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連絡責任者名： 大 谷 哲 也 
設   立 ：  平成20年7月 
設立目的 ：  アイデアを楽しむことを学び、市民間の交流、健康増進を図る。 
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          本事業へ申請した背景 

  私共は、「高齢者の倒事故で頭部を打つ重大事故多発」を知り 

    この事故の軽減を図るため、平成25年4月グループを結成。 

   

実施事項：１．市販されている頭部の保護具並びに出願特許など調査。 
           ２．市場には・ヘルメット型 ・ヘッドギヤ型 ・帽子型  
         ・バンダナ型が存在。 
       ✱．これらの商品は、屋内・外での長時間の着用性不良と 
         高価格のため普及性が問題。 
          ✱私共は 「鉢巻型」での頭部の新保護具の研究・開発を決定。 
次に示す十数種類の試作を実施してきた。 
 



         頭部の新保護具の研究・開発と試作経過 
頭部の新保護具試作経過と製品化へのまとめ

　２０１４年３月に意匠登録取得して以来、幾多の試作を行い、着用時の安全性の検討を初め着用のし易さや見栄え、そして製品化のための各部材の寸法決めや組付け性などの検討を行いました。
　以下、試作品と各部の仕様並びに検討実施項目を示すと共に、製品化へのまとめを行いました。

１．試作品と各部の仕様
　項　目 １次試作 ２次試作 ３次試作 ４次試作 ５～６次試作  ７～９次試作 １０次試作（最終仕様）

　（緩衝材分割型）　　　　　　（緩衝材一体型） 　　（緩衝材の色彩化＋ＬＥＤ点滅ランプ付） 　　　　（緩衝材分割型＋化粧布付） 　　　　（緩衝材一体型＋化粧布付） 　　（緩衝材一体＋軽量化穴＋化粧布付） 　　（緩衝材一体＋軽量化強化＋見栄え向上） 　　　（緩衝材一体＋高さ低減＋見栄え向上）

１．ヘッド・バンドのデザイン検討 １．緩衝材の材質：ＥＶＡ合成樹脂 １．緩衝材を分割接着し屈曲性向上 １．緩衝材一体型 １．緩衝材一体＋軽量化型 １．緩衝材一体＋軽量化超強化型 １．緩衝材一体型：幅８０ｍｍ➝７０ｍｍ低減

　・転倒時に頭部が受ける衝撃力計算と 　・緩衝材の色彩化＋ＬＥＤ点滅ランプ付 　・緩衝材の材質：発砲スチロール 　・緩衝材の材質：ＥＶＡ合成樹脂 　・緩衝材に軽量化穴加工（１５ｍｍＰ） 　・緩衝材の軽量化穴増加（１０ｍｍＰ） 　・同時に緩衝材の軽量化穴加工廃止

　　緩衝材の選定実施 ２．バンド布：綿平織　　綿丸編み織 ２．.バンド布：綿平織 ２．バンド布：綿丸編み織 　・緩衝材に屈曲性向上切込み 　・緩衝材の屈曲性向上切込は廃止 　・これにより、見栄え及び加工性向上と共に

　　（発泡合成樹脂で可と推定） 　　化粧布：綿平織 　　化粧布：綿平織 　　溝深さ３ｍｍ、５ｍｍ加工 　　１０ｍｍピッチ軽量化穴採用で解決 　　屈曲性も維持できる

　・緩衝材の所要面積計算実施 ＊　製品の見栄え向上必要 ３．化粧布の下に補助布装着 ２．バンド布：綿平織 ２．バンド布：綿平織 ２．バンド布：綿平織

　　（所要面積は各１０ｃｍ２以上必要） 　・ＬＥＤ及びスイッチはさらに小型の物を ＊　屈曲・柔軟性は非常に良いが、 ＊　生産性は良いが、 　　化粧布：綿平織 　　化粧布：綿平織 　　化粧布：綿平織

　・バンド幅の検討：幅６ｃｍと８ｃｍ 　　探す必要がある 　・製品の見栄えが劣る 　・屈曲性不良で装着し難い ３．緩衝材の材質：ＥＶＡ合成樹脂 ３．緩衝材の材質：ＥＶＡ発泡合成樹脂 ３．緩衝材の材質：ＥＶＡ発泡合成樹脂

　　の物を試作評価。 　・製作工数大 　・質量大で軽量化必要 ４．化粧布の下に補助布装着 ４．見栄え及び加工性改善 ４．見栄え及び加工性改善

＊　６ｃｍ幅では不安定。 ＊　軽量化及び屈曲性向上必要 　・１０ｍｍピッチ軽量化穴で見栄え向上 　・へッド・バンド本体と補助バンドとの

　・軽量化が重要（１００ｇ以下目標） 　・軽量化穴を増加必要 　・緩衝材への切込廃止で加工性向上 　　接合ファスナーの集合化実施

２．バンド布：綿ジャージ織　　防水性布 　・屈曲性向上のための切込み溝の 　・化粧布の下の補助布廃止 ５．補助バンドにあご紐装着可能

　　廃止検討必要 　・へッド・バンド本体と補助バンドとの 　・補助バンドにあご紐留めを装着し、

　・接合ファスナー集合化必要 　　接合ファスナーの集合化実施 　　あご紐は脱着可能方式とする

　・補助バンドにあご紐装着の検討

　質　量 　７５ｇ 　１１５ｇ 　　５５ｇ 　　－－ 　５５ｇ 　１０５ｇ １００ｇ～９５ｇ 　９２ｇ      　９２g　（予定）

２．製品化へのまとめ
　製品化に向け、数次の試作を行いました。その結果を踏まえ、以下のように考えます。 （３）補助バンド

　①．補助バンドは装着時に多少の伸縮性が必要であり、素材布は綿ジャージ織、丸編み織、平織を
（１）へッド・バンド緩衝材 　 　　　 試みたが、加工性や商品の見栄えを考慮すると、綿布平織が最適と思われます。
　　緩衝材の形状は分割型と一体型の試作を実施しました。（材質：発砲スチロール、ＥＶＡ） 　②．加工性向上のため、ファスナーを集合化する。　[　図ー４　]　をご参照ください。
　①．緩衝材の所要面積は転倒時の頭部が受ける衝撃力から計算し、各１０ｃｍ２以上必要と思われる。 　③．製作コストを考慮すると、幅７０ｍｍの厚手の一重綿布で良いと思われます。
　②．分割型緩衝材は、斬新なデザインが期待できるが、商品の見栄えを良くする研究が必要。 　④．補助バンドにあご紐装着用のあご紐留めを縫製・接着する。　[　図ー３　]をご参照ください。
　③．一体型緩衝材はＥＶＡ素材板から幅７０ｍｍに切出し、頭のサイズに合わせた長さに切断加工する。

（４）へッド・バンド本体
　　　　緩衝材の素材 　　[　図ー１]　をご参照ください 　　へッド・バンド本体は、装着時に頭部へ直接触れるため、着用心地を考慮し、多少の伸縮性が

　　必要であり、素材布は綿ジャージ織、丸編み織、平織を試みました。
　①．着用心地良さや加工性、商品の見栄えなど考慮すると、綿布平織の二重構成が最適と思われます。
　②．加工性向上のため、ファスナーを集合化する。　[　図ー５　]、[　図ー６　]　をご参照ください。
　
（５）その他
　①．緩衝材の軽量化と屈曲性向上目的で施した打ち抜き加工は廃止して、緩衝材幅を１０ｍｍ低減し、
　　　 幅７０ｍｍ、厚さ１０ｍｍの一体型とする。　なお、厚さについては、緩衝材の機能試験結果により低減見直しを行う。
 　　　　これにより、ヘッド・バンドの見栄え向上と屈曲性も維持できると共に、加工性を格段に改善できる。
　②．本頭部の新保護具着用時において、多くの人から「あご紐」の要望があることが考えられます。
　　　　従って、「あご紐」の仕様は、脱着が容易であり、高齢者にも安心感が持てる「ボタン留めあご紐」が良いと思われる。
　　　

　　　　  以　　上 　　　
緩衝材（最終型）

（２）へッド・バンド化粧布
　　①．へッド・バンド化粧布は一体型緩衝材の場合は必要で、布の模様により多くのデザインが考えられます。
　　②．着用時の防火を考えると、化繊布は適さず、綿布がベターと考えます。[　図ー２　]をご参照ください。
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                事業の目的・内容 
目的 １．高齢者の転倒事故から頭部を守る重要性の広報活動 

      国内の６５歳以上の高齢者は、総務省統計等によると約３，４００万人に増大。 

      ・屋内・外でつまづき転倒し、頭部を打つ事故が多発。  

      ・転倒事故で頭を打ち死亡する人が年に約４，５００人発生。 

       ①転倒事故の軽減の為、頭部の保護具着用の重要性の啓発ポスター掲示。 

       ②頭部の保護具等の出展・着用実演による広報活動推進。 

    ２．頭部の新保護具の研究・開発 

       ①市内の大学と企業の連携・協力を得て、研究・開発推進。   

       ②頭部の新保護具試作を市内の企業への依頼と新産業創業の働き掛け。 

内容 １ .①高齢者の転倒事故から頭部を守る重要性の啓発ポスター作成・掲示。 

       ②「オトパ」等に頭部の保護具試作品を出展・着用による、広報活動推進。 

    ２ .①市内の大学と企業の産学連携・協力を得て、頭部を守る新保護具の研究・開発を推進。 

       ②私共と企業との協業で、生産性等を追求した新保護具の試作依頼。 

       企業独自での製品化及び販売実施を働き掛ける。 

 



          事業の活動実績-1 
 

１．高齢者の転倒事故から頭部を守る重要性の広報活動 

 ①啓発ポスター掲示による広報活動： 

   ◆9月27日 協働推進課にデザイナー作成のA3版ポスター等を持参し、 

   市役所関連施設への掲示依頼。 

  ◆市役所関連の４２施設にA3版各１枚掲示とA4版５～10枚（計260枚）自由配布。 

   10月20日頃より約1か月間 掲示実施。     

  ②頭部の保護具試作品出展・着用実演による広報活動： 

  ◆10月18日及び平成29年2月21日 TBSテレビの取材。 

    頭部保護具の着用並びに研究・開発状況を説明。 

   番組「Nスタ」で放送された。 

  ◆29年3月11日 第18回「オトパ」に本事業で試作の 頭部の新保護具「ヘッド・バンド」展示。 

  啓発ポスター等掲示と併せ、「ヘッド・バンド」を着用・実演し、広報活動を実施。 

 



           頭部を守る重要性の広報活動 
  広報活動用ポスター  広報活動ポスター掲示状況写真 

第18回オトパに頭部の新保護具出展写真 



            事業の活動実績-2 

２．頭部の新保護具の研究・開発 

 ①頭部の新保護具緩衝材素材の性能評価：                                       

  ◆7月14日 首都大学東京 青村 茂教授研究室を訪問。 

       私共の頭部の保護具と緩衝材の研究・開発状況説明。頭部の新保護具研究と緩衝材素材の性能評価を依頼。 

 ◆7月25日 学生の卒論発表会に招待を受け3人で出席。柔道等での頭部損傷解析の研究発表があり、また、 

   私共の頭部の保護具試作品提示と研究状況の発表、質疑応答に参加。 

 ◆平成29年2月23日 首都大学東京 青村研究室を訪問。緩衝材素材の性能試験結果を受理。 

     私共が提供した緩衝材素材「EVA発泡合成樹脂平板材 厚さ５ｍｍ」試料で、所期の性能を 

   ほぼ確保出来る見通しを得た。 なお、本試験結果は学生の卒業論文に採用された。 

 ②頭部の新保護具の市内の企業による製品化と販売の推進働き掛け： 

  ◆7月14日 サイバーシルクロード八王子様訪問。 頭部の保護具の試作品を提示し、保護具の 

  普及が急務であり、市の新産業として、研究・開発への支援を依頼。 

  試作品作製企業として、小谷田テックス（株）様（元横山町）を紹介頂いた。 

  ◆8月29日 小谷田テックス（株）様を3年ぶりに訪問。その後の頭部保護具の研究状況説明と市民企画事業 

  補助金事業に本事業が採択された旨説明。私共と協業での頭部の新保護具の試作品作製を依頼。 

  ◆平成29年3月10日 頭部の新保護具「ヘッド・バンド」試作品は全縫製方式で完成出来た。 

 



            頭部の保護具試験装置写真 

  

定盤（鋳鉄製） 

重錘（半球形・鋼鉄製 ５ｋｇ ） 
（3軸加速度計内蔵） 

ロープ 

３軸加速度計用配線 



              事業の成果・効果 
１．高齢者の転倒事故から頭部を守る重要性の広報活動 

 ①．啓発ポスター掲示による広報活動：  

  ✱市役所初め主要施設４２か所にA３版等 啓発ポスターを３月２０日頃より約１か月間掲示。   

     約２週間後に数か所の施設を調査。自由配布のA4版は殆ど無く、市民への啓発が良く出来た。 

  ②．頭部の保護具試作品出展・着用実演による広報活動： 

   ✱ TBS「Nスタ」放送やオトパに、頭部の新保護具「ヘッド・バンド」出展・着用実演。市民へ広報活動展開。 

 

２．頭部の新保護具の研究・開発 

 ①．頭部の新保護具緩衝材素材の性能評価：  

   首都大学東京 青村 茂研究室にて、緩衝材素材の性能評価試験を協業で推進。 

    ✱緩衝材素材試料「EVA発泡合成樹脂平板 厚さ５ｍｍ」にて、衝撃力吸収性能試験実施。 

      緩衝材は所期の性能をほぼ確保できる見込み。この結果を頭部新保護具の試作品に反映出来た。 

  ②．頭部の新保護具試作の市内の企業への依頼と新産業創業の働き掛け： 

      試作品は首都大学東京 青村 茂研究室と小谷田テックス（株）様との産学連携により推進。 

 ✱全縫製方式の軽量（約７０ｇ）仕様で実用的な物品が完成できた。 

   ✱今後は、頭部の新保護具試作品での衝撃力吸収性能試験及びユーザーテストの進展を図り、 

   企業独自による 生産・販売実施の働き掛けを続ける。新産業としての創業が期待できる。 
       



         頭部の新保護具「ヘッド・バンド」写真 

「ヘッド・バンド」の構成部品写真   頭部の新保護具「ヘッド・バンド」写真 



                    自己評価と今後の事業展開 

※ 自己評価の欄は、番号に○を付けてください。評価は、客観的自己診断です。 

今
後
の
事
業 

展
開 

１．頭部の新保護具の研究・開発は継続し、商品性の向上を図り、八王子市の新産業
として、企業に独自での製品化及び販売を実施して戴く様に働きかけを続ける。 

２．デーサービスにてユーザテストを依頼中。今後も頭部の新保護具「ヘッド・バンド」の
普及に努める。 

  市のご支援をお願いいたします。 

 

自
己
評
価 

事業は申請どおり実施で

きた 

１ できた  ○2  概ねできた  ３ あまりできなかった  ４ ほとんどできなかった 

主な理由（３、４と答えた場合のみ） 

 

事業の実施によって、期

待した効果をあげること

ができた 

○1  できた  ２ 概ねできた  ３ あまりできなかった  ４ ほとんどできなかった 

主な理由（３、４と答えた場合のみ） 

 

実施計画書と実績報告書

の活動費の内訳について 

１ ほとんど同じ  ○2 多少の変更があった  ３大幅に変更している 

主な理由（２、３と答えた場合のみ） 

１．頭部新保護具の緩衝材素材研究は大学との共通テーマであり、私共と協業

で推進。緩衝材素材の性能評価試験は学生の卒論テーマの一部として実施

でき、費用がかなり低減出来た。 

２．新事業であり、交通費などが予想以上に多くなった。 

３．会場借上料・使用料は、会の中の他のグループと共同使用の為計上なし。 

その他、評価すべき点等 

１．広報用ポスターが市の主要施設に掲示でき、広報活動に大いに貢献できた。 

２．頭部の新保護具の試作品作製を行うに当たり、企業と協業でデザイン性や 

  生産性の向上など協議の上で実施出来た。 

 


