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屋外木製遊具の安全性↑

－木製コンビネーション遊具の使用実態調査一
福田英昭＊・松田健史＊
１．はじめに

木材には感覚的材料特性（視覚特性，接触特性，接
触温冷感，硬軟感，歩行感等）や物理的材料特性（弾
性率，衝撃吸収性，吸湿性等）があり，遊具素材とし
て適している;。すなわち，木製遊具はコンクリート

や金属製遊具とは全く異質の「肌にやさしい」遊具と

写真１中庭側遊具Ａ（Ｋ小学校）

しての認識が高まりつつあり，各地の公園・緑地等に
木製遊具が設置されている2.3J･屋外木製遊具の利用
の推進には，まず木製遊具の安全性を高めることが必

要である。これまで公園施設業協会は，建設省の指導
を受けて業界としての安全規準作りを始めているが，
現在，日本国内にはまだ屋外遊具についての安全に関
する規格・錐準がないことに加え，いつ，どこで，ど
のような班故が発生したか等の事故要因の分析も十分
仁なきれていない小国i・

本研究では，ｉ''１縄県における屋外木製遊具のうち大

写真２運動埒Ｍ３遊具ﾛ（Ｋ小学校）

遊具Ａの構成要素は，ロープ，吊り橋，ネット，
梯子等

規模な木製コンビネーション遊具の安全性に関するデ

遊具Ｂの構成要素は，ネット，吊り橋，ロープ

ータの収集およびその使用実態に関する調査を行い，
屋外木製遊具の安全性について検証することを目的と

等

した．

２．研究方法

２．１鯛査対象遊具

ｉ１Ｉｌ純県１人]における遊具の設置環境，規模，形状，便
H1状況等に蛙づいて，那覇市立Ｋ小学校・那覇市立Ｊ
小学校．宜野湾市Ｋ公園に設置されている木製コンビ
ネーション遊具の計５基を調査対象に選定した。これ
らの遊具の使用実態は，ビデオおよび写真撮影によっ
て記録した。さらに,当該遊具の摩耗.干割れ・腐朽

等の劣化状態，各部材の寸法，部材間の危険な隙間の

・スギ削り丸太材（心持材）を使用，直径は100
,,150ｍの２種
・ＣＣＡ防腐剤（JISK1554-CCA1号）を加圧注入
・接合部にはステンレス製（SUSP304）のボルト，
ナット，平座金等を使用
・チェーンには直径６～８ｍのステンレスチェーン

またはメッキチェーンを使用
那覇市立Ｊ小学校

【幼稚園側遊具Ｃ（写真３）が1987年，運動場側遊

具，（写真４）が1990年に設置】
遊具Ｃの榊成要素は，雲梯，梯子，滑り台，高
台等

;h･蝿，部材:表面のすべり等について調森を行った。各
遊!↓の概要は以下の通りである。
M1lWjllijZK小学校

【'''１廷ｌｌｌＩ遊1LＡ（写真１）と．運動場側遊具Ｂ（写
真２）の２基が1986年に設置】

このｲiw先の．NIIは鋪５IiiⅡ1本木材学会九什l支部大会（福
ＩＭＩ，１叩8.Ｈ〉で発表した。
､琉球大学教行学部

写真３幼稚園側遊具Ｃｕ小学校）

木材工業Ｖ01.54.Ｎ０．８．１９９９
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写真４運動場側遊具，（Ｊ小学校）

遊具Ｄの構成要素は，雲梯，吊り橋，高台，梯
子，ネット，階段等
・スギ自然木皮はぎ丸太材（心持材）を使用，直径

③遊具を使用する時間帯
④遊具の使用時間
⑤遊具で一緒に遊ぶ友人の数
⑥遊具による遊びの種類
⑦遊具による径我や危険体験の有無
③遊具要素別の事故発生件数
⑨遊具による事故発生の状況
⑩木製遊具と金属製遊具の比較（児童５，６年生のみ）
３．鯛査結果と考察

３．１木製遊具の使用実態

アンケート調査結果より，使用頻度については第１，
２図に示すように，両校とも「週に１～２日」使用す

は100mm，l50nMnの２種

・スギ角材（厚さ50mm）も一部使用

・ＣＣＡ防腐剤（JISK1554-CCAl号）を加圧注入
・接合部にはステンレス製（SUS304）のボルト，
ナット，平座金等を使用

1～2日

117人（

.1％）

・チェーンには直径６～８ｍのステンレスチェーン

３人（10％）

またはメッキチェーンを使用
宜野湾市Ｋ公園

､8％）
3～4

【木製コンビネーション遊具１基（写真５）が1988
年に設置】

63人

３６人（12.5％）

第１図１週間の木製遊具の使用日数（Ｋ'j､学校）

1～2日

98人（38.4％）
(0.5％）

写真５木製コンビネーション遊具（Ｋ公園）

遊具の榊成要素は，梯子，雲梯，吊り輪，ブラ
ンコ，滑り台，ネット等

（他に，船形の合板製コンビネーション遊具と
金属製コンビネーション遊具が公園内に隣接し

７１人（27.8％）

第２図１週間の木製遊具の使用日数（Ｊｄ､学校）
goo

て設置）

・ベイマツ中空加工材を使用，外径は150mm，その
中心部を内径60,Mnでくり抜き

､鋼管（防錆加工，外径341x､）と特殊固定具で接合
･ＣＣＡあるいは低毒性防腐剤を注入したと思われる
２．２アンケートによる使用実態鬮査
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両校の第３～６学年の児童計543名と，Ｋ公園で遊
具を使用している子どもの保護者22名を対象に，1996
年12月から1997年２月にアンケート調査を行った。そ
の調査内容は，次の10項目である。
①回答者の学年,性別
①1週間の木製遊具の使用日数

囮

１５０
￣

ｓ

第３図遊具を使用する時間帯（複数回答含）

木材工業ＶＯＬ54.Ｎ０．８．１９９９
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る児童が約４割と最も多く，週に１日以上使用してい
る児童が両校とも８割を越えており，木製遊具が利用
率の高い遊具であったといえる。

1５０

図

－、１００

遊具を使用する時間帯は，第３図に示すように「昼
休み」が最も多く，両校と６４割以上を占めていた。
その次に多いのは「放課後」であり，この順位は学年
が違っていても共通していた。土・日曜日にＪ小学校
の利用率が高いのは，Ｊ小学校が住宅地内に立地して
いるため，曜日を問わず日常の遊び空間を木製遊具が
提供していると考えられ，学校と生徒の居住区が大通
りで分断されているＫ小学校と違いをみせていたと考
えられる。

ｓ
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■分１左近１２～３４－５６～１０１１以上侭田香

一拍に遊ぶ友人のH２（人）

屏石孟雨冒扇冒扇弱扇雇ｒ１
第６図遊具で一緒に遊ぶ友人の数（複数回答含）

第１表遊具による遊びの種類．

遊具で続けて遊ぶ時間は，第４，５図に示すように

【世nｈｍ缶凸】

｢30分程度」が４割以上と最も多く，前述の結果で最

６６人（22.9％）

第４図遊具の使用時間（Ｋｄ､学校）
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J小年独

２８１１

も高かった，小学校の昼休みの時間の20～30分と一致

Ｍ年拉
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5人で遊ぶという形態ｶｾﾞ予想される。

遊具で遊んでいるとき，怪我をしたり危ない思いを
したことがあると回答した児童は，第７，８図に示す

第５図遊具の使用時間（Ｊ小学校）

遊具で一緒に遊ぶ友人の数は，第６図に示すように
両校とも「４～５人で遊ぶ」という回答が約半数を占
めていた。コンビネーション遊具では，遊具要素がブ
ランコや鉄棒のように単一でなく複合化して組み合わ

ように全体の６割以上であった。なお，報告のあった
事故の発生件数は，Ｋ小学校で180件，Ｊ小学校で111
件であった。

遊具要素別にみた事故発生場所は第９図に示すよう

に，Ｋ小学校では遊具Ａの「ロープ」と「吊り橋｣，
全くRRL、
2｡5％）

ざっているため，自分一人から友達11人以上まで幅広
くその遊びに対応していることがわかる。

1回だけある

遊興による遊びの種類については，第１表に示すよ
うに「鬼ごっこ」またはその変形した遊びが主流であ
ると何校の８割の児童が回答しており，木製コンビネ
ーション遊具が単なる機能的段階や技術的段階にとど
まらず，社会的段階で使用きれていたことがわかる。

また，その鬼ごっこの遊びも，前述の結果である４～

７３人（25.3％
侭回答
5人（1.8％）

▽Ｉ

125人（43.4％）

有無（Ｋｄ､学校）
第７図遊具による怪霧や危険体験の有無
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第３表小学生による木製遊具と金属製遊具の使用感の比較
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第８図遊具による怪我や危険体験の有無（Ｊ'｣､学校）
5０
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1脚;:鱗｛

さる｣，「あたっても痛くない｣などの回答も多く，児童
は干割れやさきくれによる手指の怪我の危険を認識し

遊具。－随阻

鱸餓鍍餓餓鑪鯛

ており，遊具の材質特性を鋭く観察しているといえる。
Ｋ公園の木製遊具については，２２名の保護者から回

：子子

答を得たが，遊ぶ時間帯では昼から夕方，また遊ぶ時
間は２時間程度が股も多いという回答であった。また，
同じ公園内に隣接する合板製遊具と金属製遊具よりも，

遵旦璽窒空

第９図遊具要素別の事故発生件数

Ｊ小学校では遊具Ｄの「雲梯」と「吊り橋」が上位を

占めていた。

その発生状況を遊具要素別に第２表に示すと，いず
れも，足または手を滑らせたという状況が多く，木材

の表面が摩耗などによって滑りやすい状態になってい
ることと，元来，木製遊具が強度の面などから金属製
遊具のように子どもの手でつかみやすい太さにまで細
くできないこと‘'がその理由として考えられる。
第２表小学校における木製遊具使用による事故発生状況
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木製遊具と鉄製遊具の使用感の比較の回答結果を第
３表に示す。iiIi杖とも，木製遊具の好きな点として
｢滑りにくい」ことを多くの児童が回答しているが,一
方で木製遊具の嫌いな点として「濡れると滑る」こと
をあげている児童も多いという結果であった。しかし，
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とすべる」と回答した理由には，濡れた砂や泥を靴底
に付着させて遊ぶために，すべりやすい状況が生じて
いるものと推察される。また，木製遊具は「とげが刺

２１

〈辻）舘並釧俄ｅ符■

３０

②燭」やすＬＩｇ

・吊り目丸太のチェーンH12uRのエヱ唾＿
近日Ａで10～2α茄虹
遊具Ｂで4～7,,1

･■兵Ｂのボー凡随プランコロ寧停■ｗｏｒＥ全垈智営堅
黛I70X目140×戴き2⑪、Tと

頬ＷＤｘ便170ｘ気さUOnm⑰u■口②＝ＢＵ

-381-

砂粒・Ｉ･$`がｲin解剤として作ﾉﾛし，著しい醗耗が生じ
ていると推察される。

干割れについては，第５表に示すようにＫ小学校の
遊具では，直径150mmの垂直部丸太材に，最大割れ幅
130mm，深さ1()0mmのものがWli1認され，また』小学校の
遊具では，傾斜部材全体に広範囲に観察され，最大割
れ幅10HInのものが確認された。一般に割れ幅が２mmを
越えると手指の怪我の危険性が高まるといわれている
がﾙ，両校の遊具４基すべてに，割れ幅が211u､を越え
ている部材が多く確認された。また，多くの水平部材
で干割れ部分に多くの砂粒がつまっており，部材表面

の摩耗原因であることを裏付けていた。

腐朽については，外観からの観察により，褐色腐朽
菌による早材部の落ち込みや縦横の細かい割れが一部
に確認された。

第５表干割れ発生場所とその進行状態
手駒$L兄全期所

戴几⑧

Ｋ小学笹

迅瓜▲

回台の■四F丸太付
梯子の砂み材
吊り槌の■卒材
ネブトの缶み#巳
ネブトの踏み材ｂ
■白の曲司財
毎台の邑苗毎TqJk材

全唾のIFO則

干踊ｵﾛ■行bRご（Ⅲ位lまｍｍ〕
何Ｘ顕さ１００

梅ＩＤ×深さ３０（砂づまU多い）

杷５ＢＬ上の二F割れが空包材に兜些
細Ｚ以上の干割れ兜匡
佃８×戴きＡＯｘａさ、８０

梯子の■⑭Ｈ

格ＩＯｘｌＫさｄＯＯ⑫づまＵ多いＩ

梯子の萌しF１

四貝、

Ｊ小学頓

沮且Ｃ

吊り餌の砥み材
全』BGDlZI印

伯４Ｘ深さ３０ｘ艮さ１１５
卿ＢＸ深さ２０Ｘ艮さＢＯＯ（けづまりちぃ）
旧１０Ｘ深さ３ｘ公さ１５００
円3の干酎n兜生(江I）
絶ｚｕ上の干劇、98生
欄ＰＯ～２０

暁■梯子の蔵み材

相ＩＯＸｎさ６００

金津のBB1可

輯２以上の干囲札兜生

吊り 砥の釣み↓Ｉ
企句 の厚材

梠５ の干酎札兜生
伯を 以上の千回、見生

【邑I)屈み4オヵチェーン用九六Ｅ■迅した干甜､丹匁は018本のなかで06本ある．

イこ製遊具.のその{､の劣化状態をまとめたものを第６

表に派す。デッキ床材表面の廉耗の進行や振動により，

釘の頭部の浮き出しが発生したり，振動等によりボル
トのゆるみや脱落，ポルトキャップの脱落が発生して
いた。また,テトロンネツトの摩耗や切断，いたずら
によると思われる劣化などが発生していた。
４．おわりに

万一事故が起きた場合，自治体では同じ型の遊具を
撤去したり，保守点検を強化するなど再発防止策が鱒
じられているが，他の自治体に事故情報を提供するシ
ステムはまだない。また「公園」には，自治体が独自
に設置するものや建設省が管轄する「都市公園」や厚

生省の「児童遊園」など，管理者は様々である。この
他に，学校や幼稚園，寺社の境内などにも遊具が多数
あり，事故情報の集約はまったくなされていない。ド
イツや米国が，ＤＩＮ（ドイツ工業規格)，ＣPSC（米国
消費財安全委員会)，ＡＳＴＭ（米国材料試験協会）な

どによって遊具の構造や素材などの安全性を細かく規
定しているのに比べ，日本の取り組みは遅れていると
いえる。矢田らによって，これまで公園に股置された

木製遊具やベンチの劣化状況が報告されているがＪそ

の劣化防止の提言の実現化は未だ不十分である?，帥。
木製遊具の耐用年数は，約10年が目安とされている

が'１，アンケート調査時には，Ｋ小学校では11年，Ｊ

小学校では７年，Ｋ公園では９年が経っていた。小学
校では，月に１回程度，安全管理の担当教諭によって
遊具の安全点検がなされているが，管理側の安全管理
体制の強化だけではなく，木製遊具の耐久性向上技術
の確立と，安全に関する規格・基準の早期検討が望ま
れる。

文献

第６表木製遊具のその他の劣化状態
劣化囚目
UT②■＝

の刃白出
し

劣化状趣
･遭几Ｃ
･■ＮＣ

局台デッキの年材で，３２，N､却白出て曲【ﾌﾟらf'ている

。■几、

京四の津村で，１Uml浮き出ている

．■且◎

吊り伍の損招床材で，１ｍｍ坪ｅ出ている

ボルトの

■JLC

ゆるみや

白兵、
■且０

■黙

思大ｎ国浮き出しは２０，１ｍで．１umTuの浮き出しが多い

狂台デッキで．水平毎打■猶ボルトがrl悪している
切干の孟的q可で■定ポルＭ１ゆるんで竃追出している
用Ｕ侭の支柱で．ボルトがゆるんで■を６ｍｍ出している

ポルト

･遭月Ｏ；目梯巳材で､ポルトキヤップ２８■のうちＢ■が８月藩している

キャップ

｡道具、：■画の外■丸太で．ポルトキャヶプ２３■のうち１１■が硯館

の嗅藩

震
ネプトの

厚F1や
ＩＤ断

い企Ｔら
に上各

劣化

そのhhの
寓化

している

･遊具Ａ［■柾16,.7W､テトロンネプトが
１Ａ～１５ｍｍ但幻紅してt0ら
･通ＲＢ７■臣２５，１ⅥワテトロンネッｌＷＩ２４ｍｍｌこ広耗している
｡■ロＤ・テトロンネブト（■柾Ｉ６ｎｍＩの下からＺ段、の■醸し■分
に，切断Ｗ､応回の砠跡がある

．■尺Ｂ,外■水平部材の－０Bに.■に上凸と■われる切瓜勝がある
(潔書２０XRLさＩＺＯｍｍＩ

･珀具、,Ⅲ■のｕに、マザックペンによると、われる多くの
繭■白buh凸

･ＥＲＴぺてにあいてｐその益み材や床材の氏■'二多くの⑪位ＩＤＩ
Ｈ■している

｡■且Ｃｓすべり白の下方滑り■で．凸口の館による盃■の座れが兜生し
でCDら《肉Ｕ咀月iに．画U0xdIrOnHTbの穴がＦいている）
･瑚瓜、：梯子の地下囚分にJ1らコンクリート汪健のブロックが‘

ｌ）矢田茂樹・星恭博：横浜国立大学教育学部紀
要，33,103-116（1993）
２）日本木材学会編：木材の利用と利用技術Ⅳ（４．

木材と健康)，84-90（1996）
３）公園緑地協会：公園緑地，５７(4)，87-89（1996）
４）桔梗忠彦：木材工業，４６(11)，36-39（1991）
５）桑原淳司・仙田満・矢田努：ランドスケープ研究
（日本造園学会編160(5)，639J642（1997）
６）矢田茂樹・井口厚志：横浜国立大学教育学部紀
要132,263-270（1992）
7）矢田茂樹：木材工業，４３(6)，21-25（1988）
８）矢田茂樹：木材工業，４４(10)，２５（1989）
９）矢田茂樹：木材工業，４６(11)，93-97（1991）

土の淀央でコカ閑、出している
ＤｍＱＤｇ虫屋の■限が，カビの兜生によって円く皮色している

木材jﾕ業Vol54,Ｎ０．８．１９９９

