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報告内容

2
独立行政法人製品評価技術基盤機構

１．事故を起こさないために意識すること
・消費者が安心できる製品とは
・認知バイアスとは

２．調査事例について
・幼児の指が自転車の歯車に巻き込まれた！

３．警察と連携した調査事例について
・ベビーカーのタイヤが破裂した！

４．まとめ



１．事故を起こさないために意識すること
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消費者が期待する製品
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安 全

客観的、合理的、技術的に実現し、理解できること。
例）危険な部位や物質が存在しない。保護装置がついている。

信 頼

主観的なもので、判断する人の価値観に依存する。
例）会社や社員の印象が良い。商品やブランドの知名度が高い。

安 心

安心＝信頼×安全

製品は、安心して購入でき、安心して使えるのがあたりまえである。

参考文献： 向殿政男，北條理恵子，清水尚憲， 『安全四学』 （日本規格協会，２０２１年）



製造物責任法 第２条第２項

この法律において「欠陥」とは、製造物の特性、その通常予見される使用形態、
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情
を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

製造物責任法（ＰＬ法） ー 欠陥の定義

①①設計上の欠陥
構造や材料など仕様そのものが不適切なもの。

②②製造上の欠陥
仕様は適切であるが、製造時や輸送時に不具合が生じたもの。

③③指示警告上の欠陥（表示上の欠陥）
取扱説明書や本体表示による情報提供が不十分であったもの。

欠陥の分類
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通常予見される使用形態 ＝ 正常使用 ＋ 合理的に予見可能な誤使用

通常予見される使用形態

事業者は、｢まさかそんな使い方をするとは。｣
対立

消費者は、「特別変わった使い方をしたつもりはない。」
「その程度のことは考慮に入れて作ってもらわないと困る。」

6
独立行政法人製品評価技術基盤機構

価値観 正常使用
合理的に予見可能な

誤使用
非常識な使用

消費者

ＰＬ法

事業者
消費者の責任

消費者の責任事業者の責任

消費者の責任事業者の責任

事業者の責任

消費者の責任事業者の責任

事業者がデザインレビューで誤使用を洗い出す際、予見が不十分であったり、
予見できても安易に消費者の責任と判断し、対策が講じられないことがある。

合理的に予見可能な誤使用についても製品側での安全対策が必要



ＪＩＳ Ｚ ８０５１ （ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１） 安全側面－規格への導入指針
スリーステップメソッド
①本質的安全設計
・製品が危険な状態にならない設計をする。
ハザード（危険源）が存在しない状態。

②保護対策（ガード及び保護装置）
・製品が危険な状態になっても被害が生じないように保護対策を施す。
例）過電流をヒューズで遮断する、巻き込み防止のガードをつける。

③使用上の注意を周知
・①や②でも対応できない残存リスクについて情報を明示する。
本体表示、取扱説明書で注意、警告する。

ＪＩＳ Ｓ ０１３７ （ＩＳＯ／ＩＥＣガイド３７） 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針
・取扱説明書は、設計上の欠陥を補うものであってはならない。
技術的対策が可能であるにもかかわらず実施していなければ、
たとえ注意警告表示があっても欠陥と見なされることがある。

「人は間違える、物は故障する」という前提で安全対策を考える。

通常有すべき安全性
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優先



認知バイアスとは？
・思考や判断に特定の偏りをもたらす思い込み
・得られる情報が偏っていることによる認識の歪み

○正常性バイアス
先入観や思い込みが働き、事態を正常な範囲内と考える。
「この程度なら大丈夫」、「自分は正しい」 、「自分には関係ない」

○同調性バイアス
周囲の考えや行動に合わせておけば無難であると考える。
「みんながそう言うから」、「みんながやっているから」

製品安全に影響する認知バイアス
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異常な状況でも、都合が良いように過小評価してしまう。

・鋭利な箇所が露出しているが、見て分かるから怪我はしないだろう。
・取引先が部品の仕様を無断で変更するなんてことはないだろう。
・社内のみんなが消費者の誤使用と言っているから対策不要。
・他社も対策していないから、自社も対策する必要はない。
・製品の本来の用途ではないが、まあ大丈夫だろう。



２．調査事例について
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幼児の指が自転車の歯車に巻き込まれた！
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事故内容
店舗で展示されている自転車に幼児（姉）が跨がり、ペダルを逆回転させていたところ、
幼児（弟）が動いているチェーンと歯車の間に指を入れて巻き込まれ、重傷を負った。

事故原因
当該製品は、後輪の歯車が露出しており、容易に指が巻き込まれる構造であった。

指を入れると巻き込まれる



幼児の指が自転車の歯車に巻き込まれた！
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JIS D 9302 : 2019 「幼児用自転車」 5.10保護装置
ギヤ板及びギヤ板とチェーンとのかみ合い部の内外面及び外縁、並びに
チェーン及びフリーホイールの内外面及び外縁を覆うチェーンケースを
設ける。

事業者の価値観で、自分たちに都合がいいように判断している。
（認知バイアスが影響している）

事実：
当該製品は、JISで定められた巻き込まれ対策を満たしていない。

事業者の見解：
回転している歯車に指を入れるのは非常識な行為である。
JISは任意なので満たしていなくても問題ない。



幼児の指が自転車の歯車に巻き込まれた！
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ＮＩＴＥの見解：
・幼児に誤使用は通用しない。

→ 幼児は何をしでかすか分からない存在である。
保護者が常時監視することは難しい。
（ちょっと目を離した隙に、、、）

・幼児が危険性を認識することは期待できない。
・幼児が当該部位に手を触れることは合理的に予見可能である。
・ＪＩＳは技術的に実現可能な内容である。

通常予見される使用形態において、通常有すべき安全性を欠いている。

再発防止：
事業者を粘り強く説得した結果、製品での安全確保の必要性について
理解がえられ、同一構造の製品についてリコールが実施された。



３．警察と連携した調査事例について
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ベビーカーのタイヤが破裂した！
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事故内容
走行中の列車内でベビーカーのタイヤが突然破裂し、近くの乗客が負傷した。



破損部の確認
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破損

裂けている

タイヤ リム

チューブ

異常なし



タイヤの構造確認
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サンプル 断面 ビードコア

事故品

現行品

鋼鉄線４本

鋼鉄線３本

事故品のタイヤは内圧に十分耐える構造である。



リムの分析
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リムの材質は、ガラス繊維強化ナイロン → 実用上の耐久性を有している。

破断面の拡大写真

ガラス繊維が入っている。

主成分分析（FT-IR）

ナイロンの標準スペクトル

現行品のスペクトル

リム本体のスペクトル

破片のスペクトル



情報収集
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○警察からの情報：

・使用者は、出先でタイヤの空気が抜けていることに気づき、自転車店の設備を使って
自分でタイヤに空気を入れた。

・空気を入れる設備は、バルブに押し当てるとコンプレッサーの圧縮空気が入るもので、
使用者は空気の入る音が聞こえなくなるまで入れた。

・タイヤの破裂は、空気を入れてから約４時間後に起こった。

・事故品の規定内圧は０.２ＭＰａ、自転車店の空気充填設備は吐出圧力が０.８ＭＰａ
であったことから、事故発生時は内圧が規定の４倍であったと推定される。

使用者は、空気を入れる際にタイヤを押して確認せず、
音が聞こえなくなくなるまで入れれば大丈夫と思い込んでいた。

↓
正常性バイアス

○事業者からの情報：

・取扱説明書の注意事項として、「空気を入れる際は、タイヤを押して１ｃｍ程度凹む
程度にする。」と記載されていた。



再現実験
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警察の科学捜査研究所と合同で再現試験を実施

目的：
空気を入れすぎて破裂させた際に、事故品と同じ破損状態になるか確認する。

試験条件：
・同一型式品のタイヤに最大吐出圧力が１.０ＭＰａのコンプレッサーを使用して
空気を入れる。

結果：
・規定内圧の０.２ＭＰａで２４時間放置 → 異常なし
・０.８ＭＰａで２０分放置 → 異常なし
・１.０ＭＰａで５分経過 → 破裂してリムの破片が飛散



リムの破損状態
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事故品 再現試験品

当該製品は、空気を入れすぎるとリムが破損することが確認できた。



事故の責任は誰にあるのか？
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○製品側の論点

・本質的安全設計 ・・・ 構造及び材料に問題はない。

・保護対策 ・・・ 内圧が規定値を超えても空気が入るのは避けられない。

・表示 ・・・空気を入れすぎない旨、及び空気を入れる際の目安が記載されている。
↓

吐出圧力の高い設備を使用して空気を入れる際の危険性周知が必要ではないか？
事業者に説明して御理解いただき、取扱説明書が改善された。

○使用者側の論点

・取扱説明書で指示された空気を入れる際の確認事項を守っていない。

・正常性バイアスにより、自分の行動は正しいと思い込んでいる。

事故の要因としては、使用者の不注意が大きく影響していたと判断



３．まとめ
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まとめ

○事故調査について
・通常予見される使用形態を明確化する。
・通常有すべき安全性を満たしているか否かで判断する。

○調査事例について
・事業者の見解を鵜呑みにせず、自分たちで検証して客観的な判断を行う。
・危険と判断した製品については、事業者を粘り強く説得して再発防止につなげる。

○関連機関との連携について
・警察が関係する事故は情報が入手しにくいため、気軽に合同調査や情報交換
できる関係を構築していく。
・消防や消費者センターとの関係も維持していく。



ご清聴ありがとうございました

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