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1． 事業目的と概要 

 

1.1 事業の目的 

 高齢化が進む我が国において、その影響は消費者の生命・身体の安全に直結する製品安

全の世界においても生じ始めている。高齢者（以下、特に言及しない場合は、65歳以上と

する）の重大製品事故の割合は 3割以上を占めており、また高齢者が被害を受ける事故は

重篤化しやすい傾向にある。今後高齢者事故を未然に防止するための持続的な対応が為さ

れなければ、製品事故の数自体が増加するだけでなく、より重篤な死亡・重症事故の増加

が見込まれる。 

 こうした製品安全の課題解決においては、高齢者の行動特性の変化について十分に留意

する必要がある。重大製品事故の原因を詳細に見ると、誤使用・不注意起因の重大製品事

故の割合が高齢者では多く、これは加齢に伴った身体・認知機能の変化や判断力の低下等

が原因と考えられる。こうした中で、高齢者の行動特性の変化を踏まえた製品開発設計

（セイフティ・バイ・デザイン）が求められている。 

 また、高齢者の事故防止を考える上で、高齢者自身だけではなく、その周辺の人々も重

要な存在となる。高齢者の介助等を行う介助者等（以下ケアラー）は、製品の購買におけ

る意思決定までも行うケースが多く存在していると推察される。そのため、高齢者と製品

の関係性において、ケアラーが製品事故のきっかけとなる可能性もあり、安全な製品が選

択されていく上で重要な存在になり得ることも踏まえた製品開発が必要である。 

 このような背景から、急速に高齢化が進む今般、高齢者の行動・身体・認知特性を定量

的に捉えた動画データを整備することは、「セイフティ・バイ・デザイン」を製造事業者

に普及させることに繋がり、将来的に重篤な製品事故の未然防止に繋がると考えられる。

また、製造事業者やケアラーにとっては、現場における高齢者の行動特性や製品使用実態

等の事例を数多く知ってもらうことで、安全な製品開発や製品取扱い方法等の気づきや学

びに繋がる。さらに、高齢者自身・ケアラー等関係者がセイフティ・バイ・デザインを踏

まえた製品を評価する土壌を築き、事業者が安全な製品を設計・開発する自主的取組を促

進することが重要である。 

 以上の観点を踏まえ、本事業では以下の内容を実施することとした。 

（１） 高齢者行動ライブラリ 1の改良とライブラリ掲載動画データの拡充 

（２） 高齢者向け製品の開発促進に向けた企業連携による実証実験 

（３） 製造事業者向けの「高齢者の生活機能変化に配慮した安全に関するユニバーサル

デザインの実現に向けて（以下「高齢者製品事故の検討会資料」と呼ぶ）」、及び高齢

者・ケアラー向けの「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」の作成 

────────────────────────────────────── 
1 高齢者の行動特性の理解をサポートするものとして構築した、動画を含むライブラリです。高齢者施設

や一般家庭の 60～100 歳代までの様々な身体機能と認知機能の高齢者を対象に、日常生活行動を記録・収

集し、高齢者の年齢、性別、身体・認知機能、使用している製品や環境の情報等と紐づけてデータベース

として構築しており、これらの情報で検索できるシステムを平成 29 年度にウェブ上で公開しています。 
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1.2 事業の内容と実施方法 

（１） 高齢者行動ライブラリの改良とライブラリ掲載動画データの拡充 

平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者等製品安全基盤情報収集

事業）から高齢者の日常生活行動を捉え、動画として記録した高齢者行動ライブラリ

を平成 29年度にウェブにて公開した。企業や団体等に高齢者行動ライブラリの存在

や利用方法などを紹介し、現在では 70を超える企業・団体に利用頂いているところ

であるが、より多くの方に利用頂くべく、実際に利用して頂いた後に操作性や機能性

等に関してアンケートを実施した。このアンケートを集計し、利便性向上等に資する

機能追加や改善等をまとめた上で、ユーザインタフェース等の改良を検討・実施し

た。 

また、ライブラリの更なるデータ拡充を実施するために、企業や団体には上記のア

ンケートと並行して新たな動画の取得先候補をヒアリングした。他方で被験者等とは

プライバシーを配慮した上で協議を行い、高齢者の製品利用シーンや行動特性を捉え

る動画として取得が実現可能な製品や場所、環境などを検討・実施した。 

以上を踏まえて、高齢者施設や一般在宅における 65歳以上の高齢者 20名から新た

に同意を頂き、日常生活行動の動画記録を取得、データを拡充した。 

 

（２） 高齢者向け製品の開発促進に向けた企業連携による実証実験 

高齢者行動ライブラリを活用した製品開発のベストプラクティス創出に繋がる実証

実験を企業と連携して実施した。実証については、高齢者の生命・身体への危害防止

の観点から重点的に調査すべき製品等を対象に 4つのテーマについて実施した。連携

企業の選定に当たっては、弊所 HPで公募し提案書の精査を行うとともに、採択につ

いては経済産業省と協議の上、決定した。 

 

（３） 製造事業者向けの「高齢者製品事故の検討会資料」の策定、及び高齢者・ケアラ

ー向けの「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」の作成 

高齢者の行動特性や周辺環境、ケアラーの存在等の実態を踏まえた製品開発促進に

資する製造事業者向けの「高齢者製品事故の検討会資料」を策定した。資料は、将来

的に民間規格・基準等の策定に資する内容とした。策定に際しては、高齢者の行動特

性や福祉・介護、製品の基準・規格等に知見のある有識者 6名で組成された有識者委

員会を設けた。委員会は、本事業期間中に 3回開催し、策定に関わる助言やアドバイ

ス等を頂いた。 

また、上記「高齢者製品事故の検討会資料」の内容をより平易で理解しやすく書き

下し、高齢者の基礎的なデータなども盛り込んだ、高齢者自身やケアラー等を対象と

した「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」を作成した。 

  



3 

2． 高齢者行動ライブラリの改良とライブラリ掲載動画データの拡充 

 

本事業期間においては、平成 29年度商取引適正化・製品安全に係る事業（ビンテージ

ソサエティ実現に向けた高齢者等の行動データ取得事業）において公開された既存の高齢

者行動ライブラリの改良、及び動画データ等の拡充を行った。以下、詳細を述べる。 

平成 30年産業保安等技術基準策定研究開発事業（人生 100年社会における製品安全基

盤構築に向けた高齢者等行動データ取得事業）において企業・団体に対して実施された

「高齢者行動ライブラリに関するアンケート」の結果を基に、今年度事業において改め

て、高齢者行動ライブラリのウェブ上におけるユーザインタフェース部分に関しての改善

ニーズを分析した。 

操作性等については、検索決定ボタンがページの先頭と末尾にしか配置されておらず、

何度かスクロールしないと検索決定ボタンにたどりつかないため使いにくい、といった意

見や、一度動画閲覧条件を絞り込んだ後、別の異なる条件で絞り込みを実施する場合、直

前の条件を１つずつクリアするのが煩わしく、一括で条件クリアできる機能が欲しい、と

いった意見もあった。機能面としては、一度絞り込んだ動画を別の機会に見たい場合、最

初から絞り込み作業しなければならないといった手間や、前回と同じ動画を見たいが、絞

り込み条件を忘れてしまうと所望の動画にたどりつけないため、お気に入り機能を付けて

欲しい、といった要望、異なる人の同類動作を比較したいので、2画面表示機能を付けて

欲しい、といった要望も見受けられた。 

一方、今後製品開発に向けて取得して欲しいシーンとしては、入浴シーン、トイレシー

ン、食事シーン、在宅での車椅子シーンといったニーズが高かった。この結果から読み取

れることは、プライバシー空間に対する行動データの取得要望が高いことである。プライ

バシー空間は単独行動になるため、インシデントや事故が多く発生していることも事実で

あるが、このようなシーンは、被験者の同意を得るのが非常に難しく、同居者がいると更

に取得するのは困難であるという課題もある。 

これらを踏まえ、行動ライブラリの改良及び動画データ等の拡充を次のように実施し

た。 

 

2.1 高齢者行動ライブラリのユーザインタフェース等の改良 

はじめに、ユーザインタフェースの主な改良について、以下に示す。 

 

（１） 文字入力による検索機能の追加 

 従来からの検索は、各カテゴリ（人に関わる情報、場所、製品、動作、環境等）内の

タグと呼ばれるアイコンをクリックすることで選択され、複数のカテゴリから複数のタ

グを選択することが可能である。全ての選択を終了した後に「検索決定ボタン」をクリ

ックすると、検索条件に合致した画像がサムネイルで表示（複数合致した場合は、複数
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の画像サムネイルが表示）される仕様としている。このような検索方法は、ウェブ上で

の検索手法としては一般的な機能として多くのウェブサイト上でも採用されている。高

齢者行動ライブラリでは、複数のカテゴリがあり、さらに各カテゴリ内に複数のタグが

存在することから、全てのカテゴリで検索タグを選択する場合、必ずスクロール操作が

発生する。事業者からは、選択するタグがほぼ決まっているので、タグの文字入力だけ

で検索したいという要望があった。この要望については、既存のタグ名と完全一致であ

れば「ワード検索」の形で可能という条件で、新機能として追加実装した。図 1の①に

本機能例を示す。 

 

 

図 1 高齢者行動ライブラリの①検索ワード、②検索決定、③リセット機能例 

 

（２） 検索確定ボタンの表示位置の修正 

 従来の「検索確定ボタン」は、検索ページの最上部と最下位の 2カ所に配置されてい

たが、検索ページは縦長の構成であり、操作によっては「検索確定ボタン」をクリック

するのに数回のスクロール操作が必要であった。事業者からは、条件設定後は直ちに

「検索確定ボタン」を押せるような改良要望が挙がっていた。今回の要望を踏まえて検

討した結果、「検索確定ボタン」を画面の上部に表示・固定させることが可能であるこ

とが分かった。これを実装することで、画面を上下にスクロールしても「検索確定ボタ

ン」は常に表示画面内に存在することとなり、操作性が向上した。図 1の②に本機能例

を示す。 

 

（３） 検索結果のリセット機能 

 従来までは、検索画面にて所望のタグをクリックして選択状態にし、動画閲覧条件を

絞り込んだ後、別の異なる条件で絞り込みを実施する場合、直前の動画閲覧条件のタグ

が選択状態のままであり、これらの選択を解除する必要があった。この選択を解除する

操作において、検索ページは縦長の構成でありスクロール操作が必須であるため、解除

の見落とし等があると意図した結果が得られない事象が生じていた。また、事業者から

は、全てを解除する操作が煩わしい、といった意見もあった。この操作性を解決するた
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めに、1回クリックすることで選択したタグが全て自動で解除される「リセット」ボタ

ンを追加実装した。このリセットボタンは、タグ選択中でも必要性があると考え、「検

索確定ボタン」と同様に画面の上部に表示・固定させる構成とした。図 1の③に本機能

例を示す。 

 

（４） お気に入り機能の追加 

 従来の操作では、一度絞り込んだ動画を別の機会に見たい場合は、最初から絞り込み

操作をする必要があった。また、前回と同じ動画を見たい場合、絞り込み条件を忘れて

しまうと所望の動画にたどりつけず、苦労して見つける必要があった。このような、繰

り返し閲覧したい動画を効率よく再生できるような機能の追加要望が事業者から挙がっ

ていたため、今回、「お気に入り」機能を追加実装した。図 2の④に「お気に入り」ボ

タンを示す。検索ページの左フレームに星形のアイコンを追加し、このボタンから「お

気に入り」ページにリンクさせることにした。 

 

 

図 2 お気に入り、及び企業実証紹介のリンクボタン 

 

「お気に入り」への動画登録は、絞り込み後のサムネイル表示で、各サムネイル右側

の「詳細を見る」ボタン上に「お気に入りへの登録」ボタンを配置し、このボタンをク

リックすると当該動画情報は自動で「お気に入り」に登録される仕様とした。サムネイ

ル内の表示では、「お気に入りへの登録」ボタン名が登録後は、「お気に入りを削除」

ボタン名に変化させると共に、直上アイコンを黄色に変化させ、本動画が「お気に入

り」登録中であることを視覚的に判断できるようにした（図 3）。「お気に入りを削

除」ボタンをクリックすると、当該動画は「お気に入り」ページから自動的に削除さ

れ、アイコンも元に戻る。 
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図 3 お気に入りへの登録有無の画面表示例 

 

 図 4に「お気に入り」ページ登録中の表示例を示す。右側の「詳細を見る」アイコン

をクリックすることで、検索せずに所望の動画を閲覧することが可能である。「お気に

入りを削除」ボタンで「お気に入り」ページ中からでも当該動画の削除が可能である。 

 

 

図 4 お気に入りページ登録中の表示例 

 

 

（５） 実証実験事例の閲覧 

 高齢者行動ライブラリは平成 29年度にウェブ公開されたが、この公開と合わせて高

齢者行動ライブラリを活用した企業実証実験を開始した。高齢者の行動特性、日常生活

行動における周辺環境や生活実態、また過去の高齢者事故データ等を踏まえた製品安全

設計・開発の社会浸透を目的として、事業者が当該ライブラリから得られた学びや気づ

きを、既存製品の改良や新規開発に結び付けるスキームとして実施してきている。事業

者からは、過去の実証実験の取り組み内容なども見たい、といった要望があったため、

過去の実証実験の概要等を紹介するページを用意し、当該ライブラリと紐づけて紹介す

ることとした。 

 閲覧方法は、検索ページの左フレームに実証実験紹介のアイコンを追加し、このボタ

ンからリンクさせることにした。アイコン例を図 2の⑤に示す。アイコンをクリックす

ると「活用事例紹介」ページが表示（図 5）され、企業名と実証実験の概要を紹介して

おり、更に詳細を知りたい場合は、pdfファイルリンクをクリックすることで閲覧が可

能となっている。 
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図 5 実証実験の活用事例紹介 

 

（６） 2動画の同時再生機能 

 従来の動画再生では、サムネイルから１つの動画を選択し、その動画を再生（この

動画に紐づけられた姿勢データが存在する場合は、姿勢データも再生）できるだけで

あった。事業者からは、身体機能等が異なる方の動画比較ができると合理的で有用で

ある、という要望があった。高齢者においては、生活機能（身体機能や認知機能だけ

でなく、製品の使い方や環境も含めて、社会参加や活動で使う機能全体を指す）が変

化することで、使用する製品が変わるといったことも考えられ、また製品との関わり

方も変わる、といったことが推察されるため、動画比較は事業者にとっては有効な機

能であると考え、機能追加した。 
2動画の同時再生方法は、検索にて絞り込んだサムネイル表示上で、比較再生したい動

画の各サムネイル直下の「選んで比較」にチェックを入れる（図 6の①）。2つ目の動画

にチェックを入れると、「同時に動画再生」ボタンが表示される（図 6の②）ので、この

ボタンをクリックすると所望の 2つの動画が同時に再生される。 
動画同時再生の例を図 7に示す。2つの動画は、個別の動画として再生されているの

で、各々の動画で一時停止、再生の機能は利用可能である。また、同時再生中にどちらか

の動画で画面最大化の操作をした場合は、その動画のみ最大化される。この間、別の動画

は後面で再生を継続する。尚、本機能を適用した場合、当該動画の姿勢データは再生され

ない。 
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図 6 ２動画同時再生の操作例 

 

 

図 7 ２動画同時再生例 

 

 

2.2 ライブラリ掲載データの拡充 

2.2.1 日常生活における新たな行動データの追加収集 

高齢者施設や一般家庭（マンションや一戸建て）における高齢者の生活行動を動画でモ

ニタリングし、生活機能（要介護度や自立度）と関連づけられた動画データを個人のプラ

イバシーに配慮した形でデータ収集した。データ取得対象者は 65歳以上の 20名とした。 

取得した行動データについては、平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高

齢者等製品安全基盤情報収集事業）以降において既に得られているデータを補完できるよ

う室内で車椅子を利用するシーンやリビングでの立ち座り・歩行シーン、キッチン周辺で

の製品利用シーン等を重点的に取得するなど多様なものとなるように配慮し、様々な属性

等による傾向の把握につながるよう考慮した。 

 

2.2.2 日常生活行動記録用カメラの概要 

カメラについては、マイクロソフト社製の Kinectカメラ（図 8）（2017年 10月に販売

終了）を使用した。ゲーム用に開発されたセンサカメラで、安価でありながら、通常のカ

ラー動画をフルハイビジョン（解像度：RGB1920×1080）で撮影可能であり、かつ赤外線
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深度センサ機能（解像度：D512×424、フレーム数 30fps（視野が暗くなる場合は、自動的

に 15fps となる））を用いて、画像データと姿勢データを同時に取得した。 

当該カメラは、人体検知機能を有しており、映し出された映像から、まず人間の頭部を

検出し、そこを起点に関節を認識することが可能で、そのような仕様の下でのソフトウェ

ア（「平成 29年度 ビンテージソサエティの実現に向けた高齢者等の行動データ収集事

業」で開発済）を利用することで、画像データと姿勢データを同時に取得することが可能

となっている。 

前述した人体検知機能における人体関節の認識可能数は、手、足、顔など 25か所に及

ぶ。図 9に Kinect(V2)カメラの仕様、及び認識可能関節モデルを示す。 

 

     

図 8 使用したカメラ（kinect）例 

 

 

 

 

図 9  Kinect(V2)仕様等 
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2.2.3 生活行動記録用カメラの設置とデータ収集 

事業実施期間中、高齢者介護施設（平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業

（高齢者等製品安全基盤情報収集事業）から継続して協力を得られている施設に本年度も

協力要請を実施）では、高齢者の生活行動等を動画で収集し、ライブラリ化することを目

的とする本事業に賛同、同意した施設内の共有スペース、及びその施設内で個人の撮影に

同意頂いた利用者の居室を対象にセンサカメラで生活行動を取得した。また、一般家庭に

おいては、本事業の主旨を説明し、協力を得られた在宅の方を被験者としてカメラ等を設

置し、高齢者の生活行動等を動画で収集した。 

一般家庭に関しては、産総研研究者・スタッフ等による内諾、実験の説明と同意の取

得、現地調査、機器設置の 4段階方式で都度打ち合わせを実施し、設置場所や設置期間な

どは、被験者の事情を配慮した形で進めた。 

高齢者介護施設には、複数台のパソコンから構成されるシステムを構築している。その

システム構成図を図 10に示す。 

Kinect から取得するデータ量が多く、直接データ記録パソコン（サーバ）に複数台の

Kinect を接続すると負荷がかかり過ぎるため、Kinect1 台に対して 1台のセンサカメラ用

計算機（クライアント PC）を設置し、そのクライアント PC上のハードディスクに一度デ

ータを貯め、サーバからの指示によって保存したデータをサーバに転送する構成である。

なお、今回の協力施設で設置している Kinect数は合計 14台である。 

 

 

図 10 生活行動記録システムのシステム構成例（高齢者施設） 

 

設置場所については、廊下や食事場所などの共有スペースや居室等、こちらの事業実施

意図を説明した上で、過去にインシデント等が発生した共有スペースやインシデントが発

生する可能性があるエリアを候補として挙げてもらい、その中から協議の上決定してい

る。高齢者介護施設における Kinect設置例を図 11に示す。 
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設置方法は、全て天井固定としている。天板補強材を介して、天井裏にクライアント PC

を設置し、そこから LAN接続によってサーバに繋がっている。 

 

 

図 11  Kinect 設置例（左：共有スペース、右：個室） 

 

一方、一般家庭に関しては、個人宅であるため現状復帰を前提に考え、設置機材など

は、壁や天井裏への固定や配線はせずに専用の突っ張り棒等を準備・利用した。突っ張り

棒への Kinect固定は、クランプ等を利用することでアングル等の調整を行った。棚の上

など普段から物置きとして利用していない場所も、被験者の同意の上で利用した。配線は

長押（なげし）なども利用した。また、プライバシーの配慮等も鑑みて、対象の高齢者と

も協議の上、設置場所を検討して設置した。設置場所は、玄関やキッチン、リビング、ダ

イニング等である。 

現状復帰を考え、機材は Kinect カメラ、Kinect制御用計算機（ノートパソコン）、 外

付け HDDを 1セットとし、Kinectカメラからのデータを Kinect制御用計算機内で処理

し、USB で接続した外付け HDDを出力先としてデータを保管した。このセットを被験者や

家族と相談して、2～4セットを各一般家庭に設置して生活行動を記録した。また、短期間

の設置ではあるが、配線や機材の余長ケーブルなどは見た目を考慮して、網かごなどに入

れるように工夫した。更に、コンセント等も日常利用するものを借りるため、OAタップ、

延長ケーブル等に関して現地調査にて必要性やケーブル長などを事前検討した。 図 12に

一般家庭における Kinect構成例（1セット）を示し、図 13に Kinect 設置例を示す。 

 

 

図 12 一般家庭におけるシステム構成例 
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図 13 一般家庭におけるキネクト設置例 

 

今回 65歳以上の 20名の同意が得られた内訳は以下である。 

・高齢者介護施設（大阪府）：2名 

・一般家庭：11居宅 18名（夫婦で協力を得られた場合、1居宅で 2名として計算）。

内訳は、富山県 4名、和歌山県 14名。 
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3． 企業連携における実証実験の実施と成果 

 

本事業では、高齢者の行動特性や周辺環境等を踏まえたセイフティ・バイ・デザイン

の社会への浸透に向け、高齢者にとって安全な製品の開発や改良につながる実証実験を

実施し、データの取得や分析を企業と連携して行った。企業からデータ取得や分析につ

いて、背景や目的を含めて実施提案書として応募してもらい、4つのテーマを採択した。

実施内容に応じて、産総研からはセンサシステムの提供やデータを取得する場の紹介を

行い、企業が被験者の選定、データ取得や分析を実施した。 

以下に選定 4社のテーマを示す。 

 手すりの長さに関する実証実験（YKK AP株式会社） 

 脚立からの転落リスクに関する実証実験（長谷川工業株式会社） 

 椅子比較による姿勢保持に関する実証実験（ケアスタディ株式会社） 

 入浴時の手すり位置、給湯リモコンに関する実証実験（リンナイ株式会社） 

 

3.1 手すりの長さに関する実証実験（連携企業：YKK AP株式会社） 

3.1.1 目的 

過去の事故データから、高齢者の自宅での階段/段差における転倒が多いことがわかっ

ている。また、平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者等製品安全基盤

情報収集事業）の報告書でも、転倒や転落に関わる事故では、階段や段差、更には、住宅

といったキーワードが抽出されている。高齢者の生活空間において、手すりの設置や床面

の段差解消などが、高齢者の自活、移動に有効なことは、多くの人に知られ、採用されて

いる。昨年度事業の実証実験（平成 30年産業保安等技術基準策定研究開発事業（人生 100

年社会における製品安全基盤構築に向けた高齢者等行動データ取得事業））では、玄関等

の出入り口付近の「段差」がある場所における手すりによる転倒防止効果を確認した。 

階段の手すりについては、階段の上りきり・下りきり後も手すりが使えるよう、延長部

があるとよいと、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標

準」2で指摘されているが、その有効性を検証した実験等は多くない。平成 30年度にウェ

ブ公開された「高齢者行動ライブラリ」では、階段手すりで延長部がない場合、階段昇降

後に動作が不安定になる事例も見られている。 

このような背景から、階段の手すりにおいて、手すり延長部の有無による動作の安定・

スムーズさに関するデータを取得し、手すり延長部の効果、および、延長部の長さの違い

を評価することを本実証の目的とした。 

 

 

────────────────────────────────────── 
2 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html 
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3.1.2 方法 

階段と階段前後の平坦部を再現した実験空間で、手すり延長部の長さを変えながら、加

速度センサをつけた被験者が階段昇降から平坦部を歩行する実験を行った。 

 

3.1.3 実験条件 

（１） 被験者 

高齢者 65歳以上の男女、障害がある方を含む 12名（表 1）とした。 

 

表 1 手すりの長さ実験に関する被験者内訳 

 

 

（２） 実験空間 

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省）」、「長寿

社会対応住宅設計マニュアル 戸建住宅編（建設省）」3を参考に、住宅の階段を想定し、

階段昇降後に平坦部を設けた階段空間装置を用意した（図 14）。 

(ア) 蹴上 150mm、踏面 300mm 

(イ) 幅 1200mm （被験者が昇降動作する幅 900mm ※住宅の階段を想定＋実験者サ

ポート用 300mm） 

(ウ) 段数５段 

(エ) 平坦部 階段の昇降後に 2400mm設けた 

 

────────────────────────────────────── 
3 建設省住宅局住宅整備課編（1998）長寿社会対応住宅設計マニュアル １．戸建住宅編、高齢者住宅財

団 
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図 14 手すりの長さに関する実験用図面と実験設備 

 

（３） 階段手すり・手すり延長部 

・手すり（直径 35mm）を高さ 850mmに設置した。 

・手すり延長部の長さは以下の 3通りを設定した。 

(ア) 延長部 0cm相当（延長部なし） 

(イ) 延長部 45cm相当 

※「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の望ましい階段 

の寸法で示されている条件を満たす延長部長さ。 

(ウ) 延長部 100cm相当 

 

（４） 階段昇降動作 

各手すり延長部長さについて、以下の 4通りの動作を行った。それぞれ、有効データ 3

回分を取得した。 
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(ア)  手すり 右側、階段を上る 

(イ)  手すり 右側、階段を下る 

(ウ)  手すり 左側、階段を上る 

(エ)  手すり 左側、階段を下る 

 

（５） 加速度センサ 

・株式会社 ATR-Promotions の TSND151を用いた。 

・高齢者の歩行動作を計測する場合に装着されることが多い腰部と、特に上半身の動き

を捉えることを目的に肩甲骨下部に装着した（図 15）。 

 

 

図 15 手すりの長さ実験に関する加速度センサ装着例 

 

（６）  その他 

被験者の動作中の安全確保のため、実験者 2名を被験者の後方と側方にサポートとして

配置して、実験を実施した。 

 

3.1.4 実験手順 

（１） 実験前に実験概要を説明し、同意頂ける方のみ参加してもらう。 

（２） 被験者の年齢、利き手、足腰を中心とした健康状態の気づき、自宅等の階段の手

すりの有無・使用状況をヒアリングで確認する。あわせて身長測定を行う。 

（３） 被験者の身体能力を簡易的に把握するため、ＴＵＧテスト 4（Timed Up & Go 

Test）を実施する。厚生労働省の介護予防マニュアル 5に沿って実施し、最大の歩行

────────────────────────────────────── 
4 TUG テスト：歩行を中心とした体力の評価尺度測定法。椅子から立ち上がり 3 m 歩行して戻って着座  

するまでの時間。 
5 https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1_1.pdf 
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速度で所要時間を計測。 

（４） 加速度センサを体幹の背面 2か所（腰部、肩甲骨下部）に装着。 

（５） 階段の手すり延長部の長さ（45cm、100cm 相当）を変えながら、階段昇降から平

坦部（約 2m）の歩行の加速度データを取得する。手すり延長部の長さ 3条件、階段昇

降動作 4条件（手すり左右×上り・下り）の合計 12条件について、有効データ 3回

分を取得する。実験の際の手すり延長部の長さの順番は、被験者ごとにランダムにし

た。なお、被験者には、階段昇降後の平坦部の手すり延長部も含め、なるべく手すり

を使って階段昇降、平坦部の歩行をするように教示した。 

 

3.1.5 分析方法 

（１） 加速度データから動作の円滑性を評価する方法として提案されている手法 6を元に

評価値を計算し、階段昇降後の平坦部歩行の円滑性、安定性を評価した。この評価値（以

後、安定性の評価値）は、値が小さい方が円滑な動作ができていることを表す。 

 分析対象は、階段の昇降後に手すりから手を放してから、平坦部の歩行を停止する

までの 80％の時間とした。（歩行停止の直前で、停止準備をする様子や不自然な歩行

が見られた被験者がいたため、自然な歩行動作部分を分析対象とした） 

 実験では、被験者に「延長部も含めて、なるべく手すりを使うように」と教示して

いたが、実験後の行動観察から、実際には設定した延長部長さの半分にも満たない位

置で手を放しているケースも見られたため、手すり延長部長さについては、実際に手

すりから手を放した位置で分析することとした。手すりから手を放した位置は、階段

段鼻を 0として、手すりの延長部側を＋として記録映像から計測した（図 16）。 

 加速度センサを体幹の背面 2か所（腰部、肩甲骨下部）に装着したが、計算した安

定性の評価値の傾向は 2か所で大きく変わらなかったため、腰部の安定性の評価値で

分析することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────────────────────────────────── 
6 小島 基永，“加速度計を用いた高齢者歩行の安定性評価（動作の円滑さという視点から）”，バイオ

メカニズム学会誌，30 巻 3 号，2006 
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（２） 記録映像から、行動観察を行った。 

 

 
図 16 手すりから手を放した位置の計測 

 
3.1.6 結果・考察 

被験者全員の実際に手すりを放した位置と評価値の関係を、手すりの左右の階段の上

り・下りに分けて、図 17に示す。手すりの左右、階段の上り・下りのいずれも、手すり

から手を放した位置が長くなるほど、評価値が小さくなる傾向、つまり、手すりから手を

放した後の平坦部の歩行動作が安定する傾向見られた。 

また、図 18、図 19に、実際に手すりを放した位置と評価値の関係を、本実験の被験者

の中でＴＵＧテストの結果で所要時間が長かった被験者（以下、ＴＵＧが長い被験者）

と、それ以外の被験者（以下、ＴＵＧが長くない被験者）を分けて示す。ＴＵＧが長い被

験者は、より身体能力が低下していると考えられる。 
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図 17 手すりから手を放した位置と評価値の関係（被験者全員、N=12） 

 

 

図 18 手すりから手を放した位置と評価値の関係 

        （ＴＵＧテストの所要時間が長い被験者、N=3 ※被験者 b,h,k） 
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図 19 手すりから手を放した位置と被験者の関係  

   （ＴＵＧテストの所要時間が長くない被験者、N=9 ※被験者 a,c,d,e,f,g,i,j,l） 

 

ＴＵＧが長い被験者と長くない被験者を比べると、ＴＵＧが長い被験者の方が直線近似

式の傾きが大きく、使用した手すりの延長部の長さに応じた安定性の評価値の減少が大き

い傾向がみられる。これは、ＴＵＧが長い被験者、つまり、より身体機能に低下がみられ

る人について、手すりの延長部が長いほど、手すりから手を放した後の平坦部の歩行動作

の安定性が上がり、より効果があることを示していると言える。 

ＴＵＧが長い被験者では、手すりの左右、階段の上り・下りにかかわらず、直線近似式

の傾きが同程度になっており、どの昇降動作でもほぼ同等の手すり延長部の効果が見られ

る。また、階段の下りの方が被験者間のばらつきが小さい結果であり、身体寸法、性別、

身体機能などの被験者の特徴の違いによらず、安定して手すり延長部の効果が発揮される

ことが示唆された。 

ＴＵＧ時間が長くない被験者では、階段の上りの方が、直線近似式の傾きがやや大きく

なっており、階段の下りに比べ、手すりの延長部長さの効果があると考えられる。 

表 2に行動観察から、手すり延長部の有無と手すりから手を放した位置の行動観察事例

を示す。階段昇降後に手すりの延長部がない場合は、階段昇降を終える前に手すりから手

を放し、手すりを使わずに階段１段程度を昇降した後、平坦部を歩行していた。手すり延

長部がない場合でも階段昇降を終えるまで手すりを持つ動作も見られたが、その場合は、

手すりを持つ手が体幹から遠くなる、後ろ手になるなど、不自然な姿勢が見られた。一

方、手すり延長部が長く設けられている場合には、階段昇降を終えて、平坦部の歩行の途
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中で体の近くで手すりから手を放す状況が見られた。この違いが、手すり延長部の長さ

（手すりから手を放した位置）による、階段昇降後の平坦部歩行動作の安定性に影響して

いる一因と考えられる。この様子は、ＴＵＧが長い被験者、ＴＵＧが長くない被験者で共

通して見られた。 
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表 2 手すりの延長部の有無と手すりを放した位置（被験者の行動事例） 

 

 

 

3.1.7 結論 

 本実験は、65歳以上の障害者を含む男女を対象に、階段の手すり延長部により、階段昇

降後の平坦部の歩行動作が安定するか、また、延長部の長さによる違いはあるかを検証し

た。 
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加速度データから計算した評価値より、全被験者で、手すりの左右、階段の昇降に関わ

らず、階段の手すりの延長部があることで階段昇降後の平坦部の歩行動作が安定する傾向

が見られ、またその延長部が長いほど、より安定する傾向であった。 

また、手すり延長部が長いほど安定する傾向は、身体能力が低下している被験者（本実

験のＴＵＧテストの所要時間が長い被験者）の方が特に効果が見られた。一方、現在は健

康や身体に不安をあまり感じていないとヒアリングで回答した被験者（本実験のＴＵＧテ

ストの所要時間が長くない被験者）についても、手すり延長部がある方が、特に階段を上

りきった後の歩行動作が安定する傾向が見られた。手すりの延長部がない場合の行動観察

では、階段の昇降途中に手すりから手を放す、階段昇降終えるまで手すりを後ろ手で持つ

など、動作や姿勢が不安定になる可能性が高い状況が、被験者の身体能力の低下に関係な

く確認された。 

本実験から、身体能力が低下している人はもちろん、まだ身体能力の低下を感じていな

い人にも、階段手すりの延長部は動作や姿勢の安定に効果があることが科学的アプローチ

で立証できた。以上のように高齢者の動作・姿勢の安定の効果が確認できた一方、階段手

すりの延長部を設けた場合に、手すり延長部での子どものぶら下がり等の遊びや、衝突な

どの傷害や事故につながる可能性が懸念される。今後は、同居家族など複数人で生活する

場合に、前述の事案を考慮した手すり延長部の形状の検討など、手すりの延長と安全を両

立できるように深めていく必要があると考える。 
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3.2 脚立からの転落リスクに関する実証実験（連携企業：長谷川工業株式会社） 

3.2.1 目的 

 2019 年度に発表された消費者庁データ 7によると、2010～2019年に発生した脚立・はし

ご等からの転落事故 433件中、半数以上が 60～70歳代である。また、東京消防庁（平成

30年度中）の 65歳以上の高齢者における「落ちる」事故で、脚立（踏み台・足場）は、

階段（3,349 人）、ベッド（1,075人）、椅子（460人）に次ぎ、４番目に多い（40人）

事故となっており、高齢者における「落ちる」事故件数としては多いと言える。高齢者に

よる脚立事故の要因の１つとして、加齢などによる身体等の様々な機能低下が考えられ

る。また、脚立作業は高所での作業となることが多いことから、重篤化しやすいことも脚

立事故の特徴の１つでもある。 

 脚立による事故要因は様々あると考えられるが、今回、高齢者の脚立からの転落事故に

ついて、身体機能と姿勢保持の限界との関連に着目した。事故直前の作業姿勢で多いとい

われる「跨いで座る」状況を想定し、筋力による姿勢保持の観点から、人体モデル・シミ

ュレーション等も利用して、脚立利用時の転落リスクを推定・可視化することを目的とし

た。 

 

3.2.2 実験・実証方法 

 高齢被験者にて実際の脚立を利用する実験は、被験者の安全性を担保することが非常に

難しい。そのため、実際の人間の動作を科学的に検証できる人間工学技術を用いることに

した。具体的には、脚立に見立てた長椅子を使用して姿勢保持計測を実施し、分析・解析

には人体モデル生成技術、シミュレーション技術を利用した。 

本実験は、まず、姿勢保持に必要な人間の筋力を測定するための姿勢保持計測を行い、

腰部の関節トルク限界値データを取得・分析評価した。この評価値は、不安定さの判定基

準として利用する。次に、脚立を「跨いで座る」姿勢の人体モデルを生成し、このモデル

を利用して「跨いで座る」状態を基準とした様々な姿勢データをシミュレーションした。

最後に、腰部関節トルク限界値と姿勢データシミュレーションから、「脚立に跨いで座

る」状態における動作の不安定性を推定、及びその可視化を実施した。 

 

（１） 姿勢保持計測（腰部関節トルク限界値データの取得）の概要 

座位状態から腰部を軸にして徐々に後傾してもらい、姿勢保持ができなくなった時点

で、後方に倒れこんでもらう。この動作をすることで、どの程度の関節トルクまで耐え

られるかを判定する。なお、実際の脚立を利用しての実験は、安全性の担保が難しいこ

とから、長椅子を使用して実験を行った。 

 

────────────────────────────────────── 
7 参照データ：http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_2.html 参照データ：

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_2.html 
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① 被験者 

・高齢者男性 6名（65歳～75歳） 

② 計測装置 

・光学式モーションキャプチャー 

・床反力計 

③ 計測動作 

・座位から後方へ徐々に姿勢を遷移する動作（図 20） 

 

 

図 20 被験者による姿勢保持計測実験の様子例 

 

（２） 関節トルク分析評価 

 以下に分析評価方法を示す。また、分析評価に用いたツール表示例を図 21、図 22

に示す。 

① 分析評価は、被験者実験から得られた全身姿勢復元とした。 

② 人体における外力は以下とした。 

・被験者の臀部における外力：長椅子の 4脚からの反力合計 

・被験者の両足部における外力：床反力計 

③ 関節トルクを計算する。 

・倒れこみ直前の腰部関節トルクの解析 

④ 解析結果（図 23） 

・平均±標準偏差：25.9±6.7N・ｍ 

・最小値：14.5N・ｍ 

・最大値：39.2N・ｍ 
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図 21 関節トルク解析 

 
図 22 姿勢保持トルク限界値での姿勢イメージ 

 

 

図 23 被験者 6名の腰関節トルク（ヒストグラム） 
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（３） シミュレーションによる評価 

① 脚立利用時動作シミュレーション 

姿勢保持計測と腰部関節トルク解析から、脚立利用時姿勢のシミュレーションが

可能となり、高齢者モデルの設定パラメータを適宜変更させることで「跨いで座

る」状態での姿勢可視化が確認できる（図 24）。 

具体的には、下肢姿勢（脚立に跨って座る姿勢）のパラメータを設定し、指定さ

れた手先目標位置（白い点）に届くように上肢姿勢の最適化計算により、姿勢の可

視化及び評価が可能となり、多数のモデル生成によって製品評価技術として使用可

能である。 

 

 

図 24 シミュレーションにおける上肢・下肢・脚立のイメージ 

 

② 作業動作における不安定性の推定 

 指定された腰部関節トルクと関節トルク解析で得られた腰部関節トルクの限界値

を比較し、脚立に跨った状態での姿勢不安定性を算出した。 

 具体的には、外力条件（力の位置：両足底・臀部、方向：鉛直方向（滑りは無

視）など）をパラメータとして設定することで、様々な姿勢について腰部関節トル

クを算出し、可視化できる（図 25、図 26）。 
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図 25 転落リスクが高い姿勢の一例 

 

図 26 転落リスクが低い姿勢の一例 

 

3.2.3 考察 

本実験は、作業動作における姿勢の不安定さを腰部関節トルクの観点から転落リスクを

可視化し、シミュレーションによる評価ができる内容である。今回の実験では、「脚立自身

の転倒」は考慮していない。 

シミュレーション結果からは、前傾姿勢に近づくほど安定することがわかった。今回の評

価によって、脚立上での不安定性が可視化でき、今後の脚立製品評価等に有用な評価方法と

なると考えられる。 

今回は、「跨いで座る」条件での不安定性評価を実施したが、「跨いで立つ」という条件

でのシミュレーションや脚立の形状（支柱の開き角度、臀部を乗せる天板の角度など）の変

化等、様々なアプローチから様々なパラメータを設定することによって、製品評価に寄与で

きるものと思われるため、今後の実験推進などを検討していきたい。 

今回の実験結果、及びシミュレーションは高齢者のみだが、若年者のデータ及びシミュレ

ーションがあれば高齢者との比較ができるため、高齢者向けには、加齢による筋力（トルク）
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が若年者よりもどの程度低いかを周知する際の科学的なデータとしても有効であると考え

る。 

 

3.2.4 結果 

脚立からの転落事故に関しては、脚立自体の転倒と脚立上で作業している作業者の転

落のどちらが先かという議論はあるが、今回の実験およびシミュレーションは「脚立の転

倒」と「作業者の転落」は切り離して考え、脚立自体の脚は固定されているという条件で

実施した。また、脚立上での作業姿勢も多様であるが、本実験では、「脚立に跨って座

る」という姿勢で実施した。 

脚立上での作業姿勢「跨って座る」に着目した今回の実験結果から、座位姿勢から後方

に傾ける姿勢（後傾）になるほど、急速に姿勢保持トルク限界に到達してしまうことが明

らかになった。従って、安全上「前傾姿勢」がキーポイントになってくると考えられる。

すなわち、脚立に跨って天板に座る作業姿勢で「前傾姿勢」をキープできるような構造・

仕掛け等を実装することが、転落事故低減に繋がるのではないかと推察されるため、今回

の成果を商品化に繋げられるよう、設計・開発にフィードバックし更なる検討を進めてい

く予定である。 

また、天板上の臀部の位置、ステップ上の足の位置等のパラメータを変化させること

で、様々なシミュレーション結果を得られるため、これらの結果から安全性を向上した脚

立の開発に繋げられるとともに、作業姿勢の違いによる危険リスクの周知や啓発活動など

にも活用可能と考えられる。 

今回利用したシミュレーション技術等は既存の技術ではあるが、脚立からの転落モデル

を対象に実施したのは初めてである。これらの技術を利用することに伴い、新たなパラメ

ータ取得は必要となるが、バランスを崩すことによる転落評価実験など、支持多角形によ

る変位シミュレーション評価等を実施できる。物理的に安定した姿勢か否かを評価するの

に有効である思われるため、これらの評価も今後、製品安全に資する取り組みとして、さ

らに進められることを期待したい。 
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3.3 椅子比較による姿勢保持に関する実証実験（連携企業：ケアスタディ株式会社） 

3.3.1 目的 

椅子に関連する高齢者の事故としては、椅子からの立ち上がりや椅子に座る際の転倒、

椅子からのずり落ちなどによる転落によるものが多い。また、椅子が直接的に関係してい

るものではないが、椅子に座っているときの姿勢の崩れの影響による食事中の誤嚥や窒息

も多く起きている。経済産業省 平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者

等製品安全基盤情報収集事業）での報告書によると、高齢者介護施設等での事故データの

分析（関東地区の施設）の結果、転落・転倒に関わった製品として、ベッド、車椅子に次

いで、椅子が 3番目に多い結果となっている。また、同報告書による東京消防庁データの

事故の種類では、誤嚥・窒息事故は、溺水に次いで 2位である。 

転落・転倒等の事故の原因は、姿勢崩れからのずり落ち、座位時の傾眠からの左右への

転落、椅子からの立ち上がりの際のバランスの崩れなどであると推察される。また、食事

の姿勢を自身で整えることが難しい高齢者は、姿勢が悪いことに起因する誤嚥・窒息のリ

スクを常に抱えている。介護現場では、食事中の姿勢崩れを防ぐために、椅子の肘やクッ

ションで体を支える工夫を行っているが、全ての介護施設で対応できているわけではな

く、一般家庭では対応が難しいため、必ずしも根本的な解決策であるとは言えない。 

今回の実証実験では、食事中の姿勢にフォーカスして、タイプの異なる椅子を使った食

事中の姿勢観察と座圧の測定により、姿勢の崩れが起きにくい椅子の評価を行う。本実験

により、身体機能（体幹など）が低下している高齢者であっても、姿勢保持がしやすい椅

子の開発につなげることを目的とした。 

 

3.3.2 実験条件 

（１） 実験対象椅子と実験条件 

 今回の実証実験で使用する椅子は、以下のタイプとした。 

① 通常使用している車椅子 

・介護施設で普段使用している椅子で、椅子に体圧分散クッションを敷いた状態と

する 

② 一般的な介護用椅子：アイリスチトセ TENDER HGタイプ（既製品) 

・椅子の特徴は、以下である。 

 座り心地のよい下げ底構造 

 姿勢保持がしやすい幅 500mm 

 大腿をサポートする大きく疲れにくい前垂 

③ 食事の姿勢サポートを目的に開発された椅子：支える椅子パーソナルサポートタイ

プ 

・椅子の特徴は、以下である。  

 身長に合わせて選べる座面高（前座高 35cm～43cm の間で 2cm刻み 5段階）  
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 背もたれまで背中が届くコンパクトな奥行き  

 食事に最適な背の角度  

 上半身を支える大きな背もたれ 

 骨盤を支えることにより骨盤後傾を防ぐアンカーサポート 8 

 円背の方の臀部位置に対応する座面移動機能（座面を 5cm前方へ移動） 

※以下、実験対象椅子①、②、③と呼ぶ。 

 

実験対象椅子①、②、③について、①、②は１パターン、③は座面厚 3種類、座面位

置 2種類の 6パターンで、計 8パターンの実験条件で、食事前から食事終了時までの座

り直しや、姿勢の変化等について観察を行った。また、実験対象椅子には、圧力センサ

マットを敷き、被験者臀部周辺の圧力データの計測も行った。実験条件に関係する各椅

子のサイズを表 3に示す。 

 

 パターン 1 実験対象椅子① 

 パターン 2 実験対象椅子② 

 パターン 3 実験対象椅子③ 通常版座面厚、座面奥 

 パターン 4 実験対象椅子③ 通常版座面厚、座面前 

 パターン 5 実験対象椅子③ 座面厚+1.5cm、座面奥 

 パターン 6 実験対象椅子③ 座面厚+1.5cm、座面前 

 パターン 7 実験対象椅子③ 座面厚+3.0cm、座面奥 

 パターン 8 実験対象椅子③ 座面厚+3.0cm、座面前 

 

表 3 実証椅子のサイズ等 

 

 （支える椅子の座面厚×3は+3cmタイプの椅子を示す） 

 

 

 

────────────────────────────────────── 
8 座骨が前に滑り出すのを防止するストッパーの役割を果たす機構、構造。 
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（２） 実験場所 

リビングラボ化された介護施設の食事スペースにて行い、検証時間帯は、昼食時と午後

のおやつの時間帯とした（本実験に協力する施設スタッフの業務都合を考慮）。 

 

（３） 被験者数 

以下、3名とした。（実験の同意を得られた方は全員女性であった） 

被験者 身長(cm) 体重(Kg) 既往歴 

A 148.0 43.8 脳梗塞（左麻痺）、腰椎圧迫骨折、左大腿骨頚部骨

折 

B 127.9 42.1 骨粗しょう症（円背） 

C 154.0 52.0 脳梗塞（左麻痺） 

 

3.3.3 実験結果 

各被験者には、実験開始前に利用する椅子に座って頂き、感触を体験してもらった。こ

の時点で、被験者 Aからは、実験対象椅子③の通常座面厚、及び座面厚＋1.5ｃｍは、座

ってすぐに腿裏が痛くなり、これらの椅子で食事をすることは難しいとの要望が挙がっ

た。また、被験者 Bは、実験対象椅子③の通常座面厚、及び座面厚＋1.5ｃｍに座っても

らい姿勢等を観察したところ、理学療法士から座位姿勢が少し窮屈になっているとの指摘

があった。以上のことから、被験者 A及び Bでは、実験対象椅子③の通常座面厚、及び座

面厚＋1.5ｃｍの実験は、本人に負担がかかるため、中止の判断となった。3名の比較をす

る上では、実験対象椅子③は座面厚＋3.0ｃｍで実施することとした。 
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 以下に、被験者 3名の実験の様子及び、それぞれの考察を示す。 

 

 （１）被験者 A 

実験対象椅子① ＜机：床から天板まで高さ 58.0cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

考察 

 車椅子には施設スタッフが製作した、左麻痺側に腕を置くテーブルが付けられてい

る。また、座面に体圧分散クッション、背面にもクッションを挿入して姿勢を保持して

いるため、姿勢の崩れはあまり見られなかった。臀部の脂肪や筋肉が比較的少ない為、

クッション性に優れた座面が必須となっている。 

座面クッション（体圧分散シート）全体が沈み込むため、自身で上半身を前方へ移動

できず、食事の際は、背面クッション等の補助的な道具が必須であった。背面クッショ

ンが挿入されるため円背気味になっており、誤嚥のリスクが高まることが考えられる。 

 

 

 

 



34 

実験対象椅子② ＜机：床から天板まで高さ 65.5cm＞ 

おやつ前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

おやつ後   

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

考察 

 椅子の座面高さが膝下より高いため、前方寄りの座り方になり、前ずれ姿勢のような

体勢になっている。開始後 5〜6分経過後から、座位を保つのが難しくなった。臀部に

かかる圧力位置も座面前方となっており、ずり落ち要因の１つとなり得る。また、左麻

痺があるため、左側に身体が傾くが、アームレストがあることで、身体や左腕で身体を

支えることができている様子が見られた。 
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実験対象椅子③（座面厚+3.0cm、座面前） ＜机：床から天板まで高さ 60.5cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

考察 

 座面厚+3.0ｃｍ、座面を 5ｃｍ前方へ出した設定では、座面のアンカーサポートが臀

部位置と合っていたことから、臀部圧が軽減できた。しかしながら、左麻痺の上肢を支

えるアームレストがない椅子であった為、昼食後の横方向へのずれは大きくなった。 
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 （２）被験者 B 

実験対象椅子① ＜机：床から天板まで高さ 60.0cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

 座面に敷かれた体圧分散クッションにより体が沈み込み、上半身が背もたれにもたれ

かかる状態となる。そのため、腿裏が座面から少し離れるため座圧シートでも腿裏部分

の圧力が計測されなかった。アームレストがテーブルと干渉するという理由から、上半

身からテーブルまでの距離が遠くなっているため、食事の際、器を持ち上げ、手前に持

ってくる動作が見られた。 
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実験対象椅子② ＜机：床から天板まで高さ 60.0cm＞ 

おやつ前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

おやつ後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

 身長の割に膝から下が長めの体格であることと、椅子の背の形状と被験者の円背の程

度が合っていることから、実験対象椅子②は、実験対象椅子①より姿勢が良くなり、食

事中の腕が良く動いていた。自身で臀部をずらすことで臀部にかかる圧を逃すことがで

きた（臀部を動かす動作が見受けられた）ため、他の被験者より臀部の圧による痛みの

訴えが少なかった。 
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実験対象椅子③ 座面厚+3.0cm、座面前 ＜机：床から天板まで高さ 60.0cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

考察 

 上半身が椅子の背により支えられているため、食事に適した前傾姿勢を取りやすくな

り、かつアームレストがないためテーブルと干渉せず、テーブルまで手が届きやすい様

子が見られた。ご自身で臀部を浮かして軽い座り直しが可能である被験者であったた

め、座面圧は座り直しの度に変化したが、昼食前後で圧力分散に大きな違いは見られな

かった。 
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 （３）被験者 C 

実験対象椅子① ＜机：床から天板まで高さ 60.5cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

 左麻痺の被験者である。座面に体圧分散クッションを使用し、左足をフットレストに

乗せたまま食事を摂るため、片側だけ床についた体勢となりバランスが取りにくい状態

である。左足をフットレストに乗せているため、太腿部は座面から少し浮いており、左

側に倒れやすい状態になっているため、右足と上半身で右側に体重を掛けてバランスを

とっていることから、上半身は右側に傾きやすく、座面にかかる圧は右側に偏る傾向が

見られた。 
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実験対象椅子② ＜机：床から天板まで高さ 60.0cm＞ 

おやつ前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

おやつ後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

 左麻痺の為に起こる左への傾きを右側へ重心をかけ抑えている為、右側に強い圧がか

かっている。 
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実験対象椅子③ 座面厚+3.0cm、座面前 ＜机：床から天板まで高さ 60.0cm＞ 

昼食前 

 

 

 

 

開始時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

昼食後 

 

 

 

 

終了時座面圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

  アンカーサポートによる臀部圧が分散され、姿勢保持が適切にされていた。 

 

3.3.4 結論 

 今回、過去の傷害や疾病による身体機能の低下や障害がある方も含めて対象として、椅

子の違いによる姿勢の崩れの観察と計測を実施した。姿勢の崩れから座面圧が変わること

が想定されたため、圧力センサマットを敷いて実施したが、通常座っている椅子（車椅

子）では、被験者全員が体圧分散クッションを敷いていたため、座圧の差異はあまり認め

られなかった。比較した椅子の座圧に関しては、臀部圧については、アンカーサポートと

臀部位置が合っていないものは、顕著に高い圧がかかる傾向が見られた。被験者 Aのよう

に臀部に極端に筋肉や脂肪がついていない高齢者は、臀部にあたるクッション材や厚みが

非常に重要になると考えられる。 

  

今回の実験では被験者が 3名と少なく、椅子と被験者の身体機能等との関係の傾向の分

析までは至らなかった。高齢者の身体状況や体格、既往歴は様々であるため、全ての高齢
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者に最適な椅子を開発することは難しい。一方で、実験結果から、個人の身体機能に適切

に合わせることができれば、姿勢を保持できる可能性が示唆された。 

具体的には、アンカーサポート位置を細かく移動できる機能や、臀部やその周辺の座面

の厚みを容易に変えられる機能を持つ椅子を開発することで、個人の身体機能に合わせて

調整可能であると思われる。例えば、座面の厚みについては、厚みが３ｃｍでの椅子は、

通常の健常者では腿裏等に圧迫感があり座りにくいが、臀部の脂肪や筋肉が減っている高

齢者にとっては、座った際の痛みが無く、座りやすい状態となることが分かった。アンカ

ーサポート位置については、臀部の大きさ、臀部の脂肪や筋肉のつき方、円背の状態に応

じて、適切な位置が異なることが示唆された。 

今後、臀部の大きさ・脂肪や筋肉の状態・円背の状態と、痛み無く座れる座面の厚みや

姿勢が保持されるアンカーサポートの位置の条件について調査を行うことで、適切な座面

の厚みやアンカーサポートの位置を調整するための設計条件や基準を作ることが可能にな

ると考えられる。 

また、片麻痺がある高齢者の場合、身体が麻痺側に傾く傾向があり、アームレストがあ

ることで、傾きを抑えることができる様子が見られたが、現場で工夫されたアームレスト

部に設置された小型テーブルほどの姿勢保持の効果は見られなかった。ことのことから、

麻痺の状態や身体の傾き方などに合わせて身体を保持しやすい位置に、姿勢を保持する機

構を設置可能である必要性が示唆された。しかしながら、アームレストのようにテーブル

と干渉することで、座位位置とテーブルとの距離が遠くなり、食事動作がしにくくなるこ

とが考えられるため、姿勢を保持する機構にも同様の考慮の必要性が考えられる。 

以上のような機能を有する椅子で、姿勢を保持することができれば、食事時等で発生す

る誤嚥や窒息、及びバランス崩れによる転倒等を低減することが可能であると思われる。

以上のような観点から継続して検討し、高齢者にとって安全な椅子の製品開発を期待した

い。 
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3.4 入浴時の手すり位置、給湯リモコンに関する実証実験（連携企業：リンナイ株式会

社） 

3.4.1 目的 

 入浴時における高齢者事故は、プライバシー空間であるが故に発見が遅れると重症化し

やすいのが特徴である。東京消防庁管内においては、高齢者の溺水事故は、平成 26年か

らの 5年間で 2809人が救急搬送され、入院が必要とされる中等症以上は毎年 95％を超え

ている。また、東京消防庁の平成 26年から 27年の救急搬送データのうち、転倒・転落事

故で重傷以上の事故発生場所分析では、階段（174件）・自宅（148件）・路上（73件）

等と続き、浴室（28件）は 9位である（平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業

（高齢者等製品安全基盤情報収集事業）報告書データ）。このように、浴室は、溺水事故

や転倒・転落事故によって重症度が高い事故が起きているものの、一人になる空間である

ため、事故発生状況等の詳細が不明であることが多い。 

 このような背景において、事故数を低減させる予防策として、手すりの設置や緊急時に

助けを呼ぶための呼び出し機能を備えた給湯リモコンの設置などが考えられる。これらは

既に設置されているケースもあるが、使用実態を踏まえた適切な設置位置はあまり検討さ

れていない。そこで、浴室内手すり、及び緊急時の呼び出し機能を含む給湯リモコンなど

に関する実態調査を行うためのウェブアンケートを実施すると共に、浴槽の出入り動作時

で実際に触る位置、適切と思う手すり位置や給湯リモコンの位置に関する被験者実験を実

施し、双方の結果を合わせて、浴室環境の実態と高齢者の動作やニーズの実態の関係性や

違いを調査した。 

 

3.4.2 実験方法 

（１）浴室手すり、給湯リモコンに関するウェブアンケート 

 浴室手すり、給湯リモコン等に関わる実態調査を行うため、ウェブアンケートを全国

300 名に対して実施した。 

① 年齢層 

・65歳～69歳 100 名 

・70歳～79歳 100 名 

・80歳以上   100 名 

② 回答条件 

 アンケートの最初に、「自宅浴室にリモコンがある」かつ「自宅浴室に手すりがあ

る」の条件でスクリーニングを実施し、条件を満たした高齢者にアンケート調査を実

施してもらった。 
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（２）浴室手すり、給湯リモコンの設置位置に関わる被験者実験 

 一般家庭用浴室を模した実験用浴室（空の浴槽）内において、被験者に洗い場から浴

槽への出入り動作をして頂き、安全に移動にできる手すり位置を調査した。また、浴槽

内での給湯リモコンに関しての設置位置等も調査した。 

① 被験者 

・65歳以上の健常高齢者 24名（男性 12名、女性 12名） 

② 動作条件 

・洗い場の椅子から、自然に立ち上がり、浴槽を跨いで浴槽内（段差がない側）に

座るまでの動作、及び浴槽から洗い場椅子に座るまでの動作。 

 

3.4.3 分析結果 

（１）浴室手すり、給湯リモコンに関するウェブアンケート 

浴室内の浴槽やシャワー・水栓などの位置関係、浴槽内に座る位置、手すりやリモコン

の設置位置について、ウェブアンケートで実態を調査した。 

 まず、浴室の洗い場と浴槽の位置関係について調査した。図 27に調査結果を示す。洗

い場と浴槽の位置関係は、シャワーや水栓付近に設置された鏡側を向いたときに、右側に

浴槽がある Aタイプ、左側に浴槽がある Bタイプが多くを占めた。一方で、背面に浴槽が

ある C、Dタイプは少数であった。  

 

 

図 27 洗い場と浴槽の位置関係 

 

 A、Bタイプの浴室の給湯リモコンの設置位置に関する結果を図 28に示す。A、Bタイプ

の浴室では、給湯リモコンの位置は、シャワーや水栓側の浴槽の壁に設置してあること

（36.5%）が最も多かった。 
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図 28 給湯リモコンの設置位置 

 

 浴槽内で座る位置についての結果を図 29に示す。浴槽内で座る位置は、シャワーや水

栓が設置されている側とは反対側が多い（約 82%）ことがわかった。 

 給湯リモコンの設置位置と浴槽内で座る位置を合わせて考えると、給湯リモコンから近

い位置に座っている人（30.3%）よりも、給湯リモコンから遠い位置に座っている

（69.7%）方が多いことがわかった（図 30）。 

 

図 29 浴槽内で座る位置 

 

図 30 給湯リモコンの設置位置と浴槽内で座る位置 
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 今回の調査では、浴槽内に段差がある人は 300人中 68人しかしなかったが、段差の位

置について分析を行うと、段差はシャワーや水栓側にあることが多かった（79.4%）（図

31）。また、段差と浴槽内の座る位置の関係について見てみると、段差の反対側に座るこ

とが多かった（70.6%）（図 32）。 

 

 
図 31 浴槽内段差の位置 

 

 

図 32 浴槽内の段差位置と座る位置 

 

 以上のことから、給湯リモコンから遠い位置に座っている人が多いため、浴槽内での緊

急時に即座に呼び出しを行うことが難しい状況が多いことが分かった。給湯リモコンの設

置位置は、シャワーや水栓側の浴槽付近の壁面が 36.5%と最も多く、次いで、シャワーや

水栓の反対側の浴槽付近の壁面が 27.9%となっており、シャワーや水栓などの位置とは無

関係に設置されており、工事のし易さなどから設置位置が決まっていると考えられる。給

湯リモコン位置は、工事のし易さなどで決めるのではなく、シャワーや水栓の反対側に座

る人が多いことから、シャワーや水栓の反対側の壁面にリモコンを設置することで、給湯

リモコン位置に近い位置に座る人が多くなると考えられる。また、それだけでは使い方に

よっては対応できない状況も起こることから、呼び出しボタン（緊急ボタン）のみを、シ

ャワーや水栓側の浴槽付近の壁面にも設置するなどの対応も必要であると考えられる。ま

た、浴槽内の段差については、限られた回答数での結果であるが、段差の反対側に座る傾

向が見られたため、給湯リモコン設置位置は浴槽内の段差との位置関係も考慮することが

考えられる。 
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手すりの設置位置についての分析結果を図 33に示す。浴槽長手側の壁面（浴槽から見

て奥側の壁）に設置されていることが最も多く（66.7%）、次いで、浴槽短手側の壁面に

設置（46.8%）、浴槽への出入り位置の壁面（27.0%）であった。シャワーや水栓の前で座

って身体を洗う場合には、立ち上がり時に必要と思われるシャワーや水栓付近の壁面に手

すりが設置されているケースは 5.2%に留まっていた。また、浴槽内で座る際や立ち上がる

際に有用であると思わる浴槽内の手すりについても設置されているケースは 4.0%に留まっ

ていることが分かった。 

 また、浴室タイプ A、Bについては、手すりの設置位置が浴槽短手側の壁面の場合、シ

ャワー・水栓側か、その反対側かに分けて集計を行った結果を図 34に示す。シャワー・

水栓の反対側の浴槽短手側の壁面に設置されている場合の方が多かった（36.1%）。しか

し、設置割合は高くなく、浴槽内で座る位置がシャワー・水栓の反対側が多いことから、

浴槽の出入りも同じ側を使っていると推察され、その際に使用可能な手すりが無い場合が

多いことが分かった。 

 

図 33 浴室内の手すり設置位置 
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図 34 浴室タイプ A,Bにおける手すり設置位置 

 

（２）浴室手すり、給湯リモコンの設置位置に関わる被験者実験 

 今回の被験者実験で使用した実験用浴室を図 35に示す。また、被験者が、指示なく自

由な浴槽への出入り動作時において、手をついた（握った）箇所を図 36に示す。 

 

 

図 35 被験者実験で使用した実験用浴室 
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図 36 浴槽への出入り動作で自然に手をついた箇所 

 

 浴槽に入る動作で手をついた（握った）箇所では、浴槽縁を跨ぐときに、左右の壁に手

を添えた方が若干名いたが、殆どの方（23名）が洗い場側（手前）の浴槽縁に手を添えて

いた。浴槽縁を跨いでいる状態、又は跨ぎ終わった直後は、壁側の当初から設置されてい

る浴槽内手すりや壁側の浴槽縁に手をついた方が多く見られた。 

 浴槽から出る動作で手をついた（握った）箇所では、右手は洗い場側（手前）の浴槽縁

を利用した方が 23名、左手は壁側の浴室内手すりを利用した方が 21名で、浴槽縁を跨ぐ

動作時は、殆どの方が浴槽縁に手をついて（握って）洗い場に出ていた。 

 浴槽への出入り時の姿勢保持に利用する場所としては、殆どの方が洗い場側（手前）の

浴槽縁と、浴槽内の手すりを利用することが分かった。 

 

 次に、洗い場側（手前）の浴槽縁を利用した方には、浴槽縁の形状（持ちやすい縁の形

状）に関する調査を行った。結果を図 37に示す。今回の実験で使用した実験用浴室の浴

槽縁幅は 6ｃｍ程であったが、被験者の半数程度は、このままで良い（特に持ちにくいと

は思わない）との回答であった。「このままで良い」との意見では、男女ほぼ同数（男性

６名、女性５名）であった。「指が入るような溝があると良い」という意見も男女ほぼ同

数（男性４名、女性５名）であった。この結果から、浴槽の縁の形状に関しては、個人差

があり、特に身体機能から見ると、手の大きさや腕の力、握力等によるものであると推察

される。 
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図 37 浴槽縁の形状についての意見 

 

 次に、浴槽への出入り時に手すりがあると良いと思う箇所に関して調査した。図 38に

その結果を示す。 

 

 

図 38 手すりがあると良いと思う箇所 

 

 被験者の多くが、奥側の壁（17人）や奥側の浴槽内（16人）に手すりがあると良いと

思うことが分かった。また、奥側の壁と奥側の浴槽内の両方に手すりがあると良いと回答

した方は、9名（男性 4名、女性 5名）だった。 

 浴槽に入る時は浴槽内の手すりを使い、浴槽から出る時は壁の手すりを使うといった方

もいれば、浴槽に片足が入り、後足で浴槽淵を跨ぐときは壁の手すりを使い、その後に体

を沈めるときは浴槽内の手すりを使うという方もいた 。このことから、身体のバランス

を保持しながら浴槽に出入りするときは、保持しやすい複数箇所に手すりがあると有効で
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あることが示唆された。 

浴槽内手すりにおいては、洗い場側（手前）にあると良いと回答した方は数名であっ

た。これは、浴槽から出る時に手すりが膝等と干渉して邪魔であるという理由が多かっ

た。また同様に、洗い場側の浴槽縁に手すりを設置することについては、2名以外は不要

との回答であり、出入り時に足があたり危ないといった意見が多かった。 

奥側の壁に手すりがあったほうが良いと回答した方においては、手すりの形状として

は、12名の方が I型を横方向に設置すると良いとの回答であった。I型横方向の手すりの

設置の高さは、被験者の身長や手の長さなどの条件によって様々であった。 

また、5名の方が I型を縦方向に設置すると良いと回答した。設置位置に関しては、こ

ちらも被験者の身長や手の長さなどの条件によって様々であった。 

 

 洗い場から浴槽までの移動に関しても、安全に移動するために必要な手すりの位置を調

査した。 

 今回の実験用浴室は、鏡前に座って左側に浴槽がある配置となっており、浴槽への出入

りでは、右壁側に手すりがあると良いという方は７名だった。手すり形状に関しては、I

型横が 3名、I型縦が 3名、L字型が 1名だった。また、左側壁に手すりがあると良いと

思う方は 5名だった。I型横が 2名、I型縦が 3名だった。 

 以上のことから、洗い場と浴槽との出入り時には、手すり代わりとして浴槽縁を利用し

ている方が多い一方、浴槽縁に手すりを付けることには否定的である。また、浴槽縁の形

状に関しては、既存形状より握りやすいと良いという意見もあるため、浴槽縁の形状の工

夫などは今後必要と思われる。また、壁への手すり設置要望は多いと考えられる。浴室壁

に手すりを後付けすることも可能と思われるが、壁裏構造等が不明なことが多いため、新

築時から設置されていることが望ましいと考える。また、設置位置に関しても利用者の身

長等との関連があるため、設置業者がマニュアルに従って場所を決めるのではなく、利用

者の要望も取り入れた形で設置できることが望ましいと思われる。また、洗い場と浴槽

（浴槽縁を跨ぐ状態）の移動動作に関しては、被験者の約 30％の方が、手すりを付けると

良いという回答であった。 

 

 給湯リモコンに関しては、浴槽内でよく使うボタンについて調査を行った。ほとんどの

方が給湯リモコンボタンはあまり利用しないと回答し、たまに追い炊きボタンと利用する

と回答した方が数名いた。あまり利用しない理由は、お湯をためる際に自動ボタンをオン

にしておくと、入浴中も自動で追い焚きや給湯がされるためであるとの回答だった。ま

た、古いタイプの給湯機器を利用している方が多く、呼び出しボタン機能を有している給

湯リモコンを使っている方は数名のみであり、その中で呼び出しボタンを利用した経験が

ある方は 1名のみだった。 

 また、給湯リモコンの設置位置についても調査を行った。給湯リモコンの位置は、少し
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遠くても、自身の首を動かさずに時計が見える位置が良いという回答が多く、入浴中に給

湯リモコンを操作することがない、という給湯リモコンの使い方の実態に合った結果であ

った。呼び出しボタン（緊急ボタン）の設置位置についても調査した結果、座っている場

所から容易に手が届く場所（被験者の身長・腕の長さ等により具体的位置は様々）にある

と安心であるという回答が多かった。 

呼び出しボタンに関して、独居の高齢者からは家の中には呼び出せる人がいないため、

近隣に住む家族や知り合い、掛かりつけの医者などに連絡がいくような仕組みもあると安

心である、といったコメントもあった。 

 これらの結果から、給湯リモコン本体は座っている位置から少し遠い位置でも良いが、

呼び出しボタン（緊急ボタン）は座っている場所から容易に手が届く場所が良いことが分

かった。 

 

3.4.4 結論 

 給湯リモコンについては、ウェブ調査から、設置位置は高齢者の浴室の使い方を考慮し

て決められてはいないこと、実際に浴槽内に座る位置が給湯リモコンとは離れた位置であ

る場合が多いこと、浴槽内に座る位置はシャワー・水栓の位置や浴槽内の段差の位置との

関係がある傾向があること、が分かった。被験者実験からは、普段入浴中には給湯リモコ

ン操作をあまり行わないこと、普段の用途は時間の確認が多いこと、呼び出しボタンにつ

いては浴槽内に座っている位置から手が届く範囲に欲しいというニーズがあること、が分

かった。 

以上のことから、給湯リモコンから遠い位置の浴槽内に座っている人が多く、浴槽内で

の緊急時に即座に呼び出しを行うことが難しい状況が多いという実態と、呼び出しボタン

は手元に欲しいという高齢者のニーズがあることが分かった。この実態とニーズのずれが

あることから、高齢者は普段から呼び出しボタンに手が届く範囲に座ることは考えておら

ず、呼び出しボタンの重要性を認識していない、と推察される。 

浴室内では溺水事故や転倒事故が起きており、これらは事故後の発見が遅れると重症化

したり、最悪の場合、死亡に至るケースもあり、手元に呼び出しボタンがあることで、早

期発見につながる可能性が高くなると考えられる。このことから、呼び出しボタンの必要

性を啓発することも考えられるが、日常的な入浴の習慣を変えることは難しく、効果が高

くないと思われるため、例えば、給湯リモコン本体を親機、呼び出しボタン（緊急ボタ

ン）を子機として独立させて、必要な位置に設置できる、といった商品開発による対応が

考えられる。 

 

 浴室の手すりについては、ウェブ調査から、高齢者が住む住宅の浴室では、浴槽長手側

の壁面（洗い場から見た奥側の壁面）に設置されていることが多いこと（66.7%）、浴槽

の短手側の壁面への設置は半数程度であること、浴槽への出入り位置の壁面への設置は全
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体の 4分の 1程度であること、シャワー・水栓付近の壁面や浴槽内への手すりの設置は少

数であることが分かった。被験者実験からは、浴槽への出入り時で手を着く場所は、洗い

場側の浴槽の縁と、洗い場から見て奥側の浴槽内の手すりが多いこと、浴槽への出入り時

に手すりが欲しい位置は洗い場から見て奥側の壁や浴槽内であること、人によって手す

り・壁・浴槽の縁の使い方や使う順番が異なることが分かった。 

以上のことから、浴槽への出入り時に多くの高齢者が洗い場から見て奥側の壁や浴槽内

に手すりが設置されていることを望んでいるが、実態としては、奥側の壁には多くの場合

は手すりが設置されているが、浴槽内に手すりがあるケースは全体の 4.0%に留まってお

り、ニーズと実態が乖離しているケースもあることが分かった。また、浴槽の短手側の壁

面に手すりが設置されているケースはあまり多くなかったが、浴槽ヘの出入り動作時にも

浴槽の短手側の壁に触れている高齢者は少数であり、手すり設置の実態と実際の動作が合

っていることが確認できた。しなしながら、一部の高齢者は浴槽の短手側の壁にも触れな

がら出入りしていることから、その壁を使用する高齢者の特徴の有無は、今後の検討課題

である。また、浴槽の出入りの際には、多くの被験者が洗い場側の浴槽縁を手すり代わり

に利用しているが、今回の実験で使用した浴槽の縁についてはそのままで良いという意見

が多かったが、指が入るような溝があると良いといった意見も多く聞かれたことから、ど

のような浴槽の縁の形状やサイズなどが適切かについては今後の課題である。 

 

今回の調査結果を踏まえて、製品開発事業者においては、手すりを柔軟に設置・固定で

きる浴室の構造設計の取り組みに期待したい。後付け手すりに対応したマニュアル等の整

備などの取り組みも必要であると考える。また、給湯リモコン利用者の利用環境を考慮し

た製品開発、例えば、分離型給湯リモコン等は現実味があると考えられる。設置事業者に

おいては、手すり設置位置を利用者の要望に応じるなど、利用者目線の対応が重要である

と考える。給湯リモコンにおいては、マニュアルに沿った設置のみならず、利用者の体格

等に合わせた設置位置の選定も重要である。 
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4． 高齢者製品事故の検討会資料の策定、及びハンドブックの作成 

 

4.1 高齢者製品事故の検討会資料の策定  

高齢者の製品事故が多く起きている現状をふまえて、高齢者製品事故に関する対策を、

有識者、関連事業者や業界団体と議論を行い、今後の製品開発における検討項目を整理

し、検討会資料として取りまとめを行った。検討会資料は、日常生活における高齢者の行

動や製品の使い方の実態を写真や事例で示し、理解すべき高齢者の特性や検討すべき点等

を具体的に把握してもらい、事業者が高齢者にとって安心で安全な製品の開発・改良を行

う際に役立ててもらうことを目的として作成した。 

 検討会資料では、高齢者を対象として安全な製品を開発する際には、健常な高齢者向け

の製品と要介護・障害者向けの製品といった二分法ではなく、生活機能が日々変化してい

く高齢者も含めたユニバーサルデザインの考え方 9を取り入れて製品開発を行っていくこ

とが重要である点について記載するとともに、安全な製品開発における検討項目を整理し

た。具体的には、高齢者行動ライブラリから分かってきた日常生活での高齢者の製品の使

い方や、過去の高齢者製品事故事例の分析、及び対策案等も示しながら、高齢者が使用す

る製品全般に求められる検討事項を示した。また、高齢者の重大製品事故 10のうち件数及

び重篤度が高い製品群を選定し、これらの製品毎に掘り下げた検討事項も併せて整理し

た。加えて、将来的な安全基準・規格等の策定に関する草案的な位置づけとして、既存の

関連する安全基準・規格及び具体的な設計・基準値の検討に関わる参考資料の情報も記載

した。 

検討会資料の策定にあたり、高齢者の行動特性や福祉・介護分野、製品の基準・規格等

の有識者を招聘した上で有識者委員会を組成した。事業期間中 3回の有識者委員会を開催

し、議論・助言等を取り入れて進めた。 

 

4.1.1 有識者委員会の組成と運用 

検討会資料の策定を実施するにあたり、6人の外部専門家による委員会を設置し、助言

を受けて進めることとした。委員選出に当たっては、経済産業省製品安全課とも連携し、

高齢者の行動特性や福祉・介護分野、製品の基準・規格等の有識者を招聘した。招聘委員

を表 4に示す。 

 

 

────────────────────────────────────── 
9 「ユニバーサルデザイン」は、特別な製品や調整なしに、最大限可能な限り、全ての人々に利用しやす

いサービス、製品、環境を設計することを目指した考え方である。つまり、これまで対象となっていなか

った人も含めて利用可能なデザインにしていくことを目指している。安全な製品を考える上で、生活機能

が少しずつ変化する高齢者も含んで検討されることがほとんどないことから、そのような高齢者にまで対

象を広げる、という意味でユニバーサルデザインの考え方と合致するものであると考えられる。 
10 消費生活用製品安全法に基づき事業者から経済産業省に重大製品事故として報告があった事故を指す。 
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表 4 招聘委員        （敬称略 五十音順） 

氏名 所属 役職等 助言内容 

越山 健彦 千葉工業大学 社会システム科

学部 

教授 製品事故に知見の深い立

場からの助言 

信太 洋行 東京都市大学 都市生活学部 准教授 高齢者生活空間に知見の

深い立場からの助言 

関 成孝 一般財団法人 製品安全協会 専務理事 基準・規格等に知見の深

い立場からの助言 

三好 英樹 独立行政法人 製品評価技術基

盤機構 

専門官 基準・規格等に知見の深

い立場からの助言 

保田 淳子 一般社団法人 日本ノーリフト

協会 

理事 福祉・介護分野の立場か

ら助言 

唯根 妙子 公益社団法人 日本消費生活ア

ドバイザー・コンサルタント・

相談員協会 

常任顧問 消費者の立場からの助言 

 

 第 1回目は令和元年 9月 17日、第 2回目は令和元年 12月 13日、第 3回目は令和 2年 2

月 18日にそれぞれ開催した。開催場所は、3回ともに経済産業省別館の会議室にて執り行

った（各回の内容は、本報告書の末尾に参考資料として記載）。 

 また、検討会資料を策定していく中で、製品に関わる業界団体等（一般社団法人軽金属

製品協会、一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会）にも個別にヒアリングし、検

討会資料の内容に関するご意見・ご助言などを頂いた。ヒアリングする業界団体等は、経

済産業省製品安全課と協議して決定した。 

 

4.1.2 高齢者製品事故の検討会資料 

検討会資料は、高齢者の製品事故が多く起きている現状を踏まえ、高齢者にとって安全

な製品を開発する上で、理解すべき高齢者の特性や検討すべき点について取りまとめたも

のである。製品開発事業者や製品のレンタル事業者等に現場の実態を知ってもらい、安全

な製品開発・提供に活用してもらうことを目的として策定した。 

 序段に、高齢者行動ライブラリに登録されている高齢者介護施設等での実際の生活行動

記録から、想定外の行動として、ベッドに立ち上がろうとする行動や、ベッド柵を移動・

持ち出そうとする行動を記録した画像やベッド柵を手すり代わりに利用している実態（図

39）等を示した上で、高齢者の製品使用実態に合わせて、安全で使いやすい製品の普及に

よって、事故を防ぐユニバーサルデザインのアプローチが重要であることを示した。ここ

でのユニバーサルデザインとは、生活機能が少々変わっても、なお、製品のユーザが生活

を支える便利な機器として使い続けられることを意味するものである。ユニバーサルデザ
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インの考え方を取り入れた安全な製品を開発していくには、多様性がある高齢者が、製品

をどのように使用しているのかを把握する必要があることに触れ、そのツールとして具体

的な製品使用例や行動特性をウェブ上で確認できる高齢者行動ライブラリの紹介をした。 

 

 

図 39 ベッド柵を手すり代わりに使用している様子 

 

次に、高齢者の製品事故の背景を知るために、年代別の人的被害状況や事故原因を分析

した。具体的には、経済産業省重大製品事故データベースを元にしたデータ分析を実施

し、図 40、図 41 に示す通り、年代別では、高齢者による事故は重篤化しやすい傾向（重

大製品事故における死亡率：10―50代：1％⇒80歳以上：23％）にあることを示し、事故

原因としては、若年者と比較すると高齢者の誤使用・不注意起因と分類される重大製品事

故の割合も増加傾向（10－40代：37％⇒60代以上：49％）にあることを示した。また、

このような事故原因が、日常生活でも日々発現していることが高齢者行動ライブラリから

判明した。 

 

 

図 40 重大製品事故データベースにおける年代別事故発生の割合（出典：経済産業省） 
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図 41 重大製品事故データベースにおける年代別事故原因の割合（出典：経済産業省） 

 

また、高齢者の製品関連事故の現状を知るために、経済産業省重大製品事故データベー

ス、東京消防庁や消費者庁の公的機関の高齢者事故データ、更には、高齢者施設等の事故

報告書等も分析した。例えば、経済産業省重大製品事故データベースを元に、製品ごとに

重大事故の発生件数（対数）と重傷・死亡発生率で整理すると、図 42に示す通り、発生

件数が多く、重傷・死亡発生率も高い製品として、ベッド、車椅子、手すり、椅子及び脚

立・踏み台等があることが分かってきた。その他のデータからも、重大事故だけでなく、

日々発生する事故であっても同様の傾向であること、一般家庭だけでなく、介護施設でも

同様の傾向であることが分かった。 

 

図 42 高齢者重大製品事故データ分析 （出典：経済産業省） 
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次に、ここまでの事故データ分析や高齢者行動ライブラリでの日常生活実態を踏まえ

て、高齢者が使用する製品を対象として、高齢者の生活機能の変化に配慮した安全な設

計・開発を進める上で求められる検討事項を整理し示した。まず、「製品全般に求められ

る検討事項」について、次の 10項目を挙げた。 

① 身体機能の低下により十分な力が発揮できないことを想定した製品であること 

② 視力の低下等により十分に製品機能や構造を認識できないことを想定した製品であ

ること 

③ 聴力の低下により警告音等を認識できないことを想定した製品であること 

④ 皮膚の知覚機能の低下等により温度や刺激への反応が鈍化していることを想定した

製品であること 

⑤ 認知機能の低下により使用方法や注意表示を理解しにくくなっていることを想定し

た製品であること 

⑥ ケアラーにとっても安全で使いやすい製品であること 

⑦ 経年劣化等長期間の使用による危険性が分かりやすく示される製品であること 

⑧ 想定される誤使用（日常的使用）による事故の予防対策が取られた製品であること 

⑨ 消費者に使用可能な環境・状況・対象者を容易に判断できる情報を提供しているこ

と 

⑩ 高齢者の安全について検討された製品であることを消費者が容易に判断できる情報

を提供していること 

 

製品によっては、使用する対象者や製品の機能や構造の特性上、上記の検討事項全てを

満たすことができない場合もあり、製品毎に適切な検討事項を選択することも明記した。 

 

次に、「個別製品の検討事項」に関して、高齢者行動ライブラリの分析、高齢者関連事

故データの分析、有識者委員の助言を踏まえて、既に述べたベッド、車椅子、手すり、椅

子及び脚立・踏み台の 5つの製品群を対象に整理した。個別製品では、検討の必要性の根

拠及び具体的な対応を想定した検討事項を深く掘り下げて記載し、検討事項毎に検討すべ

きポイントや参考データ等を記載した。また、製品毎の既存規格・基準の概要を記載し、

その製品がどのような規格・基準を元に設計されているかが理解できるような工夫をし

た。また、既存の規格・基準と検討会資料の検討項目の違いについても紹介している。製

品個別の検討事項とポイントや参考データ等をヒントとして、検討会資料の目的の１つで

もある将来的な安全基準・規格等の策定に繋がることを念頭に記載した。製品の検討事項

とまでは言えないが、考慮・配慮する必要があるヒント等に関しては、「コラム」として

記載した。 

検討会資料の最後には、高齢者行動ライブラリの詳細、及び引用文献、参考資料を記載

した。 
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4.1.3 今後の課題 

 検討会資料では、複数の事故データから高齢者の製品事故の課題を整理し、高齢者行動

ライブラリなどによる高齢者の実態も踏まえて、検討事項を取りまとめた。しかし、この

検討事項が事業者などに普及し、それを元に生活機能が変化する高齢者にとって安全な製

品が開発されて普及し、高齢者の製品事故を予防するためには、いくつかの課題があると

考えられる。 

 

 まず、検討会資料で整理した生活機能が変化する高齢者にとっても安全な製品に関する

考え方や検討事項を、製品開発事業者などを中心に普及させていく必要があると考えられ

る。現状、製品の想定された使い方をマニュアルなどに記載していれば、想定外の使い方

については高齢者の誤使用となり、事業者の責任が問われることはない。そのため、高齢

者にとっての安全についての検討事項に積極的に取り組む必要性が生じにくいのが現状で

ある。生活機能が変化する高齢者にとって安全な製品の開発を目指すことは、製品の品質

を保ち、ベースラインを設定するような安全基準とは分けて考える必要があり、新たな視

点を踏まえた製品を生み出していくイノベーションの考え方が必要であり、検討会資料を

普及する上でも、そのような考え方を含めて普及させていく必要がある。高齢者の製品事

故が増加し続けることを、我が国全体で考えると、医療費や介護保険料が増加し、日本の

財政は逼迫し、結果的に製造事業者に大きな影響を与える。イノベーションによって、高

齢者の製品事故を予防可能になれば、それ以降の医療費や介護保険料の低減が継続的に期

待でき、その効果も大きい。また、そのような対策がされた製品は、今後、世界中が超高

齢社会を迎えることで需要が高まるため、国際的な競争力へと発展すると考えられる。こ

のような将来的な展開も見据えて、今回の検討事項を元にして、国策として高齢者にとっ

て安全な製品を生み出す仕組みづくりが必要であると考えらえる。 

 

高齢者にとって安全な製品の開発を促し、普及していく一つの方法は、安全基準や規格

を策定することであるが、JISや SG といった規格・基準では具体的な基準値などが必要と

なり、現状では元となるデータも不足しているため、規格・基準作りの際に必要なデータ

の計測・収集を行う必要がある。例えば、高齢者の身体寸法や運動機能に関するデータに

ついては、10年以上前のデータはあるものの、時代とともに高齢者の身体寸法も変化して

いたり、運動機能の変化もあり、最近の高齢者に関するデータがない。また、現状存在す

る高齢者のデータは、健常高齢者のデータが多く、ここで対象としている生活機能が変化

した高齢者に関するデータはほとんどない。これらのデータが整備されれば、高齢者の実

態に合わせて、基準が検討可能で、高齢者の製品事故を予防するのに効果的な基準作りへ

とつながると考えられる。 

 

今回取りまとめた検討事項に関しては、製品開発事業者が安全な製品を開発したとして
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も、全ての高齢者があらゆる状況で使う場合の安全を確保することは難しい場合もあり、

製品を使用する高齢者や高齢者の介助をするケアラーにも検討事項に関する考え方を普及

する必要があると考えられる。例えば、高齢者の身体機能や認知機能によって適切な製品

は異なることが考えられるため、身体機能や認知機能に合わせて適切な製品を選定する視

点が必要になる。また、製品によっては使用可能な場面や場所が限定される可能性もあ

り、実際に使用する条件に合致した製品を選定する視点も重要である。これらについて

は、製品開発事業者が消費者にとって分かりやすい情報を提供し、高齢者やケアラーがそ

の情報を元に適切な製品を選定可能にする仕組みが必要である。 

 

今後、安全な製品の開発が進んだ場合でも、現状の製品よりも高額になる場合があり、

消費者等の購入者に安全に関する視点が抜けていると、価格やデザイン性などで安易に製

品を選択してしまい、安全・品質面で劣る製品の方が普及してしまう可能性もあると推察

される。安全の価値の視点を消費者に浸透させるとともに、消費者が分かりやすく安全な

製品を判断可能な仕組みも必要であると考えられる。例えば、子どもにとって安全な製品

については、キッズデザイン賞という制度があり、審査を受けた上で認められると、キッ

ズデザインマークを提示して商品を販売できる、という仕組みができており、消費者にと

っては安全に配慮された製品が分かりやすくなるとともに、消費者の製品選択に子どもに

とって安全という視点が加わり、製品の価値として形成され、それらの製品の普及を促進

している。 

 

 高齢者にとって安全な製品の開発を行うには、課題の詳細な把握や設計の検討、製品の

評価・検証といった一連の流れを、実際に高齢者の協力を得ながら行う必要があり、その

ためには高齢者関連の現場と連携する必要がある。しかしながら、このような取り組み

は、施設単体や企業単体で進めていくには限界があるため、これらをサポートする仕組み

も重要であると考えられる。例えば、一部で実施されている高齢者施設をリビングラボ化

して、図 43 で示した 3つの立場のステークホルダーが協業し、課題の把握から製品の検

証までを実施可能な環境を整備して浸透させていく、というような取り組みも重要である

と思われる。 
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図 43 ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた高齢者の生活機能の変化に配慮した製

品開発のための高齢者、製品・環境、ケアラーの関係 

 

 

4.2 高齢者製品事故防止に関するハンドブックの作成 

 ハンドブックは、高齢者にとって安全な製品を選択・使用する上で、理解すべき高齢者

の特性や検討すべき点について取りまとめたものである。「高齢者製品事故の検討会資

料」は、製品開発事業者や製品のレンタル事業者等に主に参照してもらうものとして策定

した。一方で、ハンドブックは、高齢者自身や介護をされる方（施設スタッフ、家族等）

を対象としている。 

 前半は、高齢者における事故実態を知った上で、事故が多いとされる製品の紹介、高齢

者行動ライブラリから見える高齢者の製品使用例及び危険な状況事例など、日常生活実態

を紹介している。次に、加齢による生活機能（身体機能や認知機能など）の低下によって

日常でどのようなことが発生しうるかの事例を示したうえで、必要となる製品の選定方法

や使うときのチェックポイントを記載し、参考の一助とした。製品を選ぶ・使うときのチ

ェックポイント例を図 44に示す。 
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図 44 製品を選ぶ・使うときのチェックポイント例 

 

 後半は、高齢者の身体寸法データや関節可動域、身体機能計測データを掲載した。掲載

データは、一般社団法人人間生活工学研究センター（HQL）のデータベースサイト を参考

にまとめたものである。不特定多数の高齢者が生活する介護施設等では、可能な限り利用

者個人に合わせられる製品があることが望ましいが、共有利用が必要な製品は、そのよう

な対応が難しい。こうした場合は、ある程度の基準等が必要と思われるが、その基準の参

考情報として身体寸法データ等が利用できると考えている。また、身体機能の項目に「机

上面で手が届く範囲」（図 45）を掲載し、平均値などが記載されているが、実際の現場等

では、入所者毎にこの手法で計測してもらい、食事時のお盆・お皿の配置等への活用に役

立てられると思われる。単なる寸法データとしてのみならず、高齢者の日常生活における

ヒントとしても利用できるものと考えている。 
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図 45 机上面で手が届く範囲の例 

 

 後半の身体寸法データ等は、主に高齢者が利用する製品開発での基本データとしても活

用可能であるため、製品開発事業者にも参照してもらえるものと考えている。 

 

4.3 改良版ライブラリや高齢者製品事故の検討会資料等の広報活動・周知活動 

 令和 2年 3月現在、既存の行動ライブラリを閲覧可能な企業・団体・大学等は、70社を

超える。今年度事業で改良した行動ライブラリを既存ユーザのみならず、更に多くのユー

ザの拡充を図り、かつ高齢者行動ライブラリを活用することで見えてきた、高齢者の行動

特性や周辺環境、ケアラーの存在等の実態を踏まえ策定した製品開発促進に資する高齢者

製品事故の検討会資料、及び「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」を紹介、並び

に高齢者行動ライブラリの紹介をするべく、経済産業省製品安全課と協議、協力し、業界

団体や各種関係方面への広報・周知活動に努めた。 
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5． プライバシーの確保について 

 

5.1 倫理委員会への許可申請 

本研究は、産業技術総合研究所人間工学実験委員会による倫理審査の承認を得て実施し

た。申請内容を以下に述べる。 

 

産総研の倫理審査では、実験計画の倫理申請を行うと、倫理委員から計画に対する質問

やコメントなどが申請者に通知され、その質問やコメントに対して実験計画を修正しなが

ら、個人情報の取扱い、プライバシーへの配慮、実験内容の妥当性が審査される仕組みと

なっている。 

本事業に対し、平成 28年度商取引適正化・製品安全に係る事業（高齢者等製品安全基

盤情報収集事業）から実施しているキネクトを利用した観察実験において、研究計画は

2016年 8月 25日に承認され、その後、連携施設や企業との打ち合わせ内容に沿って、こ

れまでに 3度の実験計画の変更申請を実施した。1度目の変更申請では、1）実験従事者の

追加、2）実験場所の追加（協力施設の追加）、3）実験場所の追加（個人宅を追加）の 3

項目を申請し、2016 年 10月 31日に承認された。2度目の変更申請では、1）実験従事者

の追加、2）計測装置の追加、3）計測内容の追加、の 3項目に対する変更を申請し、2017

年 1月 19日に承認を得た。その後、実験従事者の変更を２度実施し、2018年 1月 10日に

承認を得た。 

 

5.2 同意書の取得 

本事業では、観察実験にご協力いただく方から同意を得て実施した。具体的には、介護

施設に産総研の倫理委員会で承認された実験計画説明書および同意書を提供し、実験従事

者に登録されている介護施設のスタッフが、施設利用者に口頭で実験内容、それに伴うリ

スク、個人情報の取扱いなどを説明し文書による同意を取得した。個人宅に関しては、産

総研研究者がお自宅に訪問し、同上の説明書および同意書を基に口頭で説明し、ご理解頂

いた上で同意書への記入を頂いた。 

 

説明書の主な項目は以下である。 

① 実験の目的 

② 実験内容 

③ 実験で取得するデータ等 

④ 実験期間等 

⑤ 予測される不利益、苦痛、危険性とその予防・安全確保の方法 

⑥ 傷害保険への加入 

⑦ データの取り扱い:共同利用について／第三者提供について 
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⑧ 参加同意後の撤回 

⑨ 質問・苦情の連絡先 

 

以上の内容について、十分に理解した上で、この実験にご協力いただける場合にのみ、

参加同意書に署名をしてもらった。 

個人宅で実験を行う場合には、実験協力者と一緒に同居されている方にも実験の内容、

及び実験協力者以外のデータは、すべて削除されることを文書、及び口頭で説明し同意を

得た。実験協力者には、協力者ご本人の意思により実験が始まった後でも、実験を中断あ

るいは終了できることを口頭、及び文書で説明し、実験参加への自由を保障した。また実

験への不参加による不利益は一切ないことを説明した。 

同意書は、文書保存棚に施錠保管し、実験責任者以外の者がアクセスできないよう厳重

に管理している。 

 

5.3 行動ライブラリ構築における高齢者へのプライバシー配慮 

高齢者の行動や動作について動画データとして把握できることは、製品開発やサービス 

の考案・改善をする上で貴重なデータであるが、その際に対象となる高齢者のプライバシ

ーに配慮することも必要である。本事業では、対象の高齢者を識別して、顔画像にモザイ

クを施すことで、高齢者のプライバシーを保護する作業を行った。具体的には、Google 

のオープンソースのディープラーニングライブラリとして提供している TensorFlow（テ

ンソルフロー）等を駆使して、顔認識・識別ソフトウェアを開発し、対象者の識別とモザ

イク処理を行った。また、モザイクを施したり、顔認識・識別機能を開発したりする際に

は、Kinectで取得可能な人の姿勢データも活用して顔の検出や抽出を行った。画像処理機

能だけでは、認識間違えや認識漏れも生じるため、適宜人手でデータを確認する作業を行

い、行動ライブラリを構築した。 
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6． 今後の展望 

 

6.1 新たな規格・基準の整備・提案 

平成 28年度から高齢者の製品事故の低減に向けた取り組み（平成 28年度商取引適正

化・製品安全に係る事業（高齢者等製品安全基盤情報収集事業）、平成 29年度商取引適

正化・製品安全に係る事業（ビンテージソサエティの実現に向けた高齢者等の行動データ

取得事業）、平成 30年産業保安等技術基準策定研究開発事業（人生 100年社会における

製品安全基盤構築に向けた高齢者等行動データ取得事業））、本事業）を実施してきた。

これらの事業に取り組んで来た中で、実際の高齢者の行動特性や日常生活における行動実

態が分かってきた。中でも、高齢者における製品の使用実態を見ると、製品設計上意図さ

れていない使い方をしている例も多いことがわかってきた。設計上意図されていない使用

であっても、同様の事例が多い場合は、単に「誤使用・不注意」と割り切るのではなく

「想定される使用」と捉え、既存の個別製品規格の見直しを含め、対応を検討することが

重要である。 

また、高齢者に関わる製品安全分野では、共通の規格等が整備されていない。子供の製

品安全及び機械安全の分野の JISでは、A規格（基本概念）・B規格（共通規格）・C規格

（個別製品の規格）の整備が進められている。高齢者の製品安全分野においても、こうし

た階層的な規格体系の整備を検討すべきである。図 46に高齢者に関わる安全基準の階層

的体系整備例を示す。 

 

 
図 46 安全基準の階層的体系整備例 
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高齢者の場合は、生活機能の変化が年齢と必ずしも連動しないという点で、子供のケー

スと異なる点には留意する必要がある。これまでにもガイド 71(JIS Z 8071:2017 規格に

おけるアクセシビリティ配慮のための指針)などでも、できるだけ多様な特性および能力

のある人たちが使用可能にすることの必要性の指摘や、配慮すべき項目として、アプロー

チのしやすさ、知覚のしやすさ、理解のしやすさ、操作のしやすさなどの指摘はなされて

きているが、設計者が実際に製品をデザインしようとした際に参照できるような定量的な

データや評価法は示されていない。今後、個別製品で取り扱いやすい具体的な情報の提示

等を促進するため、例えば身体機能や認知機能に応じた共通規格や、個別製品の規格を世

界に先駆けて整備していくこと等が重要であると考えられる。さらに、新市場創造型の D

規格（個別製品の先進的な工夫に関する領域規格）などの整備も、市場の活性化を促すと

いう点で積極的に進めていくことが必要であると考えられる。 

2030年に向けた持続的開発のための世界目標(SDGs)でも、アクセシブルデザインやユニ

バーサルデザインを通じて、できるだけ多くの人が安全に参画可能なインクルーシブな社

会の実現が目標の一つに掲げられており、こうした社会の実現を階層的な規格体系をベー

スにして、イノベーションによって切り拓いていくことは、課題先進国である日本に強く

期待されているものである 

 

 

6.2 今後の課題 

今年度は、製品開発事業者や製品のレンタル事業者等向けに「高齢者の生活機能変化に

配慮した安全に関するユニバーサルデザイン実現に向けて」を策定し、利用者・ケアラー

向けには、「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」を作成した。今後、事業者等へ

の広報活動を実施していく予定ではあるが、更に幅広く利活用してもらうための施策など

は必要であると考える。 

また、規格・基準の整備の部分に関しては、期間・規模等の検討、ステークホルダーの

選定など、柔軟かつ大胆な取り組みが必要であると共に、シームレスな取り組みが重要で

あると考える。 

 高齢者行動ライブラリの拡充については、在宅での車椅子生活が記録できたことは成果

の１つといえるが、企業ニーズは、高齢者のプライバシー空間（入浴シーン、トイレ、脱

衣所など）が多く、被験者となる本人の同意が必須であるが、その敷居は非常に高い。特

に浴室は、その環境から防水、無線、画像処理といった機能を搭載した撮影機材などが必

要となり、更には、衣服を着ていない状況であることから、状況に合わせた十分な安全対

策が必要となってくる。 
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7． 参考資料 

 

有識者委員会開催の内容を以下に示す。 

 

１ 第一回有識者委員会 

日時 令和元年 9月 17日 13：00～15：00 

場所 経済産業省別館 302 会議室 

出席者（敬称略） 

 ・委員 

唯根 妙子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談

員協会 

  関 成孝  一般財団法人 製品安全協会 専務理事 

  越山 健彦 千葉工業大学 教授 

  三好 英樹 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 専門官 

 ・オブザーバー 

  原 伸幸  経済産業省 産業保安グループ製品安全課 課長 

  秋葉 智己 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 企画調整係長 

 ・事務局 

  西田 佳史  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  北村 光司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  萩原 裕之  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

 

■ 過去の事故データ等に関してのディスカッション 

 高齢者事故で一番気を付けなければならないのは、転倒による骨折である。しか

しながら、入院は（完治してないが）1か月はしない。入院を継続すると、体力

が落ち、虚弱になってしまうため。 

 また、移乗時での転倒なども多く見受けられる。こういった状況から、転倒しな

いことが重要。 

 手すりに関しては、「あるべきところにあるモノ」ということが大事。高齢者の

行動パターンを掘り下げていくことが重要。 

 手すりに関しては、視認性に関する事例があったが、握ったあとに滑ってしまう

等のことも考慮する必要があると思う。手すりの素材なども検討が必要と思う。 

 検討会資料策定の目的を教えて欲しい。（事故の解明や改善に、検討会資料がど

うつながるのか） 

➡ 当初は、文字情報のみでの対応であったため、事故の原因究明できず、その

後の対応もままならなかったが、カメラで記録することで、高齢者がどんな行動
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をしているかを理解することが重要である。ということを焦点に当てた。実際

は、カメラの前で事故が発生するということは殆どないが、普段の行動が理解で

きる。 

手すりに関しては、掴みなおし等が発生しているため、見え方（視認性）に焦

点を当てた実験等を実施。過去の事業での実験結果から色々な知見が出てきたの

で、これらの結果を踏まえて、製品のレコメンデーションに繋げられないかと考

えた。 

製品起因か否かの判断は、現状では限界はある。しかしながら、行動が分かっ

てきており、色々なヒントになり得ると考える。稀に、転倒シーンなどの記録も

されており、何かしら寄与できると思う。 

 

 手すり等の設置条件や環境、使用方法などをどのようにレコメンデーション化し

ようとするのか。 

➡ 最適な手すりを規定で定めるのは難しい。一方で、事故事例や行動観察か

ら、こういう範囲のモノは必要ではないか、といったチェックリストのようなも

のがあると有用ではないかと考えている。 

ケアラー、企業、利用者それぞれの立場で、何に配慮すれば良いのか等を盛り

込んだリスト等ができれば有用と考える。 

今まで実施してきた事業成果を一足飛びにアウトプットにもっていくのは、難

しく課題提示に終わる部分もあるかもしれないが、一部のアウトプットとして、

JISや SGといったに規格の改訂に繋がれば良いと期待している。 

 三者（利用者、ケアラー、企業）の配慮集みたいなものがあっても良いと思う。

今回、５製品程度に絞っているが、少しずつ対象製品を増やしてことも可能。 

 今後の議論で「検討会資料」というネーミングが良いのかどうか、また、どこま

で議論を詰めて成果に繋げるのか等、検討していきたい。 

 検討会資料の策定事業は、何年計画か？ 

今年、検討会資料の策定（配慮集）の第一弾的な成果は出したい。 

 使用環境や製品起因、スタッフ瑕疵、メンテナンス等の問題を含めてしまうと省

庁を跨る結果も出てくるように思われるが、どういった位置づけか。 

➡ いろいろな要素が実際に絡んでいるので、少し製品安全だけの範囲から出て

も良いかと思う。3者の参考資料となる位置づけが良いと思っている。 

➡ 今年の成果（出口）としては、１つのたたき台的な位置づけで良いと考えて

いる。最適環境を作るために留意するチェックリストといった感じのもので良い

と考えている。 

内容自体は、製品安全課の立場からすれば、その製品がどう安全なのかの 1点

ではあるが、その製品を取り巻く環境が 3者にとってどうなのか、といった観点
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は、製品安全に取り込んでも良いと考えている。 

また、今後、それぞれの製品をオーソライズしていくことになった時点で、

個々に磨きをかけておけば良いと思う。 

 個別製品の規格の話と製品設計への配慮の話は、分けて考えてよいのではないか。

SGでは、ニーズに応じてどんどん改訂していく。本事業で有用な考え方があれ

ば、どんどん取り入れていきたい。協力できるところは、していきたい。 

 製品設計の際にどのような所を考えていくべきか、使うときに何を注意すべきか、

メンテナンスはどうなのか、などをきっちり整理できれば、ISOに匹敵する性格の

ものになるのではないか。是非とも挑戦して頂きたい。 

➡ 我々は、これらを元に、足りない部分を規格として補っていく。 

 企業の実験のみだけでは、物足りなさがあり、より一般化できる仕組みがあると

有益である。 

 高齢者の状況（要介護、自立）等によって支援方法が異なってくる。一般化する

にはなかなか労力が必要である。また、省庁を超えた議論に関しても、例えば厚

労省担当分野に縛りをかけるといったことは困難、一足飛びに結論というのは難

しい。 

 現状、定点観測等を実施しているので、利用可能な情報を工夫して、どこまで、

何が言えるかということを、あまり縛りをかけすぎない範囲で、どういう見方が

できるのかを調整していければ良いと思う。 

 東京消防庁の救急搬送データの分析の図４－３、４－４のクロス集計が可能であ

れば、実施頂くと場所と事故内容、どんな環境、状況だったのか等が分析できそ

う。 

 手すりに関しては、昨年までの事業で建材メーカーと取り組んだ実験で、手すり

を不要と思っている高齢者でも、いざ玄関に設置してみると、ほぼ全員が手すり

を使うようになった。 

➡ つけるべき場所の推奨などはもっと実施していってよいと思う。 

 実証などでわかった知見などをまとめるだけでも、かなり有益な情報になりうる

と思う。 

 

■ 個々の製品についてのディスカッション 

（ベッド関連は、個別悦明でディスカッション、ベッド以外は時間制約で一括説明） 

 

＜＜介護ベッド関連＞＞ 

 ここでいうベッドセンサとは、どういうセンサを対象にしているのか。 

➡ 特に制約は設けていない。既に様々な見守りセンサが商品化されているが、

目的別、使用法別に気を付けるべき点などを纏められれば良いのではないか。何
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ができたら、良いセンサなのかといった基準はない。 

➡ センサを利用する上での配慮等がないと、誤報・失報が多くなり、利用者も

スタッフも大変。 

 資料にあるリコーのセンサはどのようなセンサだったのか。 

➡ ベッド上の体動を４隅にあるセンサで検知し、どういう状態にあるのかを知

らせるセンサである。 

 ベッド柵を手すり替わりに利用しているということには、配慮する必要があり、

大事なメッセージである。 

 説明にもあったようなベッド柵をがたつかないようにすることは技術的には可

能。 

 本来、ベッド柵を手すりとして使うのは、誤使用と捉えられてしまう。手すりと

して製品化されているものもある。 

➡ 誤使用という考えではなく、実際に利用している利用方法・を想定して製品

設計すればよい。 

 実際、観察（observation）することによって、今までの利用方法とは違ってきて

いることが判明してきており、このようなことを設計段階で取り入れていくこと

は重要。例えば、椅子を手すり代わりに使うとか、タンスを手すり代わりに使

う、などがあり得るかもしれない。今後、益々高齢化社会になっていくので、高

齢者が主に使う製品などには、配慮が必要ではないか。 

 ベッド柵の使用実態をメッセージとして出すのも大事かなと思う。 

➡ 予見できる誤使用は配慮すべき。 

➡ 予見できる誤使用は、プレス、広報活動等で実施しているのが実態。 

 このあたりをメッセージとして出すのは、立場上まずいか。 

➡ とうにまずことはない 

➡ こういう内容を資料化して、旧態依然を変えていかなければいけないと思

う。 

 ベッドの高さを変えるだけでも、リスク低減につながるのではないか。 

 センサを取り上げているので、ベッド用リモコンに関してもセンサの一部として

取り上げても良いと思う。 

 現状の使用実態を明らかにしていき、個別製品に関して具体的に書けることは書

いて改善を促していく。ことはやっていきたい。 

 

＜＜介護ベッド関連以外の意見＞＞ 

 基本的に人間工学的なアプローチばかりで、実際の事故は、メンテナンス不良、

レンタル事業者の調整方法なども結構多い。このような実態も多いことも配慮す

る必要がある。 
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＜＜椅子関連＞＞ 

 姿勢を正して食事ができる椅子は、介護現場でニーズはある。 

 

＜＜車椅子関連＞＞ 

 室内事故が多いが、アプローチ方法が不適切という指摘がある。クッションを入

れると座位が保たれるという話があったが、個人単位でその人にあったクッショ

ンをケアラーが選択するというのは、無理だと思う。 

 折り畳み式がずり落ち多い。座面と衣服の摩擦の関係性。座面の素材の検討も必

要。また、シートベルトもおしゃれなものが出てきている。被拘束型シートベル

ト。 

➡ 課題があるということは、記述したい。 

 

＜＜脚立関連＞＞ 

 国民生活センターが、実験データを公開している。製品起因ではない事故として

は、バランスを崩した事故しかない。（高齢者に関しては、全部がバランスを崩

した事故かどうかは、不明） 

 「どこまで踏み台として使ってよいか」、「どこまで作業してよいか」、「踏み

台の幅」等に関しては、規格は存在している。 

 ４本脚を調整できる脚立等もある。きちんと使えば安全ではあるが、「慢心す

る」ことも問題。 

 

■ データブックついてのディスカッション 

 これらのデータが重みを出すためには、N数を増やす必要がある。産総研がどこま

で N数を増やすのかも考えながら検討する必要があると思う。３０年前に同類の

ことを考えたが、うまくいかなかった。身体寸法等が製品設計に結び付かないの

は、N数の問題も原因の１つ。ここが１つの課題である。 

 人間生活工学センターや製品評価技術基盤機構によって収集されたデータは HPに

掲載があるが、もし、あまり利用が進んでいないのなら、わかりやすく解説する

もので提供するものがあっても良いと思う。足りないデータなどは将来課題とし

て、整理しておくことも大事。 

 図では、ケアラーが利用者に対する配慮になっているが、利用者も製品選択させ

る余地を残す配慮も必要。また、この製品がきちんとセットされているか否かが

わからない（壊れているかどうなのかもわからない）ので、このあたりのアプロ

ーチ法も盛り込んではどうか。 

 現状、レンタル業者がケアラーに製品を紹介し、その中からケアラーが選択して
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利用するというのが多い。買い取りの製品（トイレなど）もあるが、このあたり

の基準はない。 

以上 

 

 

２ 第二回有識者委員会 

2019.12.13  13：30～16：30 

場所 経済産業省別館 231 

出席者（敬称略） 

 ・委員 

  保田 淳子 一般社団法人 日本ノーリフト協会 理事 

唯根 妙子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・ 

相談員協会 

  関 成孝  一般財団法人 製品安全協会 専務理事 

  三好 英樹 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 専門官 

  信太 洋行 東京都市大学 都市生活学部 准教授 

 ・オブザーバー 

  原 伸幸  経済産業省 産業保安グループ製品安全課 課長 

小町 僚明 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 課長補佐 

荒田 芙美子 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 製品安全対策官 

  秋葉 智己 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 企画調整係長 

 ・企業オブザーバー 

  米田 昌文 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 開発本部 価値検証センター グループ長 

  久保 晶子 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 開発本部 価値検証センター 室長 

  小南 敏宏 長谷川工業株式会社  生産本部技術部 部長 

 

 ・事務局 

  西田 佳史  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  北村 光司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  萩原 裕之  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

 

ディスカッション内容 

１ 目的・背景部分 

 「高齢者自身が注意して製品を使い事の難しさ」がポイントだと思う。 

 「ぐらつきが大きなサイドレールをつかっている」という部分に対する意見。 

なぜグラつきが大きくなるのか、なぜぐらついているのに使用しているのか、ま
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た、ぐらついているとリスクはあるのか、等を企業に気付かせるかの書きぶりが

良い。 

施設側にも、ぐらつくことによる「事故リスクや訴訟」等を考えさせることも重

要。 

具体的に、ぐらつきによる事故事例などを書くと納得しやすい。 

 「グラつき」はどんな感じで発生するのか。 

新品時は、ほぼぐらつきはないが、抜き差しを繰り返すことにより、遊びが広が

っていく。最新の製品はレバー等で取り外しが可能である。スライド式などで対

応するとかできないか。 

 車椅子でのタンス開け閉めなどの動作等、現場で何が起こっているのかの理由付

けの説明があると企業も実態が分かって良いと思う。企業の技術で解決できる可

能性もあるかもしれない。 

 「歩行器を壁にぶつけてしまう文言部分」 

歩行器に関して、（実際、自身の親の介護をしていると）ブレーキの位置とか解

除の方法が、普段の動きの中での動作と異なり（理解しにくい）、使い勝手の面

で不便を感じている。説明を受けたが、実際使うと結構、使う側の慣れ等が必要

である。 

 介護士が製品を選択できないのか。 

ケアプラン作成者のケアマネージャの職種がバラバラであり、医療に関する研修

などは受けていないため、難しい。「誰が誰にアセスメントするのか」という課

題が日本にはある。 

 事故によるリスクの大事さなど、「気づき」を知らしめる検討会資料になってい

くことを願う。 

 事故低減の解決方法は色々あるが、その中の１つとして製品側からのアプローチ

とした検討会資料として理論立てていきたい。 

 新品製品を購入できないと安全担保が難しいと思う。 

高齢者の製品関連事故の現状部分は、背景をいくつかに分けて記載していくのが

良いのではないか。製品だけではとらえられない現状があることも記載しておく

必要がある。 

 治療、薬、手術に関する安全は行き届いているが、それに比べると、一般的に院

内で使われる製品や備品など（保険点数に関係しないもの）の安全意識は低い。 

 「認知症の影響で」「身体機能の影響で」等の記載ぶりだと、「しょうがないよ

ね」といった諦めの感情が先にきてしまうため、憶測を記載するのではなく、事

故の事実を記載し、「だからこうなんだ」といった書きぶり、また、「高齢者の

身体機能の低下」といっても、読む側は、「そうですね」と読み流してしまう。

現実に起こっていることにフォーカスしてもらうと良いともう。 
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 自立できている人、介護度 N以上の人、などターゲットを明確にしたほうが良い

のではないか。 

ターゲットを絞るのは難しい面もある。例えば、入り口部分は、高齢者の事故は

こんなことですよ。といっておいて、後段で身体・認知からのアプローチとして

は、こんな解決策があるのでは？といったストーリーでもよいと思う。 

一方で、以前から利用している製品を介護度が上がったからといって取り上げる

訳にもいかない。（住みなれた場所の段差はつまずかないが、新しい場所の段差

ではコケルといったことがある。） 

 「危ないこと」を知らないで使い続けている高齢者には、注意喚起は必要ではな

いか。 

 製品を使い続ける課題として、最初に、「このような事故があった」ことを書い

てもらえると興味がわき、手にしてもらえると思う。今回は、事故件数が多くか

つ、死亡・重篤率が多い製品にフォーカスしているので、ご理解いただきたい。 

 「認知症」と書くより、「認知特性が低下していく」というような書きぶりが良

い。 

 身体と認知を分けて記載してもらうと、読者はわかりやすいと思う。 

事故原因を見ると、身体機能なのか認知機能なのかがわからない。開発側も、身

体機能なのか認知機能なのかを知りたいと思う。 

→ BM 図を区分けすることで、少し理解しやすくなるかもしれない。 

 

２ 「高齢者の製品関連事故」 

 施設の事故に関して、製品ごとに時間帯の特徴があれば記載をお願いしたい。 

 

３ 「製品に関する配慮集」総論 

 「認知機能」の文言は注意が必要ではないか。「理解力が衰える」「認知特性」

などの表現が良いのではないか。 

 図１７ MMSEは認知機能の評価であり、認知症（疾病）かどうかの判断指標では

ない。認知症の判断を検討会資料にいれると誤解を招く恐れがある 

 「認知症」という文言は避けたほうが良い。 

 図１７において、図の基準みたいなものを記載したほうが良い。 

（認知機能の疑いがあるかどうか）など 

→MMSE の冊子に定義が書いてあると思う。 

 五感を先に持ってきたほうが良い。 

 脚立に関しては、若干違和感がある。脚立に関しては、障がい者は対象外という

扱いにしてもらいたい。 

→ 脚立部に、その旨の記載をしている。 
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 UDとしての考えもこの検討会資料を参考にしてほしい。 

 福祉用具にかかわらず、一般製品としての配慮集という位置づけで記載してい

る。 

 ガイド５０では、「子供は、小さな大人ではない」というコンセプトがあった

が、そのような感じで、「高齢者は、（機能などが変化しており）古い大人ではな

い」的なことが書かれていると良い。 

 事例集を先に出して、事故データを出して、最後に配慮集があるというストーリ

ーはありか。事故事例が先にあるとわかりやすいかもしれない。 

→ 導入の工夫は必要かも。 

 プレシニア（５０代～）から、準備していくことも大事ではないか。 

 「人と物」。例えば、身体機能が低下している人に対し、こんな改善された製品

がある といったケーススタディがあると企業側としては、ありがたい。 

 良い UD があると非常によい。 

→ ロックできる車椅子や回転できる車椅子などは市販されている。 

→ 事例が先のほうが良いかも。 

 現場を知らないで製品提供しているようなイメージの書きぶりは NG 

 経産省が出しているリスクマネジメントガイドラインは、「想定されるご使用は

あらかじめ配慮すること」となっているので、それに従った内容としていく。 

 徐々に機能が低下していく高齢者に関する内容であるので、UDを意識した内容に

まとめて行くのが良い。 

 車椅子などのブレーキは、効きすぎはかえってあぶない。じんわりと効くのがよ

い。また、タイヤもメンテナンスをしてなとパンクしていたり、空気が少なく操

作しづらいこともある。 

 

４ 個別製品 

 P29図２７は、タイトルを変えてほしい。 

「意識の変化」として捉えてほしい。 

 安全の「検討会資料」対して、「配慮」「考慮」は違和感がある。「検討する」

というほうが良いのでは？  

「検討」？ 

企業としては、「配慮」することはほとんどやらない。効果的な言葉はよい。 

 実際の事故データがあるので、もう少し強く言ってもよいのでは？ 

 「椅子」に関しては、椅子のみで解決するのではなく、机側でも解決できる文言

を入れてもよいと思う。 

 干渉する製品群を整理するのも良いと思う。 

 機器が干渉して使えない等。リフトとベッドの干渉。 
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 先行部品に対して、利用可能な製品を使うなどの書きぶりも検討。 

 P17 ⑧ 、誤使用を防ぐには、施設側にきちんとしたアセスメントがあるかどう

かをチェックするこつも重要。身体・認知に関するアセスメントには利用用具の

FITTING が記載されているため、これを見れば、利用者に合った製品を使っている

かなどがわかる。 

→ 誤使用になる一例として、総論に入れるのが良い。 

 FITTING に関して、企業側も施設側も情報提供する場がないため、アセスメント

と合致しないものを提供している可能性もある。 

 環境に関する内容（P20）が少ない気がする。 

以上 

 

３ 第三回有識者委員会 

2020.2.18  13：00～16：00 

場所 経済産業省別館 234 

出席者（敬称略） 

 ・委員 

  保田 淳子 一般社団法人 日本ノーリフト協会 理事 

唯根 妙子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・ 

相談員協会 

  関 成孝  一般財団法人 製品安全協会 専務理事 

  越山 健彦 千葉工業大学 社会システム科学部 教授 

 

  信太 洋行 東京都市大学 都市生活学部 准教授 

 ・オブザーバー 

  原 伸幸  経済産業省 産業保安グループ製品安全課 課長 

小町 僚明 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 課長補佐 

荒田 芙美子 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 製品安全対策官 

  秋葉 智己 経済産業省 産業保安グループ製品安全課 企画調整係長 

  鹿野 歩子 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（三好委員の代理としてオブザ 

ーバー参加） 

 ・企業オブザーバー 

  米田 昌文 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 開発本部 価値検証センター グループ長 

  久保 晶子 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 開発本部 価値検証センター 室長 

松尾  聖 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 開発本部 価値検証センター 

  小南 敏宏 長谷川工業株式会社  生産本部技術部 部長 

  西村 育子 ケアスタディ株式会社 



78 

 ・事務局 

  西田 佳史  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  北村 光司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  萩原 裕之  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

 

1. 背景・目的の章 

 将来的に基準を作っていく中において、安全を意識した製品開発をすると、

製品自体がゴツくなったりして使いにくくなる。また、ユニバーサルデザイ

ン（UD）の考え方を取り入れと、無いモノねだりになる可能性もあるため、

当然、課題もあることも明確にしてやっていくことも大事。 

 「様々な高齢者」とは、全ての高齢者をいうのか。基準を作っていく上で

「高齢者」の定義（障がい者まで含めるのか等）は明確にしておいた方が良

い。 

⇒ 健常者をはじめてとして、生活機能が変化している方の定義は考えたい

（今までできていた作業・動作ができなくなる等）。 

盲目、難聴の方なども含むのか等、検討頂きたい。 

 高齢行動ライブラリの説明は、急にここに出てくるので戸惑う。別出しにし

た方が良いと思う。 

⇒「はじめに」にいれると量的に違和感があるので、簡単な紹介をして、詳

細は後半に入れることを検討する。 

 空間に関する記述はない。 

⇒ 基準にしていくときは、揉んでいく必要があると思う。 

 

2. 事故データの章 

 「高齢者重大製品事故データ分析」の図は、非常にわかりやすいが、なぜ縦

軸が対数になっているのか。縦横変えても良いかもしれない。また、横軸の

1.2のメモリは削除。 

⇒ 描画方法に関しては再検討したい。 

 「車椅子」と「車いす」が混在しているので、統一頂いた方が見やすい。 

 図の採番がおかしいので修正頂きたい。 

⇒ 参照がずれているので、修正する。 

 製品全体に関わる①～⑩は非常に重要だが、箇条書きではなく、フローや図

等の全体図を描くと良いと思う。将来的に入れて欲しい。 

⇒ チェックリストなどの整理は今後やっていきたい。 

⇒ 検討事項 10 項目の関係性の図に入れ込むと良いと思う。 
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3. 個別製品の章 

 工番の付け方を工夫してほしい。少し見づらいと感じた。 

 製品安全という観点では安全第一ではあるが、実際利用する方はデザインを

重視されるので、少し勘案してもらうと良いと思う。 

 

4. ハンドブックについて 

 データの計測時期が 2000-2001年だが、現状と比較してどうなのか。 

⇒ 高齢者の変化が大きい場合などは、新規に取得するなどの検討はしてい

く。 

 どのくらいの力で、どの程度の時間かかって使っているかなどのデータは必

要である。 

 製品事故に関しては、「起因」という表現ぶりは気を付けた方が良い。 

（製品だけが原因ではないことを明確化してほしい） 

 

5. 今後の展望について 

 どのような身体機能の方が、どのような製品を使うことが相応しいのか等の

方向性で議論してほしい。マッピングが重要。 

⇒ JIS だけを狙うのではなく、SGなど他の安全基準をアウトプットにする

方向もあり得ると思う。 

 基準・規格をどうやって進めて行くかなどは製品評価技術基盤機構等と連携

したい。 

どういうテーマで、どういう規格を作ればよいか等は１年間くらいかかっ

た。その後は、１年くらいで原案・データ調査を進めていた。その後３年で

基準作成。 

 原案作成委員はどこか？ 

例えば、乳幼児・挟み込みなどは、建材試験センターが事務局を担ってい

た。他は製品評価技術基盤機構が行ったものもあると思う。 

 例えば、手すり付き玄関引き戸と断熱性の両立は難しい。どちらか優先度を

つけてくれるような基準があると企業として製品化しやすい（コスト含めて

の考え）。 

 製品のみだけでなく、周辺環境とのセットで提案してくれるとユーザとして

は、ありがたい。（転倒１つにしても、地面がコンクリートか畳かで結果が

変わってくる） 

⇒ ベターリビング等は、検討を始めているようだが、課題もある。 

（メーカーからの引き渡し時に説明するのか、マニュアル化するのか等、エ

ンドユーザがどう正しく使ってくれるか等が課題） 



80 

⇒ DIY などの製品も課題あり。 

⇒ オーストラリア等では、全体配置などに関わる資料等、色々な資料があ

る。 

 B規格を狙っていきたい。C規格はいくつかあるので、それらの整理をして

いくのがよいと思う。 

以上 

 


