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説明内容

・R-Map分析結果概要 (08/4/1～11/8/31) 

・リスクの低減

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

・FTA活用事例

・再発防止から未然防止へ
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R-Map分析結果概要
Ｒ－Ｍａｐの基礎マトリクス ガイドガイドガイドガイド５１５１５１５１

にににに準拠準拠準拠準拠
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※※※※ 松本浩二著松本浩二著松本浩二著松本浩二著「「「「製品安全製品安全製品安全製品安全・リスク・リスク・リスク・リスク管理管理管理管理にににに役立役立役立役立つつつつRRRR----MapMapMapMap手法手法手法手法のののの活用活用活用活用」」」」にににに基基基基づいてづいてづいてづいて作成作成作成作成

危 害 の 程 度

：：：：リコールリコールリコールリコール領域領域領域領域
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08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31にににに

NITENITENITENITEがががが受受受受けけけけ付付付付けたけたけたけた

事故情報事故情報事故情報事故情報16,76916,76916,76916,769件件件件のうちのうちのうちのうち、、、、

R-Map分析結果概要
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重複重複重複重複をををを除除除除くくくく13,07513,07513,07513,075件件件件についてについてについてについて、、、、

Ｒ－ＭａｐＲ－ＭａｐＲ－ＭａｐＲ－Ｍａｐ分析手法分析手法分析手法分析手法をををを適用適用適用適用しししし、、、、

リスクリスクリスクリスク分析分析分析分析をををを実施実施実施実施

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会



全案件全案件全案件全案件のリスクレベルのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベル（（（（13,07513,07513,07513,075件件件件、、、、08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

R-Map分析結果概要
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全受付全受付全受付全受付16,76916,76916,76916,769件中件中件中件中13,07513,07513,07513,075件件件件（（（（重複除重複除重複除重複除くくくく））））についてについてについてについて
RRRR----MapMapMapMap分析分析分析分析をををを実施実施実施実施
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全案件全案件全案件全案件のののの製品群分布製品群分布製品群分布製品群分布（（（（13,07513,07513,07513,075件件件件、、、、08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

R-Map分析結果概要

5家電製品家電製品家電製品家電製品がががが全案件全案件全案件全案件（（（（13,07513,07513,07513,075件件件件））））のののの約約約約6666割割割割（（（（7,4827,4827,4827,482件件件件））））
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R-Map分析結果概要
RRRR----MapMapMapMap分析分析分析分析したしたしたした製品群別製品群別製品群別製品群別のリスクレベルのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベル（（（（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（7,4827,4827,4827,482件件件件）））） 家具家具家具家具・・・・住宅用品住宅用品住宅用品住宅用品（（（（965965965965件件件件））））
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燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具（（（（2,2032,2032,2032,203件件件件））））

家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（7,4827,4827,4827,482件件件件））））

乗物乗物乗物乗物・・・・乗物用品乗物用品乗物用品乗物用品（（（（565565565565件件件件））））

家具家具家具家具・・・・住宅用品住宅用品住宅用品住宅用品（（（（965965965965件件件件））））



R-Map分析結果概要

リコールリコールリコールリコール有無別有無別有無別有無別のののの全案件全案件全案件全案件リスクレベルリスクレベルリスクレベルリスクレベル（（（（13,07513,07513,07513,075件件件件、、、、08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））
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○○○○安全領域安全領域安全領域安全領域とされるリスクとされるリスクとされるリスクとされるリスク領域領域領域領域ＣＣＣＣでもリコールありでもリコールありでもリコールありでもリコールあり
○○○○高高高高リスクリスクリスクリスク領域領域領域領域でもでもでもでも機械的機械的機械的機械的にリコールされないにリコールされないにリコールされないにリコールされない

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

非非非非リコールリコールリコールリコール事故事故事故事故（（（（9,1519,1519,1519,151件件件件））））
のリスクレベルのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベル

リコールリコールリコールリコール事故事故事故事故（（（（3,9243,9243,9243,924件件件件））））
のリスクレベルのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベル



リコールリコールリコールリコール有無別有無別有無別有無別のののの製品群別製品群別製品群別製品群別リスクレベルリスクレベルリスクレベルリスクレベル
（（（（家電家電家電家電、、、、燃焼燃焼燃焼燃焼）（）（）（）（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

R-Map分析結果概要
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非非非非リコールリコールリコールリコール燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具（（（（1,8421,8421,8421,842件件件件）））） リコールリコールリコールリコール燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具（（（（361361361361件件件件））））
平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

非非非非リコールリコールリコールリコール家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（5,0265,0265,0265,026件件件件）））） リコールリコールリコールリコール家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（2,4562,4562,4562,456件件件件））））



R-Map分析結果概要
リコールリコールリコールリコール有無別有無別有無別有無別のののの製品群別製品群別製品群別製品群別リスクレベルリスクレベルリスクレベルリスクレベル

（（（（家具家具家具家具、、、、乗物乗物乗物乗物）（）（）（）（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

9非非非非リコールリコールリコールリコール乗物乗物乗物乗物・・・・乗物用品乗物用品乗物用品乗物用品（（（（367367367367件件件件））））
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非非非非リコールリコールリコールリコール家具家具家具家具・・・・住宅用品住宅用品住宅用品住宅用品（（（（681681681681件件件件））））

リコールリコールリコールリコール乗物乗物乗物乗物・・・・乗物用品乗物用品乗物用品乗物用品（（（（198198198198件件件件））））

リコールリコールリコールリコール家具家具家具家具・・・・住宅用品住宅用品住宅用品住宅用品（（（（284284284284件件件件））））



RRRR----MapMapMapMap分析分析分析分析したしたしたした全案件全案件全案件全案件（（（（13,07513,07513,07513,075件件件件））））のののの事故原因区分事故原因区分事故原因区分事故原因区分
（（（（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

R-Map分析結果概要

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：専専専専らららら設計上設計上設計上設計上、、、、製造上又製造上又製造上又製造上又はははは表示表示表示表示にににに問題問題問題問題がががが
あったとあったとあったとあったと考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの

BBBB：：：：製品製品製品製品自体自体自体自体にににに問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、使使使使いいいい方方方方もももも事故発事故発事故発事故発
生生生生にににに影響影響影響影響したとしたとしたとしたと考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの

Ｃ：Ｃ：Ｃ：Ｃ：製造後製造後製造後製造後長期間経過長期間経過長期間経過長期間経過したりしたりしたりしたり、、、、長期間長期間長期間長期間のののの使使使使
用用用用によりによりによりにより性能性能性能性能がががが劣化劣化劣化劣化したとしたとしたとしたと考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの

Ｄ：Ｄ：Ｄ：Ｄ：業者業者業者業者によるによるによるによる工事工事工事工事、、、、修理修理修理修理、、、、又又又又はははは輸送中輸送中輸送中輸送中のののの取取取取
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○○○○誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意のののの事故事故事故事故はははは全体全体全体全体のののの約約約約1111割割割割（（（（1,7321,7321,7321,732件件件件））））

Ｄ：Ｄ：Ｄ：Ｄ：業者業者業者業者によるによるによるによる工事工事工事工事、、、、修理修理修理修理、、、、又又又又はははは輸送中輸送中輸送中輸送中のののの取取取取
扱扱扱扱いいいい等等等等にににに問題問題問題問題があったとがあったとがあったとがあったと考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの

EEEE：：：：専専専専らららら誤使用誤使用誤使用誤使用やややや不注意不注意不注意不注意なななな使使使使いいいい方方方方とととと考考考考えられえられえられえられ
るものるものるものるもの

Ｆ：Ｆ：Ｆ：Ｆ：そのそのそのその他他他他製品製品製品製品にににに起因起因起因起因しないかしないかしないかしないか、、、、又又又又はははは使用者使用者使用者使用者
のののの感受性感受性感受性感受性にににに関係関係関係関係するとするとするとすると考考考考えられるものえられるものえられるものえられるもの

ＧＧＧＧ：：：：原因原因原因原因不明不明不明不明

ＨＨＨＨ：：：：調査中調査中調査中調査中



R-Map分析結果概要

事故原因区分事故原因区分事故原因区分事故原因区分Ａ、ＥＡ、ＥＡ、ＥＡ、Ｅのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベルのリスクレベル（（（（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））
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Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：設計設計設計設計、、、、製造不良等製造不良等製造不良等製造不良等（（（（4,2914,2914,2914,291件件件件）））） Ｅ：Ｅ：Ｅ：Ｅ：誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意（（（（1,7321,7321,7321,732件件件件））））



誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意事故不注意事故不注意事故不注意事故（（（（1,7321,7321,7321,732件件件件））））のののの製品群分布製品群分布製品群分布製品群分布（（（（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

R-Map分析結果概要
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○○○○誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意事故不注意事故不注意事故不注意事故のののの約約約約4444割割割割はははは燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具



R-Map分析結果概要
製品群別製品群別製品群別製品群別のののの誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意事故不注意事故不注意事故不注意事故リスクレベルリスクレベルリスクレベルリスクレベル

（（（（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具（（（（753753753753件件件件）））） 家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（532532532532件件件件））））
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燃焼器具燃焼器具燃焼器具燃焼器具（（（（753753753753件件件件）））） 家電製品家電製品家電製品家電製品（（（（532532532532件件件件））））

乗物乗物乗物乗物・・・・乗物用品乗物用品乗物用品乗物用品（（（（76767676件件件件））））家具家具家具家具・・・・住宅用品住宅用品住宅用品住宅用品（（（（172172172172件件件件））））
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スタートスタートスタートスタート

意図意図意図意図されるされるされるされる使用及使用及使用及使用及びびびび合理的合理的合理的合理的にににに
予見可能予見可能予見可能予見可能なななな誤使用誤使用誤使用誤使用のののの明確化明確化明確化明確化

ハザードハザードハザードハザードのののの特定特定特定特定

リスクリスクリスクリスクのののの見積見積見積見積もりもりもりもり

リスクの低減

ガイドガイドガイドガイド５１５１５１５１
にににに準拠準拠準拠準拠
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許容可能許容可能許容可能許容可能なリスなリスなリスなリス
クはクはクはクは達成達成達成達成されたされたされたされた
かかかか

リスクリスクリスクリスクのののの評価評価評価評価

ストップストップストップストップ

リスクリスクリスクリスクのののの低減低減低減低減

※※※※ ISO/IEC Guide 51ISO/IEC Guide 51ISO/IEC Guide 51ISO/IEC Guide 51をををを元元元元にににに作成作成作成作成
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Ｒ－ＭａｐＲ－ＭａｐＲ－ＭａｐＲ－Ｍａｐ



リスクの低減
スリーステップメソッドのスリーステップメソッドのスリーステップメソッドのスリーステップメソッドの概要概要概要概要

ⅠⅠⅠⅠ 本質安全設計本質安全設計本質安全設計本質安全設計

→→→→設計段階設計段階設計段階設計段階でででで、、、、ハザードをハザードをハザードをハザードを完全完全完全完全にににに除去又除去又除去又除去又はハザードをはハザードをはハザードをはハザードを許容可能許容可能許容可能許容可能なリなリなリなリ
スクのスクのスクのスクの範囲内範囲内範囲内範囲内にににに納納納納めるめるめるめる。。。。

ⅡⅡⅡⅡ 保護装置保護装置保護装置保護装置によるによるによるによる安全確保安全確保安全確保安全確保

→→→→本質安全設計本質安全設計本質安全設計本質安全設計によるハザードそのもののによるハザードそのもののによるハザードそのもののによるハザードそのものの除去除去除去除去やややや低減低減低減低減がががが困難困難困難困難なななな場場場場
合合合合にににに、、、、安全装置安全装置安全装置安全装置やややや防御装置防御装置防御装置防御装置でリスクをでリスクをでリスクをでリスクを低減低減低減低減するするするする

◎◎◎◎安全装置安全装置安全装置安全装置：：：：危険状態危険状態危険状態危険状態をををを早期早期早期早期にににに検出検出検出検出してしてしてして遮断遮断遮断遮断。。。。停止停止停止停止によるによるによるによる拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止

最最最最もももも効果的効果的効果的効果的

リスクはリスクはリスクはリスクは残残残残るるるる
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◎◎◎◎安全装置安全装置安全装置安全装置：：：：危険状態危険状態危険状態危険状態をををを早期早期早期早期にににに検出検出検出検出してしてしてして遮断遮断遮断遮断。。。。停止停止停止停止によるによるによるによる拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止

（（（（過電流保護装置過電流保護装置過電流保護装置過電流保護装置、、、、各種検出保護装置等各種検出保護装置等各種検出保護装置等各種検出保護装置等））））

◎◎◎◎防護装置防護装置防護装置防護装置：：：：防護防護防護防護によるによるによるによる拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止（（（（保護眼鏡保護眼鏡保護眼鏡保護眼鏡、、、、防護服防護服防護服防護服 等等等等））））

ⅢⅢⅢⅢ 消費者消費者消費者消費者にににに対対対対するするするする情報情報情報情報によるによるによるによる安全確保安全確保安全確保安全確保

→→→→ⅠⅠⅠⅠ及及及及びびびびⅡⅡⅡⅡのののの手段手段手段手段をををを講講講講じることがじることがじることがじることが困難困難困難困難なななな場合場合場合場合、、、、又又又又はははは講講講講じてもリスクがじてもリスクがじてもリスクがじてもリスクが残残残残
るるるる場合場合場合場合にににに、、、、本体表示本体表示本体表示本体表示、、、、取扱説明書等取扱説明書等取扱説明書等取扱説明書等によりによりによりにより、、、、製品製品製品製品のリスクにのリスクにのリスクにのリスクに関関関関するするするする警告警告警告警告
やややや注意注意注意注意のののの内容及内容及内容及内容及びリスクのびリスクのびリスクのびリスクの回避策回避策回避策回避策をををを消費者消費者消費者消費者にににに伝達伝達伝達伝達するするするする。。。。

効果期待効果期待効果期待効果期待できずできずできずできず



リスクの低減
誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意事故防止対策不注意事故防止対策不注意事故防止対策不注意事故防止対策のののの鳥瞰図鳥瞰図鳥瞰図鳥瞰図

ハザードの
除去

ハザードの
低減

ハザードの
隔離

偶発的事象偶発的事象偶発的事象偶発的事象のののの防止防止防止防止

使いやすさの向上

被害や
損害の

大きさの
低減

意図しない
誤使用の

制約

リスク
の低減

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

スリーステップ
メソッドの活用

16
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フェイル・
セーフ

エラー・プルーフ

チャイルド・
プルーフ

エキスパート・
プルーフ

タンパー・
プルーフ

行為の制約

事故の

発生確率
の低減

意図した
誤使用の

制約

制約

Ⅰ 本質安全設計

Ⅲ 消費者に対する情報による安全確保

Ⅱ 保護装置による安全確保

○○○○フェイル・セーフはフェイル・セーフはフェイル・セーフはフェイル・セーフは安全確保安全確保安全確保安全確保のののの最後最後最後最後のののの歯止歯止歯止歯止めめめめ



FTA活用事例

ＦＴＡＦＴＡＦＴＡＦＴＡをををを活用活用活用活用してしてしてして安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保のためののためののためののための対策案対策案対策案対策案をををを探探探探るるるる

ＦＴＡＦＴＡＦＴＡＦＴＡ手法手法手法手法：：：：事故内容事故内容事故内容事故内容からからからから事故発生事故発生事故発生事故発生のののの要因要因要因要因をををを抽出抽出抽出抽出しどのしどのしどのしどの部部部部
分分分分にににに対策対策対策対策をををを施施施施せばせばせばせば事故防止事故防止事故防止事故防止につながるかをにつながるかをにつながるかをにつながるかを検討検討検討検討すすすす
るものるものるものるもの。（。（。（。（故障故障故障故障のののの木解析木解析木解析木解析：：：：Fault Tree Analysis））））

事象記号事象記号事象記号事象記号とととと論理記号論理記号論理記号論理記号をををを用用用用いていていていてＦＴＦＴＦＴＦＴをををを展開展開展開展開するするするする

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

：：：：事象事象事象事象（（（（eventeventeventevent））））

：：：：家形事象家形事象家形事象家形事象（（（（normal eventnormal eventnormal eventnormal event）））） ：：：：ORORORORゲートゲートゲートゲート（（（（OROROROR gategategategate））））

：：：：ANDANDANDANDゲートゲートゲートゲート（（（（AND gateAND gateAND gateAND gate））））

：：：：NOTNOTNOTNOTゲートゲートゲートゲート（（（（NOT gateNOT gateNOT gateNOT gate））））

事象記号事象記号事象記号事象記号とととと論理記号論理記号論理記号論理記号をををを用用用用いていていていてＦＴＦＴＦＴＦＴをををを展開展開展開展開するするするする

17

JISC5750-4-4 ディペンダビリティ マネジ
メント－第4-4部：システム信頼性のための
解析技法－故障の木解析（ＦＴＡ）より抜粋



FTA活用事例

5555
(件/台・年)

10-4 超 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２ ＡＡＡＡ３３３３

発発発発 4444
10-4 以下

～10-5 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２

10-5 以下 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ

【【【【RRRR----MapMapMapMap分析結果分析結果分析結果分析結果】】】】リスクはリスクはリスクはリスクは最大最大最大最大ででででⅣⅣⅣⅣ－－－－２２２２－Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ３３３３。。。。リコールはリコールはリコールはリコールは不要不要不要不要だがだがだがだが、、、、後継機種後継機種後継機種後継機種
はスリーステップメソッドをはスリーステップメソッドをはスリーステップメソッドをはスリーステップメソッドを用用用用いていていていて、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ領域領域領域領域にリスクをにリスクをにリスクをにリスクを低減低減低減低減することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のののの石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ火災事故火災事故火災事故火災事故113113113113件中件中件中件中83838383件件件件
ののののRRRR----MapMapMapMap分析分析分析分析がががが可能可能可能可能であったであったであったであった。（。（。（。（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

危害の程度：Ⅲ
（周辺焼損）が35

生生生生 3333
10-5 以下

～10-6 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

頻頻頻頻 2222
10-6以下

～10-7 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３

度度度度 1111
10-7以下

～10-8 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２

0000
10-8 以下 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

0000 ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ

危危危危 害害害害 のののの 程程程程 度度度度
18

危害の程度：Ⅱ
（製品発火）が11
件の場合のリスク

（周辺焼損）が35
件の場合のリスク

危害の程度：Ⅳ
（全焼）が31件の
場合のリスク

危害の程度：Ⅰ
（製品発煙）が2件
の場合のリスク

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

全焼に至るリスク：
１１１１．．．．５５５５××××１０１０１０１０－－－－７７７７



FTA活用事例
誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意のののの石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ火災事故状況火災事故状況火災事故状況火災事故状況

（（（（83838383件件件件、、、、08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

19
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事故原因事故原因事故原因事故原因 事故概要事故概要事故概要事故概要



油漏油漏油漏油漏れしにくいれしにくいれしにくいれしにくい口金口金口金口金のののの詳細詳細詳細詳細

FTA活用事例

20

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

口金外口金外口金外口金外れれれれ①①①① 口金外口金外口金外口金外れれれれ②②②②正常状態正常状態正常状態正常状態

○○○○キャップがキャップがキャップがキャップが外外外外れてもれてもれてもれても、、、、僅僅僅僅かなかなかなかな量量量量しかしかしかしか油油油油がががが漏漏漏漏れないれないれないれない



FTA活用事例

21

従来従来従来従来のののの口金口金口金口金がががが
外外外外れたれたれたれた場合場合場合場合

油漏油漏油漏油漏れしにくいれしにくいれしにくいれしにくい口金口金口金口金がががが
外外外外れたれたれたれた場合場合場合場合

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会



FTA活用事例

建建建建
物物物物
火火火火
災災災災

ス
ト
ー
ブ

ス
ト
ー
ブ

ス
ト
ー
ブ

ス
ト
ー
ブ
本
体
外
部

本
体
外
部

本
体
外
部

本
体
外
部
にににに
炎炎炎炎

灯油灯油灯油灯油にににに引火引火引火引火

灯油灯油灯油灯油がががが漏漏漏漏れるれるれるれる

灯油灯油灯油灯油とのとのとのとの距離距離距離距離

灯油灯油灯油灯油のののの引火性引火性引火性引火性

7.5*107.5*107.5*107.5*10----7777

4.3*104.3*104.3*104.3*10----7777

AAAA

キャップのキャップのキャップのキャップの緩緩緩緩みみみみ

給油給油給油給油ミスミスミスミス

異物噛異物噛異物噛異物噛みみみみ込込込込みみみみ7.5*107.5*107.5*107.5*10----6666

5.2*105.2*105.2*105.2*10----6666

2.1*102.1*102.1*102.1*10----6666

1.2*101.2*101.2*101.2*10----7777

10101010----2222

10101010----2222

10101010----2222

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のののの石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ火災事故火災事故火災事故火災事故ののののＦＴＡ（ＦＴＡ（ＦＴＡ（ＦＴＡ（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

7.5*107.5*107.5*107.5*10----9999

漏漏漏漏れたれたれたれた灯油灯油灯油灯油がががが燃燃燃燃えるえるえるえる

炎炎炎炎があふれるがあふれるがあふれるがあふれる

消火消火消火消火できないできないできないできない

10101010----2222
4.3*104.3*104.3*104.3*10----9999 対物対物対物対物センサーセンサーセンサーセンサー

油漏油漏油漏油漏れずれずれずれず 油漏油漏油漏油漏れしにくいれしにくいれしにくいれしにくい口金口金口金口金

自動消火自動消火自動消火自動消火

10101010----1111

建物建物建物建物とのとのとのとの距離距離距離距離

建物建物建物建物のののの耐火性耐火性耐火性耐火性建建建建
物物物物
にににに
着着着着
火火火火

1.51.51.51.5****10101010----7777

10101010----1111

1.5*101.5*101.5*101.5*10----6666

2.2*102.2*102.2*102.2*10----7777

1.5*101.5*101.5*101.5*10----7777

1.2*101.2*101.2*101.2*10----7777

2.9*102.9*102.9*102.9*10----8888

1.4*101.4*101.4*101.4*10----8888

2.9*102.9*102.9*102.9*10----8888

2.9*102.9*102.9*102.9*10----8888

2.9*102.9*102.9*102.9*10----8888

1.4*101.4*101.4*101.4*10----8888

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

10101010----2222

1.5*101.5*101.5*101.5*10----88881.5*101.5*101.5*101.5*10----9999

発生頻度発生頻度発生頻度発生頻度をををを
1/1/1/1/１１１１00000000以下以下以下以下
にしてにしてにしてにして、、、、CCCC領領領領
域域域域にするにするにするにする
(10(10(10(10----8888以下以下以下以下))))

芯芯芯芯おおおお手入手入手入手入れれれれ不足不足不足不足

不正改造不正改造不正改造不正改造

ガソリンガソリンガソリンガソリン誤給油誤給油誤給油誤給油

燃焼筒燃焼筒燃焼筒燃焼筒のズレのズレのズレのズレ

変質灯油変質灯油変質灯油変質灯油

屋外空焚屋外空焚屋外空焚屋外空焚きききき

吸気口閉塞吸気口閉塞吸気口閉塞吸気口閉塞

消火消火消火消火できないできないできないできない
2.2*102.2*102.2*102.2*10----9999

22

消火消火消火消火できないできないできないできない

接触接触接触接触したしたしたした可燃物可燃物可燃物可燃物がががが燃燃燃燃えるえるえるえる

10101010----2222 機械式機械式機械式機械式ﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰ密閉装置密閉装置密閉装置密閉装置

燃焼部燃焼部燃焼部燃焼部とのとのとのとの距離距離距離距離

AAAA

燃焼部燃焼部燃焼部燃焼部のののの温度温度温度温度

自動消火自動消火自動消火自動消火

故障使用故障使用故障使用故障使用



FTA活用事例

5555
(件/台・年)

10-4 超 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２ ＡＡＡＡ３３３３

発発発発 4444
10-4 以下

～10-5 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２

10-5 以下 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ

【【【【リスクリスクリスクリスク室室室室コメントコメントコメントコメント】】】】全焼事故全焼事故全焼事故全焼事故のののの発生発生発生発生確率確率確率確率はははは、、、、実際実際実際実際にににに発生発生発生発生したしたしたした頻度頻度頻度頻度１１１１．．．．５５５５××××１０１０１０１０
－－－－７７７７をををを用用用用いたいたいたいた。。。。①①①①

こぼれにくいこぼれにくいこぼれにくいこぼれにくい口金口金口金口金（（（（灯油漏灯油漏灯油漏灯油漏れれれれ）、）、）、）、②②②②機械式機械式機械式機械式ﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰﾊﾞｰﾅｰ密閉装置密閉装置密閉装置密閉装置（（（（炎炎炎炎あふれあふれあふれあふれ）、）、）、）、③③③③対物対物対物対物センサーセンサーセンサーセンサー（（（（可可可可
燃物接触燃物接触燃物接触燃物接触））））のののの改善措置改善措置改善措置改善措置をををを追加追加追加追加するとするとするとすると、、、、１１１１．．．．５５５５××××１０１０１０１０

－－－－９９９９以下以下以下以下にににに改善改善改善改善されるとされるとされるとされると推定推定推定推定。。。。

対策前の全焼に至るリスク：

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のののの石油石油石油石油ストーブストーブストーブストーブ火災事故火災事故火災事故火災事故113113113113件中件中件中件中83838383件件件件
ののののRRRR----MapMapMapMap分析分析分析分析がががが可能可能可能可能であったであったであったであった。（。（。（。（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

生生生生 3333
10-5 以下

～10-6 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

頻頻頻頻 2222
10-6以下

～10-7 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３

度度度度 1111
10-7以下

～10-8 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２

0000
10-8 以下 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

0000 ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ

危危危危 害害害害 のののの 程程程程 度度度度
23
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リスクの低減
①油漏れしにくい口金追加
②機械式バーナー密閉装置追加
③対物センサー追加

対策前の全焼に至るリスク：
１１１１．．．．５５５５××××１０１０１０１０－－－－7777

対策後の全焼に至るリスク：
１１１１．．．．５５５５××××１０１０１０１０

－－－－９９９９以下以下以下以下



FTA活用事例

5555
(件/台・年)

10-4 超 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２ ＡＡＡＡ３３３３

発発発発 4444
10-4 以下

～10-5 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２

10-5 以下 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

ガスこんガスこんガスこんガスこんろろろろ

【【【【RRRR----MapMapMapMap分析結果分析結果分析結果分析結果】】】】リスクはリスクはリスクはリスクは最大最大最大最大ででででⅣⅣⅣⅣ----１１１１----ＢＢＢＢ２２２２。。。。リコールはリコールはリコールはリコールは不要不要不要不要だがだがだがだが、、、、後継機種後継機種後継機種後継機種はははは
スリーステップメソッドをスリーステップメソッドをスリーステップメソッドをスリーステップメソッドを用用用用いていていていて、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ領域領域領域領域にリスクをにリスクをにリスクをにリスクを低減低減低減低減することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。

危害の程度：Ⅱ
（製品発火）が90

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のガスこんのガスこんのガスこんのガスこんろろろろ火災事故火災事故火災事故火災事故268268268268件中件中件中件中254254254254件件件件ののののRRRR----
MapMapMapMap分析分析分析分析がががが可能可能可能可能であったであったであったであった。（。（。（。（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

危害の程度：Ⅳ

生生生生 3333
10-5 以下

～10-6 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

頻頻頻頻 2222
10-6以下

～10-7 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３

度度度度 1111
10-7以下

～10-8 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２

0000
10-8 以下 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

0000 ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ

危危危危 害害害害 のののの 程程程程 度度度度
24

（製品発火）が90
件の場合のリスク

危害の程度：Ⅲ
（周辺焼損）が109
件の場合のリスク

危害の程度：Ⅳ
（全焼）が40件の
場合のリスク

危害の程度：Ⅰ
（製品発煙）が13
件の場合のリスク

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

危害の程度：０
（製品溶融）が2件
の場合のリスク 全焼に至るリスク：

６６６６．．．．８８８８××××１０１０１０１０－－－－８８８８



FTA活用事例
誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意のガスこんのガスこんのガスこんのガスこんろろろろ火災事故状況火災事故状況火災事故状況火災事故状況

（（（（254254254254件件件件、、、、08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

火元火元火元火元 事故原因事故原因事故原因事故原因

25
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ガスこんガスこんガスこんガスこんろのろのろのろの火災事故火災事故火災事故火災事故をををを防止防止防止防止するするするする安全装置安全装置安全装置安全装置（（（（08080808年年年年4444月月月月よりよりよりより導入開始導入開始導入開始導入開始））））

FTA活用事例

26

日本日本日本日本ＬＰＬＰＬＰＬＰガスガスガスガス協会協会協会協会ＨＰＨＰＨＰＨＰよりよりよりより http://www.jhttp://www.jhttp://www.jhttp://www.j----lpgas.gr.jp/kiki/home/si.htmllpgas.gr.jp/kiki/home/si.htmllpgas.gr.jp/kiki/home/si.htmllpgas.gr.jp/kiki/home/si.html

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会



FTA活用事例

建建建建
物物物物
火火火火
災災災災

こ
ん
こ
ん
こ
ん
こ
ん
ろろろろ
本
体
外
部

本
体
外
部

本
体
外
部

本
体
外
部
にににに
炎炎炎炎

3.0*103.0*103.0*103.0*10----7777

2.8*102.8*102.8*102.8*10----7777

10101010----2222

調理物中調理物中調理物中調理物中のののの油脂量油脂量油脂量油脂量

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のガスこんのガスこんのガスこんのガスこんろろろろ火災事故火災事故火災事故火災事故ののののＦＴＡ（ＦＴＡ（ＦＴＡ（ＦＴＡ（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

3.0*103.0*103.0*103.0*10----9999

こんこんこんこんろろろろ調理中調理中調理中調理中にににに調理物調理物調理物調理物
（（（（油脂含油脂含油脂含油脂含））））がががが燃燃燃燃えるえるえるえる

10101010----１１１１

調理物中調理物中調理物中調理物中のののの油脂油脂油脂油脂のののの発火点発火点発火点発火点

10101010----1111
グリルグリルグリルグリル調理中調理中調理中調理中にににに炎炎炎炎があがあがあがあ
ふれるふれるふれるふれる グリルグリルグリルグリル庫内庫内庫内庫内のののの残油脂残油脂残油脂残油脂のののの発火点発火点発火点発火点

グリルグリルグリルグリル庫内庫内庫内庫内のののの残油脂量残油脂量残油脂量残油脂量
2.8*102.8*102.8*102.8*10----8888

人感人感人感人感センサーセンサーセンサーセンサー（（（（共通共通共通共通））））自動消火自動消火自動消火自動消火

自動消火自動消火自動消火自動消火 調理油過熱防止装置調理油過熱防止装置調理油過熱防止装置調理油過熱防止装置

自動消火自動消火自動消火自動消火 消消消消しししし忘忘忘忘れれれれ消火装置消火装置消火装置消火装置（（（（こんろこんろこんろこんろ）））） 10101010----1111

10101010----1111

自動消火自動消火自動消火自動消火 消消消消しししし忘忘忘忘れれれれ消火装置消火装置消火装置消火装置（（（（グリルグリルグリルグリル）））） 10101010----1111

10101010----3333
3.0*103.0*103.0*103.0*10----10101010

10101010----2222
2.8*102.8*102.8*102.8*10----9999

建物建物建物建物とのとのとのとの距離距離距離距離

建物建物建物建物のののの耐火性耐火性耐火性耐火性

建建建建
物物物物
にににに
着着着着
火火火火

6.86.86.86.8****10101010----8888 6.8*106.8*106.8*106.8*10----7777

10101010----1111

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

9.8*109.8*109.8*109.8*10----88889.8*109.8*109.8*109.8*10----9999

発生頻度発生頻度発生頻度発生頻度をををを
1/1/1/1/１１１１0000以下以下以下以下にににに
してしてしてして、、、、CCCC領域領域領域領域
にするにするにするにする
(10(10(10(10----8888以下以下以下以下))))

消火消火消火消火できないできないできないできない

こんこんこんこんろろろろ調理中調理中調理中調理中にににに炎炎炎炎があがあがあがあ
ふれるふれるふれるふれる

可燃物可燃物可燃物可燃物とのとのとのとの距離距離距離距離

可燃物可燃物可燃物可燃物のののの耐火性耐火性耐火性耐火性

3.7*103.7*103.7*103.7*10----8888

1.3*101.3*101.3*101.3*10----8888

消火消火消火消火できないできないできないできない

こんこんこんこんろろろろ受皿受皿受皿受皿のののの残油脂量残油脂量残油脂量残油脂量

こんこんこんこんろろろろ受皿受皿受皿受皿のののの残油脂残油脂残油脂残油脂のののの発火点発火点発火点発火点

消火消火消火消火できないできないできないできない
2.7*102.7*102.7*102.7*10----8888 着火操作着火操作着火操作着火操作のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし

未燃焼未燃焼未燃焼未燃焼ガスガスガスガス滞留滞留滞留滞留

炎炎炎炎にににに接触接触接触接触したしたしたした可燃物可燃物可燃物可燃物がががが
燃燃燃燃えるえるえるえる

未燃焼未燃焼未燃焼未燃焼ガスガスガスガス着火着火着火着火
着火不良着火不良着火不良着火不良

自動消火自動消火自動消火自動消火 消消消消しししし忘忘忘忘れれれれ消火装置消火装置消火装置消火装置（（（（グリルグリルグリルグリル）））） 10101010----1111

7.0*107.0*107.0*107.0*10----88887.0*107.0*107.0*107.0*10----9999

10101010----2222
2.8*102.8*102.8*102.8*10----9999

27



FTA活用事例

5555
(件/台・年)

10-4 超 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２ ＡＡＡＡ３３３３

発発発発 4444
10-4 以下

～10-5 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２

10-5 以下 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

ガスこんガスこんガスこんガスこんろろろろ

【【【【リスクリスクリスクリスク室室室室コメントコメントコメントコメント】】】】全焼事故全焼事故全焼事故全焼事故のののの発生発生発生発生確率確率確率確率はははは、、、、実際実際実際実際にににに発生発生発生発生したしたしたした頻度頻度頻度頻度６６６６．．．．８８８８××××１０１０１０１０
－－－－８８８８をををを用用用用いたいたいたいた。。。。調調調調

理油過熱防止装置理油過熱防止装置理油過熱防止装置理油過熱防止装置やややや消消消消しししし忘忘忘忘れれれれ消火装置消火装置消火装置消火装置をををを追加追加追加追加するとするとするとすると９９９９．．．．８８８８××××１０１０１０１０－－－－９９９９以下以下以下以下にににに改善改善改善改善されるがされるがされるがされるが、、、、
人感人感人感人感センサーのセンサーのセンサーのセンサーの改善措置改善措置改善措置改善措置をををを追加追加追加追加するとするとするとすると、、、、７７７７．．．．００００××××１０１０１０１０

－－－－９９９９以下以下以下以下にににに改善改善改善改善されるとされるとされるとされると推定推定推定推定。。。。

対策前の全焼に至るリスク：

誤使用誤使用誤使用誤使用・・・・不注意不注意不注意不注意がががが原因原因原因原因のガスこんのガスこんのガスこんのガスこんろろろろ火災事故火災事故火災事故火災事故268268268268件中件中件中件中254254254254件件件件ののののRRRR----
MapMapMapMap分析分析分析分析がががが可能可能可能可能であったであったであったであった。（。（。（。（08/4/108/4/108/4/108/4/1～～～～11/8/3111/8/3111/8/3111/8/31））））

生生生生 3333
10-5 以下

～10-6 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

頻頻頻頻 2222
10-6以下

～10-7 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３

度度度度 1111
10-7以下

～10-8 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２

0000
10-8 以下 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

0000 ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ

危危危危 害害害害 のののの 程程程程 度度度度
28
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対策前の全焼に至るリスク：
６６６６．．．．８８８８××××１０１０１０１０－－－－８８８８

リスクの低減
③人感センサー追加

リスクの低減
①調理油過熱防止装置追加
②消し忘れ消火装置追加

①～②対策後の全焼に至るリスク：
９９９９．．．．８８８８××××１０１０１０１０

－－－－９９９９以下

①～③対策後の全焼に至るリスク：
７７７７．．．．００００××××１０１０１０１０

－－－－９９９９以下



5555
(件/台・年)

10-4 超 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２ ＡＡＡＡ３３３３

発発発発 4444
10-4 以下

～10-5 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１ ＡＡＡＡ２２２２

10-5 以下 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

テレビテレビテレビテレビ台台台台（（（（強化強化強化強化ガラスガラスガラスガラス製製製製）））） 天板天板天板天板のののの強化強化強化強化ガラスがガラスがガラスがガラスが割割割割れたれたれたれた等等等等のののの事故事故事故事故がががが約約約約１００１００１００１００件発生件発生件発生件発生。。。。

【【【【RRRR----MapMapMapMap分析結果分析結果分析結果分析結果】】】】天板天板天板天板のののの破損破損破損破損はははは危害危害危害危害のののの程度程度程度程度００００でリスクでリスクでリスクでリスク領域領域領域領域Ｃ。Ｃ。Ｃ。Ｃ。テレビテレビテレビテレビ等等等等のののの重量重量重量重量
物物物物（（（（約約約約２０２０２０２０ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）がががが落下落下落下落下したしたしたした状況状況状況状況はははは、、、、通院加療程度通院加療程度通院加療程度通院加療程度のののの人的被害人的被害人的被害人的被害がががが発生発生発生発生するおそれするおそれするおそれするおそれ
がありがありがありがあり、、、、危害危害危害危害のののの程度程度程度程度ⅡⅡⅡⅡとととと見積見積見積見積りりりり、、、、リスクリスクリスクリスク領域領域領域領域ＢＢＢＢ３３３３。。。。

危害の程度Ⅱ（テレビ
落下）が約４０件の場
合のリスク

？？？？

再発防止から未然防止へ
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生生生生 3333
10-5 以下

～10-6 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３ ＡＡＡＡ１１１１

頻頻頻頻 2222
10-6以下

～10-7 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２ ＢＢＢＢ３３３３

度度度度 1111
10-7以下

～10-8 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ１１１１ ＢＢＢＢ２２２２

0000
10-8 以下 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

0000 ⅠⅠⅠⅠ ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ ⅣⅣⅣⅣ

危危危危 害害害害 のののの 程程程程 度度度度

危害の程度０（天板破
損）が約６０件の場合
のリスク

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会

危害の程度Ⅱ（通院
加療）が１件の場合の
リスク

？？？？



ＡＬＡＲＰＡＬＡＲＰＡＬＡＲＰＡＬＡＲＰ((((as low as reasonably practicableas low as reasonably practicableas low as reasonably practicableas low as reasonably practicable：：：：アラープアラープアラープアラープ))))のののの原則原則原則原則

再発防止から未然防止へ

出典出典出典出典：：：：品質月間品質月間品質月間品質月間テキストテキストテキストテキスト366366366366 実務実務実務実務にににに役立役立役立役立つシリーズつシリーズつシリーズつシリーズ：：：：製品安全製品安全製品安全製品安全,,,,リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理にににに役立役立役立役立つつつつRRRR----MapMapMapMap手法手法手法手法のののの活用活用活用活用（（（（松本浩二松本浩二松本浩二松本浩二、、、、((((財財財財))))日本科学技術連盟日本科学技術連盟日本科学技術連盟日本科学技術連盟））））

※※※※ＡＬＡＲＰ（ＡＬＡＲＰ（ＡＬＡＲＰ（ＡＬＡＲＰ（アラープアラープアラープアラープ））））領域領域領域領域：：：：このこのこのこの領域領域領域領域のリスクはのリスクはのリスクはのリスクは、、、、あるあるあるある条件条件条件条件をををを満満満満たしたたしたたしたたした場合場合場合場合のみのみのみのみ許許許許
容可能容可能容可能容可能となるとなるとなるとなる。。。。あるあるあるある条件条件条件条件とはとはとはとは、、、、当時当時当時当時のののの最高科学技術水準最高科学技術水準最高科学技術水準最高科学技術水準(state of the art)(state of the art)(state of the art)(state of the art)をををを以以以以てしてしてしてし
てもてもてもても、、、、リスクをリスクをリスクをリスクを受入可能受入可能受入可能受入可能なななな領域領域領域領域までまでまでまで低減低減低減低減できないできないできないできない場合場合場合場合をををを指指指指すすすす。。。。

平成２３年度製品安全センター製品安全業務報告会
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リスク領域Ｃのリコール妥当性

事故品は対策なし

再発防止から未然防止へ

◎ 飛散防止フイルム
→ 天板と棚板の両方に飛散防止フイル

ムを貼り付けた強化ガラスを採用し、
衝撃を受ける等で、ガラスが割れた
場合に、ガラス片が周囲に大きく飛
散することを防止する。

他社類似品他社類似品他社類似品他社類似品
はははは対策済対策済対策済対策済みみみみ

31

→他社の類似製品にある飛散防止フイルムや防護フレーム等のリスク低
減措置は事故品には無く、かつ人的被害に至るおそれがある。よって、リ
スク領域Ｂ３であるが、ALARPALARPALARPALARPのののの原則原則原則原則より、今回今回今回今回のリコールはのリコールはのリコールはのリコールは妥当妥当妥当妥当である。
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◎ 落下防止フレーム
→ 天板のガラスが割れた場合に、天板

の下にテレビ本体が落下することを
防止する。

はははは対策済対策済対策済対策済みみみみ



NITE事故情報DB

事業者事業者事業者事業者

事故発生事故発生事故発生事故発生

過去事故検索

R - M a p

事故報告

再発防止から未然防止へ

製品安全確保製品安全確保製品安全確保製品安全確保

リコール
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ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例提供

F T A

再発防止措置

後継機種の
設計段階に反映

E T A

再発防止

未然防止



◎◎◎◎ 低低低低リスクリスクリスクリスク領域領域領域領域のののの事故事故事故事故

◎◎◎◎ 多発性多発性多発性多発性のののの事故事故事故事故

今後の課題（リスク室注目ポイント）

33

◎◎◎◎ リコールのリコールのリコールのリコールの妥当性妥当性妥当性妥当性

◎◎◎◎ 設計段階設計段階設計段階設計段階からのからのからのからの未然防止未然防止未然防止未然防止
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ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
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