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序
当会は、経済産業省、公益財団法人ＪＫＡ及び関係団体のご協力を得て、「機械安全の標
準化事業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。
これは、機械安全の国際標準化活動における国内審議団体としての使命を果たすとともに、
その普及活動を通じて我が国における機械安全の確保に貢献しようとするものであります。
機械安全は、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の発足を契機に、関連するＥＮ規格が制定
され、これに基づく国際規格化が進められるなど、世界的にもその重要性が認知されておりま
す。
我が国においても、平成 13 年の機械の包括的な安全基準に関する指針にはじまり、平成
26 年労働安全衛生法改正による設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育カリ
キュラムの提示、産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準の明確化、また、経
済産業省の製品安全に関する施策として、製品安全対策優良企業表彰受賞者による製品
安全コミュニティーの設置及び生活支援ロボット安全検証センターの設置など、安全性確保
に向けた取組が充実しつつあります。さらに、国土交通省における機械式立体駐車場の安全
対策(ガイドライン発行、JIS 化開始)が提示されており、幅広い分野において安全対策が推
進されることが期待されています。
本事業では、上述の設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育カリキュラムに
対応するため、ＩＳＯ／ＴＣ１９９及びＩＥＣ／ＴＣ４４（機械類の安全性、弊会担当）の機械安全
規格を基礎とした体系的な教育・研修等のプログラムを検討し、またこの教育・研修プログラ
ムで使用する機械安全に関する教育・研修材料の開発のための討議を行っております。
平成 28 年度は、平成 27 年度に引き続き、厚生労働省の通達、基安発 0415 第 3 号「設
計技術者に対する機械安全教育カリキュラム」に則った機械安全教育プログラム案について、
詳細目次を中心に整理し教育教材の第一版としてとりまとめたものです。

本事業の成果は、企業が機械安全へ取り組む一助となるよう、取り纏めたものです。
本事業の成果が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。

平成 29 年 3 月

一般社団法人日本機械工業連合会
会 長
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岡 村

正

は じ め に
機械安全に関しては、安全の基本概念から個別機械の安全に至るまでの技術による工学
的対策を基本とする考え方が、ISO／IEC 国際標準として体系化されている。欧州から発信さ
れたこの考え方は、今や、北南米、また、中国を含むアジア各諸国にも広がり、機械災害防
止の世界的な共通認識となっているが、我が国では、これまで機械を使用する人の作業安全
対策を中心に機械災害の防止活動を推進してきたという背景から、十分に浸透していないの
が現状である。生産技術の国際競争力を維持する意味でも、機械安全の本質を理解し、生
産現場で稼働する機械の安全性確保にどのように繋げるかが重要と思われる。
機械安全の本質を理解し、国際標準の考え方を普及していくためには、企業経営者の理
解、社会基盤の整備、教育制度など我が国の現状を踏まえた多くの課題を解決しなければ
ならない。その方策の一つの例が、ＩＳＯ／ＴＣ１９９及びＩＥＣ／ＴＣ４４の機械安全規格を基礎
とした体系的な教育・研修等のプログラムの検討であり、またこの教育・研修プログラムで使用
する機械安全に関する教育・研修材料の開発である。
本開発部会では、平成 27 年度に引き続き、作成すべきプログラムの内容を、厚生労働省
の通達、基安発 0415 第 3 号のカリキュラムに則ったものにすることとし、設計技術者が分かり
易くかつ活用し易いものになるように整理を行い、教育教材の第一版としてとりまとめた。
本開発部会での議論が、多くの生産現場において、安全問題の抽出や明確化に役立てら
れるとともに、各種安全規格への対応の促進及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の普及と浸透に寄与することを期待する。

中小製造業向け機械安全教育プログラムの開発部会
主査
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1. 背景と目的
機械及び設備の安全性を確保するためには、リスクアセスメントを行って安全性を評価し、対策
を講じる専門人材が必要である。この安全の専門人材は、機械安全等に関する規格、技術、法律
など様々な知識を体系的に習得する必要があるが、個々の事業所において、特に、中小製造業
や中規模事業所等においては、自社内でこれら知識等を体系的に習得するための教育・研修等
の仕組みを構築・維持することは、経済的、組織的、また最新情報の入手等の観点からも困難であ
り、外部機関等による支援が必要となる。
こられのことは、第 12 次労働災害防止計画の「行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・
協働による労働災害防止の取組み」の中でも指摘されている。
また、先に発行された「基安発 0415 第 3 号（設計技術者、生産技術者の機械安全に係る教育
について）」においては、教育の実施要領も示されている。本事業では、これらに対応するために、
ISO/TC199 及び IEC/TC44（機械類の安全性、日機連担当）の機械安全規格を基準とした体系
的な教育・研修等のプログラムを検討し、この教育・研修プログラムで使用する機械安全に関する
教育・研修材料を開発することを目的とする。
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2. 開発部会の開催
本事業の目的を達成するために、機械安全に関する有識者から構成される「中小製造業向け機
械安全教育プログラムの開発部会」（以下、開発部会）を組織し、以下に示す 5 回の開発部会を開
催し検討を行った。


第1回

平成 28 年 5 月 19 日



第2回

平成 28 年 6 月 24 日



第3回

平成 28 年 9 月 15 日



第4回

平成 28 年 12 月 16 日



第5回

平成 29 年 2 月 24 日
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3. 前年度検討内容のまとめ
平成 27 年度の開発部会では、機械および設備の安全性確保を目的として、リスクアセスメントに
より安全性を評価し対策を講じる専門人材の育成に必要な機械安全教育プログラムの作成を目指
し、平成 26 年度に作成した機械安全教育プログラム案を見直すとともに、それに基づき教育を実
施していく際に使用するテキストの作成を進めた。
このプログラムは、機械安全を体系的に学ぶために利用できるものとし、平成 26 年に厚労省が
発行した「設計技術者に対する機械安全教育カリキュラム」の内容も含むものとしている。
表 3-1 に設計技術者に対する機械安全教育カリキュラムを示す。厚労省の資料では、このカリ
キュラムの他に、生産技術管理者に対する機械安全教育カリキュラムも示されている。
平成 27 年度の開発部会の検討成果の一つである「機械安全教育プログラム平成 27 年度版」
を表 3-2 に示す。このプログラムには、厚労省カリキュラムとの対応関係についても示しており、教
育プログラムを実施することで厚労省カリキュラムの全ての内容をカバーできるようになっている。
なお、表 3-2 は、平成 28 年度の検討において表 4-1 に置きかわっている。

3
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表 3-1 設計技術者に対する機械安全教育カリキュラム
科目
１ 技術者倫理

範囲
（１） 労働災害、機械災害の現状と災害事例

時間
1.0

（２） 技術者倫理、法令遵守（コンプライアンス）
２ 関係法令

（１） 法令の体系と労働安全衛生法の概要

3.0

（２） 機械の構造規格、規則の概要
（３） 機械の包括安全指針の概要
（４） 危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）等に関する
指針の概要
（５） 機械に関する危険性等の通知の概要
３ 機械の安全原則

（１） 機械安全規格の種類と概要（日本工業規格（JIS 規格）、国際

6.0

規格（ISO 規格、IEC 規格））
（２） 機械安全一般原則の内容（JIS B9700（ISO 12100））
（電気・制御技術者のみ）

5.0

（３） 電気安全規格（JIS B9960-1（IEC 60204-1））
４ 機械の設計・製造段

（１） 機械の設計・製造段階のリスクアセスメント手順

18.0

階のリスクアセスメントと （２） 本質的安全設計方策
リスク低減

（３） 安全防護及び付加保護方策
（４） 使用上の情報の作成
（電気・制御技術者のみ）

5.0

（５） 制御システムの安全関連部（JIS B9705-1（ISO 13849-1））
５ 機械に関する危険性

（１） 残留リスクマップ、残留リスク一覧の作成

等の通知
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2.0

表 3-2 機械安全教育プログラム平成 27 年度案
目次

詳細目次

概要
安全、ハザード、リスクの基本的
考え方の理解
リスクゼロはありえない
技術者倫理とコンプライアンス
「攻めの安全」の実現

１．安全とは何か 1.1 安全という概念

1.1.1 素朴な意味での安全の意味
1.1.2 文科省や辞書での安全の定義
1.1.3 包丁、自動車、原子力発電は安全か？
1.1.4 国際規格での安全の定義
1.1.5 リスクゼロを求めていない
1.2 リスクという概念
1.2.1 リスクの定義
1.2.2 許容可能なリスクとは
1.2.3 ハザードとは
1.2.4 危害とは
1.2.5 リスクベースドアプローチ
1.3 リスクアセスメントと 1.3.1 リスクアセスメントの考え方
いう概念
1.3.2 リスク低減策と安全設計
1.3.3 スリーステップメソッド
1.3.4 安全の国際標準と法令
1.4 安全は、人間の幸 1.4.1 安全は、総合的な学問である
福の実現のためにある 1.4.2 安全を実現するための仕組みと役割
1.4.3 企業トップの役割とリスクマネジメント
1.4.4 安全学という考え方
1.4.5 安全学の中での機械安全、労働安全の技術者の
役割
1.5 安全の常識

1.5.1 機械は故障する、人間は間違える、ルールは
穴だらけのものである

1.5.2 安全は、そのままにしておくと劣化する
1.5.3 絶対安全はない
1.6 技術者倫理と安全 1.6.1 倫理について考える
に係る技術者の倫理 1.6.2 技術者倫理について考える
1.6.3 安全に係る技術者のための技術者倫理
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関連法令・規格
ISO/IEC Guide
51 2014

厚労省カリキュラムとの対応
1 技術者倫理

（２）技術者倫理、法令遵守
（コンプライアンス）

目次
２．機械に起因
する労働災害

詳細目次

概要

2.1 発生状況

機械を起因物とする事故発生状況
起因物と事故型（はさまれ、巻き込
まれ、切れ、こすれ等）の関係

2.2 事故事例

代表的な事故事例

6
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応
1 技術者倫理

（１） 労働災害、機械災害の
現状と災害事例

目次
３． 安全の国際標 3.1 機械安全国際標準
準と法令

詳細目次

概要
階層的規格体系
state of the art とgood engineering
practice

3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の
体系と種類
3.1.1.1 国際安全規格ISO12100の制定経緯

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応
３ 機械の安全
原則

（１） 機械安全規格の種類と概
要（日本工業規格（JIS規格）、国
際規格（ISO規格、IEC規格））

3.1.1.2 ISO12100の概要と構成について
3.1.1.3 ISO12100が定義する機械類とは
3.1.1.4 国際安全規格ISO12100の3階層体系と種類
3.1.1.5 Ａ,Ｂ,Ｃ規格の特徴
3.1.1.6 国際安全規格の階層化構成について
3.1.1.7 ISO12100の要求する設計者と使用者の義務
3.2 国内法令

法令による要求事項
法令と規格の関係
安全基準への適合と認証
の意味

3.2.1 機械安全に遵守すべき国内法、労働安全衛生法、
規則、通達の要求内容
3.2.2 機械の構造規格、規則の種類と概要
3.2.3 検定制度について
3.2.4 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の
要求と実施すべき安全方策（例）
3.2.4.1 趣旨等 「危険性又は有害性の調査等に関する
指針」 全体構成
3.2.4.2 適用
3.2.4.3 実施内容
3.2.4.4 実施体制等
3.2.4.5 実施時期
3.2.4.6 対象の選定
3.2.4.7 情報の入手
3.2.4.8 危険性又は有害性の特定
3.2.4.9 リスクの見積り
3.2.4.10 リスク低減措置の検討及び実施
3.2.4.11 記録
3.2.5 厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の要求と実施すべき安全方策（例）
3.2.5.1 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
ができるまで
3.2.5.2 「機械の包括的な安全基準に関する指針」の概要
と公示の背景
3.2.5.3 事業者に求める主な内容
3.2.5.4 指針に基づく機械の安全化の手順
3.2.5.5 「機械の包括的な安全基準に関する指針」と
JIS規格の関係について
3.2.5.6 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 全体構成
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3.2.5.7 第1 趣旨
3.2.5.8 第2 機械の製造等を行う者の実施事項
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労働安全衛生法 ２ 関係法令
機械の構造規格
包括安全指針
リスクアセスメント
の指針

（１） 法令の体系と労働安全
衛生法の概要
（２） 機械の構造規格、規則
の概要
（３） 機械の包括安全指針の
概要
（４） 危険性又は有害性等の
調査（リスクアセスメント）等に
関する指針の概要

目次

詳細目次

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

3.2.6 厚生労働省「化学物質等による労働者の健康障害
を防止するため必要な措置に関する指針」の要求
と実施すべき安全方策（例）
４． 安全設計の基 4.1 リスクアセスメント
本

使用上の制限
空間上の制限
時間的制限

4.1.1 リスクアセスメントの構造

４ 機械の設計・製 （１） 機械の設計・製造段階のリ
造段階のリスクア スクアセスメント手順
セスメントとリスク
低減

4.1.2 機械類の制限の決定

4.2 本質的安全設計

4.1.3 危険源（Ｈａｚａｒｄ）の同定

ソース、メカニズム、アウ
トカム、ハザードの同定

4.1.4 リスクパラメータ

危害の程度、暴露の頻度、
発生の可能性、回避の失
敗

4.1.5 リスクアセスメントの手法

リスクアセスメント手法
リスクグラフ、マトリックス
ドキュメンテーションの必
要性

4.2.1 本質的安全設計方策の基本的な考え方

本質的安全設計
構造的安全設計と確率的安全設計

4.2.2 本質的安全設計の方策（例）
4.2.3 制御システムへの本質安全設計方策
4.3 スリーステップメソッド 4.3.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策

スリーステップメソッド

4.3.2 本質安全設計方策
4.3.3 安全防護策及び付加保護方策
4.3.4 使用上の情報で行う保護方策
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JIS B
9700:2013(ISO
12100:2010)

３ 機械の安全原 （２） 機械安全一般原則の内容
則
（JIS B9700（ISO 12100））

目次

詳細目次

概要
ハザード除去の方法

５． 機械の安全設 5.1 ハザードの除去とリス 5.1.1 ハザードの除去及びリスクの低減方策／技術
クの低減
計
5.1.1.1 リスクアセスメントとの関連
5.1.1.2 方策／技術の分類
5.1.1.3 本質的安全設計方策の例

5.1.2.2 方策／技術の種類
5.1.2.3 本質的安全設計方策の例
5.2.1 ガードの定義

ガードの構造要求事項
ガードの種類（分離ガード、非分離
ガード、抑止/阻止ガード）
インターロック以外の停止防護装置

5.2.2 ガードを使用する目的
5.2.3 ガードの選択： 危険源の数及びサイズによる
5.2.4 ガードの選択： アクセスの性質及び頻度による
5.2.5 ガードの種類
5.2.3.1 固定式ガード
5.2.3.2 可動式ガード
5.2.3.3 インターロック付きガード
5.2.6 ガードの例
5.2.7 ガードを設計する際の留意点
5.2.8 ガードを製作する際の留意点
5.2.9 安全距離
5.2.10 最少距離
5.2.11 押しつぶし又ははさまりポイント
5.2.12 使用上の情報
5.3 インターロックの設計 5.3.1 保護装置の定義

インターロックの必要性と要求事項
インターロックの種類（機械的、電気
的、その他

5.3.2 保護装置を使用する目的
5.3.3 保護装置の種類
5.3.4 保護装置の例
5.3.5 ガード及び保護装置の選択
5.3.6 ガード及び保護装置の設計
5.3.7 インターロック付きガードの設計
5.4 付加保護方策

5.4.1 規定されている付加保護方策の内容
5.4.2 非常停止
①機械安全のＡ,Ｂ,Ｃ規格体系における非常停止規格の位置づけ

②非常停止機能のリスク低減プロセスにおける位置づけ
③非常停止機能
④非常停止機能のカテゴリー
⑤非常停止装置
5.4.3 遮断及びエネルギーの消散に関する方策

厚労省カリキュラムとの対応
４ 機械の設計・製 （２） 本質的安全設計方策
造段階のリスクア
セスメントとリスク
低減

直接的安全技術（ハザードの回避）
間接的安全技術（ハザードの防護）
示唆的安全技術（残留リスクの指摘）

5.1.2 本質的安全設計方策
5.1.2.1 定義

5.2 ガードの設計

関連法令・規格
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①動力源遮断装置
②蓄積エネルギー消散又は制限装置
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４ 機械の設計・製 （４） 安全防護及び付加
造段階のリスクア 保護方策
セスメントとリスク
低減

目次

詳細目次

概要

①動力源遮断装置 及び ②蓄積エネルギー
消散又は制限装置
5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
5.4.5 機械及び重量構成部品の容易、かつ安全な取扱い
に関する準備
5.4.6 機械類への安全な接近に関する方策
5.5 人間工学

5.5.1 操作者・作業者のエラーの防止

5.6 防爆

5.5.2 作業負担の軽減
5.5.3 安全の確保
5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.1 労働安全衛生法から見た規格体系
5.6.1.2 労働安全衛生法による規程
5.6.1.3 労働安全衛生規則による規定(1)
5.6.1.4 労働安全衛生規則による規定(2)
5.6.1.5 電気機械器具防爆構造規格(1)
5.6.1.6 電気機械器具防爆構造規格(2)
5.6.1.7 国際整合技術指針（Ｅｘ 指針2015）
5.6.2 爆発はなぜ起こる。（爆発・火災の3要素）
5.6.2.1 爆発・火災の3要素
5.6.3 危険個所の判定
5.6.3.1 ゾーン０，１，２の定義
5.6.3.2 ゾーン０，１，２の例
5.6.3.3 放出源と等級
5.6.3.4 換気度・換気の有効度
5.6.3.5 ゾーンの決定
5.6.3.6 危険場所の分類例（１）
5.6.3.7 危険場所の分類例（２）
5.6.4 防爆構造の種類と使用できる危険区域（ゾーン）
5.6.4.1 ガス蒸気防爆2006 による防爆構造の種類と
対応できるゾーン
5.6.4.2 国際整合防爆指針2015Exによる防爆構造の
種類と対応できるゾーン
5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.1 耐圧防爆構造
5.6.5.2 耐圧防爆構造の特長
5.6.5.3 内圧防爆構造
5.6.5.4 内圧防爆構造の分類
5.6.5.5 内圧防爆構造の特長
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5.6.5.6 安全増防爆構造
5.6.5.7 安全増防爆構造の特長
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

目次

詳細目次

概要

5.6.5.8 本質安全防爆構造
5.6.5.9 本質安全防爆構造(1)
5.6.5.10 本質安全防爆構造(2)
5.6.5.11 本質安全防爆構造の特長
5.6.5.12 非点火（タイプn）防爆構造
5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.1 防爆電気配線と適用するゾーン
5.6.6.2 各配線方式の基本の考え方
5.6.6.3 ケーブル配線の引き込み方式
5.6.6.4 金属管配線のフィッチング
5.6.6.5 ケーブル配線における爆発性雰囲気の流動防止
5.6.6.6 本安回路の配線例
5.6.7 爆発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.1 爆発性ガスと防爆電気機器の性能分類
5.6.7.2 爆発性ガスの爆発等級と発火度の分類
（構造規格の場合）
5.6.5.7 安全増防爆構造の特長
5.6.5.8 本質安全防爆構造
5.6.5.9 本質安全防爆構造(1)
5.6.5.10 本質安全防爆構造(2)
5.6.5.11 本質安全防爆構造の特長
5.6.5.12 非点火（タイプn）防爆構造
5.6.8 保守・点検
5.6.8.1 点検・保守のポイント
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

目次
６．電気と 制御 6.1 電気の安全
システムの安全
設計

詳細目次

概要

関連法令・規格

感電により生じる危険制御システ JIS B9960-1
ムの故障による危険EMC（電磁両 （IEC 60204-1）
立性）

6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.1 外部の保護接地システムを接続する端子
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.1 一般事項
6.1.1.3.2 種類
6.1.1.3.3 要求事項
6.1.1.3.4 操作手段
6.1.1.4 予期しない起動を防止するための開路用機器
（Device for switching off）
6.1.1.5 電気装置を断路する機器
6.1.1.6 禁止されている投入及び不注意・過誤による
投入に対する保護
6.1.2 感電保護
6.1.2.1 一般事項
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.1 エンクロージャによる感電保護
6.1.2.2.2 絶縁物による充電部の保護
6.1.2.2.3 残留電圧に対する感電保護
6.1.2.2.4 バリアによる感電保護
6.1.2.2.5 人体が届かないところへの配置による感電
保護又はオブスタクルによる感電保護
6.1.2.3 間接接触（※）に対する感電保護
6.1.2.3.1 一般事項
6.1.2.3.2 電源の自動遮断による感電保護
6.1.2.4 PELV使用による保護
6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.2.1 一般事項
6.1.3.2.2 電源導体
6.1.3.2.3 電力回路
6.1.3.2.4 制御回路
6.1.3.2.5 コンセント及びそれに給電する導体
6.1.3.2.6 照明回路
6.1.3.2.7 変圧器
6.1.3.2.8 過電流保護機器の配置
6.1.3.2.9 過電流保護機器
6.1.3.2.10 過電流保護機器の定格及び作動電流設定値
6.1.3.3 電動機の温度上昇保護
6.1.3.3.1 一般事項
6.1.3.3.2 過負荷保護

主開閉器と停止機能
非常停止装置

直接接触に対する保護（ハウジン
グ、制御盤内、絶縁等）
間接接触に対する保護
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厚労省カリキュラムとの対応
３ 機械の安全原 （３） 電気安全規格（JIS
B9960-1（IEC 60204-1））
則

目次

詳細目次

概要

6.1.3.3.3 電流制限による保護
6.1.3.4 異常温度保護
6.1.3.5 停電、電圧低下及びその復旧時の保護
6.1.3.6 電動機の加速度保護
6.1.3.7 相順の保護
6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.1 一般事項
6.1.4.2 保護ボンディング回路

過電流保護、異常温度保護、復旧時
の保護、地絡電流保護 等

（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項
6.1.4.2.2 保護導体（アース線）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性
6.1.4.2.4 保護ボンディング回路からの開閉機器の排除
6.1.4.2.5 保護ボンディング回路に接続する必要のない部分
6.1.4.2.6 保護導体の接続線
6.1.4.2.7 移動機械
6.1.4.2.8 接地漏えい電流が10mA（交流及び直流）を
超える電気装置の追加保護ボンディング要求
6.1.4.3 機能ボンディング
（電気装置が正常に機能するためのアース（接地））
6.1.4.4 大きな漏洩電流の影響を制限する方策
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.1 制御回路電源
6.1.5.12 制御回路電圧
6.1.5.1.3 保護
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.1 制御機能
6.1.5.2.2 停止動機能
6.1.5.2.3 運転モード
6.1.5.2.4 安全機能及び／又は保護方策の中断
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.1 一般事項
6.1.5.2.5.2 起動
6.1.5.2.5.3 停止
6.1.5.2.5.4 非常操作（非常停止、非常遮断）
6.1.5.2.5.4.1 一般事項
6.1.5.2.5.6 その他の制御機能
6.1.5.2.5.6.1 ホールド ツゥ ラン制御
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

目次

詳細目次

概要

6.1.5.2.5.6.2 両手操作制御
6.1.5.2.5.6.3 イネーブル制御
6.1.5.2.5.6.4 起動と停止とを兼ねる制御
6.1.5.2.5.7 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.7.1 一般事項
6.1.5.2.5.7.2 制御の制限
6.1.5.2.5.7.3 停止
6.1.5.2.5.7.4 複数の操作盤
6.1.5.2.5.7.5 電池を電源として用いる操作盤
6.1.5.3 保護インタロック
6.1.5.3.1 インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット
6.1.5.3.2 作動限界からの逸脱
6.1.5.3.3 補助機能の作動
6.1.5.3.4 異なる作動及び相反する動きを防止する
インタロック
6.1.5.3.5 回生制動
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.1 一般要求事項
6.1.5.4.2 故障時のリスクを最小にする方策
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動
に対する保護
6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般的事項
6.1.6.1.1 制御機器に対する一般要求事項
6.1.6.1.2 配置及び取付け
6.1.6.1.3 保護
6.1.6.1.4 位置センサ
6.1.6.1.5 携行式操作盤、ペンダント形操作盤
6.1.6.2 押しボタン
6.1.6.2.1 色
6.1.6.2.2 マーキング
6.1.6.3 表示灯及び表示器
6.1.6.3.1 一般事項
6.1.6.3.2 色
6.1.6.4 照光式押しボタン
6.1.6.5 回転式制御機器
6.1.6.6 起動機器
6.1.6.7 非常停止用機器
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6.1.6.7.1 非常停止用機器の配置
6.1.6.7.2 アクチュエーターの色
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

目次

詳細目次

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

6.1.6.7.3 非常停止に用いる電源断路器の直接操作
6.1.6.8 イネーブル制御機器
6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.1 一般要求事項
6.1.7.2 配置及び取付け
6.1.7.2.1 接近性及び保全性
6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け
6.1.7.2.3 熱の影響
6.1.7.3 保護等級
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、
扉及び開口部
6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.1 一般要求事項
6.1.8.2 導体
6.1.8.3 絶縁被覆
6.1.8.4 通常使用時の電流容量
6.1.8.5 導体及びケーブルの電圧降下
6.1.8.6 可とうケーブル
6.1.8.6.1 一般事項
6.1.8.6.2 機械的定格
6.1.8.7 導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構
6.1.8.7.1 直接接触に対する保護
6.1.8.7.2 保護導体回路
6.1.8.7.3 保護導体用の集電子
6.2 制御システムの安全 6.2.1 制御回路と制御機能
6.2.1.1 機械安全の国際規格体系と、IEC60204-1の構成
6.2.1.2 制御回路電源
6.2.1.2.1 起動と停止
6.2.1.2.2 選択/変更時の安全要件

制御回路、制御機能、保護インター JIS B9960-1（IEC ３ 機械の安全原
則
ロック、故障時の制御機能 等
60204-1）
オペレータインタフェースおよび制御
機器（押しボタン、表示灯、イネーブ
ル制御機器等）

6.2.1.2.3 安全機能等を中断して作業を行う場合の安全確保
6.2.1.2.4 非常停止、非常スイッチングOFF
6.2.1.2.5 その他の制御機能（イネーブル装置など）
6.2.1.2.6 ケーブルレス制御
6.2.1.3 起動と停止
6.2.1.4 表示灯
6.2.1.5 非常停止と非常スイッチングオフ
6.2.1.6 その他の制御装置（機能）
6.2.1.7 色による導体の識別
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（３） 電気安全規格（JIS B99601（IEC 60204-1））

目次

詳細目次

概要
安全方策の選択および設計のプ
ロセス
制御システムの安全関連部が提
供する安全機

6.2.2 リスクアセスメントにおける、安全制御システム
によるリスク低減方策
6.2.2.1 制御システムの安全関連部分とは
6.2.2.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
6.2.2.3 安全制御回路（PL）を設計する手順の概略
6.2.2.3.1 要求されるパフォーマンスレベル（PLｒ）を決定する
6.2.2.3.2 システムのカテゴリを選択する
6.2.2.3.3 システムのMTTFｄを計算する
6.2.2.3.4 システムのDCavgを計算する
6.2.2.3.5 CCFへの対策を評価する
6.2.2.3.6 障害の考慮、障害の除外
6.2.2.3.7 PLｒと達成されるPLの関係
6.2.2.4 ISO13849-1に基づくPLの計算例
6.2.2.5 各SRP/CSのPLが既知である場合に、全体
のPLを求める方法
6.2.2.6 ISO/TR23849によるPLの考え方
6.2.2.7 パフォーマンスレベル（PL)の計算例
6.2.2.8 付属資料
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関連法令・規格
JIS B9705-1
（ISO 13849-1）

厚労省カリキュラムとの対応
４ 機械の設計・ （５） 制御システムの安全関
製造段階のリス 連部（JIS B9705-1（ISO
クアセスメントと 13849-1））
リスク低減

目次

詳細目次

７． ユーザへの情 7.1 提供すべき使用上の 7.1.1. 使用上の情報とは
報提供
情報
※使用上の情報=リスク情報

7.2 情報提供の方法

7.3 情報提供の方法

概要
Intended use 意図する使用
残留リスクresidual risk
合理的に予見可能な誤使用
合理的に予見可能な使用方法
表示（Markings／機械類の情報

7.1.2. 使用上の情報の目的
※残留リスクと回避方法

使用者による防護（リスクを低減)
使用者は使用上の情報に基づいて、
正しく、注意して使う

7.1.3 .誰のための使用上の情報か？ 守られるのは誰か？

専門・非専門の使用者、通行人・
見学者、設計者、製造者

7.2.1. 使用上の情報の作成者
7.2.2. 作成者の要件

7.3.1. 使用上の情報の伝達手段、提供の方法
（情報の構成＆表現）

Manufacturers shall take into
account the needs, knowledge and
experience of the user, and shall be
aware of the different ways in which
users interact with the machine. The
following factors shall be taken into
account where applicable:
3つに分類
信号及び警報装置
表示、標識(絵文字)、警告文
付属文書(特に、取扱説明書)

7.3.2. 使用上の情報の配置・場所、
※安全情報の場所
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関連法令・規格
ISO 12100：2010
図2

厚労省カリキュラムとの対応
（５） 機械に関する危険性等の
２ 関係法令
４ 機械の設計・製 通知の概要
造段階のリスクア （４） 使用上の情報の作成
セスメントとリスク
低減

５ 機械に関する
危険性等の通知

（１） 残留リスクマップ、残留リス
ク一覧の作成

目次
7.4 情報提供の種類

詳細目次

概要

関連法令・規格

視覚信号（点滅灯）聴覚信号（サイ
レン）

7.4.1. 信号及び警報装置

ISO 2972
ISO7000
ANSI Z 535

7.4.2. 標識 (絵文字)

7.4.3. 警告文
7.4.3.1. シグナル ワード
7.4.4. 付属文書 (特に、取扱説明書)
7.4.4.1. 取扱説明書の情報
7.4.4.2. 取扱説明書の作成
7.4.5. 使用上の情報の作成、編集
7.4.6. 指示文・命令文の書き方（ⅰ）
7.4.7. 指示文・命令文の書き方（ⅱ）
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厚労省カリキュラムとの対応

4. 機械安全教育プログラムに関する検討
機械安全教育プログラム平成 27 年度案を見直し平成 28 年度版を作成するとともに、実際の教
育に使用するテキストの作成を、昨年度に引き続き実施した。テキストの作成は、開発部会の委員
で作成担当を決めて進めた。
テキストを作成するにあたって、詳細な目次の構成を検討し、各部の内容を検討する中で発生し
た課題について、開発部会で議論を重ね、必要に応じてプログラムの見直しに反映した。
今年度の検討成果である機械安全教育プログラム平成 28 年度版を、4.1 に示す。また、プログ
ラムの見直しとテキスト作成を実施するにあたって、開発部会で検討された内容について、4.2 に
示す。

4.1 機械安全教育プログラム平成 28 年度版
開発部会での議論に基づき見直された機械安全教育プログラム平成 28 年度版を表 4-1 に示す。
平成 27 年度案と同様に、全体を 7 章に分けた構成としており、表には各章の概要、関連する法
令・規格を示している。
厚労省カリキュラムとの対応関係についても示しており、この教育プログラムを実施することで、
厚労省カリキュラムの全ての内容をカバーできるようにしている。

19
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表 4-1 機械安全教育プログラム平成 28 年度版
目次
１．安全とは何か

1.1 安全という概念

詳細目次
1.1.1 素朴な意味での安全の意味
1.1.2 一般的な安全の定義
1.1.3 身の回りのものは安全でしょうか？
1.1.4 国際規格やJISにおける安全の定義
1.1.5 リスクゼロを求めてはいない

1.2 リスクという概念

概要
安全、ハザード、リスクの基本的
考え方の理解
リスクゼロはありえない
技術者倫理とコンプライアンス
「攻めの安全」の実現

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

ISO/IEC Guide
51 2014

1.2.1 リスク（Risk） の定義
1.2.2 安全はリスクを経由して定義されている
1.2.3 許容可能なリスクという概念
1.2.4 リスクベースドアプローチ
1.2.5 危害発生のプロセス
1.2.6 危害（Harm）の定義
1.2.7 ハザード（危険源）とは

1.3 リスクアセスメントとい 1.3.1 リスクアセスメントの考え方
う概念
1.3.2 リスク低減策と安全設計
1.3.3 スリーステップメソッド
1.3.4 本質的安全設計とは
1.4 安全は、人間の幸福 1.4.1 安全は、前向きの学問
の実現のためにある
1.4.2 安全は、総合的な学問である
1.4.3 安全を実現するための仕組みと役割
1.4.4 企業のトップの役割とリスクマネジメント
1.4.5 安全学という考え方
1.4.6 安全学の中での機械安全、労働安全の役割
1.5 安全の常識

1.4.7 安全の国際標準と法令
1.5.1 機械は故障する、人間は間違える、ルールは
不十分
1.5.2 絶対安全はない
1.5.3 安全はそのままにしておくと劣化する

1.6 技術者倫理と安全に 1.6.1 倫理について考える
係る技術者の倫理
1.6.2 倫理の例

1 技術者倫理

1.6.3 技術者倫理について考える
1.6.4 技術者倫理と責任
1.6.5 技術者倫理の前に経営者倫理がある
1.6.6 技術者倫理に共通する項目
1.6.7 安全に係る技術者のための技術者倫理
1.6.8 安全技術者倫理の要約
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（２）技術者倫理、法令遵守（コン
プライアンス）

目次

詳細目次

２．機械に起因す 2.1 労働災害発生
る労働災害
状況の推移
2.2 機械災害の現状

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

機械を起因物とする事故発生状況
起因物と事故型（はさまれ、巻き込ま
れ、切れ、こすれ等）の関係

1 技術者倫理

（１） 労働災害、機械災害の現状
と災害事例

階層的規格体系
state of the art とgood engineering
practice

３ 機械の安全原 （１） 機械安全規格の種類と概
則
要（日本工業規格（JIS規格）、国
際規格（ISO規格、IEC規格））

2.3 機械災害の型別
発生状況
2.4 設備安全方策の
不具合に起因して
発生した災害
2.5 労働災害防止の
ための施策
2.6 事故事例:加工食
品工場で食品攪拌
装置の洗浄作業中
攪拌羽に巻き込ま
れ死亡
３． 安全の国際標 3.1 機械安全国際標準
準と法令

3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の
体系と種類
3.1.1.1 国際安全規格ISO12100の制定経緯
3.1.1.2 ISO12100の概要と構成について
3.1.1.3 ISO12100が定義する機械類とは
3.1.1.4 国際安全規格ISO12100の3階層体系と種類
3.1.1.5 Ａ,Ｂ,Ｃ規格の特徴
3.1.1.6 国際安全規格の階層化構成について

3.2 国内法令

3.1.1.7 ISO12100の要求する設計者と使用者の義務
3.2.1 労働安全衛生法関係法令
3.2.2 労働安全衛生法
3.2.3 労働安全衛生法―機械の安全性に係る規制
3.2.3.1 労働安全衛生法―事業者等の責務，事業者

法令による要求事項
法令と規格の関係
安全基準への適合と認証
の意味

の講ずべき措置等 他
3.2.3.2 労働安全衛生法―事業者の行うべき調査等
3.2.3.3 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―第5章第1節関係
3.2.3.3.1 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―第5章第1節関係―①第37条関係
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労働安全衛生法 ２ 関係法令
機械の構造規格
包括安全指針
リスクアセスメント
の指針

（１） 法令の体系と労働安全
衛生法の概要
（２） 機械の構造規格、規則
の概要
（４） 危険性又は有害性等の
調査（リスクアセスメント）等に
関する指針の概要

目次

詳細目次

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

3.2.3.3.2 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―第5章第1節関係―②第42条関係
3.2.3.3.3 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―第5章第1節関係―③第44条関係
3.2.3.4 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―使用
3.2.3.5 労働安全衛生法―機械等の安全性に係る
規制―製造・流通
3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.1 趣旨等「危険性又は有害性等の調査等に関する

２ 関係法令

（４） 危険性又は有害性等の
調査（リスクアセスメント）等に
関する指針の概要

２ 関係法令

（３） 機械の包括安全指針の概
要

指針」全体構成
3.2.4.2 適用
3.2.4.3 実施内容
3.2.4.4 実施体制等
3.2.4.5 実施時期
3.2.4.6 対象の選定
3.2.4.7 情報の入手
3.2.4.8 危険性又は有害性の特定
3.2.4.9 リスクの見積り
3.2.4.10 リスク低減措置の検討及び実施
3.2.4.11 記録
3.2.5 厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の要求
3.2.5.1 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
ができるまで
3.2.5.2 「機械の包括的な安全基準に関する指針」の概要
と公示の背景
3.2.5.3 事業者に求める主な内容
3.2.5.4 指針に基づく機械の安全化の手順
3.2.5.5 「機械の包括的な安全基準に関する指針」と
JIS規格の関係について
3.2.5.6 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 全体構成
3.2.5.7 第1 趣旨
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目次

詳細目次

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

3.2.5.8 第2 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.1 製造等を行う機械の調査等の実施
3.2.5.8.2 実施時期
3.2.5.8.3 機械の制限に関する仕様の指定
3.2.5.8.4 危険性又は有害性の同定
3.2.5.8.5 リスクの見積り等
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施
3.2.5.8.7 記録
４． 安全設計の基 4.1 リスクアセスメント
本

使用上の制限
空間上の制限
時間的制限

4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.1 リスクアセスメントの目的、定義
4.1.1.2 リスクアセスメントとリスク低減プロセス
4.1.1.3 機械設計者のもとで行うリスクアセスメント
4.1.1.4 「機械包括安全指針 」（2007）に示される役割分担
4.1.1.5 機械のライフサイクル上での危険事象と設計上の原因例
4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.1 リスクアセスメントにおける 「機械類の制限の決定」
4.1.2.2 「使用上の制限条件」を構成する要素
4.1.2.3 「時間上の制限条件」を構成する要素
4.1.2.4 「機械の制限事項一覧表」の書式例
4.1.2.5 「機械類の制限の決定 」の役割と意義
4.1.3 危険源（Ｈａｚａｒｄ）の同定
4.1.3.1 リスクアセスメントにおける 「ハザードの同定」

ソース、メカニズム、アウ
トカム、ハザードの同定

4.1.3.2 ハザード（危険源）に関連する基本的な概念
4.1.3.3 危険源/危険状態/危険事象の例
《 ISO 12100:2010

附属書 B 》

4.1.3.4 ハザード（危険源）の構成概念
4.1.3.5 ハザードの同定に際して考慮すべきこと
4.1.3.6 ハザード /危険状態/危険事象の同定能力とは
4.1.3.7 「ハザードの同定 」の役割と意義
4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.1 リスクアセスメントにおける「リスクの見積もり/評価」
4.1.4.2 リスクの定義とリスクのパラメータの対応

危害の程度、暴露の頻度、
発生の可能性、回避の失
敗

4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
4.1.4.4 危害の程度（S）と危害の発生確率（P）の評価段階
4.1.4.5 リスクパラメータと「 リスク見積もり 」の役割と意義
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JIS B 9700：2013 ４ 機械の設計・製 （１） 機械の設計・製造段階のリ
(ISO 12100：2010) 造段階のリスクア スクアセスメント手順
セスメントとリスク
低減

目次

詳細目次
4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.1 各種のリスクアセスメント手法
4.1.5.2 加算法の一例
4.1.5.3 マトリクス法の一例
4.1.5.4 リスクグラフ法の一例

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

リスクアセスメント手法
リスクグラフ、マトリックス
ドキュメンテーションの必
要性

4.1.5.5 リスクアセスメントの手法の役割と意義
4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.1 リスク低減の妥当性評価とドキュメント

リスク低減の妥当性の評価の方法
リスクアセスメントの記録

4.1.6.2 リスク低減方策の妥当性確認とは
4.1.6.3 適切なリスクレベルが達成されたか否かの判定要件
4.1.6.4 リスク低減の妥当性評価の役割と意義
4.1.6.5 リスクアセスメント結果の文書化 （ Documentation ）
4.1.7 リスクアセスメント演習
4.2 スリーステップメソッド 4.2.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.1 スリーステップメソッドとは、

スリーステップメソッド

4.2.1.2 リスクアセスメントフローにおけるスリーステップ
メソッドの位置付け
4.2.1.3 保護方策の分類
4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.1 本質的安全設計方策とは、
4.2.2.2 危険源を回避する方法
4.2.2.3 危険区域への進入の必要性を低減することに
より危険源へさらされる機会を制限する方法
4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.1 安全防護策及び付加保護方策とは、
4.2.3.2 ガードとは、
4.2.3.3 固定式ガードと可動式ガードとは、
4.2.3.4 ガードの種類
4.2.3.5 保護装置とは、
4.2.3.6 付加保護方策とは、
4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.1 使用上の情報で行う保護方策とは、
4.2.4.2 取扱説明書の記載及び作成上の注意事項
4.2.4.3 附属文書とは、
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JIS B
9700:2013(ISO
12100:2010)

３ 機械の安全原 （２） 機械安全一般原則の内容
則
（JIS B9700（ISO 12100））

詳細目次

概要

５． 機械の安全設 5.1 ハザードの除去とリス はじめに－リスクアセスメントとの関連
クの低減
計
5.1.1 ハザードの種類
5.1.1 ハザードの種類 （1）ハザードとは

目次

ハザード除去の方法

４ 機械の設計・製 （２） 本質的安全設計方策
造段階のリスクア
セスメントとリスク
低減

ガードの構造要求事項
ガードの種類（分離ガード、非分離
ガード、抑止/阻止ガード）
インターロック以外の停止防護装置

４ 機械の設計・製 （３） 安全防護及び付加保護方
造段階のリスクア 策
セスメントとリスク
低減

5.1.1 ハザードの種類 （2）ハザードの分類
5.1.1 ハザードの種類 （3）ハザード一覧

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

5.1.1 ハザードの種類 （4）確定的及び偶発的ハザード
5.1.1 ハザードの種類 （5）ハザード形態と出現
5.1.2 本質的安全設計方策―ハザードへの対処方法
5.1.2 ハザードへの対処方法 （1）ハザードの同定と対応
設計方策
5.1.2 ハザードへの対処方法 （2）本質的安全設計方策
5.1.3 確定的ハザードに対する設計対応
5.1.3 確定的ハザードに対する設計方法 (1)物理的側面
を考慮した方策によるハザードの除去
5.1.3 確定的ハザードに対する設計方法 (2)幾何学的要
素を考慮した方策によるハザードの除去
5.1.3 確定的ハザードに対する設計方法 (3)幾何学的側面
及び物理的側面―構成部品の弾性の利用と直接
視認性の確保
5.1.4 偶発的ハザードに対する設計対応
5.1.4 偶発的ハザードに対する設計対応 (1)安全寿命設計
5.1.4 偶発的ハザードに対する設計対応 (2)冗長化
5.1.4 偶発的ハザードに対する設計対応 (3)故障の制限
5.1.4 偶発的ハザードに対する設計対応 (4)本質的安全設計の
制御システムへの適用
5.1.5 その他
5.1.6 危険源への暴露機会の制限
5.2 ガードの設計

5.1.7 国際安全規格に基づく 衛生面の安全設計（参考）
5.2.1 ガードの定義
5.2.2 ガードを使用する目的
5.2.3 ガードの選択： 危険源の数及びサイズによる
5.2.4 ガードの選択： アクセスの性質及び頻度による
5.2.5 ガードの種類
5.2.5.1 固定式ガード
5.2.5.2 可動式ガード
5.2.5.3 インターロック付きガード
5.2.6 ガードの例
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目次

詳細目次

概要

5.2.7 ガードを設計する際の留意点
5.2.8 ガードを製作する際の留意点
5.2.9 安全距離
5.2.10 最少距離
5.2.11 押しつぶし又ははさまりポイント
5.3 保護装置の設計
(インターロックの設計)

5.2.12 使用上の情報
5.3.1 保護装置の定義
5.3.2 保護装置を使用する目的
5.3.3 保護装置の種類
5.3.4 保護装置の例

インターロックの必要性と要求事項
インターロックの種類（機械的、電気
的、その他

5.3.5 ガード及び保護装置の選択
5.3.6 ガード及び保護装置の設計
5.3.7 インターロック付きガードの設計
5.4 付加保護方策

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計
5.4.1 規定されている付加保護方策の内容
5.4.2 非常停止
5.4.2.1 機械安全のＡ,Ｂ,Ｃ規格体系における非常停止規格
の位置づけ
5.4.2.2 非常停止機能のリスク低減プロセスにおける位置づけ
5.4.2.3 非常停止機能
5.4.2.4 非常停止機能のカテゴリー
5.4.2.5 非常停止装置
5.4.3 遮断及びエネルギーの消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
5.4.3.2 蓄積エネルギー消散又は制限装置
5.4.3.3 動力源遮断装置及び、蓄積エネルギー消散又は
制限装置
5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
5.4.5 機械及び重量構成部品の容易、かつ安全な取扱い
に関する準備

5.5 人間工学

5.4.6 機械類への安全な接近に関する方策
5.5.1 人間工学に関連した安全性の問題とは、
5.5.2 人間工学の検討の必要性について
5.5.3 人間工学を検討する段階、ステップとは
5.5.4 認識力に関連するヒューマンエラーを低減する方法
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関連法令・規格
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目次

詳細目次

概要

5.5.5 身体的努力に関連する健康障害及びヒューマン
エラーを低減する方法
5.5.6 作業性を向上する方法
5.6 防爆

5.5.7 人間工学設計の適合を確認する方法
はじめに
5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.1 労働安全衛生法から見た法令・指針の体系
5.6.1.2 労働安全衛生法による規定
5.6.1.3 労働安全衛生規則による規定（１）
5.6.1.4 電気機械器具防爆構造規格（１）
5.6.1.5 防爆IEC規格と国際整合技術指針 (Ex 指針2015）
5.6.1.6 電気機械器具防爆構造規格（２）
5.6.2 爆発はなぜ起こる。(爆発/火災の３要素）
5.6.2.1 爆発・火災の３要素
5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.1 ゾーン０，１，２の定義
5.6.3.2 ゾーン０，１，２の例
5.6.3.3 放出源と等級
5.6.3.4 換気度・換気の有効度
5.6.3.5 ゾーンの決定
5.6.3.6 危険場所の分類例（１）
5.6.3.7 危険場所の分類例（２）
5.6.4 防爆構造の種類と使用できる危険区域（ゾーン）
5.6.4.1 ガス蒸気防爆 2006 による防爆構造の種類と
対応できるゾーン
5.6.4.2 国際整合防爆指針 2015Exによる防爆構造の
種類と対応できるゾーン
5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.1 耐圧防爆構造 （１）
5.6.5.2 耐圧防爆構造の特長（２）
5.6.5.3 内圧防爆構造（１）
5.6.5.4 内圧防爆構造の分類（２）
5.6.5.5 内圧防爆構造の特長（３）
5.6.5.6 安全増防爆構造（１）
5.6.5.7 安全増防爆構造の特長（２）
5.6.5.8 本質的安全防爆構造（１）
5.6.5.9 本質的安全防爆構造（２）
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関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

目次

詳細目次

概要

関連法令・規格

厚労省カリキュラムとの対応

5.6.5.10 本質的安全防爆構造（３）組合わせ条件
5.6.5.11 本質的安全防爆構造の特長（４）
5.6.5.12 非点火（タイプn）防爆構造
5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.1 防爆電気配線と適用するゾーン（１）
5.6.6.2 各配線方式の基本の考え方
5.6.6.3 ケーブル配線の引き込み方式
5.6.6.4 金属管配線のフィッチング
5.6.6.5 ケーブル配線における爆発性雰囲気の流動防止
5.6.6.6 本安回路の配線例
5.6.7 爆発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.1 爆発性ガスの分類（構造規格の場合）
5.6.7.2 爆発性ガスの分類（国際整合指針の場合）
5.6.7.3 爆発性ガスの分類（構造規格）
5.6.7.4 爆発性ガスの分類（国際整合指針）
5.6.7.5 防爆電気機器の構造の種類と表示
5.6.7.6 防爆電気機器の性能表示の例
5.6.8 保守・点検
5.6.8.1 点検・保守のポイント
６．電気と 制御シ 6.1 電気の安全
ステムの安全設
計

イントロダクション
6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器

感電により生じる危険制御システム JIS B9960-1（IEC ３ 機械の安全原
の故障による危険EMC（電磁両立性） 60204-1）
則

6.1.1.1 入力用電源導体接続
6.1.1.2 外部の保護接地システムを接続する端子
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.1 一般事項
6.1.1.3.2 種類
6.1.1.3.3 要求事項
6.1.1.3.4 操作手段
6.1.1.4 予期しない起動を防止するための開路用機器
6.1.1.5 電気装置を断路する機器
6.1.1.6 禁止されている投入及び不注意・過誤による
投入に対する保護
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（３） 電気安全規格（JIS B99601（IEC 60204-1））

目次

詳細目次
6.1.2 感電保護
6.1.2.1 一般事項
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護

概要
主開閉器と停止機能
非常停止装置

6.1.2.2.1 エンクロージャによる感電保護
6.1.2.2.2 絶縁物による充電部の保護
6.1.2.2.3 残留電圧に対する感電保護
6.1.2.2.4 バリアによる感電保護
6.1.2.2.5 人体が届かないところへの配置による感電
保護又はオブスタクルによる感電保護
6.1.2.3 間接接触（※）に対する感電保護
6.1.2.3.1 一般事項
6.1.2.3.2 電源の自動遮断による感電保護
6.1.2.4 PELV使用による保護
6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.1 一般事項
6.1.3.1.2 電源導体
6.1.3.1.3 電力回路
6.1.3.1.4 制御回路
6.1.3.1.5 コンセント及びそれに給電する導体
6.1.3.1.6 照明回路
6.1.3.1.7 変圧器
6.1.3.1.8 過電流保護機器の配置
6.1.3.1.9 過電流保護機器
6.1.3.1.10 過電流保護機器の定格及び作動電流設定値
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.1 一般事項
6.1.3.2.2 過負荷保護
6.1.3.2.3 電流制限による保護
6.1.3.3 異常温度保護
6.1.3.4 停電、電圧低下及びその復旧時の保護
6.1.3.5 電動機の加速度保護
6.1.3.6 相順の保護
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厚労省カリキュラムとの対応

目次

詳細目次
6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.1 一般事項

概要
過電流保護、異常温度保護、復旧時
の保護、地絡電流保護 等

6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項
6.1.4.2.2 保護導体（アース線）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性
6.1.4.2.4 保護ボンディング回路からの開閉機器の排除
6.1.4.2.5 保護ボンディング回路に接続する必要のない部分
6.1.4.2.6 保護導体の接続線
6.1.4.2.7 移動機械
6.1.4.2.8 接地漏えい電流が10mA（交流及び直流）を超
える電気装置の追加保護ボンディング要求
6.1.4.3 機能ボンディング
（電気装置が正常に機能するためのアース（接地））
6.1.4.4 大きな漏洩電流の影響を制限する方策
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.1 制御回路電源
6.1.5.1.2 制御回路電圧
6.1.5.1.3 保護
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.1 起動機能
6.1.5.2.2 停止機能
6.1.5.2.3 運転モード
6.1.5.2.4 安全機能及び／又は保護方策の中断
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.1 一般事項
6.1.5.2.5.2 起動
6.1.5.2.5.3 停止
6.1.5.2.5.4 非常操作（非常停止、非常遮断）
6.1.5.2.5.4.1 一般事項
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能
6.1.5.2.5.5.1 ホールド ツゥ ラン制御
6.1.5.2.5.5.2 両手操作制御
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目次

詳細目次

概要

6.1.5.2.5.5.3 イネーブル制御
6.1.5.2.5.5.4 起動と停止とを兼ねる制御
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.6.1 一般事項
6.1.5.2.5.6.2 制御の制限
6.1.5.2.5.6.3 停止
6.1.5.2.5.6.4 複数の操作盤
6.1.5.2.5.6.5 電池を電源として用いる操作盤
6.1.5.3 保護インタロック
6.1.5.3.1 インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット
6.1.5.3.2 作動限界からの逸脱
6.1.5.3.3 補助機能の作動
6.1.5.3.4 異なる作動及び相反する動きを防止する
インタロック
6.1.5.3.5 回生制動
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.1 一般要求事項
6.1.5.4.2 故障時のリスクを最小にする方策
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動
に対する保護
6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般的事項
6.1.6.1.1 制御機器に対する一般要求事項
6.1.6.1.2 配置及び取付け
6.1.6.1.3 保護
6.1.6.1.4 位置センサ
6.1.6.1.5 携行式操作盤、ペンダント形操作盤
6.1.6.2 押しボタン
6.1.6.2.1 色
6.1.6.2.2 マーキング
6.1.6.3 表示灯及び表示器
6.1.6.3.1 一般事項
6.1.6.3.2 色
6.1.6.4 照光式押しボタン
6.1.6.5 回転式制御機器
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目次

詳細目次

概要

6.1.6.6 起動機器
6.1.6.7 非常停止用機器
6.1.6.7.1 非常停止用機器の配置
6.1.6.7.2 アクチュエーターの色
6.1.6.7.3 非常停止に用いる電源断路器の直接操作
6.1.6.8 イネーブル制御機器
6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.1 一般要求事項
6.1.7.2 配置及び取付け
6.1.7.2.1 接近性及び保全性
6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け
6.1.7.2.3 熱の影響
6.1.7.3 保護等級
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、
扉及び開口部
6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.1 一般要求事項
6.1.8.2 導体
6.1.8.3 絶縁被覆
6.1.8.4 通常使用時の電流容量
6.1.8.5 導体及びケーブルの電圧降下
6.1.8.6 可とうケーブル
6.1.8.6.1 一般事項
6.1.8.6.2 機械的定格
6.1.8.7 導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構
6.1.8.7.1 直接接触に対する保護
6.1.8.7.2 保護導体回路
6.1.8.7.3 保護導体用の集電子
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目次

詳細目次

6.2 制御システムの安全 6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.1 制御システムの安全関連部分とは
6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略

概要

関連法令・規格

安全方策の選択および設計のプロセ JIS B9705-1（ISO
ス
13849-1）
制御システムの安全関連部が提供
する安全機能

厚労省カリキュラムとの対応
４ 機械の設計・製 （５） 制御システムの安全関連
造段階のリスクア 部（JIS B9705-1（ISO 13849セスメントとリスク 1））
低減

6.2.1.3.1 要求されるパフォーマンスレベル（PLｒ）を決定する
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する
6.2.1.3.3 システムのMTTFｄを計算する
6.2.1.3.4 システムのDCavgを計算する
6.2.1.3.5 CCFへの対策を評価する
6.2.1.3.6 障害の考慮、障害の除外
6.2.1.3.7 PLｒと達成されるPLの関係
6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.1 PLの計算例 1
6.2.1.4.2 PLの計算例 2
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
6.2.1.4.4 PLの計算例 4
6.2.1.5 参考資料
安全制御回路の向上例と、各カテゴリの代表回路例
6.2.1.6 附属資料 (ISO13849-1:2015 表K.1より抜粋）
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２ 関係法令

（５） 機械に関する危険性等の
通知の概要
5 機械に関する
（１） 残留リスクマップ、残留リス
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イド
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4.2 開発部会の検討内容
機械安全教育プログラム平成 28 年度版と、それに基づく教育用のテキストを作成するにあたり、
開発部会で検討された内容について、以下に示す。

4.2.1 「第 1 章 安全とは何か」
 機械の設計担当者にとっては、時間が不足している、コストが不足している、という問題が常
に存在している。その中で、最善を尽くすべし、というのが技術者倫理の一つとしてある。時
間もコストも厳しい中で設計開発に取り組んでいる技術者たちに、「最善を尽くせ」というエー
ルを送る意味を含めて欲しい。
 「安全」は学問である、と説明されているが、その直前までが安全の技術の話題であるため、
わかりにくくなっていると思う。「安全」が技術以外の問題も含む、幅広い概念の言葉であると
は、簡単に理解できない。安全技術から安全学へのつながりは、説明に工夫が必要とされる。
 安全に関して最低限のレベルとして求められることは、「許容可能なリスクにしなければなら
ない」ことを理解させたい。また、それが実現できない場合には、「開発を中止しなければな
らない」ことを言いたい。
 企業の内部で、組織のトップによるマネジメントができていなければ、技術者倫理も意味がな
くなってしまう。設計者に対して、納期、コスト、上司のプレッシャーに負けるな、という話を書
いて欲しい。

4.2.2 「第 2 章 機械に起因する労働災害」
 年度毎に発生状況などは、変わるため毎年更新する必要がある。

4.2.3 「第 3 章 安全の国際標準と法令」
 使用する用語として、「本質安全設計」ではなく、「本質的安全設計」とするべきである。
 リスクグラフによるリスクレベルの決定手法の図において、分岐が不適切である。分岐した後
の枝が、両方ともレベル 3 に到達している。

35
－35－

 これは、厚労省の指針の図を引用しているため、修正することはできないが、これは、誤記で
ある可能性が高いので“注意”する必要がある。
 関係する国内法令に関して、いろいろなところを見なくても良いようにまとめた。法令の改正
を細かく追いかけることは難しい。

4.2.4 「第 4 章 安全設計の基本」
 「本質安全設計」を「本質的安全設計」に変更する。
 危険域と安全域の関係を示した図において、「安全域」と示された領域の中で事故が発生す
る場合があり、「安全域」の表示は適当ではない。
 この二つの円の重複した部分は「共存領域（暴露域）」と表現することが適当であるため修正
する。

4.2.5 「第 5 章 機械の安全設計」
 「本質的安全設計」という言葉を、もう少し前面に出てくるようにするべきという意見があり、
「ハザードの種類」に続く節の名称に「本質的安全設計」を含めるようにする。
 リミットスイッチの説明において、なぜノンポジティブではなくポジティブスイッチでなければな
らないかについては、事例をあげて説明することが必要とされる。
 防護のためのドアを外して無効化することに関しても考慮して対策することが必要であること
を示すべきである。ISO 14119 で無効化の防止が要求されている。
 ガードの説明について、安全距離と記すべきか、最少距離と記すべきか、規格によって呼び
方が異なる場合がある。
 基本的には、2015 年版の規格に基づいてテキストを作成している。
 「人間工学」のテーマとしては、ヒューマンエラー防止、過負荷低減、操作性向上のための人
間工学的配慮などのポイントを示す。
 人間工学に関しては、ISO 12100 に大枠が示されているため、その例として示せばよい。
 SEMI スタンダードが参考になる。
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4.2.6 「第 6 章 電気と制御システムの安全設計」
 インターロック回路の組み方についての説明を、どこかに含めることが求められる。セーフテ
ィ PLC の利用とか、電気的にも機械的にも安全であることが必要とされるなどの説明が必要
ではないか？
 EMO 回路の組み方、非常停止回路の組み方を含めて欲しい。
 非常停止のシステムとして、どのカテゴリが必要となるか、についての説明を追加する。
 「適切に選定すること」という表現があるが、適切の説明が必要とされる。できるだけ計算式等
を加えて説明する。
 「○○は使用しない」と断言している部分があるが、場合によっては使用することも考えられる
ため、一事例であるという説明にする。
 PL の計算に関して演習問題を追加しているが、演習のレベルが高く、もっと簡単な演習問
題から始めるべき、という意見もあるので、簡単な例を前の方に位置づけるような見直しを行
う。
 規格をベースに説明をしているが、規格は法令の要求を満たすためのガイドラインとして存
在していると考えている。ユーザに対しては、様々なノウハウも含めて規格の解釈を示す必
要がある。

4.2.7 「第 7 章 情報提供の種類」
 厚労省が示した設計者向けのカリキュラムで、残留リスクマップと一覧表を含めることが求め
られているため、それを 7.2 に示すこととした。
 残留リスク情報は、取扱説明書に含めることが必要とされる。取扱説明書全体の構成を示し
て説明することが必要とされる。
 取扱説明書の構成の中で、安全に関するところをクローズアップして説明する方法がわかり
やすい。使用禁止事項などは、安全上の問題になる。
 ISO 12100 で要求されていることは、示しておくことが必要とされる。
 マニュアルおよび設備に表示する文字の視認性に関しても、説明を追加しておいたほうがよ
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い。
 取扱説明書に使用する言語については、機械を使用する国の言葉で記載する、と示してい
る。実際には多言語の対応が必要とされ、使用言語の説明は重要であると思われる。

4.2.8 衛生の観点について
 衛生に関しては、機械安全の体系に含まれる要素である。食品の衛生という観点より、機械
の衛生という観点で、機械の設計者が担当する部分であると考えられる。
 適用される業界が絞られるテーマであるため、必要な人だけが参照できるような位置づけに
すればよい。
 サービス用ロボットの委員会では、福祉施設で使用するロボットの衛生の観点について議論
されている。ロボットの洗浄性について話題となっており、衛生設計という考え方が必要とさ
れている。

4.2.9 今後の展開について
 本開発部会で作成した機械安全教育プログラムと、それに基づくテキストを活用して教育を
展開していくために、関係者で協議していく活動を実施していくことが求められる。
 教育の実施形態には、様々な方法があると考えられる。実験的に実施を積み重ね、世の中
で求められていることを確認することが必要である。
 外部の講師の協力が必要であり、全てをボランティアで実施することは困難である。現実的
に継続していく仕組みを構築することが求められる。

5. 検討成果
今年度に 3 年目を迎えた開発部会の活動の成果として、機械安全教育プログラム平成 28 年度
版と、それに基づく機械安全教育テキストを第一版として取り纏めることができた。
この教育プログラムと教育テキスト第一版の内容は、厚労省カリキュラムの内容をカバーするだ
けでなく、安全な機械を設計する技術者にとって、必ず学ぶべきことを体系的に示すものであり、こ
のプログラムとテキストを入口として、より高度な機械安全を実現するためのガイドラインとなるもの
である。
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お わ り に
機械安全国際標準にも示される機械安全に対する基本的考え方は、ヨーロッパやアメ
リカだけではなく、アジア諸国にも浸透してきており、国際的な共通概念となってきて
いる。
我が国の産業界では、従来は機械で安全を守るという考え方が薄かったため、現状で
も機械安全国際標準の考え方は十分に浸透しているとは言えず、欧米に比べて機械の安
全性に関しては低いレベルにあると言わざるを得ない。しかし、我が国製造業の作業安
全のレベルは高く労働安全とともに生産設備の安全性を確保することで、事故防止のみ
ならず品質維持など多くのメリットに繋がると考えられる。
本事業は、生産設備や機械を設計する技術者の安全知識等の習得や向上のための教育
プログラムと教育教材の作成を実施し、これにより生産設備の安全性を確保しようとす
るものである。
本年度は、平成 27 年度に引き続き、作成すべき教育プログラムの内容を厚生労働省の
通達のカリキュラムに則り、設計技術者が分かり易くかつ活用し易いものになるように
詳細目次を中心に整理し、教育教材の第一版として取り纏めることができた。

本事業の実施に際し設置した「中小製造業向け機械安全教育プログラムの開発部
会」の主査、幹事並びに委員の方々に深く感謝するとともに、今後の活動につきまし
ても同様のご協力をお願いする次第です。
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付録
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５．機械の安全設計 5.1 危険源の除去とリスクの
低減

中・小項目
4.1.2.5 「機械類の制限の決定 」の役割と意義
4.1.3 危険源の同定
4.1.3.1 リスクアセスメントにおける 「危険源の同定」
4.1.3.2 危険源に関連する基本的な概念
4.1.3.3 危険源/危険状態/危険事象の例
《 ISO 12100:2010 附属書 B 》
4.1.3.4 危険源の構成概念
4.1.3.5 危険源の同定に際して考慮すべきこと
4.1.3.6 危険源 /危険状態/危険事象の同定能力とは
4.1.3.7 「危険源の同定 」の役割と意義
4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.1 リスクアセスメントにおける「リスクの見積もり/評価」
4.1.4.2 リスクの定義とリスクのパラメータの対応
4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
4.1.4.4 危害の程度（S）と危害の発生確率（P）の評価段階
4.1.4.5 リスクパラメータと「 リスク見積もり 」の役割と意義
4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.1 各種のリスクアセスメント手法
4.1.5.2 加算法の一例
4.1.5.3 マトリクス法の一例
4.1.5.4 リスクグラフ法の一例
4.1.5.5 リスクアセスメントの手法 の役割と意義
4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.1 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.2 リスク低減方策の妥当性確認とは
4.1.6.3 適切なリスクレベルが達成されたか否かの判定要件
4.1.6.4 リスク低減の妥当性評価の役割と意義
4.1.6.5 リスクアセスメント結果の文書化 （ Documentation ）
4.1.7 リスクアセスメント演習
4.2.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.1 スリーステップメソッドとは、
4.2.1.2 リスクアセスメントフローにおけるスリーステップメソッド
の位置付け
4.2.1.3 保護方策の分類
4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.1 本質的安全設計方策とは、
4.2.2.2 危険源を回避する方法
4.2.2.3 危険区域への進入の必要性を低減することにより危険
源へさらされる機会を制限する方法
4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.1 安全防護策及び付加保護方策とは、
4.2.3.2 ガードとは、
4.2.3.3 固定式ガードと可動式ガードとは、
4.2.3.4 ガードの種類
4.2.3.5 保護装置とは、
4.2.3.6 付加保護方策とは、
4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.1 使用上の情報で行う保護方策とは、
4.2.4.2 取扱説明書の記載及び作成上の注意事項
4.2.4.3 附属文書とは、
はじめに－リスクアセスメントとの関連
5.1.1 危険源の種類
5.1.1 危険源の種類 （1）危険源とは
5.1.1 危険源の種類 （2）危険源の分類
5.1.1 危険源の種類 （3）危険源一覧
5.1.1 危険源の種類 （4）確定的及び偶発的危険源
5.1.1 危険源の種類 （5）危険源形態と出現
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中・小項目
5.1.2 危険源への対処方法 （1）危険源の同定と対応設計方策
5.1.2 危険源への対処方法 （2）本質的安全設計方策
5.1.3 確定的危険源に対する設計対応
5.1.3 確定的危険源に対する設計方法 （１）物理的側面を
考慮した方策による危険源の除去
5.1.3 確定的危険源に対する設計方法 （２）幾何学的要素を
考慮した方策による危険源の除去
5.1.3 確定的危険源に対する設計方法 （３）幾何学的側面及び
物理的側面―構成部品の弾性の利用と直接視認性の確保
5.1.4 偶発的危険源に対する設計対応
5.1.4 偶発的危険源に対する設計対応 （１）安全寿命設計
5.1.4 偶発的危険源に対する設計対応 （２）冗長化
5.1.4 偶発的危険源に対する設計対応 （３）故障の制限
5.1.4 偶発的危険源に対する設計対応 （４）本質的安全設計の
制御システムへの適用
5.1.5 その他
5.1.6 危険源への暴露機会の制限
5.1.7 国際安全規格に基づく 衛生面の安全設計（参考）
5.2 ガードの設計
5.2.1 ガードの定義
5.2.2 ガードを使用する目的
5.2.3 ガードの選択： 危険源の数及びサイズによる
5.2.4 ガードの選択： アクセスの性質及び頻度による
5.2.5 ガードの種類
5.2.5.1 固定式ガード
5.2.5.2 可動式ガード
5.2.5.3 インターロック付きガード
5.2.6 ガードの例
5.2.7 ガードを設計する際の留意点
5.2.8 ガードを製作する際の留意点
5.2.9 安全距離
5.2.10 最少距離
5.2.11 押しつぶし又ははさまりポイント
5.2.12 使用上の情報
5.3 保護装置の設計(インター 5.3.1 保護装置の定義
ロックの設計)
5.3.2 保護装置を使用する目的
5.3.3 保護装置の種類
5.3.4 保護装置の例
5.3.5 ガード及び保護装置の選択
5.3.6 ガード及び保護装置の設計
5.3.7 インターロック付きガードの設計
5.3.8 インターロック付きガードの制御設計
5.4 付加保護方策
5.4.1 規定されている付加保護方策の内容
5.4.2 非常停止
5.4.2.1 機械安全のＡ,Ｂ,Ｃ規格体系における非常停止規格
の位置づけ
5.4.2.2 非常停止機能のリスク低減プロセスにおける位置づけ
5.4.2.3 非常停止機能
5.4.2.4 非常停止機能のカテゴリー
5.4.2.5 非常停止装置
5.4.3 遮断及びエネルギーの消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
5.4.3.2 蓄積エネルギー消散又は制限装置
5.4.3.3 動力源遮断装置及び、蓄積エネルギー消散又は制限
装置
5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
5.4.5 機械及び重量構成部品の容易、かつ安全な取扱いに関
する準備
5.4.6 機械類への安全な接近に関する方策
5.5 人間工学
5.5.1 人間工学に関連した安全性の問題とは、
5.5.2 人間工学の検討の必要性について
5.5.3 人間工学を検討する段階、ステップとは
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5.6 防爆

６．電気と 制御シス 6.1 電気の安全
テムの安全設計

中・小項目
5.5.4 認識力に関連するヒューマンエラーを低減する方法
5.5.5 身体的努力に関連する健康障害及びヒューマンエラーを
低減する方法
5.5.6 作業性を向上する方法
5.5.7 人間工学設計の適合を確認する方法
はじめに
5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.1 労働安全衛生法から見た法令・指針の体系
5.6.1.2 労働安全衛生法による規定
5.6.1.3 労働安全衛生規則による規定（１）
5.6.1.4 電気機械器具防爆構造規格（１）
5.6.1.5 防爆IEC規格と国際整合技術指針 (Ex 指針2015）
5.6.1.6 電気機械器具防爆構造規格（２）
5.6.2 爆発はなぜ起こる。(爆発/火災の３要素）
5.6.2.1 爆発・火災の３要素
5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.1 ゾーン０，１，２の定義
5.6.3.2 ゾーン０，１，２の例
5.6.3.3 放出源と等級
5.6.3.4 換気度・換気の有効度
5.6.3.5 ゾーンの決定
5.6.3.6 危険場所の分類例（１）
5.6.3.7 危険場所の分類例（２）
5.6.4 防爆構造の種類と使用できる危険区域（ゾーン）
5.6.4.1 ガス蒸気防爆 2006 による防爆構造の種類と対応
できるゾーン
5.6.4.2 国際整合防爆指針 2015Exによる防爆構造の種類と
対応できるゾーン
5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.1 耐圧防爆構造 （１）
5.6.5.2 耐圧防爆構造の特長（２）
5.6.5.3 内圧防爆構造（１）
5.6.5.4 内圧防爆構造の分類（２）
5.6.5.5 内圧防爆構造の特長（３）
5.6.5.6 安全増防爆構造（１）
5.6.5.7 安全増防爆構造の特長（２）
5.6.5.8 本質的安全防爆構造（１）
5.6.5.9 本質的安全防爆構造（２）
5.6.5.10 本質的安全防爆構造（３）組合わせ条件
5.6.5.11 本質的安全防爆構造の特長（４）
5.6.5.12 非点火（タイプn）防爆構造
5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.1 防爆電気配線と適用するゾーン（１）
5.6.6.2 各配線方式の基本の考え方
5.6.6.3 ケーブル配線の引き込み方式
5.6.6.4 金属管配線のフィッチング
5.6.6.5 ケーブル配線における爆発性雰囲気の流動防止
5.6.6.6 本安回路の配線例
5.6.7 爆発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.1 爆発性ガスの分類（構造規格の場合）
5.6.7.2 爆発性ガスの分類（国際整合指針の場合）
5.6.7.3 爆発性ガスの分類（構造規格）
5.6.7.4 爆発性ガスの分類（国際整合指針）
5.6.7.5 防爆電気機器の構造の種類と表示
5.6.7.6 防爆電気機器の性能表示の例
5.6.8 保守・点検
5.6.8.1 点検・保守のポイント
イントロダクション
6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
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中・小項目
6.1.1.1 入力用電源導体接続
6.1.1.2 外部の保護接地システムを接続する端子
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.1 一般事項
6.1.1.3.2 種類
6.1.1.3.3 要求事項
6.1.1.3.4 操作手段
6.1.1.4 予期しない起動を防止するための開路用機器
6.1.1.5 電気装置を断路する機器
6.1.1.6 禁止されている投入及び不注意・過誤による投入
に対する保護
6.1.2 感電保護
6.1.2.1 一般事項
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.1 エンクロージャによる感電保護
6.1.2.2.2 絶縁物による充電部の保護
6.1.2.2.3 残留電圧に対する感電保護
6.1.2.2.4 バリアによる感電保護
6.1.2.2.5 人体が届かないところへの配置による感電保護
又はオブスタクルによる感電保護
6.1.2.3 間接接触（※）に対する感電保護
6.1.2.3.1 一般事項
6.1.2.3.2 電源の自動遮断による感電保護
6.1.2.4 PELV使用による保護
6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.1 一般事項
6.1.3.1.2 電源導体
6.1.3.1.3 電力回路
6.1.3.1.4 制御回路
6.1.3.1.5 コンセント及びそれに給電する導体
6.1.3.1.6 照明回路
6.1.3.1.7 変圧器
6.1.3.1.8 過電流保護機器の配置
6.1.3.1.9 過電流保護機器
6.1.3.1.10 過電流保護機器の定格及び作動電流設定値
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.1 一般事項
6.1.3.2.2 過負荷保護
6.1.3.2.3 電流制限による保護
6.1.3.3 異常温度保護
6.1.3.4 停電、電圧低下及びその復旧時の保護
6.1.3.5 電動機の加速度保護
6.1.3.6 相順の保護
6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.1 一般事項
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項
6.1.4.2.2 保護導体（アース線）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性
6.1.4.2.4 保護ボンディング回路からの開閉機器の排除
6.1.4.2.5 保護ボンディング回路に接続する必要のない部分
6.1.4.2.6 保護導体の接続線
6.1.4.2.7 移動機械
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中・小項目
6.1.4.2.8 接地漏えい電流が10mA（交流及び直流）を超える
電気装置の追加保護ボンディング要求
6.1.4.3 機能ボンディング
（電気装置が正常に機能するためのアース（接地））
6.1.4.4 大きな漏洩電流の影響を制限する方策
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.1 制御回路電源
6.1.5.1.2 制御回路電圧
6.1.5.1.3 保護
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.1 起動機能
6.1.5.2.2 停止機能
6.1.5.2.3 運転モード
6.1.5.2.4 安全機能及び／又は保護方策の中断
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.1 一般事項
6.1.5.2.5.2 起動
6.1.5.2.5.3 停止
6.1.5.2.5.4 非常操作（非常停止、非常遮断）
6.1.5.2.5.4.1 一般事項
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能
6.1.5.2.5.5.1 ホールド ツゥ ラン制御
6.1.5.2.5.5.2 両手操作制御
6.1.5.2.5.5.3 イネーブル制御
6.1.5.2.5.5.4 起動と停止とを兼ねる制御
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.6.1 一般事項
6.1.5.2.5.6.2 制御の制限
6.1.5.2.5.6.3 停止
6.1.5.2.5.6.4 複数の操作盤
6.1.5.2.5.6.5 電池を電源として用いる操作盤
6.1.5.3 保護インタロック
6.1.5.3.1 インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット
6.1.5.3.2 作動限界からの逸脱
6.1.5.3.3 補助機能の作動
6.1.5.3.4 異なる作動及び相反する動きを防止するインタ
ロック
6.1.5.3.5 回生制動
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.1 一般要求事項
6.1.5.4.2 故障時のリスクを最小にする方策
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動に対
する保護
6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般的事項
6.1.6.1.1 制御機器に対する一般要求事項
6.1.6.1.2 配置及び取付け
6.1.6.1.3 保護
6.1.6.1.4 位置センサ
6.1.6.1.5 携行式操作盤、ペンダント形操作盤
6.1.6.2 押しボタン
6.1.6.2.1 色
6.1.6.2.2 マーキング
6.1.6.3 表示灯及び表示器
6.1.6.3.1 一般事項
6.1.6.3.2 色
6.1.6.4 照光式押しボタン
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6.2 制御システムの安全

７．ユーザへの情報 7.1 使用上の情報
提供

7.2 提供すべき情報の種類

中・小項目
6.1.6.5 回転式制御機器
6.1.6.6 起動機器
6.1.6.7 非常停止用機器
6.1.6.7.1 非常停止用機器の配置
6.1.6.7.2 アクチュエーターの色
6.1.6.7.3 非常停止に用いる電源断路器の直接操作
6.1.6.8 イネーブル制御機器
6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.1 一般要求事項
6.1.7.2 配置及び取付け
6.1.7.2.1 接近性及び保全性
6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け
6.1.7.2.3 熱の影響
6.1.7.3 保護等級
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、扉及び
開口部
6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.1 一般要求事項
6.1.8.2 導体
6.1.8.3 絶縁被覆
6.1.8.4 通常使用時の電流容量
6.1.8.5 導体及びケーブルの電圧降下
6.1.8.6 可とうケーブル
6.1.8.6.1 一般事項
6.1.8.6.2 機械的定格
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1.1 安全という概念

3

1.1.1 素朴な意味での安全
• 安全とは、危険でないこと
• 安全とは、事故が起きたり、怪我をしたりすることが
ないこと
• 安全は、危険の反対概念である
• 事故が起きれば直ぐ分かる。危険は、予測したり、
一つずつ指摘することが出来る。しかし、安全は目
に見えない

4
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1.1.2 一般的な安全の定義
• 安全とは、危なくないさま。物事が損傷・損害・危害
を受けない、または受ける心配のないこと（岩波 国
語辞典、第2版）
• 安全とは、人とその共同体への損傷、ならびに人、
組織、公共の所有物に損害がないと客観的に判断
されることである。ここでいう所有物には無形のもの
も含む（ 「安全・安心な社会の構築に資する科学技
術政策に関する懇談会」報告書(２００４-４)）

5

1.1.3 身の回りのものは安全でしょうか？
• 包丁は安全でしょうか？
• 自動車は安全でしょうか？
• 原子力発電は安全でしょうか？
• どんなものが安全でしょうか？
• あなたの安全の定義を考えてみてください。

6
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1.1.4 国際規格やJISにおける安全の定義
安全とは：
• 「許容できないリスクが存在しないこと」
（許容出来ないリスクからの解放）
（ISO/IECガイド５１：JIS Z 8051 安全側面―規格への導入指針）＊）

•

「人への危害又は資（機）材の損傷の危険性が，
許容可能な水準に抑えられている状態」
(JIS Z 8115 デイペンダビリティ（信頼性）用語)

＊）本章の1.1～1.3の内容は、 主に、ISO/IECガイド５１に記されているもので
す
7

1.1.5 リスクゼロを求めてはいない
• 安全といっても、許容可能な、または受け入れ可能
なリスクが残っている状態である（残っているリスク
を残留リスクという）
• 従って、安全とは、リスクゼロや絶対安全を意味し
ているのではないし、求めてもいない
• ところで、リスクとは何か、危害とは何か？許容可
能とは何か？もう少し厳密に定義しましょう
8
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1.2 リスクという概念

9

1.2.1 リスク（Risk） の定義
• リスクとは、
危害の発生する確率及び
危害のひどさの
組み合わせ
• リスクとは、まだ起きていないが起きる可能性のある危
害の発生度合いとひどさの度合い
• リスクマネジメントシステムでは,リスクを、「目的に対す
る不確かさの影響」と定義している。このリスクには、
プラスの影響もあればマイナスの影響もあるとしている。
• しかし、この定義は、安全の分野にはなじまないので、
安全の分野では、リスクは上のように定義されている。 10
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1.2.2 安全はリスクを経由して定義されている
• 安全とは、「許容できないリスクが存在しないこと」
• リスクとは、危害の発生する確率及び危害のひどさの
組み合わせ
• 安全性確保の手法
・確率を下げる・・・信頼度を高めることで安全を確保
する：信頼性技術
・ひどさを下げる・・・危害の大きさを小さくすることで安
全を確保する：構造で安全を守る安全性技術
11

1.2.3 許容可能なリスクという概念
• 「現在の時代の社会の価値観に基づいて、与えら
れた状況下で，受け入れられるリスクのレベル 」と
定義されている（ISO/IECガイド51における定義）
• 安全と言っても、残留リスクは、存在している
広く受け入
れ
可能なリス
ク

リスク
（小）

許容可能
な
リスク

受け入れ不
可能なリス
ク

安全

リスク低減策

残留リスク

リスク
（大）

－6－
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1.2.4 リスクベースドアプローチ
• 「安全か安全でないか」の二値論理ではな
く、安全には度合いがあり、その度合いを
リスクという数量的概念で表す
• リスクの大きさを評価して、許容可能なリス
クになった時に安全とするという考え方
• 許容可能なリスクの大きさは、そのシステ
ムから得られる便益性、使用する条件、状
況等、システムにより、それぞれ異なる
• 大きなリスクをもった危険源から、リスク低
減策を施していくことが肝要
13

1.2.5 危害発生のプロセス
機械で人間が危害を受けるシーンを想像して
ください

①人及び機械が存在する
②人及び機械が共存する（危険
状態）
③危険事象が発生する
（hazardous event）
④傷害及び健康傷害にいたらな
い場合がある（incident）

①

機械の危険源

危険状態

②

危険事象

③

④

⑤傷害及び健康障害にいたる
場合がある（accident）

人

incident

accident

⑤

危害(傷害及び
健康障害）

14
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1.2.6 危害（Harm）の定義
• 人体の受ける物理的傷害 若しくは 健康障害
• 財産若しくは環境の受ける害
• 情報、組織、企業、社会、心・・・等の受ける害
• 分野によって、危害の範囲は異なる
• 今考えている安全での危害を明確にしておかな
いと話がすれ違うことになる

15

1.2.7 危険源とは
0

・危害の潜在的な源のこと
・各危険源には、一つ、または一つ以上のリスクが
存在する
（７） 材料、物質の危険
源

（１） 機械的危険源
（２） 電気的危険源

（８） 人間工学の無視に
よる危険源

（３） 熱的危険源
（４） 騒音による危険源

（９） すべり，つまづき及
び墜落の危険源

（５） 振動による危険源

（10） 危険源の組合せ

（６） 放射線の危険源

（11） 機械が使用される
環境に関する危険源
16
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1.3 リスクアセスメントという概念

17

1.3.1 リスクアセスメントの考え方
•

事故の未然防止のための科学的,体系的、論
理的、網羅的な手法である
• 全ての危険源のリスクの大きさを評価して、
許容可能なリスクに低減しておくこと
（１）機械･設備の使用条件を明確にする（合理的
に予見可能な誤使用も含む)
（２）すべての危険源を見出す（同定する）
（３）各危険源ごとにそのリスクの大きさを見積る
（４）そのリスクが許容可能になったかを評価する
（５）許容可能になるまでリスクの低減策を施す
（６）残った残留リスクの情報を開示する
（７）リスクアセスメントの結果を文書化しておく
18
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1.3.2 リスク低減策と安全設計
• 事故が起きてからリスク低減策を施すのではなく、
設計の段階から、前もってリスクを低減しておかな
ければならない（再発防止よりも未然防止が先）
• 大きなリスクを持つ危険源からリスク低減策を施す
• 安全は、設計の段階から組み込んでおく方が、より
安全であり、効率的であり、効果的であり、かつ、安
くて済む（Safety by Design）
• リスクを低減する方策には、施すべき順番がある‥
それが次のスリーステップメソッドである
19

1.3.3 スリーステップメソッド
（１）本質的安全設計によるリスクの低減
（２）安全防護対策(安全装置等)によるリスクの低減
（３）使用上の情報の提供によるリスクの低減

• （１）をやらないで（２）からやる、また（１）、（２）をやらな
いで（３）のみによるリスク低減策は間違いである
20
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1.3.4 本質的安全設計とは
（１）はじめから危険源が無いように設計せよ
（２）危険源のエネルギー等を下げて事故が起
きても危害の酷さを小さくするように設計せよ
（３）危険源に人間が近づかなくて済むように設
計せよ
（４）修理等の非定常作業をしなくて済むように
信頼度高く設計せよ

21

1.4 安全は、人間の幸福の実現のためにある

22
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1.4.1 安全は、前向きの学問
• 安全の最終目的は、人間の幸せの実現にある
• 人間の幸せの実現に向かって社会は進歩してきた
が、そこには常にリスクが存在する
• 安全は、前向きに、ベネフィット(便益)を求めてリスク
の存在を覚悟して前進するための学問である
• 安全は全員で創るもの
23

1.4.2 安全は、総合的な学問である
• 安全は、技術（自然科学）に依存するところが大きいが、
現実にはそれだけでは守れない
• 安全は、人間に関する学問（人文科学）なしには、守れ
ない。なぜならば、確保するのも、失敗するのも、また、
便益を享受するのも皆人間であるから。
• 安全は、社会科学の知見なしには守れない。なぜなら
ば、安全は約束事を決めてそれを守ることで実現される
面があり、その典型は法律であり、標準であり、管理で
あり、組織であり、広くは、社会制度そのものであるから
• 安全に関する学問は、自然科学、人文科学、社会科学
を包含した総合的な学問である
24
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1.4.3 安全を実現するための仕組みと役割
• 技術的側面：製造メーカは、如何に残留リスクを許
容可能以下にまで低減するかに努力し、残ったリス
ク（残留リスク）の情報を提供するのが役割
• 人間的側面：利用者は、残留リスクの存在を自覚し
て、自らの身は自ら守るために注意して使用するの
が役割
• 組織的側面：行政や管理者は、これらが確実に実
行されているかを管理、確認、保証するのが 役割

25

1.4.4 企業のトップの役割とリスクマネジメント
• 経営には長期的な視点と判断が必須の時代
• 企業の持続的可能性のためには、安全・安心が最も重要な
価値観になる
• 安全はコストではなく投資である
• 企業のトップが責任を持ってコミットメントし、人、モノ、金を付
けてPDCAを回し続けない限り、企業に安全は定着しない
• リスクアセスメントに基づき、組織におけるリスクを分析、同
定、評価して、そのリスクを制御すること（リスクを削除、低減、
転嫁、保持等の決定）がリスクマネジメントである。
• リスクマネジメントにおいては、トップの価値判断と決断が重
要となる

26
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1.4.5 安全学という考え方
• 本プログラムでは、安全の技術について講義するが、安全は、
技術のみでは実現できず、総合的な視点が必要である。
• 安全は、総合的な学問であるという認識のもとに、各分野の
安全に横串を指し、安全に共通する概念を統一的に、体系的
にまとめた学問を安全学＊）という
• 安全学は、安全の理念（安全哲学）のもとに、技術的側面、人
間的側面，社会的側面を包含した文理融合型、領域横断型
の学問体系である
• 各分野の安全に従事する人は、各分野に共通する安全の常
識を体系化した安全学の内容を理解した上で、各専門分野の、
そして各専門の立場の安全を深堀することが望ましい。
• この第１章で述べている内容は、この安全学の一部である
＊）向殿：入門テキスト安全学、東洋経済新報社、2016
27

安全学の観点から
～安全曼荼羅（安全マップ）～

1.理念的側面
◆6.安全関連分野

2.技術で守る
3.人間で守る
4.組織で守る

5.各分野の安全

©Masao Mukaidono
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1.4.6 安全学の中での機械安全、労働安全の役割
• 作業者が注意して機械を使う前に、機械をまず安全化しておく
のが鉄則
• 機械安全：・機械の安全化は、機械の安全設計から始まる
・リスクアセスメントに基づき、スリーステップメソッドに
従って、設計の段階でリスクを許容可能なまでに低減
させる
・残留リスクの情報を作業者に伝える
• 労働安全：・作業者は、設置される機械・設備のリスクをリスク
アセスメントに基づいて低減させる
・訓練、個人防具、組織、管理等でリスクを低減させる
・現場の危険情報を機械設計にフィードバックする
• 機械安全と労働安全の協調：機械は使用者からの現場の危険
情報をもらって安全設計に生かす
29

1.4.7 安全の国際標準と法令
• 製品、プロセス、サービス、及びシステムの安全に関する規
格の作成者が、安全側面を規格に導入するのを支援するた
めの国際的なガイド（指針）としてガイド51がある
• ISO/IECガイド５１： 安全側面ー規格への導入指針（JIS Z
8051）
• ガイド５１に従って、安全の国際標準は、基本規格（A規格）、
共通規格（B規格）、個別規格（C規格）の3層構造に階層化さ
れている
• 各国には国内法令が有り、国内では国際標準よりは法令が
優先される
• 我が国には、労働安全衛生法、消費生活用製品安全法など、
多くの安全に関する法令がある
• 国際標準は何のためにあるのだろうか、考えてみよう
• 国内にある安全に関する法令を調べてみよう
30
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1.5 安全の常識

31

1.5.1 機械は故障する、人間は間違える、ルールは
不十分
• 機械設備は劣化し、摩耗し、故障し、いつかは壊れ
るものである
• 人間はいつかは間違えるものである。時には、認知
症の人、意識を失う人、悪意の人もいる
• 組織やルールやマニュアルに完全なものはあり得
ない
32
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1.5.2 絶対安全はない

• 絶対安全は存在しないと心得よ
• ベネフィットのあるところ、リスクゼロは有り得ない
• 何もしないのもリスクである（あるリスクを避けて何
もしないことにより、他のリスクが生じる）
• 安全は、残留リスクとそれから受ける便益とリスク
低減にかかるコストとリスク低減によって生ずる他
のリスクとのせめぎ合いできまるものである
33

1.5.3 安全はそのままにしておくと劣化する
•
•
•
•
•

人は忘却をする
ものは劣化する
技術は陳腐化する
組織はマンネリ化する
PDCAをまわして常に維持し、向上させなければならな
い
• 安全は天からは降ってこない
• 安全は、ベネフィットを求めてリスクを覚悟して、主体的
に取組むものである
• 安全は、危険の中に自ら創り上げて行くものである

34
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1.6 技術者倫理と安全に係る技術者の倫理

35

1.6.1 倫理について考える
• 倫理とは、本来、世の中のことには、人としてや
るべきことと、やってはいけないことの二つがあ
り、やってはいけないことはやらない、やるべき
ことはやる、ということを意味し、それを実行する
能力のことも意味する： (人として、守り、行なう
べき道)
• 道徳の基本には、倫理があると思われる。倫理
の内で守ることを罰則付きで決めたものが法律
である。従って、法律は、倫理として守るべき最
低限の基準である。
• 常識＞良識＞道徳＞倫理＞法律
36
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1.6.2 倫理の例
•
•
•
•
•
•
•

やるべきことはやる
やってはいけないことはやらない
少なくとも法律は守る：法令遵守
良心に従え
(本来の）相手の要請に誠実に応えていく
隠さない、うそをつかない
分からないことはわからないと答えること
37

1.6.3 技術者倫理について考える
• 技術者倫理とは、技術者として備えるべき倫理のこと。
• 技術者とは、モノづくりのプロフェッショナル(専門家)で
あって、最終的な目的は、使用者の便益・利益のため、
ひいては、人間の幸福の実現に、ものを作り出すこと
にある
＊なぜ、技術者に倫理が必要なのか。
• 技術者は役に立つモノを社会に提供する役割がある
• 配慮が足らないと利用者に不利益を与えたり、怪我を
させてしまうからである。要請に応えるもの、安全なも
のを作る責任があるからである。

38
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1.6.4 技術者倫理と責任
• 専門家しか分からないことがあり、危険を最もよ
く知り得るのは技術者であり、利用者に分かりや
すく説明をする責任がある。
• 利用者は、専門知識が無いのですべてを理解す
る事は困難であり、最後は，技術者や企業を信
頼することになる。
• 社会からの信頼を裏切らないように、自らを律す
るために「倫理」を重視する
• 技術者には、ものづくりに対して、専門家の責任、
倫理的責任、製造物責任、説明責任等の社会
的責任がある。
39

1.6.5 技術者倫理の前に経営者倫理がある
• 技術者倫理の前に企業倫理・経営者倫理がある。そ
の前に社会倫理がある。
• 企業のトップが身をもって倫理的な行いをしなければ、
技術者倫理は生かされない
• 社会倫理＞企業倫理＞経営者倫理＞技術者倫理
• 企業の責任＞経営者の責任＞技術者の社会的責任
や倫理
• 組織として、CSRとして、 企業活動の「仕組み」として
“技術者倫理”を企業の中に取り込む必要がある
40
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1.6.6 技術者倫理に共通する項目
• 技術者の仕事は、社会の安全・環境の保全・人類の福祉
のためにある
• 事実、及び専門家としての知識と良心に基づく判断をする
• 法令等の遵守
• 社会・公衆に対する説明責任を果たすこと
• 雇用者あるいは受託者としての契約の遵守
• 自己の能力の限界に対する認識を持つこと
• 他者の知的成果、知的財産を尊重する
• 不当な利益を得ない
• 能力の継続的研鑽に努めること
• 守秘義務、情報倫理を守る
＊中村昌允：事故から学ぶ技術者倫理、工業調査会、2005-1 より
41

1.6.7 安全に係る技術者のための技術者倫理
• 危険を最も良く知るのは安全技術者である。
• 事故を最もよく防げるのは安全技術者である
• 未然防止を最優先せよ（予見可能性、回避可
能性の重視）
• 法規は最低基準であり、法規を基に自ら高い
安全基準を設けて管理すること
• 過去の事故に謙虚に学べ
• まずもって、最善を尽くせ
42
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1.6.8 安全技術者倫理の要約
• 安全の常識を知っていること
• 安全の基本であるISO/IECガイド５１の内容を
知っていること
• 安全学が示すように、安全を広く、多くの視点
から考察すること
• 自分の分野の安全に関しては、専門的な知
見を持っていること
• 常に、新しい情報を収集し、自己研鑽を積む
こと
43
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機械安全のための
教育カリキュラム用教材
－設計技術者編－
「第2章 機械に起因する労働災害」

機械安全推進特別委員
機械安全教育プログラムの開発部会
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2.1 労働災害発生状況の推移
労働災害発生状況の推移（全産業）
135,000

2,000

134,298
133,050
132,248
131,478

130,000

1,800

129,026

1,620

1,600
1,514

120,000

119,535
1,472

119,576
118,157
117,958
116,733

1,357

115,000

1,268 114,152
1,195

110,000

1,200
1,093

1,075

1,030
1,057 1,000

1,024

105,000

1,400

死亡者数（人）

死傷者数（人）

125,000

死亡者数：1,000人を超える水準で推移

800

100,000
H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

出典：厚生労働省資料 業種別死亡・死傷災害発生状況 3

2.2 機械災害の現状
平成26年 全産業死亡者数における
機械災害の割合
人力機械工
材料 具等
その他
1.5%
0.2%
13.8%
用具
4.6%
環境等
10.4%
乗物
13.6%

平成26年 全産業死傷者数における
機械災害の割合
約１／４

約１／３
その他
18.0%

機械設備
39.5%

環境等
5.7%

死亡者数
1,057人
仮設物、建
築物、構築
物等
16.3%

材料
6.0%
人力機械工
具等
6.0%

機械設備
22.9%

死傷者数
119,535人
乗物
7.6% 用具
8.4%

仮設物、建
築物、構築
物等
25.3%

機械に起因する労働災害が，
死亡災害の約３分の１，死傷災害の約４分の１を占めている。
出典：厚生労働省 労働災害統計
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4

2.3 機械災害の型別発生状況
平成26年 機械災害による死亡者
型別発生状況
飛来・落下
5%

転倒 その他
5%
3%

激突され
12%

墜落・転落
16%

機械起因
死亡者数
418人

平成26年 機械災害による死傷者
型別発生状況
その他
11%
交通事故（道路）
5%

はさまれ・巻き込
まれ
32%

飛来・落下
5%
機械起因
死傷者数
27,368人

激突され
6%

はさまれ・巻き込
まれ
37%

切れ・こすれ
15%

交通事故（道
路）
27%

墜落・転落
21%

機械災害の内，「はさまれ・巻き込まれ」による災害が，
死亡災害・死傷災害共に約３分の１を占めている。
出典：厚生労働省 労働災害統計

5

2.4 設備安全方策の不具合に起因して
発生した災害
設備安全方策の不具合

件数（件）

比率（％）

① 固定式ガード

45

35

② 可動式ガード

67

52

③ ①＋②（ガード）

87

67

④ 保護装置

31

24

⑤ 制御システムの安全関連部

30

23

総計

102

79

ガードを利用した対
策のみでも６割近く
の災害を防止可

適切な安全防護の
実施により８割近くの
機械災害を防止可

※ 機械に起因する「はさまれ・巻き込まれ」と「激突され」による死亡災害129件の分析
※ ①から⑤は重複あり

出典：産業安全研究所特別研究報告
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6

2.5 労働災害防止のための施策
労働災害防止計画
• ○ 労働安全衛生法に基づき、労働災害を減少させるために厚生労働大臣
が重点的に取り組む事項を定めた計画
• ○ 昭和３３年以降、５年ごとに策定しており、第１２次労働災害防止計画の
期間は平成２５年度～２９年度

第12次労働災害防止計画
• 【目標】
• ○ 平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少させる （平成
24年比）
• ○ 平成29年までに、労働災害による死傷者数（休業４日以上）を15%以上減
少させる （平成24年比）

7

2.5 労働災害防止のための施策
第12次労働災害防止計画
重篤度の高い労働災害を減少させるための重点業種対策
• 製造業対策
• 【目標】 死亡者数を５％以上減少させる（H29/H24比）
• 機械災害防止対策の推進
• 死亡災害や障害の残る災害につながりやすいはさまれ・巻き
込まれ災害の防止を重点に、機械災害が発生した事業場にお
ける原因の究明と機械設備の本質安全化を図る。
• 機械設備の安全性に問題がある事案については、製造者等
の機械設備の提供者による改善を促進する。
8
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2.5 労働災害防止のための施策
第12次労働災害防止計画
発注者，製造者，施設等の管理者による取り組み強化
• 製造段階での機械の安全対策の強化
• 機械の本質安全化の推進
• 設計・製造・改造時のリスクアセスメント,残留リスク情報提供措置の強化
• 一定水準の安全基準・規格が確保された機械の使用を奨励
• 機械災害の公表制度の導入
• 機械の重大な欠陥により発生した労働災害の内容の公表を検討
• 誤った使用方法により発生する労働災害事例を公表
• 機械等の技術基準の見直し
• 技術の進歩に合わせた関係法令の見直しとJIS規格等の積極的な引用
9

2.5 労働災害防止のための施策
第12次労働災害防止計画の現状（平成26年）

（ ）内は平成24年との比較

出典：厚生労働省資料 第12次労働災害防止計画の実施状況（平成26年分）10
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2.5 労働災害防止のための施策
第12次労働災害防止計画の現状（平成26年）

出典：厚生労働省資料 第12次労働災害防止計画の実施状況（平成26年分）11

2.5 労働災害防止のための施策
機械災害に対するその他の施策
• 平成19年7月
• 機械の包括的な安全基準に関する指針の改正
• ⇒ 機械の製造等をする者は、機械の製造等の段階においてリスクアセスメ
ントを実施し、それに基づく残留リスク情報等を，機械を使用する事業者に
提供する。
•
•
•
•

平成24年4月
労働安全衛生規則の改正
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針
⇒ 機械の譲渡者または貸与者が使用事業者に残留リスク情報等を提供す
ることを努力義務化
12
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2.5 労働災害防止のための施策
機械災害に対するその他の施策
• 平成25年10月
• 労働安全衛生規則の改正
• ⇒ 傷害を伴う災害が多発している食品加工用機械について，危
険な部分への覆い等の設置を義務化
• 平成26年4月
• 設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育実施要領
• 機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促
進要領
13

2.6 事故事例:加工食品工場で食品攪拌装置
の洗浄作業中攪拌羽に巻き込まれ死亡

発生状況：
この災害は、加工食品工場で食品攪拌装
置の洗浄作業中に発生したものである。
災害発生当日、作業者Aは加熱室にある
ニーダー（U字型の蒸気二重ガマ）を使用
し同僚とともに煮込みの調味加熱作業を
行っていた。・・・

出典：厚生労働省 職場のあんぜんサイト 14
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3.2.4.11 記録
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目次
3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する
指針の要求
3.2.5.1 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
ができるまで
3.2.5.2 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の概要と公示の背景
3.2.5.3 事業者に求める主な内容
3.2.5.4 指針に基づく機械の安全化の手順
3.2.5.5 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
とJIS規格の関係について
3.2.5.6 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
全体構成
3.2.5.7 第１ 趣旨

5

目次
3.2.5.8 第2 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.1 製造等を行う機械の調査等の実施
3.2.5.8.2 実施時期
3.2.5.8.3 機械の制限に関する仕様の指定
3.2.5.8.4 危険性又は有害性の同定
3.2.5.8.5 リスクの見積り等
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施
3.2.5.8.7 記録

6
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3.1 機械安全国際標準

7

3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.1 国際安全規格ISO12100の制定経緯
ISO12100（JIS B9700）の制定経緯
ISO 12100-1:2003
機械の安全性－第1部：
基本用語，方法論

JIS B9700-1 2004

(JIS B9700のベースとなった規格）

ISO 12100-2:2003
機械の安全性－第2部：
技術原則

JIS B9700-2 2004

ISO14121-1
機械類の安全性リスク
アセスメント第１部：原則

たくさんあるなぁ
一つにまとまると見やすいのに

ISO12100，2010は、ISO12100-1、ISO12100-2，及びISO14121-1の
３規格を統合し1つの規格として2010年に発行された規格である。

ISO12100, 2010の発行を受けて
JIS化に向けて、 日本機械工業連合会では、JISB9700ワーキングを結成し、
利用者側の見易さ、使いやすさに審議ポイントを置いてJIS原案審議を行った。

JISB9700原案を作成

8
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3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.2 ISO12100の概要と構成について
機械類の安全性―設計のための一般原則―
リスクアセスメント及びリスク低減
Safety of machinery - general principles for design - Risk assessment
and risk reduction

1
2
3
4
5

適用範囲
6 リスク低減
引用規格
6.1 一般
用語及び定義
6.2 本質的安全設計方策
リスクアセスメント及びリスク低減のための方法論
6.3 安全防護及び付加保護方策
リスクアセスメント
6.4 使用上の情報
5.1 一般
7 リスクアセスメント及びリスク低減の文書化
5.2 リスクアセスメントの情報
5.3 機械類の制限の決定
5.4 危険源の同定
5.5 リスク見積もり
5.6 リスクの評価
5.6 リスクの評価

9

3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.3 ISO12100が定義する機械類とは
ISO12100 の３．「用語及び定義」に機械類/機械が定義されています。
規格では

機械類，機械（machinery, machine）
連結された部品又はコンポーネントで構成される駆動部分を備え，又
は備えることを意図したものであって，構成要素である連結部品又はコ
ンポーネントのうち，少なくとも一つは，特定の目的のために稼動し，か
つ，協働するもの。
人力のみによって動かされるものは、
回転刃は左から右へ動く
機械には該当しません。
手回しスライサの例：

回転刃

手回しハンドルを回すと
回転刃が左から右へ
手回しハンドル
動き、肉をスライスする。
肉の送りは手動でセット
する。
写真出典：
日食工50年のあゆみ，p
118，南常鉄工㈱，
（社)日本食品機械工業会

10
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3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.4 国際安全規格ISO12100の３階層体系と種類
Ａ規格 基本安全規格：
あらゆる機械類に対して適用する基本概念、
設計原則および一般的側面を規定する規格

Ａ規格
基本安全規格

A 規格の要求に基づいてＢ規
格が制御や工程など機械共通
の安全部分を規定している。

Ｂ規格 グループ安全規格：
広範な機械類にわたって適用する安全性に
関する一側面を規定する規格

Ｂ規格
グループ安全規格

Ｃ規格 個別機械安全規格：
特定の機械または、機械
グループに対する詳細な
安全要求事項を規定する規格

Ｃ規格
個別機械安全規格

△△機械

A 規格とＢ規格の要求に基づ
いてＣ規格が個々の機械設備
の安全部分を具体的に規定し
ている。

□□機械

Ｂ規格

○×機械

Ｃ規格

Ａ規格
7-11
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3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.5 A,B,C規格の特徴
Ａ規格 基本安全規格：
設計のための基本原則，用語などを定める規
格で，すべての機械類に適用できる一般面を
示す規格である．

Ａ規格
基本安全規格

Ｂ規格
グループ安全規格

Ｂ規格 グループ安全規格：
ガード，両手操作制御装置，
安全距離などを定める規格で，
広範囲の機械類にわたって
使用される安全面又は安全
関連装置の一種を取り扱う
規格である．

Ｃ規格
個別機械安全規格

△△機械
Ｃ規格 個別機械安全規格：
フライス盤，マシニングセンタなど
○×機械
特定の機械やこれらを包含する
上位の概念にある工作機械など
個別の機械を対象にした規格で，
個々の機械又は機械のグループ
のための詳細な安全要求事項をＣ規格
示す規格である．

□□機械

Ｂ規格

Ａ規格
7-12
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3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類

3.1.1.6 国際安全規格の階層化構成について

ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１
ＩＳＯ：機械系
機械類の安全性
－設計のための一般原則
－リスクアセスメント及びリスク低減
(ISO 12100）

ＩＥＣ：電気系

Ａ

基本安全規格：
全ての規格類で共通に利⽤できる基
本概念,設計原則を扱う規格

インタロック (ISO14119)
ガードシステム(ISO14120)
安全制御システム(ISO13849-1)
安全関連部の妥当性(ISO13849-2)
グループ安全規格：
安全距離
(ISO13854〜13857)
広範囲の機械類で利⽤できるような
非常停止
(ISO13850)
安全，又は安全装置を扱う規格
再起動防止
(ISO14118)
両手操作装置 (ISO13851)
（タイプB1 タイプB2）
マットセンサ (ISO13856)
産業オートメーションシステム (ISO11161)

Ｂ

電気設備安全
(IEC60204-1)
スイッチ類一般
(IEC60947-1)
電気制御⽤スイッチ
(IEC60947-5-1)
非常停止⽤スイッチ
(IEC60947-5-5)
イネーブルスイッチ
(IEC60947-5-8)
検知センサ一般
(IEC61496-1)
光電式検知センサ安全 (IEC61496-2)
光反射式検知センサ安全(IEC61496-3)
安全関連電子制御システム (IEC62061)
防爆安全規格
(IEC60079)

Ｃ

個別機械安全規格：
特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格
製品例 ： ⼯作機械，産業⽤ロボット，鍛圧機械，無⼈搬送⾞，輸送機械など

13

3.1.1 機械安全設計に適用される国際的安全規格の体系と種類
3.1.1.7 ISO12100の要求する設計者と使用者の義務
機械設計における安全方策は、設計者義務とユーザー（使用者）義務の優先度の相関図です。
縦軸を設計者、横軸をユーザーとして設備のリスク低減の優先順位の関係を示しています。

設計者義務と使用者義務
優先順

設計者

ユーザー

ユーザーも安全設計を検討する際
には設計者としてリスク低減を実施
する必要がある

本質的安全設計によるリスクの低減
安全防護対策によるリスクの低減
リスク低減例

使用上の情報によるリスクの低減

個人的防護設備
残留リスクに関する
情報と警告

設備の取扱い説明書上における
～警告
～ラベル
～シンボル
（安全衛生法の3条1項）

訓練

ユーザーは残留
リスクを認識した
上で設置における
リスク低減を実施
する

安全作業教育
指名業務制度

14
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3.2 国内法令

15

3.2.1 労働安全衛生関係法令
労働基準法
労働安全衛生法
じん肺法
作業環境測定法
労働者災害補償保険法
健康増進法
16

38

3.2.1 労働安全衛生法関係
法律

労働安全衛生法

国会が作る

労働安全衛生施行令
政令

内閣が作る

省令

各省大臣が作る

労働安全衛生関係手数料

労働安全衛生規則

特定機械等に係る安全規則
特別衛生規則
労働安全衛生コンサルタント及び労
働衛生コンサルタント規則

縦関係にある
労働安全衛生法及びこれに基づく命
令に係る登録及び指定に関する省令
17

3.2.1 労働安全衛生法関係
労働安全衛生法

法律

・労働者の安全と健康を定めた法律
・労働災害防止のために順守しなければなら
ない事項を規定
・法律の施行に伴う具体的な事項については、
政令や省令、告示等で示される

・法律から委任された規定及び特定の法律を
施行するための規定
・法令の適用対象となるボイラーの範囲や
種々の手続などを定めたもの

労働安全衛生法施行令

政令
・免許、許可、検査などを受けようとする者に
対する手数料の金額を定めたもの

労働安全衛生関係手数料

・労働安全衛生規則 ・特定機械等に係る安全規則
・特別衛生規則 ・機械等検定規則
・労働安全衛生コンサルタント及び労働衛生コンサル
タント規則
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録
18
及び指定に関する省令

18の省例
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3.2.1 労働安全衛生法関係
労働安全衛生法
・第1編通則 ・第2編安全基準 ・第3編衛生基準
・第4編特別規則

労働安全衛生規則

・ボイラー及び圧力容器安全規則
・クレーン等安全規則 ・ゴンドラ安全規則

特定機械等に係る安全規則

・有機溶剤中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防則
・高気圧作業安全衛生規則 ・酸素欠乏症等防止規則
・粉じん障害予防規則 ・電離放射線障害防止規則
・鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防則
・電離放射線障害防止規則 ・事務所衛生基準規則
・石綿障害予防規則

特別衛生規則

機械等検定規則

・第1章個別検定

・第2章型式検定

労働安全衛生コンサルタント及
び労働衛生コンサルタント規則

・第1章 試験 ・第2章 登録 ・第3章 雑則 ・附則

労働安全衛生法及びこれに基
づく命令に係る登録及び指定に
関する省令

・第1章 総則 ・第2章 登録性能検査機関 ・第3章 登録
個別検定機関 ・第4章 登録教習機関 ・第5章 指定コン
サルタント指定機関 ・第6章 指定登録機関 ・第7章 登
録計画作成参画者研修機関 ・第8章 指定労働災害防
止業務従事者講習機関 ・第9章 指定就業制限業務従
事者講習機関 ・第10章 指定記録保存機関 ・第11章
19
指定除染等業務記録保存機関 ・附則

3.2.2 労働安全衛生法―目次
第一章 総則（
総則（第一条―第五条
第一条 第五条）
第五条）
第二章 労働災害防止計画（第六条―第九条）
第三章 安全衛生管理体制（第十条―第十九条の三）
第四章 労働者の
労働者の危険又は
危険又は健康障害を
健康障害を防止するための
防止するための措置
するための措置（
措置（第二十条―第三十六条
第二十条 第三十六条）
第三十六条）
第五章 機械等並びに
機械等並びに危険物及
びに危険物及び
危険物及び有害物に
有害物に関する規制
する規制
第一節 機械等に関する規制（第三十七条―第五十四条の六）
第二節 危険物及び有害物に関する規制（第五十五条―第五十八条）
第六章 労働者の就業に当たっての措置（第五十九条―第六十三条）
第七章 健康の保持増進のための措置（第六十四条―第七十一条）
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置（第七十一条の二―第七十一条の四）
第八章 免許等（第七十二条―第七十七条）
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第七十八条―第八十条）
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント（第八十一条―第八十七条）
第十章 監督等（第八十八条―第百条）
第十一章 雑則（第百一条―第百十五条）
第十二章 罰則（第百十五条の二―第百二十三条）
附則
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3.2.2 労働安全衛生法－目的・対象等
第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、労働基準法 （昭和二十二年法律第四十九号）
と相まって、労働災害
労働災害の
労働災害の防止のための
防止のための危害防止基準
のための危害防止基準の
危害防止基準の確立、責任体
確立 責任体
制の明確化及び自主的活動
自主的活動の
明確化
自主的活動の促進の
促進の措置を講ずる等その防止に関
措置
する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者
の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進す
ることを目的とする。

危害防止基準の確立

責任体制の明確化

自主活動の促進の措置

快適な職場環境の形成と
促進

職場における労働者の安全
と健康を確保

21

3.2.2 労働安全衛生法－目的・対象等
事業者
事業を行うもので、労働者を使用するものをいう。

労働安全衛生法での事業者

法人企業：法人

⇒法人企業であれば法人
⇒個人企業であれば事業経営者

個人企業：事業経営主

労働者
職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者
をいう。
指揮・命令、賃金
労務提供
事業者

労働契約

労働者

安全配慮義務
22
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機械の使用に関する規制

3.2.2.1 労働安全衛生法－機械の安全に係る規制
全般事項

第20条~25条：事業者の講ずべき
措置

リスクアセスメント

第28条の2：事業者の行うべき調
査等
第45条第1項：定期自主検査
第45条第2項：特定自主検査

定期自主点検

機械の流通に関する規制

特に危険な作業を必要とする機械等
（特定機械）

特定機械等以外の機械等で，危険若
しくは有害な作業を必要とするもの等

動力により駆動される機械等で，作動
部分上の突起物又は動力伝達部分
若しくは調速部分に厚生労働省で定
める防護措置が施されていないもの

第37条：製造の許可
第38条：製造時検査等
第39条：検査証の交付等
第40条：使用制限
第42条：譲渡等の制限
第44条：個別検定（4種）
第44条の2：型式検定（13種）
第43条：防護措置が未実施の者
に対する譲渡等の禁止
23

3.2.2.1 労働安全衛生法－機械の安全に係る規制
機械等の事業主の責務
（労働災害発生防止の責務）

機械等の使用に関する規制

第3条第1項

第20条～第25条 事業者の講
ずべき措置等

安全衛生規則（安全基準）
第101条～第111条 一般基準
第112条～第151条 個別機械

第28条の2 事業者の行うべき
調査等

機械の包括的な安全基準に関す
る指針

第45条 定期点検。自主点検

機械の製造・流通に関する
規制

第37条 製造の許可

第42条 譲渡等の制限等

安全衛生規則
第27条 規格に適合した機械等の使用

第44条 検定

第43条 譲渡等の制限等

42

安全衛生規則
第25条 作動部分上の突起物等の防護
措置
24

3.2.3 労働安全衛生法－機械の安全性に係る規制
これ以降の内容
箇条タイトル

内容

労働安全衛生法―事業者等の責務，事業者の 第三条，第二十条
講ずべき措置等 他

労働安全衛生法―事業者の行うべき調査等

第二十八条の二

労働安全衛生法―機械等の安全性に係る規
制―第五章第一節関係

①第三十七条関係
②第四十二条関係
③第四十四条関係
④第四十三条関係

25

2.4 労働安全衛生法－対象
事業者
事業を行うもので、労働者を使用するものをいう。

労働安全衛生法での事業者

法人企業：法人

⇒法人企業であれば法人
⇒個人企業であれば事業経営者

個人企業：事業経営主

労働者
職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者
をいう。
指揮・命令、賃金
労務提供
事業者

労働契約

労働者

安全配慮義務
26

43

3.2.3.1 労働安全衛生法―機械等の使用に関する規制
－事業者等の責務，事業者の講ずべき措置等 他
一章 通則
第三条（事業者等の責務）
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場
における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。ま
た、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力する
ようにしなければならない。

事業者は，労働災害
が発生することを防
止しなければなりませ
ん。

第三条二（事業者等の責務）
第三条二
機械，器具その他の設備を設計し，製造し，若しくは輸入する者，原材
料を製造し，若しくは輸入する者又は建設物を建設し，若しくは設計する
者は，これらの物の設計，製造，輸入又は建設に際して，これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ
ばならない。

設計者等は，機械等
から生じる危険に対し
て対策をとらなければ
なりません。

第四章 労働者の
労働者の危険又は
危険又は健康障害を
健康障害を防止するための
防止するための措置
するための措置
第二十条（事業者の講ずべき措置等）
第二十条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならな
い。
1 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険
2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3 電気、熱その他のエネルギーによる危険

事業者は，労働災害
の原因となる危険に
対して必要な措置を
とらなければなりませ
ん。
27

3.2.3.2 労働安全衛生法―機械等の使用に関する規制
－事業者等の責務，事業者の行うべき調査
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第二十八条の
第二十八条の二（事業者の行うべき調査等）
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物
建設物、
建設物、設備、
設備、
原材料、
原材料、ガス、
ガス、蒸気、
蒸気、粉じん等
じん等による、
による、又は作業行動その
作業行動その他業
その他業
務に起因する
起因する危険性又
する危険性又は
危険性又は有害性等（第五十七条第一項の政令
有害性等
で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物
による危険性又は有害性等を除く。）を
を調査し
調査し、その結果に基づ
いて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ず
るほか、労働者
労働者の
危険又は健康障害を
健康障害を防止するため
防止するため必要
労働者の危険又は
するため必要な
必要な措
置を講ずるように努
ずるように努めなければならない。
めなければならない。ただし、当該調査のう
ち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の
危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外の
ものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属
する事業者に限る。
２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほ
か、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
必要な指針を公表するものとする。
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体
に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

44

事業者は，労働災
害を防止するため
リスクアセスメント
を実施し，
また
リスクアセスメント
に基づき，
労働災害を防止す
るための対策を講
じる必要があります。

28

3.2.3.2 労働安全衛生法―
事業者の行うべき
調査等
第一章 通則
第三条二（事業者等の責務）
第三条二

第四章 労働者の危険又は健康障害を
防止するための措置
第二十八条の
第二十八条
の二（事業者の行うべき調
査等）

29

3.2.3.2 労働安全衛生法―事業者の行うべき調査等
労働安全衛生規則
第二章の
第二章の四 危険性又は
危険性又は有害性等の
有害性等の調査等
（機械に関する危険性等の通知）

第二十四条の
第二十四条の十三 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそ
れのある機械（以下単に「機械」という。）を譲渡し、又は貸与する者（次項において「機械譲渡者等」
という。）は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与
を受ける相手方の事業者（次項において「相手方事業者」という。）に通知するよう努めなければなら
ない。
一 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある箇所に関する事項
三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業
に関する事項
四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

30
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3.2.3.3 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係
第五章 機械等並びに
機械等並びに危険物及
びに危険物及び
危険物及び有害物に
有害物に関する規制
する規制
第一節 機械等に
機械等に関する規制
する規制
章、条項
第五章
第一節

規制内容
第三十七条：製造の許可（特定機械8種）
第三十八条：製造時等の検査
第三十九条：検査証の交付等
第四十 条：使用制限（検査証を受けていな
い機械の使用制限
第四十一条：検査証の有効期間

特に危険な作業を必要とする機械等
（特定機械）

第四十二条：譲渡等の制限
第四十四条：個別検定（4種）
第四十四条の二：型式検定（13 種）
第四十四条の三：型式検定合格証有効期間
第四十四条の四：型式検定合格証執行

特定機械等以外の機械等で，（中略）
危険若しくは有害な作業を必要とする
もの，危険な場所において使用するも
の又は危険若しくは健康障害を防止す
るために使用するもの”（第四十四条は、
検定に関する条項）

第四十三条：防護措置未実施の者に対する
譲渡等の禁止

動力により駆動される機械等で，作動
部分上の突起物又は動力伝達部分若
しくは調速部分に厚生労働省で定める
防護措置が施されていないもの 31

3.2.3.3.1 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係ー①第37条関係
第五章 第一節 第三十七条（
第三十七条（製造の
製造の許可）
許可）
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で
定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造しようとする者は、厚生労働省
令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなけれ
ばならない。
２ 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請
を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に
適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
別表1
別表
一 ボイラー
二 第一種圧力容器（圧力容器であって政令で定めるものをいう。以下同じ。）
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ

ボイラー及び圧力容器安全規則

クレーン等安全規則

46

ゴンドラ安全規則

32

3.2.3.3.1 労働安全衛生法―
労働安全衛生法―製造・
製造・流通等に
流通等に関する規制
する規制
―第五章 第1節関係ー
関係ー②第42条関係
42条関係
第五章 第一節 第四十二条（
第四十二条（譲渡等の
譲渡等の制限等）
制限等）
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とする
もの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するものの
うち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、
貸与し、又は設置してはならない。

労働安全衛生規則 第三章 第一節 機械等に
機械等に関する規制
する規制 第二十七条（
第二十七条（規格に
規格に適合
した機械等
した機械等の
機械等の使用）
使用）
事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項 各号に掲げる機械等については、
法第四十二条 の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用して
はならない。
法第42条
別表2

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその
急停止装置

九 防毒マスク

二 第二種圧力容器（第一種圧力容器以外の圧力容器であっ
て政令で定めるものをいう。次表において同じ。）

十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又
は歯の接触予防装置

三 小型ボイラー

十一 動力により駆動されるプレス機械

四 小型圧力容器（第一種圧力容器のうち政令で定めるもの
をいう。次表において同じ。）

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

五 プレス機械又はシャーの安全装置

十三 絶縁用保護具

六 防爆構造電気機械器具

十四 絶縁用防具

七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

十五 保護帽

八 防じんマスク

十六 電動ファン付き呼吸用保護具

33

3.2.3.3.1 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係ー③第44条関係
労働安全衛生法施行令
第四十四条 個別検定を
個別検定を受けるべき機械等
けるべき機械等
第四十四条の
第四十四条の2 型式検定を
型式検定を受けるべき機械等
けるべき機械等
・別表3
別表3（第四十四条関係）
第四十四条関係） 個別検定を
個別検定を受けなければならない機械等
けなければならない機械等
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器
・別表4（
別表 （第四十四条の
第四十四条の二関係）
二関係） 型式検定を
型式検定を受けなければならない機械等
けなければならない機械等
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の
制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するも
の
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
34
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
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3.2.3.3.1 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係ー③第44条関係
・個別検定
個別検定：
個別検定：
機械等の1台ごとに行われる検定で，同じ型式のものであっても1台ご
とに検定が行われる。

別表3
別表3（第四十四条関係）
第四十四条関係） 個別検定を
個別検定を受けなければならない機械等
けなければならない機械等
一
二
三
四

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
第二種圧力容器
小型ボイラー
小型圧力容器

個別検定の
個別検定の基準
・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格（昭和47年労働
省告示第79号）
・圧力容器構造規格（平成15年厚生労働省告示第84号）
・小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格（昭和50年労働省告示第84号）
35

3.2.3.3.1 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係ー③第44条関係
・型式検定：
型式検定：
機械等の型式ごとに行われる検定で，検定に合格すれば，合格証の有効期間内は，
その型式等を数に制限なく製造し，又は輸入することができる。
別表4（
型式検定を
けなければならない機械等
別表 （第四十四条の
第四十四条の二関係）
二関係） 型式検定
を受けなければならない
機械等
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制
動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具（船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。）
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク（ろ過材及び面体を有するものに限る。）
六 防毒マスク（ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。）
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具（その電圧が、直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては三百ボルトを超
える充電電路について用いられるものに限る。）
十一 絶縁用防具（その電圧が、直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては三百ボルトを超
える充電電路に用いられるものに限る。）
十二 保護帽（物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。）
36
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
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型式検定の
型式検定
の基準
・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格（昭
和47年労働省告示第79号）
・プレス機械又はシャーの安全装置構造規格（昭和53年労働省告示第102号）
・電気機械器具防爆構造規格（昭和44年労働省告示第16号）注1
・クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格（昭和47年労働省告示第81
号）
・防じんマスクの規格（昭和63年労働省告示第19号）
・防毒マスクの規格（平2年労働省告示第68号）
・木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
（昭和 47年労働省告示第86号）
・動力プレス機械構造規格（昭和52年労働省告示第116号）
・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格（昭和47年労働省告示第143号）
・絶縁用保護具等の規格（昭和47年労働省告示第144号）
・絶縁用防護具の規格（昭和47年労働省告示第145号）
・保護帽の規格（昭和50年労働省告示第66号）
・電動ファン付き呼吸用保護具の規格（平成26年厚生労働省告示第455号）
注1：防爆構造電気機械器具の検定の基準については、厚生労働省の行政通達により、電気機械器具構造規格のほ
37
かに、同規格第5条に基づく技術指針（国際整合防爆指針）も検定の基準として使用することが認められております。

3.2.3.3.1 労働安全衛生法―製造・流通等に関する規制
―第五章 第1節関係ー④第43条関係
第五章 第一節 第四十三条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生
厚生
労働省令で
で定める防護
める防護のための
防護のための措置
のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは
措置
労働省令
貸与の目的で展示してはならない。

通則）第3章 機械等並びに
機械等並びに危険物及
びに危険物及び
危険物及び有害物に
有害物に関する規制
する規制
○労働安全衛生規則 第1編（通則）
第一節 機械等に
機械等に関する規制
する規制
（作動部分上の
作動部分上の突起物等の
突起物等の防護措置）
防護措置）
第二十五条 法第四十三条 の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
二 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

38

49

検査機関は，次を参照。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-45-1-0.htm
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.1 趣旨等「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
全体構成
１ 趣旨等
２ 適用
３ 実施内容
４ 実施体制等
５ 実施時期
６ 対象の選定
７ 情報の入手
８ 危険性又は有害性の特定
９ リスクの見積り
１０ リスク低減措置の検討及び実施
１１ 記録
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3.2.4.1 趣旨等「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
全体構成
生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入
されていること等により、労働災害の原因が多様化し、その把握が困難になっている。
このような現状において、事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため、労働安全
衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」という。）第２８条の２第１項において、労働
安全衛生関係法令に規定される最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでな
く、事業者が自主的に個々の事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等に
よる、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査
（以下単に「調査」という。）を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害
を防止するため必要な措置を講ずることが事業者の努力義務として規定されたところ
である。
本指針は、法第２８条の２第２項の規定に基づき、当該措置が各事業場において適切
かつ有効に実施されるよう、その基本的な考え方及び実施事項について定め、事業者
による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
補足説明

■生産工程の技術レベルが進歩し、新たな機械設備・化学物質が使用されている。
■そのような産業界において、労働災害の発生原因が複雑化し、発生原因の特定が困難
となっている。
■これらを踏まえ、本指針では、設備や化学物質を使用する作業者の危険及び健康障害
41
を防止するための実施事項を規定している。

3.2.4.1 趣旨等「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
全体構成
また、本指針を踏まえ、特定の危険性又は有害性の種類等に関する詳細な指針が
別途策定されるものとする。詳細な指針には、「化学物質等による労働者の危険又
は健康障害を防止するため必要な措置に関する指針」、機械安全に関して厚生労働省
労働基準局長の定めるものが含まれる。
なお、本指針は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成１１年労働
省告示第５３号)に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的
実施事項としても位置付けられるものである。
補足説明

■基発0 9 1 8 第3号 平成27 年9月18 日制定された「化学物質等による労働者の危険又は健康障
害を防止するため必要な措置に関する指針」及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」に
ついての実施事項を具現化した詳細指針である。
■OSHMS
（Occupational Safety and Health Management System労働安全衛生マネジメントシステム）
とは、事業者が労働者の協力の下に
計画（Plan）
「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Act）」
（「PDCAサイクル」といわれます）という一連の過程を
定めています。それを展開することにより、
実施（Do）
改善（Act）
OSHMS
継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、
労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで
快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上
評価（Check）
を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。
42

－51－

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.2 適用
本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その
他業務に起因する危険性又は有害性（以下単に「危険性又は有害性」という。）で
あって、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。
補足説明

厚生労働省公示の「機械の包括的な指針」を順守し、リスクを低減すべき危険源

高電圧

巻き込まれ レーザー等有害磁場
高温加熱部

可動部

可燃性化学物質
腐食性ガ

危険有害性物質については・・・
ス
改正労働安全衛生法 第28条の２ 2006年4月1日改正
要旨
爆発性ガス
機械設備、原材料などの作業行動に伴う
腐食性薬液
危険性･有害性などの調査・評価を行い、
平成１２年３月公示「化学物質管理指針」を順守し、
その結果に基づき必要な処置をすることと
有害性の特定とリスクアセスメントを実施すべき危険源
求められています。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.3 実施内容
事業者は、調査及びその結果に基づく措置（以下「調査等」という。）として、次に掲
げる事項を実施するものとする。
(1) 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定
(2) (1)により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は
疾病の重篤度及び発生する可能性の度合（以下「リスク」という。）の見積り
(3) (2)の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減する
ための措置（以下「リスク低減措置」という。）内容の検討
(4) (3)の優先度に対応したリスク低減措置の実施
リスク（risk）：
危害の発生確率及びその危害の程度の組合せ．
また，危害の発生確率と危害の程度（大きさ）の
二つの要素の関係は，次のように表すことができる．

補足説明

保有する危険性、有害性を見出す

R とP・S との関係
リスク（R）＝危害の発生確率（P）・危害の程度（S）

その危険性、有害性のリスクを見積もる

見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置の検討
優先度に対応したリスク低減措置の実施
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.4 実施体制等
(1) 事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。
ア 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者（事業場トップ）に調査等
の実施を統括管理させること。
イ 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。
ウ 安全衛生委員会等（安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。）の活
用等を通じ、労働者を参画させること。
エ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は
有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めるこ
と。
オ 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識
を有する者を参画させるように努めること。
(2) 事業者は、(1)で定める者に対し、調査等を実施するために必要な教育を実施する
ものとする。
補足説明

■「事業の実施を統括管理する者」には、総括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者が含まれる。
■「安全管理者、衛生管理者等」の「等」には、安全衛生推進者が含まれる。
■「安全衛生委員会等の活用等」には、安全衛生委員会の設置義務のない事業場において実施される
関係労働者の意見聴取の機会を活用すること。
また、安全衛生委員会等の活用等を通じ、調査等の結果を労働者に周知する必要がある。
■「機械設備等」の「等」には、電気設備が含まれる。
45

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.5 実施時期
(1) 事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。
ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずる
おそれのあるとき。
(ｱ) 労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合
(ｲ) 前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労
働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新た
な安全衛生に係る知見の集積等があった場合
補足説明

■調査等を実施する時期を言う。
■設備には、足場等の仮設も含む。設備の変更には、設備の配置替えが含まれること。
■次に掲げる場合等」の「等」には、地震等により、建設物等に被害が出た場合、もしくは被害が出てい
るおそれがある場合が含まれる。
■設備の経年劣化等の状況の変化に対応するため、定期的に再度調査等を実施し、それに基づくリスク
低減措置を実施することが求められている。
■「新たな安全衛生に係る知見」には、例えば、社外における類似作業で発生した災害や、化学物質に
係る新たな危険有害情報など、従前は想定していなかったリスクを明らかにする情報があること。 46
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.5 実施時期
(2) 事業者は、(1)のアからエまでに掲げる作業を開始する前に、リスク低減措置を
実施することが必要であることに留意するものとする。
(3) 事業者は、(1)のアからエまでに係る計画を策定するときは、その計画を策定する
ときにおいても調査等を実施することが望ましい。

補足説明

■建設物、設備等の設置等の作業を開始する前に、設備改修計画、工事計画や施工計画等を作成
すること。かつ、それら計画の段階で調査等を実施することでより効果的なリスク低減措置の実施
すること。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.6 対象の選定
事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。
(1) 過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業
に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である
ものは、調査等の対象とすること。
(2) (1)のうち、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたら
さないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えないこと。
補足説明

■「合理的に予見可能」とは、負傷又は疾病を予見するために十分な検討を行えば、現時点の知見で
予測可能であることを言う。
■「軽微な負傷又は疾病」とは、医師による治療を要しない程度の負傷又は疾病をいう。
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－54－

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.7 情報の入手
(1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用
するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る
資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア 作業標準、作業手順書等
イ 仕様書、化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）等、使用する機械設備、材料等
に係る危険性又は有害性に関する情報
ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報
エ 作業環境測定結果等
オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況
に関する情報
カ 災害事例、災害統計等
キ その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等
補足説明

■「非定常作業」には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、緊急事態への対応も含まれる。
こと。
■「作業手順書等」の「等」には、例えば、操作説明書、マニュアルがある。
■「危険性又は有害性に関する情報」には、例えば、使用する設備等の仕様書、取扱説明書、「機械等
の包括的な安全基準に関する指針」に基づき提供される「使用上の情報」、使用する化学物質の化学
物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）がある。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.7 情報の入手
(1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用
するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る
資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア 作業標準、作業手順書等
イ 仕様書、化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）等、使用する機械設備、材料等
に係る危険性又は有害性に関する情報
ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報
エ 作業環境測定結果等
オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況
に関する情報
カ 災害事例、災害統計等
キ その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等
補足説明

■「作業の周辺の環境に関する情報」には、例えば、周辺の機械設備等の状況や、地山の掘削面の土
質やこう配等がある。
■「作業環境測定結果等」の「等」には、例えば、特殊健康診断結果、生物学的モニタリング結果がある。
■「その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等」の「等」には、例えば、作業を行うために必要な
資格・教育の要件、セーフティ・アセスメント指針に基づく調査等の結果、危険予知活動（ＫＹＴ）の
実施結果、職場巡視の実施結果がある。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.8 危険性又は有害性の特定
(1) 事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定
するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備、
作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業に
おける危険性又は有害性を特定するものとする。
(2) 事業者は、(1)の危険性又は有害性の特定に当たり、労働者の疲労等の危険性
又は有害性への付加的影響を考慮するものとする。
補足説明

■作業の洗い出しは、作業標準、作業手順等を活用し、危険性又は有害性を特定するために必要な
単位で実施するものであること。なお、作業標準がない場合には、当該作業の手順を書き出した上
で、それぞれの段階ごとに危険性又は有害性を特定すること。
■「危険性又は有害性の分類」には、次ページの例のほか、ＩＳＯ、ＪＩＳやＧＨＳ（化学品の分類及び表示
に関する世界調和システム）で定められた分類がある。
■(2)は、労働者の疲労等により、負傷又は疾病が発生する可能性やその重篤度が高まることを踏まえて、
危険性又は有害性の特定を行う必要がある旨を規定したものである。
■「疲労等」には、単調作業の連続による集中力の欠如や、深夜労働による居眠り等が含まれること。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.8 危険性又は有害性の特定 危険性又は有害性の分類例
１ 危険性
(1) 機械等による危険性
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性
「引火性の物」には、可燃性のガス、粉じん等が含まれ、「等」には、酸化性の
物、硫酸等が含まれること。
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険性
「その他のエネルギー」には、アーク等の光のエネルギー等が含まれること。
(4) 作業方法から生ずる危険性
「作業」には、掘削の業務における作業、採石の業務における作業、荷役の
業務における作業、伐木の業務における作業、鉄骨の組立ての作業等が含ま
れること。
(5) 作業場所に係る危険性
「場所」には、墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある
場所、足を滑らすおそれのある場所、つまずくおそれのある場所、採光や照明
の影響による危険性のある場所、物体の落下するおそれのある場所等が含ま
れること。
(6) 作業行動等から生ずる危険性
(7) その他の危険性
「その他の危険性」には、他人の暴力、もらい事故による交通事故等の労働者
以外の者の影響による危険性が含まれること。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.8 危険性又は有害性の特定 危険性又は有害性の分類例
２ 有害性
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性
「等」には、酸素欠乏空気、病原体、排気、排液、残さい物が含まれること。
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性
「等」には、赤外線、紫外線、レーザー光等の有害光線が含まれること。
(3) 作業行動等から生ずる有害性
「作業行動等」には、計器監視、精密工作、重量物取扱い等の重筋作業、
作業姿勢、作業態様によって発生する腰痛、頸肩腕症候群等が含まれること。
(4) その他の有害性
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(1) 事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、
危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれら
の発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、
化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量を
それぞれ考慮して見積もることができる。
ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する可能性の度合を相対的に尺度化し、
それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合に応じてリスクが
割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法
イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその重篤度を一定の尺度によりそれぞれ
数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法
ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発生する可能性等を段階的に分岐して
いくことによりリスクを見積もる方法
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り リスクの見積り方法の例
１ 負傷又は疾病の重篤度
「負傷又は疾病の重篤度」については、基本的に休業日数等を尺度として使用する
ものであり、以下のように区分する例がある。
①致命的：死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの
②重 大：休業災害（１ヶ月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの
③中程度：休業災害（１ヶ月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの
④軽 度：不休災害やかすり傷程度のもの
２ 負傷又は疾病の可能性の度合
「負傷又は疾病の可能性の度合」は、危険性又は有害性への接近の頻度や時間、
回避の可能性等を考慮して見積もるものであり、以下のように区分する例がある。
①可能性が極めて高い：日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの
②可能性が比較的高い：日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの
③可能性がある：非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの
④可能性がほとんどない：稀にしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り リスクレベルの決定のための手法(例１）
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り リスクレベルの決定のための手法(例2）
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り リスクレベルの決定のための手法(例3）
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(2) 事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 予想される負傷又は疾病の対象者及び内容を明確に予測すること。
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した
最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を
使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を
尺度として使用すること。
エ 有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に
基づき、有害性が存在すると仮定して見積もるよう努めること。
補足説明

■重篤度については、休業日数及び障害等級によって統一的に尺度化することが可能であるため、
負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。

59

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる
負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの
ウ 中毒等の化学物質等の有害性によるもの
エ 振動障害等の物理因子の有害性によるものまた、その際、次に掲げる事項を
考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は
方策（以下「安全機能等」という。）の信頼性及び維持能力
イ 安全機能等を無効化する又は無視する可能性
ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用
又は危険行動の可能性
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる
負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
補足説明

■「はさまれ、墜落等の物理的な作用」による危険性による負傷又は疾病の重篤度又はそれらが発生
する可能性の度合の見積りに当たっては、必要に応じ、以下の事項に留意すること。
なお、行動災害の見積りに当たっては、災害事例を参考にしつつ、具体的な負傷又は疾病を予測する
こと。
(ｱ) 加害物の高さ、重さ、速度、電圧等
(ｲ) 危険性へのばく露の頻度等
危険区域への接近の必要性・頻度、危険区域内での経過時間、接近の性質（作業内容）等
(ｳ) 機械設備等で発生する事故、土砂崩れ等の危険事象の発生確率
機械設備等の信頼性又は故障歴等の統計データのほか、地山の土質や角度等から経験的に求め
られるもの
(ｴ) 危険回避の可能性
加害物のスピード、異常事態の認識しやすさ、危険場所からの脱出しやすさ又は労働者の技量等
を考慮すること。
(ｵ) 環境要因
天候や路面状態等作業に影響を与える環境要因を考慮すること。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる
負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの
補足説明

■「爆発、火災等の化学物質の物理的効果」による負傷の重篤度又はそれらが発生する可能性の度合の
見積りに当たっては、必要に応じ、以下の事項に留意すること。
(ｱ) 反応、分解、発火、爆発、火災等の起こしやすさに関する化学物質の特性（感度）
(ｲ) 爆発を起こした場合のエネルギーの発生挙動に関する化学物質の特性（威力）
(ｳ) タンク等に保管されている化学物質の保管量等
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる
負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ウ 中毒等の化学物質等の有害性によるもの
補足説明

■「中毒等の化学物質等の有害性」による疾病の重篤度又はそれらが発生する可能性の度合の見積り
に当たっては、必要に応じ、以下の事項に留意すること。
(ｱ) 有害物質等の取扱量、濃度、接触の頻度等
有害物質等には、化学物質、石綿等による粉じんが含まれること。
(ｲ) 有害物質等への労働者のばく露量及びばく露限度等との比較
ばく露限界は、日本産業衛生学会やＡＣＧＩＨ（米国産業衛生専門家会議）の許容濃度等があり、また、
管理濃度が参考となること。
(ｳ) 侵入経路等
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
(3) 事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる
負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
エ 振動障害等の物理因子の有害性によるものまた、その際、次に掲げる事項を
考慮すること。
補足説明

■「振動障害等の物理因子の有害性」による疾病の重篤度又はそれらが発生する可能性の度合の
見積りに当たっては、必要に応じ、以下の事項に留意すること。
(ｱ) 物理因子の有害性等
電離放射線の線源等、振動の振動加速度等、騒音の騒音レベル等、紫外線等の有害光線の波長等、
気圧、水圧、高温、低温等
(ｲ) 物理因子のばく露量及びばく露限度等との比較
法令、通達のほか、ＪＩＳ、日本産業衛生学会等の基準等があること。

64
－62－

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.9 リスクの見積り
エ 振動障害等の物理因子の有害性によるものまた、その際、次に掲げる事項を
考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は
方策（以下「安全機能等」という。）の信頼性及び維持能力
イ 安全機能等を無効化する又は無視する可能性
ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用
又は危険行動の可能性
補足説明

■「安全機能等の信頼性及び維持能力」に関して考慮すべき事項には、必要に応じ、以下の事項が
含まれること。
(ｱ) 安全装置等の機能の故障頻度・故障対策、メンテナンス状況、使用者の訓練状況等
(ｲ) 立入禁止措置等の管理的方策の周知状況、柵等のメンテナンス状況
■「安全機能等を無効化する又は無視する可能性」に関して考慮すべき事項には、以下の事項が含まれ
ること。
(ｱ) 生産性の低下等、労働災害防止のための機能・方策を無効化させる動機
(ｲ) スイッチの誤作動防止のための保護錠が設けられていない等、労働災害防止のための機能・方策
の無効化しやすさ
■作業手順の逸脱等の予見可能な「意図的」な誤使用又は危険行動の可能性に関して考慮すべき事項に
は、必要に応じ、以下の事項が含まれること。
(ｱ) 作業手順等の周知状況
(ｲ) 近道行動（最小抵抗経路行動）
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(ｳ) 監視の有無等の意図的な誤使用等のしやすさ (ｴ) 作業者の資格・教育等

3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.10 リスク低減措置の検討及び実施
(1) 事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、
次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性
又は有害性を除去又は低減する措置
イ インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 個人用保護具の使用
補足説明

■「危険性又は有害性を除去又は低減する措置」とは、危険な作業の廃止・変更、より危険性又は
有害性の低い材料への代替、より安全な反応過程への変更、より安全な施工方法への変更等、
設計や計画の段階から危険性又は有害性を除去又は低減する措置をいうものであること。
■「工学的対策」とは、アの措置により除去しきれなかった危険性又は有害性に対し、ガード、インター
ロック、安全装置、局所排気装置の設置等の措置を実施するものであること。
■「管理的対策」とは、ア及びイの措置により除去しきれなかった危険性又は有害性に対し、マニュアルの
整備、立入禁止措置、ばく露管理、警報の運用、二人組制の採用、教育訓練、健康管理等の作業者等
を管理することによる対策を実施するものであること。
■「個人用保護具の使用」は、アからウまでの措置により除去されなかった危険性又は有害性に対して、
呼吸用保護具や保護衣等の使用を義務づけるものであること。また、この措置により、アからウまでの
措置の代替を図ってはならないこと。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.10 リスク低減措置の検討及び実施
(2) (1)の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止
効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講
ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い
優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。
(3) なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適
切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるもの
とする。
補足説明

■「危険性又は有害性を除去又は低減する措置」とは、危険な作業の廃止・変更、より危険性又は
有害性の低い材料への代替、より安全な反応過程への変更、より安全な施工方法への変更等、
設計や計画の段階から危険性又は有害性を除去又は低減する措置をいうものであること。
■「工学的対策」とは、アの措置により除去しきれなかった危険性又は有害性に対し、ガード、インター
ロック、安全装置、局所排気装置の設置等の措置を実施するものであること。
■「管理的対策」とは、ア及びイの措置により除去しきれなかった危険性又は有害性に対し、マニュアルの
整備、立入禁止措置、ばく露管理、警報の運用、二人組制の採用、教育訓練、健康管理等の作業者等
を管理することによる対策を実施するものであること。
■「個人用保護具の使用」は、アからウまでの措置により除去されなかった危険性又は有害性に対して、
呼吸用保護具や保護衣等の使用を義務づけるものであること。また、この措置により、アからウまでの
措置の代替を図ってはならないこと。
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.10 リスク低減措置の検討及び実施
エ 振動障害等の物理因子の有害性によるものまた、その際、次に掲げる事項を
考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は
方策（以下「安全機能等」という。）の信頼性及び維持能力
イ 安全機能等を無効化する又は無視する可能性
ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用
又は危険行動の可能性
補足説明

■「安全機能等の信頼性及び維持能力」に関して考慮すべき事項には、必要に応じ、以下の事項が
含まれること。
(ｱ) 安全装置等の機能の故障頻度・故障対策、メンテナンス状況、使用者の訓練状況等
(ｲ) 立入禁止措置等の管理的方策の周知状況、柵等のメンテナンス状況
■「安全機能等を無効化する又は無視する可能性」に関して考慮すべき事項には、以下の事項が含まれ
ること。
(ｱ) 生産性の低下等、労働災害防止のための機能・方策を無効化させる動機
(ｲ) スイッチの誤作動防止のための保護錠が設けられていない等、労働災害防止のための機能・方策
の無効化しやすさ
■作業手順の逸脱等の予見可能な「意図的」な誤使用又は危険行動の可能性に関して考慮すべき事項に
は、必要に応じ、以下の事項が含まれること。
(ｱ) 作業手順等の周知状況
(ｲ) 近道行動（最小抵抗経路行動）
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(ｳ) 監視の有無等の意図的な誤使用等のしやすさ (ｴ) 作業者の資格・教育等
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3.2.4 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
3.2.4.11 記録
事業者は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 洗い出した作業
(2) 特定した危険性又は有害性
(3) 見積もったリスク
(4) 設定したリスク低減措置の優先度
(5) 実施したリスク低減措置の内容
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.１ 「機械の包括的な安全基準に関する指針」ができるまで

・機械設備類の
安全に関する
国際規格
ISO12100

１９９５年から実施
されている欧州機械指令
「CEマーキング」の制度
で、EN規格として運用
されていた。

・厚生労働省
「機械の包括的
な安全基準に
関する指針」

・日本工業規格
B9700－1
B9700－2
となり、発行

※ JIS

中央労働災害防止協会
日本工業標準調査会
や日本機械工業連合会
の審議を経て、
が、国内の専門家を募り、 WTO/TBT協定に基づき、
指針（案）を検討してきた。
JIS化される。

※ JIS B 9700-1 機械類の安全性 設計者のための基本概念 一般原則 基本用語 方法論
JIS B 9700-2
技術原則
8 69
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.2 「機械の包括的な安全基準に関する指針」の概要と公示の背景
2001年6月1日に「機械の包括的な安全基準に関する指針」が厚生労働省より発行され
ました。
指針は、機械類の安全性を規定した国際安全規格ISO12100の要求内容に対応し、
機械類の設計および製造から設置、さらに使用の各段階にわたって安全確保を意図
するもので、機械類の製造者および事業者にとって指針を遵守することが求められて
います。
指針公示の背景

■日本における機械類による労働災害は、休業4日以上の労働災害全体の約3割を占める
状況にあり。死亡に至る重大な災害多発している。
このような労働災害を防止するために労働安全衛生法や関係法令などでは、機械の検査
制度および譲渡の制限などの規制が設けられている。
■危険性の高い特定の機械については、製造段階から使用段階にわたる安全確保が求め
られている。
■技術革新により使用される機械は多種多様にわたると共に多機能化されており、特定の
機械だけでなく、全ての機械類の安全性を向上させることが要求されるようになってきた。
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.3 事業者に求める主な内容
■指針では機械の製造者とその使用者が対象
指針は、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準を示したものであり、機械
の設計、製造等を行う製造者等及び機械を労働者に使用させる事業者がこの指針に従って安全
方策等を行い、機械の安全化を図っていくことが望まれる。
指針においては、安全な機械の製造等に当たって行うべき具体的な安全方策の方法等を示して
いるが、安全方策はこれに限定されるものではなく、製造者等及び機械を労働者に使用させる事
業者は、個々の機械の危険源及び危険状態から生ずる危険の種類等に応じて、有効と考えられ
る安全方策を行うことが必要である。

■製造者，事業者に求める主な内容
機械の製造者が行う事項
機械のリスクアセスメント

・危険性，有害性の調査（リスクアセスメント）の実施

機械の保護（安全）方策

・保護方策の実施
指針別表第2～別表第5（優先順位づけがなされていることに注意）

情報提供

・残留リスク情報の作成と提供。使用情報とともに提供する。

事業者が行う事項
使用上の情報及び残留
リスク情報の入手

・使用上の情報及び残留リスク情報の入手し，労働安全衛生法第28条の2に
規定する危険性，有害性の調査（リスクアセスメント）を実施し，適切な保護（安
全）方策を実施する。

機械の保護（安全）方策

・事業者による機械に施す保護（安全）方策の実施 ・ 作業管理など

－66－
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.4 指針に基づく機械の安全化の手順
機械の安全化の手順は以下の図に示すように危険性の大きさをリスクという概念で捉え、リスクを低減することが
安全化としています。このためリスクの見積もりおよび評価に係るリスクアセスメントは、機械の安全化を進める
ために必ず行わなければならず、また安全方策の実施により（見積り）機械のリスクが許容可能な程度に低減され
ているかを判断するものです。しかしながら、行われた安全方策によっては、機械を使用する者がこれを容易に取
り外して使用することなどもあり得るので、機械の機能や使い易さを損なっていないかについても判断することが
必要となります。

製造者等が行う事項
（１）リスクアセスメントの実施

○使用される状況の特定
○危険源・危険状態の特定
○危険源・危険状態のリスクの見積り
○リスクの低減の必要性の有無決定

事業者からの情報の提供

（２）製造者等による安全方策の実施

① 本質的な安全設 計
②安全防護及び追加の安全方策
③使用上の情報の作成

機械の受入

製造者等からの情報の提供

機械を使用等する事業者が行う事項
（１）使用上の情報の内容確認

①使用上の情報の内容確認
②現場の使用状況での
機械のリスクアセスメントの実施

（２）事業者による安全方策等の実施

①機械に施す安全方策
②作業管理的な安全方策

機 械 の 使 用
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.5 「機械の包括的な安全基準に関する指針」とJIS規格の関係につい
て
「機械の包括的な安全基準に関する指針」とJIS規格の関係について説明します。
平成18年に施行された改正労働安全衛生法において、リスクアセスメントが努力義務化
されました。それに伴い改正された「機械の包括的安全基準に関する指針」及びその解説
において、リスクアセスメントの具体的な手順が明確化されるとともに、JIS規格との関連に
ついても明示されています

労働安全衛生法

法律

機械の包括的な安全基準に関する指針

機械の包括的な安全基準に関する指針の解説
平成19年７月

JIS B9700-1,-2

指針
規格
74
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.6 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 全体構成

第1 趣旨等
1 趣旨
2 適用
3 用語の定義

第3 機械を労働者に使用させる事業者の実施事項
1 実施内容
2 実施体制等
3 実施時期
4 対象の選定
第2 機械の製造等を行う者の実施事項
5 情報入手
1 製造等を行う機械の調査等の実施 6 危険性又は有害性の同定
2 実施時期
7 リスクの見積り等
3 機械の制限に関する仕様の指定
8 保護方策の検討及び実施
4 危険性又は有害性の同定
9 記録
5 リスクの見積り等
10 注文時の条件
6 保護方策の検討及び実施
7 記録

75
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.7 第１ 趣旨 ２ 適用
指針から抜粋して説明します
２

適用
本指針は、機械による危険性又は有害性（機械の危険源をいい、以下単に「危険性
又は有害性」という。）を対象とし、機械の設計、製造、改造等又は輸入（以下「製造
等」という。）を行う者及び機械を労働者に使用させる事業者の実施事項を示す。

外部の設備メーカー

製造者

安全方策を検討するのは、メーカー（設計・製造部署）及び
エンドユーザー（設備導入担当・製造担当・安全担当等）である

事業者

機械の設計、製造または改造を
行なう者及び機械を輸入した者

労働者に機械を使用させる者

出荷
設計者

搬入

製造・検査

本質安全化が達成された機械設備を
製造部門へ提供する。

8-75
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.7 第１ 趣旨 ３ 用語の定義 指針から抜粋して説明します
３

用語の定義

本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)機械 連結された構成品又は部品の組合せで、そのうちの少なくとも一つは機械的な作動機
構、制御部及び動力部を備えて動くものであって、特に材料の加工、処理、移動、梱包等の特
定の用途に合うように統合されたものをいう。
(2) 保護方策 機械のリスク（危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重
篤度及び発生する可能性の度合をいう。以下同じ。）の低減（危険性又は有害性の除去を含
む。以下同じ。）のための措置をいう。これには、本質的安全設計方策、安全防護、付加保護
方策、使用上の情報の提供及び作業の実施体制の整備、作業手順の整備、労働者に対する
教育訓練の実施等及び保護具の使用を含む。
(3) 本質的安全設計方策 ガード又は保護装置（機械に取り付けることにより、単独で、又はガー
ドと組み合わせて使用する光線式安全装置、両手操作制御装置等のリスクの低減のための
装置をいう。）を使用しないで、機械の設計又は運転特性を変更することによる保護方策をいう。
(4) 安全防護 ガード又は保護装置の使用による保護方策をいう。
(5) 付加保護方策 労働災害に至る緊急事態からの回避等のために行う保護方策（本質的安全設
計方策、安全防護及び使用上の情報以外のものに限る。）をいう。
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3.2.5 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針の要求
3.2.5.7 第１ 趣旨 ３ 用語の定義 指針から抜粋して説明します
３

用語の定義

(6) 使用上の情報 安全で、かつ正しい機械の使用を確実にするために、製造等を行う者が、標識
、警告表示の貼付、信号装置又は警報装置の設置、取扱説明書等の交付等により提供する指
示事項等の情報をいう。
(7) 残留リスク 保護方策を講じた後に残るリスクをいう。
(8) 機械の意図する使用 使用上の情報により示される、製造等を行う者が予定している機械の使
用をいい、設定、教示、工程の切替え、運転、そうじ、保守点検等を含むものであること。
(9) 合理的に予見可能な誤使用 製造等を行う者が意図していない機械の使用であって、容易に予
見できる人間の挙動から行われるものをいう。

78
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.1 製造等を行う機械の調査等の実施 指針から抜粋して説明します
1 製造等を行う機械の調査等の実施
本指針は、機械による危険性又は有害性を対象とし、機械の設計、製造、改造等又は輸入を
行う者及び機械を労働者に使用させる事業者の実施事項を示す。機械の製造等を行う者は、
製造等を行う機械に係る危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置として、次に
掲げる事項を実施するものとする。
(1) 機械の制限（使用上、空間上及び時間上の限度・範囲をいう。）に関する仕様の指定
(2) 機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性の同定
(3) (2)により同定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積り及び適切なリスクの低減が達
成されているかどうかの検討
(4)保護方策の検討及び実施によるリスクの低減
身体が入れない柵、ロボットの
可動範囲を隔離する柵
を設置するなどの検討

顧客と設備設置の仕様打合せ
の中で機構の可動範囲が、
作業環境エリアにまで動作
することを想定して
ください
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.2 実施時期
指針から抜粋して説明します
２

実施時期

機械の製造等を行う者は、次の時期に調査等を行うものとする。
ア 機械の設計、製造、改造等を行うとき
イ 機械を輸入し譲渡又は貸与を行うとき
ウ 製造等を行った機械による労働災害が発生したとき
エ 新たな安全衛生に係る知見の集積等があったとき
設備使用後も、部分改造を行うことにより危険源や
リスクが変化する場合は、評価を行なう必要がある。

本質的な安全設計を行ない、
機構的に危険な部位をなくす。

可動ガード
が無い

使用ガスを
使用ガスを変更
変更したい
したい
挟まれる
部分が多い

窒素から

リスク
小

水素へ変更

やたらと突起
がある

このロボットは危険
そうだなあ・・・・

リスク
大

固定して
いない
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3.2.5.8 第2 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.3 .機械の制限に関する仕様の指定 指針から抜粋して説明します
３

機械の制限に関する仕様の指定

ア 機械の意図する使用、合理的に予見可能な誤使用、労働者の経験、能力等の使用上の制限
イ 機械の動作、設置、保守点検等に必要とする範囲等の空間上の制限
ウ 機械、その構成品及び部品の寿命等の時間上の制限

経験、能力等の使用上
の制限とは・・・

シュレッダー幼児指切断事故
を思い出してください
誤使用例：
シュレッダーによる幼児の指切断

■性別，年齢，利き手の使用，又は身体能力の制限

例えば，視覚又は聴覚の減退，体型，体力
などにより特定される人の機械類使用（例えば，産業，非産業及び家庭？）

■次のような使用者の訓練，経験又は能力の想定レベル
オペレータ
保全要員又は技術者
見習い及び初心者
一般大衆

私は技術者

設計を担当しています

私は保全要員
私は監督者
トラブル対処の経験があります
生産の工程管理をしています
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.4 危険性又は有害性の同定 指針から抜粋して説明します
４

危険性又は有害性の同定

機械の製造等を行う者は、次に掲げる機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害
性を、同定するものとする。
ア 機械の製造の作業（機械の輸入を行う場合を除く。）
イ 機械の意図する使用が行われる作業
ウ 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に関する作業
エ 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作業
オ 機械に故障、異常等が発生している状況における作業
カ 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる作業
キ 機械を使用する労働者以外の者が機械の危険性又は有害性に接近すること。
周囲の人々（部品供給者、保全作業者、見学者等）が、
設備とどのような関わりを持つか着目すること。

ヒューマンファクター、作業状況の把握すること。
機械の故障、異常発生時における動作に着目すること。

設備の上に上って
メンテナンスしているな。
転落しないだろうか・・・

設備の周囲に作業者
がいるぞ
何をやっているんだろう
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.5 リスクの見積り等
指針から抜粋して説明します
５

リスクの見積り等

(1) 機械の製造等を行う者は、4で同定されたそれぞれの危険性又は有害性ごとに、発生するお
それのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合いをそれぞれ考慮し
て、リスクを見積もり、適切なリスクの低減が達成されているかどうか検討するものとする。
(2) リスクの見積りに当たっては、それぞれの危険性又は有害性により最も発生するおそれのあ
る負傷又は疾病の重篤度によってリスクを見積もるものとするが、発生の可能性が低くても予
見される最も重篤な負傷又は疾病も配慮するよう留意すること。
考慮下の
危険源に

は

考慮下の
危険源から生

関連する

じる

リスク

危害のひどさ

危害の発生確率
と

危険源への人の暴露

の関数

危険事象の発生
危害を回避又は制限

する可能性
危害のひどさ
災害が起こるとしたときの災害（傷害）の程度
危害の発生確率
想定した災害の起こりやすさ。以下の3点を考慮して決定する。
危険源への人の暴露
危険区域に人が侵入し危険源と接する状態
危害事象の発生
危険源への人の暴露により、危険状態から実際の危害に到ってしまう状況
危害を回避または制限する可能性
危険源に暴露した人の経験や反射神経などに基づく危険回避の可能性
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.5 リスクの見積り等
指針から抜粋して説明します
Point

リスク見積もりの目的は、各危険状態又は事故のシナリオから生じる最も高いリスクを
規格では
決定することである。リスク要素は危害のひどさとその発生確率である。
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施 指針から抜粋して説明します
６

保護方策の検討及び実施

(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合は
それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又
は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するもの
とする。
ア 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その
他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使
用上の情報を提供すること。
(2) (1)の検討に当たっては、本質的安全設計方策、安全防護又は付加保護方策を適切に適用
すべきところを使用上の情報で代替してはならないものとする。 また、保護方策を行うときは、
新たな危険性又は有害性の発生及びリスクの増加が生じないよう留意し、保護方策を行った
結果これらが生じたときは、当該リスクの低減を行うものとする。
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施 指針から抜粋して説明します
６

保護方策の検討及び実施

(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合は
それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又
は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するもの
とする。
ア 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その
他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使
用上の情報を提供すること。
ISO 12100 で規定される本質的安全設計方策
11. 安全機能の故障の確率の最小化
1. 幾何学的要因及び物理的側面の考慮
2. 機械設計に関する一般的技術知識の考慮 12. 設備の信頼性による危険源への暴露機会の制限
13. 搬入（供給）／搬出（取り出し）作業の機械化及び
3. 適切な技術の選択
自動化による危険源への暴露機会の制限
4. 構成品間のポジティブな機械的作用の原理
14. 設定（段取り等）及び保全の作業位置を危険区域
の適用
外とすることによる危険源への暴露機会の制限
5. 安定性に関する規定
6. 保全性に関する規定
7. 人間工学原則の遵守
8. 電気的危険源の防止
9. 空圧及び液圧設備の危険源の防止
10. 制御システムへの本質的安全設計方策の適用
86
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施 指針から抜粋して説明します
６

保護方策の検討及び実施

(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合は
それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又
は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するもの
とする。
ア 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その
他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使
用上の情報を提供すること。
安全防護（Safeguarding）：
本質的安全設計方策によって合理的に除去できない危険源，又は十分に低減できないリスク
から人を保護するための安全防護物の使用による保護方策．
安全防護策とは，固定式ガード，可動式ガード，インターロックガード又は光線式センサや圧力検知マット，
あるいは付加保護方策としての非常停止などを利用して，人と機械を隔離状態にしたり，機械を止めたりす
ることにより安全性を確保する方策である．
ただし，付加保護方策に関しては，例えば，非常停止装置を設置しておけば，他の安全防護物を使用しなく
てもよいことにはならない，つまり代替手段ではないということに留意することは重要である．

付加保護方策
本質的安全設計，安全防護策として分類されない非常停止やエネルギーの消散のような保護
方策．
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施 指針から抜粋して説明します
６

保護方策の検討及び実施

(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合は
それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又
は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するもの
とする。
ア 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その
他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使
用上の情報を提供すること。
使用上の情報（Information for use）：
使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば，文章，語句，標識，信号，記号，図形）を個別
に，又は組み合わせて使用する保護方策．

使用上の情報とは，視覚信号や聴覚信号を利用して危険事象の発生を知らせる信
号や警告装置，あるいは機械を安全に使用するために，機械に回転部の最大速度
や工具の最大直径などを表示して注意を促すこと，機械の運搬，取扱いの指示，残
留リスクなどを開示した説明書などの方策である．
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.6 保護方策の検討及び実施 指針から抜粋して説明します
６

保護方策の検討及び実施

(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合は
それを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又
は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するもの
とする。
ア 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その
他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使
用上の情報を提供すること。
(2) (1)の検討に当たっては、本質的安全設計方策、安全防護又は付加保護方策を適切に適用
すべきところを使用上の情報で代替してはならないものとする。 また、保護方策を行うときは
新たな危険性又は有害性の発生及びリスクの増加が生じないよう留意し、保護方策を行った
結果これらが生じたときは、当該リスクの低減を行うものとする。

使用上の情報は，リスク低減のための手段の一つではあるが，この対策でリスクが低
減されるかというと，厳密にいえば低減されない．使用者が正しく理解し，規定の作業
方法を遵守するということが前提となる．
使用上の情報の例:
信号及び警報装置（Signals and warning devices）
表示，標識（絵文字），警告文［Markings, Signs (pictograms), Writtenwarnings)］
付属文書（特に，取扱説明書）（Accompanying documents inparticular,Instraction handbook）
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3.2.5.8 第２ 機械の製造等を行う者の実施事項
3.2.5.8.7 記録
指針から抜粋して説明します
７

記録

機械の製造等を行う者は、実施した機械に係る調査等の結果について次の事項を記録し、
保管するものとする。
仕様や構成品の変更等によって実際の機械の条件又は状況と記録の内容との間に相異が生
じた場合は、速やかに記録を更新すること。
ア 同定した危険性又は有害性
イ 見積もったリスク
ウ 実施した保護方策及び残留リスク

使用上の情報（Information for use）：
使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば，文章，語句，標識，信号，記号，図形）を個別
に，又は組み合わせて使用する保護方策．

使用上の情報とは，視覚信号や聴覚信号を利用して危険事象の発生を知らせる信
号や警告装置，あるいは機械を安全に使用するために，機械に回転部の最大速度
や工具の最大直径などを表示して注意を促すこと，機械の運搬，取扱いの指示，残
留リスクなどを開示した説明書などの方策である．

90
－75－

機械安全のための
教育カリキュラム用教材
－設計技術者編－
「第4章 安全設計の基本」

機械安全推進特別委員会
機械安全教育プログラムの開発部会

1

目 次
第４章安全設計の基本
4.1リスクアセスメント
4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.3 危険源の同定
4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.5 リスクアセスメントの手法
4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.7 リスクアセスメント 演習
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目 次
4.2 スリーステップメソッド
4.2.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.1 スリーステップメソッドとは、
4.2.1.2 リスクアセスメントフローにおける
スリーステップメソッドの位置付け
4.2.1.3 保護方策の分類
4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.1 本質的安全設計方策とは、
4.2.2.2 危険源を回避する方法
4.2.2.3 危険区域への進入の必要性を低減することに
より危険源へさらされる機会を制限する方法
4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
3

目 次
4.2.3.1 安全防護策及び付加保護方策とは、
4.2.3.2 ガードとは、
4.2.3.3 固定式ガードと可動式ガードとは、
4.2.3.4 ガードの種類
4.2.3.5 保護装置とは、
4.2.3.6 付加保護方策とは、
4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.1 使用上の情報で行う保護方策とは、
4.2.4.2 取扱説明書の記載及び作成上の注意事項
4.2.4.3 附属文書とは、

4
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4.1リスクアセスメント

5

4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.1 リスクアセスメントの目的、定義
機械類の制限の決定

リスクの低減

Three Step Method に
基づくリスクレベルに
応じた保護方策の採用

NO

危険源の同定
リスクの見積もり
リスクの評価

適切にリスクの低減は
達成されているか

YES
終了

－78－

リスクアセスメントの目的
反復的なThree Step Method に
基づくリスク低減プロセスにより、
最大限実行可能なリスク低減を
達成する

リスクアセスメントの定義
利用可能な情報を用いて危険源
および危険状態を特定し、当該
危険源および危険状態のリスクを
見積もり、かつその評価をすること
によって、当該リスクが許容可能か
否かを判断する
（機械包括安全指針）
※ リスク低減及び適切な保護方策
の選定は、リスクアセスメントの
一部ではない
（ISO12100 / JIS B 9700）
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4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.2 リスクアセスメントの低減プロセス

機械類の制限の決定
危険源の同定

リスクアセスメント

YES

リスクの見積もり/評価
NO
YES

適切にリスクの低減は
達成されているか

END

他の危険源を
生じるか

リスク低減方策

NO

危険源は除去
できるか

YES

Step 1

NO

本質安全設計方策で
リスク低減できるか

本質的安全設計の実施

意図したリスクの
低減は達成したか

YES

NO

YES

NO

安全防護と付加保護
方策で低減できるか

Step 2

YES

安全防護方策および
付加保護方策の実施

意図したリスクの
低減は達成したか
NO

NO
YES

機械の制限仕様の
再指定は可能か

YES

Step 3

NO

使用上の情報提供

意図したリスクの
低減は達成したか
NO

YES

7

4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.3 機械設計者のもとで行うリスクアセスメント
・・・・・ 機械の設計/製造者と機械使用者の関係
ISO12100:2010 に示される姿
機 械 設 計・
製造者
使用者入力

リスクアセスメント

リ ス ク

設計者によって
講じられる保護方策
本質的安全設計
安全防護 及び付加的保護方策
使用上の情報提供
・機械の
・取扱説明書
－警告標識、信号 ・残留リスク情報
－警報装置

設計者が保護
方策を講じた後
の残留リスク

設計者入力

機械使用者

使用者により講じられる防護方策
組

織

安全作業手順、監督、
作業許可システム

追加安全防護物

保
訓

護

具

残留リスク

練

8
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4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.4 「機械包括安全指針 」（2007）に示される役割分担

「機械設計/製造者」と
「使用者」のそれぞれ
独自の立場からの
リスクアセスメント

機械設計
製造者

機械使用者が行うべき
リスクアセスメント

☞ 設置後の前後設備
との取り合いに関る
RA (System integration)

機械使用者
(事業者)

☞ 機械の改造その他
変更時のRA
☞ 分解/廃棄時のRA
☞ 既存設備のRA
9

4.1.1.4 「機械包括安全指針 」（2007）に示される役割分担
機械メーカーと機械ユーザーのリスクアセスメントの分担
対象設備

機械メーカー

機械ユーザー

基本/概念設計の段階

新たに設計/導入
される機械設備
機械メーカーのもとで、RAや
安全防護が講じられた上で
インテグレートされ、ユーザー
のもとに設置された新設/導入
設備

● 本質的安全設計の
ためのRA

詳細設計の段階
● 安全防護方策を
検討するRA

設置時の段階
● 追加の安全防護の
ためのRA
・設置環境条件
・前/後設備の取合い
◆ 管理的な保護方策

初期運転管理の段階

製作/納入時に

◆ 残留リスクに関する
使用上の情報提供
（機械危険情報）

● 設計段階では想定
できなかった不具合
/ 異常処置等のRA

後追いで保護方策
を追加する
主に

既存の機械設備
機械メーカーで、RAや十分な
安全防護がなされないまま
設置され
ユーザーのもとで、そのまま
使用されてきた 経年設備

（不十分なリスク低減）

(設置後改造を伴う)

システム要素の
変更段階
● 本質的安全設計
● 安全防護方策
◆ 残留リスク制御
方法の明確化
を検討するRA

(ライフサイクル終了時)

解体・廃棄の段階

● 本質的安全設計
（適用余地は小）

● 安全防護方策

● 安全防護方策

◆ 残留リスク制御
方法の明確化

◆ 残留リスク制御
方法の明確化

を検討するRA

を検討するRA

10
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4.1.1.4 「機械包括安全指針 」（2007）に示される役割分担
機械のライフサイクルアセスメントのふたつの捉え方
種

内

類

設計段階で機械の全
ライフサイクルを想定
したリスクアセスメント

▼

容

備 考

機械メーカー

機械の設計段階において、機械の
ライフサイクルの全てのステージを
対象として行うリスクアセスメント

ライフサイクルの全ての
局面を設計段階で正確
に見通すことが可能な
リスクアセスメント

（例えば、一般消費者用機械製品）

《 ISO12100 》

▼

機械のライフステージの主要な節目

機械メーカー

・ 構想設計 段階
機械のライフサイクル
の各局面を分担して
行うリスクアセスメント

・ 詳細設計 段階
・ システム統合段階

システム・インテグレータ

・ 設置時の段階

機械使用者

・ 改造/変更 段階

《 機械包括安全指針 》
（2007年）

・ 解体/廃棄 段階
の各段階で実施するリスクアセスメント
（主に産業機械製品の場合）
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4.1.1.4 「機械包括安全指針 」（2007）に示される役割分担
機械のライフサイクル上の危険源の想定分担
起因軸

過渡的なステージ

単体の機械に起因
する危険源

機械設計
/ 製造者

予見可能な誤使用
に起因する危険源
他の機械との統合
に起因する危険源

システム
インテグレータ

使用者の設置環境
に起因する危険源
システム要素の変更
に起因する危険源

機械
ユーザー

解体/廃棄に起因
する危険源

廃 棄

変 更

使 用

試運転

統 合

設 置

運 搬

保 管

組 立

製 作

プロセス軸
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4.1.1 リスクアセスメントの基本構成
4.1.1.5 機械のライフサイクル上での危険事象と設計上の原因例
機械のライフサイクル

設計上の配慮の不足

誘発される危険事象

荷積み
輸送

重量記載なし 吊ボルトなし
重心位置表示なし

許容過重オーバー
過積載、搬送中の落下事故

組立て
据付け

レイアウト空間不足
許容床荷重の表示なし
アンカー等による固定不十分

ムリな機械据付けの工事空間
床の変形、陥没
地震による機械の転倒

試運転
使用開始

部品の初期故障
液面計、流量計なし
軌道限界ストッパーなし

故障の誤った対応、運転条件
調整の失敗、過負荷運転
オーバーラン

定 常
運 転

通常運転
異常処置

防護なしの危険箇所/危険源
不意の起動を誘発する回路

機械稼働状態で異常処置
不意の起動、誤作動事故

非定常
運 転

調整/段取
点検/保守

メインテナンスデッキの不備
足場の不良、アクセス困難

保全での危険なアクセス、調整
の失敗、誤操作、誤配線

解体/撤去

蓄積流体、気体の情報欠落
アセンブリ、排出弁情報欠落

不適切な解体による漏洩事故
不適切な起重、用具撤去

スクラップ
リサイクル

危険/有害物質に関わる情報
土壌汚染の情報の欠落

危険/有害物質の不適切な遺棄
スクラップの不法投棄、汚染

据付～組立
～使用開始

稼 動

設計上の不備と危険事象の例

解 体
廃 棄
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4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.1 リスクアセスメントにおける 「機械類の制限の決定」
各種の制限条件の明確化

機械類の制限の決定
危険源の同定
リスクの見積もり/評価

適切にリスクの低減は
達成されているか

NO

Step 1

本質的安全設計の実施
Step 2

安全防護方策および
付加保護方策の実施
Step 3

YES

END

配慮すべき事項

具 体 例

機械のライフサイ
クルでの取扱い

組立/据付/調整・試運転
段取/切換/清掃/廃棄/
処分

設計仕様上の
制限

制御モード/運転モード
機械の可動空間の範囲
部品/治具の交換

作業者の範囲

作業者の範囲
作業者の技能レベル
接近可能な第三者

故障/不具合
発生時の挙動

ワークや材料の特性
機械故障/振動/衝撃
動力源の異常

合理的に予見
可能な誤使用

不注意、異常発生時の
行動、近道行動、反射的
な動作

使用上の情報提供

14
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4.1.2.1 リスクアセスメントにおける 「機械類の制限の決定」
「機械類の制限の決定」に際して事前に収集すべき情報
関連情報の収集、整理

アセスメントの対象設備に関わる情報の収集

A. 機械に関連した情報
1. 使用者の種類、特性
2. 機械の想定仕様
（1） 当該機械のライフサイクルの全ての局面に関する事項
（2） 機械の特性を規定する設計図面、その他の情報
（3） 必要な動力源、動力供給方法
3. 同種の機械の設計文書
4. 同種の機械の「使用上の情報」
B. 法規制、規格その他の適用文書
1. 適用される法規制 2. 関連規格

3. 技術文書

4. 安全データシート

C. 過去の運用履歴情報
1. 同種の機械の事故/災害、機能不良
2. エミッション、化学物質、原材料に関わる健康障害に関する情報
D. 関連する人間工学原則

機械類の制限の決定

上記の情報を参考に機械の制限条件を検討

使用上の制限

空間的な制限

時間的な制限
15

4.1.2.1 リスクアセスメントにおける 「機械類の制限の決定」
機械の特性と使用目的を３つの制限条件で規定する
■ 設計者の意図する使用方法での制限事項
（温度範囲、制限速度、最大負荷、常用圧力など）

使用上の制限

設計目標の
明確化

空間上の制限

時間的な制限

■ 種々の運転モード、使用局面、機能不良
■ オペレータの種々の介入方法、予見可能な
誤使用
■ 機械の据付に必要なレイアウト、保全に必要
な空間の大きさ
■ 機械要素の物理的な作動範囲
■ オペレーターと機械のインタフェース、
機械と動力源とのインタフェースに関わる
制限事項
■ 設計者が意図する使用条件のもとでの
機械、構成部品の予定寿命による制限事項
（予想できる部品減耗限度、交換間隔、延べ運転
時間など）

機械のあるべき姿，性能や限界を定義して、
機械と人の関わり方を明らかにする
16
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4.1.2.1 リスクアセスメントにおける 「機械類の制限の決定」
機械類の３種類の制限条件の全体構成
危険事象想定

各種制限条件の検討

ライフステージ毎の危険事象

使用上の制限
ライフステージの想定
機械の機能 & 機能不良

製作/組立て

使用者の特性

運搬/据付け

合理的に予見可能な誤使用

他のシステムとの
機能的な統合

試運転/調整
定常作業

機械の作動範囲

使

用
非定常作業

空間的な制限

各種のｲﾝﾀﾌｪｰｽ

分解/廃棄

付帯的な環境

曝露頻度（F）情報
設計寿命

機械的な制限

時間的な制限

点検/交換頻度

電気的な制限

危険事象想定

故障/劣化特性
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4.1.2 機械類の制限の決定 4.1.2.2 「使用上の制限条件」を構成する要素
制 限

制限要素例
a. ライフサイクル上での機械と人の関わり
（1） システム、構成
（4） 検収
（2） 運搬
（5） 使用状態
（3） 組立および据付け （6） 使用停止、分解、廃棄

意図する使用
(人との相互作用
/対象設計範囲)

使用上の

b. 機能不良に伴う機械と人の関わり
（1） 加工対象の特性、寸法、形状の変化
（2） 構成部品、機能の故障
（3） 衝撃、振動、電磁妨害、温湿度などの環境変化
（4） ソフトウェア上の設計の誤りを含む設計不良
（5） 動力供給異常、電源変動
（6） 機械の据付け、製品/材料の詰まりなど周辺状況
c. 対象とする人
（1） オペレータ、エンジニア、初心者
（2） 性別、年齢、利き手、障害者
（3） 機械周辺の作業者、監督者、監視者
（4） 第三者

制限条件

合理的に予見
可能な誤使用

予期しない起動

次頁に詳細
a.
b.
c.
d.
e.

制御システムの故障、ノイズなどの外乱による起動
センサー、動力制御要素などの不適切な取扱いでの起動
動力中断後の復帰による起動
重力、風力、内燃機関の自己点火等内外の影響による起動
機械の停止カテゴリー

－84－
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4.1.2 機械類の制限の決定 4.1.2.2 「使用上の制限条件」を構成する要素
合理的に予見可能な誤使用
局 面

想定すべき人の行動

オペレータの機械制御
の不能

◆ 手持ち式機械の制御不能

機械に機能不良、事故、故障
が生じた時の反射的な挙動

◆ とっさの反射動作

集中力の欠如、不注意から
生じる挙動

◆ 不適応行動

「最小抵抗経路」を取った
結果の挙動

◆ 近道反応（手数を省く）

機械の稼動を継続させる
プレッシャーからくる挙動

◆ 異常処置時等に機械を停止しないで行おうとする行動

子供、障害者などの特定の
人の行動

◆ 子供、老人、障害者などの行動
（一般的に、公共施設や一般家庭の消費財の機械）

◆ 移動機械の制御不能

◆ 本人の意図しない行動

（故意の誤使用は含まない）
◆ 手順を省略した行動

欧州機械指令

ISO12100

■ 予見可能な異常使用
（abnormal use）

■ 予見可能な誤使用のみ
（misuse）

・・・・故意の誤使用を含む

・・・・故意の誤使用は含まない
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4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.3 「空間上の制限条件」を構成する要素
制 限

制限要素例
機械の
動作範囲

a. アクチュエータの作動範囲、作動速度、作動エネルギー

オペレータと
機械との間の
インタフェース

a. 機械の規模に適した使用環境の空間
b. 操作パネルの位置
c. オペレータの作業範囲
d. 点検/修理のための保全空間
e. 機械の点検個所へのアクセス
f. 工具や加工物の放出
g. 機械の応答時間

機械と動力源
との間のインタ
フェース

a.
b.
c.
d.

機械可動部への過負荷対応
異常発生時の動力遮断
危険領域の蓄積エネルギーの消散手段
捕捉時の脱出、救出

作業環境

a.
b.
c.
d.

階段
梯子、タラップ
手すりの設置
プラットフォーム

空間上の
制限条件

20
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4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.4 「時間上の制限条件」を構成する要素
制 限

制限要素例
機械的制限

時間上の
制限条件
電気的制限

a. 加工用の消耗部品、工具、電気部品の寿命
定期的な交換の推奨インターバル
b. 可動部の摩擦を軽減するベアリングの交換
油空圧部品のシール材の寿命
a,
b.
c.
d.

絶縁劣化
接点寿命
配線被覆の摩耗
設地線の劣化、はずれ

「その他の制限条件」を構成する要素
制 限

制限要素例

その他の
制限条件

加工物に
関わる制限

処理材料の特性

清浄度の
要求レベル

クリーンルームの清浄度水準
清掃頻度

設置環境

推奨される最低使用温度、最高使用温度
屋内/外使用環境（風雨、紫外線、塵埃）に関わる耐性
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4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.5 「機械の制限事項一覧表」の書式例
部署名称

部 長

課 長

作成者

機械名称 :
項 目

機械の制限仕様等

機械の用途、目的
検討した機械のライフサイクル
の範囲
関 連 す る 機 械 に関 す る 情 報

機械に関連する情報
・ 使用者の種類、特性
・ 同種の機械の関連文書
適用される法規制
関連主要規格、技術文書
安全データシート
過去の運用履歴情報
その他情報
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項 目

機械の制限仕様等

機 械 の主 な 仕 様

型式番号
想定設計寿命
原動機の種類、出力
運 転 モー ド
加工能力
諸 元 （寸法、重量）

使 用 上 の 制 限 事 項

意図する使用

（1） ライフサイクル上での相互作用
・システム/構成 ・運搬 ・組立&据付 ・設備検収 ・使用 ・分解/廃棄
（2） 機能不良に伴う相互作用
・加工品の特性 ・寸法/形状変化 ・構成部品/機能故障 ・衝撃、振動、電磁妨害、
温湿度などの環境変化 ・ソフトのバグを含む設計誤り ・動力供給源の異常 ・機械の
据付やジャミングなどの機械近傍の状況変化
（3） 対象とする人
・オペレータ、技術者、見習い/初心者 ・性別、年齢、利き手、障害者 ・機械の周辺
作業者、監督者、監視役 ・第3者

合理的に予見可能な
誤使用

（1) オペレータによる操作不能の発生
(2) 機能不良、事故発生時の人の反射的な挙動
(3) 集中力の欠如または不注意による機械の操作誤り
(4) 作業中での近道反応による被災
(5) 第３者の行動

予期しない起動

(1) 制御システムの故障やノイズなど外部からの影響で生じる起動指令で生じる起動
(2) センサや動力制御要素など、機械の他の部分での不適切な扱いにより生じる起動
(3) 動力中断後の再復帰に伴う起動
(4) 重力や風力、内燃機関での自己点火など、機械への内・外部からの影響による起動
(5) 機械の停止カテゴリー (IEC60204-1参照)
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項 目

機械の制限仕様等

機械の動作範囲
・ 機械の作動範囲
・ 作動速度
・ 作動エネルギー

・ アクチュエータの可動範囲、およびその可動速度または運動エネルギー

空 間 上 の 制 限 事 項

オペレータと機械との
間のインターフェース
・
・
・
・
・
・
・

使用環境の空間
操作パネルの位置
オペレータの作業範囲
点検/修理の保全空間
点検個所へのアクセス
工具や加工物の放出
機械の停止応答時間

・ 機械の大きさに適した使用場所、操作パネルの位置、オペレータの作業範囲、
保守時の点検／修理スペース、点検部位へのアクセス、工具や加工物の放出、
機械のレスポンスタイム

機械と動力源との
間のインタフェース
・ 機械可動部への
過負荷対応
・ 異常発生時の動力遮断
・ 危険領域の蓄積エネル
ギーの消散手段
・ 捕捉時の脱出、救出

・ 動力源の異常、変動、故障による危険状態
・ 機械可動部の過負荷対応、異常時のエネルギー遮断、蓄積エネルギーの消散
捕捉時の救出手段

24
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項 目

機械の制限仕様等

機械的な制限事項
時 間 上 の 制 限 事 項

・ 工具の交換インターバル
・ 部品の交換インターバル
・ ベアリングやシールなどの
寿命想定と交換時期
・ オーバーホール/全般
検査の間隔

・ 経年劣化、故障によって生ずる可能性のある危険状態
・ 加工用の砥石やドリルなど工具の交換時期、可動部のベアリングや油空圧部品の
シール寿命

電気的な制限事項
・ 絶縁の劣化、寿命
・ 接点容量を考慮した寿命
・ 配線被覆の摩耗寿命
・ 接地線の劣化
･･･を踏まえた交換時期

・ 経年劣化、故障によって生ずる可能性のある危険状態
・ 絶縁劣化、接点寿命、配線被覆の磨耗、接地線の外れ、有資格者の任命

その他

使用される屋内/外での
環境的な想定負荷レベル
・
・
・
・

温/湿度
風雨
紫外線
塵埃

・ 環境の異常な負荷により生ずる可能性のある危険状態
・ 使用の屋内／屋外、直射日光、埃、運転の環境面、清掃レベル、処理材料

取り扱う原材料の化学的
な性質ほか
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4.1.2 機械類の制限の決定
4.1.2.5 「 機械類の制限の決定 」の役割と意義 （まとめ）
1. 「機械」の機能の定義と「人（作業従事者）」の果たす役割を
規定することにより、危険源の同定の基本的な枠組みを固める
（人と機械の関わりの明確化）

2. 「危険源の同定」に際して、想定範囲に入れるべき危険源の種類や
内容、対象とするシステム要素の範囲を規定する
3. 「危険事象シナリオの想定」に際して、危険事象の契機となる機械の
不具合や故障モードの想定やその内容を明らかにする

4. 各作業モードでの「予見可能な誤使用」や誤使用の形態を想定する
◎ これらのステップの品質が次のステップの「危険源の同定」の

精度を大きく左右する
・・・・・・ 危険源の見落としや危険事象の想定漏れにつながれば
リスクアセスメントの品質や価値を結果的に損う
26
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4.1.3 危険源の同定
4.1.3.1リスクアセスメントにおける 「危険源の同定」
機械類の制限の決定

危険源の同定のポイント

危険源の同定

留意点

リスクの見積もり/評価

適切にリスクの低減は
達成されているか

内 容

危険源の列挙

ISO12100付属書B
危険源/危険状態/危険
事象リスト との参照

同定の範囲

機械のﾗｲﾌｻｲｸﾙ全体
定常/非定常/異常

同定の区分

機能別もしくは装置
単位に分節化して

YES

NO

Step 1

本質的安全設計の実施

END

Step 2

安全防護方策および
付加保護方策の実施
Step 3

使用上の情報提供

27

4.1.3 危険源の同定
4.1.3.2 危険源に関連する基本的な概念
危険源の同定のプロセスには、厳密には
(1)危険源 (2)危険状態 (3)危険事象の三種の要素を含む。
概 念
危害

(harm)

危 険 源 (hazard)
危険状態
(hazardous situation)
危険事象
(harmful event)

定 義
人体の受ける身体的傷害もしくは健康障害
または財産もしくは環境上の障害
危害の潜在的根源
人、財産または環境が一つまたは複数の
危険源にさらされる状況
危険状態から結果として危害にいたる出来事
【 ISO / IEC guide 51 】

28
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4.1.3.2 危険源に関連する基本的な概念
危険源に関連する概念と相互の関係
Ⅰ. 危険源をなくす
危険源のエネルギーを下げる

Ⅰ～Ⅳはリスク低減手段としての適用順序を
示す優先順位

Ⅱ. 人の危険源への暴露機会を

減らす又は暴露形態を変える

対策が可能な
プロセス要素

Ⅲ. 保護方策により人を危険源

から隔離または停止防護する

Ⅰ

Ⅳ

Ⅳ. 危害を回避もしくは危害の発生

Ⅲ

Ⅱ

を阻止または程度を軽減する

危険源
（Hazard）

危険状態

人

保護方策の
・不足
・不適切
・故障

（Hazardous situation）

災害の潜在的な根源

人の危険源へ
の暴露

危険事象

危害の発生

（Hazardous event）

危険事象の
発生を抑制
する手段の
不備

危険状態から
引き起こされる
出来事(事故)

（Harm）

傷害又は健康
上の障害、財産、
環境上の障害

29

4.1.3.3 危険源/危険状態/危険事象の例
NO.

危険源の種類

ISO 12100:2010 附属書 B （要約）

内

容

1

機械的な危険源

・ 形状、位置、重力、質量/速度の運動エネルギー、機械強度不足
・ 弾性要素、加圧下の液体/気体、真空効果の蓄積エネルギー による
押しつぶし、せん断、切傷/切断、巻込み、引込み/捕捉、衝撃
突刺し、擦過/こすれ、転落、転倒、高圧流体の注入/噴出、窒息

2

電気的な危険源

充電部への直接/間接接触、高圧充電部への接近、静電気、
短絡/過負荷による熱放射、溶融物の放出による火傷

3

熱的な危険源

高温/極低温物体･材料への接触による火傷/熱傷/凍傷
高/低温環境による健康障害

4

騒音による危険源

過大な音源による聴力損失、平衡感覚喪失、精神的ストレス
口答伝達/音響信号の障害

5

振動による危険源

振動工具などによる血管障害、劣悪な姿勢での全身振動
骨関節障害 神経系疾患

6

放射による危険源

低周波、マイクロ波、電磁波、紫外線、γ線、X線、レーザー光
α波/β波/電子ビーム、中性子線 による火傷、生殖障害、変異原性

7

材料/物質の危険源

機械で処理・加工・排出される有害性液体/気体への接触による傷害、変異
原性、危険物の火災/爆発、ウィルス、微生物などの病原体による疾病

8

人間工学無視の危険源

無理な姿勢、照度の過不足、精神的なストレスなど人にエラーを誘発させる
機器/環境的な要素、手動制御器、表示器の不適切な設計・配置

9

機械の使用環境の危険源

粉塵/ミスト、電磁妨害、雷、湿度、汚染、雪、温度、水、風による

組合せの危険源

上記の危険源の組合せ

10
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4.1.3 危険源の同定
4.1.3.4 危険源の構成概念
危険源は ① 「発生源」 （Origin）
② 「可能性のある結果」 （Potential consequences）
の ふたつの概念の組み合わせ
① 「発生源」 （Origin）
不意の起動による 運動要素 の 固定部への接近
（ｽﾗｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ） （壁）
② 「可能性のある結果」 （Potential consequences）
－ 人体の押し潰し
－ 人体への衝撃

スライドテーブル

「危害」（Harm）
－ 内臓損傷 打撲傷
ISO14121:1999 （リスクアセスメント）の附属書Aでは、「発生源」と可能性のある「結果事象」
をそれぞれ区別することなく「危険源」として列挙していたが、統合後のISO12100 : 2010 の
附属書Bでは、上記に示すように両者が組み合わされた概念として整理された
≪ISO14121:1999では≫
ex.制御回路の不備による「不意の起動の危険源」と「押しつぶしの危険源」というように、
「原因系の危険源」と「結果系の危険源」が並列で相互に独立して取り扱われていた
31

4.1.3.4 危険源の構成概念
危険源の形態

¨
「安全な機械の設計」 A.Neudorfer
より

◇ 確定的危険源
機械の全寿命において恒久的に
存在する危険源 (特定し易い)

危険源

人的損害
製作/据付からの経過時間

◆ 偶発的危険源
機械の寿命の過程で、故障/不具合
などで偶発的に発生する危険源

危険源

物的障害 人的損害
製作/据付からの経過時間

ライフサイクルの初期および終末期故障
偶発的故障

－91－
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4.1.3.4 危険源の構成概念
偶発的な危険源の例

偶発的危険源の形成のメカニズム
《共通する特色》

・ 油圧低下による昇降装置の制御の喪失

・ 必ず契機事象が
先行して、
危険源/危険事象が
生ずる

・ 漏洩した引火性ガスの静電気による着火

・
・
・
・

ウェスに染み込んだ油の自然発火
車軸の折損による車両の転覆
容器腐食による有害物の流出
点火バーナーの失火による供給未燃ガス
の余熱爆発

・ 主に部品不適合や
構造的な不具合に
よって発生

対処にあたっての留意点
■ 偶発的な危険源につながる「契機事象」の原因を列挙し、個別に対処する
（原因事象）

原因となるA.B.C.Dそれぞれの
故障の形態は異なるので、
別個に取り扱う必要がある

A. 油圧パイプの折損
（契機事象）

油圧低下

B. フランジのシール劣化

⇒ 対策はそれぞれ異なる
⇒ 発生確率の高いもの
から優先的に対処

C. 均圧弁の故障
D. ジョイント部の緩み
FMEA/FTA
（IEC61025 EC60812）
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4.1.3.4 危険源の構成概念
偶発的危険源を形成する故障/不具合の原因例
偶発的危険源を形成する故障
不具合の原因

初期故障

部品/材料
の不具合

・ アセンブリや構造が複雑
なことによる設計の誤り
寸法、荷重範囲の誤り
・ 材料の不具合
・ 製造上の品質不良
・ 不正確な取り付け、組み立て
不良

使用段階での
操作の誤り
（ 誤使用 ）

保守不良

¨
「安全な機械の設計」 A.Neudorfer
より

偶発故障
・故障につながる高負荷
エネルギーの曝露
・衝撃、振動などの想定
外の負荷
・環境条件の変動

終末期故障
・材料の疲労
・腐食
・摩耗
・経年劣化、脆弱化
・クリープ破壊

・ 不適切な初動運転
・ 過荷重などの不適切な
運転
・ 訓練、指導不足の作業
者

・ 規定に違反した取扱い
・ プログラミングの誤り
・ 故障につながるノイズ
などの見落とし
・ 表示の読み違い
・ 警告信号の無視
・ アクチュエータの誤操作

・ 潤滑油の汚染
・ 保守の遅れ
・ 油の劣化による弁の
故障

・ 不必要な定期保守作業
・ 過剰な保守
・ 未熟練者による保守の
不良

・ 故障リスクと整合しない
保守間隔
・ 保守の失敗
・ 機械に工具を置き忘れ
・ 機械的、電気的結合の失念

・ 点検と整備対策の
不整合

34
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4.1.3 危険源の同定
4.1.3.5 危険源の同定に際して考慮すべきこと
機械の性能要件や機能からの検討だけに留まっていては不十分。その機械の
ライフステージの各局面での作業（人との関わり）の形態を考慮する事が重要

･･･プレス機械を例として

危険領域

タスク

作業設計

ワークの
供給/取出し

ワークを人手で
供給、セット、取出し

上型と下型
表面を清掃

金型に上半身を入れて
ウェスでふきあげる

危険源/危険事象

安全防護装置

上腕を金型間で
押しつぶされる

・両手操作式
起動スイッチ
・光カーテン

重傷

プレスの金型
上型と下型の間
上型降下し、身体
を押しつぶされる

致命傷

・降下防止枕木
or
・ロック機構

同一の危険領域においても、そこで想定される作業の種類/態様が異なれば
危険源/危険事象が異なり、異なったリスクが生じるため、そこで必要とされる
安全防護手段の種類も異なってくる
35

4.1.3.5 危険源の同定に際して考慮すべきこと
異なる危険事象のリスクに対応
する保護方策の姿
側方、前方下、背面
開口部のガード

セイフティ・ライトカーテン
多光軸の投/受光式の
光電センサー

安全ブロック
上下金型間に挿入し、不意の
下降、落下を防止する

両手操作式押しボタン

写真出典：コマツ産機㈱ 提供
サーボプレス H1Fシリーズ
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4.1.3.5 危険源の同定に際して考慮すべきこと
危険源と作業のマトリクス表での整理 （使用場面）
工程名称 ：

番
号

装置部位

危険源に関連
する箇所

表Ⅰ.参照

1. Ｃ

プレス金型

上型と下型の間
押しつぶし

定常作業
主作業

プレス金型

上型と下型の間

4

5

プレス金型

プレス金型

プレス金型

下型とブレス
フレームの間
上型とブレス
フレームの間

型抜き金属
くず

重力ｴﾈﾙｷﾞ-

7

プレス
スライド機構

金型ホルダーと
天部フレーム

プレス
スライド機構

金型ホルダーと
フレーム開口部

1.C

調整・交換
保全

その他
付帯作業

上型直下
での
金型交換

金型の
位置合せ

FLによる
金型挿入

押しつぶし
1.B

下型周り
の清掃

切断

ワークの
出し入れ

スライド
機構部
清掃/注
油

押しつぶし

せん断

異常
処置

その他
付帯作業

FLによる
金型挿入

押しつぶし

1.C

非定常作業
切替
材料供給

ｳｪｽによ
る上型表
面拭きあ
げ

1.C

1.C
6

点検
清掃

型抜金属
くずの除去

金型面
の異物
点検

(金型降下)

3

立上げ
立下げ

ワークの
出し入れ

1. Ａ
2

設計書NO.
危険領域にアクセス（曝露）する作業

危険源
NO.符号
危険事象

1

設備名称 ：

スライド
機構部の
定期保全

第三者の
作業介入
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4.1.3.5 危険源の同定に際して考慮すべきこと
危険源の同定で明らかにすべき危険事象に至るプロセス要素
NO.

装置名

危険部位 と危険源
プッシャー（押さえ板）と
アルミ型材の間での

1

加工テーブル

作業名

危険事象／危害想定

加工テープル上の
切粉による位置決め
不良を防ぐための
とっさの切粉除去

プッシャー（押さえ板）とアルミ型材
の間で、手指を押し潰され、挫滅
もしくは骨折をする

押しつぶしの危険源

装置のどの部位が
どのような危険源に
プッシャー（押さえ板）の
戻り側ストローク端での
2

加工テーブル

とっさの切粉除去
押しつぶしの危険源

3

加工テーブル

どのような作業形態
のもとで

アルミ型材の加工面反転
機構の戻り側ストローク
端での
とっさの切粉除去
押しつぶしの危険源

プッシャー（押さえ板）の戻りスト
ローク端で、手指を押し潰され、
挫滅もしくは骨折をする

アルミ型材の加工面反転機構の
戻り側ストローク端で、手指を押し
潰され、挫滅もしくは骨折をする

どの様な危険事象（事故）で
どのような危害程度を想定
38
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4.1.3 危険源の同定
4.1.3.6 危険源/危険状態/危険事象の同定能力とは

1. 「誰でもこの手順に従えば、確実に危険源を識別できる」 という
How to に還元できない能力
2. どれだけ過去の事故情報、安全防護の破綻例を蓄積しているか
正しい安全防護の原理について理解しているかで能力が決まる
・・・・・ リスクアセスメントは一見「演繹的」な思考プロセスのように見えるが
実際は、経験知がものをいう「帰納的」な蓄積情報を前提としている
How toではなく、Know What である

3. 経験知、蓄積情報が前提である以上、情報を持たなければ、いくら
思考を重ねても、いくら時間をかけても、見えないものは見えない
4. 全てのジャンルについての事故例、安全防護の破綻例、安全方策
に通暁する専門家であることは極めて困難
・・・・・ それぞれキャリアと専門が異なる異種のメンバーが複数集まって
横断的で複合的な視点から行うブレーンストーミングがKeyになる

5. 危険源/危険状態/危険事象は、その人のキャリアの

全てを動員して行う極めて難度の高い作業
39

4.1.3.6 危険源/危険状態/危険事象の同定能力とは
危険源の同定の失敗/見逃しを防ぐためには

1. ライフステージのすべてを網羅して、ステージごとに分けて危険源を
を識別する
2. システム要素や機能部品の不具合時の挙動や故障モードを想定し
危険側故障や偶発的な危険事象を識別する
－ 「機械は劣化し、壊れる」ことを前提に置く
3. 「予見可能な誤使用」を想定し、可能性の高い危険事象を識別する
－ 「人は誤る」ことを前提に置く
4. 過去の災害、事故のシナリオをなるべく多く蓄積しておき、類似の
機械でのリスクシナリオ － 「仮説」 を誘導する
－ 危険源の同定は「仮説検証」プロセス
5. 既設の安全防護装置の妥当性を疑う (Must)
－ 誤った安全防護はそれ自体が危険源を構成する

40
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心掛けるべきこと
1. 列挙した危険源の数は「多きがゆえに尊からず」
■ 些細な危険源まで列挙されたRAより、「重要な危険源」の漏れ
が無い同定を心掛けること
（特に重傷以上の危険源）
■ 小さなリスクにまで工学的なリスク低減を追求する必要はなく、
オペレータの注意力に委ねればよいものは思い切って委ねる

2. 危険源の同定能力は経験量（知）に比例する
■ 初めて取り組んで、最初から優れたレベルの同定ができる人はいない
危険源の同定の場数を重ねる事が重要（多様な仮説の想定能力は経験量）

3. 安全の原則、原理に照らして見る ・・・ ex. 機械包括安全指針/別表
JIS B 9700 （ISO12100）
■ 規格の概念的な規定を丸呑みするだけでは身につかない
規格の規定/文言の理由（なぜそのような要求事項になっているか）
を考えぬくことが大切 （原理/原則の背景を理解すると応用がきく）
■ 正しい姿（原理/原則）からの「ずれ」や「逸脱」を洞察することが危険源
の同定の第一歩
⇒ 正しい姿を知らなければ、「ずれ」や「逸脱」は見えてこない
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4.1.3 危険源の同定
4.1.3.7 「危険源の同定 」の役割と意義 （まとめ）
1. 機械ユーザーの「使用」場面だけでなく、運搬、搬出/入、現地
組み立て試運転/調整や解体/廃棄など、機械ユーザー以外の関係
者が関与する全てのライフサイクルのステージも併せて検討する
2. 機械ユーザー及びその他の関係者のもとでの機械の取扱いや「作業
形態」を想定することなしに、適切な危険源同定を行うことは不可能
3. 「偶発的危険源」の漏れのない列挙をどの程度行うことができるかで
リスクアセスメントの精度が決まる
4. 「偶発的危険源」の想定においては、 予見される「故障/不具合」と
「予見可能な誤使用」を必ず念頭に置く
◎ 「危険源同定」の精度が、リスクアセスメントとそれから導かれる

リスク低減方策の品質を結果的に大きく左右する
・・・・・・ 危険源の見落としや危険事象の想定漏れは
リスクアセスメントの品質や価値を大きく損う
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4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.1 リスクアセスメントにおける「リスクの見積もり/評価 」
リスク見積もり ･･････ risk estimation
機械類の制限の決定

リスク評価

･･･････ risk evaluation

リスク見積もりのポイント

危険源の同定

留意点

内

容

リスクの見積もり/評価

採用すべき評価
ファクターの見極め
最適手法の適用

適切にリスクの低減は
達成されているか

危険源の特性に
合った手法の選択

YES

NO

Step 1

END

本質的安全設計の実施

評価基準の明確化

各ファクター毎の
判定基準を設定し
ておく

≪ 評価手法 ≫

Step 2

安全防護方策および
付加保護方策の実施

・ 加算法/積算法
・ マトリクス法
・ リスクグラフ法
・ その他

Step 3

使用上の情報提供
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4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.2 リスクの定義とリスクのパラメータの対応
【定 義】

リスク ＝ 危害の程度 ・ 危害の発生確率

〔R〕

〔S〕

〔P〕

略号

概 念

S

危害の程度

その危険源で
想定される危害
の大きさ

P

危害の
発生確率

想定される
危害が発生する
可能性

P１

危険事象の
発生確率

その危険源で
事故が発生する
可能性

F

危険源への
暴露の頻度

危険源にアクセ
スする作業頻度

T

危険源への
暴露の時間

危険源にアクセ
スした時の作業
所要時間

Q

危害の
回避可能性

危害を回避また
は軽減できる可
能性

〔P〕は以下の組み合わせ
(1) 危険事象の発生確率 (P１)
(2) 暴露の頻度 (F) or 時間 (T)
(3) 危害の回避可能性 (Q)
即ち

P ＝ P１ ・ (F or T) ・ Q

定 義
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4.1.4.2 リスクの定義とリスクのパラメータの対応
リスクのパラメータに対応するリスクの変動要素
機械システムの変更がどの
パラメータに影響するか
① 新たな危険源の発生
② 推力/トルクの変更
③ 作動速度の変更

リスク ＝ 傷害の程度 ・ 傷害の発生確率
〔S 〕
〔R 〕
〔P 〕

④ アクセス頻度の変更
⑤ アクセス時間の変更
⑥ 作業（曝露）形態の変更

以下の組み合わせ
(1) 危険事象の発生確率 (P1)

⑦ 安全防護レベルの変更

(2) 曝露の頻度 (F)

⑧ 制御条件の変更

(3) 曝露の時間 (T)
(4) 危害の回避可能性 (Q)

⑨ 危害軽減方策の変更

即ち

P ＝ P1・( F or T )・Q
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4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
略号

概 念

定 義

そのパラメータに影響する低減方策の例

S

危害の程度

その危険源で
想定される危害
の大きさ

P

危害の
発生確率

想定される
危害が発生する
可能性

P１

危険事象の
発生確率

その危険源で
事故が発生する
可能性

・ 危険事象に直結する機械故障や不具合の発生確率
を抑制する
・ 故障時に安全側に移行する Fail safe 特性を設計
段階で組み込む

F

危険源への
暴露の頻度

危険源にアクセ
スする作業頻度

・ 危険源が存在する箇所での点検、保守、異常処置
の実施頻度や回数を抑制して接近機会を減らす

T

危険源
暴露の時間

危険源にアクセ
スした時の作業
に要する時間

・ 危険源の存在する箇所での点検、保守、異常処置
作業に要する所要時間を抑制する

Q

危害の
回避可能性

危害を回避又は
軽減できる可能
性

・ 危害発生の予兆の識別手段、識別能力の付加
・ 危害(damage)の軽減(爆発放散口、爆轟検知遮断
弁など)

・ 危険源の除去
・ 機械アクチュエータのトルク、作動圧を抑制し、
危険源の持つ潜在エネルギーを下げる
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4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
保護方策の種類とリスク低減効果が現れるパラメータ
本質的安全設計方策

保護方策

低減効果が現れるリスクパラメータ

保護方策の種類

危害の
程度

危害の発生確率
危険事象の
発生確率

危険源
への曝露

危害の回避
可能性

（アセスメントの対象から外れる）

危険源の除去
危険源のエネルギーを低減する

●

－

－

－

要求された期間内において正常に機械が機能する

－

●

●

－

全ライフサイクルにおいて損傷の可能性を低減する

－

●

●

－

異常、故障、不具合時に危険状態にならぬようにする

－

●

●

－

異常・危険状態を早期発見する

－

●

－

●

危険源に近づかなくて済むようにする

－

－

●

－

やむを得ず危険源に近づく時のリスクを低減する

－

●

－

●

オペレーターの精神的、身体的負荷を軽減する

●

（●）

●

（●）

※ （●）は人の行動の信頼性に依存するため、確定的なリスク低減効果は見込めない
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4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
保護方策の種類とリスク低減効果が現れるパラメータ
保護方策

安全防護及び付加保護方策
低減効果が現れるリスクパラメータ

保護方策の種類

安全
防護
方策

危害の
程度

危害の発生確率
危険事象の
発生確率

危険源
への曝露

危害の回避
可能性

付加保護方策

「隔離」による安全防護

－

●

●

－

「停止」による安全防護

－

●

－

－

非常停止装置

－

（●）

－

（●）

（●）

－

－

（●）

動力遮断と蓄積エネルギーの消散手段

－

（●）

（●）

－

重量品の取り扱い手段、用具類の装備

（●）

（●）

－

－

－

●

●

－

機械への捕捉時の脱出手段

高所などへの接近手段（タラップ、梯子など）

※ （●）は人の行動の信頼性に依存するため、確定的なリスク低減効果は見込めない
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4.1.4.3 リスクのパラメータに対応するリスク低減方策
保護方策の種類とリスク低減効果が現れるパラメータ
使用上の情報提供

保護方策

低減効果が現れるリスクパラメータ

保護方策の種類

危害の
程度

付属文書、取扱説明書（運搬、取り扱い、保全、
訓練の方法、使用すべき保護具）による教示

危害の発生確率
危険事象の
発生確率

危険源
への曝露

危害の回避
可能性

（●）

（●）

（●）

（●）

－

（●）

（●）

（●）

警報、信号、警告表示、標識、警告文

※ （ ● ）は人の行動の信頼性に依存するため、確定的なリスク低減効果は見込めない
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4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.4 危害の程度（S）と危害の発生確率（P）の評価段階
略 号

概 念

定 義

判定段階 （区分例）

S

危害の程度

その危険源で
予想される危害の
大きさ

P

危害の
発生確率

想定される危害が
発生する可能性

P1

危険事象の
発生確率

その危険源で事故
が発生する可能性

確実におきる／可能性が高い
可能性がある／ほとんどない

F

危険源への
暴露の頻度

危険源にアクセス
する頻度

頻繁/時々/たまにある/殆どない

T

危険源への
暴露の時間

危険源にアクセス
している時間

多い/やや多い/少ない/殆どない

Q

危害の
回避可能性

危害を回避、または
制限できる可能性

致命傷／重傷／軽傷／微傷

不可／困難／可能／容易

それぞれの判定段階に対応する判断基準を別に
設ける必要 （ ex. 頻繁 ････ 3 回/日以上 ）
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4.1.4 リスクパラメータ （リスクの見積もり）
4.1.4.5 リスクパラメータと「 リスク見積もり 」の役割と意義（まとめ）
1. 「危害の発生確率」（P）の見積もりの精度を確保するには
・危険事象の発生確率（P1）
・危険源への曝露頻度（F）
・危険源への曝露時間（T）
・危害の回避可能性（Q）
の評価要素になるべく分解して見積もることが望ましい
2. リスク低減方策の性質によって、リスクを低減できる要素（ P1 , F, T,
Q ）を識別することにより、リスク低減効果を正確に見積もることが
できる
3. 危険源の種類に応じて、リスク見積もりの評価要素の
最適な選択、組み合わせを行う
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4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.1 各種のリスクアセスメント手法
手法

内容

特徴

加算法

個々のリスクパラメータに配点基準を設けておき、 ・リスクパラメータを任意
に選択して取り扱うこと
パラメータごとの評点を加算し、合計点をリスク
ができる
インデックス（リスク評価点）として、リスクレ ・リスク低減方策の適用
ベルを決定する方法
の前後の比較が困難

積算法

加算法の変形。個々のリスク要素に配点基準を設
けておき、パラメータごとの評点を積算し、リス
クインデックスを算出して、リスクレベルを決定
する方法

・加算法同様、任意にリス
クパラメータを選択して
取り扱うことができる

マトリクス法

「危害の程度」と「危害の発生確率」のパラメー
タを縦/横2軸のマトリクスで構成し、パラメー
タの段階の組合せによるセルにリスクインデック
スを割り付けておき、リスクレベルを決定する方
法

・リスク低減方策の適用
の前後の評点比較が容易
・ 採用できるリスクパラ
メータの種類には限界

リスクグラフ法

それぞれのリスクパラメータ毎に評価の分岐経路
を定め、最終的にリスクレベルを判定する方法で
ISO13849-1のリスクグラフ法のように制御システ
ムの安全関連部について適用すべき要求性能レベ
ルを導くものもある

・判断分岐は二分法のため
主観による評点の差が
生じにくい
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4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.2 加算法の一例
加算方法

リスクインデックス＝（S）＋（F）＋（Q）

危害の程度（S）

配点

致命傷

10

頻 繁 （1回/日以上）

4

重

傷

7

時 々 （1回/日～1回/週以上）

3

中等傷

4

たまに （1回/週～1回/月以上）

2

軽

1

殆どない （1回/月～1回/年以上）

1

傷

危害の回避可能性（Q）

危険源への曝露頻度（F）

配点

配点

リスクレベル

配 点

6

Ⅳ

20 ～ 13

4

Ⅲ

12 ～ 10

2

Ⅱ

（概ね回避可能）

9 ～

Ⅰ

6

（容易に回避可能）

1

殆どない
（回避不可能）

可能性がある
（回避できないおそれ）

可能性が高い
確実

7

以下
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4.1.5 リスクアセスメント手法 4.1.5.3 マトリクス法の一例

（ MIL-STD882D ）

危害の大きさ （Consequences）

危害の発生確率
致命的

重 大

軽 微

無視可能

（catastrophic）

（critical）

（marginal）

（negligible）

頻 繁（frequent）
X ＞10-1

1

3

7

13

しばしば（probable）
10-1＞X＞10-2

2

5

9

16

時 々（occasional）
10-2＞X＞10-3

4

6

11

18

ま れ に（remote）
10-3＞X＞10-6

8

10

14

19

起こりそうにない
（improbable）10-6＞X

12

15

17

20

（Probability）

X : そのシステムのライフサイクル
（ 寿命期間内）で起こる確率

リスクレベル
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High
Serious
Medium
Low

1～5
6～9
10 ～ 17
18 ～ 20
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4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.4 リスクグラフ法の一例
危害の程度
（S）

曝露頻度
（F）

F1 まれ
S1
軽傷

F2 頻繁

F1 まれ
S2
重 傷

F2 頻繁

回避可能性
（A）

（ PLr / PL の特定を含む日機連の方式 ）
危険事象の
発生確率（O）

ISO13849-1
優先順位
（リスクレベル）

PLr/PL

O1

O2

O3

A1 可 能

1

1

2

A2 不可能

1

1

2

優先順位

A1 可 能

1

1

2

（リスク低）

A2 不可能

1

1

2

A1 可 能

2

2

3

優先順位

A2 不可能

2

3

4

（リスク中）

d

A1 可 能

3

4

5

優先順位

d

A2 不可能

4

5

6

（リスク高）

a
Ⅲ

b
b
c

Ⅱ

Ⅰ

c

e

※PLr / PL を導くために仕様されるパラメータは、S、F、ACP
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前頁つづき

各リスクパラメータの判定基準

危害程度

S1

軽 傷

軽微な傷害 （回復可能で障害が残らない）
ex. 擦過傷、挫傷で応急措置で対応可能なレベル

（S）

S2

重傷以上

深刻な傷害 （回復不可能な障害、致命傷を含む）
ex. 上下肢の粉砕骨折、筋骨格障害、致命傷

曝露頻度

F1

まれ

1作業シフト当たり1回以下の危険源への曝露
または、1作業シフト当たり15分以下の危険源への曝露

（F）

F2

頻繁

1作業シフト当たり2回以上の危険源への曝露
または、1作業シフト当たり15分を超える危険源への曝露

回避可能性

A1

回避可能

いくつかの条件下で傷害を回避可能
－可動部が0.25ｍ / 秒以下の速度で危険源の存在に気づいている
危険事象が切迫 していることを認識できる
― 特定の条件（温度、騒音、人間工学など）による

A2

回避不可能

回避が不可能 （上記の条件にない）

O1

低い

安全分野で証明され、成熟した技術 （ISO13849-2 参照）

O2

中程度

過去2年間で技術的な故障が発見されている
－ リスク認識があり、6か月以上の経験の熟練者による不適切な行動

O3

高い

定期的にみられる技術的な故障
－ 6か月以下の経験の未熟練者による不適切な行動
－ 過去10年間で類似の事故例あり

（A）

危険事象の
発生確率

（O）
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マトリクス法と加算法を組み合わせた評価方式の例
危害の発生確率 （ Fr ＋ Pr ＋ Av ）
3～4

危害
の程度

5～7

8～10

11～13

14～15

致命傷

重 傷

軽 傷

微 傷

・・・・・・

保護方策が必須

・・・・・・

保護方策を推奨

危険源への
曝露頻度

危険事象の
発生確率

（Fr）

（Pr）
危害の回避
可能性

1回/日
以上

5

1回/週
以上

4

しばし
ば

4

1回/月
以上

3

時々

3

制限、
回避は
不可能

5

1回/年
以上

2

稀に

2

制限、
回避の
可能性
あり

3

1

無視
できる

1

容易に
制限、
回避が
可能

1

1回/年
以下

頻繁に

5

（Av）

（ ISO/TR 14121-2 ）

57

4.1.5 リスクアセスメント手法
4.1.5.5 リスクアセスメントの手法 の役割と意義 （まとめ）
1.

リスクインデックスやスコアという数量的な表現形式をとっているが、
リスクを厳密に定量化するものではなく、リスクの大小は単にリスクの
大きさの相対順位を示すもので、等比級数や等差級数として数量的
に表現したものではない

2. あらゆる機械システムの危険源を評価できる万能の
評価手法は存在しない。危険源の種類に応じて、手法を
適宜使い分けることが必要
3. いったん採用したアセスメント手法をあとから変更することには、
過去の評価実績との比較などでとかく弊害を伴うことが多いので、
手法の選定、採用に際しては、機械システム、危険源の性質を
十分考慮して慎重を期する必要
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4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.1 スク低減の妥当性評価とドキュメント
機械類の制限の決定

妥当性評価のポイント

危険源の同定

留意点

リスクの見積もり/評価

適切にリスクの低減は
達成されているか

3 step method
によるリスク低減
方策の適用

YES

内

容

まず本質的安全設計
方策の適用から
「隔離」防護を検討し
その後「停止防護」に

NO

Step 1

本質的安全設計の実施

END

妥当性の評価

Step 2

法令、関連規格類
との整合性

・ 実現可能性
・ 対策コスト
・ リスク対便益効果

安全防護方策および
付加保護方策の実施
Step 3

使用上の情報提供
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4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.2 リスク低減方策の妥当性確認とは
スリーステップメソッドに従って選定/適用された「保護方策」によって
「許容可能なリスクレベル」までリスクが低減されたか否かを確認する
リスクアセスメントに基づいて検討された保護方策
に関する安全要求仕様と実際に適用された保護
方策を比較して適合性を評価する
◇ 基本的には、適用した保護方策に関連する国内法規制、関連規格、技術基準等
と比較して、それらの要求事項を満足しているか否かを判定する
◇ 妥当性確認の参考例 （ISO13849-2 に定める制御安全の防護の場合）
目 的

機械の安全性要求事項の仕様内で、制御システムの安全
関連部に対する設計上の仕様及び適合性を確認する

内 容

設計基準で述べられる安全関連部の安全機能に対する
特定の安全特性および特定のカテゴリの要求事項に適合
しているかを確認する

実施者

妥当性確認は安全関連部の設計者から独立した人によって
実施しなければならない
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4.1.6.2 リスク低減方策の妥当性確認とは
ISO 13849-2 による妥当性確認のプロセスの例
開 始

フォールト
（障害）リスト

設計上の考察
(ISO13849-1)

妥当性確認計画書

文 書

分 析

フォールト
（障害）
除外基準

妥当性確認の原則

(NO)

(分析は十分か?)
(YES)

試 験

(NO)

試験は完全か？

■ 妥当性確認プロセスはフォールト発生時における
制御システムの安全関連部の挙動を考察する
（次頁）

(YES)

妥当性確認結果
の記録

終 了
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4.1.6.2 リスク低減方策の妥当性確認とは
安全関連部の障害分析の例
Normal close のポジションスイッチ
を単独で使用した場合のスライド式
インタロックガードの分析例

単一障害の種類

ポジション
スイッチ

端子部/
ケーブル

安全機能の維持

障害の検出
即時

再起動時

ﾚﾊﾞｰ押込み
不能（溶着他）

○：防護ガードが開かず、
危険源隔離を維持

○：防護ガードが
開かない

－

○

ﾚﾊﾞｰの破壊

×：信頼性に依存
（接点開離不能となる）

×

×

×

NC接点が
開離不能

－：強制開離接点なので
障害は除外

－

－

－

端子間短絡

×：信頼性に依存
（回路導通状態となる）

×

×

×
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4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.3 適切なリスクレベルが達成されたか否かの判定要件
No.

判 定 項 目

判定欄
yes / no

1

機械の全ての運転条件、人の介入方法が考慮されている

yes/no

2

Three step method に従って、危害のひどさ、発生確率の低減が
図られている

yes/no

3

危険源が除去もしくは実現可能な最も低いレベルまでリスクが
低減されている （技術的に、コスト的に）

yes/no

4

適用した保護方策によって新たな危険源が生じない

yes/no

5

機械の使用者に残留リスクが通知され、「使用上の情報提供」に
よって残留リスクの適切な対処方法について警告されている

yes/no

6

保護方策の採用でオペレータの作業条件が危険にさらされない

yes/no

7

適用した保護方策がお互いに矛盾せず、成立している

yes/no

8

機械を扱うオペレータの技能レベルが考慮されている

yes/no

9

適用した保護方策が機械の性能要件を過度に損なっていない

yes/no

Adequate risk reduction 「適切なリスク低減」 ISO12100:2010 5.6.2
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4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.4 リスク低減の妥当性評価の役割と意義 （まとめ）
1.

リスク低減方策の適用後の低減効果の妥当性を保証するものは、
第一義的には低減方策が関連する機械安全の国際規格、法規制、
技術基準への適合性を有することである （適切なリスク低減のレベル）

2. リスク低減方策の適用後の低減効果をリスクインデックスやスコアの
評点の変化で表現することがあるが、加算法やリスクグラフのように
低減前後の比較が困難なケースがある。リスク低減の妥当性は定量
的な低減数値の変化というより低減効果の定性的な判定に基づく
3. 妥当性の検証は、低減方策を採用した設計者とは別の独立した検証
者、検証組織に委ねることが望ましい
4. 検証者/検証組織（機関）では必要に応じて妥当性検証のための試験
や論証を行う
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4.1.6 リスク低減の妥当性評価とドキュメント
4.1.6.5 リスクアセスメント結果の文書化 （ Documentation ）
アセスメント結果の文書化はそのプロセスと結果を下表の内容で正確に記録する
記録項目

内 容

a

使用したツール、方法

適用したアセスメント手法、補完的な併用した
評価手法（故障解析手法など）と評価基準

b

評価対象機械の仕様

評価対象設備の詳細（制限仕様など）
関連して想定した条件（負荷、強度、安全係数）

c

同定した危険源と危険
状態、考察危険事象

同定した危険源、危険状態およびリスク評価に
際して考察した発生危険事象

d

アセスメントの基礎情報

使用データ（ex.災害歴、類似機械の適用リスク
低減方策に関連した情報）

e

保護方策によって達成
される目標

リスク低減を達成した危険事象の種類

f

同定した危険源の除去
リスク低減のための方策

適用保護方策と関連規格類、保護方策の
安全仕様

g

機械類の残留リスク

リスク低減方策適用後になお残るリスクと
使用者に推奨するリスク制御の方法

h

アセスメント評価結果

個々の危険源に対応する詳細な評価結果
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4.1.7 リスクアセスメント
4.1.7.1 リスクアセスメント 演習項目
演習項目
機械の制限の決定

評価対象/手法の選定

内 容

留意点

自社の機械製品の一つを取り上げて
4.1.2.5 「機械の制限事項一覧表」の
書式例に従い、表を完成させてみよう
・自社の機械製品のアセスメントの範囲
を決める
・演習用として、添付のリスクアセスメント
ワークシート（日機連方式）を使用

・機械の該当箇所の設計図面を
対象に評価範囲を決定しよう
・自社で既に採用しているアセス
メント書式があれば、それに従う
重要危険源を中心に
洗い出しをしてみよう
（ライフサイクルの一部の局面に
限定した範囲内で想定する）

危険源の同定

アセスメントの範囲に存在する危険源
を4.1.3.3 危険源リストに従って、同定
してみよう

リスク見積もり/評価

同定して危険源のリスクパラメータの
数値を見積もり、リスクレベルを評価
してみよう

リスク低減方策の選定

リスクの内容とリスクレベルの大きさを
考慮し、リスク低減方策を考えてみよう

制御システムに関わるリスク低減
方策の場合は、6.2.2 を参照して
安全関連部のグレードを選定する

残留リスク情報の作成

リスク低減方策を講じてもなお残る
リスクがある場合は、残留リスク情報
を整理する

7.2 の「残留リスクマップ」と「残留
リスク一覧表」の書式に従って、
作成
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4.2 スリーステップメソッド

67

4.2.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.1 スリーステップメソッドとは、
リスク低減の方法は，大きく二つに分類される．
その一つはリスクアセスメントであり，もう一つは3 ステップメソッドと呼ばれるリスク低
減のための技術的保護方策である．
リスクアセスメントとは、

リスクアセスメントは，
機械に関する使用上の制限（意図する使用，合理的に予見可能な誤使用の考慮等），
空間上の制限（機械の可動範囲，オペレータ―機械間インタフェース等），
時間上の制限（機械，各コンポーネントのライフリミット等）
で構成される機械類の制限から始まり，その制限範囲内で，機械によって引き起こさ
れる可能性のある種々の危険源を同定し，可能な限り要因の定量的なデータ等をも
とにそれぞれの危険源についてどのくらいのリスクがあるかを算定し，結果としてリス
クの低減が必要であるかどうかを最終的に決定する作業である．
3 ステップメソッドとは、

危険源の除去又はリスクの低減が必要な場合は，3 ステップメソッド（優先順位付け
がなされている）と呼ばれる次の方策によるリスク低減を行う．
3 ステップメソッド
Step1．保護方策－本質的安全設計方策
Step2．保護方策－安全防護及び付加保護方策
Step3．保護方策－残留リスクについて使用上の情報
－109－
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4.2 1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.2 リスクアセスメントフローにおけるスリーステップメソッドの位置付け

point
ステップ／保護方策

3

起こり得る危害のひどさと
その発生確率を明確にすること。

Step.3
使用上の情報

Step.2 ↑
安全防護策
（付加保護方策を
含む）
Step.1 ↑
本質的安全設計
方策

point
リスク分析に基づき，リスク低減
目標を達成したかどうかを判断
すること。
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4.2.1 スリーステップメソッドと実施すべき方策
4.2.1.3 保護方策の分類

タイプ A 規格

ISO 12100

本質的安全設計方
策

タイプ B 規格

設計変更等により危険源を除
去又はリスクを低減する。

例
固定式ガード
可動式ガード
インターロックガード

ガード

設計者によ
る

例
制御システム
安全距離 等

安全防護策
安全防護
保護装置

ISO 13849
ISO 13857

ISO 14120
ISO 14119

例
インターロック装置
両手操作制御装置
検知保護装置

ISO 14119
ISO 13851
IEC 61496

例
非常停止装置
機械類への常設接近手段
エネルギの消散

ISO 13850
ISO 14122
IEC 60204

例
信号及びマーキング
取扱説明書

IEC 61310
IEC 62079

保護方策

付加保護方策

使用上の情報

本質的安全設計方策、安全防護策、
使用上の情報以外の方策

使用者に情報を伝達するための手
段

使用者
による
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.1 本質的安全設計方策とは、
ガード又は保護装置を使用しないで，機械の設計又は運転特性を変更することによ
り，危険源を取り除くか又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策であり，
a) 危険源を回避する方法，
b) 危険区域への進入の必要性を低減することにより危険源へさらされる機会を制限
する方法
に大別される．
設計手法により危険源そのものをなくす（低減する）

危険源を回避する方法

機構的に危険な部位をなくす
構造計算、材料など一般設計技術
・知識の活用
本質的に安全な技術や動力源の使用

―幾何学的及び物理的要素に関する配慮 エネルギーを小さくする
―機械設計に関する一般的技術知識の考慮
―機械的結合の安全原則
―人間工学原則の遵守
―制御システム設計上の安全原則
―安全機能故障の確率の最小化
―空圧／油圧設備の危険源防止 定格圧力 危険な流体の流出
―電気的危険源の防止 等

ヒューマンファクターを考慮した設計
制御システムの本質設計
圧力機器の危険防止

危険区域への進入の必要性を低減することにより危険源へさらされる機会を制限する方法

―設備の信頼性による危険源への暴露機会の制限
―搬入（供給）／搬出（取り出し）作業の機械化及び自動化による危険源への暴露機会の制限
―設定（段取り等）及び保全の作業位置を危険区域外とすることによる危険源への暴露機会
の制限
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.2 危険源を回避する方法
危険源を回避する方法

―幾何学的及び物理的要素に関する配慮（例）

鋭利な角部、突出部などの回避

Rはとる

バリは取
る

端部につばを設けた例

鋭利な角部、バリ取りの例
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.2 危険源を回避する方法
危険源を回避する方法

―機械的結合の安全原則（例）
ポジティブな機械的作用は，一つの可動な機械的コンポーネントが直接接触して又は
剛性要素を介して他の機械的コンポーネントの動作に必然的に依存して動作する場
合に実現される。（IEC 60947-5-1（JIS C 8205-1）及びISO 14119（JIS B 9710）参照）。
この一例として，電気回路の開閉機器（の接点）のポジティブ開離操作があります.

この一例において、ポジティブな機械的方策は、カムがプランジャー
を機械的に押すことにより、電気接点を強制的に開くことにあります。
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.2 危険源を回避する方法
危険源を回避する方法

―人間工学原則の遵守
オペレータの精神的又は身体的ストレス及び緊張を低減するため，機械類の設計時に
人間工学原則を考慮しなければならない。
基本設計の段階で，オペレータ及び機械に対して機能（自動化の程度）を割り当てると
き，これらの原則を考慮しなければならない。
暗い配電盤の中を保全するのは
危険なので、視認性を確保するため
照明を付けました。
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.2 危険源を回避する方法
危険源を回避する方法

―制御システム設計上の安全原則
制御システムの設計方策は，それらの安全関連性能が十分リスクを低減できるように選
択しなければならない（ISO 13849-1（JIS B 9705-1）及びIEC 62061（JIS B 9961）参照）。

危険な機械の挙動の典型的な例は，
・予期しない機械の起動
挟まれの危険性がある
プレス機構
・無制御状態の速度変化
・運動部分の停止不能
イナーシャルで動力源
が遮断されても回転が
続行するロール機構
・機械の部分又は機械に
よってクランプされた
ワークピースの落下又は放出
・保護装置の不作動
によって生じる機械の挙動

危険な機械の挙動の典型的な原因は
サーボモーター
のブレーキ機構、 ・制御システム論理の不適切な
ドアインター
設計又は修正
ロックと連動し
たメカストッパー ・制御システムの一つまたは
を設置しました
複数のコンポーネントの一時

的、恒久的な不具合又は故障
・制御システムの動力供給の
回転検出ユニット 変動又は故障
で完全停止を
検出するように ・制御装置の不適切な選択，
しました
設計及び配置
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4.2.2 本質的安全設計方策
4.2.2.3 危険区域への進入の必要性を低減することにより危険源へさらされる機会を制限する方法

危険区域（hazard zone/danger zone）
人が危険源に暴露されるような機械類の内部及び／又は機械類周辺
の空間。

災害の発生 ＝ 人と機械の危険源が接触
共存領域（曝露域）

人の行動範囲（作業空間）

リスクが発生
危険状態

危険源

機械の作動空間（機械とその周辺）
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4.2.2 本質安全設計方策
4.2.2.3 危険区域への進入の必要性を低減することにより危険源へさらされる機会を制限する方法
危険区域への進入の必要性を低減することにより危険源へさらされる機会を制限する方法

―設備の信頼性による危険源への暴露機会の制限
―搬入（供給）／搬出（取り出し）作業の機械化及び自動化による危険源への暴露機会の制限
―設定（段取り等）及び保全の作業位置を危険区域外とすることによる危険源への暴露機会
の制限
搬送系ロボットとインデックステーブルは、
シャッターで隔離されている。

作業者は、フープボックスをインデックステーブルに
単に乗せるだけで、内部のロボットに接触することは
無い。

搬送ロボットが設置
され、背面側の処理
機講へ移載される。
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.1 安全防護策及び付加保護方策とは、
本質的設計方策により合理的に除去できない危険源，又は十分に低減できないリス
クから人を保護するための安全防護物の使用による保護方策であり，次の三つに分
類される．
a) ガード
固定式ガード，可動式ガード，調整式ガード，制御式ガード等
b) 保護装置
両手操作式制御装置，インターロック装置，検知装置（ライトカーテン，レーザス
キャナ等）等
及び
c) 付加保護方策
非常停止，捕捉された人の脱出及び救助，遮断及びエネルギーの消散等
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.2 ガードとは、
ISO12100の定義（一部抜粋）
ガード：保護するために機械の一部として設計された物理的なバリア。
1. ガードは，次のように機能する。
－ 単独の場合：
可動式ガードでは“閉じた状態”のときだけ有効であり，固定式ガードでは“確
実に取り付けられている状態”のときだけ有効である。
－ ガード施錠式又は施錠なしのインターロック装置と組み合わせる場合：
ガードの位置によらず，保護が確実にされる。
2. ガードはその設計によって，例えば，ケーシング，シールド， カバー，スクリーン，ド
ア，囲いガードと呼ばれる場合がある。
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.3 固定式ガードと可動式ガードとは、
固定式ガード
•
•

囲い式ガード：固定式ガードの一
つとして、分類されるガード。
手などがギアに巻き込まれない
ように、危険な可動部分を覆って
いる。

可動式ガード
・自己閉鎖式ガード
可動式ガードの一つであり、機械
の危険な可動部分を工程中もガー
ドが覆っている。右図は、木材を
切断するための電動のこぎりの例
であり、材木の切断中は、ブレード
をガードが覆い、切断が終了する
と、ガードは自動的に閉位置に戻
る。
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.4 ガードの種類
ガードの種類

ガードの説明

固定式ガード

所定位置に固定されているガード。解錠には工具が必要。

可動式ガード

工具なしで，開閉可能なガード。

調整式ガード

機械の停止中に一部が調整可能なガード。

囲いガード

全ての面から危険区域への接近を防止するガード。

距離ガード

危険区域を完全に囲うのではなく，危険区域からその寸法及び距離により
接近の危険を防止又は低減するガード。例えば，周辺フェンス又はトンネ
ルガードによる。

動力作動ガード

人又は重力とは別の動力源からの力により作動する可動式ガード。

自己閉鎖式ガード

機械要素（例えば，可動テーブル）又はワークピース若しくはジグの一部に
より作動する可動式ガードであり，ワークピース（及びジグ）が通りぬけるこ
とのできる開口部を通りぬけるとすぐに，自動的に閉位置にもどる（重力，
ばね，その他の外部動力などによる）。

制御式ガード

インターロック機能を付加したガードであり，ガード開では機械は起動しな
い。ガード閉で機械が起動する。

インターロック付き
ガード

機械要素の運転をやめるための機械的，電気的装置を付加したガード。

施錠式インターロック
付きガード

施錠装置を備えたインターロック付きガード。
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.5 保護装置とは、
ISO12100の定義
保護装置：ガード以外の安全防護物
保護装置の種類

保護装置の説明

インターロック装置／
インターロック

危険な機械機能の運転を防ぐことを目的とした機械装置、電気装置、又は
その他の装置

イネーブル装置

起動制御に連続して用いる調整又は保全などの補足的な手動操作装置で
ある。

ホールド・ツー・ラン制
御装置

手動制御器を作動させている限り、開始指令を出し、かつ維持する制御装
置

両手操作制御装置

操作する人のみを保護する装置であり、両手による同時操作を少なくても
必要とする制御装置

検知保護設備

人を検出する設備で、制御システムに対して適切な信号を生成する設備
（光カーテン、レーザスキャナ、圧力検知マット、トリップバー、トリップワイヤ
など）

機械的拘束装置

機械的障害（例えば、くさび、スピンドル、支柱、車輪止め）を組み込んだ装
置

制限装置

機械又は危険な機械条件が設計限界（例えば、空間の限界、圧力限界、負
荷モーメント限界）を超えないように制限する装置
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4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.5 保護装置とは、
両手操作式制御装置，インターロック装置，検知装置（ライトカーテン，レーザスキャナ等）等
ガード及び保護装置は，本質的安全設計によって合理的に危険源を除去できない，又はリスク
を十分に低減することもできない場合に，人を保護するために使用しなければならない。

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ後の
要改良箇所

前面エリアセンサーのみ設置

前面：ライトカーテン
側面の侵入可能領域：固定ガードによる隔離
両手押しスイッチ：プレス部に手を接近させるためカバーを設置83

4.2.3 安全防護策及び付加保護方策
4.2.3.6 付加保護方策とは
非常停止，捕捉された人の脱出及び救助，遮断及びエネルギーの消散等
制御位置又は介入区域の囲いに対して，危険源に対する組合せの保護を備ることを考慮しな
ければならない。
組み合わせの保護として

捕捉された人の脱出及び救助のための方策（例）

ロボットの稼働に対する危険性に対し
以下のような「組み合わせの保護」がある。
１．侵入に対するライトカーテン
２．内部からの脱出のため
のハンドルロック機構
３．非常停止機能

保全担当者が内側から脱出
が可能。

非常停止

－117－

84

4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.1 使用上の情報で行う保護方策とは、
保護方策―使用上の情報（ISO 12100-2）
使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば，文章，語句，標識，信号，記号，図
形）を個別に，又は組み合わせて使用する保護方策であり，大きく次の3 方策に分類
される．
a) 信号及び警報装置
b) 表示，標識（絵文字），
警告文
c) 附属文書
（特に，取扱説明書）

付属文書（特に，取扱説明書）に含める情報
－機械の運搬、取扱い、保管に関する情報
－機械の設置及び立上げに関する情報
－機械自体に関する情報
－機械の使用に関する情報
－保全に関する情報
－使用停止、分解、及び、廃棄処分に関する情報
－非常事態に関する情報
－熟練要員/非熟練要員用の保全指示事項の明確化

指針の要求を踏まえ

及び

残留リスク情報
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4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.2 取扱説明書の記載及び作成上の注意事項
取扱説明書の主な注意
－印字、情報は明瞭に判読可能とする
－機械を使用する国の言語で記載する
－図等を用いて、本文の理解を助ける
－表を用いて、本文の理解を支援する
－色彩の使用を考慮する
－長文の場合、目次・索引を設ける
－直ちに必要な情報は、すぐに利用可能な形式とする
取扱説明書作成上の主な注意
－操作手順に従い、作業者の疑問を想定して記述する
－可能な限り簡単、簡潔なものとする
（単位の統一、用語の説明）
－作業者に理解しやすい形式で記述する
－寿命の間、使用に耐える耐久性、有効性を考慮する

－正確性
－検索性
－作業性
（読みやすさ）
－利便性
－明瞭性
－適合性
を確立すること
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4.2.4 使用上の情報で行う保護方策
4.2.4.3 附属文書とは、
付属文書は，実施した手順及び達成された結果を示さなければならない。
これには，次を内容を含む。
a) リスクアセスメントを実施した機械（例えば，仕様，制限，意図する使用）
b) リスクアセスメントの際の想定（負荷，強度，安全係数等）
c) リスクアセスメントで同定した危険源及び危険状態，並びに考慮した危険事象
d) リスクアセスメントの元になる情報

出荷搬入後に安全教育を行い、展開してきた全ての安全方策の
正しい使い方を使用者に的確に伝授すること。
警告標識、保護方策を説明しましょう
緊急時の回避方法は・・・
保護具は・・・

安全マニュアルには

危険源からの回避の
方法が記載されています
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設備搬入後に、安全作業
マニュアルなどをもとに
定常・非定常安全作業手順
書を作成して使用者へ
教育訓練を行う
設備が設置された作業
環境におけるリスクの想定
も行う。
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5.1 危険源の除去とリスクの低減

はじめにーリスクアセスメントとの関連
保護方策
(リスク低減）
①本質的安全設計方策
②安全防護策および付加保
護方策
③使用上の情報
④訓練、保護具、組織体制

リスクアセスメント
①機械類の制限の決定
②危険源の同定
③リスク見積もり
④リスク評価

リスク評価に基づき、リスク低
減が必要な場合は、保護方
策によりリスクを低減

ISO12100のリスク低減の要求事項
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5.1.1 危険源の種類 （1）危険源とは

• 危険源（hazard）：
－ 危害を引き起こす潜在的根源（ISO/IEC guide51）
• 関連危険源（relevant hazard） :
－ 機械に存在し，又は機械に関連して存在すると同
定される危険源。
• 重要危険源（significant hazard） :
－ リスクアセスメントによって関連があるものとして
同定され，かつ，リスクを除去又は低減するため
に，設計者による所定の行動を必要とする危険源

5.1.1 危険源の種類 （2）危険源の分類

全危険源

すべての関連危険源

重要な危険源（取り扱うもの）

Ｋ
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重要な危険源
（取り扱わないもの）

5.1.1 危険源の種類

（3）危険源一覧

①機械的危険源：押しつぶし、せん断、切傷又は切断衝撃等
②電気的危険源：充電部に接触、静電現象等
③熱的危険源：熱源からの放射による火傷，熱傷等
④騒音による危険源：聴力喪失、平衡感覚の喪失，意識の喪失
⑤振動による危険源：神経及び血管障害を起こす手持機械の使用等
⑥放射線の危険源：低周波，赤外線，X線/γ線，レーザ等
⑦材料、物質の危険源：有害な液体，煙，粉塵との接触又は吸入等
⑧人間工学の無視による危険源：不自然な姿勢、精神的過負荷，スト
レス、 ヒューマンエラ等
⑨すべり，つまづき及び墜落の危険源：床面及び接近手段の軽視
⑩危険源の組合せ：各種危険源の組合せ
⑪機械が使用される環境に関する危険源：温度、風、雪、落雷などを
生じ得る環境条件

5.1.1 危険源の種類 （4）確定的及び偶発的危険源
危険源
確定的危険源

偶発的危険源

危険源

危険源

運転時間

運転時間
○偶発的危険源

○確定的危険源
－ 運転時間やライフタイムに関
係なく機械に存在してる危険源

－ 機械のライフタイム間に発生する危険源。
－ 制御システムの故障・不具合などにより生
じる危険源
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5.1.1 危険源の種類 （4）確定的及び偶発的危険源
危険源
次の形態に分類され，出
現する

確定的危険源

静的システム

動的システム

偶発的危険源

情報システム

確定的

偶発的

落下，つまづき，衝突

静的
機械の基礎の沈み，機械の構造の不安定，
システム 作業用足場，プラットフォームの変形

可動部品の危険個所
シャフト，ベルトなどの駆動部の危険個
所，高温表面など

動的
ばね破損，軸受け損傷などの部品，構成部品
システム などの不具合
シャフトや伝達手段の破損，電気的な不具合
によるエネルギー供給の中断，エネルギーの
漏洩，起動

機械の機能情報の欠如，誤操作防止表
示の欠如

情報
信号系統及び制御装置の部品エラー，制御装
システム 置の論理誤りなど

5.1.1 危険源の種類

（5）危険源形態と出現

確定的

偶発的

落下，つまづき，衝突

静的
システム

機械の基礎の沈み，機械の構造の不安定，作業用
足場，プラットフォームの変形

可動部品の危険個所
シャフト，ベルトなどの駆動部の危険個所，
高温表面など

動的
システム

ばね破損，軸受け損傷などの部品，構成部品など
の不具合
シャフトや伝達手段の破損，電気的な不具合による
エネルギー供給の中断，エネルギーの漏洩，起動

機械の機能情報の欠如，誤操作防止表示
の欠如

情報
システム

信号系統及び制御装置の部品エラー，制御装置の
論理誤りなど

4.3.3 危険源の同定も参照のこと
駆動系統，制御系統故障／不
具合，あるいは保守・点検など
の欠如などを通じて，危険源と
して顕在化する

危険源として，顕
在化している

ISO12100の設計方策で対策を講じる
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5.1.2 本質的安全設計方策－危険源への対処方法
ISO12100の設計方策で対策を講じる

機械類の制限の決定

リスクアセスメント

リスク見積もり，及び，リスク評価

本質的安全設計方策

本質的安全設計には，確
定的危険源と偶発的危険
源に対する方策がある

本質的安全設計方策

安全防護策及び付加保護方策

リスク低減方策

使用上の情報

5.1.2 本質的安全設計方策—危険源への対処方法
ISO12100の定義
本質的安全設計方策：
ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は運転特性を変
更することにより、危険源を取り除くか又は危険源に関連するリスクを
低減する保護方策。
関連箇条

ISO12100で規定する本質的安全設計方策
(1)幾何学的及び物理的要素に関する配慮

この章の5.1.3

(2)機械設計に関する一般的技術知識の考慮

この章の5.1.4

(3)機械的結合の安全原則

この章の5.1.4
⇒ この章の5.1.4，及び

(4)人間工学原則の順守＊
(5)空圧／油圧設備の危険源＊

ISO4413及びISO4414参照

(6)電気的危険源の防止＊

6.1

(7)制御システムへの本質的安全設計方策の適用

6.2

(8)安全機能故障の確率の最小化

この章の5.1.4，及び6.2

＊(4)～(6)については，この章では取り扱わない。
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5.1.3 本質的安全設計方策－確定的危険源に対する設計
対応
本質的安全設計方策は，確定的危険源
に対する方策と偶発的危険源に対する
方策に分類する。

リスク見積もり，及び，リスク評価
確定的危険源を
回避する方法

本質的安全設計方策
確定的危険源に
関連するリスクを低減する方法

安全防護策及び付加保護方策

使用上の情報

さらに，上の二つに分類。

5.1.3 本質的安全設計方策－確定的危険源に対する設計
対応
・除去の方法と関連するリスクを低減する方法に分類される。
確定的危険源に
関連するリスクを低減する方法

確定的危険源を
除去する方法

(1)物理的側面
を考慮した方策

本
質
的
安
全
設
計
方
策

(2)幾何学的要素
を考慮した方策

エネルギ制限

最小隙間

力の流れの
遮断

安全距離

構成部品の
弾性の利用

角部，突出部
回避

―

(3)物理的側面
を考慮した方策

・音源での騒音
低減
・危険物質排出
低減
・危険な放射低
減
・・・・・・

・人間工学原則

－129－

(4)幾何学的要素
を考慮した方策

・直接視認性
確保
・適切な作業
位置
・手動アク
チュエータ
への接近性
・・・・・・

・電気的危険源など

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(1)物理的側面を考慮した方策による危険源の除去
エネルギの制限

力の流れの遮断

人体が傷害を受けないように、 人体部位と危険箇所間の力の
危険区域に生じるエネルギを 流れを、人体が感じる痛みの限
低いレベルに制限する。
界値に達する前に遮断する。

規格規定上の限界値：
ISO14120では、動力作動式ガー
ドの運動エネルギは、次のように
規定される。
保護装置がある場合、150N以下
以下
保護装置がない場合、75 N

構成部品の弾性の利用
適切な材料を選択する等に
より、構成部品の剛性およ
び強度を低減し、人体部位
が捕捉されても、人体が被
る傷害のエネルギを構成部
品に移す。

ローラを自由に動くようにするこ
とにより、動力で動くコンベアと
先頭のローラとの間に挟まれる
可能性を低減、又は回避する。
可動部品の重量と慣性モーメン
トは、出来るだけ低く保つ必要
がある。

21
機械安全の基本(2)
出所：A.ノイドルファー著、田中紘一翻訳・監修、国際規格対応安全な機械の設計、NPO安全工学研究所、2002

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(1)物理的側面を考慮した方策による危険源の除去
力の流れの遮断

木材とソーセージ
テーブルソーの例

木材は切断
ブレードとソーセージが
接触した瞬間、ブレード
が下方へ移動

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&
v=wFp62jDcoFM の映像をキャプチャーした画像（リンク）
出所： http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wFp62jDcoFM
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(1)物理的側面を考慮した方策による危険源の除去
エネルギの制限 及び 構成部品の弾性の利用

扉を軽量化

ふちに
衝撃吸収剤

23

写真：住友重機械工業㈱様よりご提供

出典：H17年度「食品機械の安全設計対応
に関する調査研究報告書」（㈱武蔵野様）

5.1.3 本質的安全設計—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
最小隙間及び安全距離

安全距離

ISO13857
(上肢安全距離）
①上方への到達
②保護構造物を越える到達
③周囲への到達
④14歳以上の人の上肢の
定形開口部を通しての到達
⑤3歳以上の人の定形開口部
を通しての到達
⑥異形開口部を通しての到達

ISO13854
(最小隙間）

ISO13857
(下肢安全距離）

人体、頭、脚、足、
つま先、腕、手、手
首、こぶし、指の押
しつぶし防止の最
小すき間の規定

①定形開口部を通しての到達
②異形開口部を通しての到達
③下肢の自由な接近を防止
するための安全距離
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
可動部分間の最少隙間の十分な確保
人体部位

最小隙間，α

人体部位

最小隙間，α

人体

500㎜

つま先

50㎜

頭（最悪の位置）

300㎜

腕

120㎜

脚

180㎜

手
手首
こぶし

100㎜

足

120㎜

指

25㎜
25

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—上肢による上方への到達

h

低リスク h=2500mm
高リスク h=2700mm
記号の説明
1 危険区域
2 基準面
ｈ 危険区域までの高さ

低リスク/高リスクについて：
危険源から生じるリスクは、回復不可能な又は回
復に長期を要する傷害に至ることが予見されない場
合（例えば、その結果がこすれ又はすりむきとしかな
らない場合）だけ、低リスクとみなせる。
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—保護構造物を越えての到達

a 危険区域の高さ
b 保護構造物の高さ
c 危険区域までの水平安全距離

b

a

記号の説明

1 危険区域（最も近い点）
2 基準面
3 保護構造物

c

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—保護構造物を越えての到達（低リスク）
単位
危険区域
の高さ b)
a

mm

保護構造物の高さ a)
b
1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 500

危険区域までの水平安全距離 c

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400

100

100

100

100

100

100

100

100

0

2 200

600

600

500

500

400

350

250

0

0

2 000

1 100

900

700

600c)

500

350

0

0

0

1 800

1 100

1 000

900

900

600

0

0

0

0

1 600

1 300

1 000

900

900

500

0

0

0

0

1 400

1 300

1 000

900

800

100

0

0

0

0

1 200

1 400

1 000

900

500c)

0

0

0

0

0

1 000

1 400

1 000

900

300

0

0

0

0

0

800

1 300

900

600

0

0

0

0

0

0

600

1 200

500c)

0

0

0

0

0

0

0

400

1 200

300

0

0

0

0

0

0

0

200

1 100

200

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

200

0

0

0

0

0

0

0

注 a)
b)
c)

高さ 1 000 mm 未満の保護構造物は，人体の動きを制限するのに十分でないため含まない。
2 500 mm を超える危険区域に対しては，4.2.1 参照。
日本人を対象にした到達距離 95 パーセンタイル値がこの値より大きくなる箇所（詳細は，附属書 JA 参照）
。
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—保護構造物を越えての到達（高リスク）
mm

単位
危険区域
の高さ c)
a

保護構造物の高さ a),b)
b
1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 500

2 700

危険区域までの水平安全距離 c
2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

900

800

700

600

600

500

400

300

100

0

2 400

1 100

1 000

900

800

700

600

400

300

100

0

2 200

1 300

1 200

1 000

900

800

600

400

300

0

0

2 000

1 400

1 300

1 100

900

800

600

400

0

0

0

1 800

1 500

1 400

1 100

900

800

600

0

0

0

0

1 600

1 500

1 400

1 100

900

800

500

0

0

0

0

1 400

1 500

1 400

1 100

900

800

0

0

0

0

0

1 200

1 500

1 400

1 100

900

700

0

0

0

0

0

1 000

1 500

1 400

1 000

800

0

0

0

0

0

0

800

1 500

1 300

900

600

0

0

0

0

0

0

600

1 400

1 300

800

0

0

0

0

0

0

0

400

1 400

1 200

400

0

0

0

0

0

0

0

200

1 200

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

500

0

0

0

0

0

0

0

0

注 a)
b)
c)

高さ 1 000 mm 未満の保護構造物は，人体の動きを制限するのに十分でないため含まない。
他の保護方策を追加しない限り，1 400 mm 以下の保護構造物は使用しないほうがよい。
2 700 mm を超える危険区域に対しては，4.2.1 参照。

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源 の除去
安全距離—保護構造物を越えての到達（注意事項）

表に示された値を補間してはならない。
• a，b又はcの既知の値が，表で示される二つの値の間にある場合，
より長い安全距離又はより高い保護構造物，若しくはより安全な危
険区域の高さ（高くとる場合と低くとる場合がある）を使用しなけれ
ばならない。
• a、cの値が既知の場合にbの値を決定する → 附属書A 例1
• a、bの値が既知の場合にcの値を決定する → 附属書A 例2
• b、cの値が既知の場合にaの値を決定する → 附属書A 例3
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
肩及び脇の下だ
けの制限

≧850

肩から肘までの
制限

≧550

肩から手首まで
の制限

≧230

mm

単位
図示

a)

安全距離 Sr

a)

安全距離—動きを制限した周
囲への到達

上肢の動き
の制限

•動きを制限する障害物の長さが300
mm以上ある場合850 mm未満の安
全距離を使用可
肩から手のひら
（指節点）まで
の制限

≧130

a)

•開口部の径は120mm以下

a)

•14歳以上

A 腕の動きの範囲
Sr 円弧状の安全距離
注 a) これは円形開口部の直径，長方形開口部の短辺，又は正方形開口部の一辺の大きさのいずれかとなる。

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
単位
人体部位

安全距離—定形開口部
を通過しての到達

図示

指先

指（指先から指の
付け根まで）

開口部

mm

安全距離 Sr
長方形

正方形

円形

e≦4

≧2

≧2

≧2

4＜e≦6

≧10

≧5

≧5

6＜e≦8

≧20

≧15

≧5

8＜e≦10

≧80

≧25

≧20

10＜e≦12

≧100

≧80

≧80

12＜e≦20

≧120

≧120

≧120

20＜e≦30

≧850 a)

≧120

≧120

30＜e≦40

≧850

≧200

≧120

40＜e≦120

≧850

≧850

≧850

•14歳以上（3歳以上の場合は表5）
手

•開口部の径は120mm以下（120mm以上の
場合は表1または2を使用）
•動きを制限する障害物の長さが300 mm以上
ある場合850 mm未満の安全距離を使用可
腕（指先から肩の
付け根まで）

表中の太線は，開口部の寸法によって制限される人体部位を表す。
注 a)

長方形開口部の長辺が 65 mm 以下の場合，親指がストッパとして働くので，安全距離 Sr は 200 mm まで低減で
きる。
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5.1.3 本質的安全設計方策－確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
下肢の部位

図示

単位

mm

安全距離 Sr

開口部

長方形

正方形又は円形

つま先

e≦5

0

0

足の指

5＜e≦15

≧10

15＜e≦35

≧80

0

a)

≧25

安全距離—下肢による接近
防止
足

35＜e≦60

≧180

≧80

60＜e≦80

≧650b)

≧180

80＜e≦95

≧1 100c)

≧650b)

95＜e≦180

≧1 100c)

≧1 100c)

180＜e≦240

許容不可

≧1 100c)

•14歳以上の人に適用
脚（つま先から膝
まで）

•上肢の開口部への接近が予見されない場
合、下肢に対する安全距離を使用
•不整地面を移動できるような機械の場合に
は下肢の動きを制限する保護構造物を使
用（附属書B）
脚（つま先から股
まで）

注記 e＞180 mm の長方形開口部及び e＞240 mm の正方形又は円形開口部は全身の接近を許すおそれがある（箇条 1
も参照）
。
注 a) 長方形開口部の長さが 75 mm 以下の場合，距離は 50 mm まで低減できる。
b)
値は脚（つま先から膝まで）に一致する。
c)
値は脚（つま先から股まで）に一致する。

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—上肢による接近防止
安全距離をとった例（食肉加工機械）

刃物ガード（中で刃
物が回転している）

カバー

距離をとること
により刃物に手
が届かない

インタロックス
イッチがついて
おり，カバーを
開けると機械が
停止する

（出典：ワタナベフーマック㈱）
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—定形開口部を通過しての到達
開口部の寸法に基づいて安全距離をとった例（成形機）
誤って指を挿入しても，開口部の寸法
を制限し，可動部分に指が届かないよ
うに安全距離をとってある。

樹脂材料（ペレット状）の投入口

写真：住友重機械工業㈱様よりご提供

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
安全距離—最小隙間
最小隙間をとった例（製粉機械）

充分な隙間
を設けることに
より
挟まれを防止し
ている．

揺動部分
ラバースプリング

固定部分
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
鋭利な角部、突出部などの回避

R は と
る

バリは
取る

鋭利な角部、バリ取りの例
端部につばを設けた例
右下写真 出典（一社）日本食品機械工業会

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
直接視認性確保

間接視認性確保

鏡を用いて
操作版から
作業領域等
を確認でき
るようにした
例

操作パネルの位置を工夫し
作業区域を直接に見ること
ができるようにした例

（出典：㈱ヤナギヤ）

出典：H17年度「食品機械の安全設計対応に
関する調査研究報告書」（㈱武蔵野）
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
直接視認性確保

加工作業区域に人
が接近できないよう
にガードを設けて，
安全性を確保する
とともに，加工作業
状況の確認もでき
るように，網目状の
開口部を設けた例

注：ガードは，安全防護策

写真：住友重機械工業㈱様よりご提供

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
手動アクチュエータへの接近性
接近しやすい
よう，治具，
工具などもま
とめてある。

操作レバーを
一定箇所に
まとめて設置
し，接近性を
向上

接近性を高
めるため，操
作位置周りに
障害物などが
ない。

写真：住友重機械工業㈱様よりご提供
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的要素を考慮した方策による危険源の除去
適切な作業位置

写真：住友重機械工業㈱様よりご提供

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(2)幾何学的側面及び物理的側面
—構成部品の弾性の利用と直接視認性の確保
直接視認性確保
扉に窓を設けて，
加工状況を直接確認

直接視認性確保
手動制御器から加工
状況を直接確認

構成部品の弾性の利用
挟まれても傷害をこうむら
ない（低減）よう，衝撃吸収
材（ラバー）を使用した例

写真：住友重機械工業㈱様
よりご提供
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5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(3)物理的側面を考慮した方策による危険源の除去
音源での騒音低減—空気及び流体騒音源
種類
発生原因
対策

空気騒音源
乱流による騒音の発生

膨張・収縮及び急速な移動による騒音

・運転圧力を下げる
・ロータの先端速度を下げる
・圧力降下量を減らす
・流れの中の障害となる構造を除く
・流速を下げる
・流速分布を改善する
・ノズルの出口形状を半径方向の流速変
化が最小になる形とする

・圧力変化の速度を遅くする
・回転体近くの障害物を除く
・超音速気流は用いない

種類
発生原因
対策

液体騒音源
乱流や膨張・収縮及び急速な移動による
騒音

キャビテーション

・圧力降下量を減らす
・流速分布を改善する
・流速を下げる
・圧力変化の速度を遅くする
・流れの中の障害となる構造を除くなど

・圧力降下量を減らす
・流速を下げる
・場の静圧を上げる
・流速分布を改善する
・ポンプの吸込圧力を上げる など

5.1.3 本質的安全設計方策—確定的危険源に対する設計方法
(3)物理的側面を考慮した方策による危険源の除去
音源での騒音低減—構造体騒音源
種類

構造体騒音源

発生
原因

衝撃
（ハンマなどの
機械要素と工
作物又は機械
要素間の衝突・
打
撃）

かみ合い
（歯車，チェー
ン駆動装置，
などのかみ合
い部，等）

転がり接触
慣性効果
（球軸受，ころ （クランク機構
軸受，コンベヤ， 等）
車両，等）

摩耗
（機械の各
種滑り機構
部）

磁気
（電動機のトルク変動
による振動音，電動
機や変圧器の磁気音
等）

対策

・衝撃接触時間
を長くする
・衝撃速度を小
さくする
・自由衝撃体の
質量軽減
・荷重変動によ
る締結部の緩
み防

・接触時間を
長くする
・ヘルカルギ
ヤの使用
・歯数の増加
・歯の加工及
び芯出し精度
の向上
・プラスチック
材料の使用
（低荷重用）

・精密級転がり
軸受の使用
・軸受取付部
のはめあい精
度の向上
・滑り軸受の使
用
・接触部の柔
軟性向上

・低摩擦材
料の使用
・適当な潤滑
剤の使用
・構造減衰を
大きくして自
励振動を防
止

・電動機の回転子・固
定子の溝数は共振が
起き
ないように設定
・溝と磁極の方向を
平行にしない
・磁界の対称性の狂
いを最小化
・磁極形状の最適化
・周波数変換器に起
因する磁気音を考慮
・変圧器のコアには
騒音低減材料を使用

・回転体の不
釣り合いの低
減
・運動部分へ
の釣り合いお
もりの取付け
・加速度運動
部の質量軽減
・運動部分の
安定性改善
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5.1.4 本質的安全設計方策－偶発的危険源に対する設計
対応
故障，不具合などを通じて，
危険源として顕在化する

リスク見積もり，及び，リスク評価
偶発的危険源に
対処する方法

本質的安全設計方策

偶発的危険源に
対処する方法

安全寿命設計

＋
故障の制限

制御システムの
誤作動等低減

安全防護策及び付加保護方策
冗長化

使用上の情報
上の三つの方策

と

制御システムへの本
質的安全設計の適用

5.1.4 本質的安全設計方策－偶発的危険源に対する設計
対応
偶発的危険源に対処する方法

安全寿命設計

故障の制限

例えば，
フォールトアボイダンス

例えば，
フェールセーフ
フォールトレジスタンス

機械設計に関する
一般的技術知識
ISO12100，6.2.3
信頼性のある
コンポーネント

冗長化
例えば，
フォールトトレランス

ポジティブな機械的作用
原理ISO12100，6.2.5

コンポーネント又は
サブシステムの二重
化又は冗長化
ISO12100，6.2.12.4

制御システムの
誤作動等低減

制御システムへの本質的
安全設計適用
ISO12100，6.2.11

非対称故障モード
ISO12100，6.2.12.3

ISO12100,6.2.12.2

＋
ISO13849-1／ISO13849-2 又は IEC62061
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制御システムの
安全機能を取り
扱う規格は，これ
らの規格。

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(1)安全寿命設計
すべての構成品とそれらを連結したものが予定寿命内に故障，機
能不良にならないで稼働すること
アイテムの目標寿命以内では故障が生じないように配慮する設計。
例えば

安全（応力）係数
材料，製品の特性のばらつき，荷重（負荷）推定及び応力（ストレス）解
析の不確かさに備えて，運用中に期待される最大荷重（負荷）に対して，
過去の経験を基にして設計時に余裕をとるための荷重（負荷）倍数。

機械設計に関する一般的技術知識の考慮
ISO12100,6.2.3
機械的応力

材料及びその特性

安全（応力）係数

例えば，
適正な計算，構造及び
締め付け方法による応
力制限。過負荷防止に
よる応力制限。応力変
動下にある要素の疲
労の回避。回転要素の
静的及び動的バランス

例えば，
腐食，経年変化，
摩滅及び摩耗に対
する抵抗性
－ かたさ，延性，ぜ
い（脆）性
－ 均質性

コンポーネント等
（ex，ロープ，チェー
ン，揚荷用附属品）
の信頼性が安全性
に対して極めて重
要な場合，応力限
界は適切な作用係
数を乗じたもの。

フォールトアボ
イダンス

信頼性のあるコンポーネント
ISO12100,6.2.12.2
使用上で定められた運転の期
間又は回数の間，機械の危険
な機能不良を引き起こす故障
の確率が低く，意図する使用の
条件下（環境条件を含む。）で
の装置の使用法に関連する全
ての妨害及びストレスに耐える
ことができるコンポーネントを使
用する。

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(2)冗長化
冗長化（多重系を組むこと）
アイテム中に，要求機能を遂行するため
の二つ以上の手段が存在する状態。

冗長化には

ダイバーシティー，常用
冗長，全冗長，部分冗長，
待機冗長

安全機能故障確率の最小化
ISO12100,6.2.12
の中の

コンポーネントの又はサブシステムの二重系（又は冗長系）
ISO12100，6.2.12.4

冗長系
・アイテム中に，要求機能を遂行するための二つ以上の手段が存在する。
・ISO12100,6.2.12.4の要求
コンポーネントの二重系又は冗長系により，一つのコンポーネントが故障した場合，別
のコンポーネントがその機能を継続できるように用いる。・適切な運転の開始を許可す
るため，自動監視を使用
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(2)冗長化
ガードの位置を検知する検出器（2
個）に加えて，扉にさらにマグネッ
トスイッチを取り付けることにより，
異種冗長を構成している例

冗長系の例

a) 2重の位置検出器をもつインタロック

+

b) マグネットスイッチによるインタロック

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限
フェールセーフ
機械の部品やコンポーネントなどが故
障しても，常に安全側，安全な状態に
なるような設計をする。

フォールトトレランス

例えば
非対称故障モード，ポジ
ティブな機械的作用

ISO12100では，6.2.5と6.2.12
ポジティブな機械的作用
ISO12100，6.2.5

非対称故障モード
ISO12100，6.2.12.3

ポジティブな機械的作用

非対称故障モード

一つの可動な機械的コンポーネントが直接接触して又
は剛性要素を介して他の機械的コンポーネントの動作
に必然的に依存して動作する場合に実現される。この
一例として，電気回路の開閉機器（の接点）のポジティ
ブ開離操作がある
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顕著な故障モードが事前に分かっている

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限
構造によるフェールセーフの例—ガスバーナ

つまみを押して，ガス室にたまったガスをバーナに供給し，点火する．点火した火により，熱
電対の起電力で電磁石のコイルに電流が流れ，接極子を引き上げるとガスが連続的に流れ
る仕組みになっている．点火されていないと接極子を引き上げる電流も流れないし，また電
線が断線しても同様に接極子が引き上げられることはない．さらに電磁石の吸引力がなく
なったとしても，軸がばねの作用と重力によりガスの供給弁をふさぐのでガス漏れを防止で
きる構造となっている

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限
フォールトトレランスの例—論理回路
フェール
セーフ

フォールト
トレランス

入
力

出
力

論理回路①

比較
入
力

論理回路②

出
力

入
力

論理回路①

出
力

入
力

論理回路②

出
力

入
力

論理回路③

出
力

動
力

①と②が一致しなければ
出力はＯＦＦにする。

動
力

①②③の多数決で多い方を
採用し運転を継続。故障した
回路を修理することで機能を
回復する

フェールセーフ
論理回路①

入
力

比較
論理回路②

フェールセーフで
フォールトトレランス

動
力
論理回路③

入
力

比較
論理回路④

フェールセーフ
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フェールセーフ機能により
故障したブロック①②を停止し
③④にて運転を継続する

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限-1
ポジティブな機械的作用原理
・ポジティブモードで結合（機械的構成部品が直接、または剛体要素を
介して他の機械的構成部品に連動させる）

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限-2
ポジティブな機械的作用原理

Positive 結合

Non positive 結合

強制的
に
引き離し

接点溶着

直接開離式接点
ばね戻り式接点

故障モード

故障特性

故障モード

故障特性

接点溶着

危険側故障

接点溶着

安全側故障

バネのへたり

危険側故障

バネのへたり

安全側故障

－146－

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(3)故障の制限
非対象故障モードの例
コンポーネントの主な故障モードは事前に知られており、常に同じである

負荷にヒューズが直列に接続される。負荷に異常が生じて，定格
電流超の負荷電流が流れるとヒューズが必ず切れる。

～
負荷負

ヒューズの例

半導体，コンピュータなど，故障した場合，どのような挙動をとるかわか
らないものは，非対称故障モードとは言わない。
出典：ISO「機械安全」国際規格，日刊工業新聞社

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
ISO12100では，6.2.11及び6.2.12
制御システムへの本質的安全設計の適用 12100，6.2.11
と
安全機能故障の確率 ISO12100,6.2.12
の組合せ

◆ISO12100,6.2.11.1
機械制御システムの正しい設計によって，予測できず，かつ，潜在的に危険な機械の
挙動を回避することができる。
上の方策を使用することで、「危険な機械の挙動」を防止する。

危険な挙動の例
・意図しない機械の起動
・無制御状態の速度変化
・運動部分の停止不能
・ﾜｰｸﾋﾟｰｽの落下・放出
・保護装置の不動

挙動の典型的な原因
不適切な設計・修正
コンポーネントの不具合
動力供給の変動・故障
不適当な選択・設計・配置
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用

6.2.11.1 一般
6.2.11.2 内部動力源の起動又は外部動力供給の接続
6.2.11.3 機構の起動又は停止
6.2.11.4 動力中断後の再起動
6.2.11.5 動力供給の中断
6.2.11.6 自動監視の使用
6.2.11.7 プログラマブル電子制御システムによって実行される安全機能
6.2.11.8 手動制御に関する原則
6.2.11.9 設定（段取りなど），ティーチング，工程の切替え，不具合（障
害）の発見，清掃又は保全の各作業に対する制御モード
6.2.11.10 制御モード及び運転モードの選択
6.2.11.11 電磁両立性を達成するための方策の適用

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
内部動力源の起動又は外部動力供給の接続（ISO12100,6.2.11.2）

6.2.11.2 内部動力源の起動又は外部動力供給
の接続
内部動力源の起動又は外部動力供給の接続
によって危険状態が生じてはならない。
例えば，
－ 内燃機関の始動によって移動機械が動いて
はならない。
－ 主電力供給との接続によって機械の作動部
分が起動してはならない。
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
機構の起動又は停止 要求事項（ISO12100,6.2.11.3）

•

停止又は減速の最初の動作は，電圧又は流体圧力の除去若しくは低減
によって，又は，2値論理の要素を考慮する場合，1の状態から0の状態へ
の移行によって実行するのが望ましい（ここで，1の状態は，最も高いエネ
ルギ状態を表す。）。
表 停止に関する各規格の規定
（機械可動部が所定速度以下であって，かつ所定時間以上その状態を継続したとき）

停止関連規格
prEN12417

規定内容
可動部の移動速度を2m/分以下で定める

ISO12100

停止装置として機械的拘束装置を定める

IEC60204-1

停止操作機能として、電気的エネルギー遮断に基づく非制御
停止(カテゴリー0)と、電気的エネルギー非遮断に基づく制御
停止(カテゴリー１及び2)を定める
予期しない起動を例示し、停止状態をエネルギー供給の遮断、
残存エネルギーの消散および予期しない起動の防止の適用
で定める。
機械可動部の停止時間が人の接近時間を超える場合のイン
タロック機能を定める

ISO14118

ISO14119

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
動力中断後の再起動（6.2.11.4）
・ISO12100,6.2.11.4の規定
動力の中断後に再励起されると機械が自動的に再起動して，それが危険源となるおそ
れがある場合は，その再起動を防止しなければならない（例えば，自己保持のリレー，電
磁接触器又はバルブの使用による）。
⇒ 一般的には，定められた危険区域が一度犯された後，その領域が安全状態に復帰し
たというだけでは機械を起動させないこと。
⇒ 再起動防止を運転ボタンで説明すると，
一度安全ではない状態が生じたら，たとえ運転ボタンがONのままであっても，運転ボ
タンをOFFにしてからでないと運転ボタンONの命令は伝達されないような構成方法。

再起動防止制御システム―インタロックモデルの例
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
動力供給の中断（6.2.11.5）

機械類は，動力供給の中断又は過度な変動によって生じる
危険状態を防止するように設計しなければならない。少なくと
も次の要求事項に合致しなければならない。
－ 機械類の停止機能を維持しなければならない。
－ 安全性のために常時運転を必要とする全ての装置は，安
全を維持するために効果的な方法で作動しなければなら
ない（例えば，ロック装置，クランプ装置，冷却又は加熱装
置，自走式移動機械のパワーアシストステアリング）。
－ 位置エネルギの結果として，機械類の部分又は動きやす
い機械類によって保持されたワークピース及び／又は負
荷は，それらを安全に低い位置に移すために必要な時間，
保持されなければならない。

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
自動監視の使用（6.2.11.6）
3.9 自動監視 (Automatic monitoring)の定義
• コンポーネント又は要素の機能遂行能力が低下した場合，又は工程の状態が危
険側に変化した場合に，不具合（障害）に応答する機能を始動する診断機能。

6.2.11.6の要求事項
安全機能が次に動作要求される前に不具合（障害）を検出するために，自動監視は
不具合（障害）を直ちに検出するか，又は周期的にチェックを行う。いずれの場合も，
保護方策を直ちに開始するか，又は特
定の事象（例えば，機械サイクルの開始時点）まで遅らせる。
保護方策には，例えば，次がある。
－ 危険な工程の停止
－ 故障に伴う最初の停止後，この工程の再起動を防止
－ 警報の開始
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
プログラマブル電子制御による安全機能（6.2.11.7）

ランダムハードウェア故障の確率及び安全関連制
御機能の性能に対して不利に影響し得るシステマ
ティック故障の可能性が十分に低い設計とする．
―ハードウェアの設計
―ソフトウェアの設計
ISO13849-1，IEC62061又はIEC61508を参照のこと。

5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
手動制御に関する原則（6.2.11.8）

①人間工学原則に従って設計し，配置すること．
②停止制御装置は起動制御装置の近傍に配置
③手動制御器の危険区域外配置（非常停止，教示ペンダントなどやむを得
ない場合は除く）
④制御装置及び制御位置を，オペレータが作業区域及び危険区域を視認で
きるような位置に配置する
⑤一つの機械又は危険要素を複数の制御器で起動できる場合，使用時は
そのうちの一つが有効となるような制御回路設計
⑥制御アクチュエータの誤操作防止（意図的な操作を行わない限り操作でき
ないような設計又はガードなどを設ける）
⑦制御時のオペレータの制御位置（オペレータによる常時直接の制御に頼
る機械）
⑧ケーブルレス制御の場合，制御信号が受信されないときは，自動停止が
作動する．
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5.1.4 本質的安全設計方策—偶発的危険源に対する設計対応
(4)本質的安全設計の制御システムへの適用
制御モードと運転モード（6.2.11.9及び6.2.11.10）

• 調整，設定（段取りなど），保全，点検などを許可するため
に異なる保護方策及び／又は作業手順を必要とする幾つ
かの制御モード又は運転モードを使用できるように機械を
設計し製作する場合，当該機械には各々のモード位置に
固定（ロック）できるようなモード切替装置を備えなければ
ならない。切替装置の各々の位置は，明確に識別可能で
なければならない。切替装置の各々の位置は，一つの制
御モード又は運転モードのいずれか一つを選択するように
しなければならない。
• 切替装置は，機械のある特定機能の使用について特定の
カテゴリのオペレータに限定するような他の切替手段で置
き換えてもよい（例えば，ある種の数値制御機能に対する
アクセスコード）。

5.1.5 その他
その他の設計方法
ヒューマンエラを防止するための設計

例えば

フールプルーフ

メタルコネクタの例
上下のコンタクトの数を変える
ことにより，差し込みまちがい間
違いを防止している

コンタクト数5

コンタクト数4
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5.1.6

危険源への暴露機会の制限

作業員が危険区域内に介入する必要性を低減することにより、人の危険源へ
の暴露を制限する

①設備の信頼性による危険源への暴露機会の制限

②搬入（供給）／搬出（取り出し）作業の機械化及び自動化による危険源へ
の暴露機会の制限

③設定（段取り等保全の作業位置を危険区域外とすることによる危険源への
暴露機会の制限

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 1/7/5

衛生構造に対する要求を定める主な衛生関連法令
国際標準 コーデックス委員会 (CAC)
◆｢食品衛生の一般原則(一般原則)〔GHP〕｣
－§4 施設：設計及び設備
－附属書 HACCPシステムとその適用に関するガイドライン

アメリカ FDA
◆21CFR -Part110 ｢現行の適正製造基準(GMP)｣
－Subpart C §110.40 機器及び什器
◆Food Code 附属書5 HACCPの指針

欧州（EU）
◆Regulation No.852/2004 ｢食品衛生に関する規則｣
－第5章 機器の要求事項
◆Directive 2006/42/EC ｢機械指令｣
－附属書Ⅰ 2.

日本
◆食品衛生法
－第15条～第18条
－食品・添加物等の規格基準－第3器具及び容器包装
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 2/7

CACの一般原則が定める機器の衛生構造

◇適切な洗浄、消毒、保守が容易に可能な構造
(洗浄・殺菌・保守性)
◇食品接触面は耐食性、耐久性を有し、かつ無毒
（耐久性/無毒性）
◇汚染を最小限に抑える/有害小動物に対する防御手段
（耐侵入性）
◇容易な分解性
〔分解性（アクセスし易さ）〕
◇衛生関連パラメータの条件は迅速に達成し、維持できる
（制御信頼性）

69

5.1. 7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 3/7

日本の食品衛生法が定める衛生構造を満たすための具体的な要求事項

■ 耐久性
■ 無毒性

→材料特性／過去の経験則
→各法令が定める試験基準への適合

■
■
■
■

→？？
→？？
→？？
→？？

洗浄・殺菌・保守性
耐侵入性
アクセスし易さ
制御信頼性

多くは顧客要求事項〔使用上の制限仕様（制限仕様）〕による
だが、詳細な構造・条件を提示する顧客は少ない・・・

70
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 4/7

EUが構築する衛生構造要求の関係
製品安全関連
（安全/衛生）

衛生関連

決定 No 768/2008/EC
(ニューアプローチ指令)

規則(EC)No178/2002
食品法一般原則
規則(EC)No852/2004
等

指令2006/42/EC
(機械指令) 等

EN/ISO

W
T
O
/
S
P
S

EHEDG

WTO/TBT
材料関連法令
－規則（EC）No1935/2004 （材料要求）
－規則（EC）No2023/2006 （材料GMP） 等

－衛生構造の具体的な要求は機械指令が受け、整合規格リストに含まれるEN/ISOを参照
－関連するEN/ISOの要求を満たすことで、法令が定める衛生構造を満たすと推定できる

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 5/7

EUにおける機器の衛生要求、及び衛生プロセスの統合運用
フードセーフティ

機器/ハードウェア

プロセス

衛生設計基準

衛生食品加工基準

機械指令2006/42/EC

EU規制：
規則 (EC) 178/2002
規則 (EC) 852/2004
規則 (EC) 2073/2005

－規則（EC）1935/2004－食品との接触を意図した材料と品目
－規則（EC）10/2011－食品との接触を意図したプラスチック材料
－規則（EC）2023/2006－食品との接触を意図した材料と品目に対する適性製造規範
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72

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 6/7

EU機械指令が定める機器の主な衛生要求
次の製品製造への使用を意図する機械類は、感染、病気、または接
触感染のあらゆる衛生リスクを避けられるよう、設計、製造しなければ
ならない。
食品
化粧品
医薬製品
【主な要求】
－使用前にクリーニングが可能。不可能な場合は、使い棄て
－表面、内部は滞留のない構造。 内部は排出可能
－洗浄、殺菌が容易な構造
－分解可能な構造
－洗浄できない場所に物質/生物は進入できない。及び堆積しない
－有害な補助物質は製品と接触しない
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
法令が定める衛生面の構造要求 7/7

安全面、衛生面の構造に関する法令と規格の関係

【衛生面】

欧州（EU）

WTO

日本

食品衛生規則No852/2004(強制)

SPS協定： CAC

食品衛生法

附属書Ⅱ
第Ⅱ章

一般原則
設備：設計及び設備

（無毒性、清掃・消毒の容易性）

殺菌・洗浄容易性、無毒性、耐久
性、アクセスし易さ、耐侵入性、
制御可能性

第Ⅴ章
（汚染リスク最小限の構造、耐久性、
制御可能性）

第15条：(清潔・衛生)
第18条/第3器具及び容器
包装：(無毒性)
第13条/管理運営基準－指
針(通称日本版GMP)：特に
規定せず

【安全面・衛生面】

（引用参照関係なし）

機械指令 2006/42/EC
附属書Ⅰ 一般原則
2.1 食品、化粧品、医薬機械
【整合規格リストに規格を示す】
EN/ISO 14159
参考
EN 1672-2 等

TBT協定： ISO / IEC
ISO：ISO14159
衛生設計方法論。
殺菌・洗浄容易性、無毒性、耐久
性、アクセスし易さ、耐侵入性の
具体的方策を示す
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規格に基づく
機械製品安全法令 なし
工業標準化法
（ISO14159）
JIS B 9650-2等

参考

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計を扱う規格 1/1

衛生面の機械安全規格開発に取り組む主な組織

国際機関
ISO/TC199：機械類の安全性
IEC/TC44 :機械類の安全性－電気的的側面
－タイプA：ISO12100 設計のための一般原則
－タイプB：ISO14159 機械設計の衛生要求事項
ISO13849-1 制御系の安全関連部
ISO14120 ガード
IEC60204-1 機械の電気装置
－タイプC：このカテゴリに属する衛生要求はない

タイプA
ISO12100

タイプB
ISO14159
ISO14120
ISO13849-1
IEC60204-1

日本
(一社)日本食品機械工業会
－タイプC：JIS B 9650-2 通則－衛生設計基準
JIS B 9651～9658 細則

EU
CEN/TC153：食品加工を意図する機械類
－タイプC：EN1672-2 基本概念－衛生要求事項
EN12041 モルダ 等 約50種類
CEN/TC194食品接触器具、CEN/TC197ポンプ 等

タイプC
JIS B 9650-2
IJIS B 9651～9658
EN1672-2
EN1241等、約50種類
75

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計を扱う規格 1/2

タイプB ISO14159の項目

－衛生面の危険源リスト
－衛生設計のための基本プロセス
－衛生リスクのリスクアセスメントスキーム
－衛生リスク低減のための保護方策
－リスク低減の妥当性確認、保護方策への適合性検証
－取扱説明書への記載事項
－保守、及び洗浄
－追加情報/使用制限
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計を扱う規格 2/2

タイプC JIS B 9650-2が定める主な要求事項
【JIS B 9650-2 が、ISO14159を修正、補完する主な事項】
JIS B 9650-2は、ISO14159が扱う危険源に､ベルト､のぞき窓等を追加。
詳細な危険源リストを提供。
ISO12100に準拠した安全面に衛生面を加えたリスクアセスメントプロセスを提供
より詳細な検証方法を提供

【JIS B 9650-2の項目】
－衛生面の危険源リスト
－衛生設計のための基本プロセス
－衛生リスクのリスクアセスメントスキーム
－衛生リスク低減のための保護方策
－リスク低減の妥当性確認、保護方策への適合性検証
－取扱説明書への記載事項
－保守、及び洗浄
－追加情報/使用制限
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計プロセス、及びリスクアセスメント 1/4

タイプC JIS B 9650-2が定める衛生面の安全設計の主なプロセス

機械の制限仕様の確定

衛生リスクの見積り

衛生リスクの評価

許容可能なレベルまでの
衛生リスクの低減

－使用上の制限：意図する使用、予見可能な誤使用
－時間的制限：機器の寿命、パーツの寿命
－空間上の制限：保守・清掃に必要な空間
－その他の制限：使用者の訓練、加工材料
など

－衛生的危害の「ひどさ」と「発生の可能性」
(ANSI B11 TR-3)
－衛生リスクの許容可能レベルの評価
－本質安全：危険源の除去。構造上、SRP/CSによるリスク低
減
－安全防護と付加保護方策：ガード類の使用
－使用上の情報：衛生的な機械の取扱い。清掃方法。警報。
など
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計プロセス、及びリスクアセスメント 2/4

タイプC JIS B 9650-2が定める衛生面のリスクアセスメント
リスクアセスメントプロセス

開
始
チーム編成

機械類の制限の決定（使用者入力）

他の危険源は
生じるか？

YES

安全面の危険源同定

衛生面の危険源同定

リスク見積り

リスク見積り

リスク評価

リスク評価

リスクは
適切に低減されたか ？
安全リスクと衛生リスク
とは相反しないか？
NO

YES

NO

検

証

終

了

NO

リスク低減プロセス
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計プロセス、及びリスクアセスメント 3/4

衛生リスクを見積もる際に考慮すべき因子

リスク見積もり時に
考慮が必要な因子
機械・装置の意図する使用

考慮すべき情報
・単一の食料品、又は複数の食料品を加工するか。
・食料品のタイプ特定なし。

食料品原材料及び加工した食料品の ・加工する原材料の衛生レベル。
衛生レベル
・原料/中間製品
機械・装置を使用する加工の段階
食料品の用途
食料品の消費者

・衛生リスクの低減，又は危険源除去を目的とするか。
・最終生産工程に使用するか
・食料品は直ちに消費されるか。
・食料品は明確な保存期間が定められているか。
・食料品の安定性（腐敗・劣化し易さ）。
・健常者
・健康障害を受けやすいグループ（老人，幼児，病人など）

洗浄・清掃，殺菌及び点検の程度

・機械・装置の洗浄・清掃，殺菌及び点検の程度

機械・装置の使用法

・機械・装置の使用頻度，及び時間

市

・限定された地域のみの市場
・国内全域における市場
・国際市場

場
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生面の安全設計プロセス、及びリスクアセスメント 4/4

衛生リスクを見積もる際のリスク要素、及びリスク評価
危害のひどさ
危害の発生確率

破局的

重大

中程度

軽微

可能性大

高

高

高

中

時々

高

高

中

低

わずかに

中

中

低

無視可能

可能性なし

低

低

無視可能

無視可能

注記

ANSI B11 TR3:2000は，工作機械一般に対する設計，製造，メンテナンス及び使用に
関するリスクを評価する手順及び方法を示す。ANSI B11 TR3:2000の4. 参照。

－「危害のひどさ」は、ISO14159では、消費者が被る恐れのある“健康障害のひどさ”を
指定する。JIS B 9650-2では、食品を製造する企業が被る恐れのある“経済的損失”で
見積もることを認める。
－リスクの評価は、法令への適合、機械使用者の許容可能なリスクに基づく。規格では
低減レベルには言及しないが、一般的には、“低”レベルを低減目標とする。
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生リスク低減の考え方 1/5

衛生リスクを見積もる際のリスク要素、及びリスク評価
機械の衛生区域の明確化
－衛生区域を「食品接触部」「食品飛散部」「食品非接触部」に分類
－各区域別に定めるリスク低減方策の適用を検討

①食品接触部

：食品が直接、間接的に接触する機械及び部品の表面。接触し
た食品は、製品としてリリースされる。
②食品飛散部 ：食品の一部が偶発的に飛散して付着する表面。付着した食品
は、“食品接触部”へ戻らない。“食品非接触部”の一部。
③食品非接触部 ：①以外の表面
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82

5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生リスク低減の考え方 2/5

構造材料に対するリスク低減のための要求事項の例

食品接触部

－各国が定める衛生関連法令が定める材料規制
への適合。
－日本の場合“食品衛生法 器具及び容器包装”
が材料成分、及び試験法を定める。
－食品に触れる手で触る表面も“食品接触部”とな
る。

食品飛散部

－食品接触部に対する要求が適用される。

食品非接触部

－食品接触部の要求事項は適用されない。
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生リスク低減の考え方 3/5

基本構造に対するリスク低減のための要求事項の例
表面粗さ

コーナR

デッドスペース

洗浄性

食品接触部

Raを細則が規定

細則が規定
通常は3 mm

許容しない

試験による確認
(EHEDG※ガイドライ
ンの使用可)

食品飛散部

食品接触部同様
(大きくても許容可)

食品接触部同様
(小さくても許容可)

許容しない

食品接触部同様
(目視検査可)

食品非接触部

Raを細則が規定

細則が規定

許容しない

目視検査可

※EHEDG：欧州衛生設計デザイングループ。衛生設計に使用する具体的数値を提案
する

7mm

Rr1 ＝3 mm

135°以上

7mm
7 mm

二つの面の内角

三つの面の内角
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生リスク低減の考え方 4/5

その他（基準面からの機械底面距離）のリスク低減のための要求事項の例

P≦120
120＜P≦500
500＜P≦650
P＞650

P

H≧50
H≧75
H≧100
H≧150
単位 mm

H

台座に設置した
機械

機械底面
台座

L

床面

H

L＞150
L≦150

H≧150
H≧100
単位 mm
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5.1.7 （参考） 国際安全規格に基づく衛生面の安全設計
衛生リスク低減の考え方 5/5

まとめ：衛生リスク低減構造とフードセーフティ
食品機械JIS に基づき設計された機械

適性衛生規範(GHP)に適合する「適性衛生設計(GHD)」
－EUでは、「フードセーフティは規格に基づく生産設備と衛生食品加工基
準（衛生マネジメント）により達成される」と考える。
－日本では、未だに規格に基づく衛生設計が、フードセーフティに明確に
規定されていない。
－食品機械JISに基づく機械は、HACCPシステム構築の際に実施するリスク
アセスメントに役立つ。
－使用者が定める洗浄などの衛生性確保のための取り組みに関する妥当
性確認に役立つ。
GHP : Good Hygiene Practice
GHD : Good Hygienic Design

以 上
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5.2 ガードの設計

5.2.1 ガードの定義
ISO12100による定義 （抜粋）
ガード (Guard)：
保護するために機械の一部として設計された物理的なバリア。
備考1. ガードは，次のように機能する。
・ ガードが単独の場合：
可動式ガードでは“閉じた状態”のときのみ保護，又は
固定式ガードでは“確実に取り付けられている状態”のときのみ保護。
・ ガードをインタロック装置（施錠式又は施錠なし）と組み合わせる場合：
ガードの位置によらず，保護が確実にされる。
備考2. ガードはその構造によって，例えば，ケーシング，シールド，
カバー，スクリーン，ドア，囲いガードと呼ばれる場合がある。
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5.2.2 ガードを使用する目的
ISO 12100 6.3.1より
ガード（及び保護装置）は，本質的安全設計によって合理的に危険源を除去できない，又はリス
クを十分に低減することができない場合に，人を保護するために使用しなければならない。

ISO 12100に基づくリスク低減
3ステップメソッド

ステップ 1

本質的安全設計方策

ステップ 2

安全防護／付加保護方策

ステップ 3

使用上の情報

5.2.3 ガードの選択： 危険源の数及びサイズによる
可能であれば，危険源は囲いガードで防護しなければならない。
実施できない場合，例えば固定式ガード（距離ガード），可動式ガード，調整式ガード（自動又は
手動）等から最も適切なものを選択する。
一つのガードで複数の危険源を対象にすることができる。この場合，ガードは，全ての危険源に
対して適切なものでなければならない。
危険区域を複数の区域に分け，そのうちの一つにある停止した機械に，他の区域の機械が運転
中にアクセスできるようにした場合，適切な安全防護物を用いて，安全を確保した区域からまだ
運転中の区域に侵入することを防止しなければならない。
注記 同定した危険源又は意図する機械の運転によっては，ガード以外の安全防護物（ESPE，
マット等）がより適している場合がある。
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5.2.4 ガードの選択： アクセスの性質及び頻度による
ISO 12100の6.3.2 に従い，ガード及び保護装置の選択を使用する
駆動部分で生じる危険源に対する安全防護物の選択指針
作業に寄与する運動部分に起因する危険源
（工程に直接関係するもの，例えば工具）

動力伝達部分に
起因する危険源

はい

－固定式ガード
又は
－自動監視装置を
備えた施錠式 又は
施錠なしのインタ
ロック付き可動式
ガード

作業中これらの要素に
十分に接近不可能とす
ることができるか？

－固定式ガード 又は
－自動監視装置を備えた施錠式又は施
錠なしのインタロック付き可動式ガード
又は
－保護装置 （ESPE等）
（危険区域に接近する必要性に応じて及
び危険源の特性に応じて選択すること）

いいえ

－固定式ガード又は可動式ガード
（作業に使用していない区域内にある運
動部分への接近を防止すること）
及び
－調整式ガード
（工程のため接近が必要な区域内にある
運動部分への接近を防止すること）

出典： ISO 12100

5.2.4 ガードの選択： アクセスの性質及び頻度による
○ 動力伝達部分のガードの選択
例えば，プーリ，ベルト，歯車，ラック＆ピニオン，シャフト等の動力伝達部分により生じる危険源
を防護するガードは，固定式ガード又はインターロック付き可動式ガードでなければならない。

○ 動力伝達部分以外のガードの選択
機械の設定，工程の修正，又は保全のために接近が要求される場合は，次のガードを使用する
こと望ましい。
a) 接近の頻度が高いと予見できる場合（例えば，1週間に1回を超える），又は固定式ガードの
交換や取り外しが困難である場合は，施錠式又は施錠なしのインタロック付き可動式ガード
を用いる。
b) 接近の頻度が低いと予見でき（例えば，1週間に1回以下），ガードの交換が容易で，かつ，
ガードの取り外し及び交換が 安全作業システムの下で 実施される場合は，固定式ガードの
みを用いる。

－165－

5.2.5 ガードの種類
ISO 14120: 2015 によるガードの分類
固定式ガード

ガード

囲いガード
距離ガード

可動式ガード

動力作動式ガード
自己閉鎖式ガード

調整式ガード

手動調整式ガード

インタロック付きガード

起動機能インタロック付きガード
施錠式インタロック付きガード

5.2.5.1 固定式ガード
ガードの種類

ガードの説明

固定式ガード

工具の使用によって，又は取付け手段を破壊することによってのみ，
開いたり又は取り外すことができるような方法（例えば，ねじ，ナット，
溶接により）で取り付けられたガード。

囲いガード

全ての面から危険区域への接近を防止するガード。

距離ガード

危険区域を完全に囲うのではなく，危険区域からその寸法及び距離
により接近の危険を防止又は低減するガード。例えば，周辺フェンス
又はトンネルガードによる。
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5.2.5 ガードの種類
5.2.5.2 可動式ガード
ガードの種類

ガードの説明

可動式ガード

工具を使用せずに開くことができるガード。

動力作動ガード

人又は重力とは別の動力源からの力により作動する可動式ガード。

自己閉鎖式ガード

機械要素（例えば，可動テーブル）又はワークピース若しくはジグの一
部により作動する可動式ガードであり，ワークピース（及びジグ）が通
りぬけることのできる開口部を通りぬけるとすぐに，自動的に閉位置に
もどる（重力，ばね，その他の外部動力などによる）。

調整式ガード

固定式又は可動式ガードであり，その全体で調整できるか，又は調整
可能部を組み込んだガード。特定の運転中，調整部は固定されたまま
であること。

5.2.5 ガードの種類
5.2.5.3 インタロック付きガード 1/2
ガードの種類

ガードの説明

インターロック付きガー
ド

機械の制御システムと一緒に次のように機能するインタロック装置が
付加されたガード。
・ ガードによって“覆われた”危険な機械機能は，ガードが閉じるまで
運転できない。
・ 危険な機械機能の運転中にガードが開くと，停止指令が発生する。
・ ガードが閉じると，ガードによって“覆われた”危険な機械機能は運
転することができる。ガードが閉じたこと自体によって危険な機械
機能が起動しない。

起動機能インタロック付
きガード，制御式ガード

ガードが閉じる位置に到達したら，他の起動制御器を使うことなく危険
な機械機能の起動開始指令を出すインタロック付きガードの特別な形
式。
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5.2.5 ガードの種類
5.2.5.3 インタロック付きガード 2/2
ガードの種類

ガードの説明

施錠式インターロック
付きガード

機械の制御システムと一緒に次のように機能するインタロック装置と
ガード施錠装置を備えたガード。
・ ガードによって“覆われた”危険な機械機能はガ.ドが閉じ，かつ，施
錠されるまで運転できない。
・ ガードによって“覆われた”危険な機械機能によるリスクが消失する
まで，ガードは閉じ，かつ，施錠されている。
・ ガードが閉じ，かつ，施錠されていると，ガードによって“覆われた”
危険な機械機能は運転することができる。ガードを閉じ，かつ，施
錠したことによって危険な機械機能が起動しない。

5.2.6 ガードの例
囲いガード
• 囲いガードは，危険区域に進入する必要が
ない場合に適用する。
• 例は，ベルトおよびプーリー類への接近を全
体的に防止する囲いガードを示す。
• 手などがベルトおよびプーリーなどに巻き込
まれないように，危険な可動部分を覆ってい
る。

出典： （一社）日本機械工業連合会（2006）「平成17年度 食品機械の安全設計対応に関する調査報告書：国際
安全規格利用手引き機械安全編」
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5.2.6 ガードの例
囲いガード
• 例は，トランスミッション類への接近を全体的
に防止する囲いガードを示す。
• 手などがギアに巻き込まれないように，危険
な可動部分を覆っている。

出典： ISO 14120

5.2.6 ガードの例
距離ガード
• 距離ガードは，危険区域に進入する必要が
ない場合に適用する。
• 危険区域を完全に囲うのではなく，危険区域
からその寸法及び距離により接近の危険を
防止又は低減するガード。
• 例は，周辺フェンスを示す。

出典： ISO 14120
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5.2.6 ガードの例
距離ガード
機械の供給又は排出域で保護をする「トンネルガード」の例
• 危険区域を完全に囲うのではなく，危険区域
からその寸法及び距離により接近の危険を
防止又は低減するガード。
• 左図は，トンネルガードの例。

出典： ISO 14120

5.2.6 ガードの例
インタロック付きガード
施錠なし，スライド式扉の例
インタロック装置

• 危険区域に進入する必要があり、かつ、危険
源となる可動部の動作を停止させることによ
り安全防護を行う場合に適用する。
• ガードを開けることにより，インタロック機能
が作動し，危険な機械機能を停止させる。
• 急停止しない機械に使用する場合は，安全
距離を考慮しなければならない。

出典： ISO 14119
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5.2.6 ガードの例
インタロック付きガード
施錠なし，ヒンジ式扉の例
インタロック装置

• ガードを開けることにより，インタロック機能
が作動し，危険な機械機能を停止させる。
• 急停止しない機械に使用する場合は，安全
距離を考慮しなければならない
• 左図は，非接触式のインタロック装置の使用
例であり，閉時に扉を保持する場合は別の
保持機器を必要とする。

出典： ISO 14119

5.2.6 ガードの例
インタロック付きガード
施錠式，スライド式の例

• 例は，工作機械での使用を示す。
• 稼働中は，施錠式インタロックによりガードが
施錠される。
• 窓部を含むガードは，ワークピースや工具の
破損による飛散を，ガードの内部に封じ込め
なければならない。

出典： ISO 14120
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5.2.6 ガードの例
インタロック付きガード
施錠式，ヒンジ式扉の例

• この例は，防護領域に進入する必要があり，
かつ，危険源となる可動部分の動作を停止さ
せることによる安全防護が作業の遂行上，不
適切な場合に適用する
• 例は，工作機械での使用を示す。

出典： ISO 14120

5.2.6 ガードの例
自己閉鎖式ガード

• 可動式ガードの一つであり、機械の危険な可
動部分を工程中もガードが覆っている。
• 左図は，木材を切断するための電動のこぎり
の例であり、木材の切断中は、ガードがブ
レードを覆い，切断の終了によりガードは自
動的に閉位置に戻る。

出典： ISO 14120
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5.2.6 ガードの例
調整式ガード
• 調整式ガードは，防護領域に進入する必要
があり，かつ，危険源となる可動部分の動作
を停止させることによる安全防護が作業の遂
行上，不適切な場合に適用する
• 容易にワークピースの表面まで調整できる，
ドリル部の伸縮形のガードの例。
• ガードは，ワークピースの表面近くまで届い
ており，ドリル部が露出しない。

出典： ISO 14120

5.2.6 ガードの例
施錠式インタロック付きガードと距離ガードの組み合わせ
• 危険区域に進入する必要があり、かつ、危険
源となる可動部の動作を停止させることによ
り安全防護を行う場合に適用する。
• 例は，工業用ロボットの外周のガードを示す。
• ロボットの稼働中は，施錠式インタロックは，
解錠されない。ロボットの停止により，解錠が
許可される。
• 作業者が開口部を通り，危険区域内に全身
の進入が可能な場合は，危険区域の作業者
を検知する装置を別途設ける必要がある。
施錠式インタロック装置

出典： ISO 14120
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5.2.6 ガードの例
異なるガードの組み合わせ及び他の保護装置とガードの組合せ
1

• 異なるタイプのガードを組み合わせて使用す
ることが適切な場合もある。
• 例えば，機械がいくつかの危険区域を有し，
機械を作動させる局面で，危険区域の一つ
に接近することが要求される場合，ガードは
固定式ガードにインタロック付き可動式ガー
ドを組み合わせて構成することができる。
• 同様に，保護装置とガードの組合せが必要と
される場合がある。

2

2

3

1．インタロック付き可動式ガード
2．距離ガード
3．保護装置 （ESPE）

3

出典： ISO 14120

5.2.7 ガードを設計する際の留意点
機械的側面
• 危険区域への接近の最小化
日常的な調整，給油及び保全を，ガードを開かず又は取り外すことなく実施できる
• 放出部品の封じ込め
機械から部品の放出のリスクがある場合，適切な材料により，これらを封じ込める
• 危険物質の封じ込め
機械から危険物質の放出のリスクがある場合，これらを封じ込める
• 騒音の低減
要求される騒音低減を実現する
• 危険な放射からの保護
危険な放射に暴露されるリスクがある場合，人を保護するように設計し，適切な材料を選択
する
• 爆発からの保護
爆発のリスクがある場合，安全な方法で開放されたエネルギを封じ込めるか又は安全な方
向に消散させる
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5.2.7 ガードを設計する際の留意点
人的側面
• 安全距離 （ISO 13857: 2008/JIS B 9718）
人体部位が危険区域に到達することを防止
• 危険区域への接近管理目視
可動式ガードは，通常運転中に危険区域内に人が取り残された状態で，閉じられない
• 人間工学的側面
• 寸法及び質量
適切な寸法と質量で設計
吊上げ装置による搬送のための適切な附属装置
質量の値の表示
• 操作力
可動式ガード又はガードの取外し可能な部分は，容易に操作を行えるように設計
人間工学の原則を遵守

5.2.7 ガードを設計する際の留意点
ガード設計側面
• 押しつぶし又ははさまりポイント （ ISO 13854/JIS B 9711）
機械の部分又は他のガードと危険な押しつぶし又ははさまりポイントを生じない
• 耐久性
機械の寿命期間中，的確に機能を遂行し，また劣化部品は交換できるように準備する
• 衛生
食品の小片，滞留した液体又は材料によって，衛生上の危険源を生じない
• 清掃
特に食品及び薬品加工で使用される場合，容易に清掃できること
• 汚染物質の除去
食品，薬品及び電子などのプロセスから生じる汚染物質を除去するようにガードを設計
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5.2.8 ガードを製作する際の留意点
ガード製作
• 鋭利な端部等
露出した鋭利な端部及び角部又は他の危険な突起部をもたない
• 接合部分の性状
ガードの接合部分は，合理的に予見可能な負荷に適した十分な強度をもつ
• 工具だけによる取外し
取外し可能部分は，工具使用によってだけ取外し可能
• 取外し可能ガードの明確な配置
取外し可能ガードは，固定しなければ，取付け状態を維持できないようにする
• 可動式ガードの明確な閉鎖
可動式ガードの閉位置を明確に決定
ガードは質量，ばね,留め金具，ガード施錠装置又は他の手段により停止位置に保持する

5.2.8 ガードを製作する際の留意点
ガード製作
• 自己閉鎖式ガードに関する留意事項
自己閉鎖式ガードの開は，ワークピースの通過だけに限定
開位置で固定保持することが可能であってはならない
固定式距離ガードと組み合わせて使用
• 調整式ガードに関する留意事項
調整可能部分は，材料の通過に合わせてその開口を最小に制限
工具を使用しないで容易に調整可能
• 可動式ガードに関する留意事項
開操作には，明確な開動作を必要とすること
ヒンジ又はスライドにより保持されるように機械又は隣接した固定部分に取り付け
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5.2.8 ガードを製作する際の留意点
ガード製作
• 起動機能インタロック付きガード（制御式ガード）に関する留意事項
次のすべての条件が満たされる場合だけ使用可能
閉じているときに人体部位が，危険区域又は危険区域とガードの間に存在する可能性がない
機械に介入しなければならないオペレータ又は他の人が，全ての機械，プロセスを全体的に観
察可能
制御式ガードに関するインタロック装置は最高の信頼性を備えている
制御式ガードによって機械を起動することが，機械の制御モードの一つである場合，モードの選
択が確認されていなければならない

5.2.9 安全距離
ガードからの上肢及び下肢の到達防止
次の規格により，ガードを通して上肢及び下肢の危険区域への到達の防止を図る。
ISO 13857: 2008/JIS B 9718
機械類の安全性
危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離

上肢及び下肢が機械類の危険区域に到達することを防止するために，保護構造物と危険区域と
の間における適切な安全距離の値を定める
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5.2.9 安全距離
幾何学的及び物理的要素に関する配慮

安全距離関連の規定
保護構造物を超えて到達

開口部を通過して到達 （上肢）
上方への到達

動きを制限した状態での周囲へのて到達 （上肢）

開口部を通過して到達 （下肢）

出典： ISO 13857

5.2.9 安全距離
安全距離 上肢の場合 （水平距離）
ISO 13857 (JIS B 9718) 表 2 – 保護構造物 – 高リスク (mm)
危険
区域の高さ
(a)

2700
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0


1000

1200

1400

0
900
1100
1300
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1400
1200
1100

0
800
1000
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1300
1300
1200
900
500

0
700
900
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1000
900
800
400
0
0

保護構造物の高さ (b)
1600
1800
2000
危険区域への水平距離 (c)
0
0
0
600
600
500
800
700
600
900
800
600
900
800
600
900
800
600
900
800
500
900
800
0
900
700
0
800
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2200

2400

2500

2700

0
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.2.9 安全距離
安全距離 上肢の場合 （開口部通過）
ISO 13857 (JIS B 9718) 表 4 定形開口部を通過しての到達 – 14歳以上の人(mm)
身体の部分
指先

指の関節までの指又は手

肩の基点までの腕

開口部 (e)

安全距離 (sr)
長方形

正方形

e≦4

≧2

≧2

円形
≧2

4＜e≦6

≧10

≧5

≧5

6＜e≦8

≧20

≧15

≧5

8＜e≦10

≧80

≧25

≧20

10＜e≦12

≧100

≧80

≧80

12＜e≦20

≧120

≧120

≧120

20＜e≦30

≧850

≧120

≧120

30＜e≦40

≧850

≧200

≧120

40＜e≦120

≧850

≧850

≧850

出典： ISO 13857

5.2.9 安全距離
安全距離 下肢の場合 （開口部通過）
ISO 13857 (JIS B 9718) 表 7 下肢による定形開口部を通過しての到達 (mm)
身体の部分
つま先
足指
足
脚 [つま先から膝まで]
脚 [つま先から股まで]

開口部 (e)

安全距離 (sr)
長方形

正方形又は円形

e≦5

0

0

5＜e≦15

≧10

0

15＜e≦35

≧80

≧25

35＜e≦60

≧180

≧80

60＜e≦80

≧650

≧180

80＜e≦95

≧1100

≧650

95＜e≦180

≧1100

≧1100

180＜e≦240

許容不可

≧1100

出典： ISO 13857
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5.2.9 安全距離
保護構造物下での自由な動作の阻止 （下肢）
ケース1

ケース2

ケース3

1） 基準面
2） こ（股）関節
3） 保護構造物
h 保護構造物までの高さ
l 阻止のための安全距離

ISO 13857 (JIS B 9718) 表 B.1 下肢の接近が制限される場合の距離 (mm)
距離 (l)
保護構造物までの高さ ( h)

ケース1

ケース2

ケース3

h≦200

≧340

≧665

≧290

200＜h≦400

≧550

≧765

≧615

400＜h≦600

≧850

≧950

≧800

600＜h≦800

≧950

≧950

≧900

800＜h≦1000

≧1125

≧1195

≧1015

出典： ISO 13857

5.2.10 最小距離
人体部位の接近速度に基づくガードの位置決め
次の規格により，人体部位の接近速度に基づく施錠なしインタロックガードの位置決めを規定する。
ISO 13855: 2010/JIS B 9715
機械類の安全性
人体部位の接近速度に基づく保護装置の位置決め
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5.2.10 最小距離
総合システム停止性能及び最小距離計算のための一般公式
総合システム停止性能は，少なくとも二つ段階で構成される。二つの段階は式(1)により関連付けられ
る。
T = t1 + t2 (1)
ここで
T=総合システム停止性能
t1=安全防護物が作動してから，出力信号開閉機器がオフ状態になるまでの最大時間
t2=安全防護物の出力信号がオフ状態になってから危険な機械機能が終止するまでの最大時間。
機械の制御システムの応答時間はt2に含まなければならない。
T
t1

t2
※１

※2

※3

例

※１出典 K.A.Schmersal G mbH&CO.KG「SRB301STリレーユニット」
※２出典 富士電機機器制御㈱ 「コンタクタ」
※３出典 日本マイクロソフト㈱ 「クリップアート プーリとベルト」

5.2.10 最小距離
総合システム停止性能及び最小距離計算のための一般公式
施錠が無いインタロックガードを開けたとき，危険な機械の動きが停止する前に危険区域に到達しないこ
とを確実にするために，最小距離Sを決定しなければならない。
施錠が無いインタロックガードの開口部の最も危険区域に近い端までの最小距離は式(2)を使用して計算
しなければならない。
S = (K×T) ＋ C
(2)
ここに
K = 1600mm/s ，C = ISO 13857/JIS B 9718の表4，又は表5から抽出された安全距離。
これは，停止信号が生成される前にガードの開口部から危険区域に指又は手を通すことが可能である場
合に考慮する。
場合によっては，対象としている人体部位が通過できる広さまでガードを開くのに要する時間t3だけTを低
減してもよい。ただしISO13857/JIS B 9718の表4及び表5で示される開口部寸法eを考慮しなければならな
い。計算は危険区域に到達可能な最小の人体部位から始めなければならない。
ガードが開く時間t3がインタロックガードの特性に依存している場合，その値を計算又は試験から決定し，
使用しなければならない。
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5.2.11 押しつぶし又ははさまりポイント
ガード及び機械の可動部との押しつぶし，又ははさまりの防止
次の規格により，ガードと機械の可動部との押しつぶし，又ははさまりの防止を図る。
ISO 13854/JIS B 9711
機械類の安全性
人体部位が押しつぶされることを回避するための最小隙間

5.2.11 押しつぶし又ははさまりポイント
押しつぶし又ははさまりの防止の最小隙間
ISO 13854 (JIS B 9711) 表 1 人体部位が押しつぶされることを回避するための最小隙間の数値 (mm)

人体部位

最小隙間 (a)

人体

500

頭 （最悪の位置）

300

脚

180

足

120

つま先

50

腕

120

手，手首，こぶし

100

指

25
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図示

5.2.12 使用上の情報
1. 一般要求事項
取扱説明書は，据付及び保守を含む，ガードに要求された情報，安全要因及び機能（例： 垂直又
は水平方向）を含まなければならない。
2. ガードによる危険源
ガード自体に関連した危険源，例えば，機械的な危険源又は材料の可燃性のような危険源に関
する情報，及び適切な試験結果が提供されなければならない。
3. 据付け
ガード及び関連の設備の正しい据付けに関する取扱説明書が提供されなければならない。
ガードが構造物に取り付けられる場合は，取扱説明書は固定するための要求事項を含まなけれ
ばならない。
それは次 を含むが制限はされない
－ 床に固定すること
－ 可動性のガードの組立
－ 固定の数及び方法
－ 他の適切な規格への適合，例えば ISO 13857及び ISO 14119

5.2.12 使用上の情報
4. 操作
使用者がガードやそのインターロック装置等を正しく操作できるように
取扱説明書を提供しなければならない。合理的に予見可能な誤使用
に対する警告が示されなければならない。
5. ガードの取外し
ガードを取り外す前に取るべき行動，例えば，機械動力の遮断又は
蓄積エネルギーの消散，及びガードの取り外しの手順の情報は，掲
示して提供されなければならない。
その情報は，ガードの取り外しの手順に次を含む要求事項も規定し
なければならない。
－ 適切な工具の使用，及び
－ 安全な作業手順
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5.2.12 使用上の情報
6. 検査及び保全
欠陥を識別するために要求される検査及び保全についての詳細が提供されるべきである。
適切な場合，次のことを含まなければならない。
－特に安全性能の低下につながる場合においてガードのあらゆる部分の損失又は損害，例え
ば窓部の材料の傷による耐衝撃性の低減
－ 損傷が安全性に負の影響を与えている場合は，変形又は破損した部分を修理又は交換す
る
－ 消耗部品の交換
－ インターロックの正しい操作
－ 接合部又は固定部の劣化
－ 腐食，度変化，脆化又は化学的攻撃による劣化
－ 満足する操作及び必要に応じて可動部分の潤滑
－ 安全距離及び開口の大きさの変更
－ 該当する場合，防音性能の劣化
ガードの固定具（例： ボルト、ねじ）の交換は，同じ又は同等の固定具を使用することを示す警
告を，使用上の情報に含まれなければならない 例えば工具の使用を必要とする固定

5.3 保護装置の設計
（インターロックの設計）

－184－

5.3.1 保護装置の定義
ISO12100による定義では、“保護方策”「Step2」の“安全防護”の２つの方策と
して「ガード」と「保護装置」がある。

設計者によって講じられる保護方策

Step 1

危険源/リスクの除去・低減

本質安全設計方策

危険源への暴露機会の制限
ガードによる危険源からの隔離

Step 2
安 全 防 護

保護装置による危険源の停止

付加保護方策

非常停止機能の付加
蓄積／残留エネルギーの除去

Step 3

使用上の情報の提供

機械を安全に使うための通知・警告

5.3.2 保護装置を使用する目的
共存領域

災害は共存領域で起きる

マシンの
作動空間

ヒトの
作業空間
災害

①隔離の原則～ガードを使う
ガードを設けてヒトの作業空間を制限し共存領域を作らないようにする。

マシンの
作動空間

ヒトの
作業空間

②停止の原則～保護装置を使う
インターロックなどの保護装置でマシンの作動を（一部）停止して共存領域を
作らないようにする。

マシンの
作動空間

ヒトの
作業空間
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5.3.3 保護装置の種類 1/2
ISO12100の定義
保護装置：ガード以外の安全防護物
No.

保護装置の種類

保護装置の説明

1

インターロック装置／インター
ロック

危険な機械機能の運転を防ぐことを目的とした機械装置、電
気装置、又はその他の装置

2

イネーブル装置

起動制御に連続して用いる調整又は保全などの補足的な手
動操作装置である。

3

ホールド・ツー・ラン制御装置

手動制御器を作動させている限り、開始指令を出し、かつ維
持する制御装置

4

両手操作制御装置

操作する人のみを保護する装置であり、両手による同時操作
を少なくても必要とする制御装置

5

検知保護設備

人を検出する設備で、制御システムに対して適切な信号を生
成する設備（光カーテン、レーザスキャナ、圧力検知マット、ト
リップバー、トリップワイヤなど）

5.3.3 保護装置の種類 2/2
ISO12100の定義
保護装置：ガード以外の安全防護物
No.

保護装置の種類

保護装置の説明

6

能動的光電保護装置

No.5検知保護設備の中で、装置が放射する光の遮断を光電子発
行器と受光器により検出する装置（光カーテンなど）

7

機械的拘束装置

機械的障害（例えば、くさび、スピンドル、支柱、車輪止め）を組み
込んだ装置

8

制限装置

機械又は危険な機械条件が設計限界（例えば、空間の限界、圧力
限界、負荷モーメント限界）を超えないように制限する装置

9

動作制限制御装置

機械要素の移動量だけを制限する単一動作の制御装置
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5.3.4 保護装置の例

1. インターロックの例
用語の定義 インターロック装置（Interlocking device），インターロック（Interlock）：
特定の条件（一般的にはガードが閉じていない場合）のもとで危険な機械機能の
運転を防ぐことを目的とした機械装置，電気装置又はその他の装置。

a)可動式ガード閉

a)

b)

ガード閉

記号の説明

ガード開

記号の説明
A

可動式ガード

B

アクチュエータ（カム）
図 A.1

C

位置スイッチ

1

開口方向

回転カム起動スイッチを備えたタイプ 1 インターロック装置

b)可動式ガード開

記号の説明

1

ガード閉

1

ガード開

2

可動要素フリー状態

2

可動要素ブロック状態

可動要素が休止状態でない

ガードが閉位置でなくなる

限り，ガードは閉位置にロッ

と，可動要素はブロックされる。

クされる。
図 E.1－可動式ガードと可動要素間の機械的インターロックの例

電気式

機械式

5.3.4 保護装置の例

2. イネーブル装置の例
危険区域での段取り、保守などの作業において機械の予期しない動作に対して
驚いた作業者が無意識にイネーブルスイッチから手を離す、あるいは強く握りこ
んでしまっても運転を停止し危険を回避する。

ティーチング作業
IDEC株式会社HPより
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5.3.4 保護装置の例

3. ホールド・ツゥ・ラン制御装置の例
機械の運転のためには押しボタンを押し続ける必要がある。
押しボタンを離すと運転は止まる。
＋（V）
押しボタンスイッチ
（自動復帰タイプ）
リレー

R
モータ

M
0（V）

5.3.4 保護装置の例

4. 両手操作制御装置の例
両手で制御器を押しているときのみ機械の動作を許可することで作業者が危険
区域に近づいて作業することを防止する。

カバー

制御器
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5.3.4 保護装置の例

5. 検知保護設備の例

圧力検知マットの例
写真出所：アズビルトレーディング株式会社HP

5.3.4 保護装置の例

6. 能動的光電保護装置の例

IDEC株式会社HPより
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5.3.4 保護装置の例

7. 機械的拘束装置の例

プラスチック射出成形機の例
可動式ガードの開閉に連動した2枚のシャッターがのこ刃状のロッド溝
に入り込み、ガード開時の可動部の危険な動作を防止する。
個別製品安全規格（C規格）、プラスチック射出成形機の米国規格で
規定あり。

5.3.4 保護装置の例

8. 制限装置の例

油圧回路の例
リリーフ弁によって油圧回路の過大な圧力を防止する。
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5.3.4 保護装置の例

9. 動作制限制御装置の例

プラスチック射出成形機の例
スクリュ清掃時に装置の旋回をポジションスイッチにより検出すると、手
動操作によるスクリュ前進動作の最大速度が低速（30mm/sec）に制
限される。
個別製品安全規格（C規格）、プラスチック射出成形機の欧州規格で
規定あり。

5.3.5 ガード及び保護装置の選択

リスク

本質的
安全設計
ガード・
保護装置

ガード及び保護装置は，本質的安全設計
によって合理的に危険源を除去できず，
またリスクを十分に低減することもでき
ない場合，人を保護するために使用しな
ければならない。追加設備（例えば，非
常停止設備）を含む付加保護方策を使用
しなければならない場合もある。

付加保護方策
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5.3.5 ガード及び保護装置の選択

機械の正常な運転（機能不良のない運転）中にオペ
レータが危険区域に接近する必要がない場合，固定
式ガードを使用しなければならない。
接近の必要性の頻度が増加するにつれて，必然的に
固定式ガードを元に戻さないことになる。この場合
，代わりの保護方策（可動式インターロック付きガ
ード，検知保護設備）を使用する必要がある。

5.3.5 ガード及び保護装置の選択

正常な運転中に
危険区域に接近
する必要がない
ケース

正常な運転中に
危険区域に接近
する必要がある
ケース

段取り、保全のため
に危険区域に接近
する必要がある
ケース
左記の対策が段取
り、保全作業を妨げ
ることなく、要員を保
護するように設計が
必要

固定式ガード

○

×

インターロック式ガード

○

○

検知保護設備

○

○

両手操作制御装置

×

○
○：推奨される
×：推奨されない

各作業を特定しリスクアセスメントにおいて考慮が必要。
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5.3.5 ガード及び保護装置の選択

検知保護設備の単独使用が適切でない場合
・材料や部品が飛び出してくる機械
・騒音、放射、粉塵などのガードが必要な機械
・機械が停止するまでの時間が長い機械

5.3.6 ガード及び保護装置の設計

・頑丈な構造であること
・新たな危険源を生じないこと（鋭利なエッジなど）
・無効化が容易にできないこと
・危険区域から適切な距離に配置されること
・生産工程の視界の妨げとなるものは最小とすること
・作業を必要とする領域だけに接近を許すことでできる
限りガードや保護装置の除去なしで工具の交換や保全
ができるようにする
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

インターロック装置の選び方
以下を考慮しなければならない。

•
•
•
•
•
•

機械を使用する条件とその用途
機械の危険源
起こりうる負傷の度合い
インターロック装置の故障確率
機械の停止性能とアクセスタイム
システムの必要とされる安全性能
PL（ISO13849-1)またはSIL（IEC62061）

5.3.7 インターロック付きガードの設計

ガードインターロックの原理
ガード閉
危険な機械機能は運転可能

位置スイッチ

ガード開
危険な機械機能は運転不可
→インターロック装置（位置スイッチ）は停止指令を発生する。
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

施錠付きガードインターロックの原理
ガード閉
ガード施錠装置

ガードを開けてオペレータが危険源にアクセスするまでに、
危険な機械機能の停止が間に合わない機械の場合に使用
される。

危険な機械機能が消失するまでガードは開かない
位置スイッチ

ガード開

危険な機械機能が消失後ガードは開けることができる

5.3.7 インターロック付きガードの設計

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

作動方法

カム

タン

非接触

非接触

コード化

No

Yes

No

Yes

ドア開
ポジション
スイッチ
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

ガード開

ガード開

TYPE1
インターロック装置

TYPE2
インターロック装置

ガード閉

TYPE3or4
インターロック装置

記号の説明
1 可動式ガード
4 位置スイッチ
2 インターロック装置
5 作動部
3 アクチュエータ
6 出力部
a カム c 例えば,.RFID，リフレクタ
b タン d 移動方向

5.3.7 インターロック付きガードの設計

位置スイッチの準備及び締結その１
a) インターロック装置の締結具は信頼でき，かつ，それを緩めるには工具を必要と
しなければならない。
b) タイプ1位置スイッチは，調整後，その位置を恒久的に固定する準備をしなければ
ならない（例えば，ピン又はだぼによって）。
c) 保全及び正しい動作確認のためにインターロック装置に接近するための必要な
手段が準備されていなければならない。合理的に予見可能な方法での無効化の
防止は，接近手段を設計する際に考慮しなければならない。
d) 自然に緩まないように防止する手段を備えなければならない。
e) 合理的に予見可能な方法でインターロック装置が無効化されることを防止する。
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

位置スイッチの準備及び締結その２
f) 位置スイッチは，予見可能な外部原因による損傷を回避するように配置し，及び，
もし必要であれば，保護しなければならない。
g) 機械的動作によって生じる動き又はシステムを作動する近接スイッチの隙間は，
正しい動作を確実にするために及び／又は行き過ぎを防止するために，スイッチ
の製造業者によって指定される位置スイッチ又は作動部の動作範囲内とする。
h) 位置スイッチは，その製造業者によって公表された意図する使用でないならば，
機械的ストッパとして使用してはならない。
i)

位置スイッチがその状態を変える前に隙間を生じるようなガードのミスアライメントは，
ガードによる保護効果を損なうほど大きなものであってはならない

j) 位置スイッチの支持及び締結は，装置の正しい動きを維持できるよう十分に堅固に
しなければならない。

5.3.7 インターロック付きガードの設計

使用環境に対する配慮が必要
•
•
•
•
•
•

温度
ダスト
湿気
振動とショック
衛生
電磁妨害

塗料
木材片
金属片など
TYPE2
インターロック装置

TYPE3,4
インターロック装置

インターロック装置は，その予期される寿命の間，
予見可能なあらゆる影響に耐えられるものでなければならない。
→ TYPE選定や定期メンテナンス等に関わる。
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

インターロック装置の実装の注意点
• インターロック装置は位置がずれないよう十分な処
置が必要。
- 位置決めピン、保護カバーなど

• TYPE1またはTYPE2のインター
ロック装置を単独で用いて停止
命令を出す場合は、ドア開と連動
して機械的に直接電気接点を
オープンにする。

ドア閉

ドア開

動作可

動作不可

5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化の可能性を最小にする設計が求められる
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化の動機を考える
ドア開

ドア閉

動作可

なぜ？
• 利便性
• サイクルアップ
• コストダウン
• 耐久故障
回避など
ケーブルタイ
による無効化

ドア開

動作不可

動作可

インターロック装置は，それを無効化しようとする動機を低減するために
運転中及びその他の機械の寿命の間の作業に対して最小限の干渉と
するようなものでなければならない。

5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化の動機を評価して最小にする

０

×

Yes

Yes

０

Yes

Yes

０

０

＋＋

＋＋

×

No

No

メンテナンス

×

Yes

Yes

清掃

×

Yes

Yes

ワークピースの手動交換

×

・・・・・・・・・・・・・・・
注１ Ａ欄には、運転モード・手動モードなど全てのモードを記入する。
注２ C欄には、保護装置が無い場合の便利さ（利益）を記入する。
・０＝なし
・＋＝微小である
・＋＋＝大幅（に便利）である
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０

０
０

０

・
・
・・・
・
・・・
・
・
・
・・
・
・・

Yes

身体的負荷が軽減され
るか？

Yes

C

より十分な視認性が得
られるか？

×

より迅速になるか、また
は生産性は向上する
か？
より容易、または便利
か？

無効化をしないでタス
クは実施可能か？

機械加工

B

これらのモードでのタス
クは許容可能か？

テストラン／調整

・
・
・・・
・
・・・
・
・
・
・・
・
・・
・

最初の運転

モード２（
手動）

モード１ 自(動）

タスク

Ａ欄

０

備考

０

０

０

０

０

０

０

改善が必要

5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化動機の最小化の例
セットアップ、ツールチェンジ、メンテナンスを
目的とした「特別操作モード」の使用が可能。
ただし！

機械のタイプや機能に大きく依存するため、安易な使用は危険！
C規格（個別安全規格）で定義される場合がある。
プラスチック射出成形機の米国規格
（ANSI/SPI B151.1)ではキースイッチ
の使用でガード開時の一部動作が
認められている。

5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化対策の例
•
•
•
•
•
•

手が届かなくする
ガードを付ける
隠す
コード化する
簡単に外せない
動作チェックする
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5.3.7 インターロック付きガードの設計

無効化の可能性を最小にする設計
どのTYPEのインターロック装置
をどう使うかによって無効化を
最小にする設計が規定されている。
C規格での導入を推奨。
TYPE1
＋
ヒンジ
簡単に外せないように特殊ビス
などで止めなければならない。

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

安全関連部（SRP/CS）の設計が求められる
ISO13849-1:2006（JISB9705-1：2011）参照
ソフトウェアも含む

危険状態を防止するために使用する電気品には高い信頼性が必要。
例えば安全用途として規格をクリアーしている専用のPLCやリレーなど。
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5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

リスクアセスメントとの関連
ISO13849-1:2006（JISB9705-1：2011）参照
開始
機械類の制限
の決定

Y

危険源の同定

制御システムの安全
関連部（SRP/CS)の反
復プロセス

他の危険は
生ずるか？

Y

N

リスク見積もり
と評価

受入可能な
レベル？

保護方策は
制御システム
によるか？

N
N

Y

終了

リスク低減プロセス
１．本質安全設計
２．安全防護
３．使用上の情報

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

制御システムの安全関連部（SRP/CS）
の反復プロセス
ISO13849-1:2006（JISB9705-1：2011）参照
開始
PLの評価
（カテゴリ、MTTFd、DCavg、CCF)

制御方策の決定

要求PLｒを決定
N

安全関連部の
設計

PL≧PLｒ

Y

終了
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パフォーマンスレベルが
要求値を上回っているか？

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

故障しても危険とならない設計例（冗長＋多様）
ガード閉

ガード開
A：ポジションスイッチ（NO接点）、

開方向

B：ポジションスイッチ（NC接点）、
：直接開路動作

A

B

B

A

機械的に作動するポジションスイッチ（A、B)の典型的な故障の原因として考えられること
①：アクチュエータの過度な摩耗
②：アクチュエータとポジションスイッチの位置ズレ
③：ばねが折れる、作動システムのジャミング（詰まり）など
上記いずれの故障においても、AあるいはBが安全側故障となり、機械は停止する。
→ 共通原因故障の回避

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

「IEC60204-1(JISB9960-1)：機械類の安全性－機械の電
気装置－第１部：一般要求事項」に適合が必要

•
•
•
•
•

環境（電圧、温度等）規定
導体（ケーブル）の規定
異常（電圧、電流、温度）に対する保護
配置の規定
防水、防塵
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5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

インターロック装置（電気回路含む）代表例
カテゴリ１

安全機能
・可動ガードが開くと、Q１がOFFとなりモータは停止
する。（停止カテゴリ０）

ガード開方向

機能の説明
・ポジションスイッチB1は、直接回路動作型（NC接点）
・安全機能は、単一障害で喪失の可能性有り。
・安全機能は、各部品（装置）の信頼性に拠っている。
・故障検知や自己診断機能はない。
・ガードの取り外しなどは検出されない。

ISO14119 附属書Gより抜粋

5.3.8 インターロック付きガードの制御設計

インターロック装置（電気回路含む）代表例

ガード開方向

カテゴリ４

安全機能
・可動ガードが開くと、Q１とQ2がOFFとなりモータは停止す
る。（停止カテゴリ０）
機能の説明
・ポジションスイッチB1は、直接開路動作形（NC接点）
・ポジションスイッチB2は、非直接開路動作形（NO接点）
・ロジックユニットK1は、B1,B2の動作をモニターしている
・コンタクタQ1,Q2の故障は、K1のEDM機能によりモニター
されている
・起動スイッチ（S1)は、Q1とQ2が非励磁となって、そのNO
接点が開となった後でだけ有効となる。
＊EDM : External Device Monitoring
ISO14119 附属書Gより抜粋
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5.4 付加保護方策

5.4.1 規定されている付加保護方策の内容
機械の“意図する使用”及び合理的に予見可能な機械の誤使用によって必要なとき，
本質的安全設計方策でなく，安全防護（ガード，保護装置）でもなく，
使用上の情報でもない保護方策を実施しなければならない場合がある．
このような保護方策は“付加保護方策”と呼ばれ，ISO 12100-1 の図では，3 ステップ
のうち安全防護とともにステップ2 に位置づけられている．付加保護方策としては，次
の５つの内容が規定される．
1.非常停止
2.遮断及びエネルギーの消散に関す
る方策
3.捕捉された人の脱出及び救助の
ための方策

4.機械及び重量構成部品の容易，
かつ安全な取扱いに関する準備
5.機械類への安全な接近に関する
方策
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5.4.2 非常停止
5.4.2.1 機械安全のA,B,C規格体系における非常停止規格の位置づけ
非常停止規格 ISO 13850 は、グループ安全規格B規格に分類されています。

非常停止規格

5.4.2 非常停止
5.4.2.2 非常停止機能のリスク低減プロセスにおける位置付け
非常停止装置は、付加保護方策に分類されています。
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5.4.2 非常停止
5.4.2.3 非常停止機能
設計要求事項は，ISO 13850（機械類の安全性―非常停止―設計原則）で規定され，
機械類に広く使用される
非常停止（機能）［Emergency stop (function)］：
次のことを目的とした機能
１．人に対する危険源を又は機械若しくは工程中のワークへの損害を避けるか又は減少させる．
2．人の単一の動作によって始動する．
非常停止スイッチを押す
機械が安全な停止状態に移行する

全ての機能に優先して非常停止機能が継続維持される

非常停止の発生要因を解決し、
リセット動作が可能となる。
機械本来の機能を再起動することが
出来る

5.4.2 非常停止
5.4.2.3 非常停止機能
設計要求事項は，ISO 13850（機械類の安全性―非常停止―設計原則）で規定され，
機械類に広く使用される非常停止手段について，設計上の原則を定めたものである．
この規格では，
(1) 非常停止手段が有すべき機能
(2) 非常停止装置自体の要求事項
(3) アクチュエータとして使用されるワイヤ及びロープに対する要求事項
を定めている．
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5.4.2 非常停止
5.4.2.3 非常停止機能
非常停止機能は，以下のような一般的な要求事項がある。
1.非常停止機能は，機械のすべての運転モードに優先する．
2.リセットされるまで他のすべての起動信号も有効になってはならない．
3.他の安全機能の代替手段にしてはならない．
4.非常停止機能は，他の保護装置又は他の安全機能をもつ装置の有効性を損なって
はならない．
5.非常停止装置の動作後，非常停止機能は別の危険を発生させることなしに，機械を
停止させる．
補足説明

上記2：非常停止が使用されたということは、機械が何かしらの緊急事態が発生していることになる。
緊急事態発生の原因を取り除き安全なスタンバイモードであることを確認してからリセット
動作し、復帰することが可能となる。
上記3：
非常停止機能があるので、ドアインターロックを
付けないで、ドアを開ける度に、非常停止を
毎回使用すれば良い。という考え方は間違いです。

5.4.2 非常停止
5.4.2.3 非常停止機能
非常停止機能は，以下のような一般的な要求事項がある。
1.非常停止機能は，機械のすべての運転モードに優先する．
2.リセットされるまで他のすべての起動信号も有効になってはならない．
3.他の安全機能の代替手段にしてはならない．
4.非常停止機能は，他の保護装置又は他の安全機能をもつ装置の有効性を損なって
はならない．
5.非常停止装置の動作後，非常停止機能は別の危険を発生させることなしに，機械を
停止させる．
補足説明

上記4：

炎ｾﾝｻ

熱ｾﾝｻ

火災が発生したので非常停止機能を使用
しました。同時に、自動消火器の電源も遮断
されました。このようなことがあってはいけません。
消火器の電源は、保安電源からの供給とし、
設備電源とは、別電源供給とする必要があります。
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5.4.2 非常停止
5.4.2.3 非常停止機能
非常停止機能は，以下のような一般的な要求事項がある。
1.非常停止機能は，機械のすべての運転モードに優先する．
2.リセットされるまで他のすべての起動信号も有効になってはならない．
3.他の安全機能の代替手段にしてはならない．
4.非常停止機能は，他の保護装置又は他の安全機能をもつ装置の有効性を損なって
はならない．
5.非常停止装置の動作後，非常停止機能は別の危険を発生させることなしに，機械を
停止させる．
補足説明

上記5：回転するロール機構の運動部分
の停止機能

非常停止機能を使用しました。
機械は、内部にロール回転する機構があります。
非常停止は機能していますが、動力系への電源
が遮断されただけで、ロールはイナーシャルで
未だ回転しています。いわば、危険な残留
エネルギーがあります。
対策として、回転検出ユニット
で完全停止を検出するようにしました。

5.4.2 非常停止
5.4.2.4 非常停止機能のカテゴリー
IEC 60204-1 では，停止機能をカテゴリとして以下 のように分類しており，この分類に
基づいて，ISO 13850 では非常停止は，カテゴリ0 又はカテゴリ1の停止機能を有して
いなければならないとされる。
カテゴリ0：機械アクチュエータの電源を直接遮断することによる停止（すなわち，非制
御停止）
カテゴリ1：機械アクチュエータが停止するために電力を供給し，その後停止したときに
電源を遮断する制御停止
カテゴリ2：機械アクチュエータに電力を供給したままにする制御停止
補足説明

停止のカテゴリは、カテゴリ０,１,２ の３種類が存在する。この内、非常停止機能（ISO13850)に
用いられるのは、カテゴリ０，１のみである。
■停止カテゴリ０
機械のアクチュエータへの動力(電源）の即時切り離しによる停止。
（追加のブレーキが必要な場合がある。）
・電気機械式開閉機器による機械の電気モーターへのスイッチのOFF
・危険な要素（直接の危険源）と機械アクチュエータとを機械的に切離す
・機械の油空圧アクチュエータへの流体の動力供給を遮断する
■停止カテゴリ１
・停止するまで機械アクチュエータに動力が供給される制御された停止。
・停止すると動力は切り離される。
■停止カテゴリ2
・機械が停止したあとも電源は接続
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5.4.2 非常停止
5.4.2.4 非常停止機能のカテゴリー
IEC 60204-1 では，停止機能をカテゴリとして以下 のように分類しており，この分類に
基づいて，ISO 13850 では非常停止は，カテゴリ0 又はカテゴリ1の停止機能を有して
いなければならないとされる。
カテゴリ0：機械アクチュエータの電源を直接遮断することによる停止（すなわち，非制
御停止）
カテゴリ1：機械アクチュエータが停止するために電力を供給し，その後停止したときに
電源を遮断する制御停止
カテゴリ2：機械アクチュエータに電力を供給したままにする制御停止
補足説明

■機械アクチュエータ：
装置などで、エネルギーの供給を受けて、最終的な機械的仕事に変換する機械要素。
サーボモーター・油圧シリンダー・空圧シリンダー・油圧モーターなど。
機械アクチュエータは、機械的動作（多くは回転動作）を直線動作に変換したり、ギヤを使って
異なる速度の回転動作に変換したりするためのメカニズムとして使われています。
これらのアクチュエータは、多くの場合、パワードライブ、機械連結装置、フィードバック装置と
いった、複数の装置の動作制御に使われるより大きなシステムの一部分として利用されます。
■非制御停止：
機械アクチュエータへの電力を切ることによる機械動作の停止であり，ブレーキ
その他の機械的停止装置はすべて動作させるもの
■制御停止：
制御装置が停止信号を認識すると，例えば指令電気信号をゼロにするが，停止
までは，機械アクチュエータへの電気電力を残しておく機械の停止方法．

5.4.2 非常停止
5.4.2.5 非常停止装置
非常停止装置は，オペレータが簡単に作動させることができるように，制御
ステーションや非常停止が要求される場所に配置する必要がある．非常停止装置の
要求事項は以下の通りである。
■配置：
オペレータの操作位置、非常停止が要求される場所
■装置の接点及び原理：
ポジティブな機械的作用原理、ラッチングにより非常停止信号を維持する
■アクチュエータの種類：
押しボタンスイッチ（きのこ形）、コードを引くことで作動のスイッチ（ワイヤ，ロープ，
棒）ハンドル、ガードのないペダルスイッチ（特別の用途のみ）
■通常機能への復帰：
手でリセット、リセットにより，機械は再起動しない
■色：
赤，アクチュエータの取付け周りの地は黄．
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5.4.2 非常停止
5.4.2.5 非常停止装置
■配置：
オペレータの操作位置、非常停止が要求される場所
■装置の接点及び原理：
ポジティブな機械的作用原理、ラッチングにより非常停止信号を維持する
補足説明

■配置：各々の操作制御ステーション
プレスの両手押しボタンスイッチの間に非常停止
スイッチが有ります。

■非常停止が要求される場所：リスクアセスメントで決定された緊急事態を回避する必要性がある
と決定された場所
設備の側面から入って搬送
例として
ロボットをメンテナンスする作業
・入り口および出口
を行います。
・あらゆる場所から
歩いて到達できる、
４ｍ以内の適切な場所
・機械への介入が必要とされる場所

5.4.2 非常停止
5.4.2.5 非常停止装置
■配置：
オペレータの操作位置、非常停止が要求される場所
■装置の接点及び原理：
ポジティブな機械的作用原理、ラッチングにより非常停止信号を維持する
補足説明

ポジティブな機械的作用は，一つの可動な機械的コンポーネントが直接接触して
又は、剛性要素を介して他の機械的コンポーネントの動作に必然的に依存して動作
する場合に実現される。（JIS C 8201-5-1 及びJIS B 9710参照）。
この一例として，電気回路の開閉機器（の接点）のポジティブ開離操作があります.

この一例において、ポジティブな機械的方策は、カムがプランジャー
を機械的に押すことにより、電気接点を強制的に開くことにあります。
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5.4.2 非常停止
5.4.2.5 非常停止装置
■アクチュエータの種類：
押しボタンスイッチ（きのこ形）、コードを引くことで作動のスイッチ（ワイヤ，ロープ，
棒）ハンドル、ガードのないペダルスイッチ（特別の用途のみ）
■通常機能への復帰：
手でリセット、リセットにより，機械は再起動しない
■色：
赤，アクチュエータの取付け周りの地は黄．
補足説明

■アクチュエータの種類
非常停止装置のアクチュエータは赤。バックグラウンドは
黄色
■非常停止装置は簡単な方法で動作がブロックされない
ように設計されなければならない。
■アクチュエータとバックグラウンドには、文字やシンボルを
使わない方がよい。仮に、シンボルを使用する場合は、
右の図を使用すること。
■アンラッチを示す方向が重要な場合には、アクチュエータ
と同じような色で方向を指し示すこと。

5.4.2 非常停止
5.4.2.5 非常停止装置

可動接点が溶着しても、支柱が確実に接点を
切り離す構造になっています。
その他の関連規格も参照してください。
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5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
危険区域内で作業を行う場合の安全確保のために，予期しない起動の発生を防止
する必要がある．ISO 12100-2 5.5.4 では，付加保護方策として規定され，詳細は，
ISO 14118“機械類の安全性―予期しない起動の防止”で規定される．
なお，この方策は，PL 対策で必要となるZMS*（ゼロメカニカルステート）による安全
確保策である．
方策には、動力源遮断装置と蓄積エネルギーの消散又は制限装置がある。

補足説明

ZMS ： エネルギー源から隔離し，エネルギーゼロ状態を安全性が最も高い状態とみな
す．この状態をZMS と呼ぶ．
停止安全状態（危険状態になるための条件が除去されている状態）を示す代表特性
例1：電源供給回路のメインスイッチの接点が開（Open)になった状態
メインン回路の電磁リレーが開（Open)になった状態
メイン電源のコンセントを取り外した状態
かつ惰性回転部の回転計の値がゼロの状態
かつコンデンサーの電圧計の値がゼロの状態
例2:圧縮空気供給配管のメインバルブを閉にした状態
かつ圧縮空気の大気開放バルブを閉にした状態
かつ圧縮空気系統の圧力計の指示値がゼロの状態

5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
■要求事項：
・断路，分離など，確実に信頼できる遮断とする．
・手動制御器と遮断装置は，機械的に結合している．
・手動制御器の位置に対応する遮断機器の状態を，明確に識別できる．
・遮断装置は，施錠（固定）装置により施錠できるもの又は他の方法で遮断位置に
固定できるものでなければならない．
■遮断装置の配置及び数：
・機械の構成，危険区域に人がいることの必要性，リスクアセスメントにより決定
する．
・遮断装置が遮断する機械又は要素の対応関係を明確にする．
■遮断装置の例：
・電源開路機器（IEC 60204-1 5.3）
・プラグ／ソケット接続［IEC 60204-1 5.3.2 d)］ など
■施錠装置の例：
・南京錠
・トラップド・キーインターロック装置
・エンクロージャ など
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5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
■要求事項：
・断路，分離など，確実に信頼できる遮断とする．
・手動制御器と遮断装置は，機械的に結合している．
・手動制御器の位置に対応する遮断機器の状態を，明確に識別できる．
・遮断装置は，施錠（固定）装置により施錠できるもの又は他の方法で遮断位置に
固定できるものでなければならない．
■遮断装置の配置及び数：
・機械の構成，危険区域に人がいることの必要性，リスクアセスメントにより決定
する．
・遮断装置が遮断する機械又は要素の対応関係を明確にする．
補足説明

遮断機器の状態を識別可能なブレーカー

主電源ブレーカーが上がらないように、鍵を付ける
ここの穴に
ロックアウトして・・・

ロータリースイッチに対するロックアウトタグアウト

5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.1 動力源遮断装置
■遮断装置の例：
・電源開路機器（IEC 60204-1 5.3）
・プラグ／ソケット接続
［IEC 60204-1 5.3.2 d)］ など
■施錠装置の例：
・南京錠
・トラップド・キーインターロック装置
・エンクロージャ など
補足説明

■トラップド・キーインターロック装置
予め定義された操作シーケンスが
必要な安全アプリケーションで電力
遮断、キー交換、およびインターロック
用に設計されたメカニカル式の
インターロックです。
例として、危険な機械を点検する際に
作業者の安全を確保し、万が一の事故を未然に防止するための安全スイッチです。
構造は、堅牢なステンレス製インターロック
キー交換やアイソレータでアプリケーションに対応
ドアを開ける前に電源遮断を確実に実行させるため、複雑な安全回路が不要となる。
ドアのインターロックは、メカ式なので電気配線が不要
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5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.2 蓄積エネルギーの消散又は制限装置
■要求事項：
・残留エネルギー放出用機器に残留エネルギーが残る場合，確実に封じ込める機
能を備える．
・エネルギー放出により危険が増加したり，別の危険が生じない．
・残留エネルギー抑制用機器は抑制位置でロック可能とする，あるいは他の方法で
安全を確保できる．
・残留エネルギーの放出又は抑制の手順は取扱説明書，注意名版に記載する．
装置の例：放電抵抗器、減圧バルブ、ブレーキ など
補足説明

油圧・空圧機器の圧力開放の危険性

異常対処時やメンテナンス時には
残圧を開放してから作業を行うことです。

油圧・空圧
機構がその場で停止し、圧力が封じ込まれた状態

設備には残圧開放用の手動バルブを
設けておくこと。

停止しているので安全と思い込んで残圧を開放したとたん
圧力開放

5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.2 蓄積エネルギーの消散又は制限装置
■要求事項：
・残留エネルギー放出用機器に残留エネルギーが残る場合，確実に封じ込める機
能を備える．
・エネルギー放出により危険が増加したり，別の危険が生じない．
・残留エネルギー抑制用機器は抑制位置でロック可能とする，
補足説明

油圧・空圧機器の圧力抜けの危険性

異常時に油圧／空圧
が保持出来なければ

挟まれの
危険性
落下
ダブルソレノイドバルブの有効性
非常停止時や停電時等ユニットへ
の供給電源が遮断された場合に
おいても弁の開閉状態を保持して
おくことができる.
瞬時通電保持型を活用することに
より、エアシリンダーの状態を保持
することができます。

下降する力の大きい油圧・空圧機構では異常時圧力保持できる機構を有すること。
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5.4.3 遮断及びエネルギー消散に関する方策
5.4.3.3動力源遮断装置及び、蓄積エネルギーの消散又は制限装置
補足説明

以下のような参照、関連規格があります。

6.3.5.4

5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
■要求事項：
① オペレータが捕捉される危険源を生じる設備での脱出ルート及び避難場所
② 非常停止後に特定の要素を手で動かすための手段
③ 特定の要素を逆転するための手段
④ 下へ降りる装置のための係留具
⑤ 捕捉された人が救助を求めることができる伝達の手段
補足説明

ロボットの稼働に対する危険性に対し、
１．侵入に対するライトカーテン
柵内で保全中なのに、急に
２．内部からの脱出のため
ロボットが動きだした。
のハンドルロック機構
早く脱出しなきゃ
３．非常停止機能
万一、閉じ込められた場合、
内側のハンドルを回すと
ロックが解除され、
脱出が可能となります。
捕捉された人の脱出及び
救助のための方策の一つです。
非常停止機能
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5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
■要求事項：
① オペレータが捕捉される危険源を生じる設備での脱出ルート及び避難場所
② 非常停止後に特定の要素を手で動かすための手段
③ 特定の要素を逆転するための手段
④ 下へ降りる装置のための係留具
⑤ 捕捉された人が救助を求めることができる伝達の手段
補足説明

昇降機構系の搬送ロボットに挟まれてしまった!!
何とかして早く救出しなければ
搬送ロボットは、パルスを保有しています
から、指示された位置まで動作します。
非常停止機構を使用して、設備を電源
遮断すると共に、ロボットのサーボモーター
のブレーキリリーススイッチを設けて、
マニュアル操作で救助できるようにする
手法を持つことが必要です。

5.4.4 捕捉された人の脱出及び救助のための方策
■要求事項：
③ 特定の要素を逆転するための手段
④ 下へ降りる装置のための係留具
⑤ 捕捉された人が救助を求めることができる伝達の手段
補足説明

非常停止スイッチは、押せたけど
惰性で回転するロールに挟まれた！
近くに誰もいない。誰か助けて～
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万一の緊急事態を周囲に
知らせる手段が必要です。
例として、非常停止スイッチ
操作時に、外部出力信号
を使用して、回転灯をまわす
などの手法があります。

5.4.5 機械及び重量構成部品の容易，かつ
安全な取扱いに関する準備
■要求事項：
手で移動又は運搬ができない機械及びその構成部品については，つり上げ装置
による運搬のため適切な附属用具を備えておくか，又は附属用具を取り付けるこ
とができるようにすること。
補足説明

■つり上げ装置の例として、ホイスト、門型クレーン、ジブクレーン、ウィンチ、吊り具、チェーン
ブロック、クレーンサドルなどがある。

5.4.6 機械類への安全な接近に関する方策
■要求事項：
① 運転や保全などの作業を地上レベルで行えない場合の方策
プラットフォーム，階段など（ただし，危険区域に接近できないようにする）
② 機械類の高所にある部位への接近手段
階段，はしご，プラットフォームのガードレール及び／又ははしごの安全囲い
など（墜落防止）
③ 歩行区域に関する要求事項
作業時すべらないような材料で製作する．
地上からの高さに応じて，適切なガードレールを備える．
補足説明
ISO14122(JIS B 9713)機械類の安全性- 機械類への常設接近手段

ISO14122(JIS B 9713)の規格群には，次に示す部編成がある。
ISO14122-1(JIS B 9713-1) 第l 部:高低差のある2 か所間の固定された昇降設備の選択
一部内容を抜粋；
5.2 望ましい昇降設備 機械への望ましい昇降設備は，次の順序で選択し
なければならない。
a) 地上又は床からの直接の接近
b) 昇降機，傾斜路又は階段
c) 段ばしご又ははしご
ISO14122-2(JIS B 9713-2) 第2 部:作業用プラットブオーム及び通路
ISO14122-3(JIS B 9713-3) 第3 部:階段，段ばしご及び防護さく(柵)
ISO14122-4(JIS B 9713-4) 第4 部:固定はしご
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5.4.6 機械類への安全な接近に関する方策
■要求事項：
① 運転や保全などの作業を地上レベルで行えない場合の方策
プラットフォーム，階段など（ただし，危険区域に接近できないようにする）
② 機械類の高所にある部位への接近手段
階段，はしご，プラットフォームのガードレール及び／又ははしごの安全囲い
など（墜落防止）
③ 歩行区域に関する要求事項
作業時すべらないような材料で製作する．
地上からの高さに応じて，適切なガードレールを備える．
補足説明

手すりやステップに
滑り止め対策を行う

はしごの安全囲い

5.5 人間工学
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高所作業場所の
転落防止柵

5.5.1 人間工学に関連した安全性の問題とは、

人間工学に関連した安全性の問題－ 装置設計，据え付け，操作，サービスまた
は保守の要因により，適切に訓練されたユーザの情報処理能力または身体能
力を上回る作業の要求が発生した時は，人間工学に関連した安全性の問題が
生じうる。
例えば，人間工学に関連した安全性の問題は次のものが原因となる：

1 静止した，もしくは無理な姿勢。
2. 反復動作。
3. 手や，身体が入りにくい場所，不十分なクリアランス，過度のリーチ。
4. 重いかまたは大きい部品の持ち上げ。
5. 読み取りまたは理解が困難な表示。
7. 混乱させるような操作部または操作に力のいる操作部。
8. 特定できない警告の使用や機械の問題についての誤った情報伝達。

このような安全上の問題が浮上する
とどのような影響があるのでしょうか？

5.5.2 人間工学の検討の必要性について
ストレス ストレス ストレス ストレス・・・・・
・人間の物理身体構造を基に考える。
・首に対するストレス
首は垂直方向に±１５度しか傾かない。
・腰に対するストレス
中腰での作業は腰に最も負担が掛かる。
・腕や手首に対するストレス
重い荷物を持つ、同じ動作を繰り返す、同じ
姿勢を取り続ける。

人間の機能を無視した設備を操作
ストレスによる疲労（慢性疲労）腱鞘炎
ミスをする

生産性、安全性の低下

人間の機能を無視した設備を操作すると疲れて、ミスが起きやすい。
ミスを起こすと危険が伴う。
これらの危険を最小限にし、作業者の精神的、身体的ストレス及び緊張を低減
するために、人間工学に配慮した設計が必要である。
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5.5.3 人間工学を検討する段階、ステップとは
人間工学の検討は，構想，設計，組み立て，社内検査段階
に渡って人間工学を検討した内容を精査する必要がある。
これらのステップで人間工学の検討と検査を行う

検収

装置引渡し

プロセス検収

インスタレーション

出荷搬入

立会検査

社内検査

装置製造

設計検証

設計構想と設計

発注・
受注

仕様打合せ

装置引合い

導入計画起案

基本設計の段階で，オペレータ及び機械に対して機能（自動化の程度）を割り当てるとき，
人間工学原則を考慮しなければならない。

5.5.4 識力に関連するヒューマンエラーを低減する方法
（１） 手動制御器（アクチュエータ）の選定，配置及び識別は，次による。
・手動制御器は明りょう（瞭）に視認可能で，かつ識別可能であり，必要
に応じて適切に表示されている。
・手動制御器は，ちゅうちょ（躊躇）することなく，素早く，かつあいまいさが
なく安全に操作できる。
・手動制御器の位置（押しボタンに対して）及び動き（レバー及び丸ハンドル
に対して）は，その操作の結果と符合する。
・手動制御器の操作によって追加的なリスクを生じない。
一つの手動制御器が，複数の異なる動作を実行するように設計及び製作
されている場合，すなわち一対一の対応がない場合（例えば，キーボード），
実行される動作は明りょう（瞭）に表示され，かつ必要に応じてそれを確認
できなければならない。
手動制御器は，人間工学原則を配慮して，その配置，操作時の移動量
及び抵抗力が実行される動作に適合するように配列しなければならない。
保護具（履物，手袋のような）の使用が必要な場合又はその使用が予見
可能な場合には，それによる制約を考慮しなければならない。
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5.5.4 識力に関連するヒューマンエラーを低減する方法

（２）指示器，ダイヤル及び視覚表示ユニットの選択，設計並びに配置は，
次による。
・それらは人間の知覚のパラメータ及び特性に適合する。
・表示される情報は容易に気づくことができ，かつ内容を識別して理解
できる。
すなわち，オペレータの要求及び意図する使用に応じて長く持続し，
明りょう（瞭）で，あいまいでなく，かつ理解しやすい。
・オペレータは，操作位置でそれらを認知できる。

5.5.5 身体的努力に関連する健康障害及びヒューマンエラーを低減する方法

（１） 機械を使用中，ストレスの大きな姿勢及び動作をする必要がないように
すること。
例えば，種々のオペレータに応じて機械の調整ができるような設備を用
意すること）。
（２） 機械，特に手持ち機械及び移動機械は，人間の労力，制御器の操作及び
手，腕，脚の身体構造に配慮して容易に運転可能なように設計すること。
（３） 騒音，振動及び極端な温度のような温熱の影響を可能な限り制限すること。
（４） オペレータの作業リズムを自動連続運転のサイクルに無理に合わせない
こと。
（５） 機械及び／又はそのガードの設計上の特性によって明るさが十分でない
場合，作業区域及び調整・設定区域，頻度の高い保全区域の照明用と
して機械上に又は機械の中に照明を備えること。
点滅，げん（眩）光，影及びストロボ効果の影響は，それによってリスクを
生じるおそれがある場合，回避しなければならない。
照明源の位置又は照明源自体を調整しなければならない場合，その
位置が調整者にとってリスクとなってはならない。
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5.5.6 作業性の向上する方法

（1） 操作ボタンの位置は、通常作業範囲内に集中させること。
（2） ボタンの構造は不意の接触による誤動作を防ぐものとすること。
（3） 表示文字は作業位置から読みやすい大きさと場所を選ぶこと。
（4） スタートとストップボタンは対応して配置し、スタートは上、奥、左に
配置し、ストップは下、手前、右に配置すること。
（5） エラーリセットはスタートボタンの位置から概ね２０cm以上離し、
誤動作に配慮すること。
（6） VDTの設置は天井からの光線でグレアが発生しないよう配慮
すること。
（7） オペレータアクセスドアのストッパーは、セルフストップ型（オープン
した定位置を保持するタイプ）を使用すること。
（8） 立ち作業は何か、座り作業は何かを明確にして、設備を設計
すること。
（9） ハンドル・レバー類の動きの方向は機械の運動方向を一致
させること。

5.5.6 作業性の向上する方法

（1） リレー、コンタクタの作動状態の確認が部品を外すことなく容易に
見えること。
（2） １５kg以上の保全部品には個別に重量表示を行うこと。
（3） 定期に交換を行う２５kg以上の保全部品があるときは、交換作業
のために治具等を準備すること。
（4） 電装キャビネット等でスライド機構を採用するときはアキュライド
レールによるスライド機構を使う等
で保全性を考慮すること。
（5） 2m以上の高さに保全対象部品があるときは、手すり、把手等を設
けること。
（6） CRTの取り付け位置は室内照明が影響しない位置とする。
（7）メンテナンス時に高所作業の可能性がある場合は別途踏台を設け
ること。
（8）設備内部各構成品の相互間については、あまり密着させず、メン
テナンス性を考慮すること。
出典：日本アキュライドホームページ
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5.5.7 人間工学設計の適合を確認する方法

SEMIスタンダード
S8-0715 半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全
ガイドライン があります。
検査についてはSESC 文書を遵守するべきである（付属書1 参照）。
との記載があります。
その SESCとは、

サプライヤ人間工学適合条件チェックリスト
Supplier Ergonomics Success Criteria Checklist
サプライヤ人間工学適合条件
SESC（Supplier Ergonomics Success Criteria）
を運用することにより人間工学設計の適合を確認することが
出来ます。運用ならびに参考にしてください。

5.6 防爆
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はじめに
引火性の蒸気や可燃性のガスが発生し（または可燃性の粉じんが発生し）、爆発の危険
性がある場所で電気機械器具（モータ、スイッチ、配電盤 など）を使用するときは、
「電気機械器具防爆構造規格」に従った防爆電気機械器具（防爆機器）を使用しなけれ
ばなりません。
引火性の蒸気や可燃性ガスが発生する可能性のある事業所の例
合成樹脂製造工場

機械器具、部品の洗浄作業所

医薬製品製造事業所

ゴム製品製造工場

ガソリンなどのスタンド

印刷工場

半導体製造工場

塗装工場

爆発の危険性のある場所
・特別危険箇所 （ゾーン０）
・第一類危険箇所（ゾーン１）
・第二類危険箇所（ゾーン２）

IDEC株式会社技術資料より引用

5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.1 労働安全衛生法から見た法令・指針の体系
労働安全衛生法
労働安全衛生規則
電気機械器具防爆
構造規格（H20改正）
工場電気設備防爆指針
（粉じん防爆1982）

国際整合通達
基発0824第2号
H22.8.24付

工場電気設備防爆指針
（ガス蒸気防爆2006）

国際整合防爆指針
2008Ex

（従来方式）

基発0831第2号
H27.8.31付

ユーザのための工場
防爆設備ガイド(2012)

国際整合技術指針
2015Ex
（ＩＥＣ規格準拠）
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5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.2 労働安全衛生法による規定
（譲渡等の制限等）
第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるもの（防爆電機機械器具
など）その他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用す
るもの⼜は危険若しくは健康障害を防⽌するため使用するもののうち、政令で定める
ものは、厚生労働大臣が定める規格⼜は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、
⼜は設置してはならない。
別表第二の概略
・ゴム／ゴム化合物（合成樹脂を含む）のロール機及び急停⽌装置
・プレス機械⼜はシャーの安全装置
・防爆構造電気機械器具
・クレーン⼜は移動式クレーンの過負荷防⽌装置
・防じん／防毒マスク
・⽊材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置⼜は⻭の接触予防装置
・動⼒により駆動されるプレス機械
・その他

5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.3 労働安全衛生規則による規定(1)
（型式検定）
第四十四条の二 第四⼗二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定め
るも のを製造し、⼜は輸⼊した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣の登録を受けた者 （以下「登録型式検定機関」という。）が⾏う当該機械等
の型式についての検定を受けなければならない。
・・・・・・・（略）・・・・・・・・・・・
５ 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造
し、⼜は本邦に輸⼊したときは、当該機械等に厚生労働省令で定めるところにより、
型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない
７ ・・・（中略）・・・第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
別表第四の概略
・電気的制動方式以外の、ゴム／化合物（合成樹脂を含む）の
ロール機／急停⽌装置
・プレス機械⼜はシャーの安全装置
・防爆構造電気機械器具
・防じん／防毒マスク
・その他
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検定合格標章
（記載内容例）

5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.4 電気機械器具防爆構造規格（１）

第一章 総則
第一条 定義（用語の定義）
第二条 構造（危険場所と使用できる防爆構造）
第三条 構造（点検、補修の容易性）
第四条 必要事項の表示
第五条 規格（国際規格に基づいた防爆機器も構造規格として認めること。他）
第二章 ガス蒸気防爆構造
第一節 耐圧防爆構造
第二節 内圧防爆構造
第三節 安全増防爆構造
第四節 油⼊り防爆構造
第五節 本質安全防爆構造
第六節 樹脂充填防爆構造
第七節 非点火防爆構造
第八節 特殊防爆構造

従来方式（第二章）に加えて、
ＩＥＣ規格に従がって設計製造された防爆構
造の製品も国内で、構造規格に沿ったものと
して認める。（Ｅｘ 指針2015 ）

第三章 粉じん防爆構造
第一節 粉じん防爆普通防じん構造
第二節 粉じん防爆特殊防じん構造

5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.5 防爆IEC規格と国際整合技術指針 (Ex 指針2015）
国際規格No

（参

Ex 指針２０１５
編

名

称

指針

番号

IEC60079-0

第１編

総則

JNIOSH-TR-46-1

IEC60079-1

第２編

耐圧防爆構造“ｄ”

JNIOSH-TR-46-2

IEC60079-2

第３編

内圧防爆構造“ｐ”

JNIOSH-TR-46-3

IEC60079-6

第４編

油⼊防爆構造“Ｏ”

JNIOSH-TR-46-4

IEC60079-7

第５編

安全増防爆構造“ｅ”

JNIOSH-TR-46-5

IEC60079-11

第６編

本質安全防爆構造“ｉ”

JNIOSH-TR-46-6

IEC60079-18

第７編

樹脂充填防爆構造“ｍ”

JNIOSH-TR-46-7

IEC60079-15

第８編

非点火防爆構造“ｎ”

JNIOSH-TR-46-8

IEC60079-31

第９編

容器による粉じん防爆構造“ｔ”

IEC60079-33

第10編

特殊防爆構造“ｓ”

JNIOSH-TR-46-9
JNIOSH-TR-46-10

考）
国際規格No

名

称

IEC60079-10-1

危険場所の分類 ｰ 爆発性ガス雰囲気

IEC60079-10-2

危険場所の分類

IEC60079-14

ｰ

爆発性粉じん雰囲気

電気設備の設計、選定及び据付

規

格

（JIS C 60079-10）
ー
（JIS C 60079-14）
産業安全技術協会資料より引用編集
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5.6.1 国内の防爆に関する法規制の概要
5.6.1.6 電気機械器具防爆構造規格(2)
第一章 総則（第一条－第五条）
（構造）
第二条 規則第二百八⼗条第一項に規定する電気機械器具の構造は、次の各号の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める防爆構造でなければならない。
一 特別危険箇所 本質安全防爆構造（第四⼗三条第二項第一号に定める状態にお
いてガス⼜は蒸気に 点火するおそれがないものに限る。）、樹脂充てん防爆構造
（第五⼗三条第一号に定める状態においてガス⼜は蒸気に点火するおそれがない
ものに限る。）⼜はこれらと同等以上の防爆性能を有する特殊防爆構造
二 第一類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油⼊防爆構
造、本質安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造⼜はこれらと同等以上の防爆性能を
有する特殊防爆構造
三 第二類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油⼊防爆構
造、本質安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造、非点火防爆構造⼜は特殊防爆構造
（必要事項の標示）
第四条 電気機械器具は、その⾒やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を標示した銘板
が取り付けられているものでなければならない。・・・（後略）・・・

5.6.2 爆発はなぜ起こる。(爆発/火災の３要素）
5.6.2.1 爆発・火災の３要素
可燃性ガス⼜は引火性液体の蒸気（以下、爆発性ガス）が、ある範囲内の⽐率で空気
と混合したときに爆発性雰囲気が生成され、同時に電気火花や高温部などによる着火
源と共存したとき、爆発あるいは火災が発生する。
従って、爆発を生じさせないためには、爆発性雰囲気の生成を抑制するか、着火源の
無効化や共存を避けることが必要となる。
着火源
（電気火花、高温部など）

支燃性ガス
（酸素）

爆発性雰囲気
の形成

爆発

可燃性ガス、
引火性液体の蒸気

防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング
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ＩＤＥC株式会社 より引用

5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.1 ゾーン０，１，２の定義
危険個所は、爆発性雰囲気の存在する時間と頻度に応じて以下の3種類に分類される。
危険場所（ゾーン）

説

明

API
RP505
の分類

特別危険場所
（ゾーン０）

第一類危険個所
（ゾーン１）

第二類危険個所
（ゾーン２）

爆発性雰囲気が通常の
状態において、連続し
て⻑時間にわたり、ま
たは頻繁に可燃性ガス
蒸気が爆発の危険のあ
る濃度に達するものを
いう。

通常の状態において、
爆発性雰囲気をしばし
ば生成するおそれがあ
る場所をいう。

通常の状態において、
爆発性雰囲気を生成す
るおそれが少なく、ま
た、精製した場合でも、
短時間しか持続しない
場所をいう。

爆発性雰囲気の生成時 爆発性雰囲気の生成時
間が、年間1000時間以 間が、年間10〜1000
上の場所。
時間の場所。

爆発性雰囲気の生成時
間が、年間1〜10時間
の場所。

API：American Petroleum Institute
ユーザのための工場防爆設備ガイドより引用

5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.2 ゾーン０，１，２の例
危険場所区分

危険場所の例

特別危険個所
（ゾーン０）

・ふたが解放された容器中の引火性液体の液面付近
・引火性液体のタンク内の液面上部の空間部分

第一類危険個所
（ゾーン１）

・通常の運転、ふたの開閉操作などによって可燃性ガス蒸気
を放出する開口部付近。
・点検または修理作業のために、可燃性ガス蒸気をしばしば
放出する開口部付近。
・屋内、または通風/換気が妨げられる場所で、可燃性ガス
蒸気が滞留するおそれのある場所。

第二類危険個所
（ゾーン２）

・ガスケットの劣化などのために可燃性ガス蒸気を漏出する
おそれのある個所
・誤操作によって可燃性ガスを放出したり、異常反応などの
ために高温、高圧となって可燃性ガス蒸気を漏出したりす
るおそれのある個所。
・第一類危険場所の周辺、または第一類危険個所に隣接する
室内で、爆発性雰囲気がまれに侵⼊するおそれのある場所。

図示

防爆安全ガイドブック（NECA)より引用
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5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.3 放出源と等級
ゾーンを決定するには、その前に放出源の等級を特定する必要がある。
放出源は、可燃性物質の放出が起こる頻度などによって、連続級、一級、および二級
に分類される。
連続級放出源
可燃性物質を連続して放出するか、または⻑時間の放出もしくは短時間の高頻度放出をする
ことが予測される放出源。
例として、大気に解放された引火性液体の表面や、可燃性ガス蒸気を大気中に頻繁にまたは
⻑時間にわたって放出する解放されたベントおよびその他の開口部等をいう。

１級放出源
通常の状態で、定期的にまたはときどき放出することが予測される放出源で、通常の
状態において、可燃性物質を大気中に放出することが予測される資料採取個所や可燃
性ガス蒸気を大気中に放出されることが予測される、リリーフバルブ、ベントおよび
その他の開口部など。
２級放出源
通常の状態では放出することが予測されず、もし放出してもまれで、しかも短時間しか放出
しない放出源で、通常の状態において可燃性ガス蒸気を大気中に放出されることが予測され
ないリリーフバルブ、ベントおよびその他の開口部など。

5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.4 換気度・換気の有効度
ゾーンを決定する要素として、換気度、換気の有効度を考慮する必要がある。
換気度は、内部に放出源がある設備において以下のように3種類に区分される。
換気度

定

義

高換気度（ＶＨ）

放出源に於いて、濃度を実質的に瞬時に低下させて爆発下限界未満に
抑えることができる換気。

中換気度（ＶＭ）

濃度を抑制し、放出が継続していても危険区域の境界を安定させるこ
とができる換気。

低換気度（ＶＬ）

放出継続中の濃度を制御することができない換気。また放出が停⽌し
た後も可燃性雰囲気の過度の持続を防⽌できない。

換気の有効度は換気の信頼性であり、以下のように3種類に区分される。
換気の有効度

状

態

良

実質的に連続した換気が存在する。

可

通常運転の間、換気が想定できる。低い頻度で短時間の換気停⽌が
あっても許容する。

弱

上記の良・可には及ばないと想定できるが、⻑時間の換気停⽌は無い
と想定できる。
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5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.5 ゾーンの決定
換気の有効度
良（連続）

可（通常連続）

高度（VH)
（局所換気、）

ゾーン２ NE Ａ）
非危険

中度（VM)
（全体換気）

ゾーン２

低度（VL)

一級放出源

放出源の決定

二級放出源

換気度

ゾーン２

Ｂ)

ゾーン１ 場合によっては ゾーン０ a)

高度（VH)
（局所換気、）

ゾーン1 NE C）
非危険

中度（VM)
（全体換気）

ゾーン１

ゾーン1 NE C)
ゾーン2
ゾーン1

低度（VL)

連続級放出源

弱（中断あり）

ゾーン１

高度（VH)
（局所換気、）

ゾーン0 NE C)
非危険

中度（VM)
（全体換気）

ゾーン0

または

ゾーン0 NE C)
＋ ゾーン2
ゾーン0

低度（VL)

＋

ゾーン０

ゾーン2
A)
ゾーン0 NE C)
ゾーン1

＋ゾーン2

ゾーン0

＋ゾーン1

ゾーン0

A) 換気が低度（ＶＬ）で、かつ非常に脆弱で換気なしの状態に近い場合には、ゾーン０となる。
B) 2級放出源により生成されるゾーン2は、１級放出源⼜は連続級放出源によるゾーン2よりも広くなる可能性がある。

C) ゾーン0 NE、ゾーン1 NE、ゾーン2 NEは理論的なゾーンであり、通常状態では無視できる広さであることを示す。
“NE”は、Negrect(無視できる）の意味。“＋”は周囲を囲まれていることを表す。
防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング

ＩＤＥC株式会社 より引用

5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.6 危険場所の分類例（１）
屋外の地上に設置したメカニカル（ダイヤフラム）シールを備えた可燃性液体ポンプ
事例１

危険区域（ゾーン）の判定例

設備

引火性液体のポンプ

設備能⼒

容量：50m3/h 低圧⼒ポン
プ

設置場所

屋外

放出源

ポンプのメカニカルシール

放出等級

２級

蒸気密度

空気より重い

換気条件

自然換気（屋外）

換気度

全体：中度、

ゾーン１
ゾーン２

a
b

b
地表面
放出源（ﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ）

ピット：低度

a=3m 放出源から水平に3m
b=1m 地上1m及び放出源上1mまで

換気の有効度 良

JIS C 60079-10:2008 より引用
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5.6.3 危険個所（ゾーン）の判定
5.6.3.7 危険場所の分類例（２）
屋内の地上に設置したﾒメカニカル（ダイヤフラム）シール可燃性液体ポンプ
事例１

危険区域（ゾーン）の判定例

設備

引火性液体のポンプ

設備能⼒

容量：50m3/h 低圧⼒ポンプ

設置場所

屋内

放出源

ポンプのメカニカルシール

放出等級

２級

蒸気密度

空気より重い

換気条件

人工換気

換気度

低度

換気の有効度

可

ｿﾞｰﾝ1

地表面
放出源（ﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ）

危険場所が屋内であるため屋内全体がｿﾞｰﾝ１
となる。換気が中度に改善されれば、ｿﾞｰﾝは
小さくなり、ｿﾞｰﾝ２になることがある。

JIS C 60079-10:2008 より引用

5.6.4 防爆構造の種類と使用できる危険区域（ゾーン）
5.6.4.1 ガス蒸気防爆 2006 による防爆構造の種類と対応できるゾーン
防爆構造の種類

記号

防爆電気機器を使用する場所
ゾーン０

ゾーン１

ゾーン２

本質安全防爆構造

ia

○

○

○

本質安全防爆構造

ib

×

○

○

耐圧防爆構造

d

×

○

○

f

×

○

○

e

×

×

○

工場電気設備防爆指針 内圧防爆構造
（ガス蒸気防爆2006） 安全増防爆構造
油⼊防爆構造

o

×

×

○

特殊防爆構造

s

－

－

－

○：適合している。（使用できる。）

×：適合していない。（使用できない）
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5.6.4 防爆構造の種類と使用できる危険区域（ゾーン）
5.6.4.2 国際整合防爆指針 2015Exによる防爆構造の種類と対応できるゾーン
防爆構造の種類

国際整合防爆指針
（2015 Ex)

記号

防爆電気機器を使用する場所
ゾーン０

ゾーン１

ゾーン２

本質安全防爆構造

Ex ia

○

○

○

本質安全防爆構造

Ex ib

×

○

○

本質安全防爆構造

Ex ic

×

×

○

耐圧防爆構造

Ex d

×

○

○

内圧防爆構造

Ex px

×

○

○

内圧防爆構造

Ex py

×

○

○

内圧防爆構造

Ex pz

×

×

○

安全増防爆構造

Ex e

×

○

○

油⼊防爆構造

Ex o

×

○

○

樹脂充てん防爆構造

Ex ma

○

○

○

樹脂充てん防爆構造

Ex mb

×

○

○

樹脂充てん防爆構造

Ex mc

×

×

○

非点火防爆構造

Ex n＊

×

×

○

○：適合している。（使用できる。）

×：適合していない。（使用できない）

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.1 耐圧防爆構造 （１）
耐圧防爆構造
容器が、その内部に侵⼊した可燃性ガス蒸気による内部爆発に対して損傷を受けるこ
となく耐え、かつ、容器のすべての接合部または構造上の開口部を通じて外部の対象
とする可燃性ガス蒸気の発火を生じさせることのない電気機器の防爆構造をいう。
ユーザのための工場防爆設備ガイドより引用

奥⾏き

周囲の爆発性雰囲気が容
器内部に⼊って内部爆発
しても、その火炎は外部
へ逸走しない

スキ

耐圧防爆構造の概略図

適切な接合面のスキと
奥⾏きの確保

コンタクター等の開閉接点
内部爆発の圧⼒に耐える容器
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耐圧防爆構造の製品例

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.2 耐圧防爆構造の特長（２）
耐圧防爆構造の特⻑
（⻑所）
１、容器内部には、汎用の電気機器（リレーなど）がそのまま使用でき
るので防爆構造化しやすい。（ただし、容器表面に取り付ける押し
ボタンスイッチや表示灯、メータ類はそれ自身に防爆化が必要）
２、小形、中形の電気機器の防爆化が容易。
３、他の防爆構造と組合わせることが容易。
（短所）
４、内部爆発に耐える容器強度が必要のため、必然的に重くなる。
５、水素、アセチレンなど（爆発等級３、ブループⅡＣ）のガス雰囲気
に対応する仕様では接合面等に加工精度が求められる。
６、内部爆発した場合、内部に収納した機器が破損する可能性が高い。

小形

中形

ＩＤＥC株式会社カタログより引用

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.3 内圧防爆構造（１）
内圧防爆構造
容器内の保護ガスの圧⼒を外部雰囲気の圧⼒より高い圧⼒値に保持し、かつ、容器内
の可燃性ガス蒸気の濃度を爆発下限界より⼗分に低いレベルに希釈することによって、
防爆性能を確保する電気機器の防爆構造をいう。
ユーザのための工場防爆設備ガイドより引用

内圧防爆構造の概略図

通風式の場合
PSH

・内圧盤（容器内部）の圧⼒は、容器外の
圧⼒より５０Pa以上高く保持すること。
・保護気体の圧⼒が低下した場合は、通電
を停⽌するか警報を発すること。
（使用条件により異なる）

内圧盤
（保護気体）
PSL

保護気体

電源供給
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気圧チェック用
圧⼒スイッチ

保護監視盤
（耐圧防爆）

監視盤用電源

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.4 内圧防爆構造の分類（２）
内圧防爆構造は、内圧の保持方式によって次の３種類に分類される。
内圧防爆方式

概

要

通風式内圧防爆構造

内圧盤（容器）に給気口と排気口を持ち、他からの通風に
より内圧を保持する方式を言う。

封⼊式内圧防爆構造

内圧盤（容器）内の保護気体の漏れ量が微小である場合に、
漏れ量に応じて、外部から連続的にまたは間⽋的に保護気
体を補充して内圧を保持する方式をいう。

密封式内圧防爆構造

保護気体を完全に密封し、漏れるおそれがないようにして
内圧を保持する方式をいう。

ガス蒸気防爆２００６より引用

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.5 内圧防爆構造の特長（３）
内圧防爆構造の特⻑
（⻑所）
１、制御盤などの大形電気機器の防爆化に適している。
２、分析計のような他の防爆構造で実現困難な大形電
気装置も防爆化が可能。
（短所）
３、エアー源が必要。
４、掃気時間が必要。（運転までに時間を要する）
５、一般的には、装置が大型で仕様も各々異なるため,
都度防爆検定が必要となる。
６、別途、保護装置（監視盤）が必要。
内圧防爆構造の製品例

ＩＤＥC株式会社カタログより引用
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5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.6 安全増防爆構造（１）
安全増防爆構造
正常な使用中にはアークまたは火花を発生することのない電気機器に適用する防爆構
造であって、過大な温度上昇のおそれ並びにアークおよび火花の発生のおそれに対し
て安全性を増加し、これらの発生を阻⽌する手段が講じられた電気機器の防爆構造を
いう。
ユーザのための工場防爆設備ガイドから引用

安全増防爆構造の概略
容器に要求される性能
・容器内部に裸充電部が有る場合は、IP54以上の保護等級。
・容器内部に裸充電部が無い場合は、IP44以上の保護等級。
を持つこと。
また、
パッキン
・変圧器の絶縁巻き線の温度上昇は、 一般の
（IP54,44)
規格より低く抑えている。
変圧器
・端⼦台の沿面距離は、一般の規格より⻑く
とり、絶縁性能を高めている。

端⼦台

容器

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.7 安全増防爆構造の特長（２）
正常な運転中や操作時に着火源とならない機器に限定して適用できる防爆構造。
したがって、
・接点開閉器、
・高温発生部等をもつ電機機器
などは適用できません。
ただし、スイッチなどが着火源にならないように、接点部を耐圧防爆構造にする等、
他の防爆構造と組合せて使用することで、着火源を持つ電気機器を安全増防爆構造容
器に取付けて使用することが出来ます。
パッキン

安全増防爆構造の容器に点火源を持つ
操作機器を取り付ける場合の概略図
耐圧防爆型の押しボタンスイッチ
（端⼦台部分は安全増防爆構造）

ロックナット
容器
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5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.8 本質的安全防爆構造（１）
本質安全防爆構造
爆発性雰囲気内で使用される電気機器（本案機器接続用配線を含む）において、火花
または温度上昇によって点火を引き起こすことが無いように、その電気エネルギーを
一定レベル以下に抑えた防爆構造である。
防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング

危険区域

非危険区域

抵抗

本安機器
（スイッチ等）

（IDEC株式会社）より引用

本安関連機器
（バリア）

抵抗

ツェナーダイオード

電源

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.9 本質的安全防爆構造（２）
本安機器

：全ての内部回路が本安回路から構成された電機機器。危険区域に設置
できるよう規格に基づいた構造要件で保護された機器をいう。

本安関連機器 ：本安回路と非本安回路の両方を含む機器であり、非本安回路が本安回
路に悪影響を与えない構造を持つ。本安関連機器は非危険区域（爆発
性雰囲気が無い区域）に設置することとなり、規格に基づいて電気エ
ネルギーを制限することによって本安機器を接続することが出来る。
性能区分
Ia :正常時並びに２故障までを仮定したとき、いずれも爆発性ガスに点火しないこと
が確認された電気機器。（ゾーン０の区域から使用可）
ib：正常時並びに１故障を仮定したとき、いずれも爆発性ガスに点火しないことが確
認された電気機器。 （ゾーン１の区域から使用可）
ic：正常状態において、爆発性ガスに点火しないことが確認された電気機器。
（Ex 指針２０１５、ゾーン２専用）

防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング
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ＩＤＥC株式会社 より引用

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.10 本質的安全防爆構造（３）組合わせ条件
本安機器と本安関連機器の組合わせ条件の概略。
１、本安機器と本安関連機器の組合わせの一般原則
・本安回路は、通常１：１の接続で構成する
・構造規格品同士または技術指針品同士での相互接続とする。
２、防爆検定に従った組合わせ
・システム検定合格品は、本安機器と本安関連機器が1つの検定。（同じ検定合格No）
・機器検定合格品は、本安機器と本安関連機器とは個別検定。 （異なる検定合格No）
構造規格では、組合わせ条件を以下のように規定している
本安機器の安全保持定格

組合わせ条件

Vm：本安回路最大許容電圧

≧

本安関連機器の安全保持定格

Vmax：本安回路最大電圧

Im ：本安回路最大許容電流

≧

Icc：本安回路最大電流

Pi

≧

Po：本安回路最大電⼒

：本安回路最大許容電⼒
本安機器と配線のパラメータ

組合わせ条件

Lint＋Lw
Lint：本安機器の⼊⼒インダクタンス

Lw：配線のインダクタンス

Cint＋Cw
Cint：本安機器の⼊⼒キャパシタンス

Cw：配線のキャパシタンス

本安関連部のパラメータ

≦

本安回路
許容インダクタンス

≦

本安回路
許容キャパシタンス
防爆安全ガイドブック（NECA)より引用

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.11 本質的安全防爆構造の特長（４）
本質安全防爆構造の特⻑
⻑所
・ゾーン０の雰囲気中で使用できる（ia）
・本安機器の小型、軽量化が可能
・スイッチや検出器等が容易に防爆化できる
短所
・配線は本質安全防爆専用のものが必要
（他の回路と混触しない）
・大きな電⼒を必要とする機器には向かない
（モータ等は駆動できない）
・本安関連機器に於いて、Ａ種接地が必要な場合がある

防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング
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ＩＤＥC株式会社 より引用

5.6.5 各種防爆構造の概略
5.6.5.12 非点火（タイプn）防爆構造
非点火防爆構造（タイプn）
正常運転中および特定の異常状態で、周囲の可燃性物質が存在する雰囲気を発火させ
る能⼒の無い電気機器に適用する防爆をいう。
ユーザのための工場防爆設備ガイドから引用

1、ノンスパーキングデバイス “nA”
通常運転時に、発火源になり得るアークまたは火花が発生する
リスクを最小限にするための構造をもったデバイス。
（安全増防爆構造に類似）
２、非点火コンポーネントおよび接点封⼊デバイスなど“nC”
外部の爆発性雰囲気の侵⼊がない構造、または侵⼊によって内
部の爆発があってもその影響を外部に影響しない構造など。
（耐圧・樹脂充填防爆構造などに類似）
３、呼吸制限容器 "nR"
ガス，蒸気及びミストの侵⼊を制限するように設計した容器。
（内圧防爆構造の密封型に類似）

非点火防爆構造の
防爆型LED照明機器の例

5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.1 防爆電気配線と適用するゾーン（１）
電気配線の方法は、以下の何れかによって布設すること。
１、ケーブル配線
２、⾦属管配線
３、移動用防爆電気機器の配線
４、本安回路の配線
防爆配線方式の原則的な区分と使用できるゾーン
配線方式
本安回路以外
の配線

ゾーン０

ゾーン１

ゾーン２

ケーブル配線

×

○

○

⾦属管配線

×

○

○

移動用電気機器の配線

×

○

○

○

○

○

本安回路の配線

注）⾦属管配線は、⾦属管ねじの加工精度の面から爆発等級３および分類ⅡCには適しない。

NECA防爆安全ガイドブックより引用
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5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.2 各配線方式の基本の考え方
防爆性能保持の基本
ケーブル配線

ケーブルの機械的及び電気的に安全度を増加するのが危険場所での考え方
の基本である。潜在的発火源を持つケーブルとその接続部に付いては、保
護層及び絶縁体の損傷⼜は劣化、断線、接続部の緩みなど、潜在的危険源
が顕在化するような異常状態⼜は故障が起こらないように、ケーブルの外
傷保護及び接続部の強化等を⾏う。

⾦属管配線

潜在的発火源をもつ絶縁電線を､厚鋼電線管と厚鋼電線管用附属品から成る
電線管路に納め､これらの電線管路と､防爆電気機器⼜は接続箱との接続部
に防爆構造に応じた防爆性能をもたせたのが⾦属管配線の考え方である。

本安回路の
配線

本安回路の配線は､本安機器相互を接続する配線及び本安機器と本安関連機
器とを接続する配線が本安回路の配線に該当する｡本安回路の配線の防爆性
は､接続される機器と配線の電気的パラメータ(浮遊インダクタンス､浮遊
キャパシタンスなど)によって成⽴する。なお､本安回路の配線は､他の回路
と混触しないように､また他の回路から静電誘導及び電磁誘導を受けないよ
うな措置を講じなければならない。
許容されない損傷や傷害から保護するため､本安機器と本安関連機器(例え
ばバリヤ)の部品や配線は保護等級がIP20以上の容器に実装されなければな
らない。
ユーザのための工場防爆設備ガイドから引用

5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.3 ケーブル配線の引き込み方式

不燃性シール材

パッキン式引込み方式の例

耐圧固着式引込み方式
ユーザのための工場防爆設備ガイドから引用
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5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.4 金属管配線のフィッチング

縦型シーリングフィッチング（小形）
の施工図

縦型シーリングフィッチング（大形）
の施工図

ユーザのための工場防爆設備ガイドから引用

5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.5 ケーブル配線における爆発性雰囲気の流動防止
ケーブル配線では、爆発性雰囲気が保護管やダクト、ピット等の内部を通って流動するおそれがあ
る。このような場合には、危険個所の境界付近において流通路を遮断し、爆発性雰囲気の流動を防
⽌する必要がある。
ケーブル配線で、保護管を使用し、 ケーブル配線で、ケーブルダク
ボックスなどで流動防⽌を⾏う例
トを使用し、砂を充填するなど
して流動防⽌を⾏う例

ダクトの開口に
詰め物を施す例

ユーザのための工場防爆設備ガイド他から引用
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5.6.6 防爆電気配線
5.6.6.6 本安回路の配線例
本安回路の配線
本安関連
機器

・明⻘⾊の電線
・明⻘⾊のマークチューブ
・名声⾊のテープ
のいずれかで他の配線と識別する。

本安回路用端⼦と非本安用端⼦
は分離する。（50mm以上）

本安関連
機器

本安関連機器に
よっては、アース
が必要になる。

本 安
側

ダクト配線は、⾦属隔壁
板で分離して誘導を防⽌
する

非本安側

一般配線

本安回路配線

5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.1 爆発性ガスの分類（構造規格の場合）
爆発等級の分類
火炎逸走限界の値 W
（mm）

爆発等級

試験ガス

ス
W

キ

スキの奥⾏き L

1

0.6を超えるもの

2

0.4を超え0.6以下のもの

3

0.4以下のもの

対象ガス
プロパン、ガソリン

等

石炭ガス、エチレン

等

水素、アセチレン

発火度：ガスの発火温度（加熱面での最低発火温度）による分類
爆発性ガスの発火温度（℃）

発火度

450 を超えるもの

G1

300 を超え 450以下 のもの

G2

200 を超え 300以下 のもの

G3

135 を超え 200以下 のもの

G4

100 を超え 135以下 のもの

G5

電気機器の許容温度は周囲温度40℃を含む
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等

5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.2 爆発性ガスの分類（国際整合指針の場合）

グループの分類

火炎逸走限界の値 W
（mm）

グループ
図は構造規格
の場合とほぼ同じ

ⅡA

0.6を超えるもの

ⅡB

0.4を超え0.6以下のもの

ⅡC

0.4以下のもの

対象ガス
プロパン、ガソリン

等

石炭ガス、エチレン

等

水素、アセチレン

等

温度等級：電気機器の最高表面温度（点火する最高温度）での分類
爆発性ガスの発火温度（℃）

温度等級

450を超えるもの

T1

300 を超え 450以下 のもの

T2

200 を超え 300以下 のもの

T3

135 を超え 200以下 のもの

T4

100 を超え 135以下 のもの

T5

85

T6

を超え 100以下 のもの

電気機器の許容温度は周囲温度40℃を含む

5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.3 爆発性ガスの分類（構造規格）
爆発性ガスの爆発等級（分類）と発火度（温度区分）
発火度

G1

G2

G3

G4

G5

爆発性ｶﾞｽの
発火温度

>450℃

450℃>
>300℃

300℃>
>200℃

200℃>
>135℃

135℃>
>100℃

１
爆発
等級

アンモニア
エタン
トルエン
メタン
一酸化炭素
シアン化水素
アクリロニトリ
ル

エチレン

２
３

1-ブタノール
ブタン
アセチルアセト
ン
塩化ビニル
プロパン
フラン
アクリル酸エチ
ル
エタノール

水素

ヘキサン
n-ペンタン
シクロヘキサン アセトアルデヒ
ジメチルエーテ ド
ル

イソプレン

アセチレン

注）爆発等級３において、3aは水性ガス、水素、3bは二硫化炭素を、３ｃはアセチレンを対象とし、
3nは爆発等級3のすべてのガスを対象とする
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5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.4 爆発性ガスの分類（国際整合指針）
爆発性ガスのグループの分類と温度等級
温度等級

T1

電気機器の
最高表面温度

450℃

T2

T3

T4

T5

T6

300℃

200℃

135℃

100℃

85℃

ⅡA

アンモニア
エタン
トルエン
メタン

1-ブタノール
ブタン
アセチルアセ
トン
塩化ビニル
プロパン

ⅡB

一酸化炭素
シアン化水素
アクリロニト
リル

フラン
アクリル酸エ
チル
エタノール
エチレン

ⅡC

水素

アセチレン

グループ

ヘキサン
n-ペンタン
シクロヘキサ
ン

亜硝酸
エチル

アセトアルデ
ヒド

ジメチルエー
テル
イソプレン
二硫化炭素

5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.5 防爆電気機器の構造の種類と表示
記号（構造規格）

記号（IEC規格）
2015Ex

d
o
f
e
ia、ib
s
（ma、mb）
（n）

d
o
p
e
ia、ib、ic
s
ma、mb、mc
n

機器分類

1
2
3

ⅡA
ⅡB
ⅡC

温度等級

G1
G2
G3
G4
G5
－

T1
T2
T3
T4
T5
T6

防爆構造等の記号

防爆構造の種類

耐圧防爆構造
油⼊防爆構造
内圧防爆構造
安全増防爆構造
本質安全防爆構造
特殊防爆構造
樹脂充てん防爆構造
非点火防爆構造

爆発等級/電気機器
の分類

爆発等
級

発火度/温度等級

発火度
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5.6.7 発性ガスと防爆電気機器
5.6.7.6 防爆電気機器の性能表示の例
適用規格

表示内容

防爆構造であることを示
す記号

防爆構造の種類

爆発等級
または
グループ

発火度
または
温度等級

保護
レベル

構造規格

爆発等級2、発火度G4に属する
爆発性ガスを対象とする耐圧防
爆構造の電気機器

━

d

2

G4

━

整合指針
（2015 Ex)

グループⅡB、温度等級T4の耐
圧防爆構造の電気機器

Ex

d

ⅡB

T4

Gb

構造規格
による性能表示例

国際整合指針（2015 Ex）
による性能表示例

d2G4

Ex dⅡBT4Gb

グループ

EPL

対応するゾーン

非常に高い保護レベル

保護レベル

Ⅱ

Ga

０

高い保護レベル

Ⅱ

Gb

１

強化された保護レベル

Ⅱ

Gc

２

・EPL:Equipment Protection Level
NECA防爆安全ガイドブックより引用

5.6.8 保守・点検
5.6.8.1 点検・保守のポイント
防爆電機機器は、設置環境条件によって悪影響を受けることが有ります。考慮すべき
主な劣化要因と対策の概略は以下の通りです。
電気設備の劣化要因

対策

備考

１ 腐食しやすい環境

・腐食発生以前の頻繁な塗装維持
・容器だけでなく、支持部材、配
管なども合わせて塗装維持

２ 薬品や溶剤に曝される環境

・保護容器に収納、部品点検交換

３ 粉じんが堆積しやすい状況

・保護容器に収納
・頻繁な清掃

フードの設置も効果あり

４ 水分が浸⼊しやすい状況

・パッキンの点検、交換
・ブリーザ、ドレインの点検、保
守

フードの設置も有効

５ 周囲温度が過度に上昇（下降
）する環境

・使用周囲温度範囲を超えない
・ヒーターなどの点検、保守

直射日光にはフードも有
効

６ 機械的な損傷を受ける危険性

・ガード等の設置

７ 過度の振動を受ける環境

・ボルト等の緩みを点検
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・塩害などの影響には頻
繁 な塗装維持が効果
大
・耐圧防爆の接合面への
グリス再塗布も効果大

機械安全のための
教育カリキュラム用教材
－設計技術者編－
「第6章 電気と制御システムの安全設計」

機械安全推進特別委員会
機械安全教育プログラムの開発部会

1

目 次
第6章 電気と制御システムの安全設計
■イントロダクション
6.1 電気の安全
6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.2 感電保護
6.1.3 装置の保護
6.1.4 等電位ボンディング
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.6 オペレーターインターフェース及び機械搭載型制御機器
6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.8 導体及びケーブル

2
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目 次
6.2 制御システムの安全
6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.1 制御システムの安全関連部分とは
6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.1 要求されるパフォーマンスレベル（PLｒ）を決定する。
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
6.2.1.3.3 システムのMTTFｄを計算する。
6.2.1.3.4 システムのDCavgを計算する。
6.2.1.3.5 CCFへの対策を評価する。
6.2.1.3.6 障害の考慮、障害の除外
6.2.1.3.7 PLｒと達成されるPLの関係
6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.1 PLの計算例 1
6.2.1.4.2 PLの計算例 2

3

目 次
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
6.2.1.4.4 PLの計算例 4
6.2.1.5 参考資料 安全制御回路の向上例と、各カテゴリの代表回
路例
6.2.1.6 附属資料（ISO13849-1:2015 表K.1より抜粋）

4
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6.1 電気の安全

5

■イントロダクション

＜機械安全の国際規格 ＩＳＯ／ＩＥＣ規格＞
ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１

ＩＳＯ：機械系
機械類の安全性
－設計のための一般原則
－リスクアセスメント及びリスク低減
(ISO 12100）

Ａ

ＩＥＣ：電気系

基本安全規格：
全ての規格類で共通に利⽤できる基
本概念,設計原則を扱う規格

インタロック (ISO14119)
ガードシステム(ISO14120)
Ｂ
安全制御システム(ISO13849-1)
安全関連部の妥当性(ISO13849-2)
グループ安全規格：
安全距離
(ISO13854〜13857)
広範囲の機械類で利⽤できるような
非常停止
(ISO13850)
安全，又は安全装置を扱う規格
再起動防止
(ISO14118)
（タイプB1 タイプB2）
両手操作装置 (ISO13851)
マットセンサ (ISO13856)
産業オートメーションシステム (ISO11161)

電気設備安全
(IEC60204-1)
スイッチ類一般
(IEC60947-1)
電気制御⽤スイッチ
(IEC60947-5-1)
非常停止⽤スイッチ
(IEC60947-5-5)
イネーブルスイッチ
(IEC60947-5-8)
検知センサ一般
(IEC61496-1)
光電式検知センサ安全 (IEC61496-2)
光反射式検知センサ安全(IEC61496-3)
安全関連電子制御システム (IEC62061)
防爆安全規格
(IEC60079)

Ｃ

個別機械安全規格：
特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格
製品例 ： ⼯作機械，産業⽤ロボット，鍛圧機械，無⼈搬送⾞，輸送機械など

6
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■イントロダクション

＜IEC60204-1の目的＞

■人の安全確保
（safety of persons）
■財産（装置，機器，部材）の安全確保
（safety of property）
■制御応答の一貫性（正しい制御･応答）の確保
（consistency of control response）
■保全の容易性の確保
（ease of maintenance）

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜IEC60204-1 -図１ 代表的な機械のブロック図－＞
マーキング、警告標識および略号(16)
技術文書の作成(17)

物理的環境
(4.4)

システム/セル
制御装置

入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器 (5)

感電保護(6)
装置の保護(7)
保護ボンディング回路(8.2)
制御回路および制御機能(9)
非常停止機能(9.2.5.4)
制御機器(11)
付属品及び照明(15)

電源
(4.3)

PE
（外部保護導体接続）

データリンク

非常停止用機器
(10.7)

導体及びケーブル(12)
配線方法(13)

電動機
制御装置

検証(18)

注）赤字の部分が対象
電動機(14)
とﾄﾗﾝｽﾃﾞュｰｻ

プログラマブル
コントローラ

操作盤
(10)

入出力
インターフェイス

安全防護物
と警報機器

アクチュエータとセンサ
処理装置

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜IEC60204-1 制御盤への規格適用＞

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜電気装置の選択と周囲環境＞
＜使用する電気装置の選択と 設備の電源仕様＞

■機械の電気装置に用いる電気部品及び電気機器は、
次のすべてを満足しなければならない。(4.2)
－ 意図する用途に適している。
－ 関連する日本工業規格又はIEC 規格があれば、それらに適合する。
－ 供給者の使用上の指示に従って用いる。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜電気装置の選択と周囲環境＞
＜使用する電気装置の選択と 設備の電源仕様＞
■電気装置は、次のいずれかの条件で、正しく作動すること。
－ 交流電源(4.3.2)
－ 電圧 定常時の電圧が公称電圧の0.9～1.1 倍
－ 周波数 公称電源周波数の0.99～1.01 倍（連続）
又は 0.98～1.02 倍（短時間）
－ 直流電源(4.3.3)
－ 電池電源
電圧 公称電圧の0.85～1.15 倍
電池駆動車両の場合は、公称電圧の0.7～1.2 倍
瞬時停電 5 ms 以下
－ コンバータ電源
電圧 公称電圧の0.9～1.1 倍、瞬時停電 20 ms 以下。
次の中断までの間隔は、1秒を超えるものとする。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜電気装置の選択と周囲環境＞
＜周囲環境について＞

■周囲温度(4.4.3)
最低条件として、周囲温度が5 ℃～40 ℃の間で正常に作動しなければ
ならない。
■湿度(4.4.4)
最高周囲温度＋40 ℃において相対湿度が50 ％以下のとき，正常に作動
しなければならない。
温度が低い場合には高い湿度（例えば，＋20 ℃では90 ％）も許容する。
結露による悪影響は、設計によって防止するものとし、必要な場合は、
追加の方策（例えば、内蔵ヒータ、エアコン、水抜き孔）を用いてこれを
防止しなければならない
出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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■イントロダクション

＜電気装置の選択と周囲環境＞
＜周囲環境について＞

■高度(4.4.5)
電気装置は、海抜1,000m までの高度で正常に作動しなければならない。
■輸送及び保管（4.5)
輸送中及び保管中に、長時間では－25 ℃～＋55 ℃
24 時間を超えない短時間では＋70 ℃までの温度の影響に耐えるように
設計するか、又は適切な温度対策をとらなければならない。
輸送中及び保管中の湿度，振動，衝撃による損傷を防止するための適切
な手段を用いなければならない。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.1 入力用電源導体接続

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇機械の電気設備はできる限り単一電源とするのが望ましい。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.2 外部の保護接地システムを接続する端子

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電源の接地系統に応じて、入力電源ごとに電圧相導体用端子の近くに
端子を設けること。
□外部保護導体は外部電源接続部の近くに接続箇所を設ける。

〇端子サイズを表1に示す。
□相導体の断面積を基に外部保護導体の断面積を決め、メーカー推奨の
端子サイズの選定を行う。
＜表1－外部保護導体（銅）の最小断面積＞

装置に給電する電源の相導体の断面積S（mm2）

外部保護導体（銅）の最小断面積Sp（mm2）
（左欄のSに対応してSpを決める。）

S ≦ 16
16 < S ≦ 35
S > 35

S
16
S/2

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.2 外部の保護接地システムを接続する端子

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇外部保護接地システムまたは外部保護導体用の端子は「PE」の
文字マークまたは、ラベルで識別表示すること。
[IEC 60445(JIS C 0445)]参照。
□外部保護導体用の端子はマークチューブとラベルにて識別表示を行う。
保護接地図記号の
色について指定は無い

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇入力電源断路器（ブレーカ）は「機械への各入力電源」または
「機械に搭載している各電源」に対して設置すること。
□規格に適合したブレーカを使用する。
□次のいずれかの断路器が備わっていること
－ 断路用開閉器（JIS C 8201-3の AC-23B又はDC-23B）
（e.g.:カム作動式）
－ 補助接点付き回路遮断器（JIS C 8201-3）
－ 断路に適する回路遮断器（JIS C 8201-1，JIS C 8201-2）
－ 断路に適するその他の開閉器
－ プラグ･ソケット対（可搬形機械用）
□電気装置全体を断路できること
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〇規格の要求事項
6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
□解釈・事例・基準
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.1 一般事項
■入力電源導体の接続においては、プラグ接続［5.3.2 e) 参照］による
場合を除き、電源導体を電源断路器に直接接続することが望ましい。

■入力電源断路器は，次の電源に対して設置しなければならない(5.3.1）
－ 機械への各入力電源。
－ 機械に搭載している各電源。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.3 入力電源断路器
6.1.1.3.2 種類

〇入力電源断路器は、次のいずれかの種類を用いること。
a) 断路用開閉器または補助接点付き回路遮断器(IEC 60947-3)
b) 断路に適する回路遮断器（IEC 60947-1，IEC 60947-2)
c) 断路に適するその他の開閉器
d) プラグ･ソケット対（可搬形機械用）
□要求事項に基づき、入力電源断路器の選定を行う。
（選定に際してはメーカーに確認を行う）
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.3 入力電源断路器 6.1.1.3.3 要求事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇5.3.2のa)～c)に該当する入力電源断路器（ハンドル）は、次の要求事項を
全て満足すること。
①電源から電気装置を断路でき、一つのオフ（断路）位置と一つの
オン（閉路）位置をもち、各位置を、記号“O”及び“｜”で明示する。
②接点間ギャップを目視でき、エンクロージャ（制御盤、制御ボックス）
外部面に操作手段をもつ。
③オフ（遮断）位置でロックできる手段（例えば、南京錠）を備えている。
④電源回路のすべての充電導体を断路できる。ただし、いかなる接地線も
断路してはならない。
□対応基準
①

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

②

③

④

（赤枠は
接地線）
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.3 入力電源断路器 6.1.1.3.3 要求事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇入力電源断路器がプラグ・ソケット対である場合、機械をオンオフする目
的には適切な使用負荷種別をもつ開閉機器を用いること。
□コンセントによる一次電源の抜き差しは禁止する。
入力電源用コネクタ等を用いること。
6.1.1.3.4 操作手段

〇入力電源断路器の操作手段（例えば、ハンドル）は、作業面から0.6m以上
1.9m以下の位置に設けること。上限位置は1.7m を推奨する。
□右図

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.4 予期しない起動を防止するための開路用機器
（Device for switching off）
⇒保守作業中に勝手に電源が投入されることを防止する

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇予期しない起動を防止するための開路用機器を備えること。
□非常停止を設け、さらにドアスイッチ・ライトカーテン・キースイッチ等を設
け、駆動電源を断路できるインタロックのシステムを構築する。タグアウト。
キー付きブレーカの使用など。
〇開路用機器は機能と目的とを容易に識別できるようにすること。
□銘板、ラベル等により回路図と一致したものを機器の周囲に貼り付ける。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.4 予期しない起動を防止するための開路用機器
（Device for switching off）
⇒保守作業中に勝手に電源が投入されることを防止する

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇操作盤または他の場所から誤って断路機器の投入を防ぐための手段を
備えること。
□例えば、キースイッチ(抜き取り式)や南京錠を用いることで、作業中の電源
投入を防止する。
（安全柵を想定したもの。安全柵は操作盤に開閉機能を持たせてはならない。）
〇断路機能を満たす次の機器は、予期しない起動を防止するための開路用
機器として用いてもよい。例えば、引抜き形ヒューズリンクまたは引抜き形リン
ク。 （メンテナンス用。安全プラグ。）
□要求事項の通り。
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6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.5 電気装置を断路する機器

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電気機器を無通電状態にするための機器を設けること。
さらに、不注意による断路を防止する手段を備えること。
□例えば、右図のような埋め込み式の
出典：写真 平田機工(株)よりご提供
装置電源操作用のハンドルを設ける。
6.1.1 入力電源導体の接続、断路器及び開路用機器
6.1.1.6 禁止されている投入及び不注意・過誤による投入に対する保護

〇オフ（遮断）位置でロックできる手段を備えていること。
□例えば、右図のような南京錠を備えているものを備える。
〇ロック不可能な断路器を、囲いがある電気設備区域内に配置す
る場合には、再投入を防止する他の保護手段を用いること。
□ロック不可能な断路器、または扉付近に右図のような命札を貼
り、保護する手段を取る。
出典：写真 平田機工(株)よりご提供
24
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.2 感電保護
6.1.2.1 一般事項

〇電気装置は、直接接触と間接接触による感電から人を保護する対策を
備えること。
□「直接接触に対する感電保護（IEC60204-1の6.2）」を参照。
「間接接触に対する感電保護（IEC60204-1の6.3）」を参照。
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6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.1 エンクロージャによる感電保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇充電部（※）は、直径12.5mm以上の固形異物と指の侵入に対する保護が
なされているエンクロージャ（制御盤、制御ボックス）内に配置すること。
※電気が通電される部分（電線の端子部など）
〇エンクロージャの上面に人が近づくことができる場合、その上面は、直径
1.0mm以上の固形異物とワイヤの侵入に対する保護がなされていること。
□IP42、IP54相当で製作する
□IP42… 直径1.0mm以上の固形異物とワイヤが内部に侵入しない。
さらに、鉛直に対して15度以内の角度方向からの水が、
内部に浸入しない。
□IP54… 粉塵とワイヤが内部に侵入しない。さらに、はねあげられた水が
内部に浸入しない。
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6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.1 エンクロージャによる感電保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇次の条件を満たさない限り、エンクロージャは開かないこと。
（扉、ふた、カバーなどが開かないこと）
①エンクロージャ内にアクセスする為には、かぎ（鍵）又は工具を必要とする。
②エンクロージャ内の充電部には、人の指が接触して感電しないように
保護すること。
□対応基準
①下図（カバーを設ける）

②下図 端子部にカバーを設ける

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.2 絶縁物による充電部の保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇充電部は、破壊しなければ除去できない絶縁物で完全に覆うこと。
□「破壊しなければ」 ⇒ 「工具を用いなければ」 と置き換える。
□分岐、受電箇所には、樹脂カバーを取り付ける。（下左図を参照）
端子カバーがなく、充電部が露出している部品には、樹脂カバーを取り付
ける。
メーカーオプションの端子カバーでも可。（下右図を参照）。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.3 残留電圧に対する感電保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電源断路後も60Vを超える残留電圧をもつ充電部品は、感電保護をす
ること。
□エンクロージャの外面に感電注意マークを貼り、取扱説明書にマークの
意味を記載する。

6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.4 バリアによる感電保護

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

〇バリアによる保護に対しては、IEC60364-4-41[JIS C 60364-4-41]の4.12.2
を適用する。
□エンクロージャにより感電保護をする。「IEC60204-1 6.2.2 エンクロージャ
による感電保護」を準拠する。
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6.1.2 感電保護
6.1.2.2 直接接触に対する感電保護
6.1.2.2.5 人体が届かないところへの配置による感電保護又はオブスタク ルによる感電保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇人体届くところに充電部があってはならない。
（意図的な行為による接触は除く）
□オブスタクルによる保護は、エンクロージャにて実施する。
オブスタクル… 意図しない直接接触は防止するが、
意図的な行為による直接接触は防げない障害物
「エンクロージャによる感電保護（IEC60204-1の6.2.2）」を準拠する。
または、下図の感電防止距離（アームズリーチ）で対応する。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介
～ISO13849-2、IEC60204-1～（講演会資料より）
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6.1.2 感電保護
6.1.2.3 間接接触（※）に対する感電保護
（※故障（漏電等）によって感電してしまう金属部分）
6.1.2.3.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電気装置の各回路又は部分には、次の方策のうち、少なくとも一つを
採用すること。
・接触電圧の発生を防止する方策
（「電圧接触の発生防止（IEC60204-1の6.3.2）」を参照。）
・危険な接触電圧になる前の電源の自動遮断
（「電源の自動遮断による感電保護（IEC60204-1の6.3.3）」を参照。）
□危険な接触電圧になる前の電源の自動遮断
（「電源の自動遮断による感電保護（IEC60204-1の6.3.3）」を参照。）
を採用する。
6.1.2.3.2 電源の自動遮断による感電保護

〇故障（漏電等）によって感電してしまう金属部分に対しては
感電保護すること。
□一次電源の遮断器（ブレーカ）に漏電遮断器を使用する。
31

6.1.2 感電保護 6.1.2.4 PELV使用による感電保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇感電保護には、直接接触／間接接触に対する保護の他に人がたとえ
電極に触れても感電に至らない程度に低い電圧を利用する方法がある。
PELV（※）を使用することによって、保護回路が簡略化出来る。
※保護特別低電圧（Protective Extra-Low Voltage）
〇PELV回路は、次の条件を全て満足すること。
(a)公称電圧は、直流60Vを超えない。
(b)回路の一方の側（N相側）を保護ボンディング回路に接続する。
(c)PELV回路の充電部は、他の充電回路から電気的に分離する。
(d)各PELV回路の導体は、他のいかなる回路の導体からも分離する。
(e)PELV回路用プラグ及びコンセントは、次の事項を満足する。
・プラグは、他の電圧系統のコンセントに挿入できない。
・コンセントは、他の電圧系統のプラグの挿入を許さない。
□要求事項の通り。
□PELV対応の電源ユニットをメーカーより選定する。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.2 感電保護
6.1.2.4 PELV使用による感電保護

□6.4
6.4.1 a)
6.4.1 a)
6.4.1 b)
6.4.1 c)
6.4.2
6.4.2

6.4.2
6.4.2
6.4.2

PELV回路は、次の要求を満足すること
乾燥した場所で接触面積が小さい場合の最大値AC 25V / DC 60Vが満足される
その他の場合の最大値AC 6 V / DC 15 Vが満足される
回路の1端がPEに接続されていること
PELV回路と他の充電部分との電気的分離は、安全絶縁変圧器の1次2次間の
絶縁条件を満たすこと
PELVへの電源供給機器は次の7～10のいずれとする
IEC 61558-1＆IEC 61558-2-6に適合する絶縁変圧器
フェイルセイフ安全絶縁変圧器のマーク表示付き または
短絡保護なしのマーク表示付き または 短絡保護ありのマーク表示付き
IEC 61558-2-17に適合するスイッチング電源であって、前項の表示があるもの
安全絶縁変圧器と同等の安全度をもつ電源
（例えば、同等の安全度をもつ複巻電動発電機）
電気化学的電源（例えば、電池）又は他の電源（例えば、ディーゼル発電機）
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.1 一般事項

〇回路電流は、構成品の定格値又は導体の許容電流容量のいずれかを
超える可能性がある。よって、過電流保護を備えること。
□電源には、漏電遮断器を使用することで、過電流から保護する。
（漏電遮断器は、過電流から保護し、さらに漏電による感電からも保護する。）
6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.2 電源導体

〇電源導体のための過電流保護機器の選定に必要なデータを据付接続図
に記述すること。
□電源導体の為の過電流保護機器の選定に必要なデータとして、設備に接
続して頂く電源の容量を記載した資料を客先へ提出する。
⇒ユーティリティ一覧に記載して、客先に提出する。
34
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.3 電力回路

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電力回路の各充電導体には、過電流を検知して過電流を遮断する機器を
備えること。
□一般的な呼び名としては、配線用遮断器となる。
□電源には、配線用遮断器を使用することで、過電流から保護する。
（配線用遮断器は過電流から保護し、さらに、漏電による感電からも保護する）
（配線用遮断器のメーカー呼称：ノーヒューズブレーカ・サーキットプロテクタ
等）
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.3 電力回路

〇次の導体は、全ての通電導体を切断した後に、切断すること。
・交流電源回路の中性線
・直流電源回路の接地側導体（アース線）
・移動機械の露出導体に接続された直流電源の導体
□直流電源回路の接地側導体（アース線）については、非接地側のみ1P遮
断器を設置する。
（1P＝1ポール＝1層）
□アース線は断路させない。または中性線を含む4線を一気に断路する。
中性線が必要なのは100Ｖが必要な時。
例：Ｒ相＋中性線で100Ｖをとる。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護

6.1.3.1.3 電力回路

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇「中性線（中性導体）の断面積」 ≧ 「相導体（単相又は三相の1本の導
体）の断面積」である場合には、中性線（中性導体）には過電流検出器及び
遮断器は必要無い。
〇＜単相3線とは＞
単相3線の特徴は、3本の電線から100Vと200Vの両方の電気を取ることが
出来ることである。単相3線の2本の電圧線と接地（アース）された中性線の
3本で構成されており、片方の電圧線と中性線の2本を使うと100V、両方の
電圧線を使うと200Vが取り出せるという送電方式である。
□要求事項の通り。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.4 制御回路

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電源電圧に直接接続する制御回路の導体と制御回路用変圧器（パワーサ
プライ）への給電回路は、「電力回路（IEC60204-1の7.2.3）」に従って過電流か
ら保護すること。
□一般的な呼び名としては、配線用遮断器となる。
□電源には、配線用遮断器を使用することで、過電流から保護する。
（配線用遮断器は過電流から保護し、さらに、漏電による感電からも保護する）
（配線用遮断器のメーカー呼称：ノーヒューズブレーカ・サーキットプロテクタ
等）
電源の保護

これらの過電流保護回路が必要
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.4 制御回路

〇制御回路用変圧器（パワーサプライ）又は直流電源から電源を供給する制
御回路の導体は、過電流保護を実施すること。
□過電流保護付きスイッチングパワーサプライ、過電流保護付きPLCなどを使
用する。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.5 コンセント及びそれに給電する導体

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保守用コンセント（サービスコンセント）に給電する導体（電線）には、過電流
保護（遮断器）を設けること。
□通常のコンセントを使用し、上流側に過電流保護として、配線用遮断器
（サーキットプロテクタ）を設ける。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.6 照明回路

〇照明回路には専用の過電流保護を設けて短絡の影響から保護すること。
□制御盤内において、一次遮断器よりも上流から照明電源を設け、過電流保
護機器（ヒューズやブレーカ等）を設置する。
200V駆動の照明を使用する事を推奨する（トランスの使用を省く為）。
※過電流による停電からの復旧を急ぐ場合は、過電流保護機器として、ブ
レーカを使用する。
※過電流による停電からの復旧を急がない場合は、過電流保護機器として、
ヒューズを使用する。
※一次電源が遮断しても照明がOFFされてはいけない為、一次電源とは別回
路で照明回路を設ける。
照明回路は、主にヒューズで保護をする。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.7 変圧器

〇変圧器（トランス）は、製造業者の指示に従って過電流から保護すること。
過電流保護機器の種類及び作動電流の設定値は、変圧器製造者の推奨に
従うこと。
□変圧器の1次側と2次側に過電流保護機器（ブレーカー）を設ける。遮断器
のみ使用。
□1次側からの過電流に対してはブレーカで対応する。
□2次側からの過電流に対してはノーヒュズブレーカやサーキットプロテクタで
対応する。
□サーキットプロテクタは突入電流に対して感度が良いため、推奨しない。
保護装置

PEへ接続する

原則として、上記のような保護装置を設置する。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護

6.1.3.1.8 過電流保護機器の配置

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇過電流保護機器は、次のすべての条件を満足すること。
・全ての導体の電流容量が、少なくとも負荷の電流容量以上である。
・電流容量が減少する導体（電線）から過電流保護機器までの導体長が3m
を超えない。
・短絡する可能性が少ない方法で導体を布設する。
（例：エンクロージャ又はダクトで保護する）
□要求事項の通り。
□過電流保護機器とそれとつながる機器との間の導体長が3mを超えないこ
と。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.9 過電流保護機器

〇過電流保護機器は、想定される事故電流よりも大きい定格短絡遮断容量を
持つものを選定すること。
電源以外（例：モータ、回生電流など）から流れ込む電流も考慮しなければな
らない。
□客先仕様により定格短絡遮断容量（SCCR：Short Circuit Current Rating）を要
求される場合がある。
要求がなされた場合には、要求値を満たすように機器選定を行う。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.1 過電流保護
6.1.3.1.10 過電流保護機器の定格及び作動電流設定値

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇ヒューズの定格電流、又はその他の過電流保護機器を選定する場合
には、過電流による損傷から開閉機器を保護することを考慮すること。
□要求事項の通り。
〇過電流保護機器の定格電流又は作動電流設定値は、以下の文章を参
考にして求めること。
・定常使用時の電流容量 （IEC60204-1の12.4）
・導体と過負荷保護機器との協調 （IEC60204-1の附属書D.2）
・導体の過電流保護 （IEC60204-1の附属書D.3）
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.1 一般事項
〇定格が0.5kWを超える電動機には、温度上昇保護を設けること。
（メーカー保証値を超えてはならない。）
□AC汎用モータにはサーマルリレーを入れて温度感知をする。
□DC汎用モータにはサーミスタを入れて温度感知をする。
□サーボドライバであれば過負荷保護内蔵。

※サーマルリレーとは、
過負荷による発熱を検出すると接続を切断（トリップ）して回路を保護する機器
※サーミスタとは、
温度の変化に対し極めて大きな抵抗値変化を示す抵抗器
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.1 一般事項

〇温度保護機能が作動した後の電動機の自動再起動が、危険状態を招
く場合は、自動再起動を防止すること。
□サーマルリレーであれば手動リセット対応の為、要求事項を満たす。
□DC汎用モータは、時間をおいて冷えるのを待ってリセットする。
□アンプ付きモータを使用した場合は、ソフトウェアでエラー検知できるよ
うにする。
□サーボドライバであればソフトウェア側でエラー検知を行う。
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6.1.3 装置の保護
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護 6.1.3.2.2 過負荷保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇過負荷保護を備える場合は、すべての充電導体の過負荷を検出するこ
と。（ただし、中性線を除く）
□三相交流電源線へサーマルリレーを設置する。インバータ等では機器
の電子サーマルを使用する。
（インバータと電動機が1対1の場合に限る）
〇電動機の過負荷検出器がケーブル保護を目的としない場合、使用者の
要求によって、過負荷検出器を一部の充電導体に限定して設けることで、
過負荷検出器の数を減らしてもよい。
□要求事項の通り。
〇単相電動機又は直流電動機の場合には、検出器は一つの非接地充電
導体だけに設ければよい。
□AC汎用モータの場合サーマルリレーを使用する。
□DC汎用モータの場合サーミスタを使用する。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.3 装置の保護
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.2 過負荷保護

〇過負荷保護を開閉機器によって行う場合は、開閉機器は、過負荷時に
すべての充電導体を開路しなければならない。
中性線導体は、開路しなくてもよい。
□AC、3相の場合はサーマルリレーで対応する。
〇過負荷になり得ない電動機には、電気的な過負荷保護機器を備える必
要はない。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項

6.1.3 装置の保護
□解釈・事例・基準
6.1.3.2 電動機の温度上昇保護
6.1.3.2.3 電流制限による保護
〇三相電動機の温度上昇保護は、保護装置の数を3個から2個に減らし
ても良い。
ただし、直流電源又は単相交流電源で作動する電動機では、電流制限を
接地されない充電導体だけに行ってもよい。
□電動機が3相の場合はサーマルリレーで保護する。
□DCの場合は保護装置をプラス側のみ設ければ良い。
6.1.3 装置の保護
6.1.3.3 異常温度保護
〇発熱する抵抗その他の回路で、著しく高温となり危険状態を招く可能
性のあるものには、適切な制御応答を伴う検出手段を設けること。
□異常温度出力付きの回生抵抗を使用する。
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6.1.3 装置の保護 6.1.3.4 停電、電圧低下及びその復旧時の保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇停電、電圧低下の復旧時に、危険状態を招く可能性がある場合は、あらか
じめ設定した電圧で作動する不足電圧保護（例えば、機械への供給電源の
遮断）を備えること。
□セーフティPLCの出力によってマグネットコンタクターを励起させ、駆動系の
機器へ駆動電源を供給する回路を構築している。
停電復旧時にはセーフティPLCを適切に再起動しなければ駆動電源が供給さ
れないので、装置の暴走は発生しない。
〇電圧の回復又は供給電源側の再投入によって、機械が自動的又は予期し
ない再起動をすると危険状態を招くことがある場合は、再起動を防止すること。
□要求事項の通り。
〇機械の一部又は連携して稼働中の機械群の一部だけが電圧低下又
は停電の影響を受ける場合には、不足電圧保護は、保護機能が確実に
協調して作動するように適切な制御応答を開始させること。
□要求事項の通り。
51

〇規格の要求事項
6.1.3 装置の保護 6.1.3.5 電動機の加速度保護
□解釈・事例・基準
〇速度超過が危険状態を招く場合には、（作業限界からの逸脱（IEC60204-1
の9.3.2）（※））の方策を考慮して、過速度保護を設けること。過速度保護は、
適切な制御応答を促し、かつ、自動的再起動を防止するものであること。
※機械が、作動限界（例えば、速度、圧力、位置の限界）を逸脱して危険状
態に至ることが起こり得る場合には、決められた限界を超える行き過ぎを検
出して適切な制御を行う手段を備えること。
□要求事項の通り。

6.1.3 装置の保護 6.1.3.6 相順の保護
〇電源電圧の相順が正しくないと3相誘導電動機は逆転する。このような
危険状態又は機械の損傷を引き起こす可能性がある場合は、相順の保
護を備えること。
□マークチューブを使用して誤配線を防止する。
デバッキング中（試運転中）には低速度で動かし、モータの回転方向を確
認する。
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6.1.4 等電位ボンディング

⇒ 落雷などで発生する異常な電圧（サージ）により機器を保護する為の電気
的接続（アースによって電気機器を守ること）
⇒ 等電位… 接地との電圧（電位）をゼロとなるように電圧（電位）を等しくす
ること。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.1 一般事項

・保護ボンディング… やけど、火災のリスクを低減させる手段。
人を感電から保護する。
・機能ボンディング… 電気装置が正常に機能するためのアース（接地）。
装置内の電気機器の機能を保護する。
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6.1.4 等電位ボンディング 6.1.4.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

必要により接続
保護ボンディング
機能ボンディング
①機能ボンディング（8.3）と保護ボンディング（8.2）
の兼用
②機能ボンディングだけ（8.3）
保護接地用導体又は機能接地用導体に接続

出典：JISB9960-1
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護ボンディング回路は、次のもので構成する。
・PE 端子（Protective Earth）
（「外部の保護接地システムを接続する端子（IEC60204-1の5.2）」を参照）
・機械の装置内の保護導体
（しゅう動接点（Sliding contacts）が保護ボンディング回路の一部である
場合は、しゅう動接点も含む）
・露出導電性部分及び電気装置の導電性構造部分
・機械の導電性構造部（金属部分）
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項
□PE端子
⇒外部保護導体は外部電源接続部の近くに接続箇所
を設ける。
外部電源の相導体の断面積を基に、外部保護設置
導体の断面積を決め、メーカーが推奨する端子サイ
ズの選定を行う。
（「外部の保護接地システムを接続する端子
（IEC60204-1の5.2）」を参照）

□機械の装置内の保護導体
（しゅう動接点とは、トローリー給電のことを指す。）

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

黄色と緑色のストレート線
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

□露出導電性部分及び電気装置の導電性構造
部分
⇒露出とは、端子カバー等で保護されていな
い端子部分を指す。
⇒扉アースは、筐体の板金を経由せず、直接
アース線で、アースバーに接続する。

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

□機械の導電性構造部（金属部分）
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護ボンディング回路のすべての部分は、そこを流れる地絡電流によって
生じる最大の熱的ストレス及び機械的ストレスに耐えるように設計すること。
以下は、「保護導体 （アース線）（IEC60204-1の8.2.2）」の項目を参照すること。
１）計算による選定 IEC60364-5-54 （543.1.1による）
２）電源供給導体のサイズから最小断面積を選定する
□保護導体 （アース線）（IEC60204-1の8.2.2）の項目を参照する。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電気装置又は機械の構造部分のコンダクタンス（導電度）が、露出導電
性部分に接続される最小保護導体のコンダクタンスよりも小さい場合は、
追加のボンディング導体を備えること。追加保護導体の断面積は、主保護
導体の断面積の50 ％以上とすること。
□不測の事態が発生した場合のみ適用する。
□コンダクタンスが必ず上回るように布設する。
（通常は上回る。）
〇IT 系統の電源を用いる場合は、機械の構造部
は保護ボンディング回路の一部となるようにして、
更に絶縁監視機器を備えること。
□右図
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇「クラスⅡ装置の使用又は同等の絶縁による保護（IEC60204-1の6.3.2.2）」
に従う装置の導電性構造部分は、保護ボンディング回路に接続する必要は
ない。
すべての装置が(IEC60204-1の6.3.2.2)に従うものである場合は、機械の構造
を形成する外部導電性部分を、保護ボンディング回路に接続する必要はない。
□二重絶縁を有する機器を使用する場合には、保護ボンディング回路に接
続する必要はない。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

＜電気装置のクラスの定義＞ JIS B 9960-1 附属書JD
基本保護のための手段の要素として基礎絶縁をもち、故障保護のための
手段の要素として保護ボンディングをもつ機器。
基本保護のための保護手段の要素として基礎絶縁をもち、かつ、
クラスⅡ装置
故障保護のための保護手段の要素として補助絶縁をもつか、又は
基本保護及び故障保護を強化絶縁で行う。
基本保護のための手段の要素として、特別低電圧値という電圧制限に
クラスⅢ装置
依存し、故障保護のための要素をもたないもの。
表内の用語の意味は、次による。
基本保護： 正常状態（故障のない状態）の下での感電保護。
故障保護： 単一故障状態（例 基礎絶縁の故障）の下での感電保護。
基礎絶縁： 感電に対し、基本保護を行う危険充電部の絶縁。
補助絶縁： 基礎絶縁の故障時の感電保護（故障保護）を行うために、基礎絶縁に加えて
施す独立した絶縁。
強化絶縁： 感電に対し、二重絶縁と同等の保護を行う危険充電部の絶縁。
二重絶縁： 基礎絶縁と補助絶縁との両方で構成する絶縁。
特別低電圧値： ELVのこと。PELV又はSELVをいう。
クラスⅠ装置
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇「電気的分離による保護（IEC60204-1の6.3.2.3）」に従う装置の露出導電
性部分は、保護ボンディング回路に接続しないこと。
□電気的分離
絶縁不良（漏電）発生時に保護機器の自動作動によって導体を電源から
遮断する。
一般的に、短絡保護には回路遮断器又はヒューズを用いる。
（情報源：
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.2 保護導体（アース線）

〇保護導体は、銅導体の2mm2以上の電線を使用する。
□要求事項の通り。
〇保護導体（アース線）は、黄色と緑色の組み合わせのストレート線とする。
□要求事項の通り。
〇保護導体の断面積は、次の要求事項によって決定すること。
＜外部保護導体（銅）の最小断面積＞
装置に給電する電源の相導体の断面積Ｓ（mm2）
Ｓ≦16
16＜Ｓ≦35
Ｓ＞35

外部保護導体（銅）の最小断面積 Ｓｐ（mm2）
（左欄のＳに対応してＳｐを決める）
Ｓ
16
Ｓ／2

□上記の表を満たすこと。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇ボンディング接続部は、電流容量が、機械的、化学的、電気化学的な影
響によって劣化しないように設計すること。
□要求事項の通り。
〇金属製の可とう性ダクト又は非可とう性ダクト、並びに金属のケーブル
外装は、保護導体として用いないこと。
ただし、金属ダクト及びすべての接続ケーブルの金属外装は、保護ボン
ディング回路に接続すること。
□下のダクト図を参照する。
ダクト蝶番
蝶番は導通性があり、ビス部は
塗装不可
（ダクトと蓋が導通すること）

ダクトジョイント部
ビス部は塗装不可。
（アース線とダクトが導通する
こと）
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電気機器が、ふた、扉、カバープレートに取り付けられている場合、保護ボ
ンディング回路の導通性を確保すること。このために保護導体（「保護導体
（IEC60204-1の8.2.2）」参照）を用いることを推奨する。
保護導体を用いない場合は、低い抵抗になるように設計した締結部品、丁番
又はしゅう動接点を用いること。
（ 「TN接地系統における試験方法（IEC60204-1の18.2.2）」の試験1：保護ボン
ディング回路の導通性の検証 を参照）
電気機器を蓋・ドア又はカバープレートに取り付けた場合、
保護結合回路の導通性を確保すること。
この際、締結器具・蝶番又は指示レールに頼らないこと。
保護導体は機器に給電する導体と同等以上とすること。
BOXの筐体は必ずアースをとる。ただし、塩ビ等で二重絶
縁されたBOXは、アースをとる必要は無い。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.3 保護ボンディング回路の導通性

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇損傷の危険にさらされるケーブル（例えば、可とう性の引きずりケーブル）の
中の保護導体は、その導通性を適切な方策（例えば、モニタリング＝監視）に
よって確保すること。
□損傷すれば通信エラーが発生する為、エラーを検出する。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.4 保護ボンディング回路からの開閉機器の排除

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護ボンディング導体を切り離すいかなる手段も備えていないこと。
□要求事項の通り。
〇保護ボンディング回路には、開閉機器及び過電流保護機器（例えば、ス
イッチ、ヒューズ）を挿入しないこと。
□リレー、スイッチ、ヒューズ等の接点を有する機器は、保護ボンディング
回路に使用しない。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.4 保護ボンディング回路からの開閉機器の排除

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護ボンディング回路の導通が、取り外し可能な集電子又はプラグ・ソケッ
ト対で切り離しできる場合には、保護ボンディング回路用接点は、充電導体用
接点よりも接続時には先に閉じ、切り離し時には後に開くこと。
このことは、取り外し可能のプラグインユニットにも適用する。
（「プラグ・ソケット対による接続（IEC60204-1の13.4.5）」参照）
□挿入時はアース線が先に入って、脱着時にはアース線が後に抜けるコネク
タを使用する。
（通常のコネクタは要求事項を満たす構造となっている。）
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.5 保護ボンディング回路に接続する必要のない部分

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護ボンディング回路に接続する必要のない部分がある。
□ねじ、リベット、銘板のような小部品、及びエンクロージャ内の部品（例え
ば、コンタクタ又はリレーの電磁石、及び機器の機械的部分）については
保護ボンディング回路に接続する必要が無い。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.6 保護導体の接続線

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇すべての保護導体は、「一般要求事項（IEC60204-1の13.1.1）」に従って
接続すること。保護導体接続点をその他の用途に、例えば、器具又は部
品の取付け又は接続のために、用いないこと。
※(13）配線 (13.1）接続及び経路 (13.1.1）一般要求事項
・全ての接続、特に保護ボンディング回路の接続は、不測の緩みが生じな
いようにしっかり固定すること。
・接続には、接続する導体の断面積及び特性に適する手段を用いること。
・一つの端子に複数の導体を接続しないこと。
ただし、端子が複数導体接続用に設計されて
いる場合はこの限りでない。
・保護導体は、常に1端子に1本だけの接続に
すること。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.6 保護導体の接続線

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

※(13）配線 (13.1）接続及び経路 (13.1.1）一般要求事項
・はんだ付け用端子以外には、はんだ付け接続をしないこと。
・端子台の端子には、図面上の表記と一致する記号で明りょうにマーキン
出典：写真 平田機工(株)よりご提供
グするか、又はラベル付けをすること。
・電気的誤接続（例えば、部品交換時に生じるもの）
によってリスクが発生する可能性があり、しかも設計
方策によって誤接続の可能性を軽減できない場合は、
導体及び／又は端子を（一般要求事項（IEC 60204-1 13.2.1
導体の識別、一般要求事項
の13.2.1）（右図））に従って識別すること。
・可とうコンジット（電線管）及びケーブルの設置におい
ては、取付け部（fitting）から液体が排出されるように実
施すること。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.6 保護導体の接続線

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

※(13）配線 (13.1）接続及び経路 (13.1.1）一般要求事項
・よ（撚）り線接続用でない機器又は端子に、より線を接続する場合には、
よりを維持する手段を用いること。はんだをこの目的に用いないこと。
・シールド導体は、シールドのほつれを防止し、かつ、簡単に接続を取り外
せるように端末処理を行うこと。
・識別用タグは、読みやすく、耐久性があり、物理的環境に適するものある
こと。
・端子台においては、内部配線と外部配線とが端子上で交差しないように
取付け及び配線を行うこと 。
(IEC60947-7-1[JIS C 2811]参照)
□要求事項の通り。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.6 保護導体の接続線

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇各保護導体接続点は、 次の図記号IEC 60417-5019（DB:2002-10）又は
文字PE を（図記号を優先する。）マーキング又はラベルによって表示する
か、緑と黄の2 色組合せの色表示をするか、又はこれらの組合せによって
表示すること。（下図）
□保護導体の接続部には、下図のマーキングを表示する。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.7 移動機械

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電源を搭載する移動機械では、感電保護のために、保護導体、電気装
置の導電性構造部分、及び機械の構造を形成する外部導電性部分のす
べてを、一つの保護ボンディング端子に接続すること。
移動機械を外部電源にも接続するときは、外部保護導体をこの保護ボン
ディング端子に接続すること。
□AGV（Automatic Guided Vehicle：無人搬送車）に該当する。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.2 保護ボンディング回路
（やけど、火災のリスクを低減させる手段）
6.1.4.2.8 接地漏えい電流が10mA（交流及び直流）を超える電気装置
の追加保護ボンディング要求

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇接地漏えい電流が10 mA（交流及び直流）を超える電気装置（例えば、可
変速電動機システム及び情報技術装置）は、次のa)～c) の条件の幾つかを
満たすこと。
a) 保護導体の断面積を全長にわたって、銅導体では10 mm2 以上、
アルミ導体では16 mm2 以上とする。
b) 保護導体の断面積が銅導体で10 mm2、アルミ導体で16 mm2 に満たな
い部分には、少なくともその保護導体と同じ断面積の追加保護導体を備
えなければならない。
c) 保護導体の導通性が失われたときは、電源を自動遮断する。
□要求事項は履行しないといけないが、アルミ導体は使用していない。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.3 機能ボンディング
（電気装置が正常に機能するためのアース（接地））

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇地絡（IEC60204-1の9.4.3.1）に従って、制御回路の共通導体を接地する
ことによって、制御回路の絶縁故障による誤作動からの保護を達成できる。
□ 「地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動に対する保護（IEC602041の9.4.3）」を参照。
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6.1.4 等電位ボンディング
6.1.4.4 大きな漏洩電流の影響を制限する方策

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇大きな漏えい電流の影響は、大きな漏えい電流をもつ装置の入力電源
を、分離巻線をもつ専用の電源変圧器から供給することによって、影響を
その装置内だけに制限することができる。
この場合、保護ボンディング回路は、装置の露出導電性部分及び変圧器
の二次巻線の両方に接続すること。
□高い漏れ電流が出る機器の影響を制限するには、その機器専用の巻
き線を持つ専用の変圧器を使用する。
機器の露出導電部と変圧器の2次巻き線は保護ボンディング回路に接続
する。
□絶縁型のトランスを使用する。装置の露出導電性部分とトランスの2次
側の一方を保護ボンディング回路に接続する。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.1 制御回路電源

〇制御回路に交流電源を供給する場合は、制御回路用の変圧器を用い
ること。
この変圧器は、分離巻線形（複巻）でなければならない。
□要求事項に適合した機器を選定する。
□分離巻線形のトランス（例）の写真
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.1 制御回路電源

〇交流電源から変換した直流電源を用いる制御回路が保護ボンディング
回路（一般事項（IEC60204-1の8.2.1））に接続される場合は、交流の制御
回路で用いた変圧器の分離巻線から（変圧器を共用して）給電するか、別
の制御回路用変圧器から給電すること。
□要求事項の通り。
〇分離巻線（複巻）変圧器を用いるスイッチング電源は、IEC61558-2-16
[JIS C 61558-2-16]を満たすこと。
□要求事項に適合した機器を選定する。（メーカー確認）
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.2 制御回路電圧

〇制御回路の公称電圧は、制御回路が正常に機能する値とすること。
変圧器から供給する回路の公称電圧は、277Vを超えないこと。
□要求事項の通り。

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.1 制御回路
6.1.5.1.3 保護
〇制御回路には、（7.2.4）及び（7.2.10）による過電流保護を備えること。
□「制御回路（IEC60204-1の7.2.4）」を参照。
□「過電流保護機器の定格及び作動電流設定値（IEC60204-1の7.2.10）」
を参照。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.1 起動機能

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇起動機能は、関連回路に電気を通じることによって作動するものであること。
□要求事項の通り。要求事項には当たり前のことが書かれている。
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.2 停止機能

〇停止カテゴリ

ISO14118
停止
制御上の
停止状
停止状態の説明
(JIS B 9714)
カテゴリ
呼び名
態の例
0
非制御停止 停止状態 機械アクチュエータの電源が直接遮断されている状態 非常停止
機械アクチュエータを停止させるために電力を供給し、
1
制御停止
－
その後、停止時に電源を遮断してそれを維持する制御 逆相制動
停止
ホールド
2
制御停止
休止状態 機械アクチュエータに電力を供給した状態での停止
停止状態

□停止条件に対してリスクアセスメントを実施し、安全な停止方法を検討、
採用する。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能 6.1.5.2.3 運転モード

〇モード選択によって危険状態が起こり得る場合は、適切な手段（例えば、
キースイッチ、アクセスコード）によって、無許可及び／又は不注意による
モード選択が行われることを防止すること。
□モードの選択は、パスワード及び専用のキーを有する特定の人によって
のみ行われるようにすること。
〇モードを選択しただけで機械が運転を開始しないこと。
機械の起動には、モード選択とは別の起動制御を必要とすること。
□モードの選択後の機械の起動は、別の操作による開始すること。
〇選択したモードは、表示すること。
（例えば、モード選択器の選択位置表示、表示灯、ディスプレイ画面によっ
て。）
□HMI、ティーチペンダント、シグナルタワー等を使用して要求事項を満たす
ようにする。

83

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能 6.1.5.2.4 安全機能及び／又は保護方策の中断

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇設定（段取り変更）又は保守のために安全機能及び又は保護方策を中断
する必要がある場合は、次のことによって保護を確実に達成すること。
・他のすべての運転（制御）モードを作動不能にする。
・他の関連手段を用いる。例えば、次に示す手段の幾つかを用いる。
・ホールド・ツゥ・ラン機器又は同等の制御機器による運転の始動
・非常停止付きの携行式操作盤（適切ならば、イネーブル機器も備える）。
携行式操作盤が使用されている時は、機械の可動部の始動は、その
操作盤だけから可能であること。
・ケーブルレス操作盤（適切ならば、イネーブル機器も備える）。
ケーブルレス操作盤が使用されている時は、機械の可動部の始動は、
その操作盤だけから可能であること。
・機械の動きの速度又は力を制限する手段。
・機械の可動範囲を制限する手段。
※ホールド ツゥ ラン = Hold to run = 動作保持制御
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.1 一般事項

〇安全な運転のために、必要な安全機能及び／又は保護方策（例えば、
インタロック）を設けること。
〇機械がどのような理由で停止した場合でも、停止後に意図しない又は
予期しない動きを防止する方策をとること。
〇複数の操作盤をもつ機械では、異なる操作盤からの指令により危険な
状態とならないこと。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.2 起動

〇運転の起動は、関連するすべての安全機能及び／又は保護方策が有
効に機能しているときだけ可能となるようにすること。
ただし、段取り変更又は保守時を除く。
〇特定の運転条件に対して安全機能及び／又は保護方策を設けることが
できない機械では、手動操作は、ホールド ツゥ ラン制御（イネーブル機器
（デッドマンスイッチ）の併用可）によること。
〇正しい順序で起動するように、適切なインタロック機能を設けること。
※ホールド ツゥ ラン = Hold to run = 動作保持制御
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.2 起動

〇起動を指令するために複数の操作盤が必要な機械の場合、これらの各
操作盤には、起動専用の制御器を設けること。
起動する条件は、次のとおりであること。
・機械の運転に必要な条件がすべて満たされている事
・すべての起動制御器がオフ位置にある事
・すべての起動制御器が並行して操作する事
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.3 停止

〇停止機能は、起動機能に割り込みして作動すること。
〇停止機能をリセットしたとき、危険状態を引き起こさないこと。
〇複数の操作盤を設ける場合は、必要に応じて、停止指令はどの操作盤
からも有効に作動すること。
□要求事項の通り。さらに、「停止機能（IEC60204-1の9.2.2）」も参照する事。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.4 非常操作（非常停止、非常遮断）
6.1.5.2.5.4.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

①非常停止
危険になったプロセス又は運動を停止させるための非常操作
②非常スイッチングオフ（非常遮断）
感電のリスク又は電気に起因するその他のリスクを発生した設備の全体
又はその一部に対し、電気エネルギーの供給を遮断するための非常操作
〇上記①②の操作の効果は、停止指令を解除するまで持続すること。
〇上記①②の指令の解除は、その指令操作を行った場所での手動操作
によってだけ可能であること。
停止指令の解除は、再起動を許すだけであって、停止指令の解除によっ
て機械が再起動しないこと。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.4 非常操作（非常停止、非常遮断）
6.1.5.2.5.4.1 一般事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇すべての非常停止指令が解除されるまで、機械の再起動が可能になら
ないこと。
〇すべての非常スイッチングオフ（非常遮断）指令が解除されるまで機械
の動力の再投入が可能にならないこと。
□要求事項の通り。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能
6.1.5.2.5.5.1 ホールド ツゥ ラン

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇ホールド ツゥ ラン制御は、機械の運転のために制御機器（押しボタンな
ど）の連続的操作（押し続けるなど）を必要とするものであること。
□押しボタンを押している間だけ動き、離したら即停止する制御のこと。
ロボットのティーチペンダントのイネーブルスイッチが該当する。
（インチング動作の押しボタンは即停止ではなく減速停止するので意味が
違う。）
※ホールド ツゥ ラン = Hold to run = 動作保持制御
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5.2.5.5.2 両手操作制御

〇本項については、「両手操作制御 （ISO13851、JIS B 9712）」に記載の内
容を参照すること。
□要求事項の通り。
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能

6.1.5.2.5.5.3 イネーブル制御

〇イネーブル制御は、機械の運転を再開してよいときまでイネーブル機器
を作動しない状態にしておくことによって、イネーブル機能が不正使用され
る可能性を最小にすること。
□イネーブル機能が不正使用されないように取扱説明書に必ず記載する。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.5 その他の制御機能
6.1.5.2.5.5.4 起動と停止とを兼ねる制御

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇機械的運動の始動と停止とを交互に指令する押しボタン及び類似機器
の使用は、危険状態を招かない機能だけに限ること。
□要求事項を満たすこと。製品リスクアセスメントの際に、この要求に関す
る事項を極力排除する。
始動と停止を交互に指令する押しボタン及び類似機器の使用は極力しな
いこと。
※製品リスクアセスメントとは、危険源を洗い出し、リスクの大きさに応じた安全対策を実施すること
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.6.1 一般事項

〇各操作盤には、どの機械がその操作盤で制御されるかが明確に分かる
ような表示をすること。
□操作盤のメーカー仕様に準じる。要求事項を満たすこと。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.6.2 制御の制限
〇指令が、意図した機械だけに作用すること。
□要求事項を満たすこと。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御
6.1.5.2.5.6.3 停止

〇操作盤には、運転停止機能をもち、非常停止できる場合であっても、非
常停止を示すマーキング又はラベル付けをしないこと。
□要求事項を満たす製品をメーカーより購入して使用すること。
〇ケーブルレス制御機能を備えた機械は、停止信号を受信したとき、また
は、ケーブルレスシステム内の障害を検出したとき、または有効な信号が
規定時間内に検出されなかったときにおいて、危険な運転を防止する手
段をもつこと。
□要求事項を満たすこと。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5.2.5.6.4 複数の操作盤

〇機械が複数の操作盤をもつ場合、同時に操作可能な操作盤は１つだけ
とすること。
その操作盤がどの機械を制御しているかを表示すること。
□要求事項を満たすこと。
6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.2 制御機能
6.1.5.2.5 運転
6.1.5.2.5.6 ケーブルレス制御

6.1.5.2.5.6.5 電池を電源として用いる操作盤

〇操作盤のバッテリの残量が少なくなったときは警告表示を出すこと。
さらに、警告表示が出ている間、機械が危険な状態にならないようにする
こと。
□要求事項を満たす製品をメーカーより購入して使用すること。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.3 保護インタロック 6.1.5.3.1 インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇機械の始動によって危険が生じる場合は、安全ガードを閉めただけで
機械が始動しないこと。
□要求事項を満たすこと。
〇起動機能インタロック付きガード（制御式ガード）に関する要求事項は、
「ISO 12100-2[JIS B 9700-2]の5.3.2.5起動機能インタロック付きガード（制御
式ガード）」に関する要求事項に規定されている。
□起動機能インタロック付きガード（制御式ガード）はいかなる場合も使用
しない。
6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.3 保護インタロック 6.1.5.3.2 作業限界からの逸脱

〇機械が想定した仕様の範囲内を超えて動作する場合（例：速度、圧力、
オーバーラン、過負荷、過電流等）は、センサ等を用いて機械を停止させ
なければならない。停止カテゴリに関しては、製品リスクアセスメントにより
決定する。
□要求事項を満たすこと。
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6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.3 保護インタロック 6.1.5.3.3 補助機能の作動

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇補助機能に用いる電動機又は機器にはインタロック機能を備えることに
より、機械そのものを破壊するような危険状態を招かないようにすること。
（例：潤滑用の注油、冷却剤供給、切りくず除去 等）
□要求を満たすように、製品リスクアセスメントによりインタロック機能を備
えること。
※製品リスクアセスメントとは、危険源を洗い出し、リスクの大きさに応じた安全対策を実施すること
6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.3 保護インタロック 6.1.5.3.4 異なる作動及び相反する動きを防止する
インタロック

〇機械を動作させるための駆動機器の相反する動作が危険を生じる場合、
それを回避するインタロックを設けること。
〇二つ以上の制御装置をもち連携して稼働する一群の機械は、制御装置
間で必要な協調をとること。
□要求事項の通り。

6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.3 保護インタロック 6.1.5.3.5 回生制動

〇回生制動だけでの制動制御はしないこと。
□要求事項の通り。
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6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.4 故障時の制御機能 6.1.5.4.1 一般要求

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇機械の故障や損傷による危険が生じる可能性を最小限に抑える手段を
講じること。
□要求事項の通り。
6.1.5 制御回路及び制御機能 6.1.5.4 故障時の制御機能 6.1.5.4.2 故障時のリスクを最小
にする方策

〇例として、以下の措置が挙げられるが、これだけに限定されない。
・実証された回路技術及び部品の使用
・部分的又は全体的冗長性の採用 （2重の安全性を考慮する。）
・多様化設計の採用
（二重安全の確保のために必要があれば多様性も考慮する。）
・機能試験の採用
・故障した時の現象を想定して、評価試験を行う。
・実施時期及び試験項目は設備毎に設定し、機能試験を実施する。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動に対する保護

〇制御回路の地絡が、予期しない起動及び危険な運動を引き起こすこと、
又は機械の停止を妨げることがあってはならない。
（接地：アース、グランドと同じ意味
地絡：電気を大地に逃がすためにつなぐアースのこと。）
□要求事項の通り。
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動に対する保護
方法Ａ：
制御変圧器から給電するが、制御用電源の
一旦を保護ボンディング回路に接続しない
場合には、地絡発生時に自動的に回路を遮
断する機器を設ける。

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

方法Ｂ：
中間タップ付き制御変圧器から制御回路に電
源を供給し、中間タップを保護ボンディング
回路に接続する場合、すべての制御回路電
源導体を開閉する過電流保護機器を設ける。

（ソレノイド）（ランプ）
（ソレノイド）（ランプ）

出典：JISB9960-1

出典：JISB9960-1
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6.1.5 制御回路及び制御機能
6.1.5.4 故障時の制御機能
6.1.5.4.3 地絡、瞬時停電及び導通不良による誤作動に対する保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇瞬時6停電による不具合（※1）を防止する為に、UPS（※2）やコンデンサを
使用すること。
※1 例： 動作中の暴走や落下等の危険。
データトラッキングのデータ喪失。
デスクトップPCによるPC制御の停止。
※2 UPS: Uninterruptible power supply:無停電電源装置
□UPSやコンデンサを必要により選定し、設ける。
〇安全関連制御回路に用いるしゅう動接点の接触不良が、危険状態を招
く可能性がある場合は、適切な方策をとること。
□摺動接点は、接点状態が不安定であるため、二重化する。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般事項 6.1.6.1.1 制御機器に対する一般要求事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇制御機器用エンクロージャの外に取り付ける制御機器に対する要求事
項を規定する。
〇制御機器用エンクロージャの外に取り付ける制御機器の選択、取付け、
識別、配置検討は、IEC61310（JIS B 9706）に従うこと。
〇不注意による誤操作が起こる可能性を最小にすること。
〇機械の危険な運転を抑止するために、タッチスクリーン、キーパッド、
キーボードなどの操作機器の選択、配列、プログラミング及び使用に特に
配慮すること。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般事項 6.1.6.1.2 配置及び取付け

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇制御機器の配置及び取付けは、次のことを満足しなければならない。
・作業及び保全のために容易にアクセスできる。
・材料運搬などの行為による損傷を最小にする。
〇手動操作の制御機器の取付けは、次のことを満足しなければならない。
・作業床面から0.6 m 以上の高さで、オペレータの通常の作業位置から
容易に届く範囲にある。
・操作する制御機器は、安全な場所に設置する。
〇足操作の制御機器の取付けは、次のことを満足しなければならない。
・作業床面から容易に操作できる。
・操作する制御機器は、安全な場所に設置する。
□要求事項の通り。

出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般事項
6.1.6.1.3 保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇保護等級（IEC 60529 [JIS C 0920]参照）及びその他の適切な措置は、次
に対する保護に備えた妥当なものであること。
・機械で用いる又は物理的に存在しうる液体・蒸気・ガスの影響
・汚染物（例：削りくず、塵埃、微粒子）の侵入
〇オペレータインタフェース用の制御機器は、直接接触に対する保護等級
を、少なくともIPXXD（※参照）とすること。
□特別な要求が無い場合は、IP54の保護等級を満たす制御盤を使用する。
※IPXXD：
針金（直径1mm、長さ100mm）による接近に対して保護する
※IP54：
防塵形、飛沫による水の浸入に対して保護する
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般事項
6.1.6.1.4 位置センサ

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇位置センサは、損傷しないように取り付けること。
□要求仕様通り。
〇安全関連制御機能の回路に用いる位置センサは、故障時のリスクを最
小にする方策をとらなければならない。
□断線、及び破損した場合、安全方向に働く様、オーバーランセンサには
NCタイプを使用する。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.1 一般事項 6.1.6.1.5 蛍光式操作盤、ペンダント系操作盤

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇衝撃及び振動（例えば、操作盤の落下、障害物との衝突など）によって、
機械が不意に作動する可能性が最小になるように選択し、配置すること。
□操作盤（ハンディータイプ）については、落下試験（IEC60068-2-31等を参
照）が実施されたものを使用する。
＜参考＞
IEC60068-2-31(JIS C 60068-2-31)
環境試験－電気・電子－第2-31部：落下試験及び転倒試験方法

□不意の作動を防止するため、デッドマンSWを押していないとアクチュエータ
が作動しない構造とする。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.16.2 押しボタン 6.1.6.2.1 色

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇押しボタンの色は、下左表によって色分けされなければならない。
□参照： 下表

6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器 6.16.2 押しボタン 6.1.6.2.2 マーキング

〇機能表示（IEC60204-1の16.3）を参照すること。
□要求事項の通り。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.3 表示灯及び表示器
6.1.6.3.1 一般

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇表示灯及び表示器は、オペレータの通常の位置から見えるように、選択、
取付けをすること。
〇警告表示に用いる表示灯回路には、表示灯の作動をテストする手段を
備えること。
□下図のようにランプチェックボタンを設けること。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.3 表示灯及び表示器
6.1.6.3.2 色

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇表示灯の色は、下表に従って色分けすること。

□要求事項の通り。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.4 照光式押しボタン

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇10.2.1及び10.3.2の表による色分けをすること。
〇非常停止用ボタンは、照光式押しボタンではないこと。
□要求事項の通り。
6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.5 回転式制御機器
〇回転式の制御機器は、固定部が回転しないように取り付けること。
□取付け穴には下図のような回り止め加工を行う。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.6 起動機器

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇起動ボタンは、不注意による誤操作が最小になるように組立て、取付け
をすること。
□起動ボタンは、ガードリングにより保護されていること。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.7 非常停止用機器
6.1.6.7.1 非常停止用機器の配置
〇非常停止用機器は、容易にアクセスできるように配置すること。
〇非常停止用機器は、すべての操作盤に配置すること。
又は、非常停止操作が必要となるその他の位置に配置すること。
□非常停止用機器は、可能な限り3m間隔で配置する。

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

（参照規格： SEMI S2：半導体製造装置の環境、健康、安全に関するガイドライン）

□各装置の操作盤に非常停止用機器を備えること。
〇非常停止状態にあるかどうかの区別をすること。
□表示灯や表示器に非常停止状態であることを表示する。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.7 非常停止用機器
6.1.6.7.2 アクチュエータの色
〇非常停止用機器の色は赤とすること。
〇非常停止用機器のすぐ背後の色は黄とすること。
□要求事項を満足する色とする。

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.7 非常停止用機器
6.1.6.7.3 非常停止に用いる電源断路器の直接操作
〇電源断路機器の直接操作を非常停止の目的としても使用する場合は、
操作部を赤、背後の色は黄とすること。
□要求事項を満足する色とする。
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6.1.6 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器
6.1.6.8 イネーブル制御機器

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇イネーブル制御機器は、3ポジションタイプのものを使用すること。
中間位置（ポジション2の位置）でのみ運転が許可されること。
□下図

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.1 一般要求事項

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇制御機器（端子含む）は、それらの部品又は配線を外さずに識別できる
ような位置、向きに配置すること。
□制御機器を配置する際は中板正面への取り付けを基本とする。
不可の場合は、客先の承認を得て、取り付け場所を決定する。
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け 6.1.7.2.1 接近性及び保全性

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇制御機器は、操作及び保全を前面から容易に行えるように取り付けること。
〇機器の調整、保全、取外しに特殊な工具が必要な場合は、その工具を納入
すること。
〇定期的保全、調整が必要な機器は、作業床面の上方0.4mから2.0mまでの
高さに取り付けること。
〇端子は、作業床面から0.2m以上の高さに設けること。
〇エンクロージャ（制御盤、制御ボックス）の扉には、操作
・表示・定及び冷却のための機器のみ取り付けても良い。
〇ティーチペンダントや携行型操作盤をエンクロージャ
（制御盤、制御ボックス）に接続して使用する際には、
誤接続を防止するためにマーキングによって識別する
こと。
□要求事項の通り。
出典：日本機械工業連合会機械安全国際規格の紹介～ISO13849-2、IEC60204-1～
（講演会資料より）
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け
6.1.7.2.1 接近性及び保全性

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇複数の同一形状プラグイン形式の機器は、誤挿入できない構造にすること。
□誤挿入ピンを使用し、誤挿入を防ぐ。
誤挿入をしないようにシール等でコネクタの名称が明確にわかるよう表示する。

〇プラグ･ソケット対（コネクタ）は、これへのアクセスを妨げるものがない位置
に取り付けること。
測定箇所もアクセス可能であること。
□要求事項の通り。
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け 6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇エンクロージャ（制御盤、制御ボックス）内には、電気装置、電気機器以
外（例：電磁弁等）は取り付けないこと。
〇同一制御盤内に配置する機器は、入力電源（1次電源）に接続される機
器と、制御電源（2次電源）に接続される機器にグループ分けをすること。
□要求事項の通り。 出典：写真 平田機工(株)よりご提供

青：入力電源に接続される機器
赤：制御電源に接続される機器
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け 6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇端子は、次のグループに分けること。
・電力回路
・制御回路
・外部電源から給電される他の制御回路
（例えば、インタロック回路）
□要求事項の通り。

出典：写真 平田機工(株)よりご提供

青：電力回路
赤：制御回路
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け 6.1.7.2.2 隔離又はグループ分け

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇制御機器の配置は、その機器の供給者が定める空間距離及び沿面距
離を確保すること。
以下、参照
規格：IEC60950-1：JIS C 6950-1：情報技術機器～安全性～ 第1部：一般要求事項 より
・空間距離（clearance）：
異なる2つの導電部相互間又は充電部と機器の境界表面
との間を、空間で測定した場合の最短距離。
・沿面距離（creepage distance）：
異なる2つの導電部相互間又は充電部と機器の境界表面
－：空間距離
との間を、絶縁物の表面に沿って測定した場合の最短距離。
…：沿面距離

□部品メーカーが定める空間距離、沿面距離を確保する。
（特に受電用ブレーカ、サーボ等）
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.2 配置及び取付け
6.1.7.2.3 熱の影響

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇発熱する構成部品（例えば、放熱器、電力用抵抗器）は、周囲の各部品
の温度が許容値以内になるように配置すること。
□熱量計算を行い、必要に応じて、放熱用ファン、エアコン等を使用する。

エアコン

出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.3 保護等級
エンクロージャの種類
制御機器のエンクロージャ
大型装置だけを
収納する換気式エンクロージャ
その他の装置を収納する換気式
エンクロージャ

保護等級
（IPコード）
IP22
IP10
IP32
IP32

一般産業用
エンクロージャ

IP43
IP54

低圧洗浄水がかかる場所で用いる
エンクロージャ
粉塵に対して保護する
エンクロージャ

IP55
IP65

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

IPコードの意味
直径12.5mm以上の固形物及び指の侵入を防止。
鉛直±15°からの落下水から保護。
直径50mm以上の固形物の侵入を防止。
人体の侵入防止及び防水性は問わない。
直径2.5mm以上の固形物及び工具による侵入を防止。
散水による水の浸入を防止。
同上。
直径1mm以上の固形物及び針金の侵入を防止。
散水による水の浸入を防止。
防塵形で、針金の侵入を防止。
飛沫による水の浸入を防止。
防塵形で、針金の侵入を防止。
噴流による水の浸入を防止。
耐塵形で、針金の侵入を防止。
噴流による水の浸入を防止。
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.3 保護等級

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

<保護等級の解説>
JIS B 9960-1：2008の附属書JC（参考）エンクロージャの保護等級

・保護等級（IPコード）の意味
・エンクロージャの保護等級とは、エンクロージャによる危険な箇所へ
人体部分が接近することに対する保護、並びに外来固形物の侵入及び
／又は水の浸入に対する保護の割合を表す等級である。
・保護等級は次のように表される。文字及び数字の意味は、表JC.1による。
ＩＰ□○△◇
□：第1特性数字（0～6までの数字又は文字X）
○：第2特性数字（0～8までの数字又は文字X）
△：付加文字（オプション、文字A、B、C、D）
◇：補助文字（オプション、文字H、M、S、W）
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ 6.1.7.3 保護等級

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

<保護等級の解説>
JIS B 9960-1：2008の附属書JC（参考）エンクロージャの保護等級
・表JC.1-IPコードの意味
等級
第1特殊数字
0
1
2
3
4
5
6
X
第2特殊数字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
X
付加文字
（オプション）

補助文字
（オプション）

電気機器に対する保護
外来固形物の侵入
無保護
直径≧50mm
直径≧12.5mm
直径≧2.5mm
直径≧1.0mm
防じん（塵）形
耐じん（塵）形
等級0～6を特定しない。
有害な影響を伴う水の浸入
無保護
鉛直落下
偏向落下 （鉛直±15°）
散水 （spraying）
飛まつ (splashing)
噴流 （jetting）
暴噴流
一時的潜水
継続的潜水
等級0～8を特定しない。

危険な場所への接近
こぶしによる
指による
工具による
針金による

A
B
C
D
H
S
M
W

人に対する保護
危険な箇所への接近
無保護
こぶしによる
指による
工具による
針金による
針金による
針金による
同左

補助表示
高圧機器
水の試験中動作させる
水の試験中停止させる
気象条件
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6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ 6.1.7.3 保護等級
<保護等級の解説>

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

JIS B 9960-1：2008の附属書JC（参考）エンクロージャの保護等級
・IEC60204-1（JIS B 9960-1）が要求する保護等級及びその意味を表JC.2に示す。
・表JC.2-この規格が要求する保護等級及びその意味
細部
箇条

人が近づける場所にある
電気装置を覆うエンクロージャ

6.2.2

・充電部を覆うエンクロージャ
・断路器をオフにした後も充電が
残る部分を覆うエンクロージャ
人が容易に近づける充電部の
上面を覆うエンクロージャ
扉の内部にあるその他の充電部を
覆うエンクロージャ

6.2.4

10.1.3
11.3

要求保護等級
（IPコード）

エンクロージャの種類

6.2.1

引き抜いたとき導体が露出し、
1秒以内に放電しないプラグ類を覆う
エンクロージャ
オペレータインタフェース機器の充電
部を覆うエンクロージャ
制御機器のエンクロージャ
大型装置だけを収納する
換気式エンクロージャ
その他の装置を収納する
換気式エンクロージャ
一般産業用エンクロージャ

IPXXD
IP2X、又は
IPXXB
IP4X、又は
IPXXD
IP1X、又は
IPXXA
IP2X、又は
IPXXB
IPXXD

直径12.5mm以上の固形物及び指の侵入を
防止。鉛直±15°からの落下水から保護。
直径50mm以上の固形物の侵入を防止。
人体の侵入防止及び防水性は問わない。
直径2.5mm以上の固形物及び工具による侵
入を防止。散水による水の浸入を防止。
同上。
直径1mm以上の固形物及び針金の侵入を防
止。散水による水の浸入を防止。
防塵形で、針金の侵入を防止。
飛まつによる水の浸入を防止。
防塵形で、針金の侵入を防止。
噴流による水の浸入を防止。
耐塵形で、針金の侵入を防止。
噴流による水の浸入を防止。
直径12.5mm以上の固形物及び指の侵入を
防止。防水性は問わない。

IP22
IP10
IP32
IP32
IP43
IP54

低圧洗浄水がかかる場所で用いる
エンクロージャ
粉塵に対して保護する
エンクロージャ
スリップリンング機構を収納した
エンクロージャ

IPコードの意味
直径1mm以上の固形物及び針金の侵入を防
止。防水性は問わない。
針金の侵入を防止。防水性は問わない。
直径12.5mm以上の固形物及び
指の侵入を防止。防水性は問わない。
指の侵入を防止。防水性は問わない。
直径1mm以上の固形物及び針金の
侵入を防止。防水性は問わない。
針金の侵入を防止。防水性は問わない。
直径50mm以上の固形物及びこぶしの
侵入を防止。防水性は問わない。
こぶしの侵入を防止。防水性は問わない。
直径12.5mm以上の固形物及び指の侵入を
防止。防水性は問わない。
指の侵入を防止。防水性は問わない。
針金の侵入を防止。防水性は問わない。

IP4X、又は

IP55
IP65
IP2X

127

127

6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、扉及び開口部

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇エンクロージャは、通常の使用環境の要因に耐え得る材料にて構成す
ること。
□エンクロージャに用いる鋼材は電気亜鉛鋼板（SECC）を使用する。
〇内部に取り付けた表示機器を見るための窓の材料は、機械的・化学的
強度をもつもの（例えば、強化ガラス、厚さ3mm以上の樹脂板）であること。
□要求事項の通り。
〇エンクロージャの扉は、幅を0.9m以下とし、垂直に蝶番を付け、95°以
上開くこと。
□エンクロージャの扉は1m以下（0.8m以上の場合は補強を取り付ける）と
し、垂直に蝶番をつけ、105°を標準とする。
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〇規格の要求事項
6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
□解釈・事例・基準
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、扉及び開口部
〇扉・ふた・カバーとエンクロージャ間のジョイント又はガスケットは、機械
に使用される各種の油、洗浄剤、腐食性液体、蒸気又はガスの化学作用
に耐えられるものあること。
□ジョイント又はガスケットは、要求事項を満たすスポンジパッキンを使用
する。
（例： タキゲン(株)のスポンジパッキン（C-300-CRシリーズ））

スポンジで挟み込む
出典：写真 平田機工(株)よりご提供
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〇規格の要求事項

6.1.7 制御装置：配置、取付け及びエンクロージャ
□解釈・事例・基準
6.1.7.4 エンクロージャ（制御盤及び制御ボックス）、扉及び開口部
〇エンクロージャの開口部には、保護等級を確保する手段を講じること。
〇ケーブル引込み用の開口部は、現場で容易に開けられるものであること。
□エンクロージャの開口部は現場で容易に開けられる構造とし、保護等級を
確保する。
予備用孔にはパネルプラグを取り付ける。
材質：ゴムIP40、金属IP66の2種類とし、仕様にて区別する。

〇エンクロージャには、冷却剤、潤滑油、作動油が入っている区画を設け
ないこと。
〇エンクロージャに取付け孔がある場合は、取付け後それらの孔が必要
な保護を損なわないようにすること。
〇エンクロージャ内に配置する機器は、熱の影響による劣化を防止するよ
うに配置すること。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.1 一般要求事項
〇導体及びケーブルは、使用条件に適切なものを選択すること。
（周囲温度、水又は腐食性物質の存在、機械的応力、火災の危険）
□導体は電気を通す物質の事を言う。（ケーブルとワイヤを含めて）
・ケーブルは被覆電線の事を言う。
・ワイヤは裸電線の事を言う。
推奨ケーブルは、電子機器部に確認すること。
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.2 導体

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇導体には銅を用いること。
〇導体の断面積は、表5に示す値未満であってはならない。
□要求事項の通り。
＜表5： 銅導体の最小断面積 単位：mm2＞

導体、ケーブルの種類
布設場所

用途

動力回路
（固定）
保護
動力回路
エンクロージャ外 （頻繁に動く）
の配線
制御回路

エンクロージャ
内の配線

単心
非可とう性単線
可とう性
（クラス1）
クラス5又は
又はより線
クラス6
（クラス2）

多心
1心
シールド付

2心
シールドなし

3心以上
シールド付
又はなし

1.0

1.5

0.75

0.75

0.75

1.0

－

0.75

0.75

0.75

1.0

1.0

0.2

0.5

0.2

データ通信
動力回路
（固定）
制御回路

－

－

－

－

0.08

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

データ通信

－

－

－

－

0.08
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.2 導体

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

＜表D.4： 導体のクラス分け＞
クラス
仕様
1
銅の単線
2
銅のより線
5
フレキシブルな銅のより線
6

クラス5より更にフレキシブルな導体を用いた銅のより線

用途
固定設備
振動のある機械設備
可動部への接続用
頻繁に運動する機械装置用

クラス１とクラス２の導体は、堅固な非可動部間に用いる
クラス５とクラス６の導体は、高頻度で動かす場合に用い、可とうより線であること。

＜表JE.2： 導体のクラスの意味＞
クラス
1
2
5
6

仕様
単線。材料は、銅。公称断面積は、150mm2以下。
より線。材料は、銅。公称断面積は、0.5～2000mm2。
より線。材料は、銅。公称断面積は、0.5～630mm2。
より線。材料は、銅。公称断面積は、0.5～300mm2。
導体を構成する素線の最大径がクラス5より小さい。

用途
固定配線用
可とうケーブル・可とうコード用
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.3 絶縁被覆

〇ケーブル及び導体の絶縁被覆は、次の耐電圧試験に適合すること。
・使用電圧が交流50 V 又は直流120 V を超える場合は、5分間、交流2000 V
以上による耐電圧試験。
・PELV（特別低電圧）回路の場合は、5分間、交流500V以上による耐電圧試験。
□要求事項を満足したケーブル及び導体の絶縁被覆を選定し、使用する。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.4 通常使用時の電流容量

〇電流容量は、絶縁材料、ケーブル内の導体数、布設方法、密集度、周
囲温度などの幾つかの要因に依存する。
よって、表6を参照してケーブル断面積を選定すること。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル 6.1.8.4 通常使用時の電流容量

＜表6： PVC（ポリ塩化ビニル）絶縁導体及びケーブルの異なる布設方法における定常電流容量（Iz）（周囲温度40℃時）＞
断面積
mm2

B1

布設方法（※）
B2
C
3相回路の電流容量 Ｉｚ（A）
8.5
9.8
10.1
11.7
13.1
15.2
17.4
21
23
28
30
36
40
50
54
66
70
84
86
104
103
125
130
160
156
194
179
225

E

0.75
8.6
10.4
1.0
10.3
12.4
1.5
13.5
16.1
2.5
18.3
22
4
24
30
6
31
37
10
44
52
16
59
70
25
77
88
35
96
110
50
117
133
70
149
171
95
180
207
120
208
240
電子回路用（ペア線）
0.20
4.3
4.4
4.4
適用外
0.5
7.5
7.5
7.8
適用外
0.75
9.0
9.5
10
適用外
注記1 表6の電気容量は、次に基づくものである。
・断面積が0.75mm2以上の対称負荷電流を流す3相交流ケーブル1系統。
・断面積が0.2mm2～0.75mm2の直流制御回路用ペア線1系統。
注記2 周囲温度が40℃と異なる場合には補正する。
注記3 この表の値は、ドラムに巻かれた可とうケーブルには適用しない。
注記4 その他のケーブルの電気容量については、IEC60364-5-52を参照。
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6.1.8 導体及びケーブル 6.1.8.4 通常使用時の電流容量

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

※布設方法（D.1.2）
機械では、エンクロージャと各電気用品との間の導体及びケーブルの布
設方法は、下図及び次に示す方法が代表的なものである。
・方法B1： 導体又は単心ケーブルを保持、保護するために、コンジット
及びケーブルトランキングシステムを用いる。

・方法B2： B1と同じであるが、多心ケーブルを用いる。

出典：JISB9960-1
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6.1.8 導体及びケーブル 6.1.8.4 通常使用時の電流容量

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

※布設方法（D.1.2）
・方法C：開放壁面上に、すき間なく水平又は垂直に多心ケーブルを布設する。

・方法E：開放ケーブルトレイ上に、垂直又は水平に多心ケーブルを布設する。

出典：JISB9960-1
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.5 導体及びケーブルの電圧降下

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇電圧降下に注意して選定すること。
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.6 可とうケーブル
6.1.8.6.1 一般事項

〇可とうケーブルは、クラス5（※1） 又はクラス6（※2） の導体を用いたも
のであること。
※1 より線。材料は、銅。公称断面積は、0.5～630mm2。
※2 より線。材料は、銅。公称断面積は、0.5～300mm2。
導体を構成する素線の最大径がクラス5より小さい。
□要求事項の通り。
〇過酷な使用条件下におかれるケーブルは、次のことに対して保護する
構造をもつものであること。
・粗い表面を引きずることによる摩耗
・ガイドがないことによるねじれ
・ケーブルドラムへの巻き付け･巻き戻しから生じる応力
□要求事項の通り。
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〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.6 可とうケーブル
6.1.8.6.2 機械的定格

〇可とうケーブルは、クラス5 又はクラス6 の導体を用いたものであること。
〇引張応力は、銅の断面積に対して15 N/mm2 を超えないこと。
□要求事項の通り。
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.7 導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構
6.1.8.7.1 直接接触に対する保護

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇直接接触が可能な導体ワイヤ、導体バー（被覆の無い導体）、スリップ
リング機構に関しては、直接接触が可能な端子部のカバー又はエンク
ロージャの上面について、少なくともIP4X の保護等級をもつこと。
（IP4X：直径1mm以上の固形物及び針金の侵入を防止。防水性は問わな
い。）
〇IP4Xを達成できない場合は、手の届かない場所に配置する。
□要求事項の通り。
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.7 導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構
6.1.8.7.2 保護導体回路

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構を保護ボンディング回路
の一部として用いる場合は、定常運転中これらに電流を流さないこと。
〇保護導体（PE）と中性線（N）は、それぞれ別の導体ワイヤ、導体バー又
はスリップリングで構成すること。
〇しゅう動接点を用いる保護導体回路は、適切な方策をとることによって
導通性を確実にすること。
（例えば、集電子の二重化、導通性の監視）
□要求事項の通り。
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6.1.8 導体及びケーブル
6.1.8.7 導体ワイヤ、導体バー及びスリップリング機構
6.1.8.7.3 保護導体用の集電子

〇規格の要求事項
□解釈・事例・基準

〇集電子＝スリップリング、トローリーレール
〇保護導体用の集電子と他の集電子は、互換性の無い形状又は構造で
あること。
〇その他の集電子は、しゅう動接点式であること。
□要求事項の通り。
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6.2 制御システムの安全
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
機械安全規格の体系における、この規格(ISO13849-1)の位置付け
ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１
ＩＳＯ：機械系
機械類の安全性
－設計のための一般原則
－リスクアセスメント及びリスク低減
(ISO 12100）

Ａ

ＩＥＣ：電気系

基本安全規格：
全ての規格類で共通に利⽤できる基
本概念,設計原則を扱う規格

JIS B 9705-1
インタロック (ISO14119)
ガードシステム(ISO14120)
Ｂ
安全制御システム(ISO13849-1)
安全関連部の妥当性(ISO13849-2)
グループ安全規格：
安全距離
(ISO13854〜13857)
広範囲の機械類で利⽤できるような
非常停止
(ISO13850)
安全，又は安全装置を扱う規格
再起動防止
(ISO14118)
（タイプB1 タイプB2）
両手操作装置 (ISO13851)
マットセンサ (ISO13856)
産業オートメーションシステム (ISO11161)

電気設備安全
(IEC60204-1)
スイッチ類一般
(IEC60947-1)
電気制御⽤スイッチ
(IEC60947-5-1)
非常停止⽤スイッチ
(IEC60947-5-5)
イネーブルスイッチ
(IEC60947-5-8)
検知センサ一般
(IEC61496-1)
光電式検知センサ安全 (IEC61496-2)
光反射式検知センサ安全(IEC61496-3)
安全関連電子制御システム (IEC62061)
防爆安全規格
(IEC60079)

Ｃ

個別機械安全規格：
特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格
製品例 ： ⼯作機械，産業⽤ロボット，鍛圧機械，無⼈搬送⾞，輸送機械など
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
リスクアセスメントおよびリスク低減方策
開

リスク分析
Risk analysis

リスクアセスメント
Risk assessment

リスクアセスメント

始

リスク低減方策

手順

①

機械類の制限の決定

手順

②

危険源の同定
Hazard identification

手順

③

リスク⾒積もり
Risk estimation

ステップ２

手順

④

リスクの評価
Risk evaluation

安全防護 および
付加保護方策

ステップ３

使用上の情報

リスクの低減
Risk reduction
ステップ１ 本質安全設計方策

リスクは適切に
低減出来たか？
終

ISO12100より引⽤

了
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
制御システムの安全関連部によるリスク低減
開

始

この反復的リスク低減プロセスは、各
使⽤条件（タスク）の下で、個々の危
険源について個別に実施すること。

機械類の制限の決定
危険源の同定

リスクアセスメント

リスク⾒積り

はい
いいえ

リスクの評価
リスクは適切に
低減されたか？

はい

終

了

いいえ
いいえ

危険源に対するリスク低減プロセス
１、本質的安全設計方策による
２、安全防護物による
３、使⽤上の情報による

他の危険源を
生じるか？

制御システムの安全関連部
によるリスク低減の実施
（ISO13849-1）

選択した保護方策は
制御システムによるか？

はい
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.1 制御システムの安全関連部分とは
制御システムの安全関連部の例（1/2）
非常停止⽤
押ボタンスイッチ
ロック付き
安全スイッチ

安全コンタクタ

安全リレーモジュール
（安全コントローラ）

制御システムの安全関連部 SRP/CS：safety-related parts of a control system) とは
制御システムの内、安全関連⼊⼒信号に応答して、安全関連出⼒を生成する部分を⾔う。
・安全関連部は、安全関連⼊⼒信号の発生するところ（例えば、 ポジションスイッチの作動
カム及びローラ等）で始まり、動⼒（電⼒）制御要素（例えば、コンタクタの主接点）の
出⼒で終わる。
・監視システムが診断に使⽤される場合、それらも制御システムの安全関連部とみなされる。
（ISO13849-1：2015

3.1.1項）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.1 制御システムの安全関連部分とは
制御システムの安全関連部の例（2/2）
制御システムの非安全関連部
制御システムの安全関連部（SRP/CS)

１

SRP/CSa
I（⼊⼒部）

iab

SRP/CSb

ibc

L（論理部）

SRP/CSc

２

１：開始部分
例：ガードを開ける、ライトカーテ
ンを遮光する、 など。
２：アクチュエータ
例：モータブレーキ
iab ibc: 相互接続手段
(例：電気的、光学的）
注記）SRP/CS：safety–related part of
a control system

O（出⼒部）

安全スイッチ/リミットスイッチ

安全リレーモジュール

コンタクタ

ライトカーテン/レーザスキャナ

安全コントローラ

コンタクタ/インバータ

製品例

パナソニックSUNX・IDECなどの技術資料より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
安全の水準は、カテゴリからパフォーマンスレベルへ
ISO13849-1:2006 →

ISO13849-1:1999

ISO13849-1:2015

パフォーマンスレベル（PL)

平均危険側故障時間（MTTFD）

カテゴリ（B〜 ４）
・カテゴリ B
・カテゴリ１
・カテゴリ２
・カテゴリ３
・カテゴリ４

診断範囲（DC)
共通原因故障に対する方策（CCF)

カテゴリ（B 〜 ４）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
各カテゴリの要約
要求の概略

システムの挙動

安全性達成の
主な手法

B

SRP/CS、コンポーネント/保護装置は，予想される影響に
耐えるように関連する規格に従って設計，製造，選択，組
⽴されること。また、基本安全原則を⽤いること。
（ISO13849-2:2012 付属書も参照）

障害発生時には，安全機能が喪失
することがある。
（危険側に故障する）

使⽤するコンポー
ネントの信頼性に
依存する。

１

B の要求事項を適⽤する。加えて、“十分吟味された”コン
障害発生時は，安全機能が喪失す
ポーネント、及び“十分吟味された”安全原則を⽤いること。 ることがあるが、その確率はカテ
（ISO13849-2:2012 付属書も参照）
ゴリB より低い。

２

B の要求事項を適⽤する。加えて、“十分吟味された”安全
原則を⽤いる。安全機能は、制御システムによって適切な
間隔でチェックされる。
（ISO13849-1：2015 4.5.4も参照）

３

B の要求事項を適⽤する。加えて、“十分吟味された”安全
障害発生時は，常に安全機能が作
原則を⽤いる。安全関連部は次のように設計する。
動する。全てではないが、障害を
－ いずれの単一障害も安全機能を喪失しない。かつ，
検出する。
－ 合理的に実施が可能な場合は、常に単一障害を検出する。 検出出来ない障害の蓄積で安全機
能を喪失することがある。

４

B の要求事項を適⽤する。加えて、“十分吟味された”安全
原則を⽤いる。安全関連部は次の様に設計する。
－ いずれの単一障害も安全機能を喪失しない。かつ，
－ 単一障害は，次の安全機能の動作要求時，又はそれ以前
に検出される。それが不可能な場合は，障害の蓄積が安
全機能を喪失しないこと。

チェックとチェックの間で障害発
生があれば、安全機能を喪失する
ことがある。安全機能の喪失は
チェックによって検出する。

診断範囲（DC）、
CCFに対する対策
は考慮しない。
システムの構成に
よる。
診断範囲（DC）、
CCFに対する対策
が必要。

障害発生時，常に安全機能が作動
する。蓄積した障害を検出するこ
とにより、安全機能の喪失を低減
する。（高いDCによる）
障害は安全機能の喪失を防ぐため
適時検出される。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
パフォーマンスレベル（PL) と PFHD

パフォーマンスレベル（PL）

予⾒可能な条件下で、安全機能を実⾏するための制御システムの安全関連部の能⼒を規定する
ために⽤いる区分レベル。（1時間当たりの危険側障害が発生する平均確率をa〜e の５段階に
分類したもの。）

パフォーマンスレベル（PL)のランク分けとPFHD
パフォーマンスレベル
（PL)

単位時間当たりの危険側障害発生の平均確率
(PFHD)

a

10-5 ≦PFHD＜ 10-4

b

3×10-6

≦PFHD＜ 10-5

c

10-6 ≦PFHD＜ 3×10-6

d

10-7 ≦PFHD＜ 10-6

e

10-8 ≦PFHD＜ 10-7
ISO13849-1:2015

表２

注）PFHD：average probability of dangerous failure per hour
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
パフォーマンスレベルを評価する簡単化された手法
制御システムの安全関連部（SRP/CS)によって達成されるパフォーマンスレベル（PL）を評価す
るための単純化手順として以下の表を利⽤してもよい。
・横軸は、SRP/CSのカテゴリ（B〜４）、及びDCavg
・縦軸は、各チャンネルのMTTFD（Low〜High）
カテゴリ
(Category)

B

1

2

2

3

3

4

平均診断範囲
（DCavg）

“なし”
（None）

“なし”
（None）

“低”
（Low)

“中”
（Medium)

“低”
（Low)

“中”
（Medium)

“高”
（High)

Low

a

該当なし

a

b

b

c

該当なし

Medium

b

該当なし

b

c

c

d

該当なし

該当なし

c

c

d

d

d

e

各チャンネルのMTTFD

High

（パフォーマンスレベル）

ISO13849-1：2015

表6
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.2 パフォーマンスレベルレベル(PL)とは
MTTFD・DC・カテゴリと、パフォーマンスレベルの関係
PL
1×10-4

a

1×10-5

b

1
1

1

2

1

各チャンネルのMTTFD ＝“低”（Low）

2

各チャンネルのMTTFD ＝“中”（Medium)

3

各チャンネルのMTTFD ＝“高”（High）
1

2

3×10-6

2

3

c

3

1×10-6

1
2
2

3

d

3

3

1×10-7

3

e
1×10-8

カテゴリB
DCavg な し

カテゴリ1
DCavg な し

カテゴリ2
DCavg 低

カテゴリ2
DCavg 中

カテゴリ3
DCavg 低

カテゴリ3
DCavg 中

カテゴリ4
DCavg 高

カテゴリ
DCavg

ISO13849-1：2015

図５
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
・要求されるパフォーマンスレベル（PLr）を決定する

・システムのカテゴリを決定する
・システムのMTTFDを計算する。（2重系の場合）
・チャンネルのMTTFD を計算する
・コンポーネントのMTTFD を計算する
・B10DからMTTFD を決定する
・DCavgを計算する。
・各コンポーネントのDCを決定する
・CCFの評価を⾏う
・ISO13849-1 表K.1により、システムのMTTFD、カテゴリ、
DCなどから、PLとPFHDを決定する

・PLの評価は、PLｒの評価と比較して正しいかを確認する。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.1 要求されるパフォーマンスレベル（PLｒ）を決定する
1：開始点
S：障害（危害）のひどさ
S1：軽傷（通常、回復可能な障害）
S2：重傷（通常、回復不可能および/または死亡）
F：危険源への暴露の頻度、および/または暴露時間
F1：頻度がまれ〜低頻度、または暴露時間が短い
F2：頻度が高い〜連続、または暴露時間が⻑い
P：危険源の回避、または危害の制限の可能性
P1：特定の条件下で可能
P2：ほとんど不可能
F1

PLｒ
P1
P2
P1
P2

S1
F2

１

Low：リスク低減の度合いが少ない
High：リスク低減の度合いが⼤きい
PLｒ ：要求されるパフォーマンスレベル

P1

F1

P2

S2

P1

F2

P2

a

Low

b
c
d
e

High
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.1 要求されるパフォーマンスレベル（PLｒ）を決定する
要求されるパフォーマンスレベルの選択例
・S：障害（危害）のひどさ ＝

S2（ 重傷：通常は、回復不可能および/または死亡）

・F：危険源への暴露の頻度

F2（頻度が高い）

・P：危険源の回避

＝

= P1（特定の条件下で可能）
PLｒ
P1

F1

P2
P1
P2

S1
F2

１

P1

F1

P2

S2

P1

F2

P2

a

Low

b
c
d
e

High
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリBの要求事項の要約
カテゴリ

要求事項の要約

システムの挙動

所定の安全機能が実⾏できること。
１、選択するコンポーネントは、⽤途に適合した関連規格を満足している
こと。
２、基本的な安全原則を⽤いて、
・遮断の頻度や容量など、予想される負荷
・使⽤する材料や、環境における腐⾷
・機械的な振動、電磁ノイズ、電源の中断/変動など
に対する抵抗性を有するように設計・製造などが実施されていること。
注１）カテゴリBの要求は、他のカテゴリの基礎となる。
注２）基本的な安全原則は、ISO13849-2：2012を参照。

B

信号伝達が単一チャ
ンネルのため、単一
傷害発生時は安全機
能が失われることが
ある。

カテゴリBのアーキテクチャ

Ｉ

im

im

Ｌ

O

MTTFD

Low

（低） 〜Medium

DCavg

None

（考慮されない）

CCF

考慮されない

達成可能なPL

PLa〜PLb

(中）

・im 相互接続手段
・I
⼊⼒装置，例：センサ
・L 論理部
・O 出⼒装置。例：メインコンタクタ
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリ1の要求事項の要約

カテゴリ

１

要求事項の要約

システムの挙動

カテゴリBの要求を満足すること。加えて信頼性が高いこと。 カテゴリBと同様、信
「十分に吟味されたコンポーネント」、および「十分に吟
号伝達が単一チャンネ
味された安全原則」を⽤いて設計・製造されていること。 ルのため、単一傷害発
①「十分に吟味されたコンポーネント」とは、現在まで
生時は安全機能が失わ
に類似の⽤途で使⽤されて、広い範囲で問題なく実績の れることがある。しか
あるもの。
し、カテゴリBと比較
②安全に関する⽤途に於いて適切であり、信頼性が実
してMTTFDが高いた
証・検証されているもの。
め、安全機能が失われ
る確率は低い。

カテゴリ１のアーキテクチャ

Ｉ

im

MTTFD

im

Ｌ
High

O

（高）

DCavg

None

CCF

考慮されない

達成可能なPL

PLc

（考慮されない）

記号の説明
im 相互接続手段
I
⼊⼒装置，例：センサ
L 論理
O 出⼒装置。例：メインコンタクタ
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリ２の要求事項の要約

カテゴリ

要求事項の要約

システムの挙動

カテゴリBの要求を満足すること。加えて制御システムに
よって適切な間隔でチェックする機能を持っていることで、
安全機能の喪失を一定程度防止すること。
１、安全機能のチェックは以下のタイミングで実施する。
１、安全機能の喪失は
①機械の起動時
チェックによって検
②新たなサイクルの開始時、またはリスクアセスメン
出される。
トによって必要とされる場合で、定期的に実施。
２、安全機能のチェック後
２、チェックとチェッ
①故障が検出されなかった場合は、再度運転を許可。
クの間で故障が発生
②故障が検出されると、安全な状態になるよう（例：
した場合は、安全機
機械が停止するよう）に「適切な出⼒」を出す。故
能を喪失する場合が
障が除去されるまで安全状態を維持すること。
ある。
３、上記の「適切な出⼒を出す」ことが不可能な場合
（例：コンタクタの主接点溶着による危険側故障時
など）は、警告の出⼒を出すこと。
４、チェック自体が危険状態を生じないこと。
（例：システムの応答時間増加などによる）

２
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリ2のアーキテクチャ

Ｉ

im

機能チャンネル

Ｌ
m

im

O

im

TE

OTE

試験チャンネル
MTTFD

記号の説明
im
相互接続手段
I
⼊⼒装置，例:センサ
L
論理
O
出⼒装置。例：メインコンタクタ
ｍ
監視
TE
試験装置
OTE 試験装置の出⼒

Low（低）〜 High (高）

DCavg

Low（低）〜 Medium (中）

CCF

65点以上

達成可能なPL

PLa〜PLd

注）アンダーライン部分は、
2015年版で追加／変更された。

・動作要求率が診断試験率の100分の１より小さいか等しいこと。または、診断試験が安全機能
の要求によって直ちに実施され、故障を検出し、機械を危険の無い状態（一般に機械を停止）
にする全体の時間が、危険源に到達する時間よりも短いこと。（最少距離に関しては、
ISO13855も参照）
・テストチャンネルのMTTFDは、機能チャンネルのMTTFDの1/2より⼤きいこと。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリ３の要求事項の要約

カテゴリ

３

要求事項の要約

システムの挙動

カテゴリBの要求を満足すること。加えてシステム
１、単一故障の発生時、安全
に単一故障が発生しても安全機能は喪失しないこと。
機能が常に機能する。
１、システムには故障の検出手段を持ち、単一傷害 ２、単一故障では安全機能は
は合理的に実施可能な場合は、常に次の安全要求
喪失しないが、検出出来
時、またはそれ以前に検出される。
ない故障の可能性がある。
２、一般的にチャンネルは冗⻑化され、チャンネル ３、検出できない故障の蓄積
間の相互監視などにより故障が検出されるが、全
で安全機能を喪失する可
ての故障が検出されるわけではない。
能性がある。
im
I１、I2
L1、L2
O1、O2
ｍ
C

カテゴリ３のアーキテクチャ

Ｉ１

im

m

Ｌ１
C

Ｉ２

im

O１

im

MTTFD

m

Ｌ２

相互接続手段
⼊⼒装置，例：センサ
論理部
出⼒装置。例：メインコンタクタ
監視
相互監視

O２

im

Low（低）〜 High (高）

DCavg

Low（低）〜 Medium

CCF

65点以上

達成可能なPL

PLa〜PLd （PLe）

(中）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.2 システムのカテゴリを選択する。
カテゴリ４の要求事項の要約

カテゴリ

要求事項の要約

４

カテゴリBの要求を満足すること。加えて、システムにある程
度の危険側傷害が発生しても安全機能を喪失しないこと。
１、システムは故障の検出手段を持ち、単一傷害が安全機能
を喪失しない。また、その単一傷害は、安全機能の次の要求
時またはそれ以前に、または直ちに検出される。
２、検出不可能な場合は、それらの傷害の蓄積が安全機能の
喪失につながらないこと。
３、一般的にチャンネルは冗⻑化され、チャンネル間の相互
監視などにより、故障が検出される。

システムの挙動

カテゴリ４のアーキテクチャ

Ｉ１

im

Ｌ１
C

Ｉ２

im

Ｌ２

m

im

m

im

O１

im
I1、I2
L1、L2
O1、O2
m
C

１、単一故障の発生時、安全機
能が常に機能する。
２、蓄積された故障を検出する
ことによって安全機能の喪
失の可能性が低い。
（DCavgが高い）
３、故障は、安全機能の喪失を
防止するために適時検出さ
れる。

相互接続手段
⼊⼒装置，例:センサ
論理部
出⼒装置。例：メインコンタクタ
監視
相互監視

MTTFD

O２

High (高）

DCavg

High (高）

CCF

65点以上

達成可能なPL

PLe
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
MTTFD（mean time to dangerous failure：平均危険側故障時間）とは
（コンポーネント、チャンネルまたはシステムが、)危険側故障を生じるまでの平均時間の期待
値。単位は年（year)で表される。
（JIS B 9705-1:2011 3.1.25）
・MTTFDは、信頼性に関する数値としてPLの評価に使⽤される。
・コンポーネントのMTTFD の値を元に、チャンネルのあるいはシステムのMTTFD 値を計算する。
・代表的な数値は、ISO13849-1:2015 表C.1を参照。
・一般的に、下記のような電子部品などを組合せた複雑なコンポーネントのMTTFDの値は、メー
カからその値が提供される。（取扱い説明書、ユーザーズ・マニュアル等に記載されている）
・ライトカーテン、レーザスキャナ
・安全コントローラ、安全PLC、安全リレーモジュール、
・安全インバータ、安全サーボコントローラ
等
ライトカーテン

レーザスキャナ

安全コントローラ/リレーモジュール

製品例

パナソニックSUNX・IDECの技術資料より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
B10D と nop
電気/電磁または機械式のコンポーネント（以下を参照）は、使⽤頻度などが信頼性および寿命
に⼤きく影響する。このようなコンポーネントは、 B10D およびnopの値を基にMTTFD 値に変
換して使⽤する。
・ポジションスイッチ（リミットスイッチ／安全スイッチ）
・押しボタンスイッチ
・非常停止スイッチ
・強制ガイド式電磁リレー
・安全コンタクタ
等
B10D とは

使⽤するコンポーネントの10％が危険側故障に至るまでの平均操作回数。
B10D は、メーカから提示される値、またはISO13849-1:2015の附属書C.1の値を使⽤する。

nop とは
コンポーネントの年間の平均操作回数。（機械の製造者/設計者が設定する）

nop = dop × hop × 3600
tcycle
・hop
・dop
・t cycle

（式 C.1)

MTTFD

=

B10D
0.1 × nop

（式 C.2)

： 1日当たりの平均運転時間（単位：時間）
： 年間の平均運転日数（単位：日数）
: 連続した２サイクルの開始と開始の間の平均時間（単位：秒）
製品例

IDEC技術資料より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。

安全スイッチ（コンポーネント）の、 B10Dとnop を基にしたMTTFD の計算例
・安全スイッチのB10D＝2,000,000回 とする。
・nop(1年間の平均操作回数)を求めるための、条件は以下の通りとする。

t

nop

dop

１年間の平均稼働日数

365（日）

hop

１日の平均稼働時間

24（時間）

コンポーネントンの平均操作間隔

1800（秒）

cycle

=

dop × hop × 3600
tcycle

＝

24×365×3600
1800

nop ＝ 17520（回）
MTTFD (安全スイッチ）＝

B10D
0.1 ×

nop

＝

2,000,000
＝ 1,141（年）
0.1×17,520

製品例

IDEC技術資料より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
コンポーネントのMTTFD（またはB10D）の値を選定する場合は、以下の優先順位と
する。
① 製造メーカからのMTTFD（またはB10D）のデータ提供があれば、その値を優先
的に 採⽤する。

②

メーカからのデータ提供が無い場合は、ISO13849-1:2015 附属書 Cの値を採
⽤する。

③

ISO13849-1:2015 の付属書C
MTTFDは10年とする。

にその値が無ければ、そのコンポーネントの

注）
仮にコンポーネントのMTTFDを10年とすれば、他のコンポーネントと組合わせてチャンネルを
構成した場合、チャンネルのMTTFDはLow(低）となり、高いPLに対応することは出来ない。
従って、MTTFDは上記① または②の範囲で選択することがポイントとなる。

168
－329－

6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
チャンネルのMTTFDの計算
チャンネルのMTTFDを計算するには、パーツ・カウント・メソッド（parts count method)を使
⽤する。制御システムのチャンネルを構成する安全機能に関連する各コンポーネントのMTTFDが
対象となる。一般的に、計算には次の式を使⽤する。

1

MTTFD

〜

N

∑

＝

i=1

〜

1

MTTFDi

＝

N

∑

j=1

n

j

（D.1）

MTTFDi

ここで、MTTFD は、チャンネルの平均危険側故障時間（単位：年）。
MTTFDiおよびMTTFDjは、安全機能に関連する各コンポーネントのMTTFD 。

上式の意味は、例えば以下のようになる。
（SRP/CS1）
MTTFD1=30年
1

MTTFD
1

MTTFD

＝
＝

1

MTTFD1
1

30

（SRP/CS3）
MTTFD3=30年

（SRP/CS2）
MTTFD2=30年
＋
＋

1
MTTFD2
1
30

＋

1

MTTFD3

＋

1
30

従って、このチャンネルのMTTFDは 10年となる。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
各チャンネルのMTTFD値の区分と制限
各チャンネルのMTTFD値は、以下の様に3種類に分類されると共に、その値も制限される。
・各チャンネルのMTTFDは、最⼤100年を限度とする。従って、計算結果が100年を超えてもMTTFDは
100年として扱われる。その理由は、高いリスクに対応するシステムはコンポーネントの信頼性のみ
に頼るべきではなく、冗⻑化チャンネルを使⽤する、チェック機能（診断範囲）を持つ、のような追
加方策が必要とされる。一方、3年未満は認められない。理由は、信頼性不足のため安全関連部とし
ては適切でないと⾒なされている。
・カテゴリ４のSRP/CS（サブシステム）において、各チャンネルのMTTFDは、最⼤で2500年まで認
められる。
各チャンネルのMTTFD（平均危険側故障時間 ）の区分

表示

範囲

Low（低）

3年≦MTTFD＜10年

Medium（中）

10年≦MTTFD＜30年

High（高）

30年≦MTTFD≦100年

注）アンダーライン部分は、
2015年版で追加された。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.3 システムのMTTFDを計算する。
冗⻑化されたチャンネルを持つシステムのMTTFDの計算
この規格では、冗⻑化された各々のチャンネルのMTTFDは、同じ値であることを想定している。
各チャンネルのMTTFD値が異なる冗⻑化システムは、以下の式を⽤いて同じMTTFDをもつ冗⻑
化システムとして考えることが出来る。
MTTFD（CH1)

・MTTFD（CH1)：チャンネル１のMTTFD値
・MTTFD（CH2)：チャンネル２のMTTFD値

MTTFD（CH2)

各チャンネルのMTTFDが異なる場合、以下の①②の内、何れかで決定する。
① 最悪の場合を想定し、MTTFDが小さい方のチャンネルの値を全体のMTTFDとする。
② 次の計算式を利⽤して全体を対象化する。

MTTFD ＝

2
3

＋ MTTFD（CH2）－
MTTFD（CH1）

1
1
＋
MTTFD（CH1）

1
MTTFD（CH2）

（D.2)
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（参考）ミッションタイム（および T10d)の考え方
ミッションタイム（TM：mission time) ：使命時間
SRP/CS（制御システムの安全関連部）の意図する使⽤を網羅する期間。
（ISO13849-1：2015

3.1.28

⽤語の定義より引⽤）

・SRP/CSのミッションタイムは、20年を前提としている。
・T10Dの計算結果が、ミッションタイムが前提とする20年未満の場合は、そのコンポーネント
のT10Dの時期が来た時点で交換することを文書で通知する。
・交換しなければ、故障率が急激に増加することが予想されるので、MTTFDを計算する意味が
無くなる。
（MTTFDは、故障率が一定の期間内におけるコンポーネントの使⽤を前提としている。）
T10Dの計算は以下による。

T10D ＝

B10D

nop

(C.3)

（参考）

MTTFD

＝

T10D
0.1

＝

B10D

0.1×nop

(C.4)

・T10D ：コンポーネントの10％が危険側に故障するまでの平均時間
・B10D ：コンポーネントの10％が危険側に故障するまでのサイクルの平均回数
・nop ：年間の平均操作回数
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.4 システムのDCavgを計算する。
診断範囲（DC：diagnostic coverage)とは
診断効果の尺度であり、検出される危険側故障率(分子）と全危険側故障率（分⺟）の比率とし
て決定することが出来る。
（ISO13849-1:2015 3.1.26項）

・診断範囲は、コンポーネントあるいはシステムなどが、どの程度の危険側故障を発⾒出来、そ
の結果として適切な処置が出来るかを％（パーセント）で表現したものである。従って、診断
範囲が高い程、高いパフォーマンスレベルを実現できる。
・カテゴリ２、３、４において、DCおよびDCavgの評価が必要となる。
・メカニカルなコンポーネント（リミットスイッチ、コンタクタなど）などは、それ自体にDC
は存在しない。従がって、接続する論理部（安全リレーユニット、安全コントローラなど）の
故障診断機能でモニターされる度合いによってDCが決定される。
・DC値の決定は、故障診断機能としてどの様な方策を⽤いているかを、ISO13849-1：2015
附属書Eの該当する項目から選び、その値（％）を個々のコンポーネントに適⽤する。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.4 システムのDCavgを計算する。
DCの定義と区分

DC =

λDU
λSD
＋
λSU

λDD

DC（診断範囲）の区分
表
None
Low

λDD(検出される危険側故障率）
λDtotal(全体の危険側故障率）

＝

λDD

（％）
（λDD ＋λDU）

故障の分類（４タイプに分類）
・検出できる安全側故障率：λSD
・検出出来ない安全側故障率：λSU
・検出できる危険側故障率：λDD
・検出出来ない危険側故障率：λDU

示

範

(なし）

囲

DC＜60%

（低）

Medium
High

∑
∑

60%≦DC＜90%

（中）

90%≦DC＜99%

（高）

99%≦DC

参考）DC（診断範囲）の定義は、安全側故障率を考慮していない。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.4 システムのDCavgを計算する。
各コンポーネントのDC値が決定した後に、MTTFDと共に、システムのDCavgを
計算する。

DCavg ＝

DC2
DC1
＋ ・・・・・ ＋
＋
MTTFD2
MTTFD1
1
1
＋ ・・・・・ ＋
＋
MTTFD2
MTTFD1

DCn
MTTFDn
1
MTTFDn

（E.1)

・故障除外対象となるコンポーネントを除いて、全てのコンポーネントを対象に計算する。
・DCは診断される部分を指しており、診断装置（OTE)を指していない。
冗⻑化システム（カテゴリ３など）の場合の、各DCとMTTFDの例
⼊⼒部

DC1/MTTFD1
DC2/MTTFD2

im
im

論理部

DC3/MTTFD3

C

DC4/MTTFD4

m

im
m

im

出⼒部

DC5 /MTTFD5
DC6/MTTFD6
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.5 CCF対策を評価する。
共通原因故障（CCF: common cause failure) とは、

単一の事象から生じる異なったコンポーネントなどの故障で、これらの故障がお互いの結果では
ないもの。従って、共通モード故障とは異なる。
（ISO13849-1:2015 3.1.6項）
・共通原因故障は、例えば、過電圧／異常な振動／異常な周囲温度の上昇などの単一原因で、お
互いに関係の無い回路の部品（複数）が故障すること。
・この規格では、制御システムのメーカの担当者などが、どのようなスキルを持って、どの程度
共通原因故障の発生を防止する対策を⾏ったか をチェックすることで評価する。
・カテゴリ2,3,4の場合に、CCFの評価が必要となる。
評価方法
ISO13849-1:2015 表F.1（附属書F)の各設問に対してYes / Noで回答し、６５点以上あれば
CCFに対する対策は合格となる。一方、65点に満たない場合は、再設計が必要となる。
（次のISO13849-1:2015 表F.1を参照）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.5 CCF対策を評価する。
No
1

CCFに対する方策

配点

スコア

分離 / 隔離
・信号経路間の物理的な分離、配線/配管の分離、空間距離/沿⾯距離の確保

15

多様性（ダイバーシティ）
2

3

・異なる技術/または物理的原則を⽤いる（異種冗⻑性）
・距離及び圧⼒の測定（デジタルとアナログ）
・異なる製造者のコンポーネントを使⽤

20

設計 / 適⽤ /経験

3.1

・過電圧、過圧⼒、過電流などに対する保護

3.2

・十分に吟味されたコンポーネントの使⽤ （ISO13849-2を参照）

15
5

4

評価/分析

5

能⼒／訓練

6

環境⾯

6.1

適切な規格に従った、CCFに対する電磁両⽴性（EMC)と汚染の防止がなされている

25

6.2

他の影響（温度、衝撃、振動、湿度など関連する環境の影響に対する考慮）

10

・設計する上で、CCFを回避するためにFMEAの結果を考慮している
・設計者は、CCFの原因と結果を理解するよう訓練されている

合計点数が、100点の内65点以上で要求事項に適合していると⾒なす

5
5

100

ISO13849-1:2015

表F.1
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.6 障害の考慮、障害の除外 (1/2)
単一障害、および障害の同時発生について

・あるコンポーネント（部品）の故障の結果として、さらに次のコンポーネントが連続して故障
する場合は、最初の故障それに続く全ての故障をまとめて単一故障とみなす。
・共通の原因による２つ以上の個別の故障は、それらを単一故障と⾒なす。（共通原因故障）
障害の除外について

SRP/CSを評価する際に、コンポーネント等の故障除外を適⽤することは可能である。
故障除外に関する詳細な情報は、ISO13849-2：2012を参照のこと。
故障除外が適⽤可能な場合は、次による。
・技術的に発生する可能性のない故障。
・⽤途に関係なく、一般的に認められた技術的経験。
・⽤途および特定の危険源に関連した技術的な要求事項。
例えば、ISO13849-2:2012の表D.8によれば、ポジションスイッチなどの場合、IEC60947-51の附属書Kにしたがって、NCコンタクトが直接開路動作機構であれば、溶着して接点が開かな
くなる可能性に対する故障は除外してよいと考えられる。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.6 障害の考慮、障害の除外 (1/2)
代表的な障害と、障害除外条件の例
導体／ケーブルにおける障害と障害除外条件
考慮されるべき障害

2本の導体間の短絡

障害の除外条件

備考

以下の様な導体間の短絡は除外可能。
-例えば、ケーブルダクトや外装ケーブルなど、恒久的
に固定され外部からのダメージに対し保護されている
場合。
-分離された多芯ケーブル
-電気的なエンクロージャの内部（備考を参照）
または
-アース接続された個々にシールドされている場合

導体とエンクロージャの両
方が該当する要求事項を満
たしていること。
（IEC60204-1を参照）

ISO13849-2：2012

ポジションスイッチ／押しボタンスイッチにおける、障害と障害除外条件
考慮されるべき障害

障害の除外条件

接点が閉じない

ISO13856に従った圧⼒検知型装置

接点が開かない

IEC60947-5-1：2003 附属書Kに従がった接点は、開く
と考えてよい。（直接開路動作形）

表D.4より引⽤

備考
━
━

PLeの場合、機械的（例えば、アクチュエータと接点間のメカニカルなリンク）および電気的な障害の除外は認
められない。その様な場合（PLe）には、冗⻑化が必要である。IEC60947-5-5にしたがった非常停止装置の場
合、機械的側⾯の障害の除外は、操作の最⼤回数が考慮されていれば認められる。
ISO13849-2：2012

表D.8より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.3 安全制御回路（PL）を設計する基本的な手順の概略
6.2.1.3.7 PLｒと達成されるPLの関係
PLｒ ≦ PL であること。
PLr
F1
S1
F2

１

F1
S2
F2

P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2

a

Low

b
c
d
e

High

妥当性確認の詳細は、ISO13849-2：2012を参照のこと。
構築した安全関連制御システムのパフォーマンスレベル（PL）は、安全機能維持レベルの目標値
である要求されるパフォーマンスレベル（PLr）と同等以上でなければならない。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.1 PLの計算例 1（各SRP/CSのPLが既知である場合）
個々のSRP/CSのPL評価が既知である場合、以下の要領でシステム全体のPLを評価できる。
（図1.1)

SRP/CS1
PL1

SRP/CS3
PL3

SRP/CS2
PL2

SRP/CSn
PLn

全体のPL
全体のPL評価の手順
① 直列に配置される全てのSRP/CS(サブシステムに相当）の中で、最も低いパフォーマンスレベル（PL）を
持ったSRP/CSを特定し、これをPLlowとする。
② PLlowのSRP/CSが、直列配置の中でいくつ存在するかを確認し、その数をNlowとする。
③次の表に従って、 PLlowとNlowをもとにして、全体システムのPLを決定する。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.1 PLの計算例 1（各SRP/CSのPLが既知である場合）
SRP/CSを直列に配置した場合の例
異なるテクノロジー、異なるカテゴリーによるSRP/CSの直列配置の場合
SRP/CS1

SRP/CS2

SRP/CS3

カテゴリ２
（タイプ２）
PLc

カテゴリ３
PLd

カテゴリ１
PLc

（図1.2)

液圧式
アクチュエータ

安全機能を実⾏する安全関連部（SRP/CS)

全体のパフォーマンスレベルの算出。（表1･1を参照）
・PLLow＝ｃ
・PLLowの数＝２
全体のPL＝ｃ となる。
製品例

パナソニックSUNX・IDEC技術資料より引⽤
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.1 PLの計算例 1（各SRP/CSのPLが既知である場合）
SRP/CSを直列に配置した場合のパフォーマンスレベル（PL）を求める

（表1.1)

システムのSRP/CSの中で最も低いパ
フォーマンスレベル（PL）の値 (PLlow)

PLlowであるSRP/CS
の総数 (Nlow)

⇒

システム全体の
パフォーマンスレベル (PL)

a

＞3
≦3

⇒
⇒

a

＞2

⇒

a

≦2

⇒

b

＞2
≦2
＞3
≦3

⇒
⇒
⇒
⇒

b
c
c
d

＞3

⇒

d

≦3

⇒

e

b
c
d
e

注）ISO13849-1:2015

表11より
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.2 PLの計算例 2
2-1、設備機械および回路（システム）の概略
ガード開方向

（図2.1)

+V
S1

ガード

F

S1
(※）

K1
0V

F

K1

ストップ
・S1:タイプ１インターロック装置
（直接開路動作NC接点）
・K1:安全コンタクタ

F

K1

スタート

M
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.2 PLの計算例 2
2-2、安全機能
・ガードを開けるとモータ（危険源）が停止する。
・ガードが開いている間、モータ（危険源）は停止状態を維持する。
2-3、設備機械の稼働条件
・365日/1年 稼働する。(=dop)

・24時間/1日 稼働する。 (=hop)

2-4、ガードの開閉
・10分に1回。 (600s)
2-5、B10Dなど安全機能に関係するコンポーネントの信頼性データ
コンポーネント

（表2.1）

B10D

備考

S1

タイプ1
インターロック装置
（1NC接点)

2,000,000

・IEC60947-5-1に適合。
・ISO14119:2013に適合。
・B10D値は、ISO13849-1：2015付属書C

K1

安全コンタクタ
（３NO接点）

1,300,000

IEC60947-4-1に適合。
B10D値はISO13849-1：2015付属書C
（標準負荷）

表C.1より選択。

表C.1より選択。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.2 PLの計算例 2
2-6、上記を基に安全機能に関するコンポーネントのデータを一覧表にすると（表2･2）となる。 （表2.2）
コンポーネント

操作

dop

hop

tcycle

nop

MTTFD

T10D

S1

10分に1回

365

24

600

52,560

381

38

K1

10分に1回

365

24

600

52,560

247

25

・nopの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.2）による。
・MTTFDの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.1）による。
・T10Dは、ISO13849-1:2015の公式（C.4）による。

2-7、上記の信頼性データを基に、安全機能に対するPLとPFHDを計算する。
2-7-1、ブロック図
⼊⼒部
S1

出⼒部

（図2.2)

K１
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.2 PLの計算例 2
2-7-2、計算の結果と過程の説明

チャンネル

（表2.3）
カテゴリ

チャンネルのMTTFD

1

100

S1、K1

・1チャンネルの構造。およびMTTFDはHigh(30年以上）などよりカテゴリは１とする。
・チャンネルのMTTFDは、ISO13849-1:2015 附属書D 公式（D･1)などによる。

（表2.4）
PL

PFHD

c

1.14E-06

・上記（表2.3)の結果を基に、ISO13849-1:2015 附属書K 表K.1、およびISO13849-1:2015 表６を参照し、
PLとPFHDを決定する。
注）PLの計算後、PLr ≤ PLであることを確認すること。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-1、設備機械および回路（システム）の概略図
DC(+)

（図3.1)
F

F

F

K1

ガード開方向

S3

K2

S33

A1

13

S34

23

33

外部出力回路
F

F F

L1

ガード
Ａ2

S1

S11

S21

S1
S1-1

・S1:タイプ２インターロック装置
（直接開路動作型NC接点）
・K1,K2:コンタクタ （ミラー接点付）
・L1:リレーモジュール
・F：ヒューズ
M :モータ（危険源）

S12

S1-2

S22

14

24

34

K1

K2

K1
K2

M
(危険源)

0V
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-2、安全機能
・ガードを開けるとモータ（危険源）が停止する。
・ガードが開いている間、モータ（危険源）は停止状態を維持する。
3-3、設備機械の稼働条件
・365日/1年 稼働する。(=dop)

・24時間/1日 稼働する。 (=hop)

3-4、ガードの開閉
・10分に1回。 (600s)
3-5、B10D、MTTFDなど、安全機能に関するコンポーネントの信頼性データ
コンポーネント
S1

K1
K2
L1

B10D

タイプ２
インターロック装置
（２NC接点)
安全コンタクタ
（３NO+1NC接点）

MTTFD DC PL

備考

・IEC60947-5-1に適合。
・ISO14119:2013に適合。
・B10D値は、ISO13849-1：2015附属書C、
表C.1より選択。

2,000,000

-

-

-

-

1,300,000

-

-

-

-

1,300,000

-

-

-

-

-

100

99

e

2.47E-08

リレーモジュール

（表3.1）

PFHD

・IEC60947-4-1に適合。
・ミラーコンタクト（NC接点）を持つ。
・B10D値はISO13849-1：2015附属書C 表
C.1より選択。（標準負荷）
・データは、メーカからの提供値とする。
・ISO13849-1、IEC62061などに適合。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-6、上記を基に安全機能に関係するコンポーネントのデータを一覧にすると（表3･2）となる。 （表3.2）
コンポーネント
S1

S1-1

操作

dop

hop

tcycle

nop

MTTFD

DC

381

90

381

90

T10D

PFHD

-

-

-

-

10分に1回

365

24

600

52,560

K1

10分に1回

365

24

600

52,560

247

99

25

-

K2

10分に1回

365

24

600

52,560

247

99

25

-

-

L1

-

-

-

-

-

100

99

-

e

2.47E-08

S1-2

38

PL

・nopの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.2）による。
・MTTFDの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.1）による。
・DCの値は、ISO13849-1:2015 附属書E 表E･1による。
・T10Dは、ISO13849-1:2015の公式（C.4）による。
・L1の出⼒が有接点リレーの場合、その開閉回数および開閉負荷によって、MTTFDなどの値が変化する場合がある。
詳細はメーカの取扱い説明書を参照のこと。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-7、上記の信頼性データを基に、安全機能に対するPLとPFHDを計算する。
3-7-1、各チャンネルを主体にして、指定されたアーキテクチャを基に計算する方法。
3-7-1-1、ブロック図

⼊⼒部

論理部

出⼒部

チャンネル1

S1-1

L1-1

K１
K1

チャンネル2

S1-2

L1-2

K2

（図3.2)
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-7-1-2、計算の結果と過程の説明

カテゴリ
チャンネル1

S1-1、L1-1、K1

チャンネル２

S1-2、L1-2、K2

3

各チャンネル
のMTTFD
60
60

（表3.3）

アーキテクチャ
のMTTFD

DCavg

60

97.6

・タイプ２インターロック装置（⼊⼒部）を1個使⽤の場合、ISO13849-2:2012 附属書D 表D.8 お
よびISO14119:2013 8.2項の規定により、一般的に達成可能なPLはｄまでとされる。従って、カテ
ゴリは３とするのが妥当とした。
・各チャンネルのMTTFDは、ISO13849-1:2015 附属書D 公式（D.1)などによる。
・アーキテクチャのMTTFD（各チャンネルのMTTFDの対象化）は、ISO13849-1:2015 附属書D 公式
（D.2)による。
・DCavgは、ISO13849-1:2015 附属書E 公式（E.1)による。
・CCFは、65点以上あるものとする。

（表3.4）
PL

PFHD

d

1.03E-07

・上記（表3.3)のデータを基に、ISO13849-1:2015 附属書K 表K.1、（およびISO13849-1:2015 表
６）を参照し、PLとPFHDを決定する。
注）PLの計算後、PLr ≤ PLであることを確認すること。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.3 PLの計算例 3
3-7-2、サブシステムを主体にして計算する方法。

（図3.3)

3-7-2-1、ブロック図
サブシステム１

サブシステム3

サブシステム2

K1

S1-1
L1

K2

S1-2
（注）

（図3.4)
サブシステム1

サブシステム2

チャンネル1

S1-1

K1

チャンネル2

S1-2

K2

L1

注）サブシステム１と３は、構造が同じであれば一つのシステムに統合することが出来る。
従って、ブロック図は（図3.4）の様に考えることが出来る。（詳細は、ISO TR 23849:2010を参照のこと。）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.3 PLの計算例 3
（表3.5）

3-7-2-2、計算の結果と過程の説明
サブシステム１
チャンネル１

S1-1、K1

チャンネル２

S1-2、K2

各チャンネルの サブシステム１
カテゴリ
のMTTFD
MTTFD
100

3

100

100

DCavg

PL

PFHD

95

ｄ

4.29E-08

・タイプ２インターロック装置（⼊⼒部）を1個使⽤の場合、ISO13849-2:2012
附属書D 表D.8 およびISO14119:2013 8.2項の規定により、一般的に達成
可能なPLはｄまでとされる。従って、カテゴリは３とするのが妥当とした。
・各チャンネルのMTTFDは、ISO13849-1:2015 附属書D 公式（D.1)などによ
る。100年を超えた場合は、100年までに制限される。
・サブシステム１のMTTFD（対象化されたMTTFD）は、ISO13849-1:2015 附
属書D 公式（D.2)による。
・DCavgは、ISO13849-1:2015 附属書E 公式（E.1)による。
・CCFは、65点以上あるものとする。
サブシステム２

PL

PFHD

e

2.47E-08

・サブシステム２はリレーモジュール単体。
・各データは、メーカからの提供とする。
システム
（全体）

PL

PFHD

ｄ

6.76E-08

（表3.6）

・上記（表3.5)のデータを基に、
ISO13849-1:2015 附属書K
表K.1などを参照し、PLと
PFHDを決定する。

（表3.7）

（表3.8）

・上記（表3.6）と（表3.7)を基に、ISO13849-1:2015 附属書K 表K.1、およびISO13849-1:2015 表６
を参照し、PLとPFHDを決定する。
注）PLの計算後、PLr ≤ PLであることを確認すること。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-1、設備機械および回路（システム）の概略図
DC(+)
ガード開方向

（図4.1)

F

F

K1

ガード１

K2

A1

S1

F

S3

S33

13

S34

23

33

外部出力回路
F

F F

L1

ガード開方向
Ａ2

S11

S21

S12

S22

14

24

ガード２

S2

S1

S1-1

S1-2

S2

S2-1

S2-2

K1

34

K1

K2

K2

M
・S1,S2:タイプ２インターロック装置
（直接開路動作型NC接点）
(危険源)
・K1,K2:コンタクタ （ミラー接点付） 0V
・L1:リレーモジュール
注）この例では、いずれかのガードのみを開ける（両方同時には開けない）
・F：ヒューズ
M :モータ（危険源）
ことを前提としている。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-2、安全機能
安全機能A ・ガード１を開けるとモータ（危険源）が停止する。（ガード２は閉状態）
・ガード１が開いている間、モータ（危険源）は停止状態を維持する。
安全機能B ・ガード２を開けるとモータ（危険源）が停止する。（ガード１は閉状態）
・ガード２が開いている間、モータ（危険源）は停止状態を維持する。
4-3、機械設備の稼働条件
・365日/1年 稼働する。(=dop)

・24時間/1日 稼働する。 (=hop)

4-4、ガードの開閉
・ガード１､2共に、16分に1回。 (各960s)
4-5、B10D、MTTFDなど、安全機能に関係するコンポーネントの信頼性データ
コンポーネント

B10D

MTTFD

DC

PL

タイプ２
2,000,000
インターロック装置
（２NC接点)
S2
2,000,000

-

-

-

-

-

-

K1

1,300,000

-

-

-

1,300,000

-

-

-

-

100

99

e

S1

K2
L1

安全コンタクタ
（3NO+1NC接点）
リレーモジュール

（表4.1）

PFHD

備考
・IEC60947-5-1に適合。
・ISO14119:2013に適合。
・B10D値は、ISO13849-1：2015附属書C
表C.1より選択。
・IEC60947-4-1に適合。
・ミラーコンタクト（NC接点)を持つ。
・B10D値はISO13849-1：2015附属書C 表
C.1より選択。（標準負荷）
・データは、メーカからの提供値とする。
2.47E-08
・ISO13849-1、IEC62061などに適合する。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策
6.2.1.4 PLの計算例
6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-6、上記を基に安全機能に関するコンポーネントのデータを一覧表にすると（表4･2）となる。
コンポーネント
S1
S2

S1-1
S1-2
S2-1

操作
16分に1回

dop
365

hop
24

tcycle
960

nop
32,850

MTTFD

DC

609

60

T10D

PFHD

-

-

61

609

60

609

60

609

60

198

99

20

（表4.2）

PL

-

16分に1回

365

24

960

32,850

365

24

-

65,700

K2

S1とS2の
操作の合計

365

24

-

65,700

198

99

20

-

-

L1

-

-

-

-

-

100

99

-

e

2.47E-08

S2-2
K1

61

-

-

-

-

・nopの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.2）による。
・MTTFDの計算は、ISO13849-1:2015の公式（C.1）による。
・DCの値は、ISO13849-1:2015 附属書E 表E･1による。
・T10Dは、ISO13849-1:2015の公式（C4）による。
・L1の出⼒が有接点リレーの場合、その開閉回数および開閉負荷によって、MTTFDなどの値が変化する場合がある。
詳細はメーカの取扱い説明書を参照のこと。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-7、上記の信頼性データを基に、安全機能に対するPLとPFHDを計算する。
・安全機能Aに付いてのみ計算方法を述べる。（安全機能BもAの計算方法に準ずる。）
4-7-1、各チャンネルを主体にして、指定されたアーキテクチャを基に計算する方法。
4-7-1-1、ブロック図（一般的には、以下のように安全機能AとBが考えられる）
⼊⼒部

論理部

出⼒部

チャンネル1

S1-1

L1-1

K１
K1

チャンネル2

S1-2

L1-2

K2

論理部

出⼒部

（図4.2)

安全機能A

⼊⼒部
（参考）
安全機能B

チャンネル1

S2-1

L1-1

K１
K1

チャンネル2

S2-2

L1-2

K2

（図4.3)
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-7-1-2、計算の結果と過程の説明
カテゴリ
チャンネル1

S1-1、L1-1、K1

チャンネル２

S1-2、L1-2、K2

アーキテクチャ
のMTTFD

各チャンネル
のMTTFD

3

60

60

60

（表4.3）
DCavg
95

・インターロック装置（⼊⼒部）をシリーズに接続していること等から、フォールトマスキングの可能性
を考慮してカテゴリ３とする。（詳細は、ISO14119：2013 およびISO TR24119などを参照。）
・各チャンネルのMTTFDは、ISO13849-1:2015 附属書D 公式（D.1)などによる。
・アーキテクチャのMTTFD（各チャンネルのMTTFDの対象化）は、ISO13849-1:2015 付属書D 公式
（D.2)による。
・DCavgは、ISO13849-1:2015 附属書E 公式（E.1)による。
・CCFは、65点以上あるものとする。

PL

PFHD

d

1.03E-07

（表4.4）

・上記（表3.3)のデータを基に、ISO13849-1:2015 附属書K 表K.1、およびISO13849-1:2015 表６を参
照し、PLとPFHDを決定する。
注）PLの計算後、PLr ≥ PLであることを確認すること。
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-7-2、サブシステムを主体にして計算する方法。
（図4.4)

4-7-2-1、ブロック図
サブシステム１

サブシステム3

サブシステム2

K1

S1-1
L1

K2

S1-2
（注）
サブシステム1

安全機能A

チャンネル1

S1-1

（図4.5)
サブシステム2

K1
L1

チャンネル2

S1-2

K2

注）サブシステム１と３は、構造が同じであれば一つのシステムに統合することが出来る。
従って、ブロック図は（図4.5）の様に考えることが出来る。（詳細は、ISO TR 23849:2010を参照のこと。）
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6.2.1 安全制御システムによるリスク低減方策 6.2.1.4 PLの計算例 6.2.1.4.4 PLの計算例 ４
4-7-2-2、計算の結果と過程の説明
サブシステム１
チャンネル１ S1-1、K1

各チャンネルの サブシステム１
のMTTFD
MTTFD
100

3

チャンネル２ S1-2、K2

100

100

DCavg

PL

PFHD

89

ｄ

1.01E-07

・インターロック装置（⼊⼒部）をシリーズに接続していること等から、
フォールトマスキングの可能性を考慮してカテゴリ３とする。
（詳細は、ISO14119：2013などを参照。）
・各チャンネルのMTTFDは、ISO13849-1:2015 附属書D 公式（D.1)など
による。
・サブシステム１のMTTFD（対象化）は、ISO13849-1:2015 附属書D 公
式（D.2)による。
・DCavgは、ISO13849-1:2015 附属書E 公式（E.1)による。
・CCFは、65点以上あるものとする。
サブシステム２

（表4.6)

（表4.5)

カテゴリ

PL

PFHD

e

2.47E-08

・上記（表4.5)のデータを基
に、ISO13849-1:2015 附
属書K 表K.1、（および
ISO13849-1:2015 表６）
を参照し、PLとPFHDを決
定する。

（表4.7)

・サブシステム２はリレーモジュール単体。
・データは、メーカからの提供とする。
システム
（全体）

PL

PFHD

ｄ

1.26E-07

（表4.8)

・上記（表4.6）と（表4.7)を基に、ISO13849-1:2015 附属書K 表K.1、およびISO13849-1:2015 表６
を参照し、PLとPFHDを決定する。
注）PLの計算後、PLr ≤ PLであることを確認すること。
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6.2.1.5 参考資料
安全制御回路の向上例
安全制御回路 (1)

自⼰保持回路を備えたカテゴリ１に相当する制御
システム
・S1などは十分に吟味されたコンポーネントとす
る。
・K1（NO接点）が溶着した場合はモータ（危険
源）は停止しない。（危険側故障となる）
・自⼰診断能⼒はない。

F

+V

F

S1

S２

K1

K1

K1

S1:非常停止スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:スタートスイッチ
（NO接点）
K1:コンタクタ
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

M

0V
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6.2.1.5 参考資料
安全制御回路の向上例
安全制御回路 (２)

前ページ「安全制御回路 (1)」の危険側故障を防
止するため、回路を2重化したが・・・。
モータ（危険源）を停止する場合を考えると、
・K1（NO接点）が溶着した場合は、K2（NO接
点）が開（OFF)となってモータを停止出来る。
しかし、この故障の検出は出来ない。
・引き続きK2（NO接点）が溶着するとモータ
（危険源）は停止しない。（危険側故障）
・自⼰診断機能がない。
・単に2重化してもカテゴリ３にはならない。

F

+V

S２

S1

F
K1

K1

K3

K2

K3
K2

K1

M

K３

K２

0V

S1:非常停止スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:スタートスイッチ
（NO接点）
K1,K2,K3:コンタクタ
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）
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6.2.1.5 参考資料
安全制御回路の向上例
安全制御回路 (３)

前ページ「安全制御回路 (2)」と比較し、故障を
検出できるようにした。
モータ（危険源）を停止する場合を考えると、
・K1（NO接点）が溶着した場合は、K2（NO接
点）が開（OFF)となってモータを停止出来る。
・このとき、K1のNC接点は開（OFF)なので、S2
を押しても再起動は出来ない。
・自⼰診断機能がある。
・カテゴリ３相当となる。

F

+V

S２

S1

F
K1

K1

K3

K2

K3

K2
K3

K1

K２

K３

M

0V

S1:非常停止スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:スタートスイッチ
（NO接点）
K1,K2,K3:コンタクタ
（ミラーコンタクト付）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例

カテゴリ４ 回路例１（回路図と構成概略）
DC(+)
F

ガード開方向

F

K3

S3
（スタート）

K4
＋

ガード

F

C1

O1

C2

O3

O5

外部出⼒回路

L（ロジック部）
S1

S1:リミットスイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:リミットスイッチ
（NO接点）
K1,K2:コンタクタ（ミラー接点付）
L:ロジック部（リレーモジュール）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

S２

ー

I1

I2

I3

F F F
I4

O2

O4

O6

K1

K1
S1

S２

K2

K2

M

0V

(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ４ 回路例１（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの仕様概略
・ガードは、ISO14120の考え方に沿って使⽤されている。
・S1、S2（インターロック装置）はIEC60947-5-1などに適合しており、S1は直接開路動作型
のNC接点を備えている。S2はNO接点を備えている。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1などに於いて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たして
いる。
・K1,K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー接
点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1,S2は、NO接点とNC接点を⽤いて異種冗⻑化を⾏い、独⽴してガードの両側に設置されて
いる。また、無効化防止のため、ISO14119：2013の要求に従って隠れた位置に配置されてい
る。
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤ミラーコンタクト）が、Lのスタート回路に
直接接続されている。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ４ 回路例２（回路図と構成概略1/2）
ガード閉位置
ガード開方向
S1：タイプ２
インターロック装置

ガード
S2：タイプ２
ロック付インターロック装置
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例 カテゴリ４ 回路例２（回路図と構成概略2/2）
DC(+)

S2

F
ソレノイド

F
S1

外部出⼒回路

S3
+

S4

R1

I1

I2

I3

I4

I５

I６

I７ I８

F F F

L（ロジック部）
－
S1:安全スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:ロック付安全スイッチ
（スプリングでロック、直接開路動作型NC接点）
S3：スタートスイッチ
S4：ロック解除スイッチ
K1,K2:コンタクタ（ミラー接点付）
L:ロジック部（安全コントローラ）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）
0V

C1

K1
K2

C2

O1 O2

K1
K2

K1
K2

M
(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ４ 回路例２（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・ガードは、ISO14120の考え方に沿って使⽤されている。
・S1、S2（インターロック装置）はIEC60947-5-1などに適合しており、共に直接開路動作型
のNC接点を備えている。
・L（安全コントローラ）は、ISO13849-1などに於いて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たして
いる。
・K1,K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー接
点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1,S2は、NC接点を⽤いて冗⻑化を⾏い、独⽴して各々ガードの上下に配置されている。また、
無効化防止のため、ISO14119：2013の要求に従って隠れた位置に配置されている。
・S2は、ロック機能を持っており、ISO14119:2013に定めるスプリングでロック/電⼒でロッ
ク解除の方式を⽤いている。
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤）が、Lのスタート回路に直接接続されてい
る。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例カテゴリ４ 回路例３（回路図と構成概略）
DC(+)
F

F

K1
S２

K2
＋

F

C１

O1

C2

O3

O5

L（ロジック部）
I1

ー

S1:非常停止スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2:スタートスイッチ
L:ロジック部（リレーモジュール）
K1,K2:コンタクタ （ミラー接点付）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

I2

I3

I4

S1

F F F
O2

O4

K2
S1-2

0V

O6

K1

K1

S1-1

外部出⼒回路

K2

M
(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ４ 回路例３（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・S1(非常停止装置）は、IEC60947-5-1、5-5などに適合しており、直接開路動作型のNC接点
（2個）を備えている。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1などにおいて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たして
いる。
・K1,K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー接
点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1は、危険源が確認でき、直ぐに操作できる安全な場所に配置されている。
・S1は、⼊⼒信号の冗⻑化を⾏っている。また、ラッチ機能により非常停止状態を維持できると
共に、ラッチのリセットだけではモータ（危険源）が起動しないシステムとなっている。（S1
のリセットは、起動の許可を与えるのみ）
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤ミラーコンタクト）が、Lのスタート回路に
直接接続されている。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例 カテゴリ４ 回路例４（回路図と構成概略）
DC(+)

F

DC(+)

F

DC(+)

F1

Emitter

0V
投光側

DC(+)

F1
S1

0V
受光側

＋
F1:タイプ４ライトカーテン
S1:スタートスイッチ
K1,K2:コンタクタ （ミラー接点付）
L:ロジック部（リレーモジュール）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

外部出⼒回路

OSSD1
OSSD2

F F F
I1

R1

I2

L（ロジック部）
ー

C1 C2

K1
K2

0V

K1

O1 O2

K2

K1
K2

0V

M
(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ４ 回路例４（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・F1（ライトカーテン)は、IEC61496-2におけるタイプ４の要求を満たしており、カテゴリ４
相当品とする。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1:2015などの要求を満たしておりカテゴリ４とする。
・K1,K2（コンタクタ）は、 IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー
接点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・F1は、OFFパルスを含む冗⻑化されたOSSD信号がLに⼊⼒されている。また、危険源に対し
て最少安全距離および設置位置は適切である。また、F1は高度な自⼰診断機能を持っており、
それ自身に故障があるとOSSD信号をOFFにし、結果としてK1,K2を遮断する。
・Lは、2重化⼊⼒回路が個別に構成され⼊⼒間短絡が検出出来る。また、スタート回路（C1C2)は、S3を押したあと放した時にスタート可能な、OFFチェック機能とする。
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤）が、Lのスタート回路にバックチェック機
能のため直接接続されている。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ３ 回路例１（回路図と構成概略1/2）
ガード閉位置
ガード開方向

ガード
S1：タイプ２
ロック付きインターロック装置
ガード（可動側）

ガード（固定側）

214
－352－

6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例

カテゴリ３ 回路例１（回路図と構成概略2/2）

DC(+)
F

F

F

K1
S2

K2

S3

F

外部出⼒回路
+

C１

O1

C2

O3

O5

F F F

L（ロジック部）

0V

I1

ー

I2

ソレノイド

S１:ロック付安全スイッチ
（スプリングでロック、直接開路
動作型NC接点）
S２：スタートスイッチ
S３：ロック解除スイッチ
K1,K2:コンタクタ（ミラー接点付）
L:リレーモジュール
F：ヒューズ M：モータ（危険源）

I3

I4

O2

O4

O6

K1
K2

K1
K2

M

S1

(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ３ 回路例１（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・ガードは、ISO14120の考え方に沿って使⽤されている。
・S1（ロック付インターロック装置）は、IEC60947-5-1などに適合しており、直接開路動作型
のNC接点を備えている。
・S１は、ロック機能を備えており、ISO14119：2013の要求に適合したロック機能を備えてい
る。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1などにおいて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たし
ている。
・K1,K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー接
点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1は、NC接点を⽤いて冗⻑化を⾏い、ガードに配置されている。また、無効化防止のため、
ISO14119：2013の要求に従って隠されて配置されている。
・S１は、ISO14119:2013に定める、スプリングでロック/電⼒でロック解除の方式を⽤いてい
る。
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤ミラーコンタクト）が、Lのスタート回路に
直接接続されている。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
S1,S3:リミットスイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S2,S4:リミットスイッチ
（NO接点）

カテゴリ３ 回路例２（回路図と構成概略）

DC(+)
F

K1

+

C１

S2

O1

C2

O3

O5

I1
A

I2

I3

S2
B

S4

S3
0V

O2

E

S4
C

O4

D

S1

ガード2開方向

I4

F

外部出⼒回路
F F F

L（ロジック部）
ー

S3

K1,K2:コンタクタミラー接点付）
L:リレーモジュール
F：ヒューズ
M :モータ（危険源）

F

S3

K2

ガード1開方向

S1

F

O6

K1
K2

K1
K2

M
(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ３ 回路例２（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・ガードは、ISO14120の考え方に沿って使⽤されている。
・S1からS4（インターロック装置）は、IEC60947-5-1などに適合しており、その中でもS1､
S3は直接開路動作型のNC接点を備えている。S2、S4はNO接点を備えている。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1などに於いて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たして
いる。
・K1、K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー
接点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1､S2およびS3､S4のは、NO接点とNC接点を⽤いて異種冗⻑化を⾏ってガードに設置されて
いる。また、無効化防止のため、ISO14119：2013の要求に従って隠れた箇所に配置されてい
る。
・S1,S3およびS2,S4は、直列に接続されてLに⼊⼒に接続されている。
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤ミラーコンタクト）が、Lのスタート回路に
直接接続されている。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。

218
－354－

6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例

カテゴリ３ 回路例３（回路図と構成概略）

DC(+)
F

F

K1
S3

K2
+

F

外部出⼒回路

C１

O1

C2

O3

O5

F F F

L（ロジック部）
ー
S1,S2:非常停止スイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S3:スタートスイッチ
L:リレーモジュール
K1,K2:コンタクタ (ミラー接点付）
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

I1

I2

I3

I4

O2

O4

K1
K2

K1

S1

O6

K2

S2

M
(危険源)

0V
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ３ 回路例３（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの概略仕様
・S1、S2(非常停止装置）は、IEC60947-5-1、5-5などに適合しており、直接開路動作型のNC
接点（各2個）を備えている。
・L（リレーモジュール）は、ISO13849-1などにおいて、カテゴリ４（PLe）の要求を満たして
いる。
・K1,K2（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合しており、バックチェック⽤のミラー接
点を備えている。
コンポーネントの配置と特性など
・S1、S2は、危険源が確認でき、直ぐに操作できる安全な場所に配置されている。
・S1、S2は、⼊⼒信号の冗⻑化を⾏っている。また、ラッチ機能により非常停止状態を維持で
きると共に、ラッチのリセットだけではモータ（危険源）が起動しないシステムとなっている。
（S1、S2のリセットは、起動の許可を与えるのみ）
・K1,K2は、それぞれのNC接点（バックチェック⽤ミラーコンタクト）が、Lのスタート回路に
直接接続されている。
・Lは、2重化された⼊⼒回路が個別に⼊⼒でき、⼊⼒回路間の短絡が検出出来る。また、スター
ト回路（C1-C2)は、S3を押して、その後放した時にスタート可能なOFFチェック機能とする。
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例カテゴリ１ 回路例１（回路図と構成概略）
ガード開方向
+V
外部出⼒回路
S1

ガード

F F F
K1

S2

K1

S1
S3
S１:リミットスイッチ
（直接開路動作型NC接点）
S２:スタートスイッチ
S3 :停止スイッチ
K1:コンタクタ
F：ヒューズ
M：モータ（危険源）

K1

0V

M
(危険源)
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6.2.1.5 参考資料
各カテゴリの代表回路例
カテゴリ１ 回路例２（コンポーネントの仕様概略と配置）
この回路例で使⽤するコンポーネントの仕様概略
・ガードは、ISO14120の考え方に沿って使⽤されている。
・S1（インターロック装置）はIEC60947-5-1などに適合しており、S1は直接開路動作型のNC
接点を備えている。
・K1（コンタクタ）は、IEC60947-４-1などに適合している。
コンポーネントの配置と特性など
・S1は、NC接点を⽤いてガードの図の位置に設置されている。また、無効化防止のため、
ISO14119：2013の要求に従って隠れた位置に配置されている。
・K1は、主接点（NO接点）のほかに、補助接点（NO接点）を持ち、予期しない再起動のため
に自⼰保持回路を形成している。
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6.2.1.6 附属資料 ISO13849-1:2015 表K.1より抜粋
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6.2.1.6 附属資料 ISO13849-1:2015 表K.1より抜粋 ISO13849-1：2015 附属書K（表K.1) （１/2）
PFHdと対応するPL
各チャネルの
MTTFd（年）

カテゴリB
DCavg=0

PL

カテゴリ1
DCavg=0

PL

カテゴリ2
DCavg=low

PL

カテゴリ2
DCavg=
medium

PL

カテゴリ3
DCavg=low

PL

カテゴリ3
DCavg=
medium

PL

3

3.80×10-5

a

2.58×10-5

a

1.99×10-5

a

1.26×10-5

a

6.09×10-6

b

3.3

3.46×10-5

a

2.33×10-5

a

1.79×10-5

a

1.13×10-5

a

5.41×10-6

b

3.6

3.17×10-5

a

2.13×10-5

a

1.62×10-5

a

1.03×10-5

a

4.86×10-6

b

3.9

2.93×10-5

a

1.95×10-5

a

1.48×10-5

a

9.37×10-6

b

4.40×10-6

b

4.3

2.65×10-5

a

1.76×10-5

a

1.33×10-5

a

8.39×10-6

b

3.89×10-6

b

4.7

2.43×10-5

a

1.60×10-5

a

1.20×10-5

a

7.58×10-6

b

3.48×10-6

b

5.1

2.24×10-5

a

1.47×10-5

a

1.10×10-5

a

6.91×10-6

b

3.15×10-6

b

5.6

2.04×10-5

a

1.33×10-5

a

9.87×10-6

b

6.21×10-6

b

2.80×10-6

c

6.2

1.84×10-5

a

1.19×10-5

a

8.80×10-6

b

5.53×10-6

b

2.47×10-6

c

6.8

1.68×10-5

a

1.08×10-5

a

7.93×10-6

b

4.98×10-6

b

2.20×10-6

c

7.5

1.52×10-5

a

9.75×10-6

b

7.10×10-6

b

4.45×10-6

b

1.95×10-6

c

8.2

1.39×10-5

a

8.87×10-6

b

6.43×10-6

b

4.02×10-6

b

1.74×10-6

c

9.1

1.25×10-5

a

7.94×10-6

b

5.71×10-6

b

3.57×10-6

b

1.53×10-6

c

10

1.14×10-5

a

7.18×10-6

b

5.14×10-6

b

3.21×10-6

b

1.36×10-6

c

11

1.04×10-5

a

6.44×10-6

b

4.53×10-6

b

2.81×10-6

b

1.18×10-6

c

12

9.51×10-6

b

5.84×10-6

b

4.04×10-6

b

2.49×10-6

b

1.04×10-6

c

13

8.78×10-6

b

5.33×10-6

b

3.64×10-6

b

2.23×10-6

b

9.21×10-7

c

15

7.61×10-6

b

4.53×10-6

b

3.01×10-6

b

1.82×10-6

c

7.44×10-7

d

16

7.13×10-6

b

4.21×10-6

b

2.77×10-6

c

1.67×10-6

c

6.76×10-7

d

カテゴリ4
DCavg=high

PL
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6.2.1.6 附属資料 ISO13849-1:2015 表K.1より抜粋

ISO13849-1：2015 附属書K（表K.1) （2/2）

PFHdと対応するPL
各チャネルの
MTTFd（年）

カテゴリB
DCavg=0

PL

カテゴリ1
DCavg=0

PL

カテゴリ2
DCavg=low

PL

カテゴリ2
DCavg=
medium

PL

カテゴリ3
DCavg=low

PL

カテゴリ3
DCavg=mediu
m

PL

18

6.34×10-6

b

3.68×10-6

b

2.37×10-6

c

1.41×10-6

c

5.67×10-7

d

20

5.71×10-6

b

3.26×10-6

b

2.06×10-6

c

1.22×10-6

c

4.85×10-7

d

22

5.19×10-6

b

2.93×10-5

c

1.82×10-6

c

1.07×10-6

c

4.21×10-7

d

24

4.76×10-6

b

2.65×10-5

c

1.62×10-6

c

9.47×10-7

d

3.70×10-7

d

27

4.23×10-6

b

2.32×10-5

c

1.39×10-6

c

8.04×10-7

d

3.10×10-7

d

カテゴリ4
DCavg=high

PL

30

3.80×10-6

b

2.06×10-5

c

1.21×10-6

c

6.94×10-7

d

2.65×10-7

d

9.54×10-8

e

33

3.46×10-6

b

1.85×10-5

c

1.06×10-6

c

5.94×10-7

d

2.30×10-7

d

8.57×10-8

e

36

3.17×10-6

b

1.67×10-5

c

9.39×10-7

d

5.16×10-7

d

2.01×10-7

d

7.77×10-8

e

39

2.93×10-6

c

1.53×10-6

c

8.40×10-7

d

4.53×10-7

d

1.78×10-7

d

7.11×10-8

e

43

2.65×10-6

c

1.37×10-6

c

7.34×10-7

d

3.87×10-7

d

1.54×10-7

d

6.37×10-8

e

47

2.43×10-6

c

1.24×10-6

c

6.49×10-7

d

3.35×10-7

d

1.34×10-7

d

5.76×10-8

e

51

2.24×10-6

c

1.13×10-6

c

5.80×10-7

d

2.93×10-7

d

1.19×10-7

d

5.26×10-8

e

56

2.04×10-6

c

1.02×10-6

c

5.10×10-7

d

2.52×10-7

d

1.03×10-7

d

4.73×10-8

e

62

1.84×10-6

c

9.06×10-7

d

4.43×10-7

d

2.13×10-7

d

8.84×10-8

e

4.22×10-8

e

68

1.68×10-6

c

8.17×10-7

d

3.90×10-7

d

1.84×10-7

d

7.68×10-8

e

3.80×10-8

e

75

1.52×10-6

c

7.31×10-7

d

3.40×10-7

d

1.57×10-7

d

6.62×10-8

e

3.41×10-8

e

82

1.39×10-6

c

6.61×10-7

d

3.01×10-7

d

1.35×10-7

d

5.79×10-8

e

3.08×10-8

e

91

1.25×10-6

c

5.88×10-7

d

2.61×10-7

d

1.14×10-7

d

4.94×10-8

e

2.74×10-8

e

100

1.14×10-6

c

5.28×10-7

d

2.29×10-7

d

1.01×10-7

d

4.29×10-8

e

2.47×10-8

e

注）MTTFDは、100年までを記載。 （カテゴリ４の場合は、MAX2500年まで）
詳細は、規格原文を参照下さい。
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機械安全のための
教育カリキュラム用教材
－設計技術者編－
「第7章 ユーザーへの情報提供」

機械安全推進特別委員会
機械安全教育プログラムの開発部会
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7.1 使用上の情報

4
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7.1.1 使用上の情報ー定義
ISO12100-1の定義
使用上の情報：
使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば、文章、語句、標識、信
号、記号、図形）を個別に、又は組合わせて使用する保護方策。
三つに分類
信号及び警報装置

表示，標識（絵文字），警告文

附属文書
（特に，取扱説明書）

詳細については
この文書の

この文書の

7.2.4

7.2.5 へ

へ

この文書の

7.2.6～7.2.10へ
また，

7.3へ

5

7.1.2 使用上の情報ー目的
使用上の情報の目的は，機械のライフサイクルの全局面において機械が
効果的に，かつ安全に使用者に使われるための情報を提供すること。
次に関する情報とターゲットを設定する
○示される情報
・意図する使用
・機械自体及びパーツ並びにコンポーネント
・使用，インタラクション，保全，修理等
・同定した危険源及び使用者の作業に関連 し，採用されたリスク低減方策
・残留リスク
・ターゲットグループ
○考慮する事項
・ターゲットに求められている情報
・ターミノロジーとワーディング（この文書の7.5.2参照）

＋
運搬，組立及び設置，コミッショニング（立上げ，検収，引渡し，移管），使用［設定（段取りなど）
，ティーチング若しくはプログラミング又は工程の切替え，運転，清掃，不具合（障害）の発見及
び保全］，及び必要ならば分解，使用停止，及び廃棄処分を網羅するもの

6
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7.1.3 使用上の情報ー配置
使用者が情報を必要とする時期及び機械設計に応じて，
次のいずれか又は組合せで，
配置及び提供を行う

機械自体の内部
及び
機械上に

附属文書に
(特に，取扱説明書)

機械以外のところに

こん（梱）包上に

表示又は警告
のような他の手段により

警告のような重要なメッセージを必要とする場所では，標準
化された文言を使用するように考慮しなければならない

7

7.2 提供すべき情報の種類

8
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7.2.1 装置ユーザへの提供文書の一般要求事項
１． 装置ユーザへの提供文書は，装置の安全なインスタレーション，操作，保守，汚
染除去，ディコミッショニ ングを可能にするような特定の指示を提供すべきである。
２. 装置ユーザへの提供文書には，装置固有の危険性を記述し，危険性への曝露
の可能性を警告して，リス クを最小限にする方法に関する情報を提供すべきで
ある。装置固有の危険性の記述方法については、7.4.2を参照のこと。
３. 装置サプライヤは，装置ユーザへの提供文書の中で，少なくとも以下のリストの
項目に関連する 環境安全衛生情 報を提供すべきである。
• 安全インターロック
• 緊急遮断
• 人間工学
• 地震対策
• 環境パファーマンス
• 労働衛生
• 火災対策
• 汚染除去とディコミッショニング
４.

契約上同意される場合は，装置が使用される地域の基本言語で装置ユーザ
へ文書を提供することが推奨される。

9

7.2.1 装置ユーザへの提供文書の一般要求事項

装置サプライヤが、提供すべき環境安全衛生情報について一例を紹介しましょう。

●適用例：
取り外し式ｶﾊﾞｰ

●機器外観

• 安全インターロック
• 緊急遮断
• 人間工学

出典：図・ＩＤＥＣホームページ
表・SEMIスタンダードS-8

10
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7.2.1 装置ユーザへの提供文書の一般要求事項

装置サプライヤが、提供すべき環境安全衛生情報について一例を紹介しましょう。

• 地震対策
• 火災対策
炎ｾﾝｻ

Lアングルにて固定

フォーク型ブラケット

した耐震固定

を用いた耐震固定

熱ｾﾝｻ

消火薬剤
ノズル

11

7.2.2 装置固有の危険性

1. 安全評価の過程で特定された装置固有の危険性は，装置ユーザへの提供
文書に記述されるべきで ある。
2. 装置ユーザへの提供文書の安全のセクションに，それぞれの危険性の存在
する場所とタイプの要約を記載 すべきである。
3. 装置ユーザへの提供文書には，保守，補助装置，周辺機器の操作に必要な
危険物質（例えば，潤滑剤， 洗浄剤，冷却剤）のリストを含むべきである。
4. サプライヤ特有のベースラインプロセスから生じる副生成物や廃水に関連する
危険性は，装置ユーザへ の提供文書に記述されるべきである。
5. 装置ユーザへの提供文書には，装置内の火災，爆発，化学物質の漏出，
地震発生時のリスク低減のため の装置内の安全方策を記載すべきである。

次ページで装置固有の危険性について対応例を紹介しましょう。

12
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7.2.2 装置固有の危険性
1. 安全評価の過程で特定された装置固有の危険性は，装置ユーザへの提供
文書に記述されるべきで ある。
危険性は、危険のおそれ。危険源は、危害を引き起こす潜在的根源。

機械的危険源
固体 または、液体の機械的作用
に起因して生ずる危険。
たとえば、押しすぶし、切断、裂傷
巻き込みなどの危険性

熱的危険源

感電、電気アーク、絶縁破壊、
漏洩電流、静電気などの危険性

騒音の危険源

材料及び物質による危険源

聴覚への支障や耳鳴りなど

有害な化学薬品などの吸入、摂取または
接触。それらが使用が起因する、火災・
爆発の危険性

有害磁場,光線危険源
レーザー、マイクロ波、X線、電離及び
非電離放射線などの危険性

電気的危険源

高温、低温の機械類に接触すること
など。火災または爆発を引き起こす
高温の危険性

13

7.2.2 装置固有の危険性
2．装置ユーザへの提供文書の安全のセクションに，それぞれの危険性の存在
する場所とタイプの要約を記載 すべきである。
出典：平成 23年 3月作成 厚生労働省
機械ユーザーへの機械危険情報の提供に関する ガイドラインから抜粋して本項
の対応例を説明しましょう。
ガイドラインの目的

本ガイドラインは、機械ユーザーでの労働災害防止のため、機械ユーザーの事業場
におけるリ スクアセスメントの実施が推進されるよう、機械譲渡時の機械メーカーから
機械ユーザーに対する機械危険情報の提供のあり方を示す。
本ガイドラインは、その中の「機械の残留リスク等に関する情報」の提供について、
基本的な実施事項の具体的な目安を提示するものである。
機械メーカーは、これまでも取扱説明書、警告ラベル等によって機械危険情報の提供
を行って いるが、加えて、機械ユーザーによる保護方策が必要となる機械上の危険
箇所や、行うべき保護 方策の内容等を、機械ユーザーがリスクアセスメントを実施する
ために容易に理解・認識できる 形式の文書で提供することが必要である。
そのような形式を具体化した文書として、本ガイドラインでは、取扱説明書の一部と
して作成 する「機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスクマップ」および
「機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスク一覧」について解説する。
14
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7.2.2 装置固有の危険性
ガイドラインで解説する情報提供

■機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスクマップ
安全に機械を運用することにより労働災害を防止するため、機械メーカーが想定
した、機械 ユーザーが行うべき保護方策と関連する残留リスクに関する情報（機
械ユーザーがリスクア セスメントを実施するために必要な情報および機械ユー
ザーが行う具体的な危険回避策）を、 絵や図面等に示した文書。

■機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスク一覧
安全に機械を運用することにより労働災害を防止するため、機械メーカーが想定し
た、機械 ユーザーが行うべき保護方策と関連する残留リスクに関する情報（機械
ユーザーがリスクア セスメントを実施するために必要な情報および機械ユーザー
が行う具体的な危険回避策）を 一覧にした、箇条書きまたは表の形態で掲載した
文書

15

7.2.2 装置固有の危険性
残留リスクマップ構成例
（残留リスク一覧を参照
する場合）

16
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7.2.2 装置固有の危険性
残留リスクマップ構成例
（残留リスク一覧を参照
しない場合）
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7.2.2 装置固有の危険性
残留リスク一覧構成例

18
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7.2.3 危険性エネルギーの制御手順
１.装置の保守またはサービスを行う作業員がリスクに曝されうるような，装置内
に存在する危険エネルギー 源（電気，化学物質，熱，機械，放射，空気圧，
油圧エネルギー）があれば，装置ユーザへの提供文書に記述する とともに，
それぞれの危険エネルギーの切離し手順（「ロックアウト／タグアウト」）と制御
手順についても記述すべき である。

設備内作業中に、第三者が電源投入出来ない様にすること。

特定の保全技術知識(例）として

主電源ブレーカーが上がらないように、鍵を付ける
ここの穴に
ロックアウトして・・・

タグアウトは、ロックアウトの穴に「スイッチ

ロータリースイッチに対するロックアウトタグアウト をオンにするな」の表示タグをかける。

19

7.2.4 信号及び警報装置
危険事象の警告のために使用される視覚信号（例えば，点滅灯）及び聴覚信号
これらの信号は，次の事項が必須である。
a) 危険事象が発生する前に発せられること
b) あいまいでないこと
c) 明確に知覚でき，使用している他のすべての信号と識別できること
d) オペレータ及び他の人が明確に認識できること
警報装置は，容易に点検できるように設計し，及び配置しなければならない。使用上の情報は，
警報装置の定期点検について記述しなければならない。
Height of infrequently viewed visual signal measured
to the top of the signal. This guideline does not apply
to light towers
Maximum 2130 mm (84 in.)
SEMI S8 Supplier Ergonomic Success Criteria (SESC)より

設計者は，頻繁な視覚信号及び／又は聴覚信号の発報による“感覚飽和”の可能性に注意す
ること。頻繁な信号の発報は，警報装置を無効化することにつながる場合がある。
感覚飽和：このケースでは、軽警報音と重警報音の発生音を、同じにしていた場合に
緊急事態レベルの判断が曖昧になってしまう。

20
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7.2.4 信号及び警報装置
b) あいまいでないこと
c) 明確に知覚でき，使用している他の
すべての信号と識別できること

d) オペレータ及び他の人が明確に
認識できること

明確に知覚でき：
信号警報は、基本的に可視、可聴通告が
可能であること。

保全エリアがパーテッション
で仕切られることになったことを想定して。

識別できること：
シグナルタワーの警報は、生産異常信号
回転灯は、インターロック信号

緊急事態表示として、オペレーターも保全者
にも、赤の回転灯を動作させて通告する。

回転灯

シグナルタワー

パーテッション

21

写真：平田機工様より提供

7.2.5 表示、標識（絵文字）
機械類は，必要なすべての表示を備えていなければならない。

a) 明確に識別するために，少なくとも
1) 製造業者の名前及び住所
2) シリーズ名又は型式名
3） もし，あれば製造番号
b) 必須の要求事項への適合を示すために，次で構成されるもの。
1) マーキング
2） 文字での表示，例えば，製造業者，機械類の名称，製造年，及び爆発性雰
囲気での意図する使用
c) 安全に使用するために，例えば
1) 回転部の最大速度
2) 工具の最大直径
3) 機械自体及び／又は着脱可能な部品の質量（kg 表示）
4) 最大荷重
5) 保護具着用の必要性
6) ガードの調整データ
7) 点検頻度
22
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7.2.5 表示、標識（絵文字）
a) 明確に識別するために，少なくとも
1) 製造業者の名前及び住所
2) シリーズ名又は型式名
3） もし，あれば製造番号
b) 必須の要求事項への適合を示すために，次で構成されるもの。
1) マーキング
2） 文字での表示，例えば，製造業者，機械類の名称，製造年，及び爆発性雰
囲気での意図する使用

23

7.2.5 表示、標識（絵文字）
c) 安全に使用するために，例えば
1) 回転部の最大速度
2) 工具の最大直径
3) 機械自体及び／又は着脱可能な部品の質量（kg 表示）
4) 最大荷重
5) 保護具着用の必要性
6) ガードの調整データ
7) 点検頻度
機械に直接印刷される情報は，恒久的で，かつその機械で予期される寿命を通じ
て判読可能であるのが望ましい。

薬液を使用する作業
面帯、前掛け、耐酸性保護
手袋の使用

チャンバーメンテナンスを行
う
作業異物が目に入る危険性
があることからゴーグルの
使用

点検する管理限
界値の表示

ゲージの用途を表示

24

写真：ソニー厚木テック様より提供
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7.2.6 作業固有の危険性
１. 装置ユーザへの提供文書では，各作業に固有の危険性を，「危険」， 「警告」，
「注意」といった標語を使って示すべきである。
標語およびその危険性の説明は，文書の中で強調すべき である。
（例えば，文字を大きくしたり，文字の周囲を囲む）。
装置サプライヤは，「危険」，「警告」，「注意」といった用語が用いられる場合に
は，これらの用語について 定義を装置ユーザへの提供文書に 盛り込むべきで
ある。

設備搬入後に、安全作業
警告標識、保護方策を説明しましょう
マニュアルなどをもとに
緊急時の回避方法は・・・
安全マニュアルには
保護具は・・・
定常・非定常安全作業手順
書を作成して使用者へ
教育訓練を行う
危険源からの回避の
方法が記載されています

25
写真：ソニー厚木テック様より提供

7.2.7 物質安全データシート（MSDS）
１. 装置サプライヤは，装置に固有であるか装置と共に出荷される化学物質を
対象 とした，MSDSを提供すべきである。
２. プロセスや装置の保守またはサービスで用いられる化学物質ではあるが，装置
内または装置と共に提供 されない化学物質については，装置サプライヤから
よりもむしろその化学物質サプライヤからユーザが MSDSを入手しなければなら
ない旨を，装置ユーザへの提供文書の中で記述すべきである。
ＭＳＤＳに記載
すべき情報について

• 製品と企業の名称（Product and company identification）
• 組成（Composition）
• 危険の種類（Hazard identification）
• 救急処置（First aid measures）
• 火災時に講じるべき処置（Fire fighting measures）
• 漏出事故の対処方法（Accidental release measure）
• 取扱いおよび保管（Handling and storage）
• 曝露予防手段／身体保護（Exposure controls / Personal protection）
• 物性および化学特性（Physical and chemical properties）
• 安定性と反応性（Stability and reactivity）
• 毒性情報（Toxicological information）
• 生態学的影響に関する情報（Ecological information）
• 処分の際に配慮すること（Disposal considerations）
• 輸送に関する情報（Transport information）
• 法規制情報（Regulatory information）
• その他の情報（Other information）

－371－
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7.2.8 保護具

１.装置ユーザへの提供文書では，どの作業が保護具を必要とするか，また
各作業でどのような保護具（例え ば，ゴーグル，エプロン，手袋，マスク，安全靴，
ヘルメット）を必要とするかを明確にすべきである。
2.文書には，使用される保護具の衝撃強度や酸耐性などの特性を特定すべきで
ある。
3.装置サプライヤによる付加的指示が必要とされる場合を除き，保護具サプライヤ
の指示に従って 保護具を使用すべきであることを，装置サプライヤは装置ユーザ
への提供文書の中で述べるべきである。

写真：ソニー厚木テック様より提供
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7.2.9 装置点検，消耗品，保守
１. 装置ユーザへの提供文書には，定期点検の推奨される方法および各点検の頻
度を記述すべきである。
２. 定期点検には，手順と手順の間に長いインターバルを挟むような断続的なものも
含まれる（例えば，コンピュータのメモリ用バッテリの交換，UPSバッテリの交換，
点検システム用のセンサモジュールの交換など）。
３. 装置サプライヤは，消耗部品や消耗物資，その交換頻度，保守方法，部品／物
資番号のリストを装置ユーザへの提供文書に示すべきである。
４. 装置サプライヤは，点検や保守に必要とされる特定のツールや 保護具に関する
情報を，装置ユーザへの提 供文書で提供すべきである。
安全インターロックの定期的な機能点検も必要です
設備を導入した際の
安全機能は維持されて
いるか？
インターロック
チェック
を定期的に
点検しよう

28

写真：住友重機械工業様より提供
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7.2.10 トレーニング要求
１. 装置サプライヤは，安全な操作や保守に必要なトレーニングの内容を，装置
ユーザへの提供文書に記述 すべきである。
２. 装置ユーザへの提供文書には，サプライヤがどのレベルのトレーニングを十分
とみなしているかを明記すべきである。

Safety Manual for Operation Work

Safety Manual for Maintenance Work

安全
確保の
ための
操作
手順を

トレーニングしましょう

安全
確保の
ための
保全
手順を
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第7章 ユーザーへの情報提供

7.3 付属文書（特に、取扱説明書）
作成のためのガイド
7.3.1

取扱説明書とは

7.3.2

取扱説明書の作成方法

7.3.3

取扱説明書の作成者

7.3.4

取扱説明書の構成

7.3.5

取扱説明書の編集内容

7.3.5.1 重要事項説明
7.3.5.2 製品説明
7.3.5.3 指示・警告(安全上のご注意)指示文・命令文の書き方
7.3.5.4 使用方法
7.3.5.5 保守（お手入れ・保管方法）
7.3.5.6 製品保証
7.3.5.7 責任主体表示
7.3.5.8 テキストのフォントサイズ及び図記号の高さ
7.3.5.9 取扱説明書のデザインレイアウト見本
7.3.5.10 安全データシート、その他の提供すべき情報

30
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.1 取扱説明書とは
ISO 12100から求められていること

6.4.1.1 使用上の情報の作成
使用上の情報の作成は，機械の設計になく
てはならないものである。
使用上の情報は，文章，語句，標識，信号，
記号又は図表のような伝達手段で構成し使
用者へ情報を伝えるために個別に又は組み

シ゛⩽࡞ࡻࡖ࡙ㅦࡋࡼࡿࡾಕ㆜᪁➿
㸝ᅒ 1 ཤ↯㸞
ࢪࢷࢴࣈ 1:ᮇ㈹ⓏᏭධシ゛᪁➿

ࢪࢷࢴࣈ 2:Ꮽධ㜭㆜ཀྵࡦຊಕ㆜᪁➿

合わせて使用する。
使用上の情報は，専門及び／又は非専門の

ࢪࢷࢴࣈ 3:⏕୕ࡡሒ a)

使用者を対象とする。

     ۔ᶭ࡞
     㸢 ㆑࿈ᵾㆉ㸡ಘྒ
     㸢 ㆑ሒ⨠
     ཱི۔ㄕ᪺᭡࡞
出典元：B 9700㸯2013 (ISO 12100㸯2010)（図2 参照）
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.1 取扱説明書とは
GUIDE51から求められていること

7 規格における安全側面
7.4.2 使用のための情報
7.4.2.1 情報の種類
規格は製品又はシステムで関係者 ( 例えば
・購入者
・据付者
・検査技術者
・最終使用者
・サービススタッフ
に提供される意図する使用のために必要なすべての情報を特定することが望まし
い。
製品及びシステムの場合、安全に関係するどんな情報が必要かを、規格が明確に
示すことが望ましい。
取扱説明書（例えば、据付、使用、メンテナンス及び廃棄の指示書）に記載する。
これには訓練又は個人用の保護具の必要性に関する情報を含んでいることが望ま
しい。

32
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.1 取扱説明書とは
GUIDE51から求められていること

7 規格における安全側面
7.4.2 使用のための情報
7.4.2.2 説明書
規格は , 提供される指示と情報が製品又はシステムを操作するための必要条件を
カバーしなければならないことを , 明記することが望ましい。
製品の場合 , 説明書は , 必要に応じて適切に , 組み立て , 使用 , 清掃 , メンテナンス ,
解体 , 及び破壊 / 廃棄についてカバーしていることが望ましい。
説明書の内容は , 製品の使用者に対し , 取り除くことができず , 低減することもで
きなかった製品のハザードによって引き起こされる危害を避け , 適切な意思決定
をすることを可能にする手段を提供し , かつ , 製品の誤使用を回避する指示を提
供することが望ましい。また , 説明書にもし製品が誤使用されるなら ,( 例えば漂
白剤を摂取する場合 ), その救済措置を示すのがよい。
製品の使用上の指示を勘違いして混同することを避けるために , 製品ハザードに
ついての説明と警告は別々に書き , 別々に示されることが望ましい。
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.1 取扱説明書とは
から求められていること
IEC82079-1

3.19

使用説明（instructions for use）

製品の供給者が使用者に提供する情報で、製品を安全かつ効率的に使用するために実施する行為
を伝えるために必要なすべての規定を含むもの。

4.1.2

製品の一部としての使用説明

製品には、その意図した使用を推進し、製品を使用するときに使用者が知る必要のあるすべての
情報を含んだ使用説明が添付されていなければならない。使用説明が複数の文書を含む場合は、
有意で系統だった体系で配備し、操作塑指示を支援するものでなければならない。第三者の文書
を統合するには、顧客の要求事項及び使用者のニーズに基づいたものでなければならない。

34
－375－

7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.2 取扱説明書の作成方法
から求められていること
ISO 12100

6.4.5.2 取扱説明書の作成
取扱説明書の作成及び表現については，次を適用する。
a) 印字の種類（フォント）
，及び大きさは最も明瞭に判読できなければならない。安全に関する警告及び／又は
注意は，色彩，記号及び／又は大きな活字体を使用して強調しなければならない。
b) 使用上の情報は，その機械が使用される国の言語で最初にかつ最初の版に記載しなければならない。
複数の言語を使用する場合は，各々の言語は他の言語と容易に区別でき，翻訳文とこれに関連する説明図を
一緒に示すのが望ましい。
注記：ある国では特定の言語を使うことを法的に要求している。
c) 理解に役立つときは本文を説明図で補足するのが望ましい。説明図には，
例えば，
手動制御器（アクチュエータ）
の取付け場所とそれを容易に識別できるような詳細な説明文を添えるのが望ましい。
説明図は関連する説明文から離さず，かつ，操作手順に従って配置するのが望ましい。
d) 理解を支援するために，情報を表形式で表すことを考慮するのが望ましい。表は関連する説明文の近くに配置
するのが望ましい。
e) 色彩の使用を考慮するのが望ましい。特に，迅速な識別を必要とするコンポーネントに有効である。
f) 使用上の情報が長文になる場合，目次及び／又は索引を設けるのが望ましい。
g) 直ちに処置が必要な安全関連指示事項は，オペレータがすぐに利用できる様式で提供するのが望ましい。
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7.3.2 取扱説明書の作成方法
から求められていること
ISO 12100

6.4.5.3 使用上の情報の作成及び編集
a) 型式との関係 使用上の情報は，特定の機械型式に明確に関連付けていなければならない。必要な場合は，
他の適切な識別（例えば，シリアルナンバー）によって関連付けなければならない。
b) 情報伝達の原則 使用上の情報は，最大の効果を得るために “ 見る−考える−使う ” の伝達のプロセスに従って，
及び操作の時系列に従って作成するのが望ましい。
“ どうやって？ ” 及び “ なぜ？ ” の質問を予想して，その回答を記述するのが望ましい。
c) 使用上の情報は，可能な限り簡単かつ簡潔でなければならない。一貫した用語及び単位を用いて表現し，常用
しない技術用語には明確な説明を付けるのが望ましい。
d) 機械を非専門要員が使用することが予想される場合は，指示事項は非専門要員の使用者に直ちに理解しやすい
形式で記述するのが望ましい。
機械を安全に使用するために保護具が必要な場合，販売時にこの情報を強調して表示するように，例えば，機
械だけでなくこん（梱）包上にも明確に注意を与えるのが望ましい。
e) 文書の耐久性及び有効性 使用上の指示事項を記載する文書は，耐久性のある形式で作成するのが望ましい
（すなわち，文書は使用者に頻繁に使用されても耐久性のあるものにするのが望ましい。
）
。
また，文書の上に “ 将来の参照用として保存すること ” を表示しておくと役立つ。使用上の情報が電子的形式
（例えば，CD，DVD，テープ，ハードディスクなど）で保管されている場合，直ちに行動を必要とする
安全関連の情報を，すぐに利用可能なハードコピーでバックアップしておかなければならない。
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7.3.2 取扱説明書の作成方法
から求められていること
IEC82079-1

6.1.5

シンプルかつ簡潔

情報は可能な限りシンプルかつ簡潔でなければならず、一貫性のある用語及び単位で表現しなければならない。
文はシンプルであることが望ましい。文は短いことが望ましく、また文法的に正確でなければならない。
相互参照は、最小限にとどめなければならない。

6.1.6

一つの文に一つの指示

一つの文には一つの指示だけとするか、又は最大限、緊密に関連する少数の指示だけを記載しなければならない。

6.1.7

シンプルな言葉づかいに関する規則

使用説明のテキストは、短い文の中に、シンプルで、明確で、直接的なフレーズで記述して、“ 一つの表現に一つのシン
プルな意味 ” の原則に従わなければならない。テキストの論理的構造は明確でなければならない。
᥆ዜ䛴ᩝమ

ይ䜄 䛝 䛊ᩝమ

ይ䜄 䛝 䛕䛰䛊ᩝమ

ུິឺ䛭䛰䛕䚮⬗ິឺ䛴ິペ䜘⏕䛟䜑

㞹″䜘ว䜑

㞹″䛒ว᩷䛛䜒䛥䛙䛮䜘☔ᐁ䛱䛟䜑

ᘽ䛊⾪⌟䛭䛰䛕䚮᩷ᏽⓏ䛰ᣞ♟䜘⏕䛟䜑

䝃 䝚䛵㝎ཡ䛝 䛰䛊

䝃䝚䛵㝎ཡ䛝䛰䛊䛙䛮䛒᭻䜄 䛝 䛊

㇗ྞペ䛭䛰䛕䚮⾔Ⅵ䜘♟䛟ິペ䜘⏕䛝䛬
ᣞ♟䜘⾪⌟䛟䜑

⏕䛟䜑䚮ಕᏬ䛟䜑䚮ᅂ㑂䛟䜑

⏕䚮ಕᏬ䚮ᅂ㑂

⏕⩽䛒ర䜘䛟䜑䛮䜎䛊䛑㏑䛿䜑䛴䛭䛵䛰
䛕䚮⏕⩽䛱├ヨ䛝䛑䛗䜑

㯦䛴䝰䝔䞀䜘ᡥ๑䛱ᘤ䛕

⏕⩽䛵䚮㯦䛴䝰䝔䞀䜘ᶭ䛑䜏㞫䜒䜑䜎䛌
䛱ᘤ䛕

㔔ྫྷᏽ䜘㑂䛗䜑

㻖㻤䛴䝖䝩䞀䜾䛦䛗䜘䛵䜇㎰䜆

㻖㻤௧አ䛴䝖 䝩䞀䜾䛵䛵䜇㎰䜄 䛰䛊

Ί䜘ᣅ䛓䜊䛟䛊༟ㄊ䜘㑂䛗䜑䟺≁䛱䚮ᙟ䛮
㡚ኇ䛒జ䛬䛊䜑㢄㎙䟻

㼉㼏㼄㼐 㼐㼄㼅㼏㼈㻃㼆㼒㼑㼗㼈㼑㼗㼖
㼋㼌㼊㼋㻋㻒㼏㼒㼚㻌

㻬㼑㼉㼏㼄㼐㼐㼄㼅㼏㼈
㻫㼜㼓㼈㼕㻋㼋㼜㼓㼒㻌

ฝ ඔ䠌㻬 㻨㻦 㻛㻕㻓㻚㻜 㻐㻔䠁 ⾪㻔ᩝ మ䛴ౚ
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7.3.2 取扱説明書の作成方法
から求められていること
IEC82079-1

4.7.4

恒久性

製品上に示す使用説明は、製品の予想耐用年数の間ずっと判読できる状態になければならない。
製品の包装上又は製品に添付する資料（リーフレット、マニュアル、データ媒体など）中に提供する使用説明は、
耐久性のある形式で作成しなければならない。包装又は資料は、製品の使用が意図されている環境において、製
品の予想耐用年数の間、頻繁な使用に耐えるように設計し、制作しなければならない。

4.7.5

可用性

使用説明には、将来の参照のために保管すること若しくはそれと同等の文言を、製品の稼働寿命の間、それが必
要な状況はまったくないことが明らかではない限り、表記しなければならない。製品の供給者は、製品の予想耐
用年数の間ずっと利用できるように、使用説明の代替用コピーを保管しなければならない。各消費者製品につい
ては、さらに使用説明をウェブサイト上で公開し、容易に検索できるようにすることが望ましい（5.7 及び 6.7
参照）
。

4.8.2.3 理解しやすい用語
使用説明は、製品に専門的知識をもつ特定のターゲットグループによる使用が意図されているのでない限り、一
般の人々に理解できるものでなければならない。専門用語及び専門的表現の使用が避けられない場合は、その意
味を説明しなければならない。
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7.3.3 取扱説明書の作成者
から求められていること
IEC82079-1

4.2

コミュニケーションの質

使用説明の作成は、チェック及び校正を含め、専門的知識をもった執筆者又は専門家の責務としなければならな
い。専門的知識をもった執筆者又は専門家は、次の能力を備えていなければならない。
・コミュニケーション、特にテクニカルコミュニケーションの高度な能力
・オリジナルの言語に関する確かな能力
・テーマの分野に関する知識
・使用説明を作成するための一連の工程に関する知識と、この IEC 82079 シリーズ第１部の要求事項を
一連の工程に適用する能力
使用説明は、ターゲットグループ向けの執筆を専門にする有資格者が文章上の編集を行うことが望ましい。

4.8.3.3

翻訳の質

使用説明をオリジナルの言語から別の言語に翻訳する場合、専門的知識をもった翻訳者又は専門家が、チェック
及び校正を含めた翻訳に責任をもたなければならず、又、次のとおりでなければならない：
・コミュニケーション、特に技術的コミュニケーションの基本能力を備えている。
・主題の分野に精通している。
・オリジナルの言語と翻訳する言語に堪能で、できれば翻訳する言語を母語とする者が望ましい。
名称及び製品特性の、口語的表現及び地域固有で一般的でない変形表現は避けることが望ましい。
翻訳された使用説明は、ターゲットグループ向けの執筆及び翻訳を専門とする有資格者が編集することが望まし
い。
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取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

6.4.5 附属文書（特に，取扱説明書）
6.4.5.1 内容
取扱説明書又はその他の記載による指示事項［例えば，こん（梱）包上のもの］は，次の事項などを含まなけ
ればならない。
a) 機械の運搬，取扱い及び保管に関する情報
b) 機械の設置及びコミッショニング（立上げ，検収，引渡し， 移管）に関する情報
c) 機械自体に関する情報
d) 機械の使用に関する情報
e) 保全に関する情報
f) 分解，使用停止及び廃棄処分に関する情報
g) 非常事態に関する情報
h) 熟練要員用の保全指示事項に関する情報
・特定の技術知識又は特別な技量を要するために，熟練要員（保全要員，専門要員）に限定して遂行される必要のある保全作業に関する指示事項

＊非熟練要員用の保全指示事項は，明確に区別して示す必要がある。
・特定の技量を要しない使用者が遂行してもよい保全作業（例えば，部品交換）に関する指示事項
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取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

➠ 1 ❮ ᴣこ

6.4.5.1 内容

ᦑฝ 䝿 ᦑථ㏳㊨䛴☔ಕ

a) 機械の運搬，取扱い及び保管に関する情報
1) 機械の保管条件

Step 1

ᠺᙟᶭᮇమ䛴ኬ䛓 䛛 䜘⩻៎ 䛝 䚮 ⛛ິ⤊㊨䛴㝸ᐐ∸䜘∞
䛗䜑䚯

Step 2

シ⨠᪁ྡྷ䜘⩻៎ 䛝 䚮 Ⲭ㜾䜓 䛝 న⨠䛑䜏 シ⨠న⨠䜄 䛭 䜷
䝱ᘤ䛓 䛰 䛯 䛭⛛ິ 䛛 䛡䜑䚯

䜷 䝱ᘤ䛓

ࣆ࢚࣭ࢠࣛࣆࢹ࡞ࡻࡾᦑ㏞ࡢࢩࣔࢴ࢞ࢴࣈᣞ♟న⨠ ( ࣭࣏ہ
ࢠ ) ࡡన⨠࡞ࣆ࢚࣭ࢠࢅ࠾ࡄ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

2) 寸法，質量，重心位置

࿔ἴᩐ䜊㞹″㞹ᅸ䛴␏䛰 䜑ᆀᇡ䛾⛛シ 䛛 䜒䜑㝷䛱䛵䚮 㒂ဗஹᥦ䛒ᚪこ䛭䛟䛴䛭䚮 ᢰᙔႜᴏ䛱䛚┞ㄧ 䛕
䛦 䛛 䛊䚯
• 㒂ဗஹᥦ䜘⾔䜕䛰䛊 䛮 䚮 㞹Ẵ㒂ဗ䜊ᶭ㒂ဗ䛱↋⌦䛒䛑䛑 䜐 䚮 ℾⅇ䜊㞹Ẵ⤧⦍䜘 䛛 䛡䜄䛟䛴䛭
≁䛱䛚Ἰណ 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
• ࿔ἴᩐ䜊㞹″㞹ᅸን᭞䛱䛪䛊䛬䛵䚮 ᐁ㈕䜘ㄫị 䛛 䛡䛬䛊䛥䛦 䛓 䜄䛟䚯
ᐨ෫ᆀ䛾⛛シ 䛛 䜒䜑㝷䛱䛵䚮 ⤎㜭Ḿ䛴䛥䜇䛱䚮 ᠺᙟᶭᮇమ䛴෫༴Ề㒼⟮හ䛴Ềᢜ䛓 䜘 䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
• Ềᢜ䛓 䜘 䛝 䜄䛡䜙 䛮 䚮 ⤎䛱䜎 䜐 㒼⟮䛱ஞ䛰 䛯䛒ථ 䜐 䜄䛟䛴䛭䚮 ≁䛱䛚Ἰណ 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
• Ề෫䜻 䝮 䝷 䝄ථཾഁ䚮 䛐 䜎䛹䚮 㔘ᆵ෫༴Ềථཾഁ䜎 䜐 䜬 䜦 䜘ྻ䛓㎰䜙䛭䚮 ෫༴Ề㒼⟮හ䛴Ềᢜ䛓 䜘
䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
⛛ິ䛴㝷䛱䝅䝯䝱䞀 䝭 䜘⏕䛟䜑ሔྙ䛵䚮 䝙 䝰䞀䝤ᮇమ䛱䝠䝯 䝌 䛭ᅖᏽ 䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯

3) 取扱いに関する指示
（例えば，つり上げ装置使用時のつり位置を
明示した図面）

䝰 䝝䝯䝕 䝇 䝍 䛴ㄢᩒ䛴 䛝 䛑䛥
ධᶭ⛸

Step 1

ᠺᙟᶭ䜘 䜼 䝧 䝇 䜱䛰 䛯 䛭ᣚ䛧୕䛘䚮 䝰 䝝䝯䝕 䝇 䝍 䜘ᇱ♇䝠䝯 䝌 ⏕✨䛴ୖ䛱ᩔ䛓䚮 䝰
䝝 䝮 䝷䜴䝠䝯 䝌 䛴❻䛒୯㔘ර䛱ᙔ䛥 䜑 䜄 䛭䛳 䛞 ㎰䜆䚯

Step 2

䝰 䝝 䝮 䝷 䜴䝠䝯 䝌 䛴୕㒂䛱䝎 䝇 䝌 䜽䝕䝎 䜘䛴䛡䚮 䜽䝕䝎䛭䛳 䛞 ㎰䜆䚯 ୕㔘ර䛒ᣚ䛧
୕䛘 䜏 䜒䜑䛴䛭䚮 ᠺᙟᶭ䛴䝰䝝䝯䜘ㄢᩒ䛟䜑䚯

Step 3

䝰 䝝䝯䜘☔ヾ 䛝 䚮 䝱 䝇 䜳 䝎 䝇 䝌 䜘 䜽䝕䝎䛭⥶䜇䛗䛬ᅖᏽ䛟䜑䚯

Step 4

12mm ௧୕䛴䝰䝝䝯䜦 䝇 䝛䛒ᚪこ䛰ሔྙ䛱䛵䚮 䝭 䜨 䝎 䜘⏕ណ 䛝 䚮 䝙 䝰䞀䝤 䛮 䝰 䝝䝯
䝕 䝇 䝍 䛴㛣䛱䛵 䛛 䜙䛭 䝰 䝝䝯䜘ㄢᩒ䛟䜑䚯

ࣝ࣊ࣜㄢᩒࡢࠉ12mm ࡱ࡚㧏ࡂ୕ࡅࡼࡿࡱࡌࠊ

䝎 䝇 䝌 䜽䝕䝎
䝱 䝇 䜳䝎 䝇 䝌

䝱 䝇 䜳䝎䝇 䝌
䝳䝇䜻䝧
䝰䛿 䝮 䝷 䜴䝠䝯 䝌
ᇱ♇䝠䝯 䝌 ⏕✨

୕㔘ර
୯㔘ර
䜸䝤㒂
䝳䝇䜻䝧

ୖ㔘ර

䝰 䝝䝯䝕 䝇 䝍 䜘ཱི 䜐 䛗䜑

䝰 䝝䝯䜘ㄢᩒ䛟䜑

ᅖᏽ䛟䜑

1-20

16-01 (ja)

出典元：住友重機械工業株式会社

取扱説明書
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取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

1.2 ᤛ䛴Ὦ䜒

6.4.5.1 内容

䜴 䝮 䞀䜽䛴‵ങ

b) 機械の設置及びコミッショニング（立上げ，検収，

௧ୖࡡࢡ࣭ࣛࢪࢅ‵ങࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

䜴 䝮 䞀䜽⤝⬙⏕䜯 䞀 䝌 䝮 䝇 䜼 / 䜴 䝮 䞀䜽䜰 䝷
ങဗ࡛ࡊ࡙ࢡ࣭ࣛࢪ࢝ࣤ࠽ࡻࡦ࣭࢜ࢹࣛࢴࢩࢅ⏕ណࡊ࡙࠽ࡽࡱࡌࡡ࡚ࠉᚪこሔྙࡢἸᩝࡊ࡙
ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

引渡し，移管）に関する情報

ࢤ࣭ࢺ

据付け及
1) 固定，据付け及び騒音並びに振動減衰に関する

ᐖ㔖

ᚪこ㔖

P510000074

MYS

700cm3

ࢡ࣭ࣛࢪ࣭࢜ࢹࣛࢴࢩ

P510000075

MYS

400cm3

6ᮇ

ᡥິ⤝⬙⏕

ࣀࣤࢺࢡ࣭ࣛࢪ࢝ࣤ

P510000011

CH400

-

1

⮤ິ⤝⬙⏕

要求事項

ᆵᘟ

ࢡ࣭ࣛࢪ࣭࢜ࢹࣛࢴࢩ

ᡥິ⤝⬙⏕

6ᮇ

• 䜴 䝮 䞀䜽䛵ᚪ䛠ᣞᏽ䛴䜈䛴䜘⏕ 䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯䛴䜴 䝮 䞀䜽 䜘⏕ 䛝 䛥 䜐 ⤝⬙䜘ᛨ䛩 䛥ሔྙ䛱䛵䚮
ᶭ䛴ᑋ䛒▯ 䛕 䛰 䜐 䜄䛟䚯
• ✭䛱䛰 䛩 䛥⮤ິ⤝⬙⏕䜴 䝮 䞀䜽 䜯 䞀 䝌 䝮 䝇 䜼䛱䚮 䜴 䝮 䞀䜽 䜘්ඖሳ 䛝 䛰䛊䛭 䛕 䛦 䛛 䛊䚯 ්ඖሳ䛟䜑
㝷䛱Ίථ 䛝 䛥䜬 䜦䛱䜎 䛩 䛬䚮 䜴 䝮 䞀䜽䝡䝷 䝛䛒ິషⰃ䜘㉫ 䛙 䛟 䛙 䛮 䛒䛈 䜐 䜄䛟䚯

2) 組立て及び取付けの条件
3) 使用及び保全のための必要空間

1.2.4

4) 許容できる環境条件

ᠺᙟᶭ䛴ᦑථ / ᦑฝ䛴 䛝 䛑䛥

ᤛ

ᠺᙟᶭ⛛ິ䛴Ḿ≟ឺ

（例えば，温度，湿気，振動，電磁放射）
5) 機械を動力供給へ接続することに関する指示
（特に，電気的過負荷に対する保護に関して）
6) 廃棄物の除去及び廃棄処分に関する助言
7) 必要に応じて，使用者が採用しなければならない

Step 1

ྊሣ⨠䜘ᚃ㏝㝀䜄 䛭ᚃ㏝ 䛛 䛡䜑䚯

Step 2

ᆵ⥶⨠䜘ᚃ㏝㝀(᭩ኬᆵཉ)䜄 䛭ᚃ㏝ 䛛 䛡䚮ྊ
ິ䝛 䝭 䝊 䝷 䜘ᆵ㛜㝀䜄 䛭㛜 䛕 䚯

⤾㒂䛴ว 䜐 㞫 䛝

Step 1

㞹Ẵ㒼⥲ 䛮 ᆀ⥲䜘አ䛟䚯 (1.2.2 ᗃ / 㞹Ẵ 䚸
㞹Ẵ㒼⥲䛴‵ങ䚹 - 䚸 㞹Ẵ㒼⥲䛴⤾䛴 䛝 䛑
䛥䚹 ཤ↯ )

Step 2

෫༴Ề 䛮 䜬 䜦䛴㒼⟮䜘አ䛟䚯 (1.2.3 Ề / 䜬 䜦 /
ἔ 䚸 ෫༴Ề㒼⟮䛴‵ങ䚹 - 䚸 䜬 䜦㒼⟮䛴⤾
䛴 䛝 䛑䛥䚹 ཤ↯ )

Step 3

䝰 䝝 䝯 䝕 䝇 䝍 䜄 䛥 䛵䚮 ᇱ ♇ 䝠 䝯 䝌 䜘 አ 䛟䚯
(1.2.4 ᤛ 䚸 䝰䝝䝯䝕 䝇 䝍 䛴ㄢᩒ䛴 䛝 䛑䛥䚹 - 䚸 ᇱ♇䝠䝯 䝌 䛴ㄢᩒ䛴 䛝 䛑䛥䚹 ཤ↯ )

保護方策，
例えば，追加の安全防護物［図 2 の注 d) 参照］
，
安全距離，警告標識及び信号についての推奨

ྊሣ⨠䜘ᚃ㏝

ᆵ⥶⨠䜘ᚃ㏝

䝰 䝝䝯䝕 䝇 䝍

䜬 䜦㒼⟮
෫༴Ề㒼⟮

㞹Ẵ㒼⥲

ྛ୕

Step 1

䜳 䝰䞀䝷 䛭ྛ୕

4Ⅴ䛴䜦 䜨 䝛 䝰䞀 䝌 (ᆵ⥶ഁ2Ⅴ䚮ྊሣഁ2Ⅴ)䛱䝱䞀䝛
᤻䛗 䛝 䚮 䜳 䝰 䞀䝷 䛰 䛯 䛭ྛ 䜐 ୕䛘䛬⛛ິ 䛛 䛡䜑䚯
ᶭ⢥ᗐ䛒≤䛊䜄䛟䛴䛭䚮䝃 䜨䝔䞀䛱├䝳 䜨䝨䞀䜘䛑䛗䛰䛊䛭
䛕 䛦 䛛 䛊䚯

1-19

出典元：住友重機械工業株式会社
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

➠ 1 ❮ ᴣこ

6.4.5.1 内容

ᗃ䛴ᖲ㟻ᗐ
㏳ᖏࠉᠺᙟᶭࡡᤛ࡞ࡢࠉᘚ♣ࡡࣝ࣊ࣜࣂࢴࢺࢅ⏕ࡊࡱࡌࡡ࡚ࠉᗃࡡᖲ㟻ᗐࡢ 10mm ᮅ࡛

b) 機械の設置及びコミッショニング（立上げ，検収，

ࡾࡻ࠹࡞ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊᖲ㟻ᗐ☔ಕ࡚ࡀ࠷ሔྙࡢࠉᗃࣝ࣊ࣜ࡞ᚺࡋࡒᯓᩐࡡࣚࢻࢅ࠽ᐂ
ᵕ࡞࡙ࡇ‵ങ㢢࠷ࡱࡌࠊ

引渡し，移管）に関する情報
1) 固定，据付け及び騒音並びに振動減衰に関する

10mm ᮅ䜘☔ಕ

要求事項

䝰 䝝䝯䝕 䝇 䝍 䛴シ⨠ሔᡜ䛴ปผ䜘├ 䛝 䜷 䝷 䜳 䝮 䞀 䝌 㟻䜘☔ಕ 䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯

2) 組立て及び取付けの条件

㞹Ẵ㒼⥲䛴‵ങ
ᕝ㞹″ࢅᠺᙟᶭࡡୌḗഁ㞹″࡛⤾ࡌࡾሔྙ࡞ࡢࠉ⤾ࡌࡾᠺᙟᶭࡡࣇ࣭ࣝ࢜ᐖ㔖 ( 㞹″ᐖ

3) 使用及び保全のための必要空間

㔖 )/ ୌḗഁ㞹⥲ࢦࢫ / シ⨠⥲ࢦࢫࢅ☔ヾࡊࠉ
ࠔ࣭ࣛࣆࣝࢴࢹࠕࡵࡊࡂࡢ῟ࡡࠔᇱ♇✨㒼
⨠ᅒࠕ/ࠔᒈ㛜⤾ᅒ (1)ࠕࡵཤ⩻࡞ࡊ࡙ࠉᕝሔහ㞹″┑ࡡ⁻㞹ࣇ࣭࡛ࣝ࢜ᠺᙟᶭࡡࣇ࣭ࣝ

4) 許容できる環境条件

࢜ࡡ❻Ꮔ㛣࡛ࢅ⤾ࡌࡾ㞹⥲ࠉ࠽ࡻࡦࠉᕝሔࡡᆀᴗ࡛ᠺᙟᶭࡡᆀ❻Ꮔ㛣࡛ࢅ⤾ࡌࡾࡒࡴࡡ
ᆀ⥲ࡡ㒼⥲ᕝࢅᏰࡊ࡙࠽࠷࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ࠽ࠉࣤࣁ࣭ࢰ㒂ࡡࣂ࣭࣠ࢹࣚࣤࢩࢪࢰࡡࢪࢴ
ࢲິష࡞ࡻࡽࠉࢂࡍ࠾࡞㧏࿔ἴࢿࢫⓆ⏍ࡌࡾࡒࡴࠉ⁻㞹ࣇ࣭ࣝ࢜ࡡ⛸㢦࡞ࡻࡖ࡙ࡢ㧏࿔ἴ⁻
㞹Ὦ࡞ࡻࡽࠉこິషࢅ⏍ࡋࡾࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊ࠽ᐂᵕࡡ᪃シ࡞ࡢ㧏࿔ἴࠉࢦ࣭ࢩ࡞ᑊࡊ࡙
វ≁ᛮࢅᣚࡒࡎࡒࣇ࣭ࣝ࢜ࢅ᥆ዜ⮬ࡊࡱࡌࠊࡱࡒࠉ⁻㞹シᏽೋࡢ 100-200mA ࢅシᏽ࡚ࡀࡾࣇ࣭ࣝ

（例えば，温度，湿気，振動，電磁放射）

࢜ࢅ᥆ዜ࠷ࡒࡊࡱࡌࠊ( ᆵᘟࠉ࣒࣭࣭࢜࡞ࡗࡀࡱࡊ࡙ࡢୖエ⾪ࢅཤ⩻࡞ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ)

5) 機械を動力供給へ接続することに関する指示

࣒࣭࣭࢜ྞ

（特に，電気的過負荷に対する保護に関して）

ᆵᘟ

ⳳ㞹ᶭ

NV ࢨ࣭ࣛࢫ

❟షᡜ

E ࢨ࣭ࣛࢫ

ᐣኃ㞹ᶭ

EW ࢨ࣭ࣛࢫ

䜨 䝷䝔䞀 䝃 䛮 ⁻㞹Ὦ䛱䛪䛊䛬

6) 廃棄物の除去及び廃棄処分に関する助言

ᘚ♣ࡡ㞹ິᑏฝᠺᙟᶭࡢࠉࣤࣁ࣭ࢰ㒂ࢹࣚࣤࢩࢪࢰࡡࢪࢴࢲࣤࢡິష࡞ࡻࡽⓆ⏍ࡌࡾ㧏ㄢἴ
ࢿࢫ࡞ࡻࡾࣚࢩ࢛㝸ᐐࢅࡂࡌࡒࡴ࡞ࠉ㞹″ࣚࣤࣆࣜࢰࢅහⶮࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊࡆࡡࡒࡴࢂࡍ
࠾⁻㞹Ὦᆀ⥲ࢅ㏳ࡊ࡙Ὦࡿࡱࡌࡡ࡚ࠉᆀࢅ⾔ࢂ࠷࡚㐘㌷ࡌࡾࡆ࡛ࡢ⤧ᑊ࡞ࡊ࠷࡚
ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

7) 必要に応じて，使用者が採用しなければならない
保護方策，

シ⨠⎌ሾ
โᚒᶭჹಕ㆜ࡡࡒࡴ࡞ࡵᠺᙟᶭ⏕᮪௲࡛ࡊ࡙ࠉୖエࡡ⎌ሾࡡシ⨠ࡢ㑂ࡄ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
(1) ᠺᙟ࿔ᅑ⠂ᅑ 0-40 Υࡡ⠂ᅑࢅ㉰࠻ࡾሔᡜ
(2) ࿔ᅑᗐ 85%RH ࢅ㉰࠻ࡾሔᡜ࠽ࡻࡦࠉ᛬⃥Ὼᗐን࡚⤎㟚⏍ࡋࡾሔᡜ
(3) ├ᑏකᙔࡒࡾሔᡜ
(4) 㧏㞹⏲ࠉ㧏☚⏲ࡡሔᡜ
(5) ᵾ㧏 1000m ௧୕ࡡሔᡜ

例えば，追加の安全防護物［図 2 の注 d) 参照］
，
安全距離，警告標識及び信号についての推奨

• 㞹″㞹ᅸ䛴ንິ䛵 ±10% 䛴⠂ᅑ䛱ಕ 䛩 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯 ( █㛣Ⓩ䛱 䜈 ㉰䛎䛰䛊 䛙 䛮 )
• 㞹″࿔ἴᩐ䛴ንິ䛵 ±1Hz 䛴⠂ᅑ䛱ಕ䛩 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
• █㞹㛣䛒 1 䜹䜨 䜳 䝯䜘㉰䛎 䜑 䛮 ᠺᙟᶭ䛒Ḿ䛟䜑 䛙 䛮 䛒䛈 䜐 䜄䛟䚯

1-8

16-01 (ja)

出典元：住友重機械工業株式会社

取扱説明書

43

7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

➠ 1 ❮ ᴣこ

6.4.5.1 内容

• ୕エ䛴ೋ䛵䚮 䚸䝚 䝰䞀 䜯ᐖ㔖䚹 䛴㡧䛴ㇿⲬ㞹Ὦ䛴ྙ゛䜘ᇱ‵䛱⟤ฝ 䛝 䛬䛊䜄䛟䚯 ᖈシങ⏕㞹″䜘
ኣ㔖䛱ᠺᙟᶭ䛑䜏 ⤝㞹䛟䜑ሔྙ䛱䛵䚮 ⏕㞹⥲䜹䜨 䜾䜘୕䛘䜑ᚪこ䛒䛈 䜐 䜄䛟䚯 䜄䛥䜮䝛 䜻 䝫 䝷䛴
㐽ᢝ䛱䜎 䛩 䛬䛵䚮 ⏕㞹⥲䜹䜨 䜾䛱ఴ䛒䛈䜑 䛙 䛮 䜈 䛈 䜐 䜄䛟䚯
• 㞹″㞹ᅸንິ䛵䚮 ᠺᙟᶭഁ㞹″Ⅴ ( 䝚 䝰䞀 䜯 ) 䛱䛐䛊䛬ᏽ㞹ᅸ䛴 ±10% ௧හ 䛮 䛝 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯
• ᠺᙟᶭโᚒᅂ㊨䛱䛵㞹ಕ㆜ᅂ㊨䛵ᒌ 䛝 䛬䛊䜄䛡䜙䚯 █㛣䛒 1 䜹䜨 䜳 䝯䜘㉰䛎 䜑 䛮 䚮 ᠺᙟᶭ
䛒Ḿ䛟䜑 䛙 䛮 䛒䛈 䜐 䜄䛟䚯
• ᣞᏽ䛴䜵䞀䝚䝯䜹䜨 䜾䜘ᚪ䛠Ꮼ䛩 䛬 䛕 䛦 䛛 䛊䚯 㞹⥲䛴䜨 䝷 䝘䞀䝄 䝷 䜽䛱䜎 䜐 䚮 ㏷ᗐ䜊ᅸງ䛴โᚒ䛱
ᙫ㡢䜘䛎 䜑ሔྙ䛒䛈 䜐 䜄䛟䚯

b) 機械の設置及びコミッショニング（立上げ，検収，
引渡し，移管）に関する情報
1) 固定，据付け及び騒音並びに振動減衰に関する

㧏ㄢἴโᚒ䜰 䜨 䝍 䝭 䜨 䝷
㧏ㄢἴ㞹Ὦᢒโᑊ➿࢝ࢺࣚࣤ࡞ᇱࡂ㧏ㄢἴὮฝ㞹Ὦ゛⟤᭡࡞⏕ࡌࡾᅂ㊨ฦ㢦ࠉᥦ⟤౿ᩐ
ࡢୖエࡡ࡛࠽ࡽ࡚ࡌࠊ

要求事項

ᅂ㊨ฦ㢦 No.
33

2) 組立て及び取付けの条件

6 ࣂࣜࢪᥦ⟤౿ᩐ
1.8

䝒 䜨 䜾ᑊ➿
࿔㎮ᶭჹ 䛮 ᠺᙟᶭ 䛮 䛴㞗୯ᆀ

3) 使用及び保全のための必要空間

ᆀᕝ
㞹Ẵシങᢇ⾙ᇱ‵ 28 ᮪࡚ࠉḗࡡࡻ࠹࡞ぜᏽࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊ
• ⏕㞹ᅸ 300V ௧ୖ
D ⛸ᆀ (100Ω ௧ୖ )
• ⏕㞹ᅸ 300V ࢅࡆ࠻ࡾ
C ⛸ᆀ (10Ω ௧ୖ )
ࡊࡒࡖ࡙ࠉཱིฝᶭ࣬࣌ࢴࣂࢺࣚࣕ࣬㔘ᆵῺㄢᶭ➴ࡡ࿔㎮ᶭჹࡡᆀ㞹⥲ࡵࠉᠺᙟᶭࡡᆀ
❻Ꮔ࡞㞗୯ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉᶭჹྜྷ㞹న࡛ࡽࠉᏭධᛮቌࡌ࡛ྜྷ࡞⪇ࢿࢫᛮࡵྡྷ୕ࡊࡱࡌࠊ
࠽ࠉᠺᙟᶭ࡞ങ㞹″ࢤࣤࢬࣤࢹങࡈࡿ࡙࠷ࡾሔྙ࡞ࡢࠉᠺᙟᶭᆀ❻Ꮔ࡛ങ㞹″ࢤࣤ
ࢬࣤࢹ㛣࡞ࠉ୕エࡡᆀ㒼⥲࡞┞ᙔࡌࡾ㒼⥲᪃ࡊ࡙࠵ࡽࡱࡌࡡ࡚ࠉࡆࡡࢤࣤࢬࣤࢹࢅࡇฺ⏕ࡂ
ࡓࡈ࠷ࠊ

4) 許容できる環境条件
（例えば，温度，湿気，振動，電磁放射）
5) 機械を動力供給へ接続することに関する指示
（特に，電気的過負荷に対する保護に関して）

䝟 䝇 䝕 䝍 䝭 䜨䝨
ᠺᙟᶭᆀ❻Ꮔ

6) 廃棄物の除去及び廃棄処分に関する助言

ཱིฝᶭ

7) 必要に応じて，使用者が採用しなければならない
シങᆀ⥲䜄䛥䛵༟≺ᆀ

保護方策，
例えば，追加の安全防護物［図 2 の注 d) 参照］
，
安全距離，警告標識及び信号についての推奨
㔘ᆵῺㄢᶭ
䜷 䝷䝝䜦

ᠺᙟᶭ䛴༟≺ᆀ
≁࡞ࢿࢫࢅⓆ⏍ࡌࡾᶭჹ ( ᩒὮᏄ࣓࣭ࢰ࣭࣬ࢠ⁈ჹ࣬ᨲ㞹ຊᕝᶭ࣬ࢦࣛࢪࢰ⛛┞โᚒᶭ
ჹ➴ ) ࡡ㞹″࡛ᠺᙟᶭ࡛ࡡ㞹″ࡢื⣌⤣࡛ࡊࠉᆀ㒼⥲ࡡභ⏕ࡢ⾔ࢂ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

16-01 (ja)

1-10

出典元：住友重機械工業株式会社
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

6.4.5.1 内容

㻔㻒㻕
㼑㼒㼌㼖㼈㻃㼗㼈㼖㼗

c) 機械自体に関する情報，
1) 機械，附属品，ガード及び／又は保護装置に
関する詳細な説明
2) 機械の意図する幅広い適用範囲。
これには禁止する使用方法を含む。オリジナルの
機械に対し適切なバリエーションがある場合は
考慮する。
3) 図表（特に，安全機能の構成説明図）
4) 機械で生じる騒音及び振動に関するデータ並びに
機械から放出される放射，ガス類，蒸気，粉じん
に関するデータ。
これらには使用した測定方法（測定の不確かさを
含む。）を添付する。
5) 電気装置に関する技術文書（JIS B 9960-1 参照）
6) 機械が必須要求事項に適合していることを証明
する文書

Noise test

Test Report
Date
Date of test

Month

20 /

Technical Department,
Plastics Machinery
Division

Year

Feb. /

2013 /

KD413002AB

No.
APPROVAL

CHARGE

INSP.

Intention
For the purpose of verification of noise emission values 㻃㻃
of injection molding machine.

Summary
Type of injection moulding machine䠌䚭SE180EV
Year of manufacture䠌䚭2013
Date of test:䚭20/Feb./2013
Location䠌䚭SHI Chiba Factory
Person in charge䠌䚭Moriya, Yang, Odagiri
Acoustic envirnment䠌䚭Temperature 13䉔䚭Humidity 29%
Characteristics of the measuring instrument used䠌䚭Refer to the attached paper
References of the measuring instrument used䠌䚭Sound Level Meter NL-42

Machine Spec
Maximum Clamping Force

[t]

Mould open stroke
mmax

450

D

Maximum Screw Rotation Speed

Allowable load

[kN]

27.4

244

[g]

Maximum Plasticizing Rate(mass/time) Pmax [g/h]
Screw Diameter

Characteristics of the level pad

180

[mm]

Maximum Shot Mass

136000

[mm]

45

nmax [rpm]

400

Operating condition
Item

Setting

Demand of Annex K

Clamping Force

[t]

180

Maximum Clamping Force

Calculated injection volume

244

(Screw stroke)*(Screw sectional area)
[kgf/cm2] 50% of maximum holding pressure

Holding pressure

[mm]

Mould open stroke
Ejector movement
Backward Movement of the Screw Corresponding

[mm]

Metering Time
Screw Rotation Speed according to Table K.1.
Injection Time

tM

[s]

nTab

[rmp]

ti

[s]

1102

70% of maximum opening stroke

315

OFF

OFF

2*D

90

mmax/2Pmax *nmax/nTab

6.5
200

ti=tM/2

3.2

Hold time

[s]

Hold time=Injection time

3.2

Total test cycle time

[s]

4*tM

25.8

Operating resin

-

-

-

出典元：住友重機械工業株式会社
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から求められていること
ISO 12100

6.4.5.1 内容

㻕㻒㻕
㼑㼒㼌㼖㼈㻃㼗㼈㼖㼗

c) 機械自体に関する情報，
1) 機械，附属品，ガード及び／又は保護装置に
関する詳細な説明
2) 機械の意図する幅広い適用範囲。
これには禁止する使用方法を含む。オリジナルの
機械に対し適切なバリエーションがある場合は
考慮する。
3) 図表（特に，安全機能の構成説明図）
4) 機械で生じる騒音及び振動に関するデータ並びに
機械から放出される放射，ガス類，蒸気，粉じん
に関するデータ。
これらには使用した測定方法（測定の不確かさを
含む。）を添付する。
5) 電気装置に関する技術文書（JIS B 9960-1 参照）
6) 機械が必須要求事項に適合していることを証明
する文書

Measurement Position
The reference plane is defined as follows:
Distance from the outer surface of the machine d[mm]

500 㼳30

Height of microphone h[mm]

1600 ±20

We define usual operating position as 䊗䡐䊞.
In addition, ϸ,Ϲ is defined as 'the operator's usually standing䚭position'
ϸ

Centerline of the operator's head -200[mm]

Ϲ

Centerline of the operator's head +200[mm]

䊝

䊜

䊛

䊞

䊚

ϸ

䊗

䊘

Ϲ

䊙

Result of Measurement
Table.1 is result of measurement of the A-weighted emission sound pressure level .
The A-weighted emission sound pressure level does not exceed 80 dB.

background noise
1
test
2
3
4
cycle
5
s
Average

Measuring position
Ⅰ
Ⅱ
Aver
Aver
Peak
Peak
age
age
47.4 54.3 45.6 48.7
59.0 67.7 57.9 66.5

Ⅲ
Aver
age
45.8
56.8

Peak
49.6
64.0

Ⅳ
Aver
age
47.9
58.4

Peak
54.4
64.0

Ⅴ
Aver
age
46.3
56.7

Peak
54
63.0

Ⅵ
Aver
age
45.9
58.0

Peak
49.4
65.7

Ⅶ
Aver
age
46.3
57.4

Peak
54.2
65.5

Ⅷ
Aver
age
46.2
58.0

Peak
52.9
66.5

ϸ
Aver
age
58.4

Peak
67.3

Ϲ
Aver
age
58.0

Peak
66.0

Table.1 Measurement of the A-weighted emission sound pressure level

出典元：住友重機械工業株式会社
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ISO 12100

Ꮽධ䛱䛚⏕䛊䛥䛦 䛕 䛥䜇䛱

6.4.5.1 内容

ᮇ❮ࢅ࠽ㄖࡲ࠷ࡒࡓࡀࠉᶭࢅཱིࡽ࠹ࡒࡴࡡᏭධᑊ➿࡛Ἰណ㡧࡞ࡗ࠷࡙༎ฦ࡞⌦ゆࡊ࡙࠷ࡒ
ࡓ࠷ࡒ࠹࠻࡚ࠉᐁ㝷࡞ᶭࡡ᧧షࢅ⾔ࡖ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

d) 機械の使用に関する情報
1) “ 意図する使用 ”
2) 手動制御器（アクチュエータ）
3) 設定（段取りなど），及び調整
4) 停止（特に，非常停止）のモード及び手段
5) 設計者による保護方策で除去できなかったリスク
6) 特定の用途及び特定の附属品の使用によって
生じるおそれのあるリスク及びその用途に必要と
される特定の安全防護物
7) 合理的に予見可能な誤使用及び禁止する用途
8) 不具合（障害）の特定及びその位置，修理並びに
介入後の再起動
9) 使用する必要がある保護具及び必要な訓練

༱㝜 䝿 ㆑࿈ 䝿 Ἰណ 䝿 ᣞ♟ 䝿 䝡 䜨 䝷 䝌 䛱䛪䛊䛬
ᮇཱིㄕ᪺᭡࡚ࡢࠉᏭධ࡞㛭ࡌࡾἸណࡡ⛤ᗐ࡞ࡻࡖ࡙ࠔ༱㝜ࠕࠉ
ࠔ㆑࿈ࠕࠉ
ࠔἸណࠕ
ࠔᣞ♟ࠕࡡᩝゕࢅ
༇ืࡊ࡙⏕ࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊࡱࡒࠉ㊂Ⓩ࡞ཱིࡽ࠷ㄕ᪺ࢅ⾔࠹㡧┘࡞ࡗ࠷࡙ࡢ

P

࡛⾪エࡊ

࡙࠷ࡱࡌࠊ
ཱིࡽ࠷ࢅㄏࡖࡒሔྙ࡞ࠉ⏕⩽Ṓஷࡱࡒࡢ㔔ࢅㇿ࠹༱㝜ࡡ≟ឺ⏍ࡋࡾࡆ
࡛ᏽࡈࡿࠉ࠾ࡗ༱㝜Ⓠ⏍ࡡ㆑࿈ࡡ⥥᛬ᛮ ( ว㏍ࡡᗐྙ࠷ ) 㧏࠷ሔྙ ( 㧏
ᗐ༱㝜ࢅྱࡳ )ࠊ
ཱིࡽ࠷ࢅㄏࡖࡒሔྙ࡞ࠉ⏕⩽Ṓஷࡱࡒࡢ㔔ࢅㇿ࠹༱㝜ࡡ≟ឺ⏍ࡋࡾࡆ
࡛ᏽࡈࡿࡾሔྙࠊ
ཱིࡽ࠷ࢅㄏࡖࡒሔྙ࡞ࠉ⏕⩽㍅ࢅㇿ࠹࠾ࡱࡒࡢ∸ⓏᐐࡡࡲⓆ⏍ࡌࡾ
༱㝜ࡡ≟ឺ⏍ࡋࡾሔྙࠊ
ཱིࡽ࠷ࢅㄏࡖࡒሔྙ࡞ࠉᶭࢅ◒ࡌࡾ࠾ቪࡌᜅࡿ࠵ࡾሔྙࠊ

P

୕エ௧አࡡ㊂Ⓩㄕ᪺ࢅエ㏑ࡌࡾሔྙࠊ

Ꮽධ䛱ḿ 䛝 䛕 䛐䛊䛊䛥䛦 䛕 䛥䜇䛱
ಕᏬ 䝿 ಞ⌦Ⅴ᳠䛴Ἰណ㡧
ಞ⌦Ⅴ᳠䜘䛟䜑ሔྙ
• វ㞹ࡷὮమࡡᄂࡀฝࡊ࡞ࡻࡾெ㌗ᨶ࣬ℾⅇࢅ㜭Ḿࡌࡾࡒࡴࠉᚪࡍ㞹″ࣇ࣭ࣝ
࢜ࡷ᧧షࣂࢾࣜ㒂࡞ࠔಞ⌦Ⅴ᳠୯ࠕࡡᮈ࡚Ἰណ⾪♟ࢅࡊࠉ㛭౿ࡌࡾධషᴏ⩽࡞ࡐࡡ᪠
ࢅ㏳▩ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ࢛࣭࣋ࣝࢰࡢᶭḾ୯࣬㞹″ว᩷୯࡚ࡵᶭࡡ࢜ࣁ࣭ࢅአࡈ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊᶭࡡ࢜
ࣁ࣭ࢅአࡌࡆ࡛࡚ࡀࡾࡡࡢࠉಕᏬᢇ⾙⩽࣬ࢦ࣭ࣄࢪ࣏ࣤࡓࡄ࡚ࡌࠊ
ࠔ វ㞹ⅇᐐ㜭ࡡࡒࡴࡡἸណ㡧ࠕࡵ࠽ㄖࡲࡂࡓࡈ࠷ࠊ

ᠺᙟషᴏ䛴Ἰណ㡧
᧧ష䛴 䛝 䛑䛥 䜘⩞ᚋ
• ᶭཱིࡡᩅ⫩ࢅུࡄ࡙࠷࠷ெࡷ㟸ᖏḾ࣍ࢰࣤ࣬᧧ష࣭࢞ࢅᢪࡎ࠷ெࠉཱིㄕ᪺᭡
ࢅㄖࢆ࡚࠷࠷ெࡢࠉᶭࢅ᧧షࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
㐘㌷᧧షࡌࡾሔྙࡢࠉᚪࡍಕᏬᢇ⾙⩽ࡡᣞ♟࡞ᚉ࠷ࠉᠺᙟᶭࡡࠔᏭධࠕ࡛ࠔషິࠕ࡞㛭ࡊ
࡙༎ฦ⌦ゆࡊ࡙࠾ࡼ᧧షࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

Ꮽධ 䝍 䜦 䜨 䝷 䝃 䝱 䝇 䜳 䛴☔ヾ
• షᴏࡡ㛜ጙ࡛షᴏ⩽ࡡஹ᭨࡞ࡢࠉࣤࢰࣞࢴࢠ࠽ࡻࡦᏭධ⨠ࡡິషࢅ☔ヾࡌࡾࡱ࡚
ࡢᶭࢅ᧧షࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
᧧షഁ࠽ࡻࡦཬ᧧షഁᏭධࢺࡡࣤࢰࣞࢴࢠᶭ⬗ࡢࠉெ㌗ᨶࢅᮅ↓࡞㜭ࡃࡒࡴࡡ㔔こ
ࣤࢰࣞࢴࢠ࡚ࡌࡡ࡚ࠉ
ࠔ6.1 ᖏⅤ᳠ࠕࢅࡻࡂㄖࢆ࡚ᏽⓏ࡞Ⅴ᳠ / ☔ヾࢅࡊ࡙ࡂࡓࡈ
࠷ࠊ
• Ꮽධࢺࢅ㛜ࡄࡒ≟ឺ࡚ࠉ‵ങ࣓࣭ࢺࡷᡥິ࣓࣭ࢺ࡚ᆵ㛜㛚ࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙ࡵິషࡊ࠷ࡆ
࡛ࢅ☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ᆵ㛜㛚ິష୯࡞Ꮽධࢺ㛜࠾࠷ࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• Ꮽධ⨠⏕࣐ࣛࢴࢹࢪࢴࢲࡷ㎾ࢪࢴࢲࠉᏭධࢪࢴࢲ ( 㞹☚ࣞࢴࢠ ) ࢅ▯⤙࣬ᅖ⦙
ࡊ࡙㐘㌷ࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊኬࡀᨶ࡞ࡗࡽࡱࡌࠊ

7

出典元：住友重機械工業株式会社
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Ꮽධ䛱䛚⏕䛊䛥䛦 䛕 䛥䜇䛱

6.4.5.1 内容

ᚪ䛠䜯䝔䞀䜘ཱི 䜐 䛗䜑

d) 機械の使用に関する情報
1) “ 意図する使用 ”
2) 手動制御器（アクチュエータ）
3) 設定（段取りなど），及び調整
4) 停止（特に，非常停止）のモード及び手段
5) 設計者による保護方策で除去できなかったリスク
6) 特定の用途及び特定の附属品の使用によって
生じるおそれのあるリスク及びその用途に必要と
される特定の安全防護物
7) 合理的に予見可能な誤使用及び禁止する用途
8) 不具合（障害）の特定及びその位置，修理並びに
介入後の再起動
9) 使用する必要がある保護具及び必要な訓練

• ࡷࡄࡷࡢࡈࡱࡿᨶࢅ㜭ḾࡌࡾࡒࡴࠉಕᏬ࣬Ⅴ᳠௧አࡢ⤧ᑊ࡞࢜ࣁ࣭ࢅአࡈ࠷࡚ࡂ
ࡓࡈ࠷ࠊአࡌሔྙࡢࠉᚪࡍ㞹″ࣇ࣭ࣝ࢜ࢅว᩷ࡊ࡙࠾ࡼአࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ࢜ࣁ࣭ࢅཱིࡽአࡊࡒࡱࡱ⤧ᑊ࡞㐘㌷ࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊཱིฝᶭࡷဗࢤࣤ࣊ࡡຐ
⨠ࢅ⏕ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉࡷࡳࢅᚋࡍ࢜ࣁ࣭ࢅአࡊࡒࡱࡱ㐘㌷ࡌࡾሔྙ࡞ࡢࠉᠺᙟᶭࡡྊິ
㒂࡞㌗మࢅථࡿ࠷ࡻ࠹࡞ࠉࣤࢰࣞࢴࢠࡡ࠷ࡒᏭධᰑࢅシ⨠ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ຐ⨠ࢅ⏕ࡊ࠷࡛ࡀࡢ୕エࡡᏭධᰑࢅࡐࡡࡱࡱ࡞ࡌࡾ࠾ࠉᠺᙟᶭ࠾ࡼཱིࡽአࡊࡒ࢜
ࣁ࣭ࢅඔ࡞ᡘࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
Ꮽධᰑࡢࠉᶭシ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾᆀᇡࡡᏭධぜ࡞㐲ྙࡌࡾࡻ࠹࡞ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

ྊິ㒂䛱䛵ᡥ䜘よ䜒䛰䛊
• ິష୯ࡡᶭࡡ୯࡞ᡥࢅථࡿࡾ࡛ࠉྊິ㒂࡞ᡥࢅࡢࡈࢆࡓࡽᕬࡀ㎰ࡱࡿࡒࡽࡌࡾ༱㝜࠵
ࡽࡱࡌࠊ⤧ᑊ࡞ᡥࢅථࡿ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ࠒౚࠓ
ࢿࢫࣜ❻ࡡࢺ࣭ࣜࣛࣤࢡࡡᣌࡀཱིࡽࡡࡒࡴࠉྊሣ⨠๑㐅ິష୯࡞ࢿࢫࣜ❻࡞よࡾ
࡛ࠉ㔘ᆵ࡛ࡡ㛣࡚ᣞࢅࡢࡈࡳ༱㝜࠵ࡽࡱࡌࠊ

ᶭ䛴࿔ᅑ䛵䚮 䛊䛪 䜈 䛓䜒䛊䛱
• ᗃ୕࡞㣍ᩋࡊࡒᶖ⬙ࡷỀ࣬ἔ࣬ࢡ࣭ࣛࢪࡡ୕ࢅṄࡂ࡛ࠉ㌷ࡌࡾ༱㝜࠵ࡽࡱࡌࠊ㣍
ᩋࡊࡒሔྙࡢࡌࡃ࡞ᤪ㝎ࢅࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ᶭࡡ୕࡞ࡵࡡࢅ⨠࠾࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
こᕝරࡷషᴏ࡛ࡢ↋㛭౿ࡵࡡࡢࠉషᴏ⩽ࡡἸណࢅ࠷ࡒࡽ㣍ᩋࡊࡒࡽࡊ࡙ࠉ៎ࡡ
ᨶࡡཋᅄ࡛ࡾࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊࡱࡒࠉᶭࡡහ㒂࡞ථࡽ㎰ࡲࠉᶭࡡ◒ཋᅄ࡛ࡾ
ࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊ
• ᶭࡡ࿔ࡽ࡞㐲ว↯᪺ࢅシ⨠ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ᬧ࠷ᡜ࡚ࡡషᴏࡢ┘ࢅᝇࡂࡊࡒࡽࠉᨶࡡཋᅄ࡛ࡾࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊ↯᪺ࡢ├షᴏ⩽
ࡡ┘࡞ථࡼ࠷ࡻ࠹࡞シ⨠ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ᶭࡡࡐࡣ࡚ᕝషࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ᶭࡡࡐࡣ࡚ࢺࣛࣜࢅ⏕ࡌࡾ࡛ࠉวࡽࡂࡍࡷ⢂ሶ࡚ᶭࢅഭࡴࡾࡣ࠾ࡽ࡚ࡂࠉ
ᨶࡡཋᅄ࡛ࡾࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊ

ྜྷ䛱ெ௧୕䛭ᶭ䜘᧧ష 䛝 䛰䛊
• ᶭࢅషິࡈࡎࡾ㝷࡞ࡢᶭࡡ࿔ᅑ࡞షᴏ⩽࠷࠷࠾࠹࠾☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊᨶ࡞
ࡗࡾᜅࡿ࠵ࡽࡱࡌࡡ࡚ࠉெ௧୕࡚ᶭࢅ᧧షࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

ᶭ䛱Ⓡ 䜏 䛰䛊
• ᶭ࡞Ⓡࡼ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
㧏࠷ሔᡜ࡚ࡡషᴏᚪこሔྙࡢࠉ࿔ᅑࡡᏭධࢅ☔ヾࡡ୕ࠉࡢࡊࡇࡷ㊻ࡲྋࢅ⏕ࡊࡒ࠹
࠻࡚షᴏࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

ᡥ⾼䜘 䛝 䛥䜄 䜄䜱䞀᧧ష 䛝 䛰䛊
• ᡥ⾼ࢅ╌⏕ࡊࡒᡥ࡚ࠉ᧧ష┑ࡡ࣭࢞ࢅ᧧షࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊᡥ⾼ࢅࡊࡒࡱࡱ࣭࢞᧧షࢅ
⾔࠹࡛ࠉㄏࡖ࡙々ᩐࡡ࣭࢞ࢅᢪࡊ࡙ࡊࡱ࠷ᶭᛦࢂິషࢅࡊ࡙ࡊࡱ࠷ࡱࡌࠊ

షᴏ䛴᭱䛱㛭䛟䜑Ἰណ㡧
• Ꮽධషᴏ᭱ࢅ╌⏕ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
షᴏࡡࡒࡴࡡ㐲ว᭱ࡢషᴏࡡຝ⋙ࢅྡྷ୕ࡈࡎࠉࢢ࢝࠾ࡼ㌗ࢅᏬࡽࡱࡌࠊ
• Ꮽධᖐࢅ╌⏕ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
Ꮽධᖐࡢࠉ㛏࠷㧝ᶭ࡞ᕬࡀ㎰ࡱࡿࡾ༱㝜࠾ࡼ㌗ࢅᏬࡽࡱࡌࠊ
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

➠ 6 ❮ ಕᏬ 䛮 Ⅴ᳠

6.4.5.1 内容
e) 保全に関する情報
1) 安全機能の点検の性質及び頻度
2) スペア部品の仕様。これがオペレータの健康及び
安全に影響するおそれがある場合
3) 特定の技術知識又は特別な技量を要するために，
熟練要員（保全要員，専門要員）に限定して遂行
される必要のある保全作業に関する指示事項
4) 特定の技量を要しないために，使用者（例えば，
オペレータ）によって遂行してよい保全作業
（例えば，部品交換）に関する指示事項
5) 保全要員がその作業［特に，不具合（障害）の
発見作業］を合理的に遂行することを可能にする
図面及び図表

6.1

ᖏⅤ᳠

6.1.1

䛰ᖏⅤ᳠⟘ᡜ
5 㔘ᆵཱི䚮 6 㔘ᆵಕ㆜⨠

2 Ề෫䜻 䝮 䝷 䝄Ὼᗐ

7 ᶖ⬙⁻䜒 ( 䜽 䜳 䝮 䝩ᅂ㌷ )
3 㟸ᖏḾ䝠 䝃 䝷

䝮 䝏䜦䜰 䜨 䝍 䛴㜭㗭
1 አび䛴ΰᤪ / Ⅴ᳠
4 䜨 䝷 䝃 䝱 䝇 䜳 䛐䜎䛹Ꮽධ⨠
8 ␏ᖏ㡚 / ␏ᖏິష
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16-01 (ja)
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付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

取扱説明書の構成
6.1.2

ᖳ
ᶭ⛸

㏸ᖳ᭮

ᶭ␊

ྒᶭ

SE

ᖳ

᭮

M0



Ⅴ᳠

(᭮)


(ℾ)


(Ề)


(ᮄ)

᭮


(㔘)




(ᅰ)


()

Ⅴ᳠⩽

1 አびࡡΰᤪ / Ⅴ᳠

6.1.3 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

2 Ề෫ࢨࣛࣤࢱῺᗐࡡシᏽ

6.1.4 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

3 㟸ᖏḾ࣍ࢰࣤࡡິష☔ヾ

6.1.5 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

4 ࣤࢰࣞࢴࢠ࠽ࡻࡦᏭධ⨠ࡡິష☔ヾ

6.1.6 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

5 㔘ᆵཱི☔ヾ

6.1.7 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

6 㔘ᆵಕ㆜⨠ࡡషິ

Ⅴ᳠㡧┘

e) 保全に関する情報
1) 安全機能の点検の性質及び頻度
2) スペア部品の仕様。これがオペレータの健康及び
安全に影響するおそれがある場合
3) 特定の技術知識又は特別な技量を要するために，
熟練要員（保全要員，専門要員）に限定して遂行
される必要のある保全作業に関する指示事項
4) 特定の技量を要しないために，使用者（例えば，
オペレータ）によって遂行してよい保全作業
（例えば，部品交換）に関する指示事項
5) 保全要員がその作業［特に，不具合（障害）の
発見作業］を合理的に遂行することを可能にする
図面及び図表

ᖏⅤ᳠䜻䞀 䝌

6.1.8 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

7 ᶖ⬙⁻ࡿ

6.1.9 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

8 ␏ᖏ㡚 / ␏ᖏິష

6.1.10 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

9 ࣛࢼ࢝ࢺࡡ㜭㗭

6.1.11 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏

10 ࢙ࣆࣜࢰࡡⅤ᳠

6.9.4 ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏ ḿ࣬␏
(H)

㐘㌷㛣
ᐁ⦴ೋ

から求められていること
ISO 12100

6.1 ᖏⅤ᳠

6.4.5.1 内容

≁エ㡧 ( ᩒങᏽ / ࡐࡡ )
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㹳

7.3

ḿ : ḿᖏ
␏ : ␏ᖏ
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

6.1 ᖏⅤ᳠

6.4.5.1 内容

6.1.6

e) 保全に関する情報
1) 安全機能の点検の性質及び頻度
2) スペア部品の仕様。これがオペレータの健康及び
安全に影響するおそれがある場合
3) 特定の技術知識又は特別な技量を要するために，
熟練要員（保全要員，専門要員）に限定して遂行
される必要のある保全作業に関する指示事項
4) 特定の技量を要しないために，使用者（例えば，
オペレータ）によって遂行してよい保全作業
（例えば，部品交換）に関する指示事項
5) 保全要員がその作業［特に，不具合（障害）の
発見作業］を合理的に遂行することを可能にする
図面及び図表

䜨 䝷 䝃 䝱 䝇 䜳 䛐䜎䛹Ꮽධ⨠䛴ິష☔ヾ
షᴏࡡ㛜ጙࡱࡒࡢషᴏ⩽ࡡஹ᭨࡞ࡢࠉ௧ୖࡡࣤࢰࣞࢴࢠ࠽ࡻࡦᏭධ⨠ࡡິష☔ヾᏰ
ࡌࡾࡱ࡚ᶭࢅ᧧షࡊ࡙ࡢ࠷ࡄࡱࡎࢆࠊ
㔘ᆵ㛣࡞ᡥࡷ㌗మᣫࡱࡿࡾࡡᨶࢅ㜭ࡃࡒࡴ࡞ࠉᆵ㛜㛚୯࡞Ꮽධࢺࢅ㛜ࡄࡼࡿ࠷ࡻ࠹
࡞ࠉ㞹Ẵᅂ㊨ / ᶭᘟ ( ࣒࢜ࢼ࢜ࣜࢪࢹࢴࣂ ) ࡡࣤࢰࣞࢴࢠࢅങࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊ㔘ᆵࡡಞⅤ᳠
ࡷ㔘ᆵஹᥦ࡞ᡥࡷ㌗మࢅ㔘ᆵ㛣࡞ථࡿࡾሔྙ࡞ࡢࠉᚪࡍ S

ࢅ OFF ࡊ࡙࣓࣭ࢰࢅḾࡊ࡙

ࡂࡓࡈ࠷ࠊࡱࡒࠉ࣒࢜ࢼ࢜ࣜࢪࢹࢴࣂḿᖏ࡞ິషࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

Step 1

Ꮽධ 䝍 䜦䛴㛜㛚䛒䜽䝤䞀䜽䛱⾔䛎 䜑 䛙 䛮 䜘☔ヾ䛟䜑䚯

Step 2

Ꮽධ 䝍 䜦 䜘㛜㛚䛟䜑 䛮 䚮 䝥 䜯 䝏 䜯 䝯䜽 䝌 䝇 䝕䛴䜻 䝧 䝇 䝃 䛒䜽䝤䞀䜽䛱୕ୖ䛟䜑 䛙 䛮
䜘☔ヾ䛟䜑䚯

Step 3

Ꮽධ 䝍 䜦䛱ཱི 䜐 䛊䛬䛊䜑䝠䝯 䝌 㢦䛒䜌䜑䜙䛭䛊䛰䛊 䛙 䛮 䜘☔ヾ䛟䜑䚯

᧧షഁ

6S1 6S3

6S6

ཬ᧧షഁ

6S7
6S3
6S1
6S6

6S2
6S7

Ꮽධࢺ
Ꮽධࢺ
Ꮽධࢺࣞࢴࢠࢪࢴࢲ

6S2
Ꮽධࢺ
Ꮽධࢺࣞࢴࢠࢪࢴࢲ
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取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

➠ 6 ❮ ಕᏬ 䛮 Ⅴ᳠

6.4.5.1 内容

6.1.8

e) 保全に関する情報
1) 安全機能の点検の性質及び頻度
2) スペア部品の仕様。これがオペレータの健康及び
安全に影響するおそれがある場合
3) 特定の技術知識又は特別な技量を要するために，
熟練要員（保全要員，専門要員）に限定して遂行
される必要のある保全作業に関する指示事項
4) 特定の技量を要しないために，使用者（例えば，
オペレータ）によって遂行してよい保全作業
（例えば，部品交換）に関する指示事項
5) 保全要員がその作業［特に，不具合（障害）の
発見作業］を合理的に遂行することを可能にする
図面及び図表

㔘ᆵಕ㆜⨠䛴షິ
㔘ᆵῺᗐᏽᖏῺᗐ࡞㐡ࡊࡒ≟ឺ࡚ࠉ㔘ᆵಕ㆜⨠ࡡ☔ヾࢅࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ㔘ᆵಕ㆜ᶭ⬗࡞ࡗ࠷
࡙ࡢࠔ3.21 ┐ちシᏽ⏤㟻ࠕࢅཤ↯ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
• ␏∸࡞ࡻࡾషິ☔ヾ

6.1.9

• 㔘ᆵಕ㆜ࡡషິ☔ヾ ┐ち⏤㟻

ᶖ⬙⁻䜒
㏻⤾㐘㌷୯࡞ࠉࢿࢫࣜࡡⰲฝⰃࠉࢼ࣭ࢺࣜࡡࢨ࣭ࣜⰃ࡞ࡻࡾࢿࢫࣜ㒂࠾ࡼࡡᶖ⬙⁻ࡿ
࠷ࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡱࡌࠊ

6.1.10 ␏ᖏ㡚 / ␏ᖏິష
㏻⤾㐘㌷୯ࡡ⛸ິష ( ᆵ㛜㛚 / ゛㔖 / ᑏฝ ) ࡞ࠉ␏ᖏ㡚 / ␏ᖏິష࠷ࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡱࡌࠊ

6.1.11 䝮 䝏 䜦䜰 䜨 䝍 䛴㜭㗭
ᆵ⥶ᑏฝഁࡡࣛࢼ࢝ࢺࡡ㜭㗭≟ឺࢅ☔ヾࡊࡱࡌࠊ
ࣛࢼ࢝ࢺ࡞ἔ⭯࠷ሔྙࡢࠉ㜭㗭ࢅሧᕱࡊࡱࡌࠊ

ᑏฝ 䝮 䝏䜦䜰 䜨 䝍
ᆵ⥶ 䝮 䝏 䜦䜰 䜨 䝍
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7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

6.4.5.1 内容

文書番号：KJ116504AB 発行:2016.5.25

f) 分解，使用停止及び廃棄処分に関する情報

住友重機械工業株式会社
プラスチック機械事業部

環境アセスメントシート

SEEV-A、SEEV-A-HD シリーズ

環境影響評価

○：あり

△：条件付きあり

−：対象外

環境影響の
発生等の 備考、別紙参照項目
可能性

評価項目
電力消費

○

天然資源(水)

○

資材消費(油・樹脂)

設置の準備ガイド(納入前の準備ガイド) の下記参照ください。
２ 床/電気 主ブレーカ容量
３ 水/エア/油 冷却水配管の準備、グリースの準備

○

振動

６ 樹脂

○
「法的要求事項等の適用」参照ください。

騒音

○

廃棄物

○

所在地域の法令・条例等に従い適正に処分して下さい。

大気汚染

△

溶融樹脂による臭気(悪臭)・ガスが発生する場合があります。

火災

△

取扱説明書 「安全に正しくお使いいただくために」参照ください。

法的要求事項等の適用
法令等

適用有無

振動規制法

○

○：適用

△：条件付き

−：対象外

備考
特定施設「合成樹脂射出成形機」に該当。

騒音規制法

○

当該自治体等へ相談を行い適正な処理・届出等を行ってください。

消防法

△

火災予防関連の「炉」については、当該自治体に相談してください。

−

WEEE 指令 2012/19/EU ANNEX I に該当しない。

RoHS 指令
※ 注記

「法的要求事項等の適用」の“適用有無“については、2016 年 4 月現在の結果です。
本アセスメントシートは射出成形機単体での評価になります。
お客様の成形工程・稼働状況により評価が変わる場合があります。
金型、温調機、取出機等周辺機器の評価を含みません。

※ 上記内容に対する問合せ先：043-420-1424 技術部

出典元：住友重機械工業株式会社
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7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

ISO 12100から求められていること

➠ 4 ❮ 䜬 䝭 䞀 䝥 䝇 䜿䞀䜼

6.4.5.1 内容
g) 非常事態に関する情報
1) 事故又は故障の際に従う必要がある運転方法
2) 使用される消火設備の形式
3) 有害物質のエミッション又は漏えいの可能性に
ついての警告，及び可能ならばその有害物質の
影響に対処する手段についての指示

4.2

␏ᖏ⾪♟ୌぬ

␏ᖏୌぬ
[ ␏ᖏ␊ྒ ] ␏ᖏྞ⛘

࣎ࢴࣈࢴࣈ࣒ࢴࢬ࣭ࢩහ
ᐖ

␏ᖏཋᅄ

ᑊฌ᪁Ἢ

[1008] 㔘ᆵಕ㆜

㔘ᆵಕ㆜␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ᆵ㛚㛣ࠉ㔘ᆵಕ㆜┐
ࡒ.
ち㛣ࡻࡽ㛏ࡂࡽࡱࡊ
ࡒࠊ

␏ᖏහᐖ

㔘ᆵහ࡞␏∸ࢅჱࡲ㎰ࢆ
࡚࠷ࡾࠉࡱࡒࡢ┐ち㛣
ࡡシᏽ▯࠷ࡡཋᅄ
⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ

㔘ᆵහࡡ␏∸ࢅཱིࡽ㝎ࡂ
࠾ࠉ┐ち㛣ࡡシᏽࢅን
᭞ࡊ࡙ࠉ්ᗐᡥິ࡚ᆵ㛜
㛚ິషࢅ☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ
࠷ࠊ

[1021] ᆵ⥶ງㄢᩒ

ᆵ⥶ງㄢᩒ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱ ᆵ⥶ງㄢᩒ┐ち㛣හ
ࡊࡒ .
࡞⤂ࡊ࠷ࠉࡱࡒࡢ┐
ち㡧┘ࡡරྙⓆ⏍ࡊ
ࡱࡊࡒࠊ

⏕࡚ࡀ࠷㔘ᆵࡡཉࡈ
࡚࠵ࡾࠉࡱࡒࡢᆵཉㄢᩒ
ࡡິషⰃ࡚ࡌࠊ

㔘ᆵࡡཉࡈࢅ☔ヾࡊࠉ
⏕࡚ࡀࡾࡵࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉ
ᆵཉ๑㐅㝀࣬ᚃ㏝㝀ࡡࣛ
࣐ࢴࢹࢪࢴࢲࡡິషࢅ
☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1009] ᆵཉㄢᩒ

ᆵཉㄢᩒ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ᆵཉ⛛ິ୯࡞ࠉ⛛ິ㝀࡞
ࡒ.
㐡ࡊࡱࡊࡒࠊ

⏕࡚ࡀ࠷㔘ᆵࡡཉࡈ
࡚࠵ࡾࠉࡱࡒࡢᆵཉㄢᩒ
ࡡິషⰃ࡚ࡌࠊ

㔘ᆵࡡཉࡈࢅ☔ヾࡊࠉ
⏕࡚ࡀࡾࡵࡡ࡚࠵ࡿࡣࠉ
ᆵཉ๑㐅㝀࣬ᚃ㏝㝀ࡡࣛ
࣐ࢴࢹࢪࢴࢲࡡິషࢅ
☔ヾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1010] ᭩ᑚࢠࢴࢨࣘࣤ

᭩ᑚࢠࢴࢨࣘࣤ␏ᖏⓆ⏍ ඖሳ㛜ጙ࠾ࡼಕᅸᏰࡱ ࢿࢫࣜ࠾ࡼࡡᶖ⬙⁻ࡿࠉ ࢿࢫࣜࡡΰᤪࠉࢪࢠࣛࣖ
ࡊࡱࡊࡒ .
࡚ࡡ㛣࡞ࠉࢪࢠࣛࣖࡡ ࢪࢠࣛࣖࣉࢴࢺࡡᢙ ࣉࢴࢺ࣬㏣Ḿࣛࣤࢡ
❻న⨠᭩ᑚࢠࢴࢨࣘࣤ ࡞ࡻࡾᶖ⬙ࡡ㏣Ὦࠉ┐ ࡡ☔ヾࠉ᭩ᑚࢠࢴࢨࣘࣤ
┐ちన⨠ࢅ㏳㐛ࡊࡱࡊࡒࠊ ちన⨠シᏽኬࡀ࠷ࠉ ┐ちシᏽࢅず├ࡊ࡙
ࡡཋᅄ⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1011] ᭩ኬࢠࢴࢨࣘࣤ

᭩ኬࢠࢴࢨࣘࣤ␏ᖏⓆ⏍ ඖሳ㛜ጙ࠾ࡼಕᅸᏰࡱ
ࡊࡱࡊࡒ .
࡚ࡡ㛣࡞ࠉࢪࢠࣛࣖࡡ
❻న⨠᭩ኬࢠࢴࢨࣘࣤ
┐ちన⨠ࢅ㏳㐛ࡊࡱࡎࢆ
࡚ࡊࡒࠊ

ࢿࢫࣜ࠵ࡾ࠷ࡢࢣ࣭ࢹ
ョࡱࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࠉ┐ちన
⨠シᏽᑚࡈ࠷ࡡཋ
ᅄ⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ

ࢿࢫࣜ࠵ࡾ࠷ࡢࢣ࣭ࢹࡡ
ョࡱࡽࢅཱིࡽ㝎ࡂ࠾ࠉ᭩
ኬࢠࢴࢨࣘࣤ┐ちシᏽࠉ
ࢿࢫࣜῺᗐシᏽࢅず
├ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1051] ඖሳᅸງ

ඖሳᅸງ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ඖሳ୯ࡡᅸງ┐ち⠂ᅑ
ࡒ.
ࢅ㉰࠻ࡱࡊࡒࠊ

[1001] ⏍⏐Ᏸ

⏍⏐Ᏸࡊࡱࡊࡒ .

ࢿࢫࣜ࠵ࡾ࠷ࡢࢣ࣭ࢹ
ョࡱࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࠉ┐ちᅸ
ງシᏽᑚࡈ࠷ࡡཋ
ᅄ⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ

ࢿࢫࣜ࠵ࡾ࠷ࡢࢣ࣭ࢹࡡ
ョࡱࡽࢅཱིࡽ㝎ࡂ࠾ࠉඖ
ሳᅸງࡡ┐ちシᏽࠉࢿࢫ
ࣜῺᗐシᏽࢅず├ࡊ
࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

Ⰳဗࢨࣘࢴࢹᩐࡡᐁ⦴ ᶭⓏཋᅄࡢ࠵ࡽࡱࡎ
⏍⏐ᏽࢨࣘࢴࢹᩐ࡞㐡 ࢆࠊ
ࡊࡱࡊࡒࠊ
ᠺᙟဗึื␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱ ᠺᙟဗ┐ち࡚┐ち⠂ᅑአ ᠺᙟ᮪௲ࡡシᏽ࣐ࢪࠉᠺ
ࡊࡒ .
ࡡᠺᙟဗⓆ⏍ࡊࡱࡊࡒࠊ ᙟဗ┐ち⠂ᅑࡡシᏽ࣐ࢪ
ࡡཋᅄ⩻࠻ࡼࡿࡱ
ࡌࠊ

C ࢅᢪࡊ්࡙✄഼ࡊ࡙
ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1023] ࣁࣜࣇࢣ࣭ࢹ

ࣁࣜࣇࢣ࣭ࢹ␏ᖏⓆ⏍ࡊ ඖሳ㛜ጙ࡞ࣁࣜࣇ㛜☔
ࡱࡊࡒ .
ヾ࣬᪴ῺᏰಘྒථࡖ
࡙࠷࠷࠾ࠉඖሳ࣬ಕᅸ
୯࡞ࣁࣜࣇ㛜☔ヾಘྒ
ว࡞ࡽࡱࡊࡒࠊ

ࣁࣜࣇࢣ࣭ࢹ⨠ࡡ␏ᖏ
࠾ࠉ㒼⥲ࡡ᩷⥲⩻࠻ࡼ
ࡿࡱࡌࠊ

ࣁࣜࣇࢣ࣭ࢹ⨠ࡡ␏ᖏ
ࢅゆ㝎ࡌࡾ࠾㒼⥲ḿᖏ
࠾☔ヾࡊࠉ␏ᖏࢅཱིࡽ㝎
࠷࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1024] ゛㔖Ᏸన⨠

゛㔖Ᏸన⨠␏ᖏⓆ⏍ࡊ ゛㔖Ᏸన⨠࢛࣭ࣁ࣭ ゛㔖シᏽࠉᶭჹⰃ
ࡱࡊࡒ .
ࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊ࢛࣭ࣁ࣭
⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ
ࣂࢴࢠࡡ༱㝜࠵ࡽࡱࡌࠊ

ᡥິࣂ࣭ࢩࢅ⾔࠷ࠉ゛㔖
ࡡシᏽೋ࡛ᐁ⦴ೋࢅ☔ヾ
ࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1012-1] ࢦࢠࣜ

ࢦࢠࣜ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ಕᅸ㛜ጙ࠾ࡼḗࢦࢠࣜ
ࡒ.
ࡡಕᅸ㛜ጙࡱ࡚ࡡ㛣
ࢦࢠࣜ┐ち㛣ࡻࡽ㛏
ࡂࡽࡱࡊࡒࠊ

[1002] ᠺᙟဗึื

ᠺᙟ᮪௲ࠉᠺᙟဗ┐ち⠂
ᅑࡡシᏽࢅず├ࡊ࡙ࡂࡓ
ࡈ࠷ࠊ

ᶖ⬙㊂࣬࠾ࡲ㎰ࡲⰃ ᶖ⬙ࡡ౩⤝ࠉඖሳシᏽࡡ
࡞ࡻࡾ゛㔖㛣ࡡࣁࣚࢵ ず├ࡊࠉࣤࢰࣞࢴࢠཋ
࢞ࠉシᏽⰃ࡞ࡻࡾඖሳ ᅄࡡ㝎ཡࠉࢦࢠࣜ┐ち
㛣ࡡࣁࣚࢵ࢞ࠉᕝ⛤ࡡ 㛣ࢅࢦࢠࣜᐁ⦴㛣
Ḿࠉ┐ち㛣▯࠷ ࡡ 1.5 ಶ⛤ᗐ࡞්シᏽࡌ
ࡡཋᅄ⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ ࡾࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1012-2] ࢦࢠࣜ ( ᆵ⥶ ࢦࢠࣜ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ಕᅸ㛜ጙ࠾ࡼḗࢦࢠࣜ
)
ࡒ .[ ཋᅄ ] ᆵ㛜㝀࡞㐡ࡊ ࡡಕᅸ㛜ጙࡱ࡚ࡡ㛣
ࢦࢠࣜ┐ち㛣ࡻࡽ㛏
࡙࠷ࡱࡎࢆ .
ࡂࡽࡱࡊࡒࠊ

ᆵ㛚࣬ᆵ⥶ᕝ⛤ཋᅄ࡚
ࢦࢠࣜᘇࡦࡒྊ⬗ᛮ
࠵ࡽࡱࡌࠊ

ᆵ㛚࣬ᆵ⥶ᕝ⛤୯ࡡࣤ
ࢰࣞࢴࢠཋᅄࢅ㝎ཡࡊ࡙
ࡂࡓࡈ࠷ࠊ

[1012-3] ࢦࢠࣜ ( ᆵ㛜 ࢦࢠࣜ␏ᖏⓆ⏍ࡊࡱࡊ ಕᅸ㛜ጙ࠾ࡼḗࢦࢠࣜ
)
ࡒ .[ ཋᅄ ] ᆵ㛜㝀࡞㐡ࡊ ࡡಕᅸ㛜ጙࡱ࡚ࡡ㛣
ࢦࢠࣜ┐ち㛣ࡻࡽ㛏
࡙࠷ࡱࡎࢆ .
ࡂࡽࡱࡊࡒࠊ

ᆵ㛜ᕝ⛤ཋᅄ࡚ࢦࢠ
ࣜᘇࡦࡒྊ⬗ᛮ࠵ࡽ
ࡱࡌࠊ

ᆵ㛜ᕝ⛤୯ࡡࣤࢰࣞࢴ
ࢠཋᅄࢅ㝎ཡࡊ࡙ࡂࡓࡈ
࠷ࠊ

16-01 (ja)

4-4

出典元：住友重機械工業株式会社
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7.3.4

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の構成

から求められていること
ISO 12100

6.4.5.1 内容
h) 熟練要員［上記 e) 3)］用の保全指示事項及び非熟練
要員［上記 e) 4)］用の保全指示事項は，お互いに
明確に区別して示す必要がある。
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7.3.5

第 7 章ユーザーへの情報提供

取扱説明書の編集内容

取扱説明書の編集内容︵構成︶

1. 表紙
2. 重要事項説明
3. 製品説明

IM-A0001-00
第 1 章 概要

4. 各部の名称・外形図
1.4

5. 指示・警告（安全上のご注意）

外形図

取扱説明書

指示文・命令文の書き方

3.3

第３章 使用

ストッパ機能無効化の方法

エコ電動ストッパ

第 1 章 概要

本製品のストッパ機能を無効化し、コンベヤ上のワークを通過させたいときには以下
の 2 つの方法により本製品の機能を無効化することができます。

EST32
1.3 本体仕様
EST50
l

6. 使用方法

ストッパ機能を無効化しますので、本製品でワークを停止させたいときは、必ず
元の状態に復旧してください。またストッパ機能無効化時にワークを搬送する際
は充分注意してください。
表 1.1 本体仕様一覧
① ストッパ手動下降方式
本製品は DC24V を印加しなくてもストッパを下げることが可能です。
1. ロックシャフトを押し下げます。
型式
EST32
EST50
EST63
EST80
2. ロックシャフトを下げた状態でストッパ本体を押し下げます。
3. ストッパ本体を押し下げた状態で、
動作方式
ストッパ下降：ソレノイド電磁力、ストッパ上昇：バネ力
M3(EST32)、M4(EST50,63,80)ボルトを指定の位置に締めます。

EST63

7. 定期点検

EST80

定格電圧

8. 保守（お手入れ・保管方法）

DC24V

消費電力

25 W
0W

下降時間
図 3.7 ストッパ手動下降方式

9. 製品の廃棄

10%

7W

待機電力

0.2 sec

本体質量
2.9 kg
8.5 kg
② レバー固定方式
本製品はレバーを傾けた状態で固定することが可能です。
許容搬送物質量
70 kg
280 kg
1.
レバーを図 3.8 ように傾けます。

10. トラブルシューティング

l

図1.4

8.5 kg

8.7 kg

350 kg

530 kg

2.
レバー支持部の穴とレバー内の穴の位置を合わせ、
許容搬送推力
7.0 kgf
26.5 kgf
M3(EST32)、M4(EST50,63,80)ボルトで固定します。
上限検知センサ(オプション)使用時、本固定を実施すると上限検知センサはスト
コントローラ
不要
ッパの状態を正しく検知できません。周囲の安全に注意してご使用ください。
外形寸法図コネクタ仕様
(EST32)

11. お問い合わせ窓口

M12 コネクタ(プラグ)(4 ピン

①：- , ②：- , ③：0 V, ④：24 V)
天

上向き
（図は EST32）

設置姿勢

地

12. 基本仕様

1-4

部品寿命
ショックアブソーバ(メンテナンス部品)：100 万回(目安)
図 3.8 レバー固定方式

使用温度範囲
0〜40℃(凍結不可)
ストッパ機能無効化に使用するボルトはお客様にてご準備ください。

13. 交換部品・消耗品

使用湿度範囲

MAX85%(結露不可)

3-4
騒音値

70 dB 以下

14. 製品保証
1-2

15. 責任主体表示

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80

16. 安全データシート、その他の提供すべき情報
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第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.5.1 重要事項説明
序文

重要事項説明とは、機械又はシステムに携わる全ての関係者
（例えば、購入者・据付者・検査技術者・最終使用者・サー
ビススタッフなど）に対して、設置・運転・点検などが安全
に行えるように重要な指示事項を説明する提供情報です。
右図を参照。

はじめに
この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書は、本製品取扱時の安全上の注意事項について説明しています。ご使用方法や、
取扱方法が適切でない場合、その機能が充分発揮できないばかりではなく、思わぬ故障を生じ
たり、製品寿命に影響することがあります。本製品の取扱にあたっては必ず取扱説明書および
付属書類を全て熟読し、機器について充分に理解をした上で正しくご使用ください。また、本
説明書は機器を使用する方がいつでも見られるところに必ず保管しておいてください。
本製品を譲渡する際は、本説明書も同時に譲渡してください。
本書の内容の一部又は全部を無断転載することは禁止されています。また、内容に関しては
将来予告無しに変更することがあります。

本取扱説明書には製品を正しくお使いいただき、人体への危険や、財産への損害を未然に防
止するために、以下の表示をしています。表示の記号と意味を以下の通りです。
記号

意味
「人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切
迫の度合いが高い危害の程度」を示します。
「人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の
程度」を示します。
「人が傷害を負う可能性が想定されるかまたは物的損
害の発生が想定される危害・損害の程度」を示します。
「補足的な情報、強調したい手順やポイントおよび製
品の操作で役立つ情報」を示します。

i

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.5.1 重要事項説明
序文

重要事項説明とは、機械又はシステムに携わる全ての関係者
（例えば、購入者・据付者・検査技術者・最終使用者・サー
ビススタッフなど）に対して、設置・運転・点検などが安全
に行えるように重要な指示事項を説明する提供情報です。
右図を参照。

重要安全事項
（1） 設計者または仕様を決定する人が弊社製品の適合性を判断してください。

m 常に最新の製品カタログや資料などにより、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障
の可能性を考慮した上でシステムを構成してください。
（2） 充分な知識と技量を持った人が扱ってください。

m 組立やメンテナンスなどは、充分な知識と技量を持った方が行ってください。
（3） 製品の取扱い、取外しは、安全を充分に確認した上で行ってください。

m 製品の点検・整備・取外しは、安全処置（電源遮断、落下防止など） がとられてい
ることを確認してから行ってください。
m 製品の再起動時は、想定外の動作・誤動作が発生する可能性があります。安全に配慮
してください。

ii

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.2 製品説明
第 1 章 概要

機械の機能、仕様、特性、能力、効果効能などが容易に理解
第1章

できる説明文章や図形・図表等の概要情報。

概要
本製品はコンベヤに使用する、ワーク停止用のエコ電動ストッパです。DC24V
電源を ON/OFF することでストッパが上下に動作します。コンベヤ上を搬送さ
れるワークをストッパ設置位置で停止させることが可能です。

機械の運転における設定条件（使用者、環境、適用可能な法
規制などの諸条件）の情報。

1.1

型式

機械の使用性における情報。

EST32- 1 C M

B9700:2013 (ISO 12100:2010) の
〈5.2 リスクアセスメントの情報〉内容を参照。

<ボディサイズ>
EST32
EST50
EST63
EST80

<メカストッパ>
(オプション)
無記号 ：なし
M
：あり

<上限検知センサ>
(オプション)
無記号 ：なし
1 ：OMRON 社製

<センサ保護用カバー>
(オプション)
無記号 ：なし
C
：あり
※上限検知センサご注文時のみの
オプション品

型式：E2E-X2D1-M1J0.3M

2 ：EFECTOR 社製
型式：IE5351

・メカストッパはご注文時のみ取付可能です。
・ご購入先によりご注文型式が異なる場合がございます。
型式の詳細は、付録 B

1.2

型式対照表を参照してください。

機器構成図
本製品は図 1.1 の構成で動作します。

エコ電動ストッパ
エコ
(本体)

センサ保護用カバー
(オプション)

メカストッパ
(オプション)

上限検知センサ
(オプション)

図1.1 機器構成図 (図は EST32)

1-1

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.2 製品説明
第 1 章 概要

機械の機能、仕様、特性、能力、効果効能などが容易に理解
できる説明文章や図形・図表等の概要情報。

●許容搬送推力
本製品は表 1.2 に示される許容搬送推力以下でご使用ください。
コンベヤ上を搬送されるワークの搬送推力は次の式で求めることができます。

機械の運転における設定条件（使用者、環境、適用可能な法
規制などの諸条件）の情報。

搬送推力

F [kgf] =μ m

( μ : コンベヤ/ワーク間の摩擦係数、m : 搬送物質量)
表 1.2

許容搬送推力

型式

機械の使用性における情報。

許容搬送推力

EST32

7.0 kgf

EST50,63,80

26.5 kgf
図1.2

B9700:2013 (ISO 12100:2010) の

搬送推力

選定時は、搬送推力が許容搬送推力以下であることをご確認ください。

〈5.2 リスクアセスメントの情報〉内容を参照。

●簡易選定(参考 : μ ＝0.05 の時)

図1.3 簡易選定図
l

本製品の使用範囲はコンベヤ上のワークを停止させる場合についての仕様
です。エアシリンダなどに直結した負荷を本製品で停止させる場合は許容搬
送推力以下でご使用ください。

1-3

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.3 指示・警告（安全上のご注意）指示文・命令文の書き方
第 4 章 保守・点検

装置ユーザへの提供文書では、各作業に固有の危険性を、
「危
険」
、
「警告」、
「注意」といった標語を使って示すべきである。

第4章

標語およびその危険性の説明は、文書の中で強調すべきであ
る（例えば、文字を大きくしたり、文字の周囲を囲む）
。

・本製品の保守・点検は取扱説明書に従い、周囲の安全に充分注意して行ってくださ
い。

4.1

装置サプライヤは、「危険」、
「警告」、
「注意」といった用語が
用いられる場合には、これらの用語について 装置ユーザへの
提供文書に盛り込むべきである。
̶ SEMI S13-0305

保守・点検

保守・点検時の注意事項
l

ショックアブソーバ抗力調整、交換の際は、ショックアブソーバとレバーの間で
指を挟まないように注意してください。

l

ケーブルのねじれ、よじれ、折り目の無いように保守・点検を行ってください。
ケーブル被覆の破れなどケーブル、コネクタに損傷が発生し、感電などの事故に
つながる恐れがあります。

l

本製品の保守・点検は、必ず主電源を切って行ってください。

l

10 作業固有の危険性 より抜粋・要約 ̶

【目的】
製品の誤使用を回避するために、指示・警告（安全上の注意）
情報を提供する。取り除くことができず、低減することもで

4.2

点検中は、見やすい所に「点検中」の表示板を置いてください。

l

部品交換、再組立は、本製品本体に異物が混入しない様注意してください。

l

交換部品は、必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定品以外を使用しますと、
機器を破損する恐れがあります。

l

保守・点検後、電源を再投入する際は、誤配線などで本製品が突然動作する可能
性がありますので、周囲の安全を充分確認してください。

日常点検
本製品の使用前、使用中、使用後に異音、振動、異常発熱がないか確認してください。
また以下の外部目視検査、清掃も行ってください。
l

外部目視検査
・本体：本体取付ボルトなどの緩みの確認。

きなかった製品のハザードによって、引き起こされる危害・

・ケーブル類：傷の有無、コネクタ接続部の確認。
・総合：搬送物停止位置のズレやバラつきの確認。
l

事故の防止方法を、製品の使用者に提供する。

清掃
・外面の清掃は随時行ってください。

̶ GUIDE 51 7 規格における安全側面 より抜粋・要約 ̶

・清掃は柔らかい布などで汚れを拭いてください。
・石油系溶剤は樹脂、塗装面を傷めるので使用しないでください。
・汚れが著しいときは中性洗剤またはアルコールを柔らかい布などに含ませて軽く
拭き取る程度にしてください。

・ショックアブソーバの抗力は経年変化します。搬送物の停止位置のズレ、またはバ
ラつきが見られた場合、ショックアブソーバの抗力を調整してください。適切に調
整されないとワーク転落など不慮の事態の発生により、人体の損傷、機器の破損な
ど事故の原因となる恐れがあります。

4-1

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.3 指示・警告（安全上のご注意）指示文・命令文の書き方
7 リスクアセスメント及びリスク低減の文書化

ISO 12100から求められていること

文書化は，実施した手順及び達成された結果を示さなければならない。これには，関連する場合，次を含む。
a) リスクアセスメントを実施した機械（例えば，仕様，制限，意図する使用）
b) リスクアセスメントの際の想定（負荷，強度，安全係数など）
c) リスクアセスメントで同定した危険源及び危険状態，並びに考慮した危険事象
d) リスクアセスメントの元になる情報（5.2 参照）
1) 使用したデータ及びデータの出所（事故履歴，類似の機械類に適用したリスク低減から得られた経験など）
2) 使用したデータに関連する不確かさ，及びそれがリスクアセスメントに与える影響
e) 保護方策によって達成するリスク低減目標
f) 同定した危険源の除去又はリスクの低減のために実施した保護方策
g) 機械類に関連する残留リスク
h) リスクアセスメントの結果（図 1 参照）
i) リスクアセスメント実施段階で作成したフォーム
上記 f) で言及される保護方策を選択するために使用した規格又は他の仕様を参照として示すのが望ましい。
注記 この規格において機械とともにリスクアセスメント文書を一緒に配布することを要求する規定は示されて
いない。文書に関する情報は，ISO/TR 14121-2 も参照。
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7.3.5.3 指示・警告（安全上のご注意）指示文・命令文の書き方
3.34 安全のための注記（safety note）

IEC82079-1から求められていること

安全に関連した使用者のトレーニングに関する基礎を提供したり、文書又は文書の部分に意味をもたせて体系的
に集め又はまとめた安全対策を説明し安全意識を向上させるための安全に関する情報

5.5.2 安全のための注記
安全のための注記は、意味が通じるように整理して表示しなければならない。安全のための注記は、使用説明の
冒頭に、節又は項を別に設けて示さなければならない。この節又は項には、明確に識別でき、かつ、内容の重要
性を強調する見出しを付けなければならない。
安全のための注記には、最低限、製品の安全な使用に関する指示を与え、潜在的ハザード及びそのハザードの回
避方法を示し、回避できない場合に十分起こりそうな結果を明確に記述しなければならない。

5.5.3 警告メッセージ
警告メッセージは、危険が発生しうる文脈で示されなければならない。警告メッセージには、潜在的なハザード
を指摘して、回避できない場合に起こりうる結果を記述しなければならない。
警告メッセージは簡潔でなければならない。警告メッセージに完全な手順を記載してはならないが、使用説明の
別の場所に手順を記述して補完しなければならない。ハザードの回避に関する情報を含めなければならない。
ただし、意図したターゲットグループがハザード回避に関する情報を明確に理解しているならば、その情報を警
告メッセージから省略してもよい。
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7.3.5.3 指示・警告（安全上のご注意）指示文・命令文の書き方
6.8.3 警告メッセージのデザイン及び配置

IEC82079-1から求められていること

警告メッセージは一貫性をもってデザインしなければな
らず、また目立たせて際立たせなければならない。
警告メッセージの作成及びデザインでは、最大限の効果
を実現するために、次の点を考慮しなければならない：
・シグナルワードから始める (6.8.6 参照）。
・テキスト及び / 又はイラストは必須のものに限定する。
・警告メッセージの場所、内容及び様式を 6.2 に従って
目立たせる。
・使用中（6.2.5 も参照）及び適切な時点で、使用者及び
他のハザードにさらされた人々が、警告メッセージをそ
れぞれの位置から確実に目視できるようにする。
・ハザードの性質及び、該当する場合、その原因を説明
する。
・特定のハザードを回避する方法について明確な手引を
提供する。
・リスクアセスメントで決定したとおり、警告メッセー
ジを設ける。警告メッセージは過度に繰り返されると、
その効果が低くなることがある。
・結果を軽視することなく、ハザードを回避しなかった
ことで考えられる結果を記述する。

第３章 使用

第3章
3.1

使用
使用方法
本製品はコンベヤの許容搬送物質量以外に、コンベヤ速度を考慮する必要があります。
許容搬送物質量を超える負荷は精度の低下や、部品の損傷の原因になります。

1．待機

2．ワーク停止

DC24V 電源
OFF

3．ストッパ下降

DC24V 電源
OFF

4．ワーク通過

DC24V 電源
ON

DC24V 電源
OFF

図 3.1 動作フロー

l

動作中はレバー部分が上下しますので手を挟まれないようにしてください。

l

連続通電にて本製品を下降させたままにしないでください。ソレノイドが加熱し、
火傷による人体への影響や機器の破損の恐れがあります。

l

レバー直立状態時にはワークを衝突させないでください。
レバー直立時(ショックアブソーバ衝撃吸収後)に次のワークが衝突するとストッ
パ本体に全エネルギが課されるため、破損の原因になります。

図 3.2 レバー直立状態でのワーク衝突

3-1

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.4 使用方法
第３章 使用

製品の供給者が使用者に提供する情報で、製品を安全かつ効
率的に使用するために実施する行為を伝えるために必要なす
べての規定を含む情報。
̶ IEC82079-1

3.3

ストッパ機能無効化の方法
本製品のストッパ機能を無効化し、コンベヤ上のワークを通過させたいときには以下
の 2 つの方法により本製品の機能を無効化することができます。

3.19 使用説明 （instructions for use）より抜粋・要約 ̶

l

ストッパ機能を無効化しますので、本製品でワークを停止させたいときは、必ず
元の状態に復旧してください。またストッパ機能無効化時にワークを搬送する際
は充分注意してください。
① ストッパ手動下降方式
本製品は DC24V を印加しなくてもストッパを下げることが可能です。
1. ロックシャフトを押し下げます。
2. ロックシャフトを下げた状態でストッパ本体を押し下げます。
3. ストッパ本体を押し下げた状態で、
M3(EST32)、M4(EST50,63,80)ボルトを指定の位置に締めます。

使用説明は、適宜、適切な附属品、着脱部品及び特殊材料の
指示を含め、相互接続する附属品及び他の機器に関する情報
を含むことが望ましい。使用説明には、特殊工具、材料など、
並びに技術支援が得られる供給者の名称及び所在地も記載す
ることが望ましい。

図 3.7

必要ならば、交換、修理、補修、補充などのために、再梱包
に関する情報を提供することが望ましい。
̶ IEC82079-1

4.8.1.6 特殊工具、機器、材料 より抜粋・要約 ̶
l

ストッパ手動下降方式

② レバー固定方式
本製品はレバーを傾けた状態で固定することが可能です。
1.
レバーを図 3.8 ように傾けます。
2.
レバー支持部の穴とレバー内の穴の位置を合わせ、
M3(EST32)、M4(EST50,63,80)ボルトで固定します。
上限検知センサ(オプション)使用時、本固定を実施すると上限検知センサはスト
ッパの状態を正しく検知できません。周囲の安全に注意してご使用ください。

図 3.8

レバー固定方式

ストッパ機能無効化に使用するボルトはお客様にてご準備ください。

3-4

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.4 使用方法
5 使用説明の内容

＞

5.1 一般

IEC82079-1から求められていること

使用説明には、製品の機能が説明されなければならない。
また、どこで？誰が？何を？いつ？どのように？なぜ？など、使用者の質問を予想して、適切な回答を提供する
ことが望ましい。
提供すべき情報は、ターゲットグループと、製品の耐用年数の間に行うことが意図されている、又は行える作業
によって決まる。
非技能者による設置及び保守が国内法で禁じられている国の市場に製品を供給する場合は、その市場に関係する
すべての言語の版の使用説明で、その旨を明確にしておかなければならない。

5.8 製品の使用準備

＞

5.8.1 輸送及び保管

該当する場合、使用説明には、輸送及び保管中の製品保護、並びに人の安全に関する情報を含まなければならない。
例えば、次のものである：
・寸法、質量及び重心
・人間工学的に効率的で、また損傷を与える衝撃を防止できる吊上げ、取扱い及び輸送の方法
（例えば、握る位置の指示及び固定用ねじ）
・関連する周囲条件（例えば、湿度、平置き、直射日光の遮蔽）での保管に関する要求事項
・使用後の製品の保管
・予期せぬ衝撃に備えた製品の固定方法
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7.3.5.4 使用方法
5.8.2 設置

IEC82079-1から求められていること

設置を要する製品の場合、使用説明には、場合によって次の事項を含まなければならない：
・輸送及び梱包のための拘束具並びに機器運搬用のクランプ取外しの方法
・梱包を解く手順（包装の外側に示す場合）、保護包装及び保存包装を外して安全に処分するための手順
・包装に含まれている品目のチェックリスト
・使用、保守及び修理のために必要な最小スペース
・配置図
・相互接続図及び / 又は表
・組立及び取付条件
・製品を、電源、水源、排水及びその他の補助資材に接続するための方法、注意事項及び法的要求事項

5.8.3 コミッショニング
使用説明には、製品を正常に動作できる状態で使用者に引き渡す前のコミッショニングに必要な、すべての情報
を含めなければならない。
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7.3.5.4 使用方法
5.9

製品の運転

＞

5.9.1 一般

IEC82079-1から求められていること

使用説明には、製品を正常に動作できる状態で使用者に引き渡す前のコミッショニングに必要な、すべての情報
を含めなければならない。

5.9.2 正常運転
使用説明には、場合によって、次の事柄を取り上げなければならない：
・運転環境に関する情報
・手動による運転方法に関する情報
・ローカル / リモート運転及び、これらの運転の切替方法に関する情報
・手動運転及び自動運転、これらの運転モードの切替方法に関する情報
・可搬形手持ち式及び手案内式の機械の振動に関する情報
・製品の運転の開始 / 停止の手段
・毎回の通常使用に先だって必要な初動運転、点検、調整又は調節
・主機能及び安全上の注意事項の理解を明確にする又は深めるイラスト
・廃棄物除去に関する推奨事項
・誤作動の発見及び是正

5.15.8 使用者用制御装置及び表示器
該当する場合、使用説明には、該当するコンポーネントに適用される使用者用制御装置及び表示器の記述を含ま
なければならない。
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7.3.5.4 使用方法
6. 使用説明の表現

＞

6.1 分かりやすさ

IEC82079-1から求められていること

6.1.1 認識されているコミュニケーションの原則
使用説明の各セクションにおいて、使用者に求められる学習のプロセスを可能な限り一連の小さな手順に分
割することが望ましい。連続したシーケンスでの理解の構築は、操作手順に番号を付けて、及び / 又は使用
者に（各手順における）それぞれの行為を視覚的に表示したイラストで、又はその効果を図式的に表したイ
ラストを参照させることによって強化してもよい。各手順には、単独の動作を提供することが望ましい。
情報セクション（例えば、製品の説明又はトラブルシューシングに関する情報）の機能は、容易に識別でき
ることが望ましく、また様々なタイプの情報を明確に識別することが望ましい。
手順に関する説明の場合は、連続した操作の前に、連続した必要なステップに関する前提条件を示さなけれ
ばならない。
可能な場合（及び、特にアセンブリの場合）、使用者は、単一の操作ステップを読んで、次にこれを実施して、
その効果を評価して、そして次の手順を読むように導かれることが望ましい。
製品の正しい使用（製品で “ 何 ” を、“ どのように ”、正しい順序で行うのが望ましいか）を支援するための
使用説明構成の方法を用いることが望ましい。一般的側面は概要の章において、また個別の側面は関連文脈
において記述することが望ましい。
イラストの使用は、使用説明の分かりやすさを向上させる。テキストとイラストとの効果的なバランスが推
奨される。イラストには、テキスト中で参照できる独自の番号を割り当てなければならない。
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7.3.5.4 使用方法
IEC82079-1から求められていること

6.3 イラスト及びサポートテキスト
6.3.2 操作順序に従う

使用方法
○○○○○○○の調節機能

1

操作順序を記述する場合、テキストとイラストは同じ

高さの調節
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ちゅう い

注意

順序に従わなければならない。イラストはできるだけ

絵表示

ケガの原因となる。
重要事項

●□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

関連するテキスト近くに配置して、関連テキストに隣

□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

接して見ることができるようにしなければならない。
2

○○○○○○○のスライド
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

3

○○○○○○○タイプは、
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

4

ガタツキが生じている部分のボルトやネジ
を締め直してご使用ください。

イラスト

イラスト

6.3.3 キャプション付きイラスト
イラストは、キャプションで補足することが望ましい。
イラストとキャプションテキスト（短い説明文）とは、
明確な関係がなければならない。キャプションには、
本体のテキストから明確に参照できるよう番号を付け

イラスト

ることが望ましい。

ちゅう い

注意
絵表示

ケガの原因となる。
重要事項

●□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

イラスト

11
出典元：株式会社コシダアート 取扱説明書レイアウトテンプレート
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7.3.5.5 保守（お手入れ・保管方法）
第 4 章 保守・点検

意図した使用の実行を可能とする、有用かつ安全な状態に製品
を維持したり又はその状態に復元するための行為を含む情報。

4.3

定期点検
本製品の性能を維持するために、以下の項目に準じて保守・点検を行ってください。
保守・点検は電源を OFF し、必ず本製品が動作しない状態にして行ってください。

̶ IEC82079-1 3.22 保守 （maintenance）より抜粋・要約 ̶

表4.1 保守・点検項目
点検部名称

使用説明で設置及び保守を取り扱う部分には、最低限、製品の
供給者及び供給者認定のサービスセンターの住所を含めなけれ

本体取付部

4.4

ばならない。

点検間隔
6 ヶ月

備考
M6＝13.61N・m(EST32)
M8＝33.05N・m(EST50,63,80)

交換
●ショックアブソーバ交換方法(EST32)

技術的データ、保証に関する覚書、トラブルシューティング、
消耗品のリスト、処理に関する情報をできる限り含めることが望

1.

ショックアブソーバ固定用の止めネジ M4 を 2 本緩め、ブロック固定ボルト M3、
及びブロックを外し、レバーを 90 傾け、ショック アブソーバを指で回しながら
抜いてください。

2.

新しいショックアブソーバを挿入します。ショックアブソーバの抗力を調整し、
止めネジで固定してください。また、ブロックをブロック固定ボルトで確実に締
め込んでください。

3.

最後にショックアブソーバの先端にグリスを塗布してください。

ましい。
̶ IEC82079-1

点検項目
締付けトルク

(推奨グリス:シェルアルバニヤグリース S2)

4.8.1.3 設置及び保守に関する情報より抜粋・

要約 ̶

止めネジ M4 2本
( 反対側共)
締付後は本体
側面から出ていないことを
確認してください。
締付トルク（推奨）
M4: 3. 5[ N・m]

各保守およびサービス作業には、作業に必要な物質のリストを
記載すべきである。装置サプライヤは、点検や保守に必要とさ

図4.1 交換方法(EST32)

れる特定のツールや PPE に関する情報を、装置ユーザへの提供
文書で提供すべきである。
̶ SEMI S13-0305 10.4、13.3 より抜粋・要約 ̶
4-2

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.5 保守（お手入れ・保管方法）
第4章

意図した使用の実行を可能とする、有用かつ安全な状態に製品

保守・点検

●ショックアブソーバ交換方法(EST50,63,80)

を維持したり又はその状態に復元するための行為を含む情報。

1.

ショックアブソーバのブロック固定ボルト M4 及びブロックを外し、レバーを
90 傾け、ショック アブソーバを抜いてください。

2.

新しいショックアブソーバを図 4.3 のように挿入します。交換後はショックアブ
ソーバの抗力を調整し、ブロックをブロック固定ボルトで確実に締め込んでくだ
さい。

3.

最後にショックアブソーバの先端にグリスを塗布してください。

̶ IEC82079-1 3.22 保守 （maintenance）より抜粋・要約 ̶

(推奨グリス:シェルアルバニヤグリース S2)

使用説明で設置及び保守を取り扱う部分には、最低限、製品の

ショックアブソーバ交換時、
ダイヤル( MID)とブロックの
線が合う向きに挿入してください。

供給者及び供給者認定のサービスセンターの住所を含めなけれ
ばならない。
技術的データ、保証に関する覚書、トラブルシューティング、
消耗品のリスト、処理に関する情報をできる限り含めることが望
ましい。
̶ IEC82079-1

図4.2 交換方法(EST50,63,80)

4.8.1.3 設置及び保守に関する情報より抜粋・

要約 ̶
各保守およびサービス作業には、作業に必要な物質のリストを
記載すべきである。装置サプライヤは、点検や保守に必要とさ
れる特定のツールや PPE に関する情報を、装置ユーザへの提供
文書で提供すべきである。

図4.3

ショックアブソーバ挿入位置(EST50,63,80)

・グリス取扱いの際は、付録の製品安全データシートをご確認ください。

4.5

l

止めネジがストッパの側面から出ていないことを確認してください。(EST32 の
み)

l

止めネジ、ブロック固定を外した状態で、本製品を下向きの状態にしないでくだ
さい。ショックアブソーバが落下する恐れがあります。

スペアパーツリスト
表4.2 ショックアブソーバ型式
型式
HMSAB32
HMSAB50
HMSAB63
HMSAB80

メーカ名
Hirata
Hirata
Hirata
Hirata

対応モデル
EST32
EST50
EST63
EST80

̶ SEMI S13-0305 10.4、13.3 より抜粋・要約 ̶
4-3

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.6 製品保証
第５章 保証

製品保証は、関連するすべての契約条件（例えば、満了期日、
サービス条件、認められる改造、予備品の入手可能性）を含

第5章

めて、使用説明と一緒に提供しなければならない。

保証
保証

5.1

●保証の期間について

特に異なる販路若しくは国家間で条件が変わる場合は、製品

検収後 1年以内です。

保証を別個の文書に含めることが適切な場合がある。

また、製品には、耐久回数、交換部品などを定めているものがあります。

̶ IEC82079-1

●保証の適用について

4.1.4 製品保証より抜粋・要約 ̶

保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または
必要な交換部品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発
される損害は、保証の対象から除外します。

責任の制限

5.2

● 保証の適用除外について
保証期間中でも次の場合は有償となります。
・ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
・ご使用上の不注意、または教育不徹底による損傷。
・お買い上げ後の輸送、移動中の落下などによる故障及び損傷。
・取扱説明書に記載されている保守点検が充分に行われていないために発生した故障。
・機能上影響のない経年変化。
・塗装、メッキの退色。
・消耗品の消耗。
・天災、火災、その他外部要因による故障及び損傷。

万一、取扱説明書の「警告」「注意」「注記」をお守りにならなかった結果、人身事故・
故障などが発生しましても、弊社は責任を負いかねます。

5-1

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80

73

7.3

付属文書（特に、取扱説明書）作成のためのガイド

第 7 章ユーザーへの情報提供

7.3.5.7 責任主体表示
使用説明は、下記の固有の識別情報が必須です。
a)

識別番号

b) 発行日
c)

該当する場合、改訂目録及び改訂日

d) 供給者が異なる場合は、使用説明の発行者の名称及び所在地
̶ IEC82079-1

5.2 使用説明の識別より抜粋・要約 ̶

製品の仕様又は説明は、使用者に製品の識別を可能とさせる情報
ご 注

が必須です。
・製品識別番号、製造番号、モデル番号及び / 又は形式番号
・電話番号、ファックス番号及びその他の考えられる通信手段な
ど、供給者の連絡先の詳細とともに供給者の名称 / 識別情報
・特殊工具、材料など、並びに技術支援の提供者の名称、所在地、
電話番号、ファックス番号、e メール及びウェブアドレス
̶ IEC82079-1

5.3 製品の識別より抜粋・要約 ̶

意

本取扱説明書の内容の一部又は全部を無断転載することは禁止されています。
本取扱説明書の内容に関しては将来予告無しに変更することがあります。
IM- A0001
- 00
取扱説明書
EST32
/ EST50
/ EST63/ EST80
初

版

2016年 01月 発行

発行者
平田機工株式会社
本
社
〒142- 0041 東京都品川区戸越 3丁目 9- 20
TEL 03
- 3786
- 1226
FAX 03
- 3786
- 1264
お問合せ先
平田機工株式会社
事業本部 熊本事業部
〒861- 0136 熊本県熊本市北区植木町岩野 4- 5
TEL 096
- 272- 7811
FAX 096
-273- 2234
【ご連絡方法】
窓口へ連絡の際は、モデル名及び装置銘板に記載されているシリアル No. をご連絡ください。

本説明書は原文取扱説明書の、翻訳版です。( Copy I nst ruct i on)

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.8 テキストのフォントサイズ及び図記号の高さ
6.2.1 テキストのフォントサイズ及び図記号の高さ

IEC82079-1

“ ポイント ”（ここでは “pt” と略す）という用語は、活字サイズ及び行間の大きさの単位である。
1pt は 0.353mm 又は 1/72inches である “DTP ポイント ” を使用する。
表 2 推奨されるテキストの最小のフォントサイズ及び図記号の高さ

出典元：IEC82079-1: 2012 35 ページ
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7.3.5.8 テキストのフォントサイズ及び図記号の高さ
6.2.1 テキストのフォントサイズ及び図記号の高さ

IEC82079-1

表 2 推奨されるテキストの最小のフォントサイズ及び図記号の高さ

出典元：IEC82079-1: 2012 35 ページ
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7.3.5.9 取扱説明書のデザインレイアウト
トラブルシューティング

定期点検

症状

○○○○○の調節機能の点検方法

1

症状1症状1
症状1症状1

○○○○○を高くするとき
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

症状2症状2
症状2症状2

イラスト
症状3症状3

2

○○○○○を低くするとき
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症状4症状4
症状4症状4
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考えられる原因

対処方法

3-4

考えられる原因1-2考えられる原因1-2考えら 対処方法1-2対処方法1-2対処方法1-2対処方法1-2対処

5

考えられる原因1-3考えられる原因1-3考えら
れる原因1-3考えられる原因1-3考えられる原
因1-3考えられる原因1-3考えられる原因1-3

対処方法1-3対処方法1-3対処方法1-3対処方法1-3対処
方法1-3対処方法1-3対処方法1-3対処方法1-3対処方法
1-3対処方法1-3対処方法1-3対処方法1-3対処方法1-3

6

考えられる原因1-4考えられる原因1-4考えら 対処方法1-4対処方法1-4対処方法1-4対処方法1-4対処
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考えられる原因2-1考えられる原因2-1考えら 対処方法2-1対処方法2-1対処方法2-1対処方法2-1対処
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考えられる原因2-2考えられる原因2-2考えら
れる原因2-2考えられる原因2-2考えられる原
因2-2考えられる原因2-2考えられる原因2-2

対処方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対
処方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対処
方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対処方法2-2対処方

3

考えられる原因2-3考えられる原因2-3考えら
れる原因2-3考えられる原因2-3考えられる原

対処方法2-3対処方法2-3対処方法2-3対処方法2-3対
処方法2-3対処方法2-3対処方法2-3対処方法2-3対処

10

考えられる原因3考えられる原因3考えられる

対処方法3対処方法3対処方法3対処方法3対処方法3対

11

考えられる原因4-1考えられる原因4-1考えら
れる原因4-1考えられる原因4-1考えられる原

対処方法4-1対処方法4-1対処方法4-1対処方法4-1対処
方法4-1対処方法4-1対処方法4-1対処方法4-1対処方法

13

考えられる原因4-2考えられる原因4-2考えら
れる原因4-2考えられる原因4-2考えられる原
因4-2考えられる原因4-2考えられる原因4-2

対処方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対
処方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対処
方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対処方法4-2対処方

15

考えられる原因5-1考えられる原因5-1考えら

対処方法5-1対処方法5-1対処方法5-1対処方法5-1対処
方法5-1対処方法5-1対処方法5-1対処方法5-1対処方法
5-1対処方法5-1対処方法5-1対処方法5-1対処方法5-1

—

考えられる原因5-2考えられる原因5-2考えら
れる原因5-2考えられる原因5-2考えられる原

対処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対
処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処
方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方
法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方法5-2対処方法
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考えられる原因6-1考えられる原因6-1考えら
れる原因6-1考えられる原因6-1考えられる原

対処方法6-1対処方法6-1対処方法6-1対処方法6-1対処
方法6-1対処方法6-1対処方法6-1対処方法6-1対処方法
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考えられる原因6-2考えられる原因6-2考えら
れる原因6-2考えられる原因6-2考えられる原

対処方法6-2対処方法6-2対処方法6-2対処方法6-2対
処方法6-2対処方法6-2対処方法6-2対処方法6-2対処
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症状5症状5
症状5症状5

イラスト
症状6症状6
症状6症状6

上記対処後、それでも異常がある場合は、弊社までご依頼ください。
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質問
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20
出典元：株式会社コシダアート 取扱説明書レイアウトテンプレート
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7.3.5.10 安全データシート、その他の提供すべき情報
製品の仕様又は説明には、要求事項、性能及び機能に関する概要
を提供し、適宜、次の情報を提供しなければならない：
・例えば、質量、容積及び性能などの完全な測定値
・消費電力及び入力電圧、絶縁カテゴリ（図記号 IEC 60417-5172
(2003-02) をもつ絶縁カテゴリ Ⅱマーキングの場合、図記号 IEC
60417-5180 (2003-02) をもつ絶縁カテゴリ Ⅲマーキングの場合）
に関する情報、並びに IEC 60529 に定義されている IP コード
・エネルギー効率定格
・ガス提供（例えば、タイプ、圧力）
、給水に関する要求事項並び
に洗浄剤、潤滑剤及びヒューズなどの品目に関する情報（例えば、
タイプ、定格値及び特性）
・規定の状況下における放出騒音レベル、廃棄物排出率など
・電磁両立性
・意図した使用者の説明（及び、特にアクセシブルデザイン製品
の場合、使用者が従うべき特別な注意事項の明確な記述 (ISO/IEC
ガイド 71 参照）)
・製品が適合している規格及び法的要求事項
・意図した使用及び合理的に予見可能な誤用に関する注意
製 品 の 詳 細 仕 様 に 関 す る 原 則 及 び 方 法 に つ い て は、IEC/PAS
62569-1 を参照。
製品規格によっては、製品がこれら製品規格の個別要求事項に適
合していることを示すために、製品及び / 又は添付する使用説明
に特定のマーキング又はラベリングを使用することを要求してい
ることがある。
̶ IEC82079-1

5.3 製品の識別より抜粋・要約 ̶

付録

付録
付録A

製品安全データシート

付録A.1

昭和シェル石油(株) シェルアルバニヤグリース S2

付録-1

出典元：平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書 EST32/ EST50/ EST63/ EST80
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7.3.5.10 安全データシート、その他の提供すべき情報
物質安全データシート (MSDS: Material Safety Data Sheet)

SEMI S13-0305から求められていること

11.1 装置サプライヤは、装置に固有であるか装置と共に出荷される化学物質を対象とした、MSDS を提供すべきである。
11.2 プロセスや装置の保守またはサービスで用いられる化学物質ではあるが、装置内または装置と共に提供されない化
学物質については、装置サプライヤからよりもむしろその化学物質サプライヤからユーザが MSDS を入手しなければな
らない旨を、装置ユーザへの提供文書の中で記述すべきである。プロセスに関連する MSDS を入手することはユーザの
責任であり、これらの MSDS を入手するためにユーザ側が化学物質のサプライヤに連絡すべきである。
注 16：装置ユーザは、SEMI S2 の化学の項に準拠して準備される化学物質リストを装置サプライヤに要求する場合がある。
注 17：「国際労働協定 No. 170」および「ANSI Z400.1」により、MSDS には次の項目を記述する。
・製品と企業の名称 (Product and company identiﬁcation)
・組成 (Composition)
・危険の種類 (Hazard identiﬁcation)
・救急処置 (First aid measures)
・火災時に講じるべき処置 (Fire ﬁghting measures)
・漏出事故の対処方法 (Accidental release measure)
・取扱いおよび保管 (Handling and storage)
・曝露予防手段／身体保護 (Exposure controls / Personal protection)
・物性および化学特性 (Physical and chemical properties)
・安定性と反応性 (Stability and reactivity)
・毒性情報 (Toxicological information)
・生態学的影響に関する情報 (Ecological information)
・処分の際に配慮すること (Disposal considerations)
・輸送に関する情報 (Transport information)
・法規制情報 (Regulatory information)
・その他の情報 (Other information)
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参考文献、出典元一覧
JIS B 9700：2013 (ISO12100）
JIS Z 8051 (ISO/IEC Guide 51)
IEC82079-1
SEMI S13-0305
住友重機械工業株式会社 取扱説明書
平田機工株式会社 IM-A0001-00 取扱説明書
株式会社コシダアート 取扱説明書のレイアウト見本
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