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1． 事業目的と概要 

1．1 事業の目的 

 「人生１００年時代」を迎える中で、社会構造の変化は製品の使われ方・ライフサイク

ル等にも多分に影響を及ぼすことが見込まれ、高齢者の増加に伴い重篤な製品事故の増加

が懸念される。具体的には、高齢者は判断力・注意力の低下による誤使用・不注意の製品

事故が起きやすく、また高齢者による事故は重篤化しやすい傾向があるとされている1。つ

まり、今後、高齢者事故を予防するための取組を立ち上げていかなければ、製品事故が増

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。 

従って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ライ

ブラリを拡充することは、製品安全行政の観点からは「セイフティ・バイ・デザイン」を

事業者に普及させることに繋がり、結果、将来的に重篤な製品事故の未然防止に繋がると

言える。 

以上の観点を踏まえ、日常生活の中で高齢者による製品事故発生件数が特に多い製品・

場所等における重点的な高齢者の動画データ収集および解析を実施すると共に、高齢者の

製品利用シーンの動画データ拡充を通じた事業者への安全な製品開発設計の苗床の提供を

行うことを目的とした。 

 

 

1．2 事業の内容及び実施方法 

（１）高齢者による製品事故の要因分析 

公的機関、及び介護施設等が有する過去の事故情報等の分析もしくは結果を用いて、高

齢者による製品事故が生じる製品・場所・状況等の要因について製品事故防止の観点から

重点的に調査すべき対象の環境・製品等を選定した。 

 

（２）高齢者の行動データの取得 

①日常生活における新たな行動データ（動画）の追加収集 

ａ） 主に一般家庭における高齢者の生活行動を動画でモニタリングし、心身の機能

プロファイル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収集

した。マンションや一戸建て等の施設にカメラを設置した。データ取得対象者は６５

歳以上の１７名とした。また、動画データを補完するための各種センサー等を必要に

応じて設置した。 

 

ｂ） 取得した行動データについては、平成２８年度事業、及び平成２９年度事業に

                                                
1 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会第 7 回資料４ 
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おいて既に得られているデータを補完できるような多様なもの（階段、玄関周辺、食

事シーン等）とし、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特定の製品を使用している際の行動データの収集 

ａ） 主に一般家庭や福祉施設において、高齢者が特定の製品を使用する際の行動を

動画でモニタリングし、心身の機能プロファイル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収集した。マンションや一戸建て等の施設にカメラを

設置した。データ取得対象者は６５歳以上の１６名とした。また、動画データを補完

するための各種センサー等を必要に応じて設置した。 

 

ｂ） 取得した行動データについては、平成２８年度事業、及び平成２９年度事業に

おいて既に得られているデータを補完できるような多様なもの（歩行器、寝室、入浴

シーン等）とし、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。 

 

ｃ） データの収集に際しては、公募で採択した企業 5社と連携し、各社の具体的な

製品案・構想の実現につながるよう、日常的な動作について可能な限り多くのバリエ

ーションのデータを取得した。 

 

※ カメラの選定、カメラの設置場所等 

上記①については、マイクロソフト社製の Kinectカメラ（図１）を使用した。カ

ラー画像解像度は、ＲＧＢ１９２０×１０８０画素、深度画像解像度は５１２×

４２４画素、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、画像データと姿勢データを同時に取得した。 

上記については、①で利用した Kinectカメラと共に、屋外に設置可能なセンサー

カメラ（カラー画像解像度：ＲＧＢ１９２０×１０８０画素）、及び室内の夜間

暗視野に対応したセンサーカメラ（カラー画像解像度：ＲＧＢ６４０×４８０画

素）を必要に応じて設置した。 

 

     

図１ 使用したカメラ（kinect）（マイクロソフト社 HPより）例 
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2． 高齢者の行動データの取得 

2．1 高齢者による製品事故分析 

 高齢者による製品事故の要因分析を実施するため、過去の公的機関における事故データ

を分析した結果を以下に示す。 

図２－１～図２－３は、東京消防庁の協力により、一般家庭における高齢者の都民生活

事故データの提供を受け纏めたものである。収集データの条件は、平成 25年の救急搬送

データのうち、高齢者（65歳以上）の都民生活事故（※1）に該当するデータで、初診時

程度（※2）が重症以上のものとした（データ数：１８９３件）。 

（※1）都民生活事故とは、東京消防庁の救急事故のうち運動競技事故、自然災害事

故、水難事故、労働災害事故及び一般負傷に該当するもの。 

（※2）東京消防庁管内で発生する都民生活事故の件数は年間 10万件を超えている。今

回は比較的生命の危険が低いとされる「軽症」及び「中等症」は除き、「重症」以上とし

た。なお、今回対象とした初診時程度は以下である。 

 

初診時程度  

重症 生命の危険が強いと認められたもの 

重篤 生命の危険が切迫しているもの 

死亡 初診時に死亡が確認されたもの 

 

 

図 2-1 事故発生場所 

3441

445
228 77 47 11 5 130

0

1000

2000

3000

4000

頻
度
（
件
）

場所

事故発生場所 (N=4384)

出展 東京消防庁「救急搬送データ」



4 

 

 

図 2-2 事故種類 

 

図 2-3 転倒・転落時の事故に係わる製品 

 

 図２－１では、救急搬送における事故の発生場所を示している。住宅等の個人宅が最も

多く、次に道路・交通施設、店舗・遊戯施設の順となっている。このことから、居宅での

事故が多いことがわかる。 

 図２－２の事故種類については、主に浴室内の溺水が最も多く、次に、主として食事の

際の誤飲・誤嚥/窒息、転倒、転落の順である。 

 転倒、転落事故の製品別にまとめたものが図２－３である。脚立による事故が最も多

く、かつ重篤事故の件数も多いことがわかる。続いて、段差、椅子、梯子、車椅子、ベッ
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ドの順となっている。 

 

 次の図２－４、図２－５では、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運営して

いる医療機関ネットワークに登録された事故データ（平成 23～28年）の提供を受け、纏

めたデータである。 

 図２－４の事故に係わる製品では、ベッド、脚立、薬、ドアの順になっている。また、

図２－５に示した転倒・転落事故に係わる製品としては、脚立、ベッド、段差、椅子、自

転車、梯子、車椅子の順となっている。脚立、椅子、梯子といった、いわゆる高所作業に

利用する製品では、重篤な事故も発生している。 

 

 

図 2-4 事故に係わる製品 

 

 

図 2-5 転倒・転落事故に係わる製品 
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2．2 生活行動記録用カメラの概要 

2.2.1 人体検知カメラ 

 今回利用したセンサーカメラの１つは、 マイクロソフト社が販売している Xbox One 

用 Kinect(V2)センサーである（2017 年 10 月に販売終了を発表）。ゲーム用に開発され

たセンサーカメラで、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（1920×

1080）で撮影可能で、かつ赤外線深度センサー機能があり、対象物との距離計測等が可能

である。また、人体の関節を認識することが可能であり、その数は手、足、顔など 25 か

所に及ぶ。図２－６に Kinect(V2)センサーの外観、仕様、及び認識可能関節モデルを示

す。 

 

 

 

図 2-6  Kinect(V2)仕様等（kinect図：マイクロソフト社 HPより） 

 

2.2.2 動体検知カメラ 

 前述した人体検知カメラは、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、また、そのような仕様の下でソフトウェアを開発し

ているが、事業期間中のデータ取得では、人間の頭以外による検出手法も必要となったた

め、動体検知が可能なセンサーカメラも導入した。こちらは、主に企業との連携によるデ

ータ収集に利用した。 

 具体的には、動体検知／赤外線検知機能を有しており、かつワイヤレスカメラとなって

いるため、カメラ本体のみを所望の場所に設置することができ、非常にコンパクトに収ま

るので、室内狭小場所で利用した。カラー画像解像度が、６４０×４８０画素という仕様
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であったが、室内の２～３ｍ周辺を撮影するには十分であった。本センサーカメラは、朝

日電器株式会社性製の ELPA という商品である。 

 この製品以外にも、マスプロ社製のワイヤレス HDカメラを利用した。こちらは、ELPA

と同様にワイヤレスでフルハイビジョンに対応しているため、カラー画像が鮮明であり、

かつ、防塵・防水仕様のため、屋外で利用可能である。この製品も企業との連携による実

証実験で利用した。 

 

2．3 情報収集を行った施設等 

動画データに関しては、神奈川県川崎市にある「社会福祉法人伸こう福祉会クロスハー

ト幸・川崎」及び神戸市にある「社会福祉法人成晃会ポート愛ランド。老健」という介護

施設で主に収集した。特に前者の施設はオープンイノベーションを創出する場である、い

わゆる「リビングラボ」として企業と連携した実証事業に参画している法人であり特に企

業との実証に係る動画データについては主にご協力頂いた。 

 この施設を利活用することで、企業にとっては、実際の現場での機器の使用方法、使い

勝手などの情報が入手できると共に、開発製品などの実証実験が可能になるといったメリ

ットがあり、施設にとっては、最先端の福祉機器の導入検討機会に成り得るというメリッ

トがある。 

 一方で、施設側としては、多忙な日々の繰り返しのため、実証実験は、期間を決めた取

り組みとなり、また、センサーカメラ等の設置場所に関しては、施設利用者の手が届かな

い場所、危険の可能性がない場所、また、施設利用者は日々の生活リズムの変化に敏感で

あるため、極力自然な雰囲気の中でデータを取得可能な場所でのデータ取得となった。実

験期間やセンサーカメラの設置場所等は、当該施設長をはじめ、各フロアリーダや理学療

法士等と協議し決定した。 

 

2．4 生活行動記録用カメラでのデータ取得、及び設置 

 事業実施期間中、高齢者介護施設等にカメラ等を設置し、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に本事業に賛同、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した利用者の居室を対象にセンサーカメラで生活行動

を取得した。また、一般家庭においては、協力施設と連携しているデイサービスの利用者

や企業のモニター等に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。 

施設には、複数台の Kinect を設置するにあたり、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２－７に示す。Kinectから取得するデー
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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 1 台のセンサーカメラ用計算機（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。 

施設規模や施設要望により、1施設当たりの Kinect台数は 4台から 14台である。サー

バは、Kinect 最大 14 台に対し 1 台設置した。 

 

 

図 2-7 生活行動記録システムのシステム構成図 

 

施設の共用部、及び居室での記録は同意を得て行った。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、こちらの要望を説明した上で、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。 

高齢者施設における Kinect 設置例を図２－８に示す。 

 

   

図 2-8  共有スペースにおける Kinect 設置例（伸こう福祉会 クロスハート幸・川崎）） 

 

 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、壁や天井裏への
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固定や配線はせずに機材設置用に突っ張り棒等を利用した。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。配線は長押（なげし）な

どを利用した。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、居間、キッチン、階段などである。 

原状復帰を考え、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２－

９に一般家庭の Kinect 設置例を示す。 

 

   

図 2-9  一般家庭における Kinect 設置例 

 

 一般家庭で協力して頂いた人数は、10居宅 17名であった。（夫婦で協力を得られた場 

合、1 居宅で 2名として計算している）。内訳は、富山県 9 名、千葉県 2名、東京都 3 

名、福井県 3名である。 

 

 

2．5 高齢者行動ライブラリの改善・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

ライブラリの改善、及びデータ等の拡充を行った。以下、詳細を述べる。 

 

2.5.1 行動ライブラリの改善 

昨年度事業において実施された「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改善ニーズを分析した。 

公開当初のデータ数は、約２４０件ということで N 数が少なかったため、ライブラリか
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ら気づきや発見等が得難いというアンケートでの記載が多く見受けられた。また、企業の

製品開発に向けてニーズの強かったシーンとしては、食事シーン、入浴シーン、サニタリ

ーでの動作、入浴介助、移乗といった行動・動作・環境が多かった。特にプライバシー空

間に対する取得要望が多かったが、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がある。一方で、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。図２－２に示している東京消防庁の事故種別において、「溺水」が１位になってい

ることからも事業者のニーズが高いことは明らかである。 

また、ウェブ上における行動ライブラリの操作性や機能性等については、全体数が何件

あるのか不明、カテゴリによっては、選択項目が細かすぎる、といった要望も見受けられ

た。 

これらの結果を踏まえ、行動ライブラリの改善及びデータの拡充を次のように実施し

た。 

 

2.5.2 行動ライブラリの改善・拡充 

まず、はじめに行動ライブラリの主な改善について、以下に示す。 

 

（ア） 全体登録数と絞込件数の表示 

行動ライブラリの表示画面上段に、登録動画数と条件絞込み後のヒット件数を表

示するように改善した。 

これによって、絞り込み作業時に閲覧可能な動画数がわかるようになった。 

また、本行動ライブラリは、縦スクロールを採用しているが、スクロール時に本

表示が見えなくならないように、スクロールと同期して常に表示させておく機能も

追加している。 

 

図 2-10 全体登録数と絞込件数の表示 
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（イ） カテゴリの種別見直しと細分化 

人に関する情報（年齢、性別、要介護度、認知症自立度など）は、そのままとし

たうえで、データを取得した場所（施設／在宅）カテゴリを新たに追加した。この

追加に関しては、公共施設等に特化した製品を扱う企業や主に在宅ケアを中心に製

品を開発している企業など、製品コンセプトや製品ターゲットが異なることに配慮

したものである。 

また、大分類として、以下の２つのカテゴリで検索できるようにした。 

シーンカテゴリとしては、時間帯（早朝、朝、昼など）や居住空間の種別（居

室、廊下、リビングなど）、環境（食事、衛生、掃除など）、明るさ（明るい、薄

暗い、真っ暗）、などに分類して選択しやすくした。更に、本カテゴリでは、自動

絞り込み機能を採用しているため、既に選択肢として存在しないタグはグレーアウ

ト（不選択状態）になり、条件絞り込みの効率アップが期待できる。 

製品・動作カテゴリとしては、まず製品カテゴリは、更に介護機器、家具、家

電、建具、窓関連、寝具、その他といった中分類にした上で、個々の製品群に含ま

れる詳細製品を選択できるようにした。動作カテゴリでは、歩行、立つ、座るとい

った高齢者動作のタグを配置して、選択できるようにしている。 

本カテゴリも、シーンカテゴリ同様に自動絞り込み機能を採用している。 

 

図 2-11 カテゴリの種別見直しと細分化 
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（ウ） 動画再生開始時間の短縮化 

昨年の企業アンケートでは、動画データの再生開始時間に関する要望も多く寄

せられていた。動画再生画面に遷移すると、動画が自動再生されるような機能を有

しているが、再生画面に遷移してもなかなか再生が開始されないという内容であ

る。この原因の１つとして、動画データと共に姿勢データも再生させるような構成

となっていたが、姿勢データの再生準備に時間を要していたことが判明したため、

初回の自動再生では、RGB 動画データのみを再生するように改善し、必要に応じ

て姿勢データを再生させるような修正を施した。 

 

図 2-12 動画再生開始時間の短縮化 

 

 

（エ） 身体機能・認知機能のプロット図からの動画閲覧機能の追加 

高齢者の傷害は、子供のケースと異なり、年齢による区分で整理することが難

しいことが判ってきている。高齢者の傷害の要因は様々あると考えられるが、身体

機能と認知機能の２つの情報によってカテゴライズすることによって、それぞれの

レベルによる動作の違いが推察できるようになると考えられるため、今回、身体機

能・認知機能のプロット図を作成し、身体機能と認知機能の組み合わせと行動の動

画を紐づけて閲覧可能な機能を追加した。 

身体機能は、ADL（日常生活動作）を評価する世界共通の評価指標であるバー

セル・インデックス（BI ： Barthel Index）評価法を用いており、０～１００点

で評価する。一方の認知機能についても、国際的に広く採用されているミニメンタ

ルステート検査（MMSE ： Mini-Mental State Examination）評価法を用いてお

り、０～３０点で評価する。 

身体機能と認知機能を軸としたプロット図を提示し、各プロットをクリックす

ると、そのプロットの身体機能と認知機能の組み合わせに対応する方の動画データ

が表示され、その中から動画を選択して再生できる。 
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図 2-13 身体機能・認知機能のプロット図 

 

（オ） Depth データによる３D 表示・専用ツールによる測長 

高齢者の行動動画データを閲覧し、高齢者の行動を分析する上では、利用者の

身長であったり、動画に記録されている製品の寸法などの情報が必要となってくる

と考えられる。今回利用したセンサーカメラには、Depth データ（距離データ）を

取得できる機能が備わっており、この Depth データを RGB データとセットで記録

することで動画データに記録されている様々なモノの測長が可能となる。 

Depth データを元に 3 次元的な点群データに変換し、新たに開発した専用の３

D ビューワで閲覧可能なようにし、そのビューワ上で指定した 2 点間の長さを計測

することが可能である。動画データと紐づけられた Depth データが存在する場合

は、Depth データをダウンロードできるようにしている。 

 

図 2-14  Depth データファイルのダウンロードリンクの例 
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ダウンロードできる Depth データは pcd 形式2で、このファイルを表示する専

用ビューワは、行動ライブラリのサイトからダウンロード可能なようにした。 

 

 

図 2-15 デプスデータによる３D 表示例 

 

 

2.5.3 改訂版行動ライブラリの広報活動・周知活動（セミナー） 

２０１９年３月現在、既存の行動ライブラリを閲覧可能な企業等は、４１社（このう

ち、個人事業主１、大学５）となっている。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るため、セミナー等を開催した。 

２０１９年２月上旬に行動ライブラリ改訂版の試用版が完成できたため、１回目のセミ

ナーは、介護施設関係者や企業などが多数参加することから、プログラム内で広報活動を

行った。参加者は６０名ほどであった。 

２０１９年３月１４日（木）、１５日（金）には、関東地区、及び関西地区において、

「人生 100年社会に備えた「高齢者行動ライブラリ」活用セミナー～高齢者の日常に隠れ

た行動データを知る～」と題して、改訂版行動ライブラリのセミナーを実施した。昨年度

事業でも同類の説明会を開催したが、遠方からの参加が難しいとの声があったため、今年

度は、開催エリアを２か所にして、より多くの企業等が参加できるように工夫した。ま

た、既存行動ライブラリの利活用やそこからの気づき、学び等、企業の取り組み方等につ

いての紹介等を実施した。参加募集は、産総研 HP上での開催掲示をはじめ、既存ライブ

ラリ閲覧可能な企業への個別連絡なども実施した。 

関東地区は、経済産業省別館にて実施した。参加企業数は、２３社（２６名）であっ

た。また、関西地区は、兵庫県神戸市のこうべ市民福祉交流センターで実施した。参加企

                                                
2 Point Cloud Library（http://pointclouds.org/） 
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業数は、１５社（２０名）であった。 

上記以外にも、２月３日に開催された平成３０年度全国消費生活相談員協会・製品安全

WG・相談員向け研修（受講者３０名）、２月２５日に開催された平成３０年度第４回消費

生活行政担当職員研修（受講者２１名）、及び３月２日に開催された日本人間工学会関西

支部ワークショップ「未来の住まいの提案」～学生と企業若手の出会いの場をつくろう～

（参加者３０名）でも行動ライブラリの紹介を行った。 

 

 

3． テストベッドでの実証実験における成果 

本事業では、高齢者の安全に係わる製品の開発や改善につながる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

実施内容を応募頂き、5 つのテーマを採択した。実施内容に応じて、産総研からはモニタ

リング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や、必

要な機器やセンサーを用いたデータ取得や分析を実施した。 

 

 

3．1 玄関周辺製品・環境に関する実証実験（連携企業：YKK AP 株式会社） 

3.1.1 背景・目的 

過去の事故データでは、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）の報告書においても、転倒や転落に関わる事故では、階段や段差、更に

は、自宅といったキーワードが抽出されている。玄関周りの事故も多く見受けられる一方

で、自宅からの出入りに伴う段差での転倒を予防する製品も商品化されているが、その有

効性を検証した実験等は多くない。玄関等の出入り口付近の「段差」がある場所におい

て、手すり等の有無による行動への影響に関するデータを取得し、手すりによる転倒防止

効果を評価することを目的とする。 

 

3.1.2 実験・実証方法 

実験対象となる被験者の自宅で、玄関等の出入り口付近の「段差」がある場所に手すり

等を設置し、手すりの設置前後のヒアリングと行動分析を行った。 

対象とした被験者や実験場所は以下の条件である。 

 

① 被験者 

高齢者（原則 65 歳以上）９名。最高年齢は 89 歳であった。 

性別は男性４名、女性５名であった。 
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② 実験場所 

実験対象となる被験者の自宅の出入り口付近の段差で、以下を対象とした。 

手すり設置前後の例を図３－２に示す。 

・履物の脱ぎ履きを伴う段差 ４か所 

・玄関アプローチの階段   ４か所 

 

「履物の脱ぎ履きを伴う段差」、「玄関アプローチの段差」の何れも、ヒアリングと

行動分析は７名を対象にして実施した。 

各被験者の自宅に手すり等を設置するにあたっては、被験者の希望や自宅の環境を考

慮し、市販の製品から選択した。  

 

③ 撮影機材 

「履物の脱ぎ履きを伴う段差」では、キネクトにて実施したが、一部データを補うた

めにマスプロ社製のワイヤレスカメラを導入した。フルハイビジョンかつ、夜間撮影

モードを搭載しているため、暗い場所でも行動や動作が判定できる。ただし、動画は

白黒で記録される（図３－１）。 

 

   

図 3-1 マスプロ社製のワイヤレスカメラ撮影例（右：通常モード、左：夜間モード） 

 

 

 

④ 実験期間 

実験場所１か所あたり約２週間とし、手すりの設置前・設置後をそれぞれ約１週間ず

つ実施した 
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図 3-2 実験場所例 

 

⑤ 実験手順 

(ア) 被験者の候補者を訪問し「暮らし方ヒアリング」を実施し、日常の生活行動や生

活のパターンを把握する。同時に、行動観察を行う場所の候補を抽出する。 

(イ) 被験者の候補者に、本実証実験の目的や概要を説明し、実験への参加の同意の意

思を確認する。実験への参加に同意した方のみ、実験に参加いただく（必要に応

じて、家族・親族にも同様の説明を行う）。 

(ウ) 被験者の自宅の実験場所にカメラを設置し、行動の記録を開始する。（実験開

始） 

(エ) 記録開始から約１週間後、被験者の自宅を訪問し、手すり設置前について、気づ

きや感想をヒアリングする。 

(オ) 記録開始から約１週間後、実験場所に手すりを設置する。 

(カ) 手すりの設置から約１週間後、被験者の自宅を訪問し、手すり設置後について、

気づきや感想をヒアリングする。 

(キ) 設置したカメラ機材、手すりを取り外す。（実験終了） 

(ク) カメラの記録データ、ヒアリング内容から、手すりの利用の有無、利用回数、姿

勢、心理的印象を分析する。 
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3.1.3 結果 

手すりの設置後、履物の脱ぎ履きを伴う段差では、7 人中５名、玄関アプローチの階段

では７人中３名が手すりを利用した。手すりを利用した人は、履物の脱ぎ履きを伴う段差

と玄関アプローチの階段のいずれも 60 代で足に不調を感じている人（人工股関節の方）

と 70 代以上の全員であった。手すりの設置について、設置前は、手すりの設置の必要性

を感じている対象者は少なく、必要性を感じない、抵抗感があるという意識を持っている

対象者が多かった。しかし、手すりを設置・利用後は、モニター全員が実用性と転倒予防

対策を理由に、手すりの設置に肯定的な意見になった。 

 

履物の脱ぎ履きを伴う段差の昇降において、手すりを使った 5 名の体の支え方を図３－

３、３－４に示す。体の支え方は、特に何も支えない「支えなし」、手すり以外の部位を

利用して体を支える「手すり以外」、手すりを利用して体を支える「手すり」に分類し

た。「手すり」には、‘手すりのみ’で体を支える動作と‘手すり＋他の部位’で体を支

える動作を含んでいる。 
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図 3-3 履物の脱ぎ履きを伴う段差の昇降における体の支え方（動作数） 

（※手すりを利用した 5 名の動作を対象にした。残り 2 名は手すりを利用しなかった。） 

 

 

図 3-4 履物の脱ぎ履きを伴う段差の昇降における体の支え方（割合） 

（※手すりを利用した 5 名の動作を対象にした。残り 2 名は手すりを利用しなかった。） 

 

手すり設置後は、「手すり」を利用して体を支える動作が全動作の 77.5%の動作で見ら

れた。「手すり以外」の壁や下駄箱、可動する引戸などを支えにする動作は、手すり設置

前は全動作の 75.0%で見られたが、手すり設置後は 13.0%に減少した。「支えなし」は、

手すり設置前は全動作の 25.0%で見られたが、設置後は 9.4%に減少した。 

 

玄関アプローチの階段の通過において、手すりを利用した３名について、手すりを利用

した割合を表３－１に示す。３名中２名（89F：89歳女性、70M：70歳男性）は階段の上

り・下りとも手すりを利用し、手すり設置前は二足一段昇降が見られたのが、手すり設置
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後は一足一段昇降になるなど、姿勢と歩行が安定した。残り１名（67F：67歳女性、人工

股関節の方）は上りのみで手すりを利用した結果だった。 

また、玄関アプローチの段差では、姿勢を崩した際や、強風時や雨雪等で地面が濡れて

いる状況の際に手すりが利用されている場面が確認された（図３－４）。 

 

表３－１ 玄関アプローチの階段の通過における手すりの利用割合（被験者ごと） 

 

 

 

図 3-5 手すり設置後 玄関アプローチの階段での手すりの利用 

 

ヒアリングでは、実験開始時（手すり設置前）は、靴の脱ぎ履きを伴う段差・玄関アプ

ローチの階段ともに、手すりを不要と考えているモニターが多かった（表３－２）。手す

りがあったらよいと考えているモニターは、転倒経験がある方や足や体に不調を感じてい

て転倒に注意している方などであった。しかし、手すりがあったらよいと考えているモニ

ターも、購入や工事の依頼方法がよく分からないこと等を理由に、手すりは設置していな

かった。 

一方、手すり設置前の行動観察からは、靴の脱ぎ履きを伴う段差では手すりを不要と考

えているモニターの６名中５名が段差昇降の際に壁や下駄箱、窓額縁の台など手すり以外

の部位を支えとして利用するなど、手すりの必要性の認識と実際の動作にギャップが見ら

れた。 

実験終了時（手すり設置後）には、すべてのモニターから「手すりがあるとよい」と意

被験者 上る 下る その他

89F 69.2% 54.5% ・手すり設置前は二足一段昇降が見られる。

（9/13動作） （6/11動作） 　手すり設置後は一足一段昇降が見られる。

・地面が濡れている状況、強風時に手すりを利用する。

70M 80.0% 75.0% ・手すり設置前は常に二足一段昇降。

（4/5動作） （3/4動作） 　手すり設置後は一足一段昇降が見られる。

・階段で後方にバランスを崩した際に手すりを利用する。

67F 59.1% 0.0% ・階段を上がる場合のみ手すりを利用する。

（13/22動作） （0/22動作）
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見が聞かれ、その理由には現時点での利用による自身の安全確保や転倒予防、将来に備え

た転倒予防対策、高齢の親や幼い孫の安全確保や転倒予防が挙げられた。 

 

表３－２ 手すりの必要性の意識、手すりを必要と感じる人数 

 

 

手すりが不要と考えているモニターからは、手すり設置前は「手すりの設置はもっと年

を取ってからでよいと思っていた。」「手すりを設置することに抵抗感があった。」「設

置しても使用しないと思っていた。」などのコメントが聞かれたが、実際に手すりを設

置・利用した後の感想は、「手すりを使うとスムーズに行動できた。」「手すりがあると

安心感があった。」「無意識に手すりを使用した。」「まだ必要ない、と思っているくら

いのうちに設置するのが良いと思った。」など、ポジティブなものであった。 

また、モニター本人が手すりを利用しなかった場合でも、「高齢の親や、遊びにきた孫

（小さい子ども）も安全に通行できそうでよい。」「今後の備えとして設置しておくとよ

いと思った。」というコメントが聞かれ、「友人にも勧めたい。」など、今後の備えや自

分以外の手すりの利用まで意識が広がる様子が確認できた。 

 

3.1.4 考察 

本実験は、自宅で自立して生活する健常な方を対象に、玄関などの出入り口付近で、姿

勢が不安定になりやすい「履物の脱ぎ履きを伴う段差」と「玄関アプローチの階段」に

て、手すりによる転倒防止効果を検証した。 

「履物の脱ぎ履きを伴う段差」と「玄関アプローチの階段」のいずれも、手すり設置後は

60代で足に不調を感じている方と 70代以上の全員が手すりを利用した。手すりを利用す

ることにより、靴の脱ぎ履きの際の姿勢や、階段の歩行が安定し、安全な姿勢や動作につ

ながることが確認された。 

また、実験開始時（手すり設置前）に手すりの必要性の意識を訪ねると、転倒経験や転

倒しそうになった経験から「手すりがあったらよい」と考えているにもかかわらず「購入

や依頼方法がわからないので、手すりを設置していない」という人や、「手すりは必要な

い」と考えているにもかかわらず、実際には手すり以外の部位を手すりのように利用する

という意識と実際の動作にギャップが見られる状況が散見した。特に、「手すりは必要な

い」と考えている人の中には、現在の年齢や健康状態から手すりの設置に抵抗感を抱く意

見が複数の被験者から聞かれた。 
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一方、実験終了時（手すり設置後）に手すりの必要性の意識を再度たずねると、本実験

で手すりを利用した・利用しないにかかわらず、すべての被験者から「手すりがあるとよ

い。」と聞かれた。その理由としては、「手すりを利用したら安心感があった。」「まだ

必要ない、と思っているくらいのうちに設置するのが良いと思った。」といった実用性、

と安心感に関するものが挙げられ、手すりの設置に対してかなり肯定的な意識に変化して

いた。 

本実験から、出入り口付近の段差への手すり設置が、身体的・心理的な効果があること

がわかった。一方、高齢者であっても 70代ではまだ手すりの設置に必要性を感じていな

い、または抵抗感を抱いている人が多いことも明らかになった。 

「人生 100年時代」と言うのは、単に高齢であるということではなく、健康で自活でき

ることが重要である。そのためにも、高齢者に多い転倒事故に遭遇しない環境が必要であ

り、また、個人がそのような環境を積極的に取り入れていくことも必要であろう。 

 

 

3．2 ベッド離床動作に関する実証実験（連携企業：株式会社リコー） 

3.2.1 背景・目的 

高齢者における製品事故の中でもベッドを含むベッド周辺の事故が多いことがわかって

いる。介護現場における転倒・転落の発生場所の 76％がベットサイドや居室であり、また

転倒の動作要因としては、立ち上がりや歩き出しであることが報告されている。特に、歩

行介助が必要な利用者が、夜間や起床直後にトイレへ行く際にベッドからの転落・転倒事

故の危険性が高まると考えられる。このようなベッド周辺での転倒・転落事故を未然に防

ぐ手段としてベッドセンサーが開発されているが、センサーからの数値データだけでは、

利用者のベッド上での正確な動きを捉えることが難しい。そこで、ベッドセンサーシステ

ムにより計測したベッド上の体動等のデータとセンサーカメラによる映像データを比較検

証することで、ベッド上の利用者動態を分析し、離床情報などから移動傾向を検証し、そ

の結果を製品開発にフィードバックすることで、ベッド上での更なる安全の確保を目的と

する。 

 

3.2.2 センサーシステムの概要 

 ベッドセンサーシステムは、ベッドを支える４隅の脚下に専用荷重センサーを設置し、

ベッド上の利用者の体動を検知することで、ベッド上での位置情報から睡眠状態、起き上

がり状態、端座位状態、離床時にとった体位状態を把握できる。これらの状態をスタッフ

ステーションに設置したパソコンで確認できる上、リアルタイムに体動のアニメーション

表示が可能で、必要に応じたアラームを設定・発報してスタッフの訪室を促し、事故の未

然防止に繋げる（図３－６）。 
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図 3-6 ベッドセンサーシステムの概要図 

 

 本システムでのモニタリング可能なパソコンなどは、スタッフステーション等の設置

し、モニター上では、図３－７に示すようなベッド上での活動状況や状態表示などが可能

である。 

 
図 3-7 ベッドセンサーシステムのモニター例 

 

 

3.2.3 実験・実証方法 

 リビングラボ化された介護施設にて７０歳代の男性を対象者とし、約１週間のデータ取

得を実施した。 

 実証期間中、ベッドセンサーデータは専用クラウドにデータを保存し、センサーカメラ

は制御計算機内の HDD にデータを保存した。その後、ベッドセンサーデータからは、ア

ラーム発報の一次判定結果（正常・失報・誤報・その他）を分析し、その分析結果から、

アラーム発報の日時を抽出し、センサーカメラから合致する動画を切り出し、モザイク処

理を施したのち、アラーム発報と動画とを突合し、３５回分の比較検証を実施した。模式

図を図 3-8 に示す。 
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図 3-8 本事業で実施したデータ突合・分析図式 

 

 

3.2.4 結果 

 図３－９は、対象者の行動とアラーム発報の種類別で３５件のデータを分類している。

右側は、その中で典型的な動作を画像で示している。 

  アラームの発報が妥当と評価した離床時の典型的動作は、サイドレールを掴みながら

足を床に下ろし、その後、起き上がり、端座位から離床する動作である。また、臥床時に

関しては、端座位から臥床し、足で布団を引き上げて寝る姿勢をとる動作である。このよ

うに、オーソドックスな起き上がり動作や就寝動作は、問題なく正常アラームとして認識

できている。 

 一方で、端座位のまま、一定時間が経過してから離床する動作であったり、ベッドに深

く(＝ベッドの中央の端座位のエリア外に)腰掛け、その後、臥床する動作などでは、失報

となってしまうことが確認された。今回のケースでは、ベッドの側面方向にテレビが設置

してあり、利用者は、端座位のまま、テレビを鑑賞していたものと推察される。また、後

者は、ベッド上で横向きにてくつろぐ体勢をとっているものと推察されるが、軽度の身体

機能低下者にとっては、一般的な動作・体位であると考えられる。 

 誤報については、長時間端座位のままで休んでいたり、端座位のまま着替えをするな

ど、端座位から離床しない場合は、誤報に繋がるケースがあることが判明した。また、利

用者以外の職員・スタッフや家族等がベッドのサイドレールを掴んだり、ベッドに座って

会話や食事などの行動をとる場合も誤報に繋がることが判明した。 
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図 3-9 アラーム発報状況分類図 

 

 今回の実証実験で、新たな気づきが得られた。利用者特有の動作や第三者等によるイレ

ギュラーな動作により、アラームが発報し、失報・誤報に繋がることが判明した。以下に 

主な気づきを挙げる。 

 ・側臥位で室内のテレビを見る：足を動かす等により体が左右に揺れる挙動にセンサー

が反応してしまう。 

 ・仰臥位から頭を持ち上げた姿勢で頭を掻く：体をやや起こした状態で体が左右に揺れ

る挙動にセンサーが反応してしまう。 

・端座位で腰掛けズボン等の着替えを行う：着替え動作で体が大きく動く、立ち座りを

繰り返す挙動にセンサーが反応してしまう。 

 

3.2.5 まとめ 

ベッドセンサーとセンサーカメラを利用して、ベッドセンサーのアラームが発報した場

合の発報内容の実証を行った。 

本事業では、１名の利用者に対して実験を行ったが、ベッド上やその周辺での動作だけ

でも様々な挙動があることが改めて理解できた。また、実験結果から、居室の間取りや環

境、室内における利用者の興味がどこにあるか、ベッド周辺における利用者の通常の生活

スタイル、行動パターン等、センサー設置前に十分な検討も必要であると考える。一方

で、端座位等における同一の体位等から、次の行動を予測して発報要否を判断すること

は、今回使用した荷重センサーだけでは、限界も見えてくる。将来的には、例えば、人感

センサー等で居室に複数名存在するときは、その情報と連動させてアラーム発報しないな

ど、荷重センサーデータを補完する別機能センサーを利用することで、失報・誤報が軽減

することも期待したい。 
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また、本技術の応用として、高齢者事故で多い脚立・椅子等への展開を行うことで転

倒・転落の低減につながることが推察されるため、このような応用も期待したい。 

 

 

3．3 車椅子に関する実証実験（連携企業：フランスベッド株式会社） 

3.3.1 背景・目的 

車いすを使用する利用者の転落を防ぎ、安定した座位を保てる機構を有した車いすに関

し、本実験では、高齢者の座位の安定に寄与すること、またそれにより転落リスクが軽減

できることを実験データにて可視化することを目的とし、その実証を行った。 

 

3.3.2 実験方法 

 場所は、リビングラボ化された介護施設の食事スペースとした。 

 実証実験には、実験対象車椅子１台、比較対象となる他社製既存リクライニング車いす

１台（以下、他社製品 A）を使用した。同一被験者を両製品に座らせ、センサーカメラを

用いて車いす上での動きと姿勢の変化を測定した。また、介護職員による介入が確認され

た場合は、その回数を計測し、座り直しを行った回数を比較することにより、両製品の持

つ座位保持の効果を比較した。実施日は、事業期間中において、製品毎に実施する日を分

けて実験を行った。 

 被験者は、円背傾向が認められる７０歳代の女性で、通常の椅子での座位保持に関して

は、不良姿勢でも転落が無いという意味では座位保持が可能ともいえるが、良肢位で保持

可能という意味であれば座位保持が不可能という状態である。運動器の疾病はないが、ア

ルツハイマー型認知症を発病している。その他の座位影響に関しては、排泄の前後など活

動量が増加し、座位姿勢に影響を及ぼす可能性がある。 

 

3.3.3 結果 

 ① 座位保持性能に関する比較 

実験対象車椅子では、開始から 15分が経過した時点で、被験者の背中はシートに

接触した状態であった。座り直しの必要が無く安定した座位を維持している。開始か

ら 58分後の時点でも被験者の座位は保たれている。一方、他社製既存リクライニン

グ車いすを使用した場合は、開始 4分後に座り直しを行い、リクライニングを行っ

た。さらにその 5分後には、被験者の背中がシートから離れたことを確認できた。開

始から 60分後の時点では、被験者は前傾姿勢となり、前方への転倒・転落リスクが

確認された。 
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図 3-10 座位保持性能に関する比較（実験対象車椅子） 

 

 

図 3-11 座位保持性能に関する比較（被験者の既存車椅子） 

 

 

➁ 職員の介入による座り直し回数の比較 

実験対象車椅子では、開始直後にフィッティングを兼ねた座り直しが見られたが、

それ以降職員の介入による座り直しは行われていない。一方、他社製既存リクライニ

ング車いすを使用した場合は、最初の座り直しから約５分後に被験者の前傾が見ら

れ、それに気づいた職員が被験者に近づき、座り直しを行った後、車椅子をリクライ

ニングしており、２回目の座り直しを行っている。更に、その約２０分後に、被験者

が右方向へ傾倒しているのが確認できる。職員が被験者へ近づいた後の動画で、車い

すの位置と本人の座り位置が変わっている事から、座り直しがされたと判断できる。 
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図 3-12 職員による座り直し回数の比較（実験対象車椅子） 

 

 

図 3-13 職員による座り直し回数の比較（被験者の既存車椅子） 

 

 

③ 座り直しを行った後の利用者の座位姿勢による比較 

実験対象車椅子では、14：20時点でスタッフによる座り直しが行われてから 1時

間 18分後、被験者の身体が右方向に傾くが、背中はサポート部から離れていないこ

とが分かった。一方、他社製既存リクライニング車いすを使用した場合は、14：11に

行われた職員による座り直しから 4分後、被験者の上半身が前方に倒れ、肩がシート

から離れた。 

 

図 3-14 座り直しを行った後の利用者の座位姿勢による比較（実験対象車椅子） 
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図 3-15 座り直しを行った後の利用者の座位姿勢による比較（被験者の既存車椅子） 

 

 介護施設においては、入居後に車椅子が必要となった場合、介護施設に既にある車椅子

を利活用することが散見される（もちろん、自分に合った車椅子を新規で購入される利用

者もいる）。しかしながら、既存車椅子に対して、利用者の身長や体重、身体機能等はあ

まり考慮されずに利用していることが多い。また、施設としては、台数を必要とするた

め、質より量を求める傾向もあり、最低限の機能が付いた車椅子を購入していることもあ

る。このような、身体と不釣り合いの車椅子を利用するは、転倒や転落事故の要因の１つ

として挙げられる。 

 今回、実証した車椅子は、特に被験者の身体情報等を考慮せずに導入したものである

が、背もたれに設置した回転クッション機構が、腰や背中を安定的にサポートすること

で、長い時間でも姿勢が保持できることが示された。また、転倒・転落の要因である座り

直し回数の減少や安定的な座位保持時間の確保などが実証されたことにより、そのリスク

低減が示唆されると共に、安全にも寄与することが示されたと考える。 

 車椅子による事故は、前方へのずり落ちや左右への傾倒だけに限るものではない。今回

の実証実験をベースに、車椅子全体の事故軽減に寄与する更なる安全な車椅子を開発され

ることを期待したい。 

 

 

3．4 椅子に関する実証実験（連携企業：ケアスタディ株式会社） 

3.4.1 背景・目的 

 介護施設では、車椅子のまま食事をとるケースが多く見られる。しかし、車椅子の姿 

勢は、食事に向いておらず、そのため介助が必要となり、さらに誤嚥の危険性を高める原 

因となる。食事をする際は、前傾姿勢をとり、足をしっかりと床に着いて体が安定した状

態で食事をするのが適切であり、車椅子ではその姿勢を取ることが難しいとされる。また

椅子に座った場合でも、介護が必要な高齢者の場合は、自力で椅子の背に寄りかかった姿
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勢から上半身を持ち上げて、適切な軽い前傾姿勢をとるのは難しく、そのため、椅子の背

もたれに寄りかかり食事に適していない姿勢のまま食事をすることになる。 

 今回の実証実験で使用する椅子の特徴は、以下である。 

(1) 身長に合わせて調節可能な座面高さ（前座高 35cm〜43cm の間で 2cm 刻み 5 段階） 

(2) 背もたれまで届くコンパクトな奥行き 

(3) 食事に最適な背の角度 

(4) 上半身を支える大きな背 

(5) 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 

 このような特徴を持つ椅子（以下、「実証対象椅子）と呼ぶ」）に関して、この椅子が

「正しく食べるための姿勢」をとることができるかの可能性を、通常、被験者が利用して

いる車椅子との比較を行うことにより、食事用椅子における安全確保と事故の防止効果に

ついて検証することを目的とする。 

 

3.4.2 実験方法 

 場所は、リビングラボ化された介護施設の食事スペースとした。 

 被験者は、アルツハイマー型認知症、大腿ヘルニア等の既往歴がある７０歳代の女性で

ある。検証時間は、午後のおやつの時間帯とした。 

 

3.4.3 結果 

 車椅子では、車椅子のアームサポートがテーブル下に入らない為、テーブルと身体の間 

にスペースができ、腕をテーブルにのせることが難しい。足はフットレストに乗っている

為、足底を軸として動くことができない。テーブル到着約 2 分後に、被験者の頭部が前方

に傾倒する様子が見られた（図３－１６（A））。 

 腕は動かせるが、腕をテーブルに乗せられず上体を支えることができない。自身で座位 

を直すことができない為、腰が徐々に丸くなり、テーブル到着後約 5分後には、臀部が若

干前方へずれ始める様子が見られた（図３－１６（B））。 

 その後、おやつ飲食となるが、飲食時以外は、頭部が下に向いた状態（図３－１６

（C））が続いていた。 

 

    

図 3-16 車椅子での姿勢（左から A,B,C） 
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 実証対象椅子では、支える椅子へ移乗後の姿勢は、椅子が机の下へ入る為、腕をテーブ

ル上へ置き上体を支えている。また、背が座位をサポートするので、車椅子時に比べ背が

まっすぐとなっている（図３－１７（A））。 

 着席後１分には、（図３－１７（B））頭部は、傾倒することはあるが、腕で顔を支え

られる為、車椅子の時のように常時頭が傾倒することはない様子が見られた。足は、部分

的に足底が床につき、膝から下を揺らすことが出来る状態であった。 

 飲食時は、足を床につき、背は椅子により支えられ、肘をテーブルにつくことに よ

り、被験者ご自身でおやつを口へ運ぶことができている様子が見られた（図３－１７

（C））。 

 

    

図 3-17 車椅子での姿勢（左から A,B,C） 

 

 車椅子では、姿勢の崩れが顕著に見られる。また、車椅子のままでは、自身で姿勢を直

せない方は、飲食に適した姿勢を取りにくい。アームサポートがテーブルの天板の下へ入

らない為、テーブルと身体の間に距離ができる。足はフットサポートに乗ったままである

ので、身体を支えられない。以上のことが知見として得られた。 

実証対象椅子では、足がしっかりと床につき、背もたれまで背中が届き、大きな背で上

半身を支えることができるので、体幹をしっかり支えることができる。誤嚥やむせを防止

するという点においては、食事に適した姿勢を作れることが実証できた。 

 従って、実証対象椅子は、体幹をしっかり支えるという観点から一定の効果があると推

察され、食事以外での椅子においても、高齢者が安全・安定して利用可能な製品への技術

展開が期待される。 

 

 

3．5 転倒防止マットに関する実証実験（連携企業：光研化成株式会社） 

3.5.1 背景・目的 

 ベッド周辺などの転倒予防が求められている施設において、特殊素材を利用した薄型マ
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ットは、利用増が期待される。既にその物理特性の観点に基づく安全性への寄与などは、

科学的データから検証されているが、実際の利用者の離床時データ（ベッド離床時の足の

着き方、すり足状態での歩行など）による解析を実施することで、更なる安全を踏まえた

製品改善へとつなげることを目的とする。 

 

3.5.2 実験方法 

ベッド周辺で高齢者の足が床面に接する部分を対象に、動画撮影を行い、高齢者の足の

着き方、足を着いてから立ち上がりまでの動き、移動などと転倒のリスクの関係について

整理を行う。また、そのリスクの予防方法について考察する。 

 撮影機材は、朝日電器株式会社性製の ELPA というワイヤレスカメラを導入した。ワイ

ヤレスカメラとなっているため、カメラ本体のみを所望の場所に設置することができ、非

常にコンパクトに収まるので、今回の居室内のベッド周辺という狭小場所で利用した。ハ

イビジョンかつ、夜間撮影モードを搭載しているため、暗い場所でも行動や動作が判定で

きる。ただし、動画は白黒で記録される。 

 

3.5.3 結果 

 本調査では、介護施設内の 2名（対象者１：男性、対象者 2：女性）の高齢者を対象に

動画撮影を行った。撮影した動画において、危険につながる状況を抽出し、発生し得る危

険性とそれに対する考察について整理を行った。以下に、抽出したシーンと、そのシーン

における危険性やその対策についての考察を示す。 

 

対象者１ 

① 

 

事象： 室内トイレから、おむつとズボンが

足首にずり落ちたまま歩行する。 

危険 

予測： 

この状態で歩行すると、すり足状態

になり、歩幅も制約されるため、バ

ランスを崩しやすいと考えられる。

この状況で転倒すると、前向きに転

倒することが考えられ、橈骨、顔

面、頭部骨折、脳挫傷の恐れがある

と考えられる。 

考察： 介助者の服装や動きからご家族の方の様なので、気を許していることがうかが

える。このような気を許している状況では、おむつとズボンを下ろしたままで

歩行する状況があることが分かった。また、誰もいない状況でも同様の状況は

発生し得ることから、おむつとズボンを下ろしたままで歩行しないようにする
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ことは難しいと考えられる。そのため、室内トイレからベッドまでの移動を、

バランスを崩さずに行え、さらに普段の生活や介助を阻害しないような支援機

器が必要であると思われる。現状、そのような支援機器は存在しないため、転

倒した場合でも重症な怪我を負わないようにするための衝撃緩和床マットの設

置も有効であると考えられる。 

➁ 

 

事象： クロックスを履いたまま、立位での

パンツ型おむつの交換を行う。 

危険 

予測： 

おむつに足を通す際には、クロック

スを脱いで足を上げる必要があり、

その際に足に引っ掛かりやすい履物

だと、タイミングよく脱ぐことがで

きず、片足立ちの時間が長くなった

り、バランスを崩しやすくなり、転

倒することが考えられる。片足立ち

の状態で転倒すると、左右に転倒す

ることが考えられ、大腿骨近位部骨

折の恐れがあると考えられる。 

考察： ベッド周辺では、着替えやおむつ交換時に、片足立ち状態になるなど、バラン

スを崩しやすい状況が起きやすい。そのため、片足立ち状態にならずとも、着

替えやおむつ交換がし易い方法や、片足立ち状態でもバランスを確保しやすい

支援機器が必要であると考えられる。また、万が一に備えて、衝撃緩和床マッ

トを設置することも有効であると考えられる。 

③ 

 

事象： クロックスがほぼ脱げた状態で、杖

も持たずに歩行する。 

危険 

予測： 

クロックスを履いてはいるものの、

踵部分が大きくはみ出しており、バ

ランスを崩しやすい状況であると考

えられる。かなり急いでいることが

見受けられ、それもクロックスをし

っかりと履けていない要因であると

考えられる。動きが速いため、激し

い転倒になることが考えられる。踵

がはみ出しているため、後方に転倒

することが考えられ、後頭部などの
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致命的な部位の骨折や脳挫傷の恐れ

がある。 

考察： 高齢者の場合、トイレに行くために急いでいる場合に転倒することがあり、実

際に多く起きている状況であると考えられる。急いで歩かないようにすること

は難しいため、急いでいてもしっかりと奥まで履ける履物が必要であると考え

られる。 

④ 

 

事象： 高齢者が１人で更衣をしようとし、ズ

ボンが脱げず、バランスを崩し転倒し

そうになる。偶然ベッドに着座する形

となりアクシデントは免れた。 

危険 

予測： 

②と同様に、更衣の際には、片足立ち

状態になることが多く、バランスを崩

しやすくなる。この時には、たまた

ま、ベッドに着座できたため、事故に

はならなかったが、数センチベッドか

ら離れていたり、身体の向きがずれて

いたりすれば、ベッドの端に尾骨や腸

骨を強打して骨折していた可能性があ

る。また、もっと離れていた場合に

は、ベッドの端に後頭部を打ちつける

可能性もある。 

考察：  この時間に一人で更衣を行った理由や

要因を把握し、一人で更衣を行わずに

済む対策や一人で更衣を行う状況を早

期に把握できる対策が必要であると考

えられる。更衣はナースコールを押し

て頂くか、着座で行うように伝えるこ

とも考えられるが、実際には、認知機

能の問題などもあるため難しいと考え

られる。そのため、衝撃緩和床マット

導入の検討も必要であると考えられ

る。 

⑥  

事象： ベッドサイドで、立位で排尿し、直後

に自らインナーパッドで清拭する。 
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危険 

予測： 

トイレまでの移動が間に合わない、認

知症の影響などの理由で、トイレ以外

の場所で排尿してしまう状況は起き得

る。その後、清掃しようとする際に、

急いで無理な姿勢を取っている様子が

見受けられた。現病歴（高血圧・脊柱

管狭窄症・高次脳機能障害・左半側空

間無視）を踏まえると、無理な姿勢の

まま、転倒の恐れがあり、前屈状態に

なっているため、顔面や頭部を床面や

周囲の家具などにぶつける可能性があ

ると考えられる。また、清掃しようと

しない場合でも、排泄物で床面が滑り

やすくなり、転倒しやすい状況になる

と考えられる。 

考察： 転倒した際に衝突してしまう可能性がある家具や機器などは、可能な限り置か

ないようにすることが考えられる。また、転倒時の衝撃を和らげる衝撃緩和床

マットを設置することも有効であると考えられるが、マットに排泄物が付着し

た場合の滑りやすさの検討や、衛生管理のしやすさも検討が必要である。 

 

対象者２ 

⑦  

 

事象： 立位からベッドへの着座時に、方向転

換時の軸足となる左足が、ベッドに平

行になったまま、上体をひねって着座

する。 

危険 

予測： 

上体の方向転換に合わせて足を回転す

ることができておらず、このような動

作が繰り返されることで、足関節や膝

関節の負傷や痛みからくる拘縮を招く

恐れがある。 

考察：  グリップ力が強い靴底や床材の方が滑

りにくくなり、転倒を予防できると考

えられるが、この状況では高齢者が負

傷したり、痛みを感じる可能性があ

る。高齢者だけでなく、同様の負荷が
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介護スタッフにも生じることが考えら

れる。介助方法、靴の選定方法、床

材、床マットを設置する場合にはその

材質などを考慮して、適切な介護がで

きる環境や方法を検討する必要があ

る。 

⑧  

 

事象： 靴をベッド下から取り出す際に、ベッ

ド柵フレームの間から手を出す。 

危険 

予測： 

右足が浮いており、患側の右手で身体

を支えている状態となっている。この

状態でバランスを崩すと、ベッド柵フ

レームに左腕が挟まれた状態で上体が

倒れるため、左肩の脱臼や骨折の恐れ

がある。ベッド柵フレームの間から手

を出していない場合でも、同様に転倒

やベッドからの落下の危険性がある。 

考察： 高齢者は、靴を取り出すことに集中しており、危険性までは考えずに行動して

いると思われる。ベッド下に靴を置いていれば、多くの高齢者が同様の状況に

なると考えられる。まず、靴を置く場所をベッド下にせず、高齢者が取りやす

い位置にすることが考えられる。しかしながら、靴を取り出すときだけでな

く、靴を履く際にも同様に前屈した状態になり、同様のリスクが生じると考え

られるため、前屈せずにしっかりと履ける靴や前屈してもバランスを崩さない

椅子などの支援機器が必要であると考えられる。 

⑧ 

事象： ベッドの端に座っている際に、足が浮

いている状態から、反動をつけて立ち

上がる。 

危険 

予測： 

反動をつけて立ち上がろうとしている

ため、膝や腰などに負荷が掛かること

が考えられる。また、もし床面が濡れ

ていたり、床と密着していないマット

が敷かれているなど、床面が滑りやす

い状態であった場合、勢いよく転倒し
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てしまい、重傷を負う可能性がある。 

考察： 反動をつけずに、立ち上がることがで

きるようにすることが必要である。立

ち上がる前に、座面を高くして立位に

近い状態にして立ち上がれるようにす

る支援機器や、高齢者自身が身体を引

き上げることができるように、ベッド

サイドに起立バーを設置すること等を

検討する必要があると考えられる。ま

た、現在このような反動をつけた立ち

上がり動作を想定した、センサーマッ

トや、衝撃緩和床マットは作られてい

ないため、この状況を想定したマット

の開発も必要であると考えられる。 

⑨ 

 

事象： 母趾に巻き爪が見られ、歩行が不安定

になり、踏ん張ることができない。 

危険 

予測： 

巻き爪は、歩行頻度の少ない高齢者に

は多くみられる。歩行が安定せず、踏

ん張ることができないので、転倒リス

クが高い。また、現病歴の糖尿病によ

る末梢血管の脆弱を考慮して、指

（爪）の保護に努める必要がある。 

考察： 巻き爪を緩和するためのフットケア用品の活用や爪を切るなどのフットケ

アが必要であると考えられる。このような巻き爪の方や指や爪を保護する

必要ある状態の方を考慮した靴や靴下、ケア用品が現状では少ないため、

高齢者のフットケアを対象にした製品開発が必要であると考えられる。 

 

 以上の通り、ベッド周りでの転倒が発生し得る状況や要因について、実際の状況を把握

することができた。具体的には、ズボンやおむつによる足の可動範囲の制限、更衣・おむ

つ交換・靴を履く際のバランス、立ち上がり時のバランスなどが転倒に関連することが分

かった。バランスを保持できるようにしたり、バランスを崩しにくくする対策は考えられ

るが、現状では完全に予防することは難しいことから、万が一に備えて、衝撃緩和床マッ
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トを設置することは有効であると考えられる。衝撃緩和床マットの開発や改良において、

今回の調査で転倒状況のパターンが明らかとなったため、その状況に合わせて、転倒時の

衝撃力を推定することが可能になると考えられる。しかし、床面に設置するマットの場

合、排泄物が付着する場合があり、それによる滑りやすさに関する検討や、衛生安全面の

観点から、マットの洗浄・乾燥・再設置などの性能が求められることが分かった。 

ベッド周りでの転倒に関しては、身体機能や認知機能によって、発生原因や適切な予防方

法が異なると考えられるため、このようなデータをさらに蓄積することで、転倒・転落ア

セスメントに基づく対策用具の選定や組み合わせの方法論を構築することが必要であると

考えられる。 

 

 

 

4． プライバシーの確保について 

 

4．1 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、一昨年度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。 

また、今年度、新たに入浴行動特性評価といったプライバシー空間の観察実験の研究計

画を申請した。本申請での実験場所は、在宅（個人宅）のみとし、安全確保のための設置

方法や取得画像の種類（シルエット画像のみとし、カラー画像及び音声は取得しない）の

限定などを倫理委員と協議し、2019年 1月 28日に承認を得た。 
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4．2 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、施設利用者の方に口頭で実験内容、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 

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。本報告段階で同意を得た方は、49名（2016年度、

2017年度事業での取得済被験者含む）である。また、実験協力者以外にも実験の内容や目

的が分かるように、施設内の掲示板などに実験実施に関するポスターを掲示した。ポスタ

ーには、実験協力者以外についても撮影される可能性があること、実験協力者以外のデー

タは実験データとして使用しないこと、実験協力者以外のデータは、すべて削除する旨を

記載した。 

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、及び代諾者には、協力者ご本人、及び代諾者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。 

 

4．3 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



40 

 

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。 

 

 

5． 動画データを踏まえた新たな基準等の提案 

5．1 行動ライブラリおよび実証から明らかになった課題と対策 

 本事業では、重大事故の有無などの社会的ニーズ、製品による改善に可能性や企業から

のニーズ調査に基づき、重要製品分野として、ベッド、段差等周辺における手すり、椅

子、車いすを取り上げ、リビングラボを用いたデータ収集と企業と連携した実証を行って

きた。以下、明らかになった各製品の課題を整理した。 

 

製品分野１：ベッド 

 

・本事業でセンサー（体動検知）によるベッド上体動の検証実施し、失報・誤報原因（TV

鑑賞時の動き、着替え時の動きなど）の存在を複数具体的に確認（（株）リコーとの実証

研究等より）。 

・着替え等の不安定動作が事故へ繋がるリスクが確認された。(光研化成（株）との実

証実験等より）。 

 

 

製品分野２：段差・階段などにおける手すり 

・本事業で在宅における階段等の段差エリアの映像を取得することで、手すりを取り付け

たことによる高齢者の行動の変化を観察したところ、当初、手すりが不要と思っている人

(42%の人しか必要と思っていない)でも、取り付けて実際に使用する経験を経ると、便利

と納得し使う人が多く（100%の人が必要と思うに変化）、身体保持動作が壁などの周辺を

使うものから手すりを使うものへと大きく変化する(YKK AP（株）との実証実験等より)。 

・手すりを設置する壁の色と手すりの色によって、視認性が大きく変わり、例えば、オレ

ンジ色は、多くの壁の色で視認性が向上することや、LED等が敷設された手すりは、手す

りとして認知されにくいことなどが判明した(昨年度同事業における YKK AP（株）との実

証実験等より)。 
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製品分野３：椅子・車いす 

 

・高齢者に多い、円背（背中が曲がっている人）等において、食事時に適切な姿勢の維持

にも効果があり、食事の支援に有効である可能性が示された（ケアスタディ(株)との実証

実験等による）。 

・座位保持機能を持つ椅子では、保持時間の延長と、職員による適切な姿勢への座り直し

回数の減少などの効果があり、高齢者（利用者）の安全のみならず、介護スタッフ（使用

者）の負担軽減にもつながることが分かった（フランスベッド（株）との実証実験等によ

る）。 

 

 

5．2 有識者ヒアリングの実施による必要な対策の検討 

これらの技術課題について、以下の有識者へのヒアリングも行い、今後の対策のあり方

を考察した。 

○有識者一覧（敬称略） 

・大野 貴光  製品安全協会 業務グループ 調査役 

・越山 建彦  千葉大学社会システム科学部・経営リスク科学部 教授 

・保田 淳子    日本ノーリフト協会 理事 

 

5.2.1  総論 

前述の課題を踏まえた有識者との意見交換等を通じ、以下のような観点が重要であると

考えられる。 

 

⚫ 製品改善の側面 

子どもの製品安全や機械安全の分野のＪＩＳでは、Ａ規格（基本概念）・Ｂ規格（共

通規格）とＣ規格（個別製品の規格）の整備が進められている。同様に、高齢者向け

の製品についても、一定の共通項が見い出せ、規格等策定が可能な領域については整

備を推進していくことが考えられる。ただし、高齢者の場合、心身の変化が年齢と必

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)などでも取り上げられているが、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考えられる。 

➢ 例：視認性に配慮した手すり。拘束感のない身体保持機能を備えた椅子。 
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⚫ 製品安全から生活安全まで含めた視点 

事故は製品のみにより発生するものだけではなく、その製品の近くで行われる生活状

況（着替え等）、周辺にある機器にも考慮する必要性が見受けられる。単体から環境

へ、製品中心から生活中心への視点の移動を促す事業者への啓発活動も今後求められ

るのではないかと考えられる。 

➢ 例：靴を脱いだり、履いたりする場での手すりの活用促進。階段以外の段差等の

新たな環境においても、手すりの利用促進。着替えの身支度時に不安定になりや

すいので、それが起こりやすいベッド周辺の身体保持支援機能等。 

 

⚫ 安全利用の教育・啓発面 

使用者と製品の２項関係で整理できる一般の製品と異なり、介護施設などでは、製品

（福祉機器等を含む）－使用者（被介護者）－使用者（家族、ケアマネージャー、病

院や施設の介護士等）という３項関係が生じる。その場合、機器の選択をするのは、

使用者（介護者）であることが多い。使用者（介護者）が適切な製品の選択を誤ると

事故の要因になる。そのため、使用者（介護者）による「利用者のアセスメント」を

支援するための教育プログラム等が求められているのではないかと考えられる。 

 

⚫ 製品安全・生活安全を支える仕組みづくり 

病院・介護施設は、事故情報は集約できる場であるので、事故情報収集と共有の仕組

みづくりが行えると良いと考えられる。 

➢ 例：空間的把握が可能な事故サーベイランスシステム（過去の事故情報の収集シ

ステム（事故サーベイランスシステム）では、文字情報のみであることが多く、

事故の現象を再現することが困難であった。これを補うために図面や写真などを

取り込み可能なシステムの利用が行えると良いと考えられる） 

 

以上を踏まえ、高齢者による事故等を防ぐ観点から、基準等を考えるにあたっての着眼点

について、以下の点を考察した。 

○高齢者が扱う製品の開発において、エンドユーザーとして想定されるのは必ずしも使用

者（被介護者）だけでなく、使用者（介護者）も含まれ、最終的に機器選択の意思決定

を行うのは使用者（介護者）である場合が多い。 

○従って使用者（被介護者）側の行動特性や利用環境を踏まえた規格等の策定による事故

の防止に加え、使用者の適切な製品選択・使用者（介護者）のニーズ等も踏まえた製品

開発設計を促進することで、使用者（被介護者）に合った製品利用や安全性を踏まえた

製品の普及が進み、引いては高齢者の事故防止に繋がるのではないかと考えられる。 

○具体的には、キッズデザインに類する高齢者の身体・認知特性を踏まえた共通概念及び
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規格・個別製品の規格等に加え、福祉施設の施設基準や福祉機器の導入に係る諸制度に

紐づいたガイドライン等が考えられる。 

 

5.2.2 個別製品に係る検討 

5.2.1において考察した内容を踏まえ、個別の製品について具体的な規格等の提案を行

う。 

 

製品分野１：ベッドについて 

○ベッドに関しては、JIS（JIS T9205: 2016、JIS T9254: 2016）の安全基準が存在して

いる。高齢者事故防止の観点からは、首の挟まれ事故防止のための柵の基準等が決めら

れており、今後、ベッド上および周辺における行動計測機能やその性能の規定について

促進していくこと等が考えられる。 

○今回の実証で明らかになった通り、ベッドセンサーについてはテレビ鑑賞時の動き、着

替え時の動き等、失報・誤報が生じるシーンは多々存在する。そのため、何が検出でき

るのかに関する共通試験方法や製品選定に係るガイドライン等、共通の機能評価指標が

あれば施設等も合理的に現場導入等の判断が出来る様になると考えられ、ベッドにおけ

る事故の未然防止に資すると考えられる。 

○ベッドのそばに置いてある収納用の棚・台（床頭台等）の引き出しをベッド側に出し

て、それを手すり代わりに使ったり、そこにモノをおいたりする利用者がおり、そうし

た使用方法が事故原因になる場合があるため、想定外の使用への対応や製品単体だけで

はなく、周辺にある製品との相互関係を見ていく必要がある。 

 

製品分野２：段差・階段などにおける手すり 

○段差・階段等における手すりに関して、据え置き型の手すりや留め置き型手すり、JIS

（JIS T 9281:2016、JIS T 9283:2018）が存在しており、壁に取り付けるタイプに係る

基準策定の促進が検討され得る。具体的な課題として、壁に取り付けるタイプは壁の強

度に影響を受けるために安全基準として取り扱いにくいという側面がある。（財）ベタ

ーリビングの補助手すりの優良住宅部品認定基準などでは壁に取り付けた状態での強度

の基準は存在しているが、視認性の基準は取り扱われていない。 

 

○手すりの視認性に関する規定はないため、その視認性向上に資する情報は有用である。

基準の取り入れる具体的な方法は今後の検討が必要であるが、例えば、基準内で「視認

性に配慮した選定を行うこと」としておき、引用資料で、その具体的な方法を記載する

という方法などが考えられる。 

○また、階段のみならず、玄関・屋外の段差等動作が不安定になる状況・場所についてガ

イドライン等により手すり設置箇所として推奨することや、設置位置や設置の仕方等に
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つて定めることは安全に資すると考えられる。 

 

製品分野３：椅子・車いす 

○椅子等の製品に関して、現在、SG基準（CPSA 0078、CPSA 0129 など）も JIS（JIS T 

9201:2016、JIS T 9259: 2010、JIS T 9260: 2011）が存在しており、身体保持機能に

関する基準について促進が検討され得る。 

○介護分野では、利用者をベルトなどによる拘束することについて、倫理的観点から導入

は進んでいないが、転倒・転落事故防止に向けたシートベルトの保持機能へのニーズは

高い。そのため行動ライブラリから具体的に拘束等が必要なシーンを特定し、必要性・

打倒性を遡求すると共に、配慮ある拘束のあり方等についてガイドライン等でとりまと

めることにより、車いす等における適切な身体保持装置の導入が進む可能性がある。 

 

 

6． 今後の課題 

 今年度は、行動ライブラリの登録数も６００を超えるまでに拡充された。施設での居室

におけるベッド周辺、移乗（ベッド⇔車椅子など）、歩行や一般家庭（在宅）でのリビン

グ、階段、玄関、廊下、キッチン、手すりなどの様々なエリアの動画を収集し、登録して

きた。そのうえで、改訂版の行動ライブラリのセミナーを３月１４日、１５日で実施し、

セミナー後に、企業・団体等にアンケート実施したところ、健常者との比較動画による分

析がしたい、複数の動画を同時に再生して比較したい、サニタリー周りの動画を充実させ

て欲しい、といった様々な要望が出てきている。動画データ量が少しずつ充実してくるこ

とによって、その動画データの分析手法の多様化が進むことが推察される。この点におい

ては、行動ライブラリの機能面を改良することで、各企業の要望には対応できると考えら

れる。 

また、プライバシー空間での動画観察を要望される企業が増えている。プライバシー空

間の動画撮影には、当然、本人の同意が必要となるが、その敷居は高い。更に、一般的に

は、プライバシー空間は同居人（夫婦含む）と共有する場所であるため、場合によって

は、同居人全員の同意を得る必要もでてくる。また、入浴シーンにおいては、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。更に、主に屋外で扱う製品を開発している企業などは、公共場所における動画シーン

などの新たな要望も出てきている。 

一方で、同意者の長期モニタリングによる生活行動を捉えることで、身体機能や認知機

能の経年変化（MMSE や BI 等の変化）や介護補助具の利用内容変化などのデータ取集も

可能であると考える。従って、行動ライブラリの更なる拡充の必要性や応用可能性は、将

来的に期待されるものであると考える。 
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 加えて、5.2 に記載の通り、当該行動ライブラリから得られた動画データ等を元に有

識者と意見交換を行ったところ、既存製品の人生 100 年社会到来を踏まえた課題解決

に向け、規格やガイドライン等の策定へのニーズが浮き彫りとなった。今後より具体

的な内容を検討する上で、より高齢者向けの製品の使用者等にフォーカスしたデータ

を収集する等を通じ、こういったルール整備についても行動ライブラリが資する可能

性が示されたと言える。 

 

 

7． 結論 

当該事業によって、動画ライブラリは、高齢者の身体・認知特性を把握した製品・ サ

ービス開発の着想を得る苗床として機能することが示された。また、動画ライブラリか

ら得られた着想は、企業での実験・検証やその分析、考察等の深堀などの結果、定量的な

基礎データとして、新たな製品開発に生かされることが示唆されている。また、「人生１

００年社会」の到来を前提に、安心・安全のみならず、高齢者事故の予防という観点から

当該動画ライブラリが安全を前提とした高齢者向け製品の開発と共に、ルール整備等に

も資することを期待されたい。 

 

 


