発生する
リスクを低減させるための方策（製品の正しい使い
方）なども取り上げるとよいでしょう。
具体的には、次のとおりです。
 （JIS Z 8051：2004 安全側面 -規格への導入指
針より）
①安全：受容できないリスクがないこと
② リスク：危害の発生確率及びその危害の程度の組み合わせ
③ ハザード：危害の潜在的な源。（例えば、感電、
押しつぶし、切断、毒性によるもの、 火災、お
ぼれなどのハザード）

④ 危害：人の受ける身体的傷害若しくは健康傷害、
又は財産若しくは環境の受ける害

そして、小中学生が日常の会話で「安全」「リスク」
「ハザード」「危害」を使うことができるようにします。

NITEでは、小中学校向けに、身近な製品事故に
潜む危険性を改めて認識し、誤使用や不注意による
製品事故の注意ポイントなどをまとめた「小学校高
学年向け」、「中学生以上対象」の製品安全教育用の
教材「製品安全教育DVDハンドブック：くらしの
中の身近な製品事故」を次のURLで公表しています。
http://www.nite.go.jp/jiko/dvdhandbook/index.html
一般消費者向けには、誤使用・不注意の製品事故

事例を取り上げ、「事故原因」「製品を使用する上で
の注意事項」などをわかりやすく説明した「製品事
故から身を守るために<身・守りハンドブック>」
を次のURLで公表しています。
http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou_
handbook.html
また、これらのハンドブックはNITEで頒布して

いますので、小中学校における理科、技術家庭科な
どの授業で、活用いただければと願う次第です。
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