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 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

れてきております。 

 我が国においても，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，又，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，機械の包括的な安全基準に関する指針が強化され，安全性

確保に国際標準の考え方を取り入れた取組が浸透しつつあります。 

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，中小企業を含む多くの製造現場において安全対策が推進さ

れることが期待されます。 

我が国機械産業が世界の情勢に対応するため，生産現場の実情に合わせた具体的な安

全方策を検討する必要があります。そのため，本事業では，ヒューマンエラーに起因す

る事故防止のための安全対策として，ＩＤタグやカメラによる個人認証システム（入退

出管理），及び作業許可システムを利用した複合作業空間における安全確保支援システ

ム（支援的保護システム）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，安全確保支援システムとして設定した「支

援的保護システム」の実際の生産現場における有効性をデータで確認するため，実際の

生産ラインにおいて実証実験を行い，収集したデータのまとめと考察を実施しました。 

本報告書は，企業が機械安全へ取り組む一助となるよう，取りまとめたものです。 

 本報告書が，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  岡 村   正 
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はじめに 

 

 本報告書は，統合生産システム（Integrated Manufacturing System）を対象とした新た

なリスク低減戦略として“支援的保護システム”と言う新しい概念を提案し，そのリス

ク効果と利便性の向上について実証実験を行った結果を示したものである。“支援的保

護システム”は，設計･製造者が JIS B 9700（ISO 12100）「機械類の安全性:設計のため

の一般原則」で述べるリスク低減方策（3 ステップメソッド：本質安全設計方策，安全

防護及び付加保護方策，使用上の情報提供）で低減した後の残留リスクに対して，使用

者がさらに作業現場でリスクを低減するための方策として位置づけており，従来の人の

注意力に大きく依存しているリスク低減方策に対して，適切な ICT（Information and 

Communication Technology）機器を組み合わせて用いることで，より確定性の高いリス

ク低減効果を得ることを目的とする支援的な保護方策である。ただし，この支援的保護

システムは，すでに現場で採用されている保護方策や，教育･訓練･管理に代わるもので

はない。本年度は，建設現場等で使用されているアルミ製可搬式作業台の自動洗浄ライ

ンを対象に，支援的保護システムを追加した時のリスク低減効果について検討を行うと

ともに，保護システムによるリスク低減効果との比較を実証実験により明らかにした。 

 今年度の実証実験では，昨年度採用した TOF 3D センサ（Time of Fright-3D センサ）

と RFID（Radio Frequency Identification）機器に加えて，作業者の入退場を確認するため

に，アキュランスタグシステムを使用した。さらに，作業者の作業位置を確認するため

に，UWB（超広帯域通信）アクティブ RFID タグシステムを組み合わせた支援的保護装

置をシステムの一部として使用することで，対象となる統合生産システムで作業を行う

作業者の資格と作業権限の確認，及び作業者が作業区域に入退場する時の正確な人数の

確認，作業者の作業位置検出の可能性を確認した。これらの方策の採用により，人の注

意力のみに依存しないリスク低減手法を確立することができた。 

 近年，作業現場では非正規雇用者や短期労働者の割合が増え，長年働きながら現場の

安全を支えてきた熟練作業者が減少する中で，今までのように人に頼る安全確保には限

界が来ている。特に単体の機械を複合的に組み合わせた統合生産システムにおいて，使

用者が与えられた残留リスクをいかに適切に低減するかは大きな課題となっている。そ

こで，今後ますます日本の現場でも共存・協調の作業形態が検討されるであろうが，そ

の際にも本研究で明らかになった支援的保護システムを採用したリスク低減方策の検

討が重要となる。 

今年度は 3 年間の研究成果をもとに，日本から国際規格 ISO/NP TR として ”Safety of 

machinery – Supporting Protective System（支援的保護システム）”を提案することがで

きたことはこのプロジェクトの大きな成果である。 

 後に，本部会が 3 年間活動を実施する上で多くの関係者の方々にご協力を頂いたこ

とに対して，ここに改めてお礼を申し上げます。 

複合的作業空間における安全確保システム開発部会 

主査  清水 尚憲 
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1 開発の背景と目的 

安全規格である ISO 12100/JIS B 9700（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およ

びリスク低減）による安全確保の原則は，本質的にリスクを除去又は低減する方法に加えて危険な可動部と作

業者の作業エリアとを分離する方法，又は危険な可動部が動いている時は作業者を危険領域に近づけないよう

にするか作業者が危険領域に入場する時は危険な可動部を停止させる方法を採用することで災害発生のリス

クを低減している。 

しかし，実際の機械設備では，危険点近接作業（作業者が機械の可動部を停止させずに可動部に近接した状

態で行う運転確認，調整，加工，トラブル処理，保守･点検，修理，清掃，除去などの作業）があるため，こ

れらの原則のみでは適切にリスクが低減できない場合がある。 

さらに，複数の機械を複合的に組み合わせた統合生産システム（IMS: Integrated Manufacturing System）では，

機械設備を組み合わせる事による新たなリスクが発生しており，危険点接近作業や IMS 内での作業の安全確

保，IMS における起動のために人の退出の確認における安全確保対策としてユーザが現場で実施しているリス

ク低減方策の中には，人の注意力に大きく依存しているものが見受けられる。これ以外にも，本報告書で示す

ように，資格の有無等の確認も人に依存している。 

ところがこれらのリスク低減効果は不確定性が大きく，作業者にヒューマンエラーが発生すると，期待して

いるリスク低減効果が得られずに重篤な災害が発生する結果となる。 

そこで本開発は，ユーザが現場で実施するリスク低減方策の確定性を高めるために，適切な ICT（Information 

and Communication Technology）機器を利用した支援的保護システムを提案し，現場で行っているリスクアセス

メントによるリスク低減方策とのリスク低減効果を比較し，実証実験によりそのリスク低減効果を検証するこ

とを目的としている。 

 さらに，統合生産システムを対象とした国際安全規格として ISO 11161（機械の安全性－統合生産システム

基本的要求事項）があるが，この規格では人と機械とが近接した作業における有効な安全手段を示していない

ため，本開発の結果から支援的保護システムが有効な安全手段となるかも併せて検討を行う事としている。 

 

2 開発部会の体制 

開発部会は，昨年度に続いて本委員会及び三つのサブグループの体制とした。（図 1 参照） 

 

 

 

 

 

＊：リスクアセスメント 

図 1－開発部会の体制 

 

2.1  本委員会 

全委員が参加し，サブグループ（SG）で検討した事項を審議して承認する。 

2.2  規格検討サブグループ 

“複合的作業空間における安全確保システム”を実現するための規格を検討する。 

本委員会 

規格検討サブグループ RA＊検討サブグループ 実証実験サブグループ 
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2.3  RA 検討サブグループ 

実証実験で得られたデータから“複合的作業空間における安全確保システム”の効果を検証する。 

2.4  実証実験サブグループ 

“複合的作業空間における安全確保システム”を実際の作業現場に構築してデータを集め，システムの実現

性とその効果を検証する。 

 

3 開発スケジュール 

概略の開発スケジュールは表 1 の通りである。 

平成 26 年度から 3 カ年計画で JIS 又は ISO の規格案開発を行うこととした。 
 

表 1－開発スケジュール 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

1 規格案開発 

(1)原案開発 

      

(2)手直し       

(3)JIS/ISO 準備       

(4)JIS/ISO 開発       

2 実証実験準備と実

施 

(1)実験場所選定 

     (恒久的な

使用を目

指す) 

(2)実験内容の確認

と機材準備 

      

(3)実験実施       

(4)実験データの整

理 

      

3 実証実験結果と規

格案との整合検討 
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4  本年度の成果 

4.1 リスク低減効果に関する検討と実証実験の目的 

4.1.1 過去に発生した労働災害事例とリスクアセスメントの考察 

 リスクアセスメントを実施する際には，まず，過去に発生した災害事例や，ヒヤリハット事例をもとに危険

源･危険状態を同定し，その危険源･危険状態に対してリスクの評価とリスク低減方策を検討することが望まし

い。そのため，今回対象となる統合生産システムに類似するシステムを対象とした過去の労働災害事例につい

て検討を行った。 

次の 2 例は，作業者の資格・権限，人数の把握が出来なかったことが原因の一つと考えられる労働災害の例

である。 

4.1.1.1 災害事例 A  

4.1.1.1.1  災害発生の概要 

図 2 に示すように，車両の部品を加工するためのバンパー射出成形機とバンパー搬送ロボットで構成される

IMS の非定常作業中に，以下の状況により発生した災害である。 

 

                                  図 2－災害事例 A 

① 作業者 B は，製品のキズの原因を確認するためスライド式ドアに設置してある安全プラグを携帯し，

スライド式ドアにタグ（ネームプレート）掛けをして危険領域に入った。 

② その後，処置に必要な道具を取りに，タグ掛けをした状態で安全プラグを携帯したまま詰め所に戻っ

た。 
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③ 一方，受傷者 A は，成形機のバリの多発連絡を受けたため，現地に向かい，スライド式ドアにタグ掛

けをし，成形機内に入った。 

④ 作業者 B は，当該機に戻りキズ防止処置後，スライド式ドアに安全プラグを戻し，スライド式ドアの

タグを取り外し，運転準備を入れ起動させたところ，成形機内にいた受傷者 A が金型間に挟まれた。 

4.1.1.1.2 災害の発生原因 

この例では，どのような作業を対象に何処で何人作業をしているかを，リアルタイムに確認していなかった

事が原因と考えられる。 

4.1.1.1.3 対策 

作業者 B が危険エリアから一時退場した情報を作業者 A へ伝達すること，及び作業者 B が作業中に作業者

A が危険エリアに入った情報を伝達すること，並びに作業者 B が作業終了後に，まだ作業者 A が危険エリア

に残っているとの情報を伝達するためのシステムを構築することが，適切にリスクを低減するための対策とし

て必要である。 

4.1.1.2 災害事例 B 

4.1.1.2.1  災害発生の概要 

図 3 に示すように，車両の部品を加工するためのプレス及び搬送用ロボットで構成される IMS の非定常作

業中に，次に記載する状況によって発生した災害である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                図 3－災害事例 B 

① 作業者 A は加工ラインのプレス（1〜3 号機）を担当しており，製品を流し終えた後，作業標準に従っ

て途中まで段取り作業を行っていた。 

② その後，作業者 A はプレス 3 号機とプレス 4 号機の間の安全シャッター部から危険領域に入り，プレ

ス 4 号機の金型に近づいた（標準作業以外の行動）。 

③ 生産技術スタッフ B は金型調査解析を行うため，プレス 3 号機とプレス 4 号機の間の安全シャッター
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部から危険領域に入った（標準作業以外の行動）。 

④ 他の作業者がプレス 4 号機操作盤を操作したため，プレス 4 号機のスライドが下降し，作業者 A と生

産技術スタッフ B は金型内に上体を入れていたため，両者とも挟まれた。 

4.1.1.2.2  災害の発生原因 

この例では，作業者 A と生産技術スタッフ B が危険エリアに入って作業を行う際，定められた経路から危

険領域に入らなかったために，安全プラグを携帯しなかったこと及びタグ掛けをしなかったこと，並びにプレ

スの金型間に安全ブロックをセットしていなかったことが原因であると考えられる。 

本来，規定された経路以外からは作業者の入場を許可しないハード面の対策や，安全プラグを携帯しないと

対象となる作業ができないようにするための対策が必要であるが，それらの対策が著しく困難な場合は，プレ

ス機 4 号機の操作盤の位置から危険領域内部を十分見通すことができるような配慮が必要となる。 

4.1.1.2.3  対策 

作業者が規定の経路以外から入場できなくすること，作業者 A と生産技術スタッフ B が作業を行っている

情報を第三者（プレスを再起動する資格と権限を持つ作業者）へ伝達すること，及び危険エリアに人が存在し

ている間はプレス機の運転を許可しないインターロックを構成する対策が必要である。 

4.1.2 災害に至るプロセスとリスク低減方策の優先順位 

図 4 は災害に至るプロセスと災害発生を抑制するための検討事項の優先順位を示したものである。 

災害は，危険源と人とが同じ空間に同時刻に存在することで危険状態が発生し，その危険状態に対する保護

方策に不備があると危険事象が発生する。そしてその危険事象の発生に対して，回避に失敗すると災害が発生

する。そこで，それぞれのタイミングで次の事象の発生を抑制するための検討を行うが，それには優先順位が

あり，上位の検討事項がより確実で災害防止の効果が高い（検討事項の数値は優先順位を示す）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     図 4－災害に至るプロセスとリスク低減方策の優先順位 

図 5 はそれぞれのリスク要素に対するリスク低減方策による効果を示したものである。 

リスクとは，危害の酷さと危害の発生確率（暴露頻度及び時間，危険回避又は制限の可能性，危険事象の発
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生確率）の組み合わせの関数として表現される。そして，それぞれのリスク要素について，リスクを低減する

ためのリスク低減方策がある。 

支援的保護システムを適用することにより，危険回避又は制限の可能性についてのリスクを低減することが

期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－リスク要素とリスク低減効果との関係 

4.1.3 支援的保護システムに期待されるリスク低減効果と目的 

 作業者が危険領域に入ってティーチング，点検，メンテナンス等の作業を行う場合は，安全扉に設置してい

る安全プラグを抜いて，ロックアウト（安全プラグの差し込み口にカバーをかけて鍵をかける）を実施するこ

とで，他の作業者が安全扉を閉めることによるリスク（人が危険領域に居るにもかかわらず，機械の再起動を

行うリスク）を低減している。 

 しかし，この方策では作業者がロックアウトをしなくても危険領域に入ることができること，及びロックア

ウトを実施した後に他の作業者が誰でも何人でも危険領域に入ることが可能であり，それが原因となって 4.1.1

に示した災害が発生する危険性がある。 

 一方，支援的保護システムを採用すると，作業者の資格及び権限並びに人数を確認することができ，無資格

者の作業が許可されない。そして，全ての作業者が危険領域から退場することが再起動の条件となる。 

 例えば，RFID システムとカメラ等を併用した支援的保護システムを従来の安全管理に追加することで，危

険領域へ入る作業者の資格と権限が確認できるため，対象となる作業領域以外への移動や作業資格以外の作業

が実行出来ない。 

 さらに，“供連れ”及び“取り残され”状態での第三者による再起動等のヒューマンエラー(特に実行上の

エラー)発生を常に抑制できるため，近づく頻度（B），負傷の可能性（C:人的要因，D:管理的要因，E:ハー

ド的要因）のリスクレベルを大きく低減することが期待できる。 

 このように支援的保護システムを活用すれば，事前のリスク評価結果のリスクレベルが作業中も維持される

ことが期待される。  

 今回の実証実験の目的は，支援的保護システムによって期待されるリスク低減効果を検証することであり，

同時に支援的保護システムの危険側エラー（複数の作業者が同時に作業領域に侵入した際等の危険側となる判

断ミス）についても検討を行うことである。 

  本研究の成果 
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4.2 実証実験の概要 

4.2.1 実証実験日時と内容 

平成 28 年 10 月 16 日（日）に事前に実験用機器の一部を実験場所に搬入，設置，調整を実施。又，10 月 23

日（日）に残りの機器を設置し，調整を行い，実験に向けた準備を終了した。そして，翌 24 日（月）から実

証実験を開始し，28 日（金）まで必要なデータ取りを行い，30 日（日）に全ての実験用機器の撤去と搬出を

完了した。 

・平成 28 年 10 月 16 日（日） 第一次機器搬入，設置，調整 

・平成 28 年 10 月 23 日（日） 第二次機器搬入，設置，調整 

・平成 28 年 10 月 24 日（月）  全体システム調整，改造，プレ実験 

・平成 28 年 10 月 25 日（火） 実証実験 1 日目，UWB システム撤去，搬出 

・平成 28 年 10 月 26 日（水） 実証実験 2 日目 

・平成 28 年 10 月 27 日（木） 実証実験 3 日目 

・平成 28 年 10 月 28 日（金） 実証実験予備日 

・平成 28 年 10 月 29 日（土） 機器撤去準備他 

・平成 28 年 10 月 30 日（日） 機器撤去，搬出 

4.2.2 実証実験場所 

実証実験は，千葉県東金市にあるジー・オー・ピー株式会社（以下，GOP 社）の東金第 3 工場の作業台自

動洗浄ラインで行った。 

GOP 社は工事現場等で使用する作業台のレンタル会社であり，保有する作業台は約 20 万台にも及ぶ。GOP

社東金工場を図 6 に示す。 

東金第 3 工場は作業台の自動洗浄ライン用途に造られた工場である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6－ジー・オー・ピー株式会社東金工場（GOP 社 HP より） 

 



 

－8－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7－ジー・オー・ピー株式会社のレンタル作業台の例（GOP 社 HP より） 

 

4.2.3 実証実験参加メンバ及び人数 

各日程における実験参加メンバ及び人数は以下の通りである。   

・10 月 16 日（日） 第一次機器搬入，設置，調整 （全 5 名） 

・GOP 社関連  1 名 

・実証実験 SG メンバ 1 名，システムメーカ 3 名 

・10 月 23 日（日） 第二次機器搬入，設置，調整（全 13 名） 

・GOP 社関連  1 名 

・実証実験 SG メンバ 2 名，機器メーカ 5 名，システムメーカ 5 名 

・10 月 24 日（月） 全体システム調整・テスト，改造，プレ実験 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 5 名，機器メーカ 5 名，システムメーカ 3 名 

・10 月 25 日（火） 実証実験 1 日目，UWB システム撤去，搬出 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 6 名，機器メーカ 5 名 

・10 月 26 日（水） 実証実験 2 日目 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 5 名 

・10 月 27 日（木） 実証実験 3 日目 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 5 名 

・10 月 28 日（金） 実証実験予備日 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 2 名 

・10 月 29 日（土） 機器撤去準備他 

・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 2 名 

・10 月 30 日（日） 機器撤去，搬出 
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・GOP 社関連  2 名（作業者 2 名） 

・実証実験 SG メンバ 2 名，システムメーカ 2 名 

＊データサンプルが少ない日には，実証実験 SG メンバが一部，各ゾーンへのダミー入退場を行った。 
 

4.2.4 実証実験場所のレイアウト 

図 8 に今回の実証実験場所である GOP 社東金第 3 工場の作業台自動洗浄ラインの様子を，図 9 に概略レイ

アウトを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 8－東金第 3 工場 作業台自動洗浄ラインの様子（GOP 社 HP より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 9－GOP 社東金第 3 工場 作業台自動洗浄ラインの概略レイアウト 

洗浄前作業台
セット箇所
（４ライン）

洗浄済作業台
セット箇所
（４ライン）

自動洗浄機
（２ライン）

洗浄前作業台

搬送コンベア
（２ライン）

洗浄済作業台

搬送コンベア
（２ライン）

洗浄前作業台
搬入口
（２箇所）

洗浄済作業台
搬出口
（２箇所）

洗浄済作業台
搬送用ロボット

洗浄前作業台
搬送用ロボット

作業台の流れ

約16m

約
7m
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図 9 に示す通り，図の右側は洗浄前の作業台を搭載した台車の搬入，および空台車の搬出を行う箇所である。

この場所にセットされた洗浄前作業台をロボットが搬送コンベアに移し，自動洗浄機で作業台の洗浄を行う。

洗浄が完了した作業台はロボットによって図の左側に示す搬出口にセットされた空台車に移され，搬出口から

洗浄済作業台を積載した台車を搬出する仕組みとなっている。なお，台車の搬入，および搬出は専門の作業者

によって行われる。 

図 10 に GOP 社作業台自動洗浄ラインにおける作業台搬入，搬出口，自動洗浄機，および作業台搬送コンベ

アの様子を示す。 

 

【洗浄前作業台搬入口】             【洗浄後作業台搬出口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自動洗浄機】               【作業台搬送コンベア】  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10－GOP 社作業台自動洗浄ライン 

 

4.2.5  GOP 社作業台自動洗浄ラインの仮想ゾーン分割 

今回は実験対象の作業台自動洗浄ラインを，図 11 に示すように 6 つのゾーンに分割した。 

(1) ゾーン A1，ゾーン B1（洗浄前作業台搬入ゾーン 1，洗浄前作業台搬入ゾーン 4） 

これらのゾーンは，洗浄対象の作業台を搬入し，セットする箇所である。 

作業台には複数の種類があるが，基本的に図 10 に示す通り，作業台を台車に載せて作業者が手動で搬入

作業を行う。ロボットが台車に積載された作業台を取り，それらをゾーン A2，及びゾーン B2 の搬送コン

ベアに移載するシステムとなっている。 

ロボットが作業台を取り終えた後に，作業者はゾーン A1，あるいはゾーン B1 に入場し，空になった台

車を回収し，又新たな洗浄対象である台車に積載された作業台を搬入して，セットする形となる。 

図 12 はゾーン A1 において，作業台が積載された状態の台車と作業台が載っておらず，空になった状態
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の台車の様子を示したものである。 

支援的保護システムは，一般的に設備のトラブル対応や故障対応等の非定常作業時のリスクを低減する

方策として有効であるが，これらのゾーンにおける作業は洗浄対象となる作業台の搬入という定常作業が

メインとなる。なお，緊急時には，システム管理者が立ち入って修理やメンテナンスをすることがある。 

図 11－作業台自動洗浄ラインの仮想ゾーン分割 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 12－ゾーン A1 の様子 

(2) ゾーン A2，ゾーン B2（作業台自動洗浄ゾーン 2，作業台自動洗浄ゾーン 5） 

これらのゾーンは，ゾーン A1，あるいはゾーン B1 からロボットで搬送コンベアに移載された洗浄前の

作業台を自動洗浄する箇所である。作業台の自動洗浄機はゾーン A2，およびゾーン B2 に各 2 台あり，洗

浄された作業台は搬送コンベアで送られ，ロボットがゾーン A3 とゾーン B3 に設置された台車に作業台を

積載していくシステムになっている。 

図 13 は，ゾーン A2，及びゾーン B2 の作業台自動洗浄ゾーンの様子を示したものである。 

台車上に作業台なし 台車上に作業台あり 
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(a) 自動洗浄機に送られていく搬送コンベア上の台車の様子 

(b) 自動洗浄機の外観 

(c) 洗浄が終了し，自動洗浄機から出てくる台車の様子 

   なお，定常作業時には作業者がこれらのゾーンに立ち入ることはないが，作業台が搬送コンベア上で引

っかかったり，ずれたりした場合等は非定常作業として作業者が立ち入って対応処理をすることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13－ゾーン A2，ゾーン B2 の様子 

 

(3) ゾーン A3，ゾーン B3（洗浄済み作業台搬出ゾーン 3，洗浄済み作業台搬出ゾーン 6） 

これらのゾーンは，ロボットによって自動洗浄された作業台が載せられた台車を作業者が人手によって

搬出する箇所である。又，台車を搬出した後に空の台車を作業者がセットする。 

図 14 にゾーン A3，及びゾーン B3 の様子を示す。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

図 14－ゾーン A3，ゾーン B3 の様子 

(a) 自動洗浄機に送られる台車 

(b) 自動洗浄機の外観 

(c) 自動洗浄機から出てくる台車 

洗浄後の作業台の搬出風景 作業台積載用台車をセットした状態 
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4.2.6 実験の想定 

図 15 に，今回の実験で計画した支援的保護システムの概要を示す。 

なお，図 15 に示す不在検出装置は，危険領域内の人の不在を検出する装置である。 

 昨年度の実証実験では不在検出装置として，（1）入退場確認センサ，（2）セーフティレーザスキャナ，（3）

セ－フティライトカーテンを採用したが，今年度は昨年の反省も踏まえ，機器の見直しや補完を行った。 

今年度の実証実験で採用した不在検出装置は，（1）入退場確認センサ＆アキュランスタグシステム，（2）

セ－フティライトカーテン（SLC），（3）セーフティビームセンサ（SBS），（4）UWB アクティブ RFID

システムとした。 

図 15－想定した支援的保護システム 

 

 想定した各ゾーンでの支援的保護システムの動作，および実験で得られた各種入力データに対するシステム

の動作と運転承認出力状態を表 2 に示す。 

なお，表中に使用した言葉の定義は，次の通りとした。 

(1)“作業中”又は”危険領域内に人が存在”で出力を定常運転非承認とする。 

(2) 作業内容に応じた運転は承認とする。 

(3) 作業中はゾーン端末での 初の作業開始入力～ 後の作業完了入力までとする。 
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 表 2－想定した各ゾーンでのシステム動作 

入力 出力 

不在検出状態 作業状態 運転承認 

不在 
非作業中 定常運転承認 

作業中 

定常運転非承認*1

存在 
非作業中 

作業中 

*1 作業内容により限定運転を承認する

次に，想定した作業フローを表 3 に示す。 

 表 3－想定した作業フロー 

順 人の動作 支援的保護システムの想定動作 
動作 不在検知 作業状態 承認出力 

1 ゾーン端末にリス
トバンド型 RF タ
グをかざす。 

リストバンド型 RF タグを認
識し，許可作業のみを選択可
能にする。 

不在 非作業中 定常運転 
承認 

2 ゾーン端末で作業
場所と作業内容を
選択し，作業開始
を入力する。 

作業者，作業場所，作業内容
を登録し，作業状態を”作業
中”にする。 

不在 作業中 定常運転 
非承認 

3 作業区域内に入場
し，作業を実施す
る。 

作業区域内の存在又は作業区
域への入場を検知し，人がい
ることを確認し，不在検知状
態を”存在”にする。 

存在 作業中 定常運転 
非承認 

4 作業を完了し，退
場する。 

作業区域内の存在又は作業区
域からの退場を検知し，人が
いないことを確認し，不在検
知状態を”不在”にする。 

不在 作業中 定常運転 
非承認 

5 ゾーン端末にリス
トバンド型 RF タ
グをかざす。 

リストバンド型 RF タグを認
識し，登録した作業内容を表
示する。 

不在 作業中 定常運転 
非承認 

6 ゾーン端末で作業
完了を入力する。

作業者，作業場所，作業内容，
作業時間を記録し，作業状態
を”非作業中”にする。 

不在 非作業中 定常運転 
承認 

 

4.2.7 実証実験での検証要件 

表 4 に，今回の実証実験での検証要件を示す。 
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表 4－実証実験での検証要件 

 

4.2.8 昨年度からの改善点，および変更点 

今回の実証実験を行うにあたって，昨年度から改善した点，および変更した点を表 5 に示す。 

昨年度の実証実験で課題が発生した際の原因を究明し，その対策を反映することでより精度の高いシステム

にする，あるいは課題ではなかったが，システム自体の価値を向上させるための機能を追加する，といった目

的で取り入れた項目である。 

表 5－昨年度からの改善点，および変更点 

支援的保護システムの検証要件 

検証すべき要件項目 確認事項 確認手段 

運転モード（定常・非定常）切替 運転モードの切替確認 IMS 操作盤   

資格・作業権限の登録 資格・権限データ等登録 IMS 操作盤  リストバンド型 RF タグ

入場時の資格・作業権限の確認 資格・権限データ等確認 ゾーン端末  リストバンド型 RF タグ

各ゾーンへの人の入退場検出 

ゾーン A1 への入退場 
入退場確認センサ 

 UWB アクティブ RFID 
アキュランスタグシステム 

ゾーン A2 への入退場 UWB アクティブ RFID  

ゾーン A3 への入退場 UWB アクティブ RFID  

ゾーン B1 への入退場/移動
SLC1，SLC2 

UWB アクティブ RFID
SBS1，SBS2 

ゾーン B2 への入退場/移動
SBS1，SBS2 

UWB アクティブ RFID
SBS3，SBS4 

ゾーン B3 への入退場/移動
SBS3，SBS4 

UWB アクティブ RFID
SBS5，SBS6 

入退場時間の特定 変化点，継続 ゾーン端末 
IMS 操作盤のログ 
（装置コントローラ） 

退場時の資格・作業・終了確認 資格データ等の確認 ゾーン端末  リストバンド型 RF タグ

目的ゾーン（行先）の確認 シグナルタワーの状態 ゾーン端末  シグナルタワー 

異常時の処理 

各ゾーンへの無宣言入場等
IMS 操作盤のログデータ 
（装置コントローラ） 

  

各ゾーンへの無資格入場等
IMS 操作盤のログデータ 
（装置コントローラ） 

 

行動ログ 

実験エリアにおける人の移

動・操作・作業履歴 
実験記録用 360 度カメラ 

IMS 操作盤のログデータ

（装置コントローラ） 

ゾーン A1，B1 での人の 
入退場履歴 

実験記録用カメラ  

No 項目・内容 From To 

1 操作端末での RFID
による認証 

アンテナにヘルメ
ット内蔵RFタグを
かざして読み取り 

・リストバンド型 RF タグを腕に装着し，かざして読み取
り端末前に作業者が来て，リストバンド型 RF タグをかざ
すと，画面がポップアップする。 

2 操作端末の各種登録
の画面 

常時表示：初期メ
ニュー=>作業者 ID
登録=>作業設備選
択=>・・・ 

・常時ブラック画面=>リストバンド型 RF タグを認識後，
初期メニューポップアップ=>作業ゾーンと作業内容を選択
する。 
・作業者の資格，権限情報はリストバンド型 RF タグのメ
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モリに格納し，システム内のデータベースと照合し，該当
画面を表示する。 

3 複数作業者，複数ゾ
ーン作業登録 

1 作業者，1 ゾーン，
1 タスク登録のみ
可 

・複数作業者，複数ゾーン，複数タスク登録可 
・今回のシステムは，あるゾーンに人が入っていた場合に
は同一有資格であれば，そのゾーンに追加入場可能である。

4 各ゾーンに入場する
際の作業者 ID 確認 

RF タグによる確認 ・リストバンド型 RF タグによる確認（操作端末で一括し
て入退場登録，管理）＋NJ に読取履歴データ蓄積（EtherNet
経由） 

5 入退場確認センサ 
（TOF) 

ゾーン 1 に 1 台の
み設置 

・ゾーン A1 に 2 台設置（ｶｳﾝﾄ人数&移動方向出力を NJ に
蓄積）。制御器は各 1 台計 2 台で制御する。 
検出死角を無くすために 2 台を並列使用する。 

6 アキュランスタグ
（LF 内蔵アクティ
ブタグ）システム 

－ ・ゾーン A1 に設置し，入退場確認センサ（TOF センサ)と
連動して，ゾーンA１への入場者の IDを非接触で検出する。
・ID 検知の変化点，およびアンテナエリア内では 3 Sec 毎
に ID 出力をする。 

7 UWB アクティブ
RFID 

－ ・全ゾーン，およびゾーン外の人の位置を検知する。 
特に人がﾞｰﾝ境界をまたいだ時刻，ゾーン内外に出入りした
時刻のデータが重要であり，特定時間内の人の動線データ
も必要である。 

8 ゾーン A1 入退場確
認 

－ ・入退場確認センサで入退場のタイミングを検出し，アキ
ュランスタグシステムで人の ID を記録する。 
・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

9 ゾーン A2 入退場確
認 

－ ・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

10 ゾーン A3 入退場確
認 

－ ・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

11 ゾーン B1 入退場確
認 

－ ・セ－フティライトカーテン 2 セットで入退場を確認する。
・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

12 ゾーン B2 入退場確
認 

－ ・透過型セーフティビームセンサ 2 セットで入退場を確認
する。 
・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

13 ゾーン B3 入退場確
認 

－ ・透過型セーフティビームセンサ 2 セットで入退場を確認
する。 
・UWB アクティブ RFID で人の位置を確認する。 

14 操作端末の表示 前回は 1 台のシグ
ナルタワーを使用 

・作業中ゾーン A1，A2，A3 を示すシグナルタワー1 台（左）
・作業中ゾーン B1，B2，B3 を示すシグナルタワー1 台（右）
・正常時は点灯，異常（問題発生）時は点滅とする。 

15 実験記録用カメラ デジタルムービー
&SD（64GB/日）2
台で記録し，毎日
データをPCに保存
する。 

・360 度カメラ 1 台を作業エリア中心部に設置し，全体を
記録する。 
・2 台のビデオカメラをゾーン A1 及び B1 での入退場確認
及び記録用に設置する。 
・記録情報は SD ｶｰﾄﾞに保存し，モニタは Wi-Fi 経由で行う。

16 日報発行 支援的保護システ
ム導入を加速する
ための経営者に対
する＋αの重要ポ
イント 

・同左 
① ログデータを，SD ｶｰﾄﾞ（CSV ファイル）を使用して，

装置コントローラ（処理装置）から PC に取り込む。 
② Excel を活用してログデータより日報を簡単に作成，出

力する。 
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4.2.9 複数人数での作業や複数人の入退場対応のための条件 

昨年度の実証実験では，各ゾーンへの複数作業者の入場を認めるシステムにしたが，各ゾーンにおいて複数

の作業者の中の一人が作業完了登録を行った時点で，そのゾーンにおける全ての作業者の作業が完了したこと

になってしまう，というシステム設計上の課題があった。さらに，ある作業者が作業中に新しい作業者が選定

できる作業は同一の作業に限定していた。 

そこで，今回の実証実験ではこの問題を解決するために，複数作業者が入場できるゾーンや選択できる作業

内容を資格権限に基づいてマトリクス化し，その条件を基にシステム設計を行った。 

初に，リストバンド型 RF タグ装着対象者の人数，定常作業の内容と権限（資格）を確認し，表 6 に示す

内容に整理した。 

表 6－RF タグ装着対象者の定常作業内容及び権限 

 

次に RF タグ装着対象者の設備停止状態における緊急作業内容と権限（資格）について確認し，表 7 のよう

に整理した。なお，緊急作業では，基本的にロボットやコンベア等の稼働は停止した状態になっている。 

  

＊必要項目・キー
ワードをリスト化
して，出力しやす
くする（別途，整
合）。 
Ex.いつ，何が原因
で停止したのか，
誰が，いつ，何を，
どれだけかけて，
どうしたのかとい
った項目。 

17 システムの時刻合わ
せ 

装置コントローラ
の時刻で管理す
る。 
実験開始時に毎
日，装置コントロ
ーラ及びビデオの
時刻合わせを実施
する。  

・基本は装置コントローラの時刻で管理する。 
・実験開始時に毎日，装置コントローラ，ビデオ及び各種
システムや PC の時刻合わせを実施する。 
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表 7－RF タグ装着対象者の非定常作業内容及び権限 

 

 表 8 及び表 9 は，既に各ゾーンで誰かが作業を行っている場合に他の人が追加でエントリーできる作業の一

覧である。今回の実証実験では，複数人数，複数作業を認めることにしたため，追加作業のエントリー可否を

事前に決めておく必要があるため，本表を追加した。 

 

表 8－定常時における作業者及びシステム管理者の作業中時の追加作業エントリー可否 

 

表 9－非定常時における作業者及びシステム管理者の作業中時の追加作業エントリー可否 

  

 表 10 は，表 7 と表 9 で示した非定常時における作業者，システム管理者，および工場管理者の追加作業エ

ントリーの可否を示した一覧表である。 

つまり，すでにどこかのゾーンで作業している人がいる場合に，新たに追加で誰（どんな資格や権限を有し

ている人）が，どんな作業をエントリーすることができるかが一目で判断できる。 

今回の支援的保護システムでは，このマトリックスに基づいて，IMS 制御盤にある装置コントローラに判断

プログラムを組み入れ，ゾーン端末の作業選択メニュー画面に反映した。つまり，資格や権限がある作業項目

しかメニュー画面には出てこない仕様になっている。 
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表 10－非定常時における作業者及びシステム管理者の作業中時の追加作業エントリー可否一覧表 

4.2.10 今回の実証実験で重点的に検証する内容 

(1) 支援的保護システムによる危険領域，および安全領域における人の存在検知精度の検証 

 (a) 入退場確認センサ（TOF）センサによる入退場関連人数カウント精度の検証 

   これまでの実証実験結果を踏まえた 適な設置，および検出条件の設定を行う。 

 (b) 新規導入のアキュランスタグシステムの検出精度検証 

   今回の実証実験に新規導入したアキュランスタグシステムによる安全領域から危険領域に進入した人

の ID 検出が，入退場確認センサ（TOF）と連動してどれくらいの精度で可能かを確認する。 

 (c) 新規導入の UWB アクティブ RFID システムによる人の位置検出精度検証（10/24,25 のみ） 

   今回の実証実験に新規導入した UWB を用いたアクティブ RFID システムによる人の存在位置の検出精 

度を確認する。特に障害物の影響による位置検知精度低下の有無が焦点となる。 

(d) セ－フティライトカーテン，およびセーフティビームセンサでの移動する人の検知可能性検証 

    入退場確認センサとアキュランスタグシステムを使用しないゾーンへの人の入退場については，搬入ゾ   

ーンの入退場口 1 箇所にセ－フティライトカーテン 2 台 1 セットを設置。 

又，各ゾーンの境界線２箇所にセーフティビームセンサ 2 台 1 セット×2 セットを，さらに搬出ゾーン

の入退場口にはセーフティビームセンサ 2 台 1 セットを設置し，人が移動する方向性をみて各ゾーンへの

存在検知をする形とした。 

   なお，昨年度の実証実験での課題を踏まえ，センサについては 適な設置間隔等を検討して設置する。 

(2) 支援的保護システムに関するその他の検証 

 (a) 現場での使い勝手の検証 
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   ゾーン端末での設定手順，操作回数の軽減を考慮したメニュー画面の作業者負担の検証，およびリスト

バンド型 RF タグ採用による操作負荷低減の検証。 

 (b) 日報出力機能，および内容の検証 

   作業者の業務内容，業務時間の一覧出力が可能な日報出力，および掲載項目検証と日報機能の評価。 

4.2.11 全体システム構成 

図 16 に，今回の実証実験での実験機器システム構成を示す（UWB アクティブ RFID システムを除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16－実験機器の全体システム構成（UWB アクティブ RFID システムを除く） 

 今回の支援的保護システムにおける全体システム構築にあたっては，保護装置と ICT 機器とを明確に切り分

けて設計した。 

保護装置であるセ－フティライトカーテン及びセーフティビームセンサは，IMS 操作盤内に格納された安全

PLC と EtherCAT（セーフティプロセス）で接続し，RFID や入退場確認センサを始めとするその他の ICT 機器

は EtherCAT（スタンダードプロセス）及び EtherNet/IP で装置コントローラと接続した。 

本システム構成は，ゾーン入退場を検出する各種センサ及び支援的保護システムからの入力を受けて判断出

力を行う，安全 PLC で構成される統合生産システムの一部，並びに装置コントローラ及び RFID リーダライタ

などからなる支援的保護システムに分かれている。 

 実験結果のログデータの分析時に必要となる実験映像を記録するためのカメラとして，ゾーン全体を記録す

るための 360 度カメラとゾーン A1 とゾーン B1 での人の動きを記録する一般的なビデオカメラの 2 台を用意

した。これらのカメラの映像は，ゾーンにおけるシステム上の作業者の入退場記録（時刻，人数等）と実際の

作業者の行動とを比較するために非常に有効である。 

 図 17 に，IMS 操作盤とゾーン端末，および各種センサ類の通信インタフェース用に設置した中継 Box との
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関係と各ゾーンにおける人の検出や人数カウント等を行う保護装置，各種センサ，および ICT 機器の関係を示

す。今回の実証実験と過去の実証実験と大きく異なる点は，人の検出や人数カウントの手段をゾーン A1～A3

とゾーン B1～B3 で分割した点である。ゾーン B1～B3 についてはセーフティセンサ機器関連のみで構成し，

センサだけでどのレベルまで人の入退場や存在検知を正確にできるかの検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17－IMS 操作盤とゾーン端末，中継 Box との関係 

 

 

図 18－UWB アクティブ RFID システムの構成 

  

図 18 には，今回の実証実験で初めて採用した UWB アクティブ RFID システムのシステム構成を示す。本シ

ステムは基本的に UWB 移動器（アクティブタグ）と UWB 固定器（リーダ）で構成される。 
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4.2.12 実証実験用機器設置レイアウト 

実証実験での検証要件確認のために必要な各種実験用機器（UWB アクティブ RFID システムを除く）を図

19 のように設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19－実証実験用機器の設置レイアウト 

 

図 20 に今回，新規に採用した人の存在位置検知をするための UWB アクティブ RFID システムの UWB 固定

器（リーダ）の設置レイアウト図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20－UWB アクティブ RFID システムの固定器（リーダ）設置レイアウト 
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4.2.13 実証実験に使用した機器の詳細 

本項では今回の実証実験に使用した機器について説明する。 

4.2.13.1 IMS 操作盤 

IMS 操作盤は，支援的保護システムの中枢となるメイン操作盤である。本操作盤が非定常運転モード時に，

各ゾーンへの入場が可能となる。IMS 操作盤には，人が操作するためのタッチパネル及び装置コントローラ並

びに各保護装置からの入力信号の取りこみ及び本システムの判断をシグナルタワーやその他の外部機器に出

力する安全 PLC を搭載している。なお，ゾーン端末，入退場確認センサ，各種センサ等の外部機器とは，

EtherNet/IP，EtherCAT で接続されている。 

図 21 に，IMS 操作盤の外観を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21－IMS 操作盤の外観及び画面の拡大写真 

 

又，IMS 操作盤の内部を図 22 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22－IMS 操作盤の内部写真 
 

 

 

 

装置コントローラ 

セーフティ PLC 
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4.2.13.2  ゾーン端末 

図 23 に，台車搬入口前に設置したゾーン端末を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23－ゾーン端末の外観と各部の説明 

 

 今回，ゾーン端末に取付けたシグナルタワーの点灯方法に関する意味づけは，一般的な使い方とは異なり，

作業者が作業宣言をしたゾーンと対比させて点灯する形とした。これは，本実証実験において，作業者が宣言

通りのゾーンに正しく入場したかを分かりやすくするための特殊な使い方である。 

図 24 にシグナルタワーの点灯方法の意味づけを示す。 

 

図 24－シグナルタワーの点灯方法の意味づけ 

 

4.2.13.3  RF タグ 

今回の実験では，作業者，システム管理者，および工場管理者の資格及び作業権限確認をするために 9 個の

RF タグを準備した。又，作業者が RF タグを操作する際の非効率的な作業を増やさないために，現場作業者か

RFID 
リーダライタ 

シグナルタワー 

タッチパネル 
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ら希望されたリストバンド型の RF タグを採用し，ゾーン端末にリストバンド型 RF タグをかざした時点で RF

タグのデータを自動読み取りし，ゾーン端末の作業登録画面がポップアップするシステムとした。 

なお，前回までの実証実験では RF タグに作業者の ID データだけを書き込み，IMS 操作盤の装置コントロ

ーラ（NJ）に各作業者の作業権限テーブルを持たせた形であったが，今回は，RF タグ自体に対象者の ID 以外

に対象者が権限を有する作業内容の 20 バイトのデータを書き込んで管理する形式にした（表 11 参照）。 

 

表 11－RF タグへの対象データの格納 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 に示す通り，例えばシステム管理者の場合には， 

⑧定期点検 

⑬メンテナンス・点検 

⑭修理 

の資格，権限を要することが分かる。 

図 25 には，今回採用したリストバンド型 RF タグを示す。 

 また，図 26 には，作業者がリストバンド型 RF タグをゾーン端末のリーダライタにかざして，RF タグのデ

ータを読み取っている様子を示す。この現場では両手を使って台車の搬入や搬出を行い，かつ手袋も装着して

いるのでリストバンド型 RF タグが使いやすいとのことであった。 

  

⑤～⑱に関しては， 

0：作業権限なし 

1：作業権限あり 

の意味づけである． 
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         図 25－リストバンド型 RF タグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 26－作業者がリストバンド型 RF タグをかざしている様子 

 

図 27 はゾーン端末における作業権限の違いによる各種登録画面の例である。 

これらの登録画面は事前に登録された作業権限によって初期画面が異なっている。権限がない作業項目は登

録画面に初めから表示されない仕組みになっており，選択できなくなっている。 

このように権限がない作業をできなくしていることも支援的保護システムの特長の一つである。 

 なお，該当する作業を選択して開始ボタンを押すと作業が開始されたとシステムは判断し，作業が終了した

後にゾーン端末上の作業完了ボタンを押すと一連の作業が完了したとシステムは判断する。 

 今回は 4.2.9 で説明したように，複数人，複数ゾーンの入退場を認めるシステムとしたので，4.2.9 に示した

組合せ表に従って，各種登録画面の設計を行った。図 27 は，それらの登録画面の代表的なものを示したもの

である。 
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図 27－作業権限の違いによるゾーン端末の登録画面の違い 
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4.2.13.4  入退場確認センサ（ゾーン A1 用） 

ゾーン 1 での人の入退場を検出するために入退場確認センサを設置した。本入退場確認センサは，イメージ

センサの一種で，人の入退場時の人数と方向が確認できるもので，前々回の実験から採用しているものである。

なお，本センサは，TOF（Time of Flight）方式で，近赤外線（850 nm）を投光して対象物から反射光を特殊イ

メージセンサで受光して距離を測定するという原理であるため，外乱光の影響を受けにくいという特長がある。 

図 28 に，現場に設置した入退場確認センサと次項で説明するアキュランスタグシステムの様子を示す。 

今回の実証実験現場で設置した入退場確認センサを場所は，図19に示したゾーンA1の作業領域（危険区域）

と安全領域の境界上である。なお，ゾーン A1 へ入退場する間口が広いために 1 台の入退場確認センサだけで

は検出ができないエリアが生じてしまうので，今回は 2 台の入退場確認センサを図 29 に示すように配置し，

その問題に対処した。 

なお，今回の実証実験では初めてアキュランスタグシステムを採用し，入退場確認センサと連動させること

で人の検知精度をさらに向上させることを試みた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 28－ゾーン A1 での入退場確認センサの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29－入退場確認センサとアキュランスタグシステムの設置状況 

入退場確認センサ 1

入退場確認センサ 
検知エリア 1 

台車スペース 

台車スペース 

入退場確認センサ
2 

入退場確認センサ 
検知エリア 2 

非検知エリア 重複検知エリア 

アキュランスタグシステム用 
アンテナ 1 

アキュランスタグシステム用 
アンテナ 2 

入退場確認センサ 1 

入退場確認センサ 2 
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4.2.13.5 アキュランスタグシステム（ゾーン A1 用） 

ゾーン A1 での人の入退場検知とゾーン A1 内での人の存在検知を行うために，図 19 に示す箇所にアキュラ

ンスタグシステムを新規に採用した。又，図 29 には，アキュランスタグシステム用のアンテナの設置状況を

示した。なお，アキュランスタグシステムによる人の存在検知領域イメージを図 30 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30－アキュランスタグシステムの検知領域イメージとタグの写真 

 

 図 30 で示された検知領域イメージは，本来はゾーン A1 の全領域のみが理想的であるが，実際にはゾーン

A1 のゾーン A2 側に不感帯領域が存在している。また，ゾーン A1 への入退場口よりも外側に人がいた場合に

は検知しないことが理想であるが，実際には入退場口の外側にも検知エリアが存在する形になってしまった。 

アンテナ 2 が電波をカットするフィルター的な役目を果たしているが，直線的に電波をカットすることが技

術的に非常に難しい問題である。 

なお，アキュランスタグシステムは基本的に RFID システムの一種で，長距離交信が可能なアクティブ形で

あるが、単純なアクティブ形ではなく、パッシブ形の機能も備えていることが特長である。つまり、アクティ

ブ形 RFID として RF タグからデータを送信する際の起動をアンテナから発せられたパッシブ形の電波で行う

というものである。アンテナの電波の届く範囲でしか RF タグは交信しないため、一般的なアクティブ形の

RFID に比べると送信する範囲を特定できるという利点がある。 

なお、先に説明したリストバンド型 RF タグはパッシブ形と言われる種類の RFID システムである。この 2

つの大きな違いは，RF タグがアンテナから出された電波から電力の供給を受けて動作するのか，あるいは RF

タグ自体が ID 情報を有し，電池等を搭載して自らが電波を発するのか，という点である。後述する UWB ア

クティブ RFID システムはアクティブ形の RFID システムである。 

4.2.13.6 セ－フティライトカーテン（SLC）（ゾーン B1 用） 

ゾーン B1 への人の入退場を検出するために，セ－フティライトカーテン 2 セット（SLC1&SLC2）を，図 19，

および図 31 に示したゾーン B1 への入退場口に設置した。また，図 31 にはゾーン B1 の入退場口に設置した

セ－フティライトカーテンの実際の設置状況を示す（写真の（投）は投光器側を，（受）は受光器側を示す）。  

昨年度の実証実験で発生した，同時に 2 人が入ると 1 人か 2 人なのかが判断できない，あるいは人がセ－フ

ゾーン A1 

アンテナ 2 

アキュランスタグシステムの 
人の存在検知領域イメージ 

アキュランスタグ 

アンテナ 1 
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ティライトカーテンの前をうろうろすると，危険エリアから出ていないのに出たと判断してしまう等の課題を

少しでも解決するために，限られた範囲ではあったが，2 台のセ－フティライトカーテンの取り付け間隔を拡

げるといった工夫を施した。  
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         図 31－ゾーン B1 でのセ－フティライトカーテン（SLC）の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32－ゾーン B1 でのセ－フティライトカーテン（SLC）の設置状況 

図 32 でも分かるように，セ－フティライトカーテンを今回は人の入退場管理用に使用するため，つまり人

の移動方向が分かるように 2 台を並列に設置した。 

なお，今回の実証実験においても，現場における設置スペースが限られていたが，2 台のセ－フティライト

カーテンの間隔を前回の実証実験よりも約 30 cm 長い 40 cm 程，確保して設置することにした。 

4.2.13.7 セーフティビームセンサ 1&2（SBS1&SBS2）（ゾーン B2 用） 

ゾーンB1からゾーンB2への人の入退場を検出するために，セーフティビームセンサ2セット（SBS1&SBS2）

を，図 19，および図 33 に示したゾーン B2 の右側に設置した。また，図 34 にはその設置状況を示す。 

セーフティビームセンサを人の入退場管理用に使用するのは今回が初めてであったが，セ－フティライトカ

ーテンと同様に人の移動方向が分かるように 2 台を並列に，かつ設置間隔を 50 cm 以上離した形で設置した。 

 また，ゾーン B2 内で人がうろうろと移動するとセーフティビームセンサが ON/OFF してしまうことになる

が，ゾーン B2 とゾーン B1，あるいはゾーン B3 との間にはドアが設置されていたため，そのドアを挟む形で

セーフティビームセンサ 2 台を設置することで，人の移動時に方向がはっきりと分かるようになると想定した。 

  

ゾーン B1 入退場口 

SLC 1（投） SLC 1（受） 

SLC 2（受）

SLC 2（投） 
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         図 33－ゾーン B2＆B1 でのセーフティビームセンサ（SBS）の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 34－ゾーン B2&B1 でのセーフティビームセンサ（SBS）の設置状況 

 

なお，SBS2（受）の上にプラスチック製の薄い板をかぶせているのは，自動洗浄機からの水滴やミストか

ら保護するためである。 

4.2.13.8 セーフティビームセンサ 3&4（SBS3&SBS4）（ゾーン 2 用） 

ゾーンB2からゾーンB3への人の入退場を検出するために，セーフティビームセンサ2セット（SBS3&SBS4）

を，図 19，および図 35 に示したゾーン B2 の左側に設置した。 

また，図 36 にはその設置状況を示す。 

ここでの設置も前述のセーフティビームセンサと同様に人の移動方向が分かるように 2 台を並列に，かつ設

置間隔を 50 cm 以上離した形で設置した。 

ゾーン B1―B2 間ドア 

SBS 1（受） 

SBS 1（投） 

SBS 1（投） 

SBS 2（受） 
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         図 35－ゾーン B2＆B3 でのセーフティビームセンサ（SBS）の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 36－ゾーン B2&B3 でのセーフティビームセンサ（SBS）の設置状況 

 

なお，SBS3（受）の上にプラスチック製の薄い板をかぶせているのは，洗浄した作業台からの水滴やミス

トから保護するためである。 

4.2.13.9 セーフティビームセンサ 5&6（SBS5&SBS6）（ゾーン 3 用） 

洗浄済み作業台の搬出口からゾーン B3 への人の入退場を検出するために，セーフティビームセンサ 2 セ

ット（SBS5&SBS6）を図 18，および図 36 に示したゾーン B3 の入退場口に設置した。 

また，図 37 にはその設置状況を示す。 

なお，セーフティビームセンサは人の移動方向を判別するために 2 台を並列に配置した。しかし，この設置

場所は設置するためのスペースに余裕がなかったため，センサの設置間隔は本来必要とされる幅である 50 cm

以上を確保できず，30 cm 程度しか離すことができなかった。 

ゾーン B3―B2 間ドア 

SBS 3（受） 

SBS 4（受）

SBS 4（投）

SBS 3（投） 
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         図 37－ゾーン B3 のセーフティビームセンサ（SBS）の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 38－ゾーン B3 でのセーフティビームセンサ（SBS）の設置状況 

4.2.13.10 UWB アクティブ RFID システム（全ゾーン用） 

今回，初めて UWB アクティブ RFID システムを実証実験に導入した。 

UWB アクティブ RFID のシステム構成は図 18 に示した通りである。 

現場に設置した UWB 固定器（リーダ）の状況を図 39 に示すが，今回の現場はミストが多いため，防水の

ためにビニールの袋に入れて設置した。又，電波の性質上，金属体等による電波の反射や干渉の影響を受けや

すいので，金属体が多い箇所での設置ではポールを用いて高い位置に設置した。なお，図 39 には UWB 固定

器に加えて，実際に実験で使用した UWB 移動器（アクティブタグ）も併せて掲載した。 

UWB アクティブ RFID は UWB 移動器が有する ID 情報をもとに，広範囲における人の特定と存在位置を確

認できるシステムであり，今回の実証実験では，①ゾーン A2，ゾーン A3 での人の入退場を確認する，②全ゾ

ーン，および周辺での人の動線確認する，ということを目的に導入することにした。 

この目的を達成するために，実証実験現場での UWB 固定器（リーダ）の設置箇所は図 20 に示すように 23

箇所とした。当初の予定では，UWB 固定器（リーダ）を 21 箇所に設置する計画で進めていたが，プレ実験に

おいて危険領域と安全領域との境界線における人の動きをきちんと捉えることができなかったため，ゾーン内

の UWB 固定器（リーダ）の設置位置を一部，変更すると共に，ゾーン外にも 2 台の UWB 固定器（リーダ）

ゾーン B3 入退場口 

SBS 5（受）
SBS 6（投）

SBS 6（受） 
SBS 5（投） 

約 30cm 
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を追加し，その問題を解決するための対策を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 39－UWB 固定器（リーダ）の設置状況と UWB 移動器（アクティブタグ） 

 
4.2.13.11 実験記録用カメラ 

各ゾーンへの人の入退場の様子が確認できるように，実験記録用 360 度カメラをゾーンの中心上部に設置し

た。又，ゾーン A1 への入退場の様子を記録する実験記録用ビデオカメラをゾーン B1 の外側に設置した（図

19 参照）。 

今回使用した実験記録用 360 度カメラは，実際の人の作業履歴や入退場履歴とログデータとを比較，照合，

および確認する上で非常に有効な手段となった。図 40 に実験記録用 360 度カメラで撮影した映像（画像）を

示す。これを見るとゾーン全体の様子が非常に鮮明に記録されていることが分かる。 

なお，この実験記録用 360 度カメラは支援的保護システムの一部ではなく，あくまでも実験データを検証す

るために用いたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40－実験映像記録用 360 度カメラの映像（画像） 

UWB 移動器

（アクティブタグ） 

UWB 固定器（リーダ）
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4.2.14 実証実験に使用した主な ICT 機器の仕様及び特徴 

4.2.14.1 装置コントローラ（IMS 制御盤に内蔵） 

形 NJ シリーズ （オムロン株式会社製） 

 

 

 

 

 

 

主な特長 

  ・インテル@AtomTMプロセッサーを搭載し，高速演算を実現。 

  ・機械制御に必要な各装置からドライブ機器，I/O 等の入出力機器を EtherCAT による同期制御で，高速，

かつ高精度な制御が可能。 

  ・コントローラが SQL サーバを始めとするデータベースに直結できるため，専用ユニット，ツール，ミド

ルウェアが不要。 

  ・IEC 61131-3（及び JIS B 3503）規格に適合した標準命令対応，PLCopen に準拠。 

4.2.14.2 タッチパネル（IMS 制御盤とゾーン端末に内蔵） 

形 NS8-TV，NS5-TV （オムロン株式会社製） 

  

 

 

 

 

 

主な特長は以下の通り。 

・オムロン製コントローラ「NJ シリーズ」を始めとする機器との高い親和性。 

 ・32,768 色，VGA 640×480 ドットの高画質，多言語対応。 

 ・トラブルシュート機能，多彩なグラフ機能。 

4.2.14.3 安全 PLC （IMS 制御盤に内蔵） 

 形 NX-SL，NX-SI/SO （オムロン株式会社製） 

 

 

 

 

 

 

 主な特長は以下の通り。 

    ・EtherCAT カプラにセーフティ CPU ユニット，セーフティ I/O ユニットを装着して安全制御を統合。 
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    ・セーフティ CPU ユニットは，セーフティ I/O ユニット 128 台まで制御可能。 

    ・セーフティ入力ユニットは 4 点，8 点の 2 種類。4 点タイプはオムロンの非接触スイッチ，シングルビー

ムセンサなどを直結可能。 

    ・セーフティ出力ユニットは 2 点，4 点の 2 種類。2 点タイプは出力遮断電流が 2.0A と大容量。 

    ・セーフティユニット群は標準ユニット群との自由な組合せと配置が可能。 

    ・PLCopen の安全ファンクションブロックダイヤグラムを搭載。 

    ・IEC 61131-3 及び JIS B 3503 に準拠。 

4.2.14.4 RFID（ゾーン端末用） 

a）RF タグ 

リストバンド型 RF タグ（SAG／RF テクノロジー株式会社製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な仕様を下表に示す。 

項 目 内     容 

対応国際規格 ISO/IEC 18000-3（ISO/IEC 15693） 

メモリ容量 112 バイト（ユーザエリア） 

メモリ種類 EEP-ROM 

材質 シリコン樹脂 

サイズ L，M，S サイズ有り 

 

b）リーダライタ 

形 V680S-HMD64-EIP（オムロン株式会社製） 
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主な仕様を以下に示す。 

項 目 内     容 

対応国際規格 ISO/IEC 18000-3（ISO/IEC 15693） 

上位通信 I/F Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 

上位通信プロトコル EtherNet/IP 

電源電圧 DC24 V（－15%～＋10%） 

消費電流 0.2 A 以下 

使用周囲温度 －10 ℃～＋55 ℃（氷結なきこと） 

使用周囲湿度 25～85% RH（結露なきこと） 

保護構造 IP67（IEC 60529:2001） IP67F 相当（JIS C 0920:2003） 

耐振動性 10～500 Hz 複振幅 1.5 mm 加速度 100 m/s2 XYZ 各 11 分 10 掃引
印加して異常なきこと 

耐衝撃性 500 m/s2の衝撃を 6 方向に各 3 回計 18 回加えて異常なきこと 

材質 ケース：PBT 樹脂 充填：ウレタン樹脂 

形状 120×120×40 mm（突起部・ケーブル部除く） 

質量 約 760 g 

4.2.14.5 入退場確認センサ（ゾーン A1 用） 

入退場確認センサ及びコントロールボックス（オプテックス株式会社製） 

 

 A3001S（入退場確認センサ）      A3001CB （コントロールボックス） 

 

   

        

 

 

 

 

 

本センサの人の検出のアルゴリズムは次の通りである。 

① 入退場ゲート上部に入退場確認センサを下向きに取り付け，画角内にソフトウェアで検出エリアを設

定する。 

② ゲート方向を入場方向とし， 初に検知エリアに入場した場所がゲートから遠い側であれば，入場方

向と判定する。 

③ ゲートから離れる方向を退場方向とし， 初に検出エリアに入場した場所がゲートに近い側であれば

退場と判定する。 

④ 検出エリアに入った物を人であるかどうか判定し，1 人（供連れ無し），2 人以上（供連れ発生）及

び人と判断できない，の 3 種類の出力を個別に出力する。 

⑤ 入退場のログデータを，コントロールボックスの記憶装置に記録する。 



 

－39－ 

4.2.14.6 アキュランスタグシステム（ゾーン A1 用） 

アキュランスタグシステム（オプテックス株式会社製） 

TAG100（ノーマルタグ） OHF-HAT1（ハイブリッドアンテナ）  OHF-CD1/CS1（制御器） 

 

 

 

 

 

 

主な仕様を次に示す。 

・TAG100（ノーマルタグ）            ・OHF-HAT1（ハイブリッドアンテナ） 

 

 

 

 

 

  ・OHF-CD1/CS1（制御器） 
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4.2.14.7 UWB アクティブ RFID システム（全ゾーン用） 

UWB アクティブ RFID システム（株式会社日本ジー・アイ・ティー製） 

   ・UWB 移動器（アクティブタグ）      ・UWB 固定器（リーダ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWB（Ultra Wide Band:超広帯域無線）は数 GHz に渡るかなり広い帯域を使用する通信方式で， 近では

データ通信よりもセンサとして広く応用されている。特に屋内測位システムでは，7.25～10.25 GHz の帯域

を使用するインパルス方式 UWB を用いて, 測位精度が高く，かつ高速の距離測定を実現している。 

測位方法は GPS と同じ原理で，屋内に設置している 3 個以上の UWB 固定器（リーダ）と計測対象の UWB

移動器（アクティブタグ）との距離を信号到来時間により計測して位置を特定する。  

なお，インパルス方式 UWB は，ナノ秒以下の非常に短いパルス幅の電波を使用し，高速の通信を行うこ

とでさらに高い精度の測定ができる。  

又，Wi-Fi 等と異なり，独自の帯域で通信するため電波干渉が起こることもなく，風，温度，明るさ等の

外乱にも影響を受けないので安定した通信が可能である。さらに，送信出力が VCCI の電磁波ノイズの数百

分の一と小さいので消費電力も少なく，人体にも影響を与えないという特徴があるため，今後は医療分野に

おける生体データの収集や通信向けにも使用されると期待されている。 

なお，今回，使用した UWB 移動器（アクティブタグ）は，あらかじめ固有の ID 情報を持っており，そ

の ID 情報と実際に UWB 移動器（アクティブタグ）を所持している人（作業者 1，作業者 2，・・・，シス

テム管理者 1，システム管理者 2，・・・）といった人の特定をすることができる。 

4.2.14.8 セ－フティライトカーテン（ゾーン B1 用） 

形 F3SJ-E0225P25 （オムロン株式会社製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な特長は以下の通りである。 
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・取り付け工数1/2，導入コストも削減可能なEASYタイプ。 

・人を検知したら機械を止めるといったシンプルな機能。 

・存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。 

・導入工数を大幅に削減可能。 

4.2.14.9 セーフティビームセンサ（ゾーン B1-B2-B3，B3 用） 

形 E3ZS／形 E3FS（オムロン株式会社製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主な特長 

・透過型光電センサ 

・検出距離 

 形 E3ZS：0.2～3 m 形 E3FS：0～10 m 

・適合規格 

IEC 60947-5-3（PDDB），EN ISO13849-1（PLc/安全カテゴリ 1） 
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4.3 実証実験の結果 

4.3.1 確認作業状況 

4.3.1.1 ゾーン A1 のサマリ 

ゾーン A1 の結果をまとめたものが表 12 である。 

表 12－ゾーン A1 の結果サマリ 

 

危険側故障は 3 回発生したが，これは入場検知の失報のためである。しかし，退場検知はできているために滞

在人数はマイナスとなっている。滞在人数がマイナスになることは異常であり，これをエラーとして検出するこ

とで危険発生を防止することができる。 

4.3.1.2 ゾーン B1～B3 のサマリ 

作業開始登録から，全員の作業終了登録までを 1 つのイベントとし，各イベントでのセンサの動作結果を分類，

集計した。作業登録なしの場合は，実際に人が進入してから 後の人が退出するまでを 1 イベントとした。 

3 日間で 65 回のイベントがあり，作業登録の有無によらず，センサの状態変化から人の存在場所を正しく判

定できたケース(想定通りの結果)が 27 回であった。 

一方，想定外の結果となったイベントが 31 回あり，事前に想定した移動方向判定ロジックの仕様が不十分で

あったために，移動方向判別がうまくいかなかったケース(判別見直で OK)が 16 回，人がいないのに遮光を検出

するなど，実状態とセンサの出力が一致しないケース(センサ出力エラー)が 4 回，センサの出力からは実際の移

動を正しく検知できないケース(正しく検知できない)が 11 回であった。 

又，想定外の結果となった 31 回の内，人がエリア内に残っているのに退出と検知するなどの危険側誤動作と

なり，判定ロジックの見直しでは回避できないケースが 12 回あった（表 13）。 

 表 11―ゾーン B1～B3 の結果サマリ 

10 月 25 日 10 月 26 日 10 月 27 日 合計 

イベント総数 27 23 15 65

想定通りの結果 *1 7 15 5 27

登録のみで実作業なし 1 3 3 7

想定外の結果計 19 5 7 31

センサ出力エラー 1 1 2 4

正しく検知できない 11 0 0 11

判別見直で OK 7 4 5 16

※1 作業登録なしでの進入を含む

想定外の結果の内訳 

安全側誤検知 7 5 7 19

危険側誤検知 12 0 0 12

  

回数 備考

想定内動作 9

安全側故障 3

危険側故障 3 エラーにより、対処可能

作業合計 15

想定外動作

結果
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4.3.2  各実験日の作業内容及びデータ 

4.3.2.1 ゾーン A1 の結果 

 表 14 に入退場確認センサでの人の検出結果の例を示す。 

表 14－入退場確認センサの検出結果例 
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右側 2 列に示した数字は，IN：入場カウント，OUT：退場カウントを表している。このカウント数と作業者

の実際の入退場数が部分的に一致しないとことが発生している。 

 図 41 は，入退場確認センサが実際に取り込んだ映像である。 

 この図を見て分かるように基本的には作業者と台車との区別はできている。 

 図 42 に示すのはアキュランスタグシステムによる人の入退場及び存在検知結果の例である。 
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図 41－入退場確認センサの実際の取り込み画像 

 

 

図 42－アキュランスタグシステムによる入退場,及び存在検知結果例 

 

4.3.2.2 ゾーン B の結果 

【各項目の説明】 

・No. ：イベントの通し番号(日ごと) 

  センサ調整中などの無効なイベントは欠番 
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・開始：イベントの開始時刻 

作業開始登録時刻又は 初の入場検知時刻 

・終了：イベントの終了時刻 

 作業終了登録時刻又は 後の退場検知時刻 

・進入有無：作業区域内へ入場の有無 (ビデオでの確認結果) 

・作業内容：登録した作業種別 

 ・定常 ：定常作業 

  ・緊急 ：緊急作業 

   不明 ：作業登録なし 

・作業内容：登録した作業内容 

・結果：実際の動作とログデータから想定される動作の比較結果 

  ・想定通り  ：実際の動作とログデータから想定される動作が一致 

  ・センサ出力エラー ：センサの誤動作 

  ・判別見直しで OK ：実際と違う動きと認識したが，センサ状態変化から 

         移動方向を判定する方法を変更すると正しく判定できる 

  ・作業登録のみ  ：作業登録はしたが，作業をしなかった 

  ・登録ありなし混在 ：登録作業中に作業登録なしでの進入者がある 

  ・正しく検知できない ：センサ状態変化からでは，人の動きを判定できない 

■10 月 25 日 

 イベント回数は 27 回で，想定通りの結果が 7 回，登録のみで実作業なしが 1 回，想定外の結果が 19 回であっ

た。イベントの一覧を表 15 に示す。 

 表 15－10 月 25 日 ゾーン B1～B3 イベント一覧 

No. 開始 終了 進入有無 作業内容 結果 

1 10:59:36 11:01:44 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

2 11:02:35 11:04:23 有 定常 判別見直で OK 危険側誤検知 

3 11:24:06 11:24:54 有 定常 想定通り 

4 11:25:11 11:27:17 有 定常 判別見直で OK 危険側誤検知 

5 11:46:22 11:47:39 有 定常 判別見直で OK 危険側誤検知 

6 11:59:55 12:00:39 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

7 12:01:18 12:03:00 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

8 13:19:23 13:20:28 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

9 13:33:06 13:34:22 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

10 13:34:44 13:36:56 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

11 13:57:21 13:58:25 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

12 14:09:08 14:10:00 有 定常 想定通り 

13 14:12:48 14:14:46 有 定常 想定通り 

14 14:58:30 14:59:48 有 定常 センサ動作ミス 危険側誤検知 

15 15:05:20 15:07:44 有 TEST 想定通り 

16 15:08:55 15:13:05 有 TEST 想定通り 
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No. 開始 終了 進入有無 作業内容 結果 

17 15:33:04 15:34:39 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

18 15:46:19 15:46:30 無 定常 作業登録のみ 

19 15:46:35 15:47:41 有 定常 想定通り 

20 15:47:50 15:49:25 有 定常 判別見直で OK 危険側誤検知 

21 15:49:45 15:52:21 有 定常 センサ動作ミス 安全側誤検知 

22 16:01:30 16:02:55 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

23 16:03:07 16:05:53 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

24 16:06:54 16:09:38 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

25 16:24:53 16:25:51 有 定常 正しく検知できない 安全側誤検知 

26 16:26:14 16:28:33 有 定常 正しく検知できない 危険側誤検知 

27 16:28:50 16:37:25 有 定常 想定通り 

 

■10 月 26 日 

イベント回数は 23 回で，想定通りの結果が 15 回，登録のみで実作業なしが 3 回，想定外の結果が 5 回であっ

た。イベントの一覧を表 16 に示す。 

 表 16－10 月 26 日 ゾーン B1～B3 イベント一覧 

No. 開始 終了 進入有無 作業内容 結果 

13 9:12:55 9:14:38 有 緊急 想定通り   

14 9:15:38 9:17:48 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

15 9:22:45 9:23:23 有 緊急 想定通り   

16 9:25:44 9:53:27 有 不明 想定通り   

17 10:05:48 10:07:06 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

18 10:09:07 10:10:00 有 緊急 想定通り   

19 10:11:46 10:12:07 有 不明 想定通り   

20 10:12:38 10:13:58 有 定常 想定通り   

21 10:28:54 10:30:12 有 定常 想定通り   

22 10:30:21 10:31:14 有 定常 想定通り   

23 11:02:15 11:05:40 有 定常 想定通り   

24 11:14:36 11:15:27 無 定常 作業登録のみ   

25 11:32:37 11:33:08 有 緊急 想定通り   

26 11:33:17 11:33:32 有 緊急 想定通り   

27 11:33:49 11:34:35 有 緊急 想定通り   

28 13:27:14 13:29:03 有 不明 作業登録のみ   

29 13:26:41 13:29:43 有 定常 想定通り   

30 13:30:15 13:39:37 有 不明 判別見直で OK 安全側誤検知 

31 13:39:41 13:40:33 有 緊急 想定通り   

32 14:17:56 14:18:54 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

33 14:19:44 14:20:53 無 定常 作業登録のみ   

34 14:32:20 14:33:09 有 定常 センサ出力エラー 安全側誤検知 

35 14:34:09 14:36:10 有 定常 想定通り   
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■10 月 27 日  

イベント回数は 15 回で，想定通りの結果が 5 回，登録のみで実作業なしが 3 回，想定外の結果が 7 回であっ

た。イベントの一覧を表 17 に示す。 

 表 17－10 月 27 日 ゾーン B1～B3 イベント一覧 

No. 開始 終了 進入有無 作業内容 結果 

3 9:07:40 9:08:14 無 定常 作業登録のみ   

4 9:08:51 9:09:10 無 定常 作業登録のみ   

5 9:09:44 9:11:18 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

6 9:21:51 9:25:13 無 不明 センサ出力エラー 

7 9:30:24 9:31:58 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

8 9:39:28 9:42:20 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

9 9:54:01 9:55:41 有 定常 想定通り   

10 10:19:30 10:20:24 無 定常 作業登録のみ   

11 10:31:03 10:34:24 無 不明 センサ出力エラー   

12 10:37:14 10:38:19 有 定常 想定通り   

13 10:40:45 10:43:30 有 定常 判別見直で OK 安全側誤検知 

14 11:45:26 11:45:55 有 緊急 想定通り   

15 11:46:28 11:46:43 有 緊急 想定通り   

16 11:47:24 11:48:13 有 定常 想定通り   

17 11:49:53 11:52:28 有 不明 判別見直で OK 安全側誤検知 

 

4.3.3 入退場確認センサとアキュランスタグシステムによる入退場確認結果 

表 18 に 10 月 25 日の入退場記録例を示す 

イベント回数は 15 回である。その内訳は想定通りの結果が 9 回，想定外の結果が 6 回である。危険側故障は

3 回発生した。 

表 18－10 月 25 日の入退場記録例 

 

表 19 に，表 18 のイベント No.31 について，ゾーン A1 での作業時の動作を例示する。 

No.
イベント

No.
作業者

ID

作業内容
（マスタ
データ参

照）

作業内容
作業ゾーン

番号
作業開始

時刻
作業終了

時刻
作業時間

［秒］

1 21 1 12 定常 A1 14:00:37 14:01:26 49 ---
2 22 1 11 定常 A1 14:07:35 14:08:32 57 入場検知せず 危険側故障
3 23 1 12 定常 A1 14:43:59 14:44:33 33 ---
4 25 1 11 定常 A1 14:48:07 14:49:02 54 入場検知せず 危険側故障
5 26 1 12 定常 A1 14:55:50 14:56:47 56 退場検知せず 安全側故障

28 3 15 定常 A1 15:03:04 15:04:22 78 ---
29 4 15 定常 A3 15:02:41 15:04:47 125 入場検知せず 危険側故障

7 31 1 11 定常 A1 15:21:20 15:22:49 89 ---
8 32 1 11 定常 A1 15:23:03 15:23:25 21 ---
9 33 1 12 定常 A1 15:36:53 15:38:01 67 ---

10 35 1 11 定常 A1 15:45:00 15:46:10 70 ---
11 36 1 12 定常 A1 15:53:53 15:55:14 81 ---
12 37 1 11 定常 A1 15:55:54 15:57:03 69 退場検知せず 安全側故障
13 39 1 12 定常 A1 16:09:44 16:11:24 100 ---
14 41 1 11 定常 A1 16:13:44 16:20:20 396 退場検知せず 安全側故障
15 44 1 12 定常 A1 16:37:31 16:38:18 46 ---

6

結果
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表 19－イベント No.31 の動作例 

 

表 19 の動作例の説明のために，入退場確認センサから撮影した赤外反射画像（図 42，図 43，図 44）を，作

業者の動作とともに時系列で示す。 

No.1 で，作業者が作業内容を入力する。この信号を入力時刻とともに記録する。 

No.2 で，ゲートがオープンする。ゲートクローズ時は， 入退場確認センサの画面の半分をゲートになるシャ

ッターが覆っているため（図 43），物体検知信号を出力している。ゲートのオープンとともに，物体検知信号

を解除する。これらは，入退場確認センサ 1 及び 2 について同時に発生する。 

NO.3 で，作業者は台車を押しながら A1 ゾーンに進入するため，台車を検知する物体検知信号を 初に出力

する（図 44）。この後，作業者の RFID の ID を検出する。作業者はまだ A1 ゾーンに進入していないが，RFID

の検知エリアは A1 ゾーンの境界線上に幅をもって存在するため，進入に前後して信号を検出する。 

 

図 43 ゲートクローズ時        図 44 台車を物体検知 

No.6 及び 8 で入退場確認センサ 1 及び入退場確認センサ 2 に同時に作業者の入場が検知される（図 45）。こ

のように，作業者が A1 ゾーンの境界線を超えると入退場を検出するように設計した。 

本実験では，A1 ゾーンは入り口の幅が広いために，入退場確認センサを 2 台横並びに設置したが，2 つの入

退場確認センサの中央の検知エリアの重なった部分を人が通過すると，2 つの入退場確認センサに入退場の信号

が出力される。検知のタイミングと制御器への信号出力のタイミングから，事前の実験で 1 秒程度のずれが発生

実際の作業者の行動
No. time TOF１入場カウント TOF１退場カウント TOF２入場カウント TOF２退場カウント RFID検出ID 滞在人数 （実験記録用360度カメラで確認した動作） 動作 承認

1 15:21:20 0 作業者１が、作業内容　入力・登録 作業開始
2 15:21:23-24 検出解除 検出解除 0 ゲートオープン
3 15:21:33 物体検出 0 台車　A1へ入場
4 15:21:38 物体検出 0 台車　A1へ入場
5 15:21:39 作業者①ID検出　進入 0 作業者　A1へ接近
6 15:21:42 1 1 作業者①　A1入場
7 15:21:42 作業者①ID検出　滞在 1 作業者①　A1滞在
8 15:21:43 1 1 作業者①　A1入場
9 15:21:43 作業者①ID検出　滞在 1 作業者①　A1滞在

10 15:21:45 作業者①ID検出　滞在 1 作業者①　A1滞在
11 15:21:49 1 0 作業者①　A1退場 存在非検知
12 15:22:11 1 1 作業者①　A1入場
13 15:22:12 1 1 作業者①　A1入場
14 15:22:27-29 作業者①ID検出　滞在 1 作業者①　A1滞在
15 15:22:33 1 0 作業者①　A1退場 存在非検知
16 15:22:37 1 1 作業者①　A1入場
17 作業者①ID検出　滞在 1 作業者①　A1滞在
18 15:22:41 1 0 作業者①　A1退場
19 15:22:45 検出開始 検出開始 0 ゲートクローズ
20 15:22:49 0 作業完了　入力 承認

存在検知

存在検知

存在検知

存在非検知

存在非検知

危険領域進入中

危険領域進入中

危険領域進入中

センサログ 支援的保護システム　想定動作
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することを確認していた。したがって，2 つの入退場確認センサの 1 秒以内のずれについては，同時と判定した。

この場合は，同時に RFID の出力も確認しており，前後に異なる ID が存在しないことを条件とした。 

作業者の入場により，滞在人数は 1 人となり，退場検知が発生するまで人数を保存する。 

作業者が A1 ゾーンに滞在している間は，RFID は出力を継続する。ただし，信号出力が継続すると，タグの

電池容量保存のために，送信頻度が 3 秒に 1 回と低くなる。 

No.11 で，入退場確認センサ 2 で退場検知が発生して，滞在人数は 0 人となる。 

 

図 45－作業者の入場 

 

この後，再度，No.12,13 で入場検知が発生し，滞在人数は 1 人となる。この間，RFID は常に同一の作業者 ID

を受信しており，ゾーンに 1 人の作業者のみ存在することを認識している。 

No.15 で退場検知すると，No.17 で再度入場検知して，No.18 で退場検知している。この一連の作業で，作業

者が 3 回入退場を繰り返している。 

No.19 でゲートクローズして，入退場確認センサ 1 及び 2 が同時に物体検知を出力している。 

後に，No.20 で作業完了入力を作業者が行って作業終了である。 

表 20 及び表 21 に想定外の結果を示す。 

表 20 では，作業入力した後には入場検知がないが，退場検知が発生している。入場検知を一度失報している

ことになり，危険側故障に分類される。 
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表 20－想定外の結果 1 

 

図 46 及び図 47 は入場を検知できなかった例である。図 46 では，台車を押し込むために，態勢を低くしてゆ

するようにして押し込んでいる。その後，立ち上がって後退して退場している。このような動作により，入場を

検知することができずに，退場のみ検出していると推測される。 

 

図 46 座り作業     図 47 立ち作業 

 
表 21 では，2 人の作業者が，No.1 及び 6 で作業登録している。No.9 で作業者 4 が，No.14 で作業者 3 が入場

している。 

実際の作業者の行動
動作 承認出力

得られたログからの想定動作 想定される出力
1 14:07:35 0 作業者１が、作業内容　入力・登録 作業開始
2 14:07:43 物体検出 0
3 14:07:45 物体検出 0
4 14:07:46 1 -1 エラー
5 14:07:46 作業者①ID検出　進入 -1 エラー
6 14:07:48 1 0
7 14:07:48 作業者①ID検出　滞在 0
8 14:07:49 1 0
9 14:07:52 物体検出 0

10 14:07:52 作業者①ID検出　滞在 0
11 14:07:54 物体検出 0
12 14:07:54 作業者①ID検出　滞在 0
13 14:07:56 1 -1 作業者①　A1退場 エラー
14 14:08:07 物体検出 -1 エラー
15 14:08:08 物体検出 -1 エラー
16 14:08:08 作業者①ID検出　進入 -1 作業者①　A1入場 エラー

14:08:10 1 -2 作業者①　A1滞在 エラー
17 14:08:10 作業者①ID検出　進入 -2 作業者①　A1滞在 エラー
18 14:08:13 作業者①ID検出　滞在 -2 作業者①　A1滞在 エラー
19 14:08:14 1 -1 エラー
20 14:08:16 作業者①ID検出　滞在 -1 エラー
21 14:08:20 作業者①ID検出　滞在 -1 エラー
22 14:08:22 1 -2 エラー
23 14:08:22 作業者①ID検出　滞在 -2 エラー
24 14:08:23 1 -2 エラー
25 14:08:25 1 -1 エラー
26 14:08:25 1 -2 エラー
27 14:08:31 物体検出 -2 エラー
28 14:08:32 -2 作業完了　入力 エラー

センサログ 支援的保護システム　想定動作

TOF２退場カウント RFID検出ID 滞在人数 （実験記録用360度カメラで確認した動作）

作業者①　A1滞在

作業者①　A1入場

台車　A1へ入場

台車　A1へ入場

No. time TOF１入場カウント TOF１退場カウント TOF２入場カウント
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作業者 4 が入場するときは，RFID で作業者 4 の ID を受信しており，作業者 3 が入場するときは，作業者 4

の ID を受信している。 

作業者 4 は入場してすぐに裏側の出口から退場し，RFID が検出できなくなっている（図 48）。 

  

図 48－作業者 4 のゾーン A1 から後方への退場 

 

表 21 では，作業者 4 は，検知範囲外から入場しているように見える（図 49 参照）。したがって，作業者 4

の入場であると見えているのは作業者 3 の入場であり，作業者 3 も，再入場時に入退場確認センサの検知エリア

外から入場している（図 50 参照）。 

 

 

図 49－作業者 4 の入場   図 50－作業者 3 の再入場 

今回の実験では，入退場確認センサを 2 台並べても検知エリアの幅が十分ではなく，壁付近には入退場の検知

エリアが及んでいない。したがって，この位置からの入退場は検出できない。 
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表 21－想定外の結果 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実際の作業者の行動
No. time TOF１入場カウント TOF１退場カウント TOF２入場カウント TOF２退場カウント RFID検出ID 滞在人数 （実験記録用360度カメラで確認した動作） 動作 承認

1 15:02:41 0 作業者4が、作業内容　入力・登録 作業開始
2 15:02:52 検出解除 0
3 15:02:52 検出解除 0
4 15:02:53 物体検出 0
5 15:03:02 物体検出 0
6 15:03:04 0 作業者3が、作業内容　入力・登録
7 15:03:06 物体検出 0
8 15:03:07 物体検出 0
9 15:03:07 1 0

10 15:03:07 作業者④ID検出　進入 1
11 15:03:09 物体検出 1
12 15:03:10 物体検出 1
13 15:03:10 作業者④ID検出　進入 1
14 15:03:11 1 2
15 15:03:11 作業者③ID検出　進入 2
16 15:03:12 作業者③ID検出　滞在 2 作業者3滞在
17 15:03:14 物体検出 2
18 15:03:15 物体検出 2
19 15:03:21 物体検出 2
20 15:03:22 物体検出 2
21 15:03:22 作業者③ID検出　進入 2
22 15:03:23 1 1
23 15:03:24 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
24 15:03:36 作業者③ID検出　進入 1
25 15:03:39 物体検出 1
26 15:03:39 物体検出 1
27 15:03:39 作業者③ID検出　進入 1
28 15:03:41 物体検出 1
29 15:03:41 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
30 15:03:43 作業者③ID検出　進入 1
31 15:03:46 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
32 15:03:47 物体検出 1
33 15:03:48 作業者③ID検出　進入 1
34 15:03:50 物体検出 1
35 15:03:50 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
36 15:03:53 作業者③ID検出　進入 1
37 15:03:55 物体検出 1
38 15:03:56 物体検出 1
39 15:03:56 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
40 15:04:00 作業者③ID検出　進入 1
41 15:04:04 物体検出 1
42 15:04:07 作業者③ID検出　進入 1
43 15:04:10 物体検出 1
44 15:04:10 作業者③ID検出　滞在 1 作業者3滞在
45 15:04:11 物体検出 1
46 15:04:13 1 0
47 15:04:13 1 0
48 15:04:13 作業者③ID検出　滞在 0 作業者3滞在
49 15:04:19 物体検出 0
50 15:04:21 物体検出 0
51 15:04:22 0 作業者3が、作業完了　入力
52 15:04:24 物体検出 0
53 15:04:25 物体検出 0
54 15:04:30 物体検出 0
55 15:04:32 物体検出 0
56 15:04:32 作業者④ID検出　進入 0 作業者4入場
57 15:04:34 作業者④ID検出　滞在 0 作業者4滞在
58 15:04:38 作業者④ID検出　滞在 0 作業者4滞在
59 15:04:39 物体検出 0
60 15:04:40 1 -1
61 15:04:47 -1 作業者4が、作業完了　入力 非承認

存在検知

存在非検知

存在非検知

エラー

作業中

危険領域進入中

作業中

センサログ 支援的保護システム　想定動作
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4.3.4 各種センサによる入退場確認結果 

4.3.4.1 想定通りの結果の例：10/26 No.27 

システム管理者 2 による，ゾーン B3 での緊急作業が行われた。 

作業開始登録，ゾーン B1 に入場，B1→B2→B3 と移動，作業完了後に B3→B2→B1 と戻り，B1 から退場，作

業終了登録の順で，実際の行動の通りにセンサの検出およびそこからの移動判別が行われている。 

このログから支援的保護システムの動作を想定すると，作業登録で定常動作非承認となり，入場を検知/非検

知によらず定常動作非承認のままで，退場確認後の作業終了登録で定常動作承認となる。 

表 22－10 月 26 日イベント No.27 詳細 
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4.3.4.2 想定外の結果，判別見直で OK の例：10/27 No.17 

作業者 2 名による，B3 エリアでの定常作業が行われた。 

作業者 4 が，作業開始登録，ゾーン B1 に入場，B1→B2→B3 と移動した。その間に，作業者 3 が，作業開始

登録，ゾーン B3 に入場した。その後，作業者 2 名が一緒に B3→B2→B1 と戻り，B1 から退場，作業終了登録を

行った。 

この 2 名連続での移動を，センサの検知情報から正しく判定できず，1 名の移動と判定してしまう。これは，

2 名連続で通過することで，センサの検知順序が乱れてしまうためである。 

 表 23－10 月 27 日イベント No.17 詳細 

 

 

  



 

－56－ 

4.3.4.3 想定外の結果 センサ出力エラーの例 ：10/27 No.11 

この時間帯，作業者の入場はなく，センサ出力がエラーになった。 

 表 24－10 月 27 日イベント No.11 詳細 

 

 

  

4.3.4.4 想定外の結果 正しく検知できない例：10/25 No.7 

作業者 1 によるゾーン B3 での作業である（表 25）。 

12:01:50 にセンサ状態から退場と判断しているが，実際にはゾーン B3 に滞在していたため，危険側誤検知と

なった。この時のセンサの動きは，通常の退場時と同一の動きであるので，システムとしては判別できない。セ

ンサの設置方法などを改善する必要がある。 

 表 25－10 月 25 日イベント No.7 詳細 
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4.3.5 UWB アクティブ RFID システムによる確認結果 

UWB アクティブ RFID システムを新規に導入し，全ゾーンにおいて人の位置検出の検出精度を確認すること

を目的に実証実験を行った。特に障害物の影響による位置検知精度の低下の有無を検証した。 

・UWB アクティブ RFID システムの実験は，10 月 24 日及び 10 月 25 日の 2 日間とした。 

・UWB 固定局（リーダ）は全ゾーン内外に 23 個を設置し，移動局（アクティブタグ）は作業者の胸ポケットに

入れて実証実験を実施した（図 51 参照）。 

・作業者が移動した時刻をもとに作業者である移動局と UWB 固定局との距離を測定し，三角測量の原理で作業

者の位置を測位計算した。又，作業者がゾーン間をどのように移動したのか動線データの軌跡をゾーンマップ

に記載した。 

・UWB 固定局の座標を表 26 に示す。 

 

 
図 51－UWB 固定局の配置 

 

表 26－UWB 固定局の位置座標 

 

なお，固定局の位置座標は，ゾーン A3 の左下端を XY 座標原点（0,0）とした。 

  

ゾーンＡ1 

ゾーン B1 
ゾーン B2 ゾーン B3 

ゾーン A2 
ゾーン A3 
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4.3.5.1 作業者の動線軌跡について 

・作業時間：2016 年 10 月 25 日 8:52:55~8:55:30 

・作業者：No.3 (8003)  

・作業内容：ゾーン A3 清掃，ゾーン B3 清掃 

・歩行経路：ゾーン A1⇒A2⇒A3⇒A2⇒A1⇒B1⇒B2⇒B3⇒B2⇒B1 

（参考：このデータは作業登録をしいないで入退場した） 

UWB アクティブ RFID システムのデータをもとに，作業者 3 がゾーン間をどのように移動したのか，その様

子をゾーンマップに記載した。 

図 52 は作業者 3（赤色の 3）がゾーン A1 へ入場した様子を表す。 

 

                         図 52－作業者 3 がゾーン A1 へ入場 

 

次に，作業者 3 がゾーン A1 からゾーン A2 へ移動した様子を示す（図 53）。 

 

                         図 53－作業者 3 のゾーン A2 への入場 

次に，作業者 3 がゾーン A2 からゾーン A3 へ移動し，清掃作業を行っている様子を示す（図 54）。 

ゾーンＡ3 
ゾーンＡ2 

ゾーン B3 
ゾーン B2 

ゾーン B1 

ゾーンＡ1 

ゾーン B2 
ゾーン B3 

ゾーン B1 

ゾーンＡ3 
ゾーンＡ2 

ゾーンＡ1 
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                      図 54－作業者 3 のゾーン A3 での清掃作業の様子 

このような UWB アクティブ RFID システムの各測定データを元に，作業者 3 の位置をゾーンマップ上へ動線

軌跡を描いたものが図 54 である。 

図 55 から，作業者 3 はゾーン A1 から入場し，ゾーン A2 を通過してゾーン A3 へ入場してゾーン A3 で清掃

作業を行った後，ゾーン A3 からゾーン A2 を通り，ゾーン A1 から退場し，次にゾーン B1 から入場してゾーン

B2 を通りゾーン B3 へ入り，B3 で清掃作業を行った後，ゾーン B3 からゾーン B2 を通りゾーン B1 から退場し

たことがわかる。     

UWB アクティブ RFID システムを用いると，作業者 3 の動線軌跡を正確に取得できることが確認できた。 

 
図 55－作業者 3 のゾーン移動マップ 

さらに，UWB アクティブ RFID システムのデータと遮光ライトカーテンの時間データを統合すると，作業者

3 は，8:53:25 にゾーン A1 から入場し，ゾーン A2 を通ってゾーン A3 へ入場してゾーン A3 で清掃作業を行った

後，ゾーン A3 からゾーン A2 を通り，8:54:24 にゾーン A1 から退場し，次に 8:54:24 にゾーン B1 に入場してゾ

ーン B1 からゾーン B2 を通りゾーン B3 にて清掃作業を行った後，ゾーン B3 からゾーン B2 を通り 8:55:21 にゾ

ーン B1 から退場した様子を確認することができた。このように，UWB アクティブ RFID システムのデータと遮

光ライトカーテンの時間データを統合すると，作業者の様子を正確に測定できることが実証実験から確認できた。 

ゾーンＡ1 

ゾーン B1 
ゾーン B2 

ゾーン B3 

ゾーン A2 
ゾーン A3 

ゾーン A2 
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4.3.5.2 作業者 2 名の同時動線軌跡について 

・作業時間：2016／10／25 9:37:20~9:40:20 

・作業者 ：No.3 (8006)  

・作業内容：ゾーン A3 清掃 

・歩行経路：ゾーン A1⇒A2⇒A3⇒A2⇒A1 

 

・作業者 ：4 (8010)  

・作業内容：ゾーン B3 清掃 

・歩行経路：ゾーン B1⇒B2⇒B3⇒B2⇒B1 

 

UWB アクティブ RFID システムのデータから，作業者 2 名の同時作業の様子を確認することができた。 

作業者 3 はゾーン A1 から入場し，ゾーン A2 を通過してゾーン A3 へ入場して A3 で清掃作業を行った後，ゾ

ーン A3 からゾーン A2 を通り，ゾーン A1 から退場したことがわかる。一方作業者 4 は，ゾーン B1 から入場し，

ゾーン B1 からゾーン B2 を通りゾーン B3 で清掃作業を行った後，ゾーン B3 からゾーン B2 を通りゾーン B1

から退場したことがわかる。     

また，UWB アクティブ RFID システムのデータと遮光ライトセンサの時間データを結合させると，作業者 3

は 9:38:45 に A1 から入場し，ゾーン A2 を通過してゾーン A3 へ入り，ゾーン A3 内を周回して清掃作業を行っ

た後，ゾーン A3 からゾーン A2 を通り，9:40:09 にゾーン A1 から退場したことがわかる。一方作業者 4 は 9:38:26

にゾーン B1 に入場し，ゾーン B1 からゾーン B2 を通りゾーン B3 内を周回して清掃作業を行った後，ゾーン B3

からゾーン B2 を通り 9:40:01 にゾーン B1 から退場したことが確認できた（図 56）。 

 
図 56－作業者 2 名の同時ゾーン移動マップ 

 

4.3.5.3 UWB アクティブ RFID システムの課題 1 

作業者の動線軌跡が概ね取れているが，ゾーン A の領域に比べてゾーン B の領域では動線に乱れが生じてい

る。この原因は，ゾーン B の領域には窓側付近に鉄骨支柱が多く設置されていて，この鉄骨支柱（金属）によ

る電波の反射が作業者の測位に悪影響を与えていると推定する。 
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また，図 57 のように作業者 3 がゾーン A2 を右から左へ歩いた際に洗浄機室の壁を突き破って外に飛び出し

た箇所（図中青色のマル）が発生した。固定局 41 からの測距値が実際よりも長い距離で計測されたためである。 

この原因は，固定局 41 と作業者との間に搬送用ロボット（図中黄色の四角）が設置されており，ロボットが

稼働した時，作業者 3 がロボットアーム（金属）と可搬式作業台（金属）の影に隠れ，UWB 固定局 41 が電波の

直接波を受信することができなくなり，反射波を受信したためと推定する。作業者の位置により電波の反射条件

が変化する状況下で，通信経路の遮蔽が起きたことが原因である。  

 
図 57－作業者 3 の測位 

 

4.3.5.4 UUB アクティブ RFID システムの課題 2 

・ 作業時間：2016/10/25 9:38:18～9:43:07 

・ 作業者：No.4 (8010) 

・ 作業内容：ゾーン B3 清掃，ゾーン A1 清掃 

・ 歩行経路：ゾーン B1⇒B2⇒B3⇒B2⇒B1⇒A1 

 
図 58－作業者 4 のゾーン移動マップ 

ゾーン A1 で作業中に，搬送用ロボットのエリアに動線データの軌跡が飛び出してしまった箇所（図 58 のオ

レンジのマル印）が発生した。これは，固定局 35 からの作業者測距値が実際の位置よりも長い距離で計測され

たためである。データから推測すると，移動局をポケットに入れている作業者の正面が固定局 35 側の正面に向
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いている時は直接波を受けることができ，正しい測位結果が得られていた。しかし，作業者が固定局に背を向け

た状態の時に，通信経路の遮蔽が起こり，反射波を受信してしまったことが原因であると推測する（図 59, 図

60）。 

 

図 59－正常な測距                  図 60－作業者の向きによって反射波を測距 

 

4.3.5.4 エリア外の動線について 

・作業時間：2016／10／25 8:44:28～8:45:18 

・作業者：No.3（8006） 

・作業内容：洗浄室外歩行: 

作業者 3 が洗浄機室の外を歩行した時のゾーン移動マップを下記に示す。洗浄機室の端（図 61 の黄色マル印）

に来ると誤った測位が発生した。本実証実験では，作業者が洗浄機室外を歩行することを想定していなかったた

め，UWB 固定局を洗浄機室外に設けなかったことが原因である。今回は想定外のエリアでも作業者の動線軌跡

が測定できたが，さらに精度を上げるためには，地図中の赤丸  の場所に固定機を追加することにより，動線

の両側からの測距が可能となり，より精度の高い測位結果が得られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 61－作業者 3 のゾーン移動マップ 
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4.4 実証実験結果の考察 

4.4.1 全体の考察 

複数人による作業について，作業登録をしようとする人の資格だけでなく，現在の入場者の資格，作業内容に

より制限をかけた。これにより，現在の作業に対して権限のある人のみが作業登録できるようになり，より安全

が確保されることが実証できた。 

また，登録された作業は，登録した人のみが終了させることができるようにすることで，より確実に全員の作

業完了が検知できることが実証できた。 

今回の現場ではヘルメットなどの着用が不要であったため，作業登録にはリストバンド型の RF タグを使用し

た。リストバンド型の RF タグは作業者からは特に違和感や面倒なことはなかったとのご意見をいただいており，

実使用上の大きな課題にはならないと考えられる。 

4.4.2 入退場確認センサとアキュランスタグシステムに関する考察 

立ち位置で入退場する場合は，入退場確認センサで，入退場を確実に検出していた。一部検出されない例があ

ったが，センサの検知エリアの幅が足りないため，検知エリア外として想定していたところの入退場であった。 

また，台車の高さと同等の低姿勢で台車を押し込むために入場した例もあり，入退場を検出できない原因とな

った。 

なお，当初心配された，台車と人との分離は，立ち位置で入退場している場合は，明確に物体検知と入退場検

知で分離することができた。 

 アキュランスタグシステムについては， アキュランスタグを胸ポケットに入れておくだけで特にアクション

の必要がなく，通常の作業により自動的に作業者の ID を読み取ることができた。しかし，ゾーン A1 の境界線

上に幅をもって検知エリアが形成されたために入場前に検出する場合があった。一方，入場していても電波の状

態のためか一時的に受信しない場合があった。これは，領域内で使用しているロボットのノイズの影響が考えら

れたので，アンテナへの配線をノイズに強いシールド付きツイストペアに変更した。その結果，受信信号のレベ

ルが改善された。 

 実験の結果，入退場確認センサと RFID タグを併用することで，入退場の正確なタイミングと入場者の特定を

同時に行うことを確認した。ただし，複数の作業者が同時にゾーン付近にいる場合は，入場した作業者の ID を

特定することはできなかった。 

 今回は，2 台の入退場確認センサを利用することで検知エリアの幅を 1.5 倍にすることができたが，検知エリ

アの重なる部分で，2 台のセンサに別々に入退場信号が発生した。単一 RFID の ID であること及び入退場信号が

1 秒以内であることを条件に 1 つの事象として処理したが，複数の作業者が同時に存在する場合はより精度を上

げる必要がある。一方，2 台のセンサを 1 台のセンサの検知エリアのように合成する手法があり，これを用いる

と 2 重に入退場を検出することはない。3D 画像の合成は，2 台のセンサの位置関係が分かれば，仮想的な座標

原点を，例えば両センサの中間に置くことにより，容易に合成することができる。これは，センサ自体が mm 単

位の 3 次元の直交座標上の絶対座標を有しているためである。 

 今後はこのような技術を利用して，より精度の高い入退場センサを構成することができる。 

4.4.3 各種センサに関する考察 

a) 移動方向判別 
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2 つのセンサの ON/OFF タイミングにより移動方向を判別したが，過去の検知を判定条件に使ってしまい，移

動方向の判定を誤ってしまう場合があった（表 27，表 28 参照）。 

表 27－移動方向判別がうまくいかない例 

 
 

今回，B1-B2 間，B2-B3 間は，二つのセンサの間隔をあけたために同時に検知(遮光)することがなくなり，セ

ンサが非検知となった時にはどちらに移動したかが判定できない。センサの間隔を短くすることで， 終的に入

光(非検知)となったセンサを判別するなどの方法で移動方向を判定できるが，昨年度報告の通り，腕などを検出

することにより誤検出が起きてしまう。 

b) 人数カウント 

2 人が連続で通過した場合，1 人の通過と判定してしまうことがあった。 

2 つのセンサの検知の内，どの組合せが同一人物を検出したものなのか判別しなくてはならず，今回の場合は

難しいと考える。 

c) センサの誤出力 

今回の実験中に，人の入場がないにもかかわらずセンサの検出信号を記録した例があった。この現象の要因と

しては下記のことが考えられる。 

・ 人以外の検知 

 今回の現場では洗浄液などがセンサの光軸を遮ることで誤検出が起こる可能性がある。実使用に当たっ

ては，光軸を遮る水などがかからない場所への設置，センサの検出感度の調整など人以外の物を検出しな

いような設置，設定を行う必要がある。 

・ 仮設置の影響 

 今回の実証実験では既存設備への仮設置であったため，センサの固定が十分にできず光軸ずれが発生し

ていたことが考えられる。又，配線なども仮の施設でありノイズ対策等も考慮していない。そのために出

力データが異常となる可能性がある。実使用に当たり，正しく設置，配線などをすることにより避けられ
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る現象と考えられる。 

 

表 28－人数カウントがうまくいかない例 

 

 

4.4.4 UWB アクティブ RFID システムの考察 

本実証実験の課題と対策について下記にまとめる。 

• UWB アクティブ RFID システムのデータをもとにゾーンマップへ記載することで，作業者がゾーン間を

いつどのように移動したのか，その動線軌跡がわかることが確認できた。 

• UWB アクティブ RFID システムでは，複数人の同時作業の様子がわかることが確認できた。 

• UWB アクティブ RFID システムのデータとその他のデータ（例えば遮光ライトカーテンの時間データ）

を統合すると，作業者の様子を正確に測定できることが実証実験から確認できた。 

• 本実証実験の通信環境は建屋，洗浄装置，ロボット等金属物の多い環境で電波の反射が多かったが，比

較的に良好な作業者の測位ができた。 

• UWB アクティブ RFID システムの精度は作業場の電波伝搬環境に依存するために，実証実験前に予め

UWB 固定局と移動局のプレ測位試験を行い，実験の途中に固定器の増設を行うことで改善方向に向かっ
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ていくことが検証できた。又，測位演算結果と実際の位置の差異については，アルゴリズムの調整を行う

ことで大幅に改善でき，さらに誤り測位誤差についても原因の特定がしやすかったことが確認できた。 

• 作業者が洗浄機室の壁を突き破って外に飛び出した問題や，通信経路の遮蔽が起こり反射波を受信して，

搬送用ロボットのエリアに動線データの軌跡が飛び出した問題の対策として，作業者の測距データから動

線軌跡データを測位マップに描く際，マップ座標上に禁止エリアを指定するソフトウェアの機能追加，ソ

フトウェアの改善等で解決することが可能である。又，設置環境の改善として，反射しやすい鉄骨支柱に

電波吸収体を取り付ける対策が考えられる。 

• 非常に重要な場所に関しては，固定局を多く取り付けることで，作業者の動線軌跡の精度を上げることが

できる。 

4.5 支援的保護システムによるリスク低減効果に関する考察 

 今回の実証実験では，従来の保護装置（ライトカーテン，ビームセンサ）だけでは確認できない作業者の資格

と権限の確認や，リアルタイムな作業者の作業導線の確認が，支援的保護システムを追加することにより確認で

きることを明らかにした。統合生産システムで発生している労働災害の多くは， 

（1）資格や権限のない作業者が作業を行う， 

（2）作業区域に他の作業者が存在することに気がつかない 

ことに起因している。これらに起因する労働災害を防止するためには，人の注意力や管理体制の強化のみでは対

応が難しいのが現状である。 

そこで，人の判断や行動に含まれる不確定な部分を支援するための支援的保護システムを採用することにより，

国際規格 ISO 12100 及び JIS B 9700（機械類の安全性-設計のための一般原則）で示されているリスク低減方策

（本質的安全設計方策，安全防護方策および付加保護方策，使用上の情報提供）採用の後に残留するリスクに対

して，より確定性の高いリスク低減効果を得ることが可能となることがわかった。 

 なお，今年度採用した支援的保護システムによる実証実験結果では，危険側故障（人がいるのにいないと判断

する）が一部発生したが，これは，取り付け位置の不備（監視エリアの一部に不感帯あり），設置場所の不備（セ

ンサを取り付けた場所が振動等の影響でずれた），受信アンテナの数の不備（受信アンテナの数が足りず正確な

位置が把握できず），ソフトのバグ等による影響であることがわかっており，これらを改善することにより，今

回確認した危険側故障は技術的に改善可能であると考えている。 

4.6 記録データの有効活用 

支援的保護システムの入出力信号（安全関連情報も含む）を記録することで，稼働状況及び作業状況が一元的

に記録できるため，作業日報などが自動作成でき，このデータを分析することにより設備や作業内容の状況や課

題を抽出できる可能性がある。 

特に今回の実証実験においては，蓄積された 1 日のログデータを Excel 上であらかじめ作成されたプログラム

画面に貼り付けるだけで，作業者ごとの定常作業各項目の午前，午後の累計時間，及び緊急作業時間については

何時何分何秒に発生し，その対応にどれくらいの時間を要したかが一覧になった作業日報を簡単に作成できる機

能を付加した。 

図 28 に今回の実験で得られたログデータから作業日報を作成した例を示す。  



 

－67－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 62－作業日報の例 
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5 国際規格化への対応 

 3 年間の研究成果から，支援的保護システム（Safety of machinery – Supporting protective system）として今年度

ISO/TC199 への New Work Item Proposal を行い，ISO/TR 22053 として日本からの提案が認められた。本年 3 月末

に開催される ISO/TC199 の総会を経て，具体的審議に入る予定である。 

 日本で作成した原案を参考資料として末尾に掲載する。 

6 3 年間の総括 

1)  支援的保護システムとは，従来の機械安全分野におけるリスク低減方策だけでは低減できないリスクに対

して，リスク情報を提供されたユーザが現場でさらに安全対策を検討する際に採用する支援方策である。こ

の残留リスクの許容可能なリスクレベルについては，メーカとユーザの考えに違いがあり，この差が労働災

害の原因となる場合がある。例えば，メーカが許容可能なレベルと判断したものでも，ユーザにとっては許

容不可能なため，対応しきれずに災害に至るケースである。日本の場合，欧米とは異なりこれら残留リスク

を適切に分散するためのシステムインテグレーションシステムが確立されていなたいめに，メーカとユーザ

がそれぞれの立場でリスク評価を行うことになる。その際にも，保護装置や管理・教育だけではなく，今回

提案した支援的保護システムを採用することで，メーカとユーザが評価する残留リスクレベルの差を低減す

ることで，リスクアセスメントで人の注意力に依存することにした事項も，支援的保護システムの使用によ

り人的過誤の際には作業や起動ができなくなるので，確実にリスクを低減できる。 

2)  国際標準化については，3 年間現場の実証実験結果をもとに検討してきた支援的保護システムを国際規格

（TR）として日本から提案することができた。具体的作業としては，2017 年 3 月末に開催される ISO/TC199

総会（サンパウロ）で審議開始が正式に許可された後， TR の作成作業に入ることになる。この国際規格

は日本が独自に考え，提案したものであり，日本が も得意な分野の一つである ICT 技術を適切に活用し

た保護方策と考える。国際規格の多くは，メーカの立場で作成されているため，リスク低減の手法や評価に

ついては必ずしもユーザの立場になっていないものが多い。しかし，今回の TR は，労働者保護という観点

から作成する提案であり，ISO 11161（統合生産システムの安全性）で具体的に示されていない現場の安全

対策に対する提案となる。 

3)  人の入退場検知用の ICT 機器及びセンサ類として，1 年目の実証実験では，（1）入退場確認センサ，（2）

セーフティビームセンサ，2 年目実証実験では，（1）入退場確認センサ，（2）セーフティライトカーテン，

（3）セーフティレーザスキャナを用いた。しかし，各機器には長所，短所があり，かつ現場での設置上の

制約もあったため 100 %の安全を確保することは難しかった。 

そのため，3 年目は，（1）入退場確認センサとアキュランスタグシステムとの組合せ，（2）セーフティ

ライトカーテン，（3）セーフティビームセンサ，そして新規に（4）UWB アクティブ RFID システムを導

入して実証実験に臨んだ。セーフティライトカーテンやセーフティビームセンサは設置間隔を考慮したた

めに予想以上によい結果が出たが，複数の人が別の方向から移動した場合には，人の特定が難しいことが

改めて分かった。 

また，新規に導入した UWB アクティブ RFID は電波が周辺金属等の影響を受けやすいために UWB 固定

器（リーダ）の設置台数が多くなってしまったが，想定した以上の精度で人の存在検知や移動履歴のデー

タをとることができたため，今後も詳細な検証を進めていく予定である。 
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TOF 方式の入退場確認センサは人の検知だけであれば比較的高い精度で検知が可能だが，人が部品や治

具等の物を持って入退場する場合や台車を押しながら低い姿勢で人が入退場する場合等には，人とそれら

の区別がつきにくく，現場によっては採用が難しいことが分かった。さらに，アクティブ形のアキュラン

スタグシステムでは，危険領域と安全領域との境界を直線的に区別することが難しいことが，今回の実証

実験において判明した。 

4)  人の資格，権限を管理するために活用した RFID システムについては，現場での使い勝手を留意して機種

の選定を行ってきた。1 年目は，キーホルダ型 RF タグを使用し，2 年目は作業者の両手がふさがるために

作業性を考慮してヘルメットに RF タグを内蔵して手でかざす必要性を無くした。さらに，3 年目は作業者

がヘルメットを着用しない現場だったためにリストバンド型の RF タグを使用して，作業者の利便性向上を

図った。 

  実験で使用した RFID システムは HF 帯（13.56 MHz）の機器で交信距離が数 10 cm とあまり長くないタイ

プであったが，現場によっては数 m の交信が可能な UHF 帯（920 MHz）の RFID システムを導入することも

効果的だと考えられる。 

7 終わりに 

 本開発では統合生産システム（Integrated Manufacturing System）を対象にした新たなリスク低減戦略として，”

支援的保護システム（Supporting Protective System）と言う新しいリスク低減方策の概念を提案し，3 年間にわた

り合計 3 カ所の作業現場において実証実験を行い，そのリスク低減効果を確認した。この支援的保護システムは，

国際安全規格である ISO 12100（JIS B 9700）「機械類の安全性 – 設計のたけの一般原則」で述べている 3 ステ

ップメソッド（本質的安全設計方策，安全防護方策および付加保護方策，使用上の情報提供）により低減された

後に，残留するリスクとしてユーザが現場で実施するリスク低減方策として提案したものである。そのため，従

来からメーカが実施している保護方策及びユーザが実施している教育・管理によるリスク低減方策に変わるもの

ではなく，あくまでもユーザが現場で実施するリスク低減方策のうち，人の注意力に大きく依存する部分に存在

する不確定性を，限りなく小さくすることを目的とした方策である。本開発で検討した支援的保護システムのリ

スク低減の対象は，作業者の資格・権限，作業区域への入退出人数及び作業者の移動経路に関するリアルタイム

な確認である。これらについては，従来からユーザが間違えや勘違いをしないように注意しながら作業を行って

きた経緯があるが，独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所が実施した労働災害分析結果から

も，これらの作業形態に起因する労働災害が多く発生していることがわかる。 

 したがって，本研究では，労働者保護という観点からメーカから提供された残留リスクに対する確実なリスク

低減方策として支援的保護システムについて検討を行ってきた。現場で実施されているリスクアセスメント結果

からも人の注意力に依存したリスク低減が多く見られたが，これらについても，適切な ICT（Information and 

Communication Technology）機器を単体又は複数組み合わせることにより，確実にリスク低減効果を得ることが

実証された。 

 現在，欧州で検討されている産業革命（Industry 4.0）のベースとなる CPS（Syber Physical System）とは，実現

場と IT を組み合わせてインテリジェントな生産現場を確立することであるが，日本国内でも同様の考えで

Safety2.0 革命が進みつつある。今後は共存・協調型生産ラインや，ガードレスファクトリー等の次世代型生産ラ

インに対応するリスク低減対策として，この支援的保護システムの考え方をベースに労働者の目線から適切な



 

－70－ 

IOT（Internet of Things）や IOH（Internet of Human）のシステムを構築するための研究を進めることが必要であ

る。今後も技術の進歩により様々な ICT 機器が開発されるであろうが，その際にも，支援的保護システムとし

て ICT 機器の検討を行う際には，”作業者の安全確保”を目的として，その ICT 機器の特性を正確に把握すること

と，ユーザが支援してほしいリスクが合致していることを確認し，対象となる生産システム全体のリスクが適切

に分散されることで，ヒューマンエラーに起因する労働災害を根絶できることを願う。 
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Safety of machinery - Supporting protective system 

 

Introduction 
This Technical Report was developed to clarify requirements of a support system introduced into an integrated 
manufacturing system (IMS) for reducing the probability of human error (see Annex B).  
The aim of this Technical Report is to reduce risk during non-routine operations (for example, inspections, maintenance, 
or set-up (teaching)) performed in a hazard zone of the IMS by introducing a supporting protective system for purposes 
a) and b) below. 
a) For identifying the location or confirming the presence of a person 
b) For identifying or confirming a person’s qualifications and authorization 
Further, this Technical Report is intended for use by manufacturers, designers, and other interested parties.  
Moreover, this is a type-B1 standard intended to support the creation of type-C standards defining specific groups of 
machines and to provide guidance when no type-C standard exists.  
Note that hazards should be identified according to the requirements in ISO 12100: 2010 and ISO 11161:2007 and risk 
assessment conducted prior to the application of this Technical Report, and risk should always be reduced through 
design prior to considering any safeguards. 

 

1 Scope 
This Technical Report specifies general requirements for the application and operation of a supporting protective 
system (see 3.21) that monitors and controls non-routine operations performed in a hazard zone of the IMS in order to 
ensure operator safety.  
The following items are monitored and controlled. 
– Identification of task zones 
– Confirmation of human presence 
– Operators’ qualifications and authorization 
– Control range for each task and operating mode for each machine 

 

2 Normative references 
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only 
the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

ISO 11161: 2007, Safety of machinery — Integrated manufacturing systems — Basic requirements 
ISO 12100, Safety of machinery-General principles for design-Risk assessment and risk reduction 
ISO 13849-1, Safety of machinery-Safety-related parts of control systems-Part 1: General principles for design 
ISO 13850, Safety of machinery-Emergency stop-Principles for design 
ISO 14119, Safety of machinery－Interlocking devices associated with guards－Principles for design and selection 
IEC 61496-1, Safety of machinery-Electro-sensitive protective equipment-Part 1: General requirements and tests 
 

3 Terms and definitions 
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 
3.1 
safety function 
function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s) 
[ISO 12100:2010, 3.30] 
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3.2 
safe working procedure 
specified procedure intended to reduce the possibility of injury while performing an assigned task 
[ISO 11161: 2007, 3.22] 

3.3 
safeguarding 
protective measure using safeguards to protect persons from the hazards which cannot reasonably be eliminated or 
risks which cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures 
[[ISO 12100: 2010, 3.21] 

3.4 
safeguarded space 
space determined by the protective measures such that the hazard(s) covered by these measures cannot be reached 
[ISO 11161: 2007, 3.19] 

3.5 
safeguard 
guard or protective device 
[[ISO 12100: 2010, 3.26] 

3.6 
enabling device 

additional manually operated device used in conjunction with a start control and which, when continuously actuated, 

allows a machine to function 
[[ISO 12100: 2010, 3.28.2] 

 
3.7 
interlocking device 
interlock 
mechanical, electrical or other type of device, the purpose of which is to prevent the operation of hazardous machine 
functions under specified conditions (generally as long as a guard is not closed) 
[[ISO 12100: 2010, 3.28.1] 

3.8 
Iinterlocking guard 
guard associated with an interlocking device so that, together with the control system of the machine, the following 
functions are performed: 
 the hazardous machine functions “covered” by the guard cannot operate until the guard is closed, 
 if the guard is opened while hazardous machine functions are operating, a stop command is given, and 
 when the guard is closed, the hazardous machine functions “covered” by the guard can operate (the closure of the 

guard does not by itself start the hazardous machine functions) 
NOTE  ISO 14119 gives detailed provisions. 

[[ISO 12100: 2010, 3.27.4] 
3.9 
integrator 
entity who designs, provides, manufactures or assembles an integrated manufacturing system and is in charge of the 
safety strategy, including the protective measures, control interfaces and interconnections of the control system 
NOTE  The integrator may be a manufacturer, assembler, engineering company or the user. 

[ISO 11161: 2007, 3.10] 
3.10  
operator 
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person or persons given the task of installing, using, adjusting, maintaining, cleaning, repairing or transporting 
machinery 
[ISO 11161: 2007, 3.14] 

3.11 
guard 
physical barrier, designed as part of the machine to provide protection 
NOTE 1  A guard may act either 

- alone, in which case it is only effective when "closed" (for a movable guard) or "securely held in place" (for a fixed guard), or 

- in conjunction with an interlocking device with or without guard locking, in which case protection is ensured whatever the position of 

the guard. 

NOTE 2  Depending on its construction, a guard may be described as, for example, casing, shield, cover, screen, door, enclosing 

guard. 

NOTE 3  The terms for types of guards are defined in 3.27.1 to 3.27.6. See also 6.3.3.2 and ISO 14120 for types of guards and their 

requirements. 

[[ISO 12100:2010, 3.27] 
3.12 
Gguard locking device 
Device intended to lock a guard in the closed position and linked to the control system so that : 
a) the machine cannot operate until the guard is closed and locked ; 
b) the guard remains locked until the risk has passed. 
[ISO 14119, 3.4] 

3.13 
harm 
physical injury or damage to health 
[[ISO 12100:2010, 3.5] 

3.14 
hazard zone 
danger zone 
any space within and/or around machinery in which a person can be exposed to a hazard 
[[ISO 12100: 2010, 3.11] 

3.15 
hazard 
potential source of harm 
NOTE 1  The term “hazard” can be qualified in order to define its origin (for example, mechanical hazard, electrical hazard) or the 

nature of the potential harm (for example, electric shock hazard, cutting hazard, toxic hazard, fire hazard). 

NOTE 2  The hazard envisaged by this definition either 

- is permanently present during the intended use of the machine (for example, motion of hazardous moving elements, electric arc 

during a welding phase, unhealthy posture, noise emission, high temperature), or 

- can appear unexpectedly (for example, explosion, crushing hazard as a consequence of an unintended/unexpected start-up, 

ejection as a consequence of a breakage, fall as a consequence of acceleration/deceleration). 

NOTE 3  The French term “phénomène dangereux” should not be confused with the term “risque”, which was sometimes used 

instead in the past. 

[[ISO 12100: 2010, 3.6] 
3.16 
hazardous situation 
circumstance in which a person is exposed to at least one hazard 
NOTE  The exposure can result in harm immediately or over a period of time. 

[ISO 12100: 2010, 3.10] 
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3.17 
supplier 
entity (e.g. designer, manufacturer, contractor, installer, integrator) who provides equipment or services associated with 
the IMS or a portion of the IMS 
NOTE  The user may also act in the capacity of a supplier. 

[ISO 11161: 2007, 3.24] 
3.18 
detection zone 
zone within which a specified test piece will be detected by the electro-sensitive protective equipment (ESPE) 
[IEC 61496-1, 3.4] 

3.19 
task zone 
any predetermined space within and/or around the IMS in which an operator can perform work 
NOTE  See also hazard zone and safeguarded space. 

[ISO 11161: 2007, 3.25] 
3.20 
Identification tag 
a RF tag, barcode, password, lockout system, etc. used for identifying individuals performing safety-related operations. 
3.21 
supporting protective system 
a system for supporting a reduction in high-uncertainty risk (human error) in conjunction with protective measures 
employed by the user for residual risk, including education, management, training, and protective equipment. 
3.22 
supporting protective device 
devices used in the supporting protective system, referring to all processors and their peripheral equipment, but 
excluding operations of the supporting protective system. 
3.23 
user 
entity who utilizes and maintains the IMS 
[ISO 11161: 2007, 3.27] 

3.24 
span of control 
predetermined portion of the IMS under control of a specific device 
[ISO 11161: 2007, 3.23] 

3.25 
task 
specific activity performed by one or more persons on, or in the vicinity of, the machine during its life cycle 
[[ISO 12100: 2010, 3.25] 

3.26 
stopping time， 
time for hazard elimination 
The period between the point at which the interlocking device initiates the stop command and the point at which the 
risk from hazardous machine functions has passed. 
[ISO 14119, 3.8] 
3.27 
integrated manufacturing system 
IMS 
group of machines working together in a coordinated manner, linked by a material-handling system, interconnected by 
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controls (i.e. IMS controls), for the purpose of manufacturing, treatment, movement or packaging of discrete parts or 
assemblies 
[ISO 11161: 2007, 3.1] 

3.28 
emergency stop，emergency stop function 
function which is intended to 
- avert arising or reduce existing hazards to persons, damage to machinery or to work in progress, and 
- be initiated by a single human action 
NOTE  ISO 13850 gives detailed provisions. 

[[ISO 12100: 2010, 3.40] 
3.29 
protective device 
safeguard other than a guard 
NOTE  Examples of types of protective devices are 3.28.1 to 3.28.9 

[[ISO 12100: 2010, 3.28] 
3.30 
protective measure 
measure intended to achieve risk reduction, implemented 
- by the designer (inherently safe design, safeguarding and complementary protective measures, information for use) 
and/or 
- by the user (organization: safe working procedures, supervision, permit-to-work systems; provision and use of 
additional safeguards; use of personal protective equipment; training) 
[[ISO 12100: 2010, 3.19] 
3.31 
muting 
temporary automatic suspension of a safety function(s) by the SRP/CS 
[ISO 13849-1, 3.1.8] 

3.32 
risk 
combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm 
[[ISO 12100: 2010, 3.12] 

4 General 
The aim of this Technical Report is to reduce risk related to human error (see Annex B) in the residual risk in the IMS. 
The user can employ a supporting protective system to minimize the probability of dangerous errors occurring due to 
human error in the execution phase of a procedure among human operations performed at the work site. In other 
words, the user can apply the supporting protective system as well as reduce risk through protective measures to 
reduce risks that are dependent solely on human attentiveness. 
4.1 Application conditions for the supporting protective system 
The user predefines the following items when employing a supporting protective system. 
– IMS task zones (see 3.19) 
– Operator qualifications and authorizations 
– Control range for each task and operating mode for each machine 
4.2 Function of the supporting protective system 
The supporting protective system is used in conjunction with additional measures employed by the user for residual 
risk, including education, management, training, and protective equipment, to support or complement risk reduction 
measures for tasks having a high level of uncertainty when taking into account human error. 
4.3 Configuration of the supporting protective system and its relationship to the IMS 
Figure 1 shows the configuration of the supporting protective system and its relationship to the IMS. The supporting 
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protective system operates in close association with the IMS, including adjusting, teaching, and troubleshooting. 
Accordingly, the supporting protective system functions in concert with the operating modes of the IMS described in 
5.1.3, 8.2.2, and 8.4 of ISO 11161:2007 and 6.2.11.9 of ISO 12100. When constructing the IMS, the integrator shall 
perform risk assessment on each individual machine and the overall IMS and risk assessment on tasks to be 
controlled by the IMS in order to implement the functions of the supporting protective system. 
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         Equipment and devices 

         Safety-related signal flow 

         Information 

         Information flow 

         Software processes 

         Areas of responsibility for the user, system integrator, and suppliers 

 

   
Figure 1－Configuration of the supporting protective system and its relationship to the IMS 

 

NOTE 1  The shaded area denotes sections controlled by the IMS. 

NOTE 2  The unshaded area denotes sections controlled by the 
supporting protective system. 

NOTE 3  Bold lines and text indicate components of the supporting 
protective device. 
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4.4 Design of the supporting protective system 
The integrator designs the supporting protective system based on the risk assessment (see Annex A). 
 
5 Supporting protective device 
5.1 General 
The supporting protective device identifies the qualifications and authorization of persons attempting to perform 
specific safety-related operations on the IMS and transmits an authorization signal for the safety-related operation on 
the IMS after determining a degree of danger based on risk in the task zone and the combination of tasks permitted to 
the person. 
NOTE  The supporting protective device is not a safeguarding device. 

5.2 Control target 
The supporting protective device determines whether or not to approve a request to perform a safety-related operation, 
which is the control target. The following are examples of safety-related operations. 
– Restart (for span of control) 
– Reset (for span of control) 
– Operating mode change (for span of control) 
– Release guard locking device (in task zone) 
NOTE 1  Safety-related operations dependent on the operating mode can be eliminated as a target of control through risk 

assessment (for example, an enabling device used in the maintenance mode, a hold-to-run control device used in position-adjusting 

operations, etc.). 

NOTE 2  The control target is not limited to the above examples. 

5.3 Configuration 
The SRP/CS of the IMS possesses an interface for interconnecting with the supporting protective device. At the 
minimum, the supporting protective device is configured of the components specified in 5.3.1 through 5.3.6 (see Figure 
1). 
5.3.1 Interface with the SRP/CS 
The supporting protective device regularly receives requests to perform safety-related operations on the IMS and data 
from devices in the task zones and safeguarding devices through interfaces. The supporting protective device also 
transmits results of authorization for operations to the IMS via the interfaces. 
5.3.2 Reader 
The reader reads personal data for a person (see Annex D) and transmits this data to a processor in response to an 
authorization request from the IMS. 
5.3.3 Presence-sensing device 
A device that detects whether persons are present in a task zone and transmits these detection results to a processor. 
5.3.4 Processor 
A device that determines whether authorization is granted for a request based on the requested operation, personal 
data of the requestor read by the reader, and continuous status data for the task zone. The processor possesses a 
storage device internally and/or externally for storing qualifications and authorization assigned to each person. 
5.3.5 Input device 
A device for inputting required data into the reader. 
5.3.6 Display device 
A device for visually and/or aurally outputting the result of an operation request (authorization or rejection). 
5.4 Request for a safety-related operation 
The status of a safety-related operation targeted for control is transmitted to the processor of the supporting protective 
device via an interface. The safety-related operation targeted for control is not executed until authorization has been 
obtained from the processor of the supporting protective device. 
5.5 Personal identification 
Each person present in the task zone is identified. The person requesting a safety-related operation should be 
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identified according to the person’s own biological data. However, if this is not possible, an identification tag (see 3.20) 
may be used for identification. In the latter case, the person carries the identification tag at all times, with the 
identification tag never leaving the person’s possession. 
5.6 Monitoring human presence 
The presence of persons in a task zone is confirmed by a presence-sensing device of the supporting protective device. 
Here, if the SRP/CS of the IMS possesses presence-sensing means, human presence may be confirmed based on 
the status signal from the presence-sensing means. Alternatively, human presence may be confirmed based on the 
difference between the number of persons that entered the task zone and the number of persons that exited. In the 
latter case, persons entering and exiting the task zone are counted individually and are not enter without being counted. 
Further, the presence and non-presence of persons in a task zone can also be confirmed through monitoring and 
confirmation by a person who has been granted such authority. 
5.7 Monitoring the status of discrete devices and safety equipment in a task zone 
The status of all discrete devices and safety equipment in a task zone is transmitted to the supporting protective device 
via the interface as a status signal. 
5.8 Authorization for a safety-related operation 
On the condition that the SRP/CS of the IMS has confirmed that the task zone is safe, the supporting protective device 
judges whether to approve a human-performed safety-related operation by referencing the following data 1), 2), and 3) 
(see Figure 1). 
1) Results of determining the person’s authorization to perform the operation referenced from data recorded in the 
storage device based on the person’s identification data 
2) The presence and non-presence of persons in the (selected) task zone 
3) The status of discrete devices and safety equipment constituting the span of control (corresponding to the selected 
task zone) 
Authorization of the operation is determined based on risk assessment results and operations of the overall system 
that includes the IMS. 
5.9 Outputting authorization results to the SRP/CS of the IMS 
Authorization results in response to a request to perform a safety-related operation is determined by the IMS after 
transmission of the request to the SRP/CS of the IMS via the interface. 
5.10 Displaying the authorization results 
Authorization results in response to a request to perform a safety-related operation is transmitted to the display device 
and displayed for the person who requested the operation. 
NOTE  In addition to displaying authorization results to the person who requested the operation, means may be provided for 

transmitting the results to a third party (warning lamp or history log, for example) in the event that authorization is not granted. 

5.11 Displaying information 
The following information 1) and 2) are displayed at all times on the display device of the supporting protective device. 
1) Zones in which work is active 
2) Selected task 
NOTE  Qualifications and authorization data for all persons present in each task zone should be recognizably displayed. 

The following information 1), 2), and 3) are displayed on the display device of the supporting protective device when an 
operator has issued an operation request. 
1) Tasks available to the operator 
2) Task zones that the operator can access, access paths to those zones and egress routes when necessary 
3) Operating status of zones neighboring the requested task zone 
NOTE  The qualifications and authorizations of the operator should be displayed to prevent mistaken identification from 

identification tags. 

5.12 Modifications to qualifications and authorizations and tamper prevention 
Additions, deletions, or other modifications to a person’s qualifications and authorization data should only be performed 
by a person having the authority to perform such modifications. 
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5.13 Qualifications and authorization data protection 
Data for a person’s qualifications and authorization should be properly managed and protected. 

 
6 Verification and validation 
6.1 General 
The system integrator  verifies and/or validate the design and structure of the supporting protective system based on 
theguidance given in Clauses 4 and 5. 
6.2 Methods of verification and validation 
Annex G describes the method of verification or validation appropriate for each requirement of the supporting 
protective system. Verification and validation can be performed according to any of the following methods, but are not 
limited to these methods. 

Method A: Visual confirmation 
Method B: Practical test 
Method C: Measurement 
Method D: On-site observation of operations 
Method E: Confirmation of structural drawings, circuit diagrams, and design materials for the application 
Method F: Confirmation of task-based risk assessment 
Method G: Confirmation of specifications and information for use 

NOTE  Method C and D are not applied to the guidance in Clauses 4 and 5 but may be included in the event of future expansions. 
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Annex A 

(Normative) 

Risk assessment and risk reduction 
 
Introduction 
This annex describes the methods of risk assessment and risk reduction. 

 
A.1 Risk assessment and risk reduction 
Hazards shall be identified according to the requirements in ISO 12100 and ISO 11161: 2007 and risk assessment 
conducted prior to the application of this Technical Report, and risk shall always be reduced through design prior to 
considering any safeguards. 
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Annex B 

(Informative) 

Human error and the supporting protective system 

 

Introduction 
This annex summarizes the relationships between human error and the supporting protective system and does not 
constitute part of the provisions. 

 

B.1 Types of human error 
Figure B.1 shows the types of human error in psychological theory. These types include slips, lapses, and mistakes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B.1－Types of human error 
 

B.2 Relationships between human error and the supporting protective system 
Proper acquisition of knowledge through thorough training before performing operations and the means for confirming 
this knowledge acquisition are necessary to protect against human error. However, there is a limit to how well 
protective measures can prevent slips or lapses that occur during the execution phase of operations as such measures 
are dependent solely on human attentiveness. Accordingly, the supporting protective system should be installed to 
reduce the probability of such error incidences.  
The supporting protective system possesses a function to confirm that measures for reducing human risk (education, 
training, management, etc.) for each operating mode conform with the person’s qualifications and authorization (with 
work qualifications and assigned authorization differing according to the person’s level of education and training). 
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Annex C 

(Informative) 

Application of risk reduction measures and risk reduction 

 
Introduction 
This annex specifies the priority of risk reduction measures for the level of risk and the anticipated effects of risk 
reduction by the supporting protective system, and does not constitute part of the provisions. 

 
C.1 Application of risk reduction measures and the effects of risk reduction 
Figure C.1 shows a risk reduction process conforming to ISO 12100: 2010 and the anticipated effects of risk reduction 
using the supporting protective system.  
When adopting risk reduction measures suited to the level of risk in hazards and hazardous situation of the target 
machinery, it is necessary first to study the inherently safe design measures, followed by the employment of 
safeguards. When risk remains after adopting these measures, the level of residual risk is assessed, and the 
application of a supporting protective system is studied after first incorporating education, training, management, and 
protective equipment. Hence, the supporting protective system is applied only after first considering all other protective 
measures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C.1－Application of risk reduction measures and the effects of risk reduction 
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Annex D 

(Informative) 

Example of a supporting protective system 
Introduction 
This annex describes a sample configuration of the supporting protective system, and does not constitute part of the 
provisions. 

 
D.1 Sample configuration of the supporting protective system 
Figures D.1 through D.7 show a sample configuration of the supporting protective system.  
This example is predicated on one person performing one task and does not account for multiple persons 
simultaneously being present in a task zone. In this example, there are three task zones 1–3, but a robot conveying 
work along the boundary between two zones is associated with both neighboring zones. Therefore, when a robot 
along a boundary between two zones is operated, the task zone comprises the two neighboring zones. 
 
 
   

1 2 1 2 1 2 1 

3 3 

4 
Key 
1. Robots 
2. Presses 
3. Conveyors 
4. Integrated manufacturing system 

Production flow 

Figure D.1－Sample IMS configuration (machine layout) 
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1 
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1 

2

1

2

1 

a b a a ab b

Key 
1. Task 1: tool replacement 
2. Task 2: die replacement 
a. Paths for tool replacement 
b. Paths for die replacement 

Figure D.2－Sample IMS configuration (tasks and access paths) 

1  1  1 1  

2  

Key 
1. Hazard zones: robot operating zones 
2. IMS coverage zone 

Figure D.3－Sample IMS configuration (hazard zones) 
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1  2 3  

Key 
1. Task Zone 1 
2. Task Zone 2 
3. Task Zone 3 

Figure D.4－Sample IMS configuration (task zones) 

Key 
1. Task Zone 1 
2. Task Zone 2 
3. Task Zone 3 
4. Task zone 0 
5. Fixed guard 

6. Gate interlock 
7. Master control panel 
8. E-stop 
9. Reset 
10. Mode selector 

11. AOPD 1 
12. AOPD 2 
13. AOPD 3 

a. Path for tool replacement 
b. Path for die replacement 

Figure D.5－Sample IMS configuration (access paths after implementation of safeguards) 
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Key 
1. Task Zone 1 
2. Task Zone 2 
3. Task Zone 3 
4. Task zone 0 
5. Fixed guard 

6. Interlocking guard 
7. Master control panel 
8. E-stop 
9. Reset 
10. Mode selector 

11. AOPD 1 
12. AOPD 2 
13. AOPD 3 
14. Span of control for AOPD 1 
15. Span of control for AOPD 2 

16. Span of control for AOPD 3 
17. Span of control for gate 

interlock, e-stop, and mode 
selector 

Figure D.6－Sample IMS configuration (safeguard spans of control) 
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Figure D.7－Sample IMS configuration (integration of IMS with supporting protective system) 
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Table D.1 shows sample matches for worker qualifications and tasks performed in task Zone 1 of Figures D.1 through 
D.7. 

Table D.1－Qualifications matching tasks in Zone 1 

Task 

 

 

 

 

Qualifications and authorization 
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Maintenance-relate

d certification 

Specialized training by work 

type 

   X    X  

Robot operator 

certification 

Specialized robot training 

(teaching) 

 X        

Specialized robot training 

(inspection) 

  X X      

Press operator 

certification 

Press work, operations chief     X X X   

Press work, specialized 

training 

    X X    

General work 

qualifications 

On-site safety training upon 

hire 

X        X 

NOTE 1 Die replacement and adjustment operations are performed by workers who have completed specialized training or skill 

training for operations chief of press machines. 

NOTE 2 Robot teaching and inspection are performed by workers who have completed specialized training. 

NOTE 3 X indicates the qualification required for the corresponding job. 

Table D.2 shows sample identification data for operators permitted to work in task Zone 1 of Figures D.1 through D.7. 
 

Table D.2－Identification data for operators of Zone 1 

Task 

 

 

 

 

Qualifications and authorization 

Operator A Operator B 

Maintenance-relate

d certification 

Specialized training by work 

type 

  

Robot operator 

certification 

Specialized robot training 

(teaching) 

X  

Specialized robot training 

(inspection) 

  

Press operator 

certification 

Press work, operations chief  X 

Press work, specialized 

training 

  

General work 

qualifications 

On-site safety training upon 

hire 

X X 

NOTE X indicates qualifications held by each operator. 
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Table D.3 is an example of tasks approved for task Zone 1 in Figures C.1 through D.7. 
 

Table D.3－Example of tasks approved for Zone 1 

Task 
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Operator A X X       X 

Operator B X    X X X  X 

NOTE: X indicates approved tasks. 
 

D.2 A sample sequence of operations using the supporting protective device 
Figures D.8, D.9, and D.10 below are a sample of sequences of operations performed using the supporting protective 
device. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure D.8－Layout of devices associated with tasks in Zone 1 

Key 

1. Mode selector 
2. Reader 
3. Display 
4. Person with ID tag  
(Operator A or Operator B) 
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12. Robot 1 
13. Press 1 
14. Robot 2 
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1. Operator A issues a teaching request for Robot 1. 
2. Operator A positions the ID tag to be recognized by the reader. 
3. The supporting protective device recognizes that the operator is Operator A and approves the teaching 

operation for Robot 1 (see Table D.3). At the same time, the supporting protective device: 
a) executes an emergency stop (Stop Category 1) on all devices in Task Zone 1 (the robot, press, and 

conveyor) and sets devices in other task zones to a state of suspended control (Stop Category 2); 
b) releases the gate interlock and mutes light beam safety device 1; and 
c) displays the authorization results on the display device. 

4. Operator A passes through the gate and enters Task Zone 0. 
5. Operator A passes AOPD 1 and enters Task Zone 1. 
6. Operator A issues a request to place Robot 1 in its teaching mode. 
7. Operator A positions the ID tag to be recognized by the Zone 1 reader. 
8. The supporting protective device recognizes that the operator is Operator A and approves the teaching 

operation for Robot 1 (see Table D.3). At the same time, the supporting protective device: 
d) supplies power required for the teaching operation only to Robot 1; and 
e) displays the authorization results on the Zone 1 display device. 

9. Operator A performs the teaching operation on Robot 1. 

 

1 23 

45 

6 7 8

9 

Figure D.9－Teaching sequence for Robot 1 (performed by Operator A) 

(Work flow in Zone 1 for teaching Robot 1 from the moment Operator A enters the task zone until the operations is completed)
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1. Operator B issues a request for teaching Robot 1. 
2. Operator B positions the ID tag to be recognized by the reader. 
3. The supporting protective device recognizes that the operator is Operator B, but does not approve the request since 
Operator B does not possess qualifications for robot teaching (see Table D.3). At the same time, the supporting 
protective device: 

a) keeps the states unchanged for all devices in the task zones (robots, presses, and conveyors); 
b) keeps the states unchanged for the gate interlock and AOPD 1, 2, and 3; and 
c) displays the non-authorization results on the display device. 

4. If an unapproved operator were to pass through the gate, the SRP/CS of the IMS would execute an emergency stop 
for the entire system. 

  

Figure D.10－Request from Operator B for teaching Robot 1 in Zone 1 
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Annex E 

(Informative) 

Typical functions of the supporting protective system 
 

Introduction 
The supporting protective system must include device for sensing human bodies and for identifying individual persons. 
This annex classifies each device by function and provides sensing examples as guidelines for usage, and does not 
constitute part of the provisions. 

 
E.1 Presence-sensing 
The following are three methods of presence-sensing. 
1) Sensing the presence of all or part of a human body in a task zone. 
2) Sensing the presence of a person on the boundary of a task zone or on the boundary of multiple task zones. 
3) Sensing when a person is present in or entering through the entrance/exit of a task zone or entering the task zone. 
More specifically, 
in method 1), the system includes a vision-based protective device (VBPD) that uses images to detect the task zones 
three-dimensionally, or protective devices such as pressure-sensitive mats used in the flooring for detecting weight; 
in method 2) the system employs light curtains, laser scanners, or other protective devices that detect the presence (or 
integrity) of a plane; and 
in method 3) the system employs  imaging and directional detecting devices  as means for dynamically sensing 
persons entering the task zone from the entrance/exit or leaving the task zone through the entrance/exit. In this case, 
the system counts the number of persons entering (and exiting). 
 
E.2 Personal identification 
The reader is used to identify individual persons.  
In the case of RFID, each person carries a unique RF tag that communicates with an RF tag reader. The 
communications reliability of the identification system should be equivalent to that of a Field Network system. 
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Annex F 

(Informative) 

Integrating the IMS with the supporting protective system 
 

Introduction 
This annex illustrates roles that the system integrator should fulfill when installing a supporting protective system in the 
case of a new IMS design or improvements to the existing equipment, and does not constitute part of the provisions. 

 
F.1 The role of the system integrator in designing the IMS and supporting protective system 
 
Table F.1 shows sample roles of a system integrator for designing the IMS and supporting protective system. 

 
Table F.1－Roles of the system integrator for new designs and improvements to existing equipment 

 Items for the integrator to 

examine 
For new designs For improvements to existing equipment 

IMS Interface between the 

IMS and supporting 

protective device (see 

5.3.1) 

The integrator designs the supporting 

protective system as part of the IMS, 

including the interface between the 

supporting protective system and the 

IMS. 

The integrator designs the supporting 

protective system as an additional feature 

of the IMS. Thus, the integrator must 

identify a method of establishing 

communication between the supporting 

protective system and the IMS. 

Data related to task 

zones 

The integrator confirms that IMS spans 

of control match task zones. This 

includes the new entry/exit and egress 

routes created with the incorporation of 

the supporting protective system. 

The integrator confirms that the IMS 

spans of control match task zones. This 

includes the new entry/exit and egress 

routes created with the incorporation of 

the supporting protective system.  

This process may require the integrator to 

review the configuration of the IMS and 

perform a redesign that includes spans of 

control. 

Supporting 

protective 

system 

ID data (see Table D.2) Create and record a list that correlates 

specific operators with their skills and 

authorizations. 

Create and record a list that correlates 

specific operators with their skills and 

authorizations. 

Task data (see Table 

D.1) 

Create and record a list of tasks that are 

permitted for each type of skill and 

authorization. This list includes zone 

information. 

Create and record a list of tasks that are 

permitted for each type of skill and 

authorizations. This list includes zone 

information. 
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Annex G 

(Informative) 

Methods of verification and validation 
 

Introdcution 
This annex illustrates methods of verifying and validating the supporting protective system and does not constitute part 
of the provisions. 
 
G.1 Table G.1 indicates the method of verification or validation appropriate for each guidance of the supporting 
protective system where such verification or validation is necessary (see 6.2). 

 
Table G.1－Methods of verification and validation 

No. RGuidance 

Methods of verification and validation (see NOTE 

1) 

A B C D E F G 

5.1 General  

5.2 

The supporting protective device  determines whether or 

not to approve a request to perform a safety-related 

operation, with the operation being the control target. 
 

   X X X 

5.3 

The supporting protective device is configured of at least 

the following components: 

• Interface with the SRP/CS 

• Reader 

• Presence-sensing device 

• Processor 

• Input device 

• Display device 

    
X 

  

5.4 

The safety-related operation targeted for control is not  

executed as a demand of a safety function in the SRP/CS 

of the IMS until authorization has been obtained from the 

supporting protective device. 

 
X 

     

5.5 

Each person carries their identification tag at all times, 

with the identification tag never leaving the person’s 

possession. 
     

X X 

5.5 Each person present in the task zone is identified. 
 

X 
  

X 
  

5.6 

The presence or non-presence of persons in a task zone 

is confirmed by a presence-sensing device of the 

supporting protective device. 
 

X 
  

X 
  

5.6 
Persons entering and exiting are counted individually and 

cannot enter a task zone without being counted.  
X 

  
X 

  

5.7 

The status of all discrete devices and safety equipment in 

a task zone is transmitted to the supporting protective 

device via the interface as a status signal. 
 

X 
  

X 
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No. RGuidance 

Methods of verification and validation (see NOTE 

1) 

A B C D E F G 

5.8 

The supporting protective device determines the 

authorization or non-authorization of a human-performed 

safety-related operation prior to its execution by 

referencing the data items 1), 2), and 3) below. 

1) Referenced results of the person’s authorization to 

perform the operation 

2) The presence of persons in the task zone 

3) The status of discrete devices and safety equipment 

constituting the span of control 

 
X 

  
X 

  

5.9 

Authorization results in response to a request to perform 

a safety-related operation are determined by the SRP/CS 

of the IMS after being thereto via the interface. 
 

X 
  

X 
  

5.10 

Authorization results in response to a request to perform 

a safety-related operation are transmitted to the display 

device and displayed for the person who requested the 

operation. 

X X 
  

X 
  

5.11 

The following two items of information are displayed at all 

times on the display device of the supporting protective 

device. 

• Zones in which work is active 

• Selected task 

X X 
  

X 
  

5.12 

Additions, deletions, or other modifications to a person’s 

qualifications and authorization data is only be performed 

by a person granted that authority. 
 

X 
   

X X 

5.13 
Personal qualification and authorization data is properly 

managed and protected.      
X X 

 

NOTE 1  Methods of verification and validation (see 6.2) 

A: Visual confirmation 

B: Practical test 

C: Measurement 

D: On-site observation of operations 

E: Confirmation of structural drawings, circuit diagrams, and design materials for the application 

F: Confirmation of task-based risk assessment 

G: Confirmation of specifications and information for use 

NOTE 2 X indicates the methods applicable to each guidance. 
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