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[要 約] 

子どもの安全性に配慮した機械・設備設計を実現するために不可欠な子どもの身体特性

データはまだまだ不足している。データベースの充実に向けて、データ収集とデータベー

ス整備を行う。 

 また、こうしたデータを設計に活用する技術として、家庭内や公共の場に設置された設

備や機器等の工業製品における子どもの事故時の人体損傷の様子をシミュレーションする

技術の調査を行う。今回は特に文書裁断機事故、折りたたみベビーカー事故、ドアの指は

さみ事故などの原因究明と対策に必要となる手指の損傷をシミュレーションする技術を調

査し、子どもの安全性向上のための機械設備設計の方策に関する提言を行うことを目的と

する。 
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第１章 子どもの身体特性データベースの構築 

１．子どもの身体特性の計測（寸法・握力） 

（１）計測概要 

①計測項目及び計測方法 

平成 17 年度の調査研究においては、機械製品による子どもの事故と事故対策の現状調

査を行い、(独)製品評価技術基盤機構（NITE）の事故情報データベースを中心に、43 件

の事故例と事故対策例を抽出、さらに、この表に基づき、計測するべき身体特性計測項目

35項目を抽出した。平成 18年度の調査研究においては、35項目に子どもの転倒・転落等

のシミュレーションのための身体モデル構築に必要な７項目を追加し、計測項目を計 42

項目とした。平成 19年度の調査研究においては、(a) 平成 18年度の計測項目（42項目）

に文部省式身長を追加して計測し、データベース拡充を行った。さらに、(b) 子どもの身

体モデル構築に必要な 15項目を追加し、５歳児（四捨五入年齢）男女各 17人の計測を行

った。 

本年度の調査研究においては、計測当初は全 47項目計測していたが、途中より、「製品・

ハザード・身体部位－関連表」に含まれる項目と、体格をあらわす基本的な項目と、新た

に事故の可能性の高い身体部位に関連する項目を計測することとし、項目数を全 42 項目

とした。 

計測器具は、マルチン計測器（触覚計、かん状計、アントロポメータやノギス等）を基

本とし、他に手指の爪基部関連 12項目については、平成 17年度に開発した指計測用ゲー

ジ（Ｖ字ボード）を使用した。また幼児の場合、かん状計による計測項目は、かん状計の

形態から危険が類推されるため、０歳児～２歳児は触角計を使用して計測した。 

②計測期間及び計測場所 

下記のとおり計測を実施した。 

2008年 8月 5～10日：キッズデザイン博 2008（東京）、8月 13日：ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2008 

スポーツと科学（香川）、9月 7日：（株）アンティ・ケア（東京）、10月 7日：緑園こど

もクリニック（神奈川）、10 月 8 日：（独）産業技術総合研究所（東京）、10 月 16,20,21

日：あけぼの保育園（京都）、10月 23日：第２あけぼの保育園（京都）、11月 7日：（独）

産業技術総合研究所（東京）、11月 26～28日：第２さみどり幼稚園（福井）、12月 4日：

桃の里幼稚園（大阪）、12月 11日：さみどり保育園（福井）、 12月 12日：さみどり幼稚

園（福井）、12月 16日：ビエネスター子供園（兵庫）、2009年 1月 14,15,16日：フタバ

幼稚園（兵庫） 
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③計測人数 

平成 20年度の全計測人数実績は、満 0歳から満 13歳までの 786名（男児 370名、女

児 416名）となった。平成 17年度からの計測人数累計は、1,987名（男児 984名、女児

1,003名）である。 

（２）計測データの整備 

各項目について、ISO15535*に従い、相関の高い項目間において二次元の散布図を描き、

全体分布からのはずれ値をチェックした。異常データは削除した。 

（３）計測データの検証 

本年度に計測した被験者の満７歳未満の被験者について、体格の偏りが起きていないか

を確認するため、厚生労働省が平成 12（2000）年に調査した身長、体重データとの比較

を行った。その結果、本年度に計測した満７歳未満の被計測者の体格に偏りはないと考え

られる。 

（４）計測結果 

平成 20 年度に計測した結果を、計測項目ごとに、男児・女児・男女計にわけ、対年齢

及び対身長の平均値・標準偏差・パーセンタイル値の表として示した。巻末には平成 17

年度～平成 20年度に計測した統計値の表を記載した。 

 

表（例示） 対年齢／満年齢別統計値／男児体重データ 

（kg） 

パーセンタイル値 
年齢（歳） 人数 

年齢 

平均値
平均値

標準 

偏差 5% 50% 95% 

0～6か月 (0～0.49) 0 - - - - - - 

7～12か月 (0.5～0.99) 1 0.71 7.5 - 7.5 7.5  7.5 

1歳 (1～1.99) 32 1.48 10.6 1.4 8.6 10.4  13.2 

2歳 (2～2.99) 28 2.49 12.7 1.5 10.7 12.9  14.9 

3歳 (3～3.99) 45 3.62 14.8 1.6 12.7 15.0  17.5 

4歳 (4～4.99) 76 4.39 16.3 1.7 14.2 16.0  19.3 

5歳 (5～5.99) 22 5.46 18.1 2.2 15.4 17.7  21.3 

6歳 (6～6.99) 17 6.48 21.1 2.3 18.8 20.6  24.9 

7歳 (7～7.99) 0 - - - - - - 

8歳 (8～8.99) 0 - - - - - - 

9歳 (9～9.99) 0 - - - - - - 

10歳以上 (10～) 0 - - - - - - 

合計  221  

 

 



 5

２．子どもの身体特性の計測（手指の形状スキャン、手指のやわらかさ、手を伸ばしたと

きの到達域） 

（１）計測概要 

①計測部位及び計測方法 

(a)手指の形状スキャン 

【計測部位】：手のひら 

【計測方法】： 1) 右手をスキャナにおく。手の姿勢に注意すること。2) 手の上から、黒

い布をかぶせる。3) 手をスキャンする。 

(b)手指のやわらかさ 

【計測部位】：指（右手第二指の遠位関節～指尖の中間部） 

【計測方法】：1) 右手第二指の遠位関節～指尖の中間部が器具の真下にくるように、手掌

側が上になるようにしておく。2) 計測員がデジタルフォースゲージを両手で持ち、器具

を手動で下ろして、上から指を押さえる。3) 指の形状把握のため、右手第二指の写真（爪

側の面、親指側からの横面、手掌側の面）を撮影する。4) 被験者毎に３データを取得す

る。 

(c)手を伸ばしたときの到達域 

1)垂直距離到達範囲 

【方法】：ⅰ)6cm角のスチレンボードを用意し、表面にアンパンマンの絵を描き、裏面

に弱粘着の両面テープをつける。ⅱ)壁の前にたち、乳幼児が手を伸ばして届くところ

にシールを貼るよう教示をする。ⅲ)シールが貼られた後、床からシールの中心までの

高さをアントロポメーターで読みとる。 

2)水平距離到達範囲 

【器具】：水平距離到達範囲計測装置を使用する。本装置は、天板にスライドレールを

取り付けた机（60×120×90cm）と、高さ 5cm の足台 4 つ、スライドする人形（ス

チレンボード製）で構成される。 

【方法】：本計測では、机の高さを 70、85cmの 2段階とし、計測を行う。（70cmはテ

ーブル等机の高さの主流、85cmはキッチン高さの主流）85cmからはじめ、順に高さ

を低くする。 

ⅰ)遠くまで人形をスライドできるように目標物としてもう１つ人形を置き、それに

向かって人形をスライドするよう指示。ⅱ)人形を動かした後、スライドレール横の

メジャーにて、スライドレールスタート地点から人形手前までの値を読む。 
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②計測期間及び計測場所 

 計測期間 計測場所 

手指の形状スキャン 

手指のやわらかさ 

手を伸ばしたときの到達域 

11 月 26～28 日 第２さみどり幼稚園（福井） 

③計測人数 

 計測人数（人） 備考 

手指の形状スキャン 13 3～5 歳児 

手指のやわらかさ 12 4～6 歳児 

手を伸ばしたときの到達域 14 4～6 歳児 

（２）計測結果 

(a) 手指の形状スキャン 

手のひら面の形状をスキャンしたのち、システムで処理をすることにより、寸法データ

が得られた。 

(b) 手指のやわらかさ 

12名の計測結果は人によって、剛性に 1.5倍程度はばらつきがある（可能性がある）。 

(c) 手を伸ばしたときの到達域 

14名の計測結果について、生データと平均値・標準偏差を示す。 

 

第２章 人体損傷状況の可視化シミュレーション技術の調査 

１．指はさみ事故の現状 

シュレッダーやベビーカーのみならず、身の回りにある様々な工業製品が指はさみ事故

を引き起こす要因となり得る。顕在化していない事例も含めると、世の中では相当数の指

はさみ事故が発生していると考えられる。 

 

２．ダミー実験に基づく評価技術 

本節では、国内外の 3機関で行われた指はさみ事故の分析・評価手法について説明する。 

（１）ベビーカー 

折りたたみベビーカーによる指はさみ事故の発生を受け、国民生活センターでは指はさ

みの防止や怪我の軽減に効果的なベビーカーの構造に関する検討を行うと共に、調査の結

果を消費者に対して開示した。 

実験結果を踏まえて、国民生活センターでは怪我の軽減に効果的な構造を実現するため

の 2つの提言を行った。つまり、 

(i)はさみ部の曲率半径を大きくすることで局所的に力が集中しないようにする 
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(ii)はさみ部同士が密着しないようにオフセットを設ける 

という 2点である。 

（２）シュレッダー 

日本と同様に米国でも家庭用シュレッダーによる指切断事故が問題となった。これを受

けて米国消費者製品安全委員会が事故の分析を行い、2004年にその結果を報告書としてま

とめた。 

この報告書には、調査の結果得られたいくつかの重要な知見が記載されている。具体的

には、 

(i)15ヶ月から 30ヶ月の子供に対する怪我のリスクが最も高い 

(ii)のリスクがシュレッダー開口部のデザインに依存する 

(iii)現在の安全規格で規定されているダミーでは子供に対するリスクを検出できない 

(iv)シュレッダー開口部のデザインがダミーを押し入れるために必要な力を決定する 

という 4点である。 

（３）折りたたみイス 

東京都では、指はさみ事故の多くが折りたたみイスで発生していることに着目し、その

現状と原因を把握するための調査研究を行った。 

結果を受けて危険を防止するための課題を明らかにすると共に、安全確保に向けた今後

の取り組みについての提言がまとめられた。 

(i)はさまれても重篤な事故とならない、または指が侵入できない構造とすること 

(ii)取り扱い説明書や製品本体の視認しやすい場所に注意喚起を表示すること 

(iii)事故情報を収集・分析・公開・共有するための体制を充実、強化すること 

(iv)利用者への注意喚起や、製品の保守を適切に行うこと。可能であれば、安全性の高い

製品への買い替えを促進すること 

の 4点である。 

 

３．指形状のモデル化技術 

本節では、数値シミュレーションを行う上で必要となる指形状のモデル化手法について

述べる。 

（１）手法の概要 

処理の具体的な手順を以下に記す。 

① 分析の対象となる全ての被験者の指 MRI 画像を同一のシーケンスで撮像。 

② そのうちの一人をテンプレート被験者、それ以外をターゲット被験者と設定し、前者
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の画像から指のモデル(テンプレートモデル)を手作業で作成。 

③ テンプレート画像とターゲット画像に対して 3次元非剛体レジストレーションを適用

することで、テンプレートモデルをターゲット被験者の形状へ変形するための変位場

を計算。 

④ 計算した全ての変位場を主成分分析を用いて統計的に分析することで、形状の主軸を

計算。 

⑤ 異なる特徴の加重和からなる変位場を計算し、これに従いテンプレートモデルを変形

することで、多様な形状特徴を持つ指モデルを生成。 

 （２）個体差の計測 

レジストレーションとは 2つの入力画像に対して、類似部位の対応付けを行う手法であ

る。ここでは、個体差を計測するために行った 3次元非剛体レジストレーションの結果を

示す。また、レジストレーションの結果得られた変位場を変形格子を用いて表す。これが、

テンプレート被験者とターゲット被験者の間に存在する指形状の個体差を表す。 

（３）個体差の分析 

テンプレート被験者との個体差を表す変位場を 49 人のターゲット被験者に対して計算

した。これらの変位場に、テンプレート被験者を自身へと変形するための変位場を加えた

ものを主成分分析を用いて分析した。 

 

４．数値シミュレーションに基づく評価技術 

本節では、数値シミュレーションを中心とした指はさみ事故の評価技術ついて説明する。 

（１）手法の概要 

数値シミュレーションに基づく指はさみ事故の仮想評価とは、製品のデザインと指に加

わる負荷の関係、そして指に加わる負荷と指に発生する怪我の関係を明らかにするための

取り組みであり、本節ではその概要と、室内建具の安全性分析に適用した事例を紹介する。 

（２）ダミー実験 

ダミー実験の目的とは、 

●事故に伴う物理現象を記録すること 

●それをシミュレーション結果と比較することでその妥当性を検証すること 

の 2点である。 

この取り組みで使用するダミーには、 

(i)どの部位でも応力集中と等価な情報を計測可能であること 

(ii)簡便な構造を有すること 
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の 2点が要求される。これらを実現するために、この研究では金属の塑性変形を利用した

ダミーを提案している。 

（３）ダミーシミュレーション 

ダミーモデルが建具にはさまれ変形する様子と、変形したダミーの外形と断面を示す。

また、ダミーの変形をデザイン空間にマッピングした例を示す。 

質量と速度が増加するに従いダミーの変形も大きくなることが分かる。一方、面取りの

大小がダミーの変形にあまり影響を与えない(ただし、隙間が狭い場合には面取りを大きく

することで変形が若干小さくなる)こと、そして隙間が広くなるに従いダミーの変形が小さ

くなることが分かる。 

（４）生体シミュレーション 

皮膚組織内部の最大主歪みの分布をカラーマップを用いて可視化した。いずれの条件に

おいても、爪下部で歪みが最大となることが分かった。これは、怪我が爪下部から発生す

ることを示唆する。一方、それぞれの条件における最大主応力を示す。前節で説明したダ

ミーの変形と比較した結果、それらの大小に相関があることが分かった。つまり、ダミー

の変形が大きくなるほど、皮膚組織内部の最大主応力が大きくなる。 

 

５．2008年以降に発生した指はさみ事故 

表に事例の一覧を示す。 

 

表 2008 年以降に報道された指はさみ事故事例(幼児には限らない) 

製品 年齢・性別 事例 

おりたたみ式滑り台 幼児 不完全に組み立てられた(半開きの)折りたたみ部

のすき間に指が入り、それが自重で完全に閉じた拍

子に指を切断。 

洗濯機 不明 洗濯・脱水槽が完全停止する前に洗濯物を取り出そ

うと手を入れて、指を切断または骨折。6件を確認。

自転車用空気入れ 成人男性 ハンドルを押し下げた際にシリンダ本体との間に

指をはさみ切断。 

アーケードゲーム機 2 歳男児 下部にある硬貨返却口(縦役 3cm、横約 3cm、奥行き

約 7cm)に指を入れ、それを引き抜く際に内側に動

く金属製のふたにはさまれ切断。 

ロボット玩具 不明 脚関節部分のすき間に指をはさんで怪我。少なくと

も 14 件を確認。 
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第３章 子どもの安全性向上のための機械・設備設計の方策の検討 

提言を表にまとめる。 

表 安全な工業製品を設計するための提言 

方法 意義 備考・注意事項 

はさみ部へアクセスでき

ない構造とする 

事故要因を根本から排

除する 

建具や洗濯機など、製品によっては

この方法が採れない場合もある。た

だし、後者に場合には洗濯槽が回転

中には扉にロックをかけるなどの

対策を講じることができる。 

はさみ部の質量や速度を

なるべく小さくする 

運動エネルギを小さく

する 

 

はさみ部にオフセットを

設ける 

はさみ力を回転運動に

変換する 

製品の強度が低下する恐れがある。

安全性と強度とのバランスを考慮

する必要がある。 

はさみ部の曲率を大きく

する 

局所的に力が集中しな

いようにする 

はさみ部を構成する双方の部品に

対して面を取らないと有効ではな

いことに注意が必要。 

事故情報を収集・分析・

共有する 

危険部位を予見できる

ようにする 

身の回りに存在する工業製品の危

険部位を一つ一つ明らかにするこ

とで、同じような構造・機構を持つ

工業製品に対する安全対策の実施

が可能 

 

第４章 まとめ 

本報告書では、子どもの安全性に配慮した機械・設備設計を実現するために不可欠とな

る子どもの身体特性データの収集とデータベース整備を行った。さらに、こうしたデータ

を設計に活用する技術として、家庭内や公共の場に設置された設備や機器等の工業製品に

おける子どもの事故時の人体損傷の様子をシミュレーションする技術の調査を行い、子ど

もの安全性向上のための機械設備設計の方策に関する提言を示した。 

今回提示したような対策が実施されることで、身の回りにある工業製品が、そして世の

中がより安全になることを願う。 
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