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講座概要

（１） 機械分野について
（２） 燃焼器具の事故事例

（３） 自転車の事故事例（調査方法）



直近5年間の事故情報収集状況
（重大・非重大製品事故合計_ 2022年4月末時点）

品目別事故情報収集件数比率
（2017年度～2021年度分合計、重複を除く）

家庭用電気製品

53.13%

燃焼器具

13.88%

家具・住宅用品

12.34%

乗物・乗物用品

8.07%

身のまわり品

6.12%

乳幼児用品

2.49%

台所・食卓用品

2.13%

レジャー用品

1.03%
保健衛生用品

0.40%
繊維製品

0.38%
その他

0.03%

機械分野について

製品区分 品目代表例（順不動）

燃焼器具 石油ストーブ、ガスこんろ、カセッ
トこんろ、石油がま、ガス給湯器、
石油給湯機、石油ファンヒーター、
ガストーチ等

家具・住宅
用品

いす、家具、ベッド、テレビ台、は
しご・脚立・踏み台、草刈機（電
動のものを除く）、扉・シャッター、
除雪機、手すり、浴槽、塗料等

乗物・乗物
用品

自転車（電動アシスト車を含む）、
車いす（電動車いすを含む）、自
転車用幼児座席、歩行器、三輪
自転車、等

品目代表例一覧
抜粋：別表 1 品目代表例一覧 2021 年度事故情報収集報告書 P14

https://www.nite.go.jp/data/000138707.pdf
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燃焼器具の事故事例
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ガスこんろの構造

出典：JIS S 2103：2019 家庭用ガス調理機器

例：グリル付二口こんろ
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ガスこんろの安全装置

名称 定義

立ち消え安全装置 ガス燃焼機器において，点火時，再点
火時の不点火，立消えなどによるトラブ
ルを未然に防止する安全装置。（2008
年10月規制）

調理油過熱防止装
置

ガスこんろで調理したとき，てんぷら油
などの過熱による火災を防止する安全
装置（2008年10月規制）

グリル過熱防止装
置

規定温度以上の温度になることを防止
する安全装置

消し忘れ防止装置 一定時間経過後に自動的に燃焼を停
止する装置

参考：JIS S 2091:2013 家庭用燃焼機器用語
日本産業標準調査会 https://www.jisc.go.jp/
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なぜ？ 煮汁等が事故品内部に浸入し、長期使用（約２２年）により、ガ

ス導管が腐食したことでガス漏れが発生し、漏れた未燃ガスにグリルの

炎が引火して、機器の一部が焼損したものと考えられる。

【事故内容】 使用中のガスこんろ付近から火が出て、機器の一部を焼損

した。

ガスこんろ 煮汁が浸入して腐食

左バーナーガスパイプ接続
箇所からガス漏れ

泡

ガスこんろ内部
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なぜ？ ＬＰガス販売事業者が、事故品を都市ガス用からＬＰガス用に改造

する際に、グリル連結管のＯリングを傷つけたが、作業後のガス漏洩試験を

実施しなかったためガス漏れ（作業ミス）を確認できず、グリル使用時に漏洩

した未燃ガスに使用中のバーナー炎が引火して吹き出た炎で火傷を負った

ものと推定される。

【事故内容】 ガスこんろを使用したところ、グリル付近から火が出て、家

人１人が火傷を負った。

ガスこんろ ガス種の変更時の作業ミスによる事故

ノズル部

グリル連結管

連結部⇒Oリングを損傷
本来の修理手順
（連結管にOリングを付けてか
ら機器に取り付ける）

Oリング
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ガス湯沸器の構造

出典：JIS S 2109：2019

家庭用ガス温水機器

名称 定義

立ち消え
安全装置

ガス燃焼機器において，点火時，再点火
時の不点火，立消えなどによるトラブルを
未然に防止する安全装置。

不完全燃
焼防止装
置

正常燃焼範囲を逸脱して不完全燃焼する
前に燃焼を停止させる安全装置

不完全燃
焼防止装
置インター
ロック機能

不完全燃焼防止装置が連続して作動後、
制御用乾電池の交換等の通常操作を行
い、点火操作を行っても再び点火しない機
能

空だき安
全装置

空だきした場合、機器が損傷する前に自
動的にバーナへの燃焼通路を閉ざす安全
装置

消し忘れ
防止装置

一定時間経過後に自動的に燃焼を停止す
る装置

残火安全
装置

給水が停止してもメーンバーナが消火しな
い場合にバーナへの燃料通路を閉ざす安
全装置

先止め瞬間湯沸器の安全装置

出典：JIS S 2091:2013 家庭用燃焼機器用語
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【事故内容】 使用者が異音に気づき確認したところ、ガス瞬間湯沸器を

焼損する火災が発生していた。

なぜ？ 長期使用（約23年）により、熱交換器フィンに多量

のすすが付着して燃焼空気が足りなくなり、かつ排気通路

である熱交換器内がすすで閉塞したため、未燃ガスが機

器内に滞留し、異常着火して機器内部が焼けたもの。

ガス瞬間湯沸器 すすがたまって異常着火（開放式）

（ＮＩＴＥの再現試験の様子）

熱交換器フィンの
目詰まり

配線部の焼損機器内部
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【事故内容】 ガス瞬間湯沸器を使用中、一酸化炭素中毒で１人が死亡、

１人が軽傷を負った。

なぜ？ 換気扇を使用していなかったため、換気不良

により一酸化炭素が室内に滞留したもの。

また、長期の使用（約３４年）により、機器内にほこり

やすすが詰まっていた。

ガス瞬間湯沸器 換気不良で一酸化炭素中毒（開放式）

熱交換器フィンの
目詰まり

◆使用中にたびたび火が消える。
◆炎の色が黄色になっている（異常燃焼）
◆機器の上部に汚れや目詰まりがある。
◆すすの付着で黒く変色している。

不完全
燃焼の
チェック
ポイント

メインバーナー

ほこり

熱交換器（下から見上げた状態）
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出典：JIS S 2019：2009 自然通気形開放式石油ストーブ

例：グリル付二口こんろ

石油ストーブの構造

12



石油ストーブの安全装置

名称 機能

給油時消火装置 気密油タンクを抜いた時、自動的に消火し，自動的
に再点火しない。また，消火状態から燃焼を再開し
ない。（消安法 2009年12月31日以降）

対震自動消火装置 地震又衝撃を受けたとき，自動的に消火し，自動的
に再点火しない。また，消火状態から燃焼を再開し
ない。

気密油タンクの給油口ふた 開閉状況を判別でき、閉まつたことが音、目視又は
感触で確認できること。（消安法 2009年4月1日施
行）

不完全燃焼防止装置 石油ファンヒーター対象：バーナー部への空気の供
給が不足するなどして不完全燃焼となったとき，自
動的に消火し，自動的に再点火しない（消安法
2009年4月1日施行）

参考：消費生活用品安全法 石油燃焼機器の規制について
https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/sekiyu_shitei.html

消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/20201106tsutatsukaisei.pdf 13

https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/sekiyu_shitei.html


【事故内容】 石油ストーブを使用中、周辺焼損する火災が発生した

なぜ？ 当該製品にガソリンを誤給油して燃焼させたため、異常燃焼が

生じて出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガソリンの使

用禁止」旨、記載されている。

石油ストーブ ガソリンの誤給油

石油ストーブ「1.ガソリンの誤給油」
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/nenshou/02040101.html 14



【事故内容】 石油ストーブを点火後、ストーブ下部から出火する火災

が発生した

なぜ？ 石油ストーブの置台にほこりが堆積したことによって給気不足と

なり、吹き返し現象が生じて置台上のほこりに炎が着火したものです。

石油ストーブ 吹き返し現象

石油ストーブ「8.燃焼筒内部の吹き返し現象」」
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/nenshou/1173.html

吹き返し現象により、ほこりに
着火（イメージ）
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自転車の事故事例
（調査方法）
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【事故内容】

使用者が自転車（クロスバイク）に乗車して走行中、前ホークの先端が
破損し、前輪が外れて転倒した。

自転車 調査からの事故原因の検討

調査項目

・使用者の情報（年齢、性別、体型）

・事故品の情報（構造、インターネット）

・同種事故の検索（NITEDB）

・現場の状況（屋外、室内、歩道、アスファルト、坂、雨、晴れ）

・事故時の状況（使用者は、事故前なにをしていた）

・事故品の使用状況（頻度、修理歴、保管状態）

・事故品の販売状況

・事故品の外観観察（全体、部分（破壊、変形、汚れ、マクロ、ミクロ）

・取扱説明書、本体表示の確認

・同等品と事故品の比較（強度試験、成分分析）

・事故原因の検討（製品に問題があったか、それ以外に問題があったか）
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使用者について

• 男性、30歳代

• 使用期間：４か月

• 身長・体重不明（２７インチの自転車を乗りこなす）

＜参考＞

令和元年国民健康・栄養調査報告より

30～39歳 男性 平均身長171.5cm 平均体重70.0kg

国民健康・栄養調査
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html

学校保健統計調査
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm

乳幼児身体発育調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/73-22.html
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事故品に関する情報収集（1/2）

• 車種：スポーティ車（MTB類形車）

• 車輪径：27インチ

• 変速機構：前3段、後7段。

• 本体フレーム及び前ホーク素材：アルミ合金

製品外観
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事故品に関する情報収集（2/2）

• ブレーキ方式：前後輪ともにディスクブレーキ

• 車輪の着脱：前後輪ともにクイックレリーズ機構

ディスクロータ

カムレバー
前ホーク ブレーキキャリパ

調整ナット

カムレバー

スキュア

開

閉

締結力

前ホーク
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同種事故の発生状況の確認

• NITEのデータベースを活用して、自転車走行中に前輪

が破損して転倒した事故を調べた。

→前輪ロックによる転倒事故は多数あった。それらの

多くは、前輪に荷物や傘、異物が巻き込まれたことに

よる事故だった。

→同等品による同種事故は2件のみ。それ以外には、

他社の類似製品を含めて同種事故は発生していな

かった。

事故情報の検索
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/
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事故現場の状況を確認

• 緩やかな下り坂

• 事故発生時の天候は晴れ

• 舗装路面で平坦（凸凹なし）

• 路面は乾燥していた

• 路面にブレーキ痕や擦れ痕
なし

※イメージ画像。実際の事故現場ではありません。
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事故直前の状況を確認

• 前方からの対向車や、後方からの追い抜きはなかった。

• 立ち漕ぎはしていない。

• 荷物は背中のリュックのみ。傘等は持っていなかった。

• 事故直前にブレーキはかけていない。

• 事故発生時、前輪付近から異音（詳細不明）がして急ブ
レーキ（前輪ロック）がかかった。

• 後輪が持ち上がり、体が前に投げ出されるような感覚が
あった。
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事故以前の使用状況を確認

• 通勤に使用。自宅～会社。片道5km。

• 屋根付きの駐輪場に保管。

• 事故以前に、車体、前ホーク、等にダメージを与
えたことはなかった。

• 事故以前に、製品に不調は無かった。

• 購入後、ユーザー自身でメンテナンスは一度もし
ていない。
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事故品の販売時の状況

• 販売店は事故品ブランドの直営店。

• 引き渡し前に整備士（有資格者）が車体の点検を実
施していた。

• 販売店は、点検時の記録を残しており、前輪クイック
レリーズ機構の整備も行われていた。

• 販売店はユーザーに対して、取扱説明書の内容（ク
イックレリーズ機構の仕組み、締結方法、等）を口頭
で説明していた。
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事故品の外観観察（1/3）

• フレーム及びハンドルには、車体右側を中心に擦過痕が認めら
れるが、破損はしていない。

• 前輪、後輪ともにパンク無し。

• 変速機構、チェーンに損傷や動作不良なし。

• 前ホークに変形なし。前ホークの内側（車輪側）に傷や接触痕
なし。

• 前輪のリム及びスポークに打痕や変形なし。

製品外観
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事故品の外観観察（2/3）

破損したフロントフォーク（左）
の先端爪部

ディスクロータ カムレバー

事故前 事故後

破損した爪部
（後側）

破断面
（赤矢印側
から観察）

（前側）

（後側）
（前側） （後側）

（前側）

（後側）
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事故品の外観観察（3/3）

ディスクロータの捻じれ
（ディスクを車体正面から撮影）

ディスクロータの穴縁部の打痕 カムレバーの打痕
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取扱説明書や本体の表示

• 取扱説明書と前ホーク（本体）には、走行前に必ず車輪の固定確
認を行うよう注意表示がされていた。また、取扱説明書には、ク
イックレリーズ機構の締結方法が詳細に記載されていた。
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①

②

③
（車体後側）

破
壊
の
進
行

方
向

（車体前側）

事故品の破面観察

• 破壊は、車体の前方から後方に進展していた。

• ホーク内部に起点はなく、製造欠陥は認められな
かった。

• 破壊が徐々に進展したことを示す痕跡はなかった。

• 破面大部分には延性破壊の痕跡が観察された。

電子顕微鏡（SEM） ×700

①

②

③
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同等品の強度試験の実施

→ 調査の結果、同等品の強度は基準を満たしていた。

前ホークやクイックレリーズ機構に関する規格例（一部抜粋、要約）

規格番号 規格名 項目 対象 試験内容 基準

JIS D9301 一般用自転車 7.8 前ホー
ク

前ホークの疲労性。ホークステム
ヘッドに対して直角方向に±450N
の負荷を100,000回負荷する。

破損または亀裂の無
きこと。また、最大た
わみ量を測ること。

5.7 クイッ
クレ
リーズ
機構

カムレバーの所要固定操作力 200N未満であること。

カムレバーの解除操作力 50N以上であること。

ISO4210-6
(EN 14766)

Cycles — Safety 
requirements for
bicycles — Part 6:
Frame and fork test 
methods

5.6.3 ディス
クブ
レーキ
用前
ホーク

静的ブレーキトルクテスト。トルク
アームを使い、ブレーキ取付位置
から、所定の長さの位置に600N
の荷重を12,000回負荷する。

破損や目に見える亀
裂のなきこと。

• 前ホークやクイックレリーズ機構がJIS等の規格で
定められた基準を満たしているかを調査した。
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事故品と同等品の材質と寸法を比較

• 事故品と同等品の前ホークの寸法に差異は認められなかった。

• クイックレリーズ機構の各部品にも差異は認められなかった。

• 事故品と同等品の前ホークの金属組成を発光分光分析装置で分析
した結果、差異は認められなかった。

→事故品と同等品で、材質・寸法に差異は認められなかった。

原理 試料と電極との間で放電を発生させて試料を
蒸発・気化する。試料の原子が放電のプラズマ
の中で発する光を分光することにより、目的の
元素のスペクトルを取り出しして定量を行う。

特徴 金属中の多元素を、同時に精度よく分析できる。
成分がある程度判明していて、成分が既定値
に入っているかどうかを分析するのに適してい
る。

試料
15mm角（板厚：2mm）程度の試料が必要（破壊
分析）
分析エリア：約φ10mm

発光分光分析装置
(Optical Emission 

Spectrometer)
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同等品による再現試験①

• 同等品の前輪のクイックレリーズ機構を、適切な力で
締め、ドラム走行試験装置に6時間かける。

• 試験終了後、クイックレリーズ機構やカムレバーに緩み
がないかを確認。

→クイックレリーズを適切に締めた場合、カムレバーが緩むことはなかった。

試験風景
ISO4201-3（付属書A）ドラム走行試験装置

段差付
ドラム

概要

試験時間 6時間

ドラム回転速度 8km/h

ドラム直径 760mm

段差高さと枚数 20mm、90°ごとに4枚

自転車の固定方法 後輪とハンドルを固定
し、前輪のみを回転挿
せる。

カムレバーの締結状態 解除操作力を50N程度
になるように調整

ビデオカメラ

試験対象車
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同等品による再現試験②（1/2）

①

②

③

④

• クイックレリーズ機構のカムレバーを
最初からゆるめた状態で締結し、再
現試験①と同じ条件で走行試験を実
施した。

• 試験開始からしばらくすると、カムレ
バーが開放されて倒れ、倒れたカムレ
バーの先端が、ディスクロータの穴に
入り込んだ（②）。

• カムレバーはディスクと一緒に回転し
て、持ち上げられ、前ホーク先端に接
触（③）。前ホークと接触したカムレ
バーは、前ホークつめ部を破損させ、
前輪をロックさせた（④）。
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同等品による再現試験②（2/2）

• 試験後、同等品のカムレバーの打痕の位置や、前
ホークの破損状態は、事故品のそれと酷似していた。

事故品

同等品
（試験品）

カムレバー 破断したつめ部 前ホーク破断面

→走行中にカムレバーが緩んで外れると、ディスクブ
レーキに巻き込まれて前輪がロックした。破損状況
は、事故品と酷似していた。
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他社類似製品との構造比較

• 他社のクイックレリーズとディスクブレーキを採用して
いる自転車を調査した。

→事故品は、カムレバーとディスクロータの選定、組
み合せに問題があった。

カムレバーは、
ディスクロータの
反対側に取り付
けられている。

カムレバーは、ディ
スクロータと同じ側
に取り付けられてい
るが、180°以上開
かず、ディスクと接
触しない。

カムレバー先端
がディスクロータ
と接触するが、事
故品のようにディ
スクロータの穴に
入り込まない。

→カムレバーがディスクロータに巻き込まれない構
造になっていた。
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事故原因の検討

• 前ホークには、構造上の欠陥は認められなかった。

• クイックレリーズ機構の締結力にも、異常は認められなかった。

• クイックレリーズ機構の使い方や点検方法は、取扱説明書や本体に表示し
てあった。

• ユーザーはクイックレリーズの増し締めや日常点検を行っていなかった。

• 販売店は、引渡前点検とクイックレリーズについての説明を行っていた。

• 同種事象が数件発生しており、他社類似製品では事故は発生していない。

• 他社類似製品には、事故品のような巻き込み現象が生じない、クイックレ
リーズ機構とディスクブレーキの組み合わせを採用しているものがあった。

→事故原因は、ユーザーの点検不備の他に、事故品
のクイックレリーズ機構とディスクブレーキの種類、
構造、組合せに問題があった。
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ご清聴ありがとうございました

https://www.nite.go.jp/jiko/
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