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２０20年1月25日
子どもの傷害予防リーダー養成講座

（第５回）

「転落」
高所からの転落を「Guide50」の視点で考える

国際規格ISO 「Guide50」：子どもの安全の指針

（子どもは小さな大人ではない）

公益社団法人日本技術士会登録

子どもの安全研究グループ

瀬戸 馨

1技術士会登録子どもの安全研究グループ2020/01/25

➢ 設立： 2009年8月
➢ 会員：技術士会会員及び専門家 19名

（2019年4月現在）
➢ 活動方針

エンジニアリングで子どもの傷害事故を防止する

➢ 主な活動

・事例研究：ベビーベッド・ベランダからの転落、

プール事故、ﾏﾆｷｭｱ除光液での中毒など

・発表：学会、雑誌記事、各種報道、HPなど
・「ガイド50」の研究・啓発

→ ISO/IEC Guide 50 改訂対応国内委員会への参加
→ JIS原案作成委員会への参加 2

https://kodomonoanzen.jp/

公益社団法人日本技術士会登録

子どもの安全研究グループ

「転落」

1. 傷害（事故）の概況
2. 高所からの転落

– 家庭内（住居）

– 屋外（公園・道路など）

3. 隙間・開口部へのはまり込み

並行して
「ISOガイド50」子どもの安全の指針
「子どもは小さな大人ではない」

3

1. 傷害（事故）の概況

•東京消防庁のデータ（救急車）から
•傷害の再発防止に役立つデータは少ない

4
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年齢層別事故構成割合
東京消防庁HP

5

転落事故 救急搬送者数
東京消防庁2013年

技術士会登録子どもの安全研究グループ 6

2262

684

370

216

427 444 479 495
586 612 655 672

953 954

107211061066

759

424

162

0

500

1000

1500

2000

2500

搬
送

者
数

（
人

）

年齢層

転落事故は、０歳～４歳が最も多
い

おちる ころぶ
ものが

詰まる

ぶつか

る
やけど はさむ

切る・

刺さる
溺れる

かまれ

る

０歳 504 194 423 89 148 32 24 13 8

１歳 630 597 288 187 158 130 89 18 6

２歳 502 661 164 222 84 80 67 8 5

３～5歳（平均） 264 363 80 157 26 63 37 3 7

0

100

200

300

400

500

600

700

事故種別・年齢別の救急搬送者数
東京消防庁2013年
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乳幼児の事故は
①おちる
②ころぶ
③ものが詰まる→誤嚥
④ぶつかる

が多い。

搬送者数
（人）

おちる事故は乳幼児に多い

転落事故の原因となったもの （2013年、東京消防庁）
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２． 高所からの転落

（１）家庭内（住居）
・ベビーベッドからの転落

・ベランダからの転落

（２）屋外（公園・道路）
・遊具からの転落

・自転車からの転落

転落救急搬送者

9

発生時の状況：
ベビーベッドの中に入れていた生後11ヶ月の男児がベビーベッドの前枠上枠を乗り

越えて畳の床面に転落し、前額部を打撲する事故が発生しました。ベビーベッドは前
枠が開閉式で事故発生時には前枠は閉められていました。

ベビーベッドからの転落事故

技術士会登録子どもの安全研究グループ 10

Injury Alert 112:1732 No.７
日本小児科学会 傷害速報

ベビーベッドの規格

11

対策：ベビーベッドからの転落

• 子どもがつかまり立ちするようになったら
柵が６０ｃｍ以上になるよう床板を下げる

×
• 子どもがつかまり立ちするようになる前に
柵が６０ｃｍ以上になるよう床板を下げる

○
12
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【ベッドからの転落を起因とする死亡事故の状況の例】

・部屋の隙間で窒息

・タオルやクッションで顔を覆われて窒息

・頭部負傷

・ブラインドの紐が首に巻き付いて窒息

厚生労働省「人口動態調査」を消費者庁が分析

13
消費者庁 News Release H29. 11.8

大人用ベッドからの転落事故イメージ

消費者庁 News Release H29. 11.8

事故イメージ画像撮影及び画像提供：独立行政法人国民生活センター 14

幼児用ベッドガードによる窒息
→はまり込み

消費者庁 News Release H29. 11.8
15

木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き
乳児が窒息（事故発生時のイメージ）

消費者庁 News Release R1. 11.15
16
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木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き
乳児が窒息（事故概要）

（１）発生年月、被害者の年齢及び危害の程度

①令和元年６月、８か月、死亡

②令和元年９月、９か月、重症

（２）事故概要（２件の事故に共通）

保護者が、当該ベビーベッドに子供を寝かせて別室に移動
後、子供の様子を見に戻りました。保護者が子供を発見し
たときには、当該ベビーベッドの収納部分の扉が開いてお
り、敷具と収納部分の上枠の隙間から、子供は足から肩ま
でがベッドの外に出て、頭部はベッド内でうつ伏せで、意
識及び呼吸の無い状態でした（図１）。

保護者は、事故前には収納部分の扉は閉じていたと認識し
ていました。

17
消費者庁 News Release R1. 11.15

クイズ １

「なぜ、乳幼児では、はまり込みによる

窒息が起きるのか？」

技術士会登録子どもの安全研究グループ 18

直感での答え

19

子どもは小さな大人ではない

子ども固有の特性が，子どもをリスクにさらす

発達段階

子どもの体の大きさ，体型，生理，体力及び認識
力，情緒の発達，行動などの特性が大人と異なる

こうした特性が子どもの発達に応じて急速に変化

子どもを取り巻く環境が大人用として設計

ISOガイド50
［子どもの安全の指針］

20
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ベランダからの転落

21

高所別年齢別 転落事故発生状況 5年間

技術士会登録子どもの安全研究グループ 22

窓

０歳～１２歳児の転落救急搬送者数
東京消防庁、2005年～2010年

ベランダ
小学生になると屋上か
らの事故が発生する

幼児の転落事故と小・中学生の転落事故

高所からの転落事故は、年齢によって原因と対策が
違うので、幼児と小中高は別に考える。

技術士会登録子どもの安全研究グループ 23

幼児 小・中学生

危険を避ける能力が身につ
いていない
；教育・しつけもできない

危険を避ける能力はある。

冒険心、ふざけ行為、挑発
、いじめ、など多様な動機
がある。

施錠、柵など隔離で防止出
来る

柵などは容易に乗り越える
（意図的に）

家庭内の事故が多い 学校活動、特に休憩時間に
多い

本日は幼児の転落事故に注目

ベランダからの転落
（出典・基準）

建築基準法
（屋上広場等）

屋上広場又は二階以上
の階にあるバルコニー
などの周囲には、安全
上必要な高さが1.1メー
トル以上の手すり壁、
さく又は金網を設けな
ければならない。

24

子ども計測
ハンドブック
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クイズ２

「1.1mの柵のあるベランダから、

例えば身長1.6mの大人は、普通転落しな

い（事件や自殺は除く）のに、

身長1mの４歳児はなぜ転落するのか。」

技術士会登録子どもの安全研究グループ 25

答えのヒント

「子どもは小さな大人ではない」

その具体的な内容は、2016年JISとして
制定されたISOガイド50に書かれている

26

現時点での答え

27

ベランダからの転落-1

28
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ベランダからの転落-2

29

4～6歳児の柵乗り越え実験
子ども計測ハンドブックより

上がりやすい

30

上がりにくい

（結果グラフ）

予防するには（現に居住している）

1) 幼児だけでベランダに出さない。
2) ベランダに通じる窓の施錠＋補助錠の活用

1) 子どもは自分で解錠できます。

3) 通風が欲しいときにも補助錠が役立ちます

隙間10cm未満
4) ベランダに椅子、プランターなど置かない

5) ベランダ床置き室外機は高い柵で囲う

建築基準法は最低限度の基準で、子どもの安全には
不十分であることを知っておきましょう。

技術士会登録子どもの安全研究グループ 31

これからマンションを購入する人は

1) リスクの低いベランダであるか確認

2) 売り主に墜落防止対策を尋ねる

・設計、デザイナーに意識付けさせる

3) どのような手すりがより安全であるかを知って

おきましょう

技術士会登録子どもの安全研究グループ 32
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「ベランダ1000」プロジェクト報告書より

この柵の高さは130㎝ということです
が、床面から70㎝あたりまではコンク
リート製で、その上に幅20㎝ほどの水
平部分があります。

70㎝の高さにある水平部分に登り、
手すりの上に身を乗り出す

ベランダの奥に設置された室外機の上
に登り、物干し用ポールに手を伸ばし
て水平部分に登る

子どもだけでベランダに出ないような
対策を取ることが必要

33

Case-1

「ベランダ1000」プロジェクト報告書より

プランターが多数

（特に柵近くに置かれた大型のプ
ランター）

窓近くに引き寄せる、室内に移す

ベランダの柵のデザイン

（左手奥に窓のようにくり抜かれ
た部分）

アクリル板等で覆う

34

Case-2

「ベランダ1000」プロジェクト報告書より

奥に置いてある室外機と柵との間隔
が狭く、手が届く可能性がある

室外機の上に登れないようにして、
室外機そのものの危険性を下げる

収納されている状態の物干し用ポー
ルそのものが足がかりになる可能性
がある

ポールを抜き取って室内に収納する
という対策を取ることができる

35

Case-3

ガイド50 （落下）

屋外（公園・道路）における転落

• 遊具からの転落
• 落下：着地する面に衝撃吸収用のマットを敷く

• はまり込み：挟まらない構造、ひも・フード・リボ
ンなどのない子供服、引っ掛かりやすい持ち物（バ
ッグ、水筒など）を持たない

• 自転車からの転落
• 子ども用ヘルメット・シートベルトの着用

36
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37

おわり

ご清聴ありがとうございました。

瀬戸 馨

38

子どもの怪我の特徴・・・世界の常識(WHO)

子どもの怪我は健康問題

子どもの怪我は「事故」ではない 「傷害」

Accident （しかたがない）→ Injury（対策がとれる）

子どもの怪我は国の経済損失

防止費用対効果はエイズ対策より大きい（アメリカ）

子どもの怪我は消費者問題 Consumer International

ISO/COPOLCO（消費者政策委員会）を中心にガイド50を策定

子どもの怪我は親の責任でなく社会の問題

Y. OTABE

国際規格「ガイド 50」の背景

子どもの怪我の特徴・・・日本の現実

• 親：悲しみと後悔

• 消防署：救急搬送

• 病院：必死の手当

• 警察：責任の所在の追及

• 現場現物の科学・工学的調査

• 真の原因、原因の背景追究

• 再発防止策立案と実行

• 傷害データの蓄積 → CDR

• 社会のしくみ

・社会：親へのバッシング

・裁判：責任者の処罰

重大な子どもの傷害事故が発生すると
その後

誰が？

39Y. OTABE

再発防止は？

報道されるが

同じ傷害事故が同じ原因で再発する

ガイド 50 とは？

ISO/IEC Guide 50
初版 1987

第2版 2002 （対訳あり）

第3版 2014 （2016 JIS制定）

JIS Z 8050
安全側面

---規格およびその他の仕様書にお
ける子どもの安全の指針

Y. OTABE
40
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安全の基本規格

ガイド51 初版1990
ISO/IEC Guide 51:2014
Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards

（JIS Z 8051 2004発行 2015改正）
安全側面 ---安全側面を規格へ導入するための指針

ガイド50 初版1987
ISO/IEC Guide 50:2014
Safety aspects – Guidelines for child safety in standards and other specifications

（ JIS Z 8050 2016発行）
安全側面

---規格およびその他の仕様書における子どもの安全の指針」

41

序文：この規格の用途、意義、子どもの安全との関連性、規格の役割りなど

第1章：適用範囲 （今回省略）

第2章：引用規格 （今回省略）

第3章：用語及び定義
ガイド50固有の定義：子ども、製品、ケアラー
ガイド51と共通の定義：危害、ハザード、リスク、安全、許容されるリスク

第4章：子どもの安全への一般的アプローチ（今回省略）
子どもの安全に関連する規格作成者が考慮すべきこと、ガイド51との関連

第5章：子どもの発達、行動と不慮の危害
「子どもは身体の小さな大人ではない」

第6章：子どもの安全環境 （今回省略）

第7章：子どもに関連するハザード（hazard）
7.1から7.15まで、数多くのハザードの例と対処方法（7.3落下以外省略）

第8項：保護方策の適格性 （今回省略）

ガイド50 の概要（目次）

42

43

ガイド50

0.1 規格の使用者

0  序文

1） 規格類の作成・改正を行う専門家に対する指針であるが、

2） 設計者、建築家、製造者、サービス提供業者、教育者、通

信業者、政策立案者などへの有用な情報提供となる。

44

ガイド50

0.2 規格の作成理由

0  序文

・子どもの傷害の防止は社会全体で共有すべき責任である。

・子どもの傷害の可能性が最小な製品を作り出す。

製品には製造物だけでなくサービス等も含まれる

・安全性とともに、子どもが刺激的な環境を探究し、

学習することをバランスさせることも重要である。

傷害防止への対処 ・・・

設計、技術、製造管理、法規、教育及び自覚の促進
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「子ども」
Child

「製品」
Product

「ケアラー」
Carer

「リスク」
Risk

1「関わり」
Interact 「ハザード（危険源）」

Hazard

（危害harmの発生確率と
危害のひどさの組合せ）

ガイド50

Y. OTABE

14歳未満

「安全」
Safety

（許容不可能なリスク
がないこと）

3.2 子ども (child)

14歳未満の人

3.1 ケアラー (carer)

個々の子どもの安全について、一時的にであれ、責任を果たす人、
又は子どもの世話をする人

3.5 製品 (product)

製造物、プロセス、構造物、据付け、サービス、構築された環境、

又はこれらのいずれかの組合せ

注記：包装は製造物の製品の不可欠な一部

3 定義

ガイド50

46Y. OTABE

ガイド50 固有の用語 ３つ

3.1 ケアラー (carer)

•個々の子どもの安全について、一時的に
であれ、責任を果たす人、又は子どもの
世話をする人

Y. OTABE 47

例）

親、祖父母、子どもに対して限定的な責任を与え
られた兄弟姉妹、その他の親戚、大人の知り合い、
ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ、教師、保育士、ﾕｰｽﾘｰﾀﾞｰ、ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁ、
ｷｬﾝﾌﾟ指導員、保育所就業者

3.5 製品 (product) 

•製造物、プロセス、構造物、据付け、
サービス、構築された環境、
又はこれらのいずれかの組合せ

注記：消費財の場合、包装は製品の不可欠
な一部

Y. OTABE 48

※これから示す「具体的事例」については、議論の
余地がまだまだある。
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「製品」の定義に当てはまる具体的な例（１）

•製造物 ：乳幼児が使用する浮き輪や子供が飲み込む恐れ
のあるボタン型電池。

•［包装］ ：医薬品の容器・包装。（チャイルドレジスタンス）

•プロセス ：プロセスとは「手順」「順序」の意味であり時間の
ファクターがある。例えば化学工場の反応炉のように順序に
よって特性が変わり、順序を間違えると事故になることがあ
る。
子どもの水泳教室では、準備運動はプールに入る前に行うこ
とにより事故傷害を防ぐことができる。
提供される製造物やサービスだけでなく、これらのプロセスも
傷害の防止にとって重要な項目となる。

Y. OTABE 49

「製品」の定義に当てはまる具体的な例（２）

•据付け ：ベビーベッドの床板を、子どもがつかまり立ちでき
るようになる前に低い位置に付け替える。
チャイルドシートを車に取り付ける。
折り畳み式のベビーカーを開く。
などの行為は「据え付け」の一種と考えられ、製品の安全規
格において考慮すべき対象となる。

•サービス ：一時的に子どもを預かる施設は、「保育」という
サービスを提供し、学校は「教育」を提供している。

•構築された環境：不特定多数の人が利用する公園、建築物の
出入口や階段など。また乳幼児のいる部屋の構造なども、子
どもの傷害の要因を作る可能性がある。⇔自然環境

•組合せ：子どもの通うスイミングスクールは、プールという構造
物と「コーチ」や「送迎」といったサービスの組合せ。
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3.7 安全 (safety)

許容不可能なリスクがないこと

3.6 リスク (risk)

危害の発生確率及びその危害のひどさの組合せ

51

3.4 ハザード (hazard)

危害の潜在的な源 （危険源）

3.3 危害 (harm)

人への傷害もしくは健康障害、又は財産及び環境への損害

3.8 許容可能なリスク (tolerable risk)

現在の社会の価値観に基づいて、与えられた状況下で受け入れ

られるレベルのリスク

ガイド50

Y. OTABE

ガイド51 と共通の用語 5つ

52

子どもは小さな大人ではない

子どもを取り巻く環境が大人用として設計
→ 特別の傷害の可能性がある

・ 子どもの身体、運動能力が急速に発達する

・ 行動が発達段階により大きく異なる

・ リスクの経験、認識がない

・ 冒険したいという生来の願望がある

0  序文

ガイド50

0.3 子どもの安全との関連性 （１）

Y. OTABE
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0  序文

ガイド50

0.3 子どもの安全との関連性 （２）

・子どもは「誤使用」とはいえない方法で製品・周辺環境と関わる

→「遊び」「能動的学習」「意図した使用」を区別することは難しい

・ 子どもを見守ることで、常に傷害を防止できるわけではない

→「気を付けましょう」では事故はなくならない

・ 子どもの傷害を防ぐための戦略は、大人の傷害を防ぐことを

目的とする戦略とは異なる。

Y. OTABE 54

0  序文

ガイド50

0.4 規格は障害の防止・低減に重要な役割を果たす

・ 設計、製造管理及び試験のために技術的な専門知識を引き出す

・ 重要な安全要求事項を規定する

・ 説明書、警告、図解、記号などにより伝える

Y. OTABE
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0  序文

ガイド50

0.5 ガイド 50 の構成

・ ガイド 50 は、特に子どもが遭遇すると思われるハザードへの

取り組み方への対処を提供する。 （ガイド51に対する追加情報）

4章：危害の防止・低減に対処する系統的方法の原則

5章：子どもの身体、運動能力、生理機能、認識力、探索行動など

子どもの特性と危害との関係

6章：子どもの物理的、社会的環境の問題

7章：子どもが遭遇し得るハザードと対処方法

8章：保護方策の適格性
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5 安全上の考慮事項：子どもの発達、行動と不慮の危害

5.1 子どもの発達及び行動

5.1.1 一般

子どもは体の小さな大人ではない

・身体の大きさ、体型、生理、体力及び認識力の発達

・情緒の発達、行動力の発達

能力を過小評価、過大評価すると子どもをハザードに曝す。

子どもは探索行動をとる。結果のリスクの認識はない。

子どもにとっては遊び、能動的学習の機会かもしれない。

こうした行動は正常な子どもの行動として考慮すべきであり、

大人の世界で使われる 「誤使用」 という用語は誤解を招きやすい

ガイド50

Y. OTABE
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5 安全上の考慮事項：子どもの発達、行動と不慮の危害

5.1.2 子どもの身体の大きさ及び人体計測データ

人体のいろいろな部分の発達状況に応じて大人とは違った危害があり得る

ガイド50

Y. OTABE

a) 身体が小さく、体重に比し体表面積が大きい

・少量の物質が子どもにとって危害となる

・熱による傷害の影響が大

・化学的及び放射線のハザードに影響を受けやすい

b) 頭が大きい・・・・転倒、頭からの転落の可能性が大

c) 重心が高い・・・・倒れこみ、溺れる可能性が大

d) 頭が大きい・・・・頭だけが通り抜けられない可能性が大

e) 指、手などが小さい・・・・開口部に差し込み、切断、感電の可能性が大

f) 頭の質量が大きい・・・・むち打ち症の可能性が大

58

5 安全上の考慮事項：子どもの発達、行動と不慮の危害

5.1.3 運動能力の発達

子どもの運動スキルを理解することは危害の排除又は低減の設計に不可欠

ガイド50

Y. OTABE

寝返り 腹ばい 立上がり 歩行よじ登り 走行

能力不足によるリスク

探索行動の拡大に伴うリスク

転落

窒息

熱傷

転倒

溺水

挟まれ誤嚥

出来る／出来ない運動の理解 設計の戦略
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5 安全上の考慮事項：子どもの発達、行動と不慮の危害

5.1.4 生理学的発達

感覚機能、生体力学特性、反応時間、代謝及び器官の発達が未熟

5.1.5 認識力の発達

ハザードの認識、行動の結果の認識が未熟、回避能力の未発達

ケアラーによる教育が重要だが、製品開発の段階でそれを期待

しない方が良い

5.1.6 探索行動の発達

口にものを含む、両手の連携、投げる、入り込むなど

リスクを含む未知のものを発見する行為として子どもにとって重要

ガイド50

Y. OTABE

クイズ1に戻る
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5 安全上の考慮事項：子どもの発達、行動と不慮の危害

5.2 子どもの発達に関する知識、危害防止への適用

製品に関する規格を作成するときは、合理的に予見可能な使用を

考慮しなければならない。 ≠ 誤使用

5.3 発達年齢と対比した実年齢

実年齢が同じ子どもでも発達は大きく異なることがある。

5.4 14歳以上

この規格で子どもの定義は14歳未満であるが、発達は続く。

この段階では自立しようとする意欲がリスクを招くこともある。

ガイド50

Y. OTABE

クイズ1に戻る
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7 子どもに関係するハザード

7.1 一般

製品関連のハザード及びそれが子どもを傷つける可能性の例を扱う。

7.2 以下に説明、事例、及びリスクの回避／低減方法の例が示されている。

この規格の使用者にとってハザードを理解する一助となる。

・ 技術の進歩、ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化による新たなハザードに注意

（事務機、医療機器などが住宅に、など）

・ ハザードを評価する場合は、子どもの年齢層に注意

・ 別の製品と組合わせて使うものについては組合わせた状態で評価

（浴槽でﾍﾞﾋﾞｰが使用する椅子、車のﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄなど）

・ 製品の寿命を超えてもハザードは残る。

（ﾎﾞﾀﾝ型、ｺｲﾝ型電池など）

・ 製品のパッケージング（包装）にも注意

ガイド50
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7 子どもに関係するハザード

7.2 機械的ハザード及び落下（転落、飛来、転倒）のハザード

7.2.1 隙間及び開口部

（はまり込み、巻込みなど多数の事例の表あり）

7.2.2 突起部及び突出部

7.2.3 鋭利なエッジ及び尖端部

7.2.4 安定性

（ﾃﾚﾋﾞ台、ﾃｰﾌﾞﾙ、箪笥の引出し、ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄなど）

7.2.5 構造的堅ろう性

（堅ろう性不足、組立ての不完全、劣化、過負荷など）

7.2.6 発射体及び可動又は回転体

ガイド50
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7 子どもに関係するハザード

7.3 落下及びその他の衝撃による傷害（次ページ以降に例示）

7.4 溺水のハザード

7.5 窒息のハザード

7.6 首の締め付けのハザード

7.7 小さな物体及び吸引によるハザード

7.8 火災のハザード

7.9 温度のハザード

7.10 化学的ハザード

7.11 感電のハザード

7.12 放射（放射線、紫外線、光、電磁波など）のハザード

7.13 騒音（音圧）のハザード

7.14 生物によるハザード

7.15 爆発及び火炎閃光のハザード

ガイド50

Y. OTABE 64

7.3 落下及びその他の衝撃による傷害 -1

• ベビーが動けるようになるとすぐに，落下による傷害が生じる。

• 子どもは，歩けるようになる以前から，高い所に登ろうとすることが多い。

• 激しい遊び及びスポーツによる衝撃で，危害が生じることがある。

• 高い所からの落下及びその他の衝撃は，体内（例えば，脳及び他の内

臓）の傷害，及び特に頭，腕又は脚の骨折を引き起こす。

• 危害の種類及び程度は，落下する高さ，落下中にぶつかる物体，子ども

が着地するときの向き，子どもの体重及び子どもが着地する面の性質に

左右される。

• 他の所では，壁，屋根，崖又はその他の屋外環境からの落下によって，

重大な傷害が生じることがある。

ガイド50

Y. OTABE
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7.3 落下及びその他の衝突による傷害 -2

例1 家庭内では，接近できる開口部（例えば，窓，ドア）及び階段の下りで，
最も重大な落下事故が発生する。

例2 子どもが，下を通過したり，その間を通り抜けたり，又は乗り越えること
ができるバルコニーの手す（摺）りは，致命的な落下事故の原因となる。

例3 遊び場では，子どもが自分の能力に合っていない設備を使用するときに
落下することがある。

例4 スポーツ及びレジャーに伴う骨折は，子どもの年齢が高くなり，衝突の結
果として落下が起きるような活動に参加するにつれて増加する。

例5 ベビーは，ハーネス（固定用ベルト）を備えていない又は側面の防護が
ないおむつ替えテーブルから落下することがある。

例6 不適切な履物，例えば，かかとの高い靴を着用した子どもが転倒するこ
とがある。

ガイド50
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7.3 落下及びその他の衝突による傷害 -3

落下は，次のことで防止できる。
－ バルコニーに効果的な対策をする。

－ 設計によって，例えば，水平ではなく垂直の設計要素を用いて（ただし，

足掛かりはなくして），また，障壁となる仕切りを組み入れて，子どもがよ
じ登る可能性を低減する。

－ 階段の最上段及び最下段への接近を防止する。

－ 建物には，窓の防護物及びロック装置を取り付ける。

－ 子どもが確実に握れるようなサイズの構造物を用いる。

－ ベビーベッド，背の高いベッド又は遊具などの製品の周囲には，適切な
高さの手す（摺）り及び障壁となる仕切りを設ける。

－ 製品（例えば，遊具）の適切な使用に関する，特に，年齢，身長，体重な
どに関する取扱説明書を提供する。

ガイド50
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7.3 落下及びその他の衝突による傷害 -4

落下による傷害は，次のことで低減できる。

－ 落下のリスクがある高さを低くする，

－子どもが落下しても危険なものと接触しないように製品を設
計及び据え付ける，

－又は衝撃吸収性のある表面材料を取り付ける。

－ 適切な安全用具及び環境を設計する。

－ スポーツ又はレジャー活動におけるルールは，参加者の能
力及び発達段階を確実に反映したものとする。

ガイド50
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屋外での転落へ
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おわり

ご清聴ありがとうございました。

瀬戸 馨


