
エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡以外　平７～平２０）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

H07/07/12 京都府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ

駅構内のエスカレーター点検口(深さ約1.2m)にﾏｯｻｰｼﾞ師(39才)が転落し
た。被害者は目が不自由で、白いつえを頼りにホームへ降りるエスカレーター
に乗ろうとしたところ、点検作業中であったため、開けてあった点検口に転落
した。

重傷

H07/10/15 兵庫県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→3階 中学1年の男児が上りエスカレーターで壁と手すりの間に頭を挟まれた。
頭を55針縫うけ
が、全治2週間

H07/11/08 福岡県 駅(乗船場) ｴｽｶﾚｰﾀｰ 4階→3階
78才の女性が後ろ向きに転倒し、さらに後ろの人がつまずき、後ろ向きに将
棋倒しとなった。

1人が頭を強く
打って死亡、
ほか5人軽傷

H07/12/24 大阪府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 3階→2階
エスカレーターが突然停止し、乗客が将棋倒しとなり、男性5人、女性3人が
下敷きとなった。

1人が頭や足など
を強打し重傷
7人が軽傷

H08/03/24 東京都 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1階→2階 ｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が出ているのを店員が見つけ、買い物客らが避難した。 なし

H08/ 栃木県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ

被害者の家族が4人で買い物中、子供2人と祖母が2階下りｴｽｶﾚｰﾀｰ周辺
で、母親を待っていたところ、2才の男児がｴｽｶﾚｰﾀｰﾍﾞﾙﾄ降口脇のすき間か
ら防護柵をこわし、4.6m下の1階広場に転落した。近くにいた店員が救急車
に通報。所有者の責任者が家族と病院へ付き添い同行した。

頭蓋骨骨折、脳挫
傷、意識不明の重
体

H08/06/09 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→1階
2階から1階へ下りていた4才の女児がｴｽｶﾚｰﾀｰの側壁とｽﾃｯﾌﾟ部分とのすき
間に左足を挟まれた。

膝近くまで巻き込
まれており、左足
骨折などの重傷

H08/10/27 鹿児島県 店舗 動く歩道
3才の男児がベルト幅が1人分の動く歩道に乗り、降りた直後、すぐ後ろに
乗っていた母親の方を振り向こうとしてﾊﾞﾗﾝｽを崩し、下に手をつきベルトと鉄
板の間に左手を巻き込まれた。

薬指を第1関節か
ら切断、助けようと
した2才の妹も袖
を挟まれ左肘に軽
傷

H08/11/02 富山県 雑居ビル ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1階→2階
12才の男児が友人2人と2階のｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰに行こうとして、ｴｽｶﾚｰﾀｰに乗り、
降りようとした時に、巻き込み部分に左足を挟まれた。

左足かかと大けが

H08/12/15 愛知県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→1階
家族と買い物に来ていた4才の男児が前に乗っていた父親のところへ駆け寄
ろうとして転倒し、手すりの下4mmほどのすき間に左手を挟まれた。

左手の甲がつぶ
れ、全治1年の大
けが

H09/03/22 埼玉県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
2人の駅員の介助で車椅子に乗ったままｴｽｶﾚｰﾀｰで降りようとした59才の女
性が、途中で1人が呼び出され、1人で支えていたところ、足を滑らせた駅員と
ともに車椅子ごと転落した。

背中などを強く打
ち、3週間のけが、
駅員も軽傷

H09/05/13 埼玉県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 3階→2階
母親が先に下りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗り込んだが、被災者(3才)は付いてこないで手
すり付近で遊んでおり、下部ｲﾝﾚｯﾄ部に左手を引き込まれた。

左手(甲･平)擦過
傷

H09/06/12 徳島県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
地下1階
→1階

2才の女児がｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりと床近くの事故防止用ｺﾞﾑ製ｶﾊﾞｰとのすき間
に左手の指を挟まれた。

指4本に5日間の
けが

H09/07/ 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
車いす使用者が駅員1人に下方から支えられエスカレーターに乗ったところ、
駅員が男性の体重と車いすの計100㎏の重さに耐えられず転倒し、転落し
た。
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H09/08/16 鹿児島県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→3階
小学5年生の女児が2階から3階に上がる途中、ｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりと壁に取り
付けられた案内板との間(狭角部)に頭を挟まれた。

一時、軽い意識障
害と左半身麻痺
症状になったが後
に回復

H09/09/28 大阪府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
800型
（2階→3階）

3階売場で紙ﾋｺｰｷで遊んでいるうちに、紙ﾋｺｰｷが同ｴｽｶﾚｰﾀｰの三角部に
落ち、それを拾いに行こうと上昇中のｴｽｶﾚｰﾀｰを逆行して三角部から身を乗
り出して頭と左腕を挟まれた。

重体、のちに意識
は回復

H09/10/02 大阪府 事務所 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
800型
（1階→2階）

ｲﾍﾞﾝﾄを見学に来ていた3～4年の小学生164人が、1階と2階を結ぶｴｽｶﾚｰ
ﾀｰを上っていたところ、児童らが前に乗っている児童を押したりひっぱたり
し、将棋倒しになり、約40人が転倒。

重軽傷32名、うち
骨折2名、入院1名

H10/01/31 富山県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
1階中央部に設置された下りのｴｽｶﾚｰﾀｰの底部から発煙しているのを店員
が発見し、119番通報した。

なし

H10/05/13 福岡県
駅付属設
備

ｴｽｶﾚｰﾀｰ
午後５時過ぎ、小倉駅南口の高架歩道デッキの下りエスカレーターで、制服
姿の高校生５～６人グループが降り口をふさぐ形で立ち止まったため、後続
の主婦ら７～８人がかかとを打撲するなど軽傷を負った。

数名に軽いけが。

H11/04/09 大阪府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
B2FとB1Fを結ぶ上りｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が発生し、B1Fのﾌﾛｱ内に煙が立ち込
めた。

なし

H11/08/14 福岡県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2F→3F
同級生2人と買い物に来ていた13才の女生徒が後ろ向きに立って頭を手すり
に乗せる格好をしていたため、三角部に頭を挟まれた。

一時呼吸停止、意
識不明の重体、後
に意識は回復した

H12/01/06 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ B4F→B5F 46才の男性が下り階段を歩いていたところ転倒した。 左足骨折の重傷

H12/02/28 静岡県 駅 動く歩道
動く歩道の点検していた男性作業員(26才)が点検のために外してあったパ
レット部に誤って大腿部付近まで足を挟まれた。

右足大腿部骨折
等

H12/03/11 大分県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
構内のｴｽｶﾚｰﾀｰに大きなﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸﾞを持った70才ぐらいの男性がﾊﾞﾗﾝｽを
崩して約2m転落、その際一緒にいた女性も倒れ、後ろに乗っていた66才の
女性が下敷きとなった。転倒した2名はそのまま電車に乗り込んだ。

左足骨折、全治4
週間

H12/07/25 北海道 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
1Fｴｽｶﾚｰﾀｰ手すりﾍﾞﾙﾄ収納部分に4才の男児が左手の指を巻き込まれ
た。

曲がった左手薬指
の矯正手術を受
けるけが

H12/08/22 大阪府 空港 動く歩道 ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ製
6才の男児が動く歩道に寝そべるなどして遊んでいたところ、巻き込み防止器
に服を巻き込まれた。動く歩道は自動停止した。

腹部に軽傷

H12/10/09 島根県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F
家族4人で買い物に来ていた10才の男児が壁と手すりの間に顔を挟まれ
た。

前歯を折るなど全
治10日間のけが

H13/01/13 福岡県 空港 動く歩道 動く歩道が煙を感知し、自動停止した。 なし

H13/09/10 福島県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
家族と買い物に来ていた2才の男児がｴｽｶﾚｰﾀｰに乗り込んだところ転倒し、
右側のすき間に右手の指を挟まれた。

骨折の疑いがあり
病院に運ばれる
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H13/12/20 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り場付近でｽﾃｯﾌﾟ下から大量の煙が噴き出した。 なし

H13/12/26 千葉県 空港 動く歩道
第1旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ3Fと第4ｻﾃﾗｲﾄに通じる動く歩道の中央下部で煙が上
がった。

なし

H14/01/20 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
B4F横須賀線ﾎｰﾑとB1Fをつなぐｴｽｶﾚｰﾀｰより煙が発生し、あたりは煙が立
ち込めたが、約30分後に収まった。

なし

H14/02/22 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り
運転中のｴｽｶﾚｰﾀｰの踏板の1枚が斜めにせり上がって外れ、緊急停止し
た。

なし

H14/06/04 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
駅北口改札前のｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が出ているのを男性客が見つけ、駆け付け
た駅員2名が消火器により消した。

なし

H14/06/05 兵庫県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
小学5年生の男児(10才)が1Fから手すり部分外側にぶら下がり、途中で力が
なくなり、2F付近から約7m下の1F床に転落した。

左足骨折の重傷

H14/07/26 沖縄県 ｽｰﾊﾟｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ 6才の男児がｴｽｶﾚｰﾀｰに乗り上昇中、三角部に頭を挟まれた。 肺挫傷の重体

H14/10/02 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下りｴｽｶﾚｰﾀｰより煙が出ていた。 なし

H14/12/16 愛知県 駅ビル ｴｽｶﾚｰﾀｰ B1F→1F
停止していたｴｽｶﾚｰﾀｰの下部から火が見えると119番通報があり、駆け付け
た防災ｾﾝﾀｰ職員により消火された。

なし

H15/02/15 神奈川県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F 66才の女性が転倒し、ﾏﾌﾗｰとｾｰﾀｰをｽﾃｯﾌﾟに巻き込まれた。 意識不明の重体

H15/03/04 兵庫県 駅(乗船場) ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上りエスカレーター乗っていた5名が何らかの原因により転倒した。
87才の女性2名が
頭部に軽傷

H15/03/22 神奈川県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
ﾎｰﾑに向かう下りｴｽｶﾚｰﾀｰに電動車いす使用者の女性(60才)が乗ろうとした
ところ、誤って補助板(縦78㎝、幅70㎝)からはみ出し、そのまま約90㎝下のエ
スカレーター部分に転落した。

肋骨2本を折るな
ど重傷

H15/05/22 山口県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
1F改札口と2Fﾎｰﾑを結ぶ上りｴｽｶﾚｰﾀｰの手すり部分がだけが停止しｽﾃｯﾌﾟ
は動き続けたため、乗っていた76才の男性と78才の女性が転倒した。

腕などに擦過傷

H16/04/25 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ﾎｰﾑ(B2F)と改札口(B1F)を結ぶｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が上がった。 けが人なし

H16/05/01 大分県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2F→1F
父親と手をつないでｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた女児(3才)が降りる間際にはいて
いた長靴を挟まれ、安全装置が作動し緊急停止した。

なし

H16/05/05 北海道 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り
ｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりﾍﾞﾙﾄ下部にある手すりへの巻込み防止用に設けられたｶﾞ
ﾗｽ製防護壁のすき間(ｴｽｶﾚｰﾀｰとの幅20㎝)に頭を挟まれた。

鼻血を出すなどの
軽傷

H16/05/18 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り
車いす男性(55才)を駅員が1段上で支え、ｴｽｶﾚｰﾀｰに乗せて3分の1ほど降
りたところで前のめりになり、車いすから約6m下の最下部まで転落した。

頭、足を負傷

H16/05/28 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2F→1F
下りｴｽｶﾚｰﾀｰにおいて、小学3、4年生の児童十数人が折り重なって転倒し
た。

男児4名、女児2名
の計6名が腕や腰
などに打撲や擦り
傷などの軽傷

H16/06/05 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り

介護ｻｰﾋﾞｽ会社男性社員(23才)とJR職員4名で車いす利用者の女性(61才)を
ｴｽｶﾚｰﾀｰに乗せるため、JR職員がｴｽｶﾚｰﾀｰを停止させようとしていたとこ
ろ、介護社員がすでに停止しているものと勘違いし、車いすを乗せてしまい
数m下に転落した。

膝などに軽いけが
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H16/06/07 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ﾎｰﾑから改札口に上がるｴｽｶﾚｰﾀｰの終点付近から煙が出ていた。 なし

H16/06/08 北海道 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り
上りｴｽｶﾚｰﾀｰの乗り口付近で女性(70才)が後ろ向きに転倒し、後ろにいた
夫(71才)と女性(63才)が将棋倒しとなった。

3名軽傷

H16/06/09 静岡県 ホテル ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F
50～60代の団体客が上りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗ったところ、手すりだけが突然停止
し、先頭の利用客がﾊﾞﾗﾝｽを失い転倒、将棋倒しとなった。

女性1名左右足首
骨折、ほか10名病
院に搬送される

H16/06/19 神奈川県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り
母親が目を離したすきに3才の男児が1人でｴｽｶﾚｰﾀｰ付近で遊んでいて、ｽ
ﾃｯﾌﾟとﾌﾛｱとの間に指を挟まれた。

指に軽傷

H16/06/27 兵庫県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 4F→3F
両親と姉(4才)と遊びに来ていた2才の男児が4Fのｴｽｶﾚｰﾀｰ脇吹き抜き部分
から約10m下の2Fﾌﾛｱに転落した。

脳挫傷により約4
時間後に死亡

H16/08/24 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り
ﾎｰﾑから改札口への上りｴｽｶﾚｰﾀｰにおいて60才前後の女性がﾊﾞﾗﾝｽを崩し
転倒し、後ろにいた乗客4､5名もはずみで次々に転倒した。

女性(65才)左足首
骨折の重傷、女性
(53才)左手に軽
傷、最初に転倒し
た女性は事故後
立ち去った。

H16/09/28 山口県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 運転を停止せず調整をしていた作業員がﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙに手を巻き込まれた。 重傷

H16/10/11 岩手県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り
両親が目を離したすきに家族と買い物に来ていた3才の男児がｲﾝﾚｯﾄ部に左
手を挟まれた。

摩擦で左手甲に
打撲及び重度の
やけど

H16/10/13 大阪府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 3F→2F
遠足で訪れていた小学生ｸﾞﾙｰﾌﾟが将棋倒しとなり、児童十数人が次々と転
倒した。

児童1名(6才)がｽ
ﾃｯﾌﾟに頭を強打
し、頭の骨を折る
大けが

H16/11/13 千葉県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
車いす対応ｴｽｶﾚｰﾀｰに51才の車いすの男性が乗り込んだところ、水平と
なっていた3段のｽﾃｯﾌﾟが通常の階段状となったため段差が生じ、後部がせり
上がる形で男性が前方に投げ出され、車いすごと約6m転落した。

肋骨及び大腿骨
にひびが入る重傷

H16/12/04 宮崎県 入浴施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
入浴に来ていた男児(3才)が母親と祖母が目を離した隙にｴｽｶﾚｰﾀｰで遊ん
でおり、降り口ｽﾃｯﾌﾟのすき間に右手の指を挟まれた。

右手中指裂傷全
治2週間

H17/01/11 青森県 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り ｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗っていた男児(11才)がｽﾃｯﾌﾟとﾗｲｻﾞｰの間に靴を挟まれた。 左足の指3本骨折

H17/02/13 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り
ﾎｰﾑから改札に向かう上りｴﾚﾍﾞｰﾀｰにおいて、利用者が足下に置いていたｶ
ﾊﾞﾝのひもがｽﾃｯﾌﾟに引っかかり、引き抜こうと降り口で立ち止まったため、後
続の乗客が将棋倒しとなった。

予備校の模試を
受けに来ていた15
～17才の高校生
13名が腰や膝を
打つ軽傷

H17/02/17 愛知県 空港 動く歩道
降り口付近でｶｰﾄから荷物を落とした利用者が立ち止まって拾っているうちに
後続の利用客3名が降り口に詰まり転倒する。

3名、手及び足に
軽傷

H17/02/21 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ﾎｰﾑに上がるｴｽｶﾚｰﾀｰの下部から煙が上がった。 なし

202
─ 202 ─



エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡以外　平７～平２０）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

H17/03/23 東京都 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 下り
下りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口付近で母親と一緒に前向きに乗り足を交差させて立っ
ていた女児(5才)の長靴のかかと部分がｽﾃｯﾌﾟに挟まれた。

右足に軽傷

H17/04/15 大阪府 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ B1F→1F
上りｴｽｶﾚｰﾀｰでﾊﾞﾗﾝｽを崩した女性が転倒、すぐ後ろにいた2人の上に倒れ
かかった。

3人とも軽いねん
ざ

H17/06/15 北海道 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 点検作業中のｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が上がり、まもなく作業員が消し止めた。 なし

H17/07/03 愛知県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 3F→2F
養護学校の男子生徒(15才)がｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりに腰掛けて滑り下りていた
ところﾊﾞﾗﾝｽを崩し約6m下の2F踊り場付近に転落した。

頭を強く打ち意識
不明の重体

H17/07/18 長崎県 公園 動く歩道
5才の男児が動く歩道を降りた後、逆方向に乗り込み転倒し、腹ばいの状態
でシャツを巻き込まれた。

胸に擦り傷など全
治1週間の軽傷

H17/08/03 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F 男児(10才)が三角部に頭と左腕を挟まれた。 あご、肩に軽傷

H17/08/24 東京都 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F
女児(1才10ヵ月)が兄(5才)のまねをし、ｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりにまたがってしが
みつき2Fへ向かっていったが、落下物防止用のｱｸﾘﾙ板にぶつかり、約4m下
の1F床に転落した。

頭の骨を折り、意
識不明の重体

H17/09/03 福岡県
駅付属設
備

ｴｽｶﾚｰﾀｰ 停止中
選挙演説があり安全のため歩道橋のｴｽｶﾚｰﾀｰを停止していたが、乗ってい
た人の重みで下方に動きﾊﾞﾗﾝｽを崩し転倒した。

女性3名が転倒
し、足を切るなど
のけが

H17/09/23 福岡県 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
1Fから2Fへ昇っていた男児(9才)が、ｴｽｶﾚｰﾀｰ脇に設置された鉄柵とのすき
間(約5㎝)にｺｲﾝを落とし、ﾍﾞﾙﾄに上体を乗せ拾おうとしたところ、左腕を鉄柵
とのすき間に挟まれ動けなくなった。

左肩打撲の軽傷

H18/02/11 兵庫県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
駅構内の下りｴｽｶﾚｰﾀｰで最後列に立っていた男性(65才)の足元がふらつ
き、前に立っていた人にぶつかり将棋倒しとなった。

72才の男性が左
手に軽傷

H18/03/11 福岡県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ B1F→1F
5才の男児が体を後ろに反り返す形で手すり上に乗り、三角部に頭を挟まれ
ｴｽｶﾚｰﾀｰは自動停止した。

こめかみを4～5㎝
切り、全治1ヵ月の
重傷

H18/06/10 福岡県 駅 動く歩道
両親と乗っていた男児(4才)が先に渡りきった後、逆走しようとして転倒し右手
を挟まれた。

手のひらを切る軽
傷

H18/07/04 福岡県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→2F
兄(10才)と一緒にｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりに乗って遊んでいた男児(8才)が三角部
に頭を挟まれた。三角部保護板が設置されていたが衝突時の衝撃で外れて
しまった模様。

頭を強く打ち、意
識不明の重体

H18/07/07 大阪府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 男児(2才)が手すり入り込み口に左手を挟まれた。
左手の人差し指と
中指を負傷

H18/08/13 徳島県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2F→3F 手すりにまたがっていた男児(8才)が三角部に挟まれた。 右太ももに打撲

H18/08/27 熊本県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 男児(2才)が手すり入り込み口に右手の指4本を挟まれた。 なし

H18/08/27 広島県 百貨店 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
母親と一緒にｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗っていた男児(1才)が内扉に手を掛けていたた
め、扉が開いた際に扉のすき間に指を引き込まれた。

左手人差し指と小
指に軽傷

H18/08/29 愛知県 スーパー ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
屋上ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室から煙が出ているところを警備員が発見し119番通報し
た。

なし

H18/08/30 大分県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 女児(8才)がｽｶｰﾄｶﾞｰﾄﾞと踏段の間にはいていた長靴を挟まれた。 なし

H18/09/01 京都府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ﾎｰﾑと改札口を結ぶ上りｴｽｶﾚｰﾀｰが急停止し、男性(33才)が転倒した。 左ひざに軽傷
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H18/09/03 東京都 店舗 簡易ﾘﾌﾄ
男性警備員(24才)が2Fから5Fへ荷物を運ぶため扉を開けた際かごがなく、ﾊﾞ
ﾗﾝｽを失って約4m下のﾋﾟｯﾄに転落した。

両足骨折の重傷

H18/10/12 山梨県 複合施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰが突然停止し、女性(59才)が転倒した。
左ひざ打撲の軽
傷

H18/11/07 東京都 博物館 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 3F→1F
見学に来ていた小学生が1F駐車場へつながるｴｽｶﾚｰﾀｰに向かっていたとこ
ろ、駐車場をﾊﾞｽが通過し警備員の指示で立ち止まったため降り口付近に滞
留し後続の児童が降りることができず将棋倒しとなった。

児童11名が軽傷

H18/11/10 愛知県 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男児(1才7ヵ月)がｽｶｰﾄｶﾞｰﾄﾞと踏段の間に左足のつま先を巻き込まれ、安全
装置が作動し停止した。

ﾚｽｷｭｰ隊により救
出

H18/11/25 山口県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男性駅員1名に後方から支えられ車いす男性(34才)がｴｽｶﾚｰﾀｰで移動中、
約4ｍ上がったところで駅員がﾊﾞﾗﾝｽを崩し車いすが傾いたために車いす男
性が転落した。

左頬を3針、まぶ
たを1針縫うけが

H18/12/01 埼玉県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ内部から白煙が上がっているところを従業員が発見した。
煙を吸い込んだ女
性(33才)が病院に
搬送された

H18/12/12 千葉県 空港 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
内部拡張工事を行っていたところ、溶接の火の粉がｴｽｶﾚｰﾀｰ内部のｺﾞﾑ製
部品に燃え移り煙が立ちこめた。

なし

H18/12/17 大阪府 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
2Fから3Fに上がるｴｽｶﾚｰﾀｰの3F付近から白煙が上がり周辺に煙が立ち込
めた。

なし

H19/02/16 京都府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
B2FﾎｰﾑとB1F改札口を結ぶｴｽｶﾚｰﾀｰ付近の防火ｼｬｯﾀｰの工事を始めた直
後、ｴｽｶﾚｰﾀｰの床板付近から煙が上がり駆けつけた消防隊により消火され
た。

営業終業後でけ
が人なし

H19/03/21 兵庫県 駅構内 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男性(68歳)が酒に酔っており誤って転倒し、脇に
立っていた男性(68歳)と後ろにいた女性(68歳)の3名が約2m下に転落した。

女性は腰の骨を
折る重傷、最初に
転倒した男性は顔
に軽傷

H19/04/08 山梨県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
B1Fから1Fへの上りｴｽｶﾚｰﾀｰが急停止し、女性(72歳)と孫(9歳)の2名が軽傷
を負う。

2名がｽﾃｯﾌﾟに膝
をぶつけ軽傷

H19/06/24 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
ｽﾃｯﾌﾟと側面とのすき間に3、4歳の男児の長靴が挟まれ、近くの乗客が非常
ﾎﾞﾀﾝで停止させた。

なし

H19/07/04 福島県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
ｴｽｶﾚｰﾀｰの撤去作業を行っていた男性作業員(32歳)が床から約1.3m下のｽ
ﾚｰﾄ製の天井板(厚さ7㎜)に降りたところ板が破れ約5m下の駐車場に転落し
た。

頭を強打し意識不
明の重体

H19/08/12
神奈川
県

店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
女性(27歳)がﾗｲｻﾞｰ部に穴(縦12㎝、横7.5㎝)があったため、降り場付近で踏
段の段差がなくなる段階で左足の親指を挟まれた。

左足親指の先を
切断

H19/08/15 福岡県 娯楽施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰﾀｰの左手すりに手を掛けて乗っていた男児(7歳)が後ろにいた母
親に呼ばれて振り返った際、左足の親指と人差指を挟まれた。

親指の靱帯を損
傷、全治2ヵ月

H19/08/19
神奈川
県

地下街 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰﾀｰに後ろ向きに乗っていた女児(2歳)が、踏板と側壁の間に右足
を挟まれた。

右足軽傷

H19/08/24 静岡県 娯楽施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親とｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男児(3歳)がｽﾃｯﾌﾟと右側壁のすき間に履いて
いたｻﾝﾀﾞﾙごと右足のつま先を挟まれ、安全装置が作動し停止した。

人差指、中指、薬
指の爪をはく離

H19/09/12
神奈川
県

店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男児(2歳)を抱えﾍﾞﾋﾞｰｶｰを押したままの母親が女児(4歳)とｴｽｶﾚｰﾀｰで降り
ていた際、左側にいた女児の長靴の上部が側面とｽﾃｯﾌﾟの間に巻き込まれ
緊急停止した。

なし

204
─ 204 ─



エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡以外　平７～平２０）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

H19/09/12 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男児(5歳)がｽﾃｯﾌﾟと側壁との間に左足のつま先
を挟まれた。

指先が腫れる軽
傷

H19/09/16 青森県 フェリー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
大きな荷物を抱えた小中高生がﾌｪﾘｰに乗船時、船内のｴｽｶﾚｰﾀｰを上って
いたところ、折り重なるように転倒した。

女子中学生2名が
右腕と足を打撲す
る軽傷

H19/09/21 兵庫県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰﾀｰの右側面から金具(幅約4㎝)が外れていたため利用者の女性
(71歳)と別の女性(26歳)が足を引っかけ軽傷を負った。

女性(74歳)が右膝
付近を切り、別の
女性(26歳)も右足
首を切り出血

H19/10/16
神奈川
県

店舗 動く歩道  
ｴｽｶﾚｰﾀｰ外側に50円硬貨を落としたため男児(9歳)が身を乗り出してのぞき
込んでいたところ、手すりﾍﾞﾙﾄと危険防止用のｱｸﾘﾙ板との約15㎝のすき間に
頭部を挟まれた。

首を強く圧迫され
たことによる窒息
で意識不明、後に
回復

H19/10/23 東京都 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親が目を離した隙に男児(1歳11ヵ月)が上りｴｽｶﾚｰﾀｰへ行き、誤って転倒
し踏段の間に指を挟まれた。

右手中指を切るけ
が

H19/10/29 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親と買い物に来ていた1歳9ヵ月の女児が目を離した隙に約10m離れたｴｽ
ｶﾚｰﾀｰ降り口に近づき、ﾊﾞﾗﾝｽを崩し転倒した際、ｽﾃｯﾌﾟと床のすき間(約7
㎜)に左手を挟まれた。

左手中指と薬指を
切るけが

H19/11/05 広島県
立体遊歩
道

ｴｽｶﾚｰﾀｰ  
通行人が利用しようとしたところ動かず、管理室の警報盤に故障が表示され
た。

利用者なし

H19/11/24 千葉県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ  
ﾎｰﾑから改札へ向かう上りｴｽｶﾚｰﾀｰが急停止し、乗っていた男性(67歳)がﾊﾞ
ﾗﾝｽを崩して段差に足をぶつけた。

右足を切るけが

H19/12/07 東京都 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ  
ｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた女性(64歳)がめまいを感じて倒れ、その後ろにいた
女性3名も転倒した。

後ろにいた3名が
後頭部打撲のけ
が

H20/02/12 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
駅ﾎｰﾑ東端のｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が上がっているのを駅員が発見、駆けつけた
消防署員によりすぐ消し止められた。

なし

H20/02/22
神奈川
県

店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親とｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男児(1歳10ヵ月)が転倒し、手をついた際にｽ
ﾃｯﾌﾟと側壁のすき間(約3.5㎜)に指4本を挟まれた。

右手の指4本骨折
の重傷

H20/03/14 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

母親と一緒にｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた女児(2歳)のｺﾞﾑ長靴がｽﾃｯﾌﾟと側壁の
すき間(約5㎜)に挟まれた。

左足甲を骨折全
治2～3週間のけ
が

H20/03/15 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

上りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男性(75歳)が後ろに転倒し、1段下に乗っていた
妻(71歳)とさらに後ろにいた女性(57歳)が巻き込まれた。

男性と妻が頭部を
切り病院に搬送さ
れ女性も足に軽傷

H20/03/17
神奈川
県

店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男児(3歳)がﾍﾞﾙﾄの上にｹﾞｰﾑで使うｶｰﾄﾞを載せて遊んでいたところ床にｶｰﾄﾞ
を落とし、拾おうとして手すり入り込み口に右手首を巻き込まれた。

手の平を軽傷

H20/04/07 東京都 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
中学1年の女子生徒(12歳)が上りｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりに外側からぶら下がった
状態で上昇し、高さ約5mのところから床に転落した。

左足骨折全治3ヵ
月の重傷

H20/04/08
神奈川
県

店舗 動く歩道  
両親が目を離したすきに女児(1歳)が下りｴｽｶﾚｰﾀｰの降り口から逆向きに乗
り込み転倒し、ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄの踏段入り込み口に左手薬指を挟まれた。

左手薬指を第1関
節から切断の重
傷

H20/04/09 福岡県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親と一緒に下りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた女児(5歳)の長靴がｽﾃｯﾌﾟと側面の
すき間(約2㎜)に挟まれた。

右足捻挫全治1週
間のけが

H20/04/19 東京都 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口付近で男児(4歳)が手すり入り込み口に左腕を巻き込ま
れ緊急停止した。

左指にひびが入る
けが

H20/05/05 山口県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2F→1F
男児(4歳)が一人でｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口付近にいた際、ｽﾃｯﾌﾟの引き込み部に左
手人差指を挟まれた。

左手人差指の第1
関節から先がつ
ぶれる重傷

H20/05/09 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

ｴｽｶﾚｰﾀｰが突然停止し、直後に数m逆送し利用者が転倒した。
男女11名が負傷
し病院に搬送され
た
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エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡以外　平７～平２０）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

H20/06/11 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

母親が目を離した隙に女児(3歳)が手すり入り込み口と巻き込み防止装置の
間(約5㎜)に右手4本の指を挟まれた。

軽傷

H20/06/16 石川県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰﾀｰを降りようとした男児(5歳)が手すり入り込み口の手を引き込ま
れ、安全装置が作動し停止した。

なし

H20/07/01 大分県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り場で、女児(3歳)が手すり入り込み口に左手を挟まれてい
るところを発見された。

左手を打撲や擦
過傷など全治10
日のけが

H20/07/17 愛知県 地下街 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

女性(79歳)がﾊﾞﾗﾝｽを崩し転倒し、後方にいた男性(58歳)と女性(70歳)も巻き
込まれ転倒した。

最初に転倒した女
性が軽傷を負う

H20/08/03 東京都 娯楽施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1F→4F
約120名が利用中の上りｴｽｶﾚｰﾀｰが停止した後、利用者の重みで逆送し、
約50名が折り重なるように転倒した。

男性1名が右足首
を切り全治2週間
のけが、男性7
名、女性2名の9名
が転倒時の打撲
により軽傷

H20/08/14 愛知県 娯楽施設 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

男児(6歳)のｻﾝﾀﾞﾙがｴｽｶﾚｰﾀｰのｽﾃｯﾌﾟと側壁のすき間に巻き込まれた。
右足親指打撲の
軽傷

H20/08/16
神奈川
県

駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

女児(1歳)をﾍﾞﾋﾞｰｶｰに乗せたままｴｽｶﾚｰﾀｰに乗ったところｽﾃｯﾌﾟの段差部
分に圧力がかかり安全装置が作動し緊急停止、その際ﾍﾞﾋﾞｰｶｰが傾き女児
がｽﾃｯﾌﾟに頬をぶつけた。

軽傷

H20/08/17 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

上りｴｽｶﾚｰﾀｰが急停止し、女性(73歳)が転倒した。 足を軽傷

H20/08/18
神奈川
県

店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

女児(2歳)の履いていた左足のｻﾝﾀﾞﾙがｽﾃｯﾌﾟと側壁の間に挟まれた。 親指を軽傷

H20/08/24 沖縄県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

男児(7歳)が左側の手すりから身を乗り出し下方を向いていたところ、交差部
の天井と手すりとの間に頭を挟まれた。

前歯2本を折損

H20/09/13 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

駅構内の上りｴｽｶﾚｰﾀｰが突然停止し、弾みで女性(30歳)が首を捻挫した。 首を捻挫

H20/09/23 大分県 ﾎﾃﾙ ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

下りｴｽｶﾚｰﾀｰに後ろ向きに乗っていた男児(5歳)の履いていた樹脂製ｻﾝﾀﾞﾙ
がｽﾃｯﾌﾟと側壁の間に挟まれた。

左足人差指を4針
縫うけが

H20/11/11 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ底部の溶接作業中に出火し、内部配線及び周囲の壁を焼いた。 軽傷

H20/11/15 宮城県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親と弟の3名で買い物に来ていた男児(9歳)が、手すり収納部に左手中指と
薬指を挟まれ、ｴｽｶﾚｰﾀｰは緊急停止した。

軽傷

H20/11/22
神奈川
県

駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男性のｽﾞﾎﾞﾝが左側壁下部のｽﾃﾝﾚｽ製金具(幅5㎝、長さ1.8m)に引っかか
り、そのまま上昇したため引っ張られる形となったため金具が踏段側に曲が
り、後続の男女4名の服や靴にも引っかかった。

なし

H20/11/30 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
ｴｽｶﾚｰﾀｰの改修工事中に6F部分で切断された廃材H鋼(長さ約50㎝、重さ
約50㎏)が誤って落下し、B1Fで作業にあたっていた男性解体工(44歳)の後
頭部等を直撃した。

外傷性くも膜下出
欠でまもなく死亡

H20/12/30 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
閉店後の店内のｴｽｶﾚｰﾀｰ改修工事中、6F付近より鉄鋼(長さ約50㎝、重さ
約50㎏)が落下し、約22m下のB1Fにいた男性解体工(44歳)の後頭部に直撃
した。

外傷性くも膜下出
血によりまもなく死
亡

H20/2/17 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
地下ｺﾝｺｰｽと地上を結ぶｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が上がり、
異臭がするのを職員が発見した。

なし

H21/03/06 茨城県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

上りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口の踏段収納部に首に巻いていたｽﾄｰﾙが挟まれた状態
で倒れている女性(57歳)が発見された。

意識不明の重体
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エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡以外　平２０～平２１）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

H21/03/26 愛知県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

下りｴｽｶﾚｰﾀｰに座り込んで乗っていた女性(84歳)が降り口で立てなかったた
め、後ろにいた女性(62歳)が避けようとして転倒した。

転倒した女性が
腰椎骨折、女性が
背負っていた女児
(2歳)と座り込んで
いた女性と一緒に
いた夫(89歳)が頭
部打撲

H21/03/27 東京都 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

ﾎｰﾑと改札をつなぐ上りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男性(70歳くらい)が仰け反っ
たため、後方にいた利用者が折り重なるように転倒した。

3名が負傷し、うち
男性(68歳)と女性
(77歳)が病院に搬
送されたがいずれ
も軽傷

H21/04/07 静岡県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

家族と買い物に来ていた男児(4歳)が下りｴｽｶﾚｰﾀｰのｲﾝﾚｯﾄ部に右手の指4
本を挟まれ、安全装置が作動して緊急停止した。

中指に擦り傷

H21/06/10 北海道 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
母親が目を離した隙に女児(3歳)手すり入り込み口のすき間(約3㎜)に右手小
指を挟まれ、安全装置が作動し停止した。

右手小指
第2関節から切断
の重傷

H21/07/20 大分県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
下りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

男児(3歳)が下りｴｽｶﾚｰﾀｰのﾍﾞﾙﾄ入り込み口に右手の指3本を巻き込まれ緊
急停止した。

軽傷

H21/07/26 京都府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

ﾎｰﾑから改札に向かう上りｴｽｶﾚｰﾀｰで男性(56歳)が
転倒し、後方にいた5名が巻き込まれ転倒した。

後方で転倒した
女性(67歳)が腰を
うち軽傷

H21/09/14 大阪府 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

1Fから2F改札へ上がるｴｽｶﾚｰﾀｰから煙が上がった。
煙を吸い込ん
だ女性1名が軽傷

H21/10/01 福岡県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
男児(4歳)が母親が目を離したすきにｲﾝﾚｯﾄ部に右手
中指と薬指を挟まれ、警備員が緊急停止ﾎﾞﾀﾝを押し停止させた。

不明

H21/10/10 京都府 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
上りｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ

女性(66歳)が立ちくらみで転倒し、後方にいた別の
女性(66歳)も支えきれず転倒した。

2名ともに打撲等
の軽傷
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エスカレーターの事故事例（国内）
（死亡：昭５１～平２１）

参考資料１０

発  生
年月日

発生場所 建物用途 機  種 用途等 状      況 傷害の程度

S51/03/27 山形県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
9才の男児がｴｽｶﾚｰﾀｰに乗る際、体を乗り出していたため、手すりと三角部
ｺｰﾅｰに頭を挟まれた。

首の骨を折り死亡

S54/10/31 東京都 百貨店 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 8F→9F
手すりより外側に頭部を乗り出していたため、9F床と手すり間の三角部に頭
部を挟まれた。(頭部が危険防止の安全棒に当たって一度引っ込め、再度手
すりの外側に頭を出した。)

12才女児、1週間
後死亡

S56/12/13 北海道 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→3階
2階と3階を結ぶｴｽｶﾚｰﾀｰで、2階の天井とｴｽｶﾚｰﾀｰの手すりの間(三角部)

に頭を挟まれた。
S56/12/18死亡

S57/04/11 北海道 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 1階→2階

1階からの上りｴｽｶﾚｰﾀｰ上部(2階)の床部分に体を乗り出し、頭部をｽﾃｯﾌﾟ部
分に乗せて仰向けに倒れていた。この際、和服の襟元と首に巻いていたﾈｯｶ
ﾁｰﾌがｽﾃｯﾌﾟの下に引き込まれており、窒息した状態で意識不明になってい
た。

死亡

S62/09/13 埼玉県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→3階
7才の男児が3階に昇りきったところで、右側のﾌﾛｱの壁面とｴｽｶﾚｰﾀｰの手す
りﾍﾞﾙﾄのすき間(狭角部・約15cm)に、頭を挟まれた。

翌日死亡

H08/05/04 埼玉県 店舗 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 2階→3階

2階→3階のｴｽｶﾚｰﾀｰ手すりﾍﾞﾙﾄに５才と３才の兄弟がもたれるようにして遊
んでいた。兄は怖くなってやめたが、弟は引き続き遊んでいて手すりﾍﾞﾙﾄに
体ごと運ばれ、途中でﾊﾞﾗﾝｽを崩し、２階エスカレーター脇の２５㎝の隙間か
ら１階床に転落した。

約半月後に死亡

H09/03/31 香川県 ゴルフ場 動く歩道

妹の足がｺﾝﾍﾞｱと降り口の1cmのすき間に挟まったため、被害者の9才の女児
ら4人が助けようとしているうちに、女児の上着が同じすき間に巻き込まれ
た。他の4人で引っ張り出そうとしたが動く歩道は止まらず抜けなかったので、
家族に知らせに行った。

約3時間後、窒息
死

H11/12/31 埼玉県 スーパー ｴｽｶﾚｰﾀｰ
10才の男児がエスカレーターのベルト部分から首を外に出し乗っていたため
三角部に頭を挟まれ死亡。

首の神経切断、頸
椎損傷により死亡

H12/09/02 大阪府 展示場 ｴｽｶﾚｰﾀｰ
2階から3階への上りｴｽｶﾚｰﾀｰ付近でﾄﾞｰﾝという衝撃音を近くにいた通行人
が聞きつけ警備員が駆けつけたところ、上りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口に男性がうつぶ
せに倒れていた。（転落）

全身を強く打ち、
まもなく死亡

H12/11/01 宮崎県 公園 動く歩道 男性職員(46才)が、ｺﾝﾍﾞｱの点検中に何らかの理由により腕を挟まれた。 死亡

H21/03/06 茨城県 駅 ｴｽｶﾚｰﾀｰ 上り
上りｴｽｶﾚｰﾀｰ降り口の踏段収納部に首に巻いていたストールが挟まれた状
態で倒れている女性（57歳）が発見された。

10日後に死亡
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