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日本機械工業連合会は、IEC（国際電気標準会議）において機械類の安全性（電気的側面）を

扱う技術委員会IEC/TC 44の国内審議団体として平成10年6月より活動しており、日本からの規

格提案も含め、我が国関係者の意見を反映させつつ国際規格の制定に積極的に関与するととも

に、制定された国際規格に整合した JIS 原案づくりにも努めております。 

この IEC/TC 44 関連活動は、当連合会の機械安全標準化特別委員会 IEC/TC 44部会が、財

団法人 JKA の補助事業として進めております。 

関係の皆様には、IEC/TC 44 部会の活動にご理解とご協力を賜りここに御礼申し上げます。 

特に、JKA、部会委員、経済産業省及び厚生労働省の皆様のご支援に、改めて御礼申し上げ

ます。 

国際標準は、年を追うごとに地球規模で着実に影響力を増してきております。 

国際標準活動は、日本の機械産業の国際化と競争力の向上に資する活動であるとの認識を持

ち、産業界全体を巻き込んだ国際標準作りを更に積極的に推進することが重要になっておりま

す。 

一方で、IEC/TC 44 の安全技術（規格）は日本の産業現場における労働安全と生産性の向上

にも寄与しており、日本機械工業連合会としても規格の制定にとどまらず、規格の普及・定着のた

めの活動を積極的に行ってきております。 

このように、重要性が急速に増してゆく IEC/TC 44 活動に日本機械工業連合会は引き続き尽

力いたしますので、皆様の変わらぬご支援をお願い申し上げます。 

この報告書は、機械安全標準化特別委員会 IEC/TC 44部会の平成2８年度の活動報告であり、

広く皆様にご高覧いただければ幸いです。 

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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ご挨拶 

一般社団法人日本機械工業連合会 

機械安全標準化特別委員会 

IEC/TC 44部会 

主査 福田 隆文 

 

近の技術の発展は急速です。それによって機械安全に求められることも変化しています。 

今までは、危険な動作をしている機械の可動部と人の身体が同じ時間、同じ場所に存在しないことで安

全確保してきました。時間的に分離するあるいは空間的に分離することを、インターロックやガードなど

で行ってきました。例外的には、例えばロボットのティーチングにおいては、人的には特別教育を受講し

た人のみが、ハード的にはモードを切り替えることにより低速でしか作動しないようにして、かつイネー

ブル装置等の保護装置を使うという条件を設定して、許容してきました。研削盤では、単品の製作や複雑

で高精度な少数製品の加工時等必要不可欠な場合のみ、制限付き運転条件における手動介入のための特別

モードに切り替え、砥石周速や軸送り速度、工作物主軸に制限を設けて、作業者の接近を許容しています。 

このように、必要 小限の危険領域への接近には、相応の条件を付けて認めています。 

一方、 近では、制御技術、個人識別の技術の発展等の成果を活かして、積極的に機械に近づく作業、

例えば機械と人の協調作業が行われようとしています。 

この場合でも、安全確保は機械の危険な動作と人の身体が同じ時間、同じ場所に存在しないことで行う

という本質は変わっていないと考えられます。要は、個人識別技術によって作業者の技量が認識されるの

で、それに応じて、機械と人の境界を機械側に移動させたり、機械のパワーを小さくさせたりすることで

境界を低くしていると理解できます。 

同時に、このような状況での安全を考えるときは、常に「機械の危険な動作と人の身体が同じ時間、同

じ場所に存在しないことで安全確保する」という原則に立ち戻って、どうしてその技術が許されるのかを

再考することが、新しい技術を機械安全に活かすための必須事項だと考えられます。 

後に、ISO 12100 の箇条5.6.2 “適切なリスク低減” の一部を引用します。この箇条は、適切なリスク低

減達成の判断基準を示しています。 

－ 危険源の除去，又は実行可能な も低いレベルまでのリスク低減を行っている。 

今までもこの欄に書いてきましたが、IEC/TC44部会の日々の活動は、多くの機械安全規格の制定、改定

の審議を行う年 4 回の全体部会と、IEC 規格作成に国際会議への参加と意見表明、それらの基礎である規

格毎に対応して編成されているワーキングでの議論が中心です。 

今後もこれらの活動を継続して参りますので、関係各位のご支援とご協力をお願い申し上げます。 
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第１章 国際組織 





 

 

1 国際組織 

1.1 IEC 加盟国一覧 

表 1 は、年度末現在の IEC 加盟国一覧で、加盟国総数は 83 である。加盟国総数には前年度からの変化

はないが、Kuwait が新規加盟し Libya が脱退した。 
日本の参加人数は、ドイツに続いて中国と同数で 2番目に多いが各国の差は少ない（表 2参照）。

又、日本の幹事数は昨年度の 4 位から 2 位に上がった（表 3 参照）。 

表 1－IEC 加盟国一覧（IEC ホームページより） 

国名 略号 会員資格 参加人数 オブザーバ人数 幹事人数

Albania AL Associate Member 1 0 0
Algeria DZ Full Member 2 1 0
Argentina AR Full Member 6 17 0
Australia AU Full Member 82 49 2
Austria AT Full Member 109 61 1
Bahrain BH Associate Member 0 0 0
Belarus BY Full Member 4 89 0
Belgium BE Full Member 112 57 2
Bosnia &amp; Herzegovina BA Associate Member 0 1 0
Brazil BR Full Member 50 71 0
Bulgaria BG Full Member 5 140 0
Canada CA Full Member 103 10 3
Chile CL Full Member 1 2 0
China CN Full Member 179 0 8
Colombia CO Full Member 3 9 0
Croatia HR Full Member 13 65 1
Cuba CU Associate Member 1 2 0
Cyprus CY Associate Member 2 0 0
Czech Republic CZ Full Member 72 107 0
Democratic People's 
Republic of Korea KP Associate Member 3 0 0

Denmark DK Full Member 114 60 2
Egypt EG Full Member 79 15 0
Estonia EE Associate Member 3 0 0
Finland FI Full Member 129 45 0
France FR Full Member 160 21 24
Georgia GE Associate Member 4 0 0
Germany DE Full Member 180 1 35
Greece GR Full Member 15 90 0
Hungary HU Full Member 30 113 1
Iceland IS Associate Member 1 1 0
India IN Full Member 87 72 0
Indonesia ID Full Member 24 41 0
Iran IR Full Member 28 80 0
Iraq IQ Full Member 7 1 0
Ireland IE Full Member 47 74 0
Israel IL Full Member 43 57 0
Italy IT Full Member 157 23 13
Japan JP Full Member 179 2 25
Jordan JO Associate Member 3 0 0
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国名 略号 会員資格 参加人数 オブザーバ人数 幹事人数

Kazakhstan KZ Associate Member 4 0 0
Kenya KE Associate Member 3 1 0
Korea, Republic of KR Full Member 134 39 8
Kuwait KW Full Member 0 6 0
Latvia LV Associate Member 0 0 0
Lithuania LT Associate Member 0 0 0
Luxembourg LU Full Member 5 7 0
Malaysia MY Full Member 31 64 0
Malta MT Associate Member 2 0 0
Mexico MX Full Member 38 55 0
Moldova MD Associate Member 2 0 0
Montenegro ME Associate Member 0 0 0
Morocco MA Associate Member 4 0 0
Netherlands NL Full Member 126 33 2
New Zealand NZ Full Member 19 101 1
Nigeria NG Associate Member 2 0 0
Norway NO Full Member 90 77 2
Oman OM Full Member 2 26 0
Pakistan PK Full Member 59 13 0
Philippines, Rep. of the PH Full Member 10 24 0
Poland PL Full Member 49 128 1
Portugal PT Full Member 59 69 0
Qatar QA Full Member 1 1 0
Romania RO Full Member 49 115 0
Russian Federation RU Full Member 141 39 3
Saudi Arabia SA Full Member 7 21 0
Serbia RS Full Member 33 114 0
Singapore SG Full Member 17 59 0
Slovakia SK Full Member 12 86 0
Slovenia SI Full Member 19 73 0
South Africa ZA Full Member 71 62 1
Spain ES Full Member 118 60 2
Sri Lanka LK Associate Member 4 0 0
Sweden SE Full Member 135 44 6
Switzerland CH Full Member 131 28 3
Thailand TH Full Member 25 56 0
The Former Yugoslav Rep. 
of Macedonia MK Associate Member 2 0 0

Tunisia TN Associate Member 4 0 0
Turkey TR Full Member 32 65 0
Ukraine UA Full Member 27 130 0
United Arab Emirates AE Full Member 1 0 0
United Kingdom GB Full Member 176 4 21
United States of America US Full Member 166 0 24
Vietnam VN Associate Member 4 0 0

Full Members 60  Total 3,840 2,968 187
Associate Members 23 Total 83 
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表 2－参加人数上位の加盟国（IEC ホームページより） 

国名 国略号 会員資格 参加人数 幹事人数 

Germany DE Full Member 180 35
Japan JP Full Member 179 25
China CN Full Member 179 8
United Kingdom GB Full Member 176 21
United States of America US Full Member 166 24
France FR Full Member 160 24
Italy IT Full Member 157 13

表 3－幹事数上位の加盟国（IEC ホームページより） 

国名 国略号 会員資格 参加人数 幹事人数 

Germany DE Full Member 180 35
Japan JP Full Member 179 25
United States of America US Full Member 166 24
France FR Full Member 160 24
United Kingdom GB Full Member 176 21
Italy IT Full Member 157 13
China CN Full Member 179 8
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1.2 IEC/TC 44 参加国一覧  

表 4 は、年度末現在の IEC/TC 44 参加国一覧である。 

表 4－IEC/TC 44 参加国（IEC ホームページより） 

国名 国略号 参加資格 会員資格 

Austria AT O-Member Full Member 
Australia AU O-Member Full Member 
Belgium BE O-Member Full Member 
Bulgaria BG O-Member Full Member 
Switzerland CH P-Member Full Member 
China CN P-Member Full Member 
Czech Republic CZ P-Member Full Member 
Germany DE P-Member Full Member 
Denmark DK P-Member Full Member 
Egypt EG P-Member Full Member 
Spain ES O-Member Full Member 
Finland FI P-Member Full Member 
France FR P-Member Full Member 
United Kingdom GB P-Member Full Member 
Georgia GE P-Member Associate Member 
Greece GR O-Member Full Member 
Croatia HR O-Member Full Member 
Hungary HU O-Member Full Member 
Ireland IE O-Member Full Member 
India IN O-Member Full Member 
Italy IT P-Member Full Member 
Japan JP P-Member Full Member 
Korea, Republic of KR O-Member Full Member 
Netherlands NL P-Member Full Member 
Norway NO O-Member Full Member 
Pakistan PK P-Member Full Member 
Poland PL O-Member Full Member 
Portugal PT O-Member Full Member 
Romania RO O-Member Full Member 
Serbia RS O-Member Full Member 
Russian Federation RU P-Member Full Member 
Sweden SE P-Member Full Member 
Turkey TR O-Member Full Member 
Ukraine UA O-Member Full Member 
United States of America US P-Member Full Member 
South Africa ZA O-Member Full Member 
Participating countries 20 
Observer Countries 16  

議長：Mr Patrick Gehlen   (DE, Siemens AG)  Term of office : 2020-04  
幹事：Mr Ben Hedley  （GB, British Standards Institute） 

- 6 - 

 

  



 

 

1.3 IEC/TC 44 の Working Group／Project Team／Maintenance Team 

年度末現在設置されている WG（Working Group）と PT（Project Team ）、MT（Maintenance Team）

は、1.3.1、1.3.2、1.3.3 及び 1.3.4 の通りで、2016 年に WG 15 が設置された。又、WG 7 が廃止さ

れ MT 62061 に移行した。さらに JWG 18 が終了した。 

1.3.1 Working Group 
WG 10 - Electro-sensitive protective equipment - Particular requirements for vision based protective 

devices（IEC 61496） 
WG 11 - Requirements for semiconductor manufacturing equipment（IEC 62061-33） 
WG 13 - Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery（IEC 62745） 
WG 14 - Safety of Machinery- Electro sensitive protective equipment - Safety related sensors used for 

protection of person（IEC 62998） 
WG 15 - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems（IEC 63074） 

1.3.2 Project Team 
PT 60204-34 - Requirements for machine tools 

1.3.3 Maintenance Team 
MT 60204-1 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
MT 60204-11 - SAFETY OF MACHINERY - Electrical equipment of machines - part 11: 

Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 v a.c. or 1 500 v d.c. and not 
exceeding 36 kv 

MT 60204-31 - Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems 
MT 60204-32 - Requirements for hoisting machines 
MT 61310 - Review IEC 61310-1, -2 and -3 
MT 61496-1&2 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment  
MT 61496-3 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular 

requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse 
Reflection (AOPDDR) 

MT 62046 - Application of presence sensing protective equipment to machinery 
MT 62061 - Safe control systems for machinery 

1.3.4 Joint Working Group 
 JWG 14 - Merging ISO 13849 and IEC 62061 linked to ISO/TC199 

1.3.5 IEC/TC 44 のエキスパート一覧  

表 5 は、年度末現在の IEC/TC 44 の WG/PT/MT のエキスパート一覧で、斜体太字部分は日本の

エキスパートである。現在、日本のエキスパートは 18 名だが、WG/PT/MT への重複参加があり、

延べ 35 名が登録されている。 
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表 5－IEC/TC 44 の構成メンバ一覧（IEC ホームページより） 

（斜体太字は日本のメンバ） 

Group Group name Function Name NC

TC44 Safety of machinery - 
Electrotechnical aspects Chair Mr Patrick Gehlen DE

TC44  Secretary Mr Ben Hedley GB

TC44  Technical 
Officer Mr Matei Cocimarov CH

WG10 
Electro-sensitive protective 
equipment - Particular 
requirements for vision based 
protective devices 

Convenor Mr Frank Webster US

WG10  Member Mr Martin Hardegger CH
WG10  Member Mr Manfred Stein CH
WG10  Member Mr Lutz Lohmann DE
WG10  Member Mr Stephan Häb DE
WG10  Member Mr Thomas Bömer DE
WG10  Member Mr Martin Wüstefeld DE
WG10  Member Mr Peter McNicol GB
WG10  Member Mr Francesco Mirandola IT 
WG10  Member Mr Paolo Viviani IT 
WG10  Member Mr Fabrizio Castelli IT 
WG10  Member Mr Giuseppe De Maria IT 
WG10  Member Mr Yoshinori Hasegawa JP
WG10  Member Mr Norikazu Murata JP
WG10  Member Mr Yasushi Sumi JP
WG10  Member Mr Tomasz Strawinski PL
WG10  Member Mr Viacheslav A. Popov RU

WG11 Requirements for semiconductor 
manufacturing equipment Convenor Mr Chris Evanston US

WG11  Member Mr tianxiao li CN
WG11  Member Mr Martin Wüstefeld DE
WG11  Member Mr Bernard Mysliwiec DE
WG11  Member Mr Peter R. Still GB
WG11  Member Ms Supika Mashiro JP
WG11  Member Mr Eiji Nakatani JP

Mr Antonio Fabiani IT WG13 Requirements for the interfacing of 
cableless controllers to machinery Convenor

Mr Andreas Fey DE
WG13  Member Mr Bertrand Hochet CH
WG13  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
WG13  Member Mr Gerhard Schmid DE
WG13  Member Mr Stefan Elspass DE
WG13  Member Mr Berthold Heinke DE
WG13  Member Mr Thomas Stegmaier DE
WG13  Member Mr Helmut Riss DE
WG13  Member Mr Mehdi Salihy DE
WG13  Member Mr Alexander Hoffmann DE
WG13  Member Mr Hannu Lindfors FI 
WG13  Member Mr Jacques Vandendriessche FR
WG13  Member Mr Peter R. Still GB
WG13  Member Mr Federico Dosio IT 
WG13  Member Mr Stefano Bianchin IT 
WG13  Member Mr Yoshihiro Sugita JP
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Group Group name Function Name NC
WG13  Member Mr Kenneth E. Gettman US
WG13  Member Mr Frank Webster US

WG14 
Electro sensitive protective 
equipment - Safety related sensors 
used for protection of person 

Convenor Mr Martin Wüstefeld DE

WG14  Member Mr Martin Hardegger CH
WG14  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
WG14  Member Mr Hagen Binder DE
WG14  Member Mr Peter Robben DE
WG14  Member Mr Thomas Bömer DE
WG14  Member Mr Martin Kaiser DE
WG14  Member Mr Dietmar Döttling DE
WG14  Member Mr Friedrich Janus DE
WG14  Member Mr Markus Hammes DE
WG14  Member Mr Bernhard Feller DE
WG14  Member Mr Detlev Richter DE
WG14  Member Mr Kari Rintanen FI 
WG14  Member Mr Jacques BERNARD FR
WG14  Member Mr Jacques Vandendriessche FR
WG14  Member Mr Derek Jones GB
WG14  Member Mr Peter McNicol GB
WG14  Member Mr Fabrizio Castelli IT 
WG14  Member Mr Paolo Viviani IT 
WG14  Member Mr Francesco Mirandola IT 
WG14  Member Mr Enrico Lorenzoni IT 
WG14  Member Mr Norikazu Murata JP
WG14  Member Mr Yasushi Sumi JP
WG14  Member Mr Tetsuro Kushiyama JP
WG14  Member Mr Frank Webster US
WG14  Member Mr Nilesh Pradhan US

WG15 
SECURITY ASPECTS RELATED 
TO FUNCTIONAL SAFETY OF 
SAFETY-RELATED CONTROL 
SYSTEMS 

Convenor Mr Patrick Gehlen DE

WG15  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
WG15  Member Mr Tianliang HU CN
WG15  Member Ms Ruijuan XUE CN
WG15  Member Mr zuguang huang CN
WG15  Member Mr Wolfgang Reinelt DE
WG15  Member Mr Martin Wüstefeld DE
WG15  Member Mr Bernd Eisenhuth DE
WG15  Member Mr Bernard Mysliwiec DE
WG15  Member Mr Thomas Pilz DE
WG15  Member Mr Christian Werner DE
WG15  Member Ms Sanna-Maria Järvensivu FI 
WG15  Member Mr Eric FAE FR
WG15  Member Mr Derek Jones GB
WG15  Member Mr David Andrew Main-Reade GB
WG15  Member Mr Paolo Viviani IT 
WG15  Member Mr Massimiliano Copponi IT 
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Group Group name Function Name NC
WG15  Member Mr Federico Dosio IT 
WG15  Member Mr Roberto Minicucci IT 
WG15  Member Ms Supika Mashiro JP
WG15  Member Mr Hiroo Kanamaru JP
WG15  Member Mr Trond Salater NO
WG15  Member Mr Örjan Denward SE
WG15  Member Mr Frank Webster US
WG15  Member Mr Jay Tamblingson US

PT 
60204-34 Requirements for machine tools Project 

Leader Mr zuguang huang CN

PT60204-34  Member Mr Lin HUANG CN
PT60204-34  Member Mr Zhenyu Yin CN
PT60204-34  Member Mr Qinzhi Zhao CN
PT60204-34  Member Mr Chunlei HUA CN
PT60204-34  Member Mr Tianliang HU CN
PT60204-34  Member Mr Klaus Dürr DE
PT60204-34  Member Mr Thomas Hüttemeier DE
PT60204-34  Member Mr Thomas Pilz DE
PT60204-34  Member Mr Thomas Hüttemeier DE
PT60204-34  Member Mr Ulrich Salamon DE
PT60204-34  Member Mr Pedro Javier ARNAIZ ES
PT60204-34  Member Mr Kaname Matsumoto JP
PT60204-34  Member Mr Hiroshige Ando JP
PT60204-34  Member Mr Koichi Saijo JP
PT60204-34  Member Mr Takeo Enomoto JP
PT60204-34  Member Mr Örjan Denward SE
PT60204-34  Member Mr Frank Webster US

MT 
60204-1 

Electrical equipment of machines - 
Part 1: General requirements Convenor Mr Jay Tamblingson US

MT60204-1  Member Mr Frank Schrever AU
MT60204-1  Member Mr George Rutherford AU
MT60204-1  Member Mr Peter Kroon AU
MT60204-1  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
MT60204-1  Member Mr zuguang huang CN
MT60204-1  Member Mr Lin HUANG CN
MT60204-1  Member Mr Thomas Pilz DE
MT60204-1  Member Mr Jens Thümmler DE
MT60204-1  Member Mr Patrick Gehlen DE
MT60204-1  Member Mr Torben Dalsgaard DK
MT60204-1  Member Mr Jyrki Honkanen FI 
MT60204-1  Member Mr Hannu Lindfors FI 
MT60204-1  Member Mr Jacques Vandendriessche FR
MT60204-1  Member Mrs Sandrine Hardy FR
MT60204-1  Member Mr Peter R. Still GB
MT60204-1  Member Mr Marco Tacchini IT 
MT60204-1  Member Mr Paolo Viviani IT 
MT60204-1  Member Mr Antonio Fabiani IT 
MT60204-1  Member Mr Federico Dosio IT 
MT60204-1  Member Mr Yoshihiro Sugita JP
MT60204-1  Member Ms Supika Mashiro JP
MT60204-1  Member Mr Sang-won Choi KR
MT60204-1  Member Mr Paul Hoogerkamp NL
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Group Group name Function Name NC
MT60204-1  Member Mr Pouw Jongbloed NL
MT60204-1  Member Mr Viacheslav A. Popov RU
MT60204-1  Member Mr Anders R Nilsson SE
MT60204-1  Member Mr Frank Webster US
MT60204-1  Member Mr Chuck Janki US

MT 
60204-11 

Electrical equipment of machines - 
part 11: Requirements for HV 
equipment for voltages above 1 000 
v a.c. or 1 500 v d.c. and not 
exceeding 36 kv 

Convenor Mr Ansgar Müller DE

MT60204-11  Member Mr Stefan Bürmann DE
MT60204-11   Mr Hans-Jürgen Schmitt DE
MT60204-11  Member Mr Antonio Fabiani IT 
MT60204-11  Member Mr Pouw Jongbloed NL

MT 
60204-31 

Particular safety and EMC 
requirements for sewing machines, 
units and systems 

Convenor Mr Wolfgang Hagemeyer DE

MT60204-31  Member Mr Wenhai Hu CN
MT60204-31  Member Mrs Rita Neumann DE
MT60204-31  Member Mr Arno Jung DE
MT60204-31  Member Mr Koichi Akahane JP
MT60204-31  Member Mr Tsuyoshi Matsuyama JP

MT 
60204-32 

Requirements for hoisting 
machines Convenor Mr Gerhard Schmid DE

MT60204-32  Member Mr yang zeng CN
MT60204-32  Member Mr Jürgen Koop DE
MT60204-32  Member Mr Berthold Heinke DE
MT60204-32  Member Mr Gabriel Krause DE
MT60204-32  Member Mr Jörg Nicolai DE
MT60204-32  Member Mr Hannu Lindfors FI 
MT60204-32  Member Mr Esko Kiuru FI 
MT60204-32  Member Mr Jacques Vandendriessche FR
MT60204-32  Member Mr Peter R. Still GB
MT60204-32  Member Mr Antonio Fabiani IT 
MT60204-32  Member Mr Hiroki Murakami JP 
MT60204-32  Member Mr Kenneth E. Gettman US

MT 
61310 Review IEC 61310-1, -2 and -3 Convenor Ms Helga Derr DE

MT61310  Member Mr Kenneth E. Gettman US

MT 
61496-3 

Electro-sensitive protective 
equipment - Part 3: Particular 
requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection 
(AOPDDR) 

Convenor Mr Thomas Bömer DE

MT61496-3  Member Mr Christian Signer CH
MT61496-3  Member Mr Martin Hardegger CH
MT61496-3  Member Mr Tongyu LIU CN
MT61496-3  Member Mr Lutz Lohmann DE
MT61496-3  Member Mr Dietmar Döttling DE
MT61496-3  Member Mr Bernhard Feller DE
MT61496-3  Member Mr Hagen Binder DE
MT61496-3  Member Mr Stephan Häb DE
MT61496-3  Member Mr Günter Greil DE
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Group Group name Function Name NC
MT61496-3  Member Mr Martin Wüstefeld DE
MT61496-3  Member Mr Derek Jones GB
MT61496-3  Member Mr Enrico Lorenzoni IT 
MT61496-3  Member Mr Fabrizio Castelli IT 
MT61496-3  Member Mr Francesco Mirandola IT 
MT61496-3  Member Mr Paolo Viviani IT 
MT61496-3  Member Mr Mitsuo Kurozumi JP
MT61496-3  Member Mr Yasushi Sumi JP
MT61496-3  Member Mr Norikazu Murata JP
MT61496-3  Member Mr Yoshinori Hasegawa JP
MT61496-3  Member Mr Tomasz Strawinski PL
MT61496-3  Member Mr Frank Webster US
MT61496-3  Member Mr John Drinkard US

MT 
61496-1&2 

Electro-sensitive protective 
equipment Convenor Mr Frank Webster US

MT61496-1&2  Member Mr Martin Hardegger CH
MT61496-1&2  Member Mr Tongyu LIU CN
MT61496-1&2  Member Mr Stephan Häb DE
MT61496-1&2  Member Mr Thomas Bömer DE
MT61496-1&2  Member Mr Lutz Lohmann DE
MT61496-1&2  Member Mr Bernhard Feller DE
MT61496-1&2  Member Mr Martin Wüstefeld DE
MT61496-1&2  Member Mr Jorge Sanz ES
MT61496-1&2  Member Mr Derek Jones GB
MT61496-1&2  Member Mr Peter McNicol GB
MT61496-1&2  Member Mr Francesco Mirandola IT 
MT61496-1&2  Member Mr Paolo Viviani IT 
MT61496-1&2  Member Mr Fabrizio Castelli IT 
MT61496-1&2  Member Mr Mitsuo Kurozumi JP
MT61496-1&2  Member Mr Norikazu Murata JP
MT61496-1&2  Member Mr Yoshinori Hasegawa JP
MT61496-1&2  Member Mr Yasushi Sumi JP
MT61496-1&2  Member Mr Viacheslav A. Popov RU

MT 
62046 

Application of presence sensing 
protective equipment to machinery Convenor Mr Peter McNicol GB

MT62046  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
MT62046  Member Mr Volker Rohbeck DE
MT62046  Member Mr Klaus Dürr DE
MT62046  Member Mr Otto Görnemann DE
MT62046  Member Mr Thomas Pilz DE
MT62046  Member Mr Günter Greil DE
MT62046  Member Mr Roland Werle FR
MT62046  Member Mr Peter McNicol GB
MT62046  Member Mr Luciano Di Donato IT 
MT62046  Member Mr Fabrizio Castelli IT 
MT62046  Member Mr Francesco Mirandola IT 
MT62046  Member Mr Paolo Viviani IT 
MT62046  Member Mr Yoshinori Hasegawa JP
MT62046  Member Mr Mitsuo Kurozumi JP
MT62046  Member Mr Chuck Janki US
MT62046  Member Mr Frank Webster US
MT62046  Member Mr Lewis C. Barbe US

MT 
62061 Safe control systems for machinery Convenor Mr Derek Jones GB
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Group Group name Function Name NC
MT62061  Member Mr George Rutherford AU
MT62061  Member Mr Peter Kroon AU
MT62061  Member Mr Frank Schrever AU
MT62061  Member Mr Jan Franck BE
MT62061  Member Mr Michel Houtermans CH
MT62061  Member Mr Andreas Belzner CH
MT62061  Member Mr Giuseppe Carlantuono CH
MT62061  Member Mr Michel Houtermans CH
MT62061  Member Mr Dongqin Feng CN
MT62061  Member Mr Kaitai CHEN CN
MT62061  Member Mr Tianliang HU CN
MT62061  Member Mr dong yu CN
MT62061  Member Mr Thomas Bömer DE
MT62061  Member Mr Patrick Gehlen DE
MT62061  Member Mr Max Fischer DE
MT62061  Member Mr Karsten Meyer-Gräfe DE
MT62061  Member Mr Bernard Mysliwiec DE
MT62061  Member Mr Michael schaefer DE
MT62061  Member Mr Wolfgang Reinelt DE
MT62061  Member Mr Ilpo Kangas FI 
MT62061  Member Mrs Sandrine Hardy FR
MT62061  Member Mr Philippe Juhel FR
MT62061  Member Ms Sandrine HARDY FR
MT62061  Member Mr Eric FAE FR
MT62061  Member Mr Steve Shaw GB
MT62061  Member Mr Peter R. Still GB
MT62061  Member Mr Paolo Viviani IT 
MT62061  Member Mr Federico Dosio IT 
MT62061  Member Mr Massimiliano Copponi IT 
MT62061  Member Mr Sergio Vellante IT 
MT62061  Member Mr Yoshihiro Sugita JP
MT62061  Member Mr Kazuya Okada JP
MT62061  Member Mr Yukio Hata JP
MT62061  Member Mr Pouw Jongbloed NL
MT62061  Member Mr Paul Hoogerkamp NL
MT62061  Member Mr Nick De With NL
MT62061  Member Mr Viacheslav A. Popov RU
MT62061  Member Mr Stephen Daniels US
MT62061  Member Mr Frank Webster US
MT62061  Member Mr JB Titus US

JWG14 Merging ISO 13849 and IEC 62061 
linked to ISO/TC 199 Convenor Mr Philippe Juhel FR

JWG14  Member Mr Kaitai CHEN CN
JWG14  Member Mr Thomas Pilz DE
JWG14  Member Mr Patrick Gehlen DE
JWG14  Member Mr Bernard Mysliwiec DE
JWG14  Member Mr Ansgar Müller DE
JWG14  Member Mr Stefan Elspass DE
JWG14  Member Mr Dieter Gödicke DE
JWG14  Member Mr Michael Moog DE
JWG14  Member Mr Karsten Meyer-Gräfe DE
JWG14  Member Mr Heribert Schorn DE
JWG14  Member Mr Björn Ostermann DE
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Group Group name Function Name NC
JWG14  Member Mr Martin von Mutius DE
JWG14  Member Mr Ralf Apfeld DE
JWG14  Member Mr Thomas Bömer DE
JWG14  Member Mr Max Fischer DE
JWG14  Member Mr Günter Greil DE
JWG14  Member Mr Erik Lund Lauridsen DK
JWG14  Member Mr Derek Jones GB
JWG14  Member Mr Peter R. Still GB
JWG14  Member Mr Steve Shaw GB
JWG14  Member Mr Federico Dosio IT 
JWG14  Member Mr Paolo Ceriani IT 
JWG14  Member Mr Paolo Viviani IT 
JWG14  Member Mr Massimiliano Copponi IT 
JWG14  Member Mr Yukio Hata JP
JWG14  Member Mr Kazuya Okada JP
JWG14  Member Mr Paul Hoogerkamp NL
JWG14  Member Johan Hedberg SE
JWG14  Member Mr Frank Webster US
JWG14  Member Mr Nilesh Pradhan US
JWG14  Member Mr Jonathan B Johnson US
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第２章 国内組織 





 

 

2 国内組織 

 今年度は、77 名（オブザーバを除く）の委員が一つ又は複数の国内委員会（本委員会及び専門

部会）に所属し国際及び国内規格の検討を行った。 
本委員会（IEC/TC44 部会）の委員名簿が表 6 である。専門部会（ワーキンググループ：WG）

委員の担当WG番号及び国際エキスパートを兼務した委員の担当専門部会及び国際WG/PT/MT番

号を示してある。 
専門部会（WG）専任委員名簿が表 7 である。こちらも各委員の担当専門部会及び国際 WG/PT/MT

の番号を示してある。 
専門部会の委員構成が表 8 である。この表は、表 6 及び表 7 を専門部会ごとに並べ替えたもの

である。 
このほか、JIS 原案作成委員会を JIS 作成の都度立ち上げている。 
なお、年度途中で退任した委員の記載は省略した。 

 
表 6－IEC/TC 44 部会 本委員会名簿（年度末現在）（順不同） 

 氏名 所属 専門部会 WG/PT/MT 

主査 福田 隆文 長岡科学技術大学 
IEC61496 
IEC62061(17305) 
IEC62998 

 

副主査 藤本 康孝 横浜国立大学大学院 IEC62046 
IEC62745  

委員 安井省侍郎 厚生労働省   

同 角  保志 国立研究開発法人産業技術総合研究所 IEC61496 
IEC62998 

WG10 
WG14 
MT61496-1,2,3 

同 松崎 寿久 一般社団法人日本印刷産業機械工業会 IEC62046  
同 大槻 文芳 一般社団法人日本工作機械工業会 IEC62046  
同 楠田冨士盛 一般社団法人日本鍛圧機械工業会   
同 吉田 孝一 一般社団法人日本電機工業会   
同 加藤  明 一般社団法人日本電気制御機器工業会   

同 櫛山 哲郎 一般財団法人日本品質保証機構 
IEC62061(17305) 
IEC62998 
IEC63074 

WG14 

同 赤羽 浩一 社団法人日本縫製機械工業会 
（ブラザー工業株式会社）  MT60204-31 

同 三浦 敏道 一般社団法人日本ロボット工業会   
同 土肥 正男 IDEC 株式会社    
同 内田 龍行 アズビル株式会社 IEC62061(17305)  
同 井土 伸彦 SGS ジャパン株式会社 IEC62061(17305)  

同 西條 広一 オークマ株式会社 IEC60204-1 
IEC62061(17305) PT60204-34 

同 村田 記一 技研トラステム株式会社 IEC61496 
IEC62998 

WG10 
WG14 
MT61496-1,2,3 

同 築山 和成 オムロン株式会社 IEC60204-1 
IEC62061(17305)  

同 十川 修一 川崎重工業株式会社 IEC62061(17305)  
同 降矢  裕 株式会社キトー IEC62745  

同 中谷 英司 株式会社SCREENセミコンダクターソリ

ューションズ IEC62024-33 WG11 

同 関口 雄一 テュフズードジャパン株式会社   
同 杉田 吉広 テュフ ラインランド ジャパン株式会社 IEC60204-1 WG13 
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 氏名 所属 専門部会 WG/PT/MT 
IEC62061(17305) 
IEC62745 
IEC63074 

MT60204-1 
MT62061 

同 真白すぴか 東京エレクトロン株式会社 

IEC60204-1 
IEC60204-33 
IEC62061(17305) 
IEC63074 

WG11 
WG15 
MT60204-1 
MT60204-33 

同 石原 幸次 布目電機株式会社 IEC60204-1 
IEC60204-33  

同 長谷川佳宣 パナソニック デバイス SUNX 株式会社

IEC60204-1 
IEC61496 
IEC62046 
IEC62061(17305) 

WG10 
MT61496-1,2,3 
MT62046 

同 戸枝  毅 富士電機株式会社 IEC62061(17305) 
IEC63074  

同 深谷 直樹 富士電機機器制御株式会社   
同 金子  靖 三菱電機株式会社   
同 高杉  司 株式会社明電舎   
同 中村  勉 株式会社安川電機 品質保証部   
オブザ

ーバ 佐野 浩一 経済産業省   

同 栗原 優子 経済産業省   
事務局 綾部 統夫 一般社団法人日本機械工業連合会   
同 宮崎 浩一 一般社団法人日本機械工業連合会   
同 吉田 重雄 一般社団法人日本機械工業連合会   
同 佐々木幹夫 一般社団法人日本機械工業連合会   
同 野村 浩章 一般社団法人日本機械工業連合会   
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表 7－専門部会（WG）専任委員名簿（年度末現在）（順不同） 

 氏名 所属 専門部会 WG/PT/MT 
委員 藤原 清司 国立研究開発法人産業技術総合研究所 IEC62998  
同 齋藤  剛 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 IEC62998  

同 畑  幸男 一般社団法人安全技術普及会 

IEC60204-1 
IEC62046 
IEC62061(17305) 
IEC63074 

MT62061 
JWG14 

同 阿部 倫也 一般社団法人日本電機工業会 IEC60204-1 
IEC62061(17305)  

同 安藤 充宏 アイシン精機株式会社 IEC62998  

同 岡田 和也 IDEC 株式会社 
IEC60204-1 
IEC62061(17305) 

MT62061 
JWG14 

同 栗山 龍起 IDEC 株式会社 IEC62745  
同 栗原 典久 アズビルトレーディング株式会社 IEC62046  
同 青木 友保 SGS ジャパン株式会社 IEC63074  
同 森田  寿 SGS ジャパン株式会社 IEC60204-1  
同 野島 篤志 株式会社エニー IEC62745  
同 飯田 龍也 オムロン株式会社 IEC62745  
同 依田 安基 オムロン株式会社 IEC63074  
同 諏訪 正樹 オムロン株式会社 IEC61496  

同 橋本  実 オムロン株式会社 IEC61496 
IEC62046  

同 樋口 敏之 オムロン株式会社 IEC62998  
同 丹  治彦 川崎重工業株式会社 IEC60204-33  
同 四元 清文 金陵電機株式会社 IEC62745  
同 田中 昌也 株式会社小松製作所 IEC63074  
同 増谷 栄伸 株式会社小松製作所 IEC62998  
同 久保 和雄 コマツ産機株式会社 IEC62745  
同 道場 栄自 コマツ産機株式会社 IEC60204-1  
同 西川重八郎 サルース・エンジニアリング・インターナショナル IEC60204-33  

同 黒住 光男 ジック株式会社 
IEC61496 
IEC62046 
IEC62998 

MT61496-1,2,3 
MT62046 

同 松山  健 JUKI 株式会社  MT60204-31 
同 藤川 智宏 住友理工株式会社 IEC62998  
同 石川 慈久 テュフズードジャパン株式会社 IEC60204-1  

同 浅井 由尚 テュフズードジャパン株式会社 IEC62998 
IEC63074  

同 松下 和也 テュフ ラインランド ジャパン株式会社 IEC60204-33  
同 安藤  玄 トヨタ自動車株式会社 IEC62998  
同 小林 孝之 日本信号株式会社 IEC62998  
同 外山 久雄 日本認証株式会社 IEC62061(17305)  
同 家重 孝二 株式会社日立産機システム IEC62745  
同 安藤 博篤 ファナック株式会社  PT60204-34 
同 松本  要 ファナック株式会社  PT60204-34 
同 石川 公忠 富士電機機器制御株式会社 IEC62061(17305)  
同 渡邊 勝昭 富士電機機器制御株式会社 IEC60204-1  

同 川田 浩彦 北陽電機株式会社 IEC62745 
IEC62998  

同 嶋地 直広 北陽電機株式会社 IEC61496  
同 小川 和臣 三菱重工工作機械株式会社 IEC60204-1  
同 榎本 健夫 三菱電機株式会社 IEC62061(17305) PT60204-34 
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 氏名 所属 専門部会 WG/PT/MT 
同 神余 浩夫 三菱電機株式会社 IEC63074 WG15 
同 堀  敏典 三菱電機株式会社 IEC62745  

同 山崎  浩 元 一般社団法人日本機械工業連合会 
IEC61496 
IEC62998 
IEC63074 

 

同 松尾 健治 株式会社安川電機  WG13 
同 大津 雅彦 BSI グループジャパン IEC60204-1  
オブザ

ーバ 
伊藤 哲朗 明治大学大学院 IEC62061(17305)  

同 清水 尚憲 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 IEC62998  
同 濱島 京子 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 IEC61496  
同 松井  旭 オムロン株式会社 IEC62061(17305)  
同 有田  隆 富士通コンポーネント株式会社 IEC62998  
同 大西 満輝 ヤンマー株式会社 IEC62998  
同 正木 一隆 元 象印チェンブロック株式会社 IEC62745  
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表 8－専門部会（WG）構成表（年度末現在）（順不同） 

WG 名 担当規格 構成メンバ エキスパート 
IEC60204-1 機械の電気装置 

第 1 部：一般要求事項 
 
IEC 60204-1  
JIS B 9960-1  

主査：杉田 吉広 
委員：畑  幸男 
阿部 倫也 
岡田 和也 
森田  寿 
西條 広一 
築山 和成 
道場 栄自 
石川 慈久 
真白すぴか 
石原 幸次 
長谷川佳宣 
大津 雅彦 
渡邊 勝昭 
小川 和臣 

杉田 吉広 
真白すぴか 

IEC 60204-33 半導体製造装置に対する要求事項

 
IEC 60204-33 
JIS B 9960-33 

主査：真白すぴか 
委員：丹  治彦 
西川重八郎 
中谷 英司 
松下 和也 
石原 幸次 

真白すぴか 
中谷 英司 

IEC 61496 電気的検知保護設備 
 
IEC 61496 シリーズ 
JIS B 9704 シリーズ 

主査：村田 記一 
委員：福田 隆文 
角  保志 
橋本  実 
諏訪 正樹 
黒住 光男 
長谷川佳宣 
嶋地 直広 
山崎  浩 
濱島 京子 

（オブザーバ） 

黒住 光男 
角  保志 
村田 記一 
長谷川佳宣 

IEC 62046 人の存在検知に対する保護装置の

適用 
 
IEC/TS 62046 

主査：藤本 康孝 
委員：松崎 寿久 
大槻 文芳 
畑  幸男 
栗原 典久 
橋本  実 
黒住 光男 
長谷川佳宣 

黒住 光男 
長谷川佳宣 

IEC 62061 
(17305) 

安全関連の電気・電子・プログラ

マブル電子制御システムの機能安

全 
 
IEC 62061 
JIS B 9961 

主査：戸枝  毅 
委員：福田 隆文 
畑  幸男 
阿部 倫也 
櫛山 哲郎 
岡田 和也 
内田 龍行 
井土 伸彦 
西條 広一 
築山 和也 
十川 修一 

杉田 吉広 
(MT62061) 
岡田 和也 
畑  幸男 
(MT62061/JWG14) 
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WG 名 担当規格 構成メンバ エキスパート 
真白すぴか 
杉田 吉広 
外山 久雄 
長谷川佳宣 
石川 公忠 
榎本 健男 
伊藤 哲朗 
（オブザーバ） 
松井  旭 
（オブザーバ） 

IEC 62745 ケーブルレスコントロールに対す

る要求事項 
 
IEC 62745 

主査：藤本 康孝 
委員：栗山 龍起 
野島 篤志 
飯田 龍也 
降矢  裕 
四元 清文 
久保 和雄 
杉田 吉広 
家重 孝二 
川田 浩彦 
堀  敏典 
正木 一隆 
（オブザーバ） 

杉田 吉広 

IEC 62998 電気的検知保護設備－人の保護に

使用する安全関連検知装置

(WG14) 
 
IEC 62998 

主査 角  保志 
委員 福田 隆文 
   藤原 清司 
齋藤  剛 
櫛山 哲郎 
安藤 充宏 
村田 記一 
樋口 敏之 
増谷 栄伸 
黒住 光男 
藤川 智宏 
浅井 由尚 
安藤  玄 
小林 孝之 
川田 浩彦 
山崎  浩 
清水 尚憲 
（オブザーバ） 
有田  隆 
（オブザーバ） 
大西 満輝 
（オブザーバ） 

角  保志 
村田 記一 
櫛山 哲郎 

IEC 63074 安全関連制御システムの機能安全

に対するセキュリティ (WG15) 
 
IEC 63074 

主査 真白すぴか 
   畑  幸男 
   櫛山 哲郎 
   青木 友保 
   依田 安基 
   田中 昌也 
   浅井 由尚 
   杉田 吉広 

真白すぴか 
神余 浩夫 
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WG 名 担当規格 構成メンバ エキスパート 
   戸枝  毅 
   神余 浩夫 
   山崎  浩 
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第３章 TC44の国際規格及び対応する 

日本工業規格 





 

 

3 TC 44 の国際規格及び対応する日本工業規格  

3.1 新規発行規格 

今年度に発行された国際規格（IEC 規格）を表 10 に、制定・公表された日本工業規格（JIS）を

表 11 に示す。 

表 10－発行された国際規格（IEC 規格） 

規格番号 発行年月 規格名 

IEC TS 60204-34 2016-08 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 34: 
Requirements for machine tools 

IEC 60204-1 2016-10 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 
requirements 

IEC 62745 2017-03 Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of 
machinery 

表 11－制定・公表された日本工業規格（JIS） 

規格番号 制定・公表日 規格名 
  なし 

 

3.2 IEC 規格と対応日本工業規格（JIS） 

年度末現在の、IEC 規格及び対応する JIS を表 12 に示す。 
 

表 12－IEC 規格と JIS の対応表 

国際規格 対応 JIS 
番号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

1-1 IEC 60204-1 
: 2005 (Ed.5) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 - Part 1: General requirements 

JIS B 9960-1 
: 2008 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 1 部：一般要求事項 

1-2 IEC 60204-1 
: 2005 
(Ed.5 Amd.1) 

同上 Amendment 1 JIS B 9960-1 
: 2008 
（追補 1） 

同上 追補 1 

1-3 IEC 60204-1 
: 2016 (Ed.6) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 - Part 1: General requirements 

JIS B 9960-1 
: 201x 準備中

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 1 部：一般要求事項 

2 IEC 60204-11 
: 2000 (Ed.1) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 - Part 11: Requirements for HV 
equipment for voltages above 
1000 V a.c. or 1500 V d.c. and 
not exceeding 36 kV 

JIS B 9960-11
: 2004 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 11 部：交流 1000 V 又は
直流 1500 Vを越え 36 kV以下
の高電圧装置に対する要求事
項 

3-1 IEC 60204-31 
: 2001 (Ed.3) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 -Part 31: Particular safety and 
EMC requirements for sewing 
machines, units and systems 

JIS B 9960-31
: 2004 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 31 部：縫製用機械、縫製
ユニット及び縫製システムに
対する安全性及び EMC 要求
事項 
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国際規格 対応 JIS 
番号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

3-2 IEC 60204-31 
: 2013 (Ed.4) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 -Part 31: Particular safety and 
EMC requirements for sewing 
machines, units and systems 

JIS B 9960-31
: 201x 準備中

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 31 部：縫製用機械、縫製
ユニット及び縫製システムに
対する安全性及び EMC 要求
事項 

4 IEC 60204-32 
: 2008 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 -Part 32: Requirements for 
hoisting machines 

JIS B 9960-32
: 2011 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 32 部：巻上機械に対する
要求事項 

5 IEC 60204-33 
: 2009 (Ed.1) 

Safety of machinery 
 - Electrical equipment of 
machines 
 -Requirements for 
semiconductor fabricating 
equipment 

JIS B 9960-33
: 2012 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 33 部：半導体製造装置に
対する要求事項 

6 IEC TS 
60204-34 
: 2016 

Safety of machinery – Electrical 
equipment of machines – Part 
34: Requirements for machine 
tools 

TS B 9960-34
準備中 

機械類の安全性 
－機械の電気装置 
－第 34 部：工作機械に対する
要求事項 

7 IEC 61310-1 
: 2007 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Indication, marking and 
actuation 
 -Part 1: Requirements for 
visual, auditory and tactile 
signals 

JIS B 9706-1 
: 2009 

機械類の安全性 
－表示、マーキング及び作動
－第 1 部：視覚、聴覚及び触
覚シグナルの要求事項 

8 IEC 61310-2 
: 2007 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Indication, marking and 
actuation 
 -Part 2: Requirements for 
marking 

JIS B 9706-2 
: 2009 

機械類の安全性 
－表示、マーキング及び作動
－第 2 部：マーキングの要求
事項 

9 IEC 61310-3 
: 2007 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Indication, marking and 
actuation 
 -Part 3: Requirements for 
location and operation of 
actuators 

JIS B 9706-3 
: 2009 

機械類の安全性 
－表示、マーキング及び作動
－第 3 部：アクチュエータの
配置及び操作に対する要求事
項 

10-1 IEC 61496-1 
: 2004 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 1: General requirements 
and tests 

JIS B 9704-1 
: 2006 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備 
－第 1 部：一般要求事項及び
試験 

10-2 IEC 61496-1 
: 2007 
(Ed.2 Amd.1) 

同上 Amendment 1 JIS B 9704-1 
: 2011 
（追補 1） 

同上 追補 1 

10-3 IEC 61496-1 
: 2012 (Ed.3) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 1: General requirements 
and tests 

JIS B 9704-1 
: 2015 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備 
－第 1 部：一般要求事項及び
試験 

11-1 IEC 61496-2 
: 2006 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 2: Particular requirements 

JIS B 9704-2 
: 2008 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備 
－第 2 部：能動的光電保護装
置を使う設備に対する要求事
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国際規格 対応 JIS 
番号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

for equipment using active 
opto-electronic protective 
devices (AOPDs) 

項 

11-2 IEC 61496-2 
: 2013 (Ed.3) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 2: Particular requirements 
for equipment using active 
opto-electronic protective 
devices (AOPDs) 

JIS B 9704-2 
第 3 版準備中

同上 

12 IEC 61496-3 
: 2008 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 3: Particular requirements 
for active opto-electronic 
protective devices responsive to 
diffuse reflection (AOPDDRs) 

JIS B 9704-3 
: 2011 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備 
－第 3 部：拡散反射形能動的
光電保護装置に対する要求事
項 

13-1 IEC TR 
61496-4 
: 2007 (Ed.1) 

Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 -Part 4: Particular requirements 
for equipment using vision 
based protective devices 

TR B 0025 
: 2010 
(2015 年 4 月
で廃止) 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備 
－第 4 部：映像利用保護装置
を使う設備に対する要求事項

13-2 IEC TS 
61496-4-2 
: 2014 (Ed.1) 

Safety of machinery – 
Electro-sensitive protective 
equipment – Part 4-2: Particular 
requirements for equipment 
using vision based protective 
devices (VBPD) – Additional 
requirements when using 
reference pattern techniques 
(VBPDPP) 

作成予定なし － 

13-3 IEC TS 
61496-4-3 
: 2015 (Ed.1) 

Safety of machinery – 
Electro-sensitive protective 
equipment – Part 4-3: Particular 
requirements for equipment 
using vision based protective 
devices (VBPD) – Additional 
requirements when using stereo 
vision techniques 
(VBPDST) 

作成予定なし － 

14 IEC TS 
62046 
: 2008 (Ed.2) 

Safety of machinery 
 - Application of personnel 
sensing protective equipment to 
machinery (PSPE) 

TS B 62046 
: 2010 
(2013 年 5 月
で廃止) 

機械類の安全性 
－人を検出する保護装置の使
用基準 

15-1 IEC 62061 
: 2005 (Ed.1) 

Safety of machinery 
 - Functional safety of 
safety-related electrical, 
electronic and programmable 
electronic control systems 

JIS B 9961 
: 2008 

機械類の安全性 
－安全関連電気、電子及びプ
ログラマブルﾙ電子制御シス
テムの機能安全 

15-2 IEC 62061 
: 2012 
(Ed.1 Amd.1) 

同上 Amendment 1 JIS B 9961 
: 2015 
（追補 1）  

同上 追補 1 
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国際規格 対応 JIS 
番号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 
15-3 IEC 62061 

:2012 
(Ed.1 Amd.2) 

同上 Amendment 2 JIS B 9961 
: 2015 
（追補 1）  

同上 追補 1 

15-4 IEC/TR 
62061-1 : 
2010 (Ed.1) 

Guidance on the application of 
ISO 13849-1 and IEC 62061 in 
the design of safety-related 
control systems for machinery 

－ － 

16 IEC TR 
62513: 2008 

Safety of machinery 
 - Guideline for use of 
communication systems in 
safety related applications 

TR B 0030 
: 2011 
（有効期限：
2016年7月31
日） 

機械類の安全性 
－安全関連用途の通信システ
ム利用指針 

17 IEC 62745 Safety of machinery - 
Requirements for cableless 
control systems of machinery 

作成予定  
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第４章 国際活動 





 

 

 

4 国際活動  

4.1 概要 

国際標準化活動の概要は次の通りである。 
- IEC 60204-1 Ed.6 開発の MT60204-1 に参加し IS を発行した。 
- JWG18 に参加し、IEC 60204-1 と IEC 61349-1,2 とのオーバーラップやギャップを確認し、レ

ポートを各々の担当 TC に提出した。 
- IEC 61496-3 改正の MT61496-3 に参加し Ed.3 の CDV を回付した。 
- IEC 60204-34 開発の PT60204-34 に参加し TS を発行した。 
- IEC 61496-1 Ed.3 のメンテナンスに参加した。 
- IEC 62046 改正の MT62046 が回付した CDV を審議した。 
- IEC 62061 と ISO 13849-1 との関係を検討し、ISO/IEC 17305 の開発中止後は Joint Ad hoc 

Group に参加した。 
- IEC 62061 改正の MT62061 に参加した。 
- IEC 62745 開発の WG13 に参加し IS を発行した。 
- IEC 62998 を開発する WG14 に参加し CD を回付した。 
- IEC 63074 を開発する WG15 に参加した。 

4.2 IEC 回付文書と国内での対応 

  IEC から回付された文書とそれへの対応は、表 13 のとおりである。 

表 13－IEC 回付文書と国内での対応 

文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 

44/761/RQ 2016-04-01 － 
Response to IEC/ TC 44 44/757/Q 
regarding the co-convenorship of WG 
13. 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/762/Q 2016-04-01 2016-05-13

Questionnaire regarding the 
Convenorship of MT62046 
"Application of presence sensing 
protective equipment to machinery" 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

し WG で審議 

44/763/AC 2016-04-08 2016-05-20 Call for nominations for Convenor of 
MT 62046 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/764/NP 2016-04-15 2016-07-08

SECURITY ASPECTS RELATED 
TO FUNCTIONAL SAFETY OF 
SAFETY-RELATED CONTROL 
SYSTEMS 

TC44 部会委員に

送付 

44/758/DTS/
W － － 

IEC/ TC 44 Questionnaire regarding 
IEC 62046 failed FDIS and 
possibility of publishing as a TS. 

（WITHDRAWN）

44/765/FDIS 2016-05-06 2016-06-17
Safety of machinery – Electrical 
equipment of machines - Part 1: 
General requirements 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

し WG で審議 

44/766/DA 2016-06-24 － 

Draft Agenda for the meeting of IEC/ 
TC 44 to be held as part of IEC 80th 
General Meeting, Frankfurt, 
Germany on Friday 14th October 
2016 (2016/10/14) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

し出席者検討 

121B/46/INF 
44/767/INF 

2016-06-24 
2016-07-01 － 

Result of IEC/SC121B/JWG18 
“Determination of overlap and gaps 
between IEC 61439-2 and IEC 
60204-1” 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

し WG で確認 

44/768/RVC 2016-07-08 － 
Safety of machinery - Requirements 
for the interfacing of cableless 
controllers to machinery 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付
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文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 

44/769/RVN 2016/07 － 

SECURITY ASPECTS RELATED 
TO FUNCTIONAL SAFETY OF 
SAFETY-RELATED CONTROL 
SYSTEMS. 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/770/CC 2016-08-05 － 

IEC 60204-11 "Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - 
Part 11: Requirements for HV 
equipment for voltages above 1 000 
V a.c. or 1 500 V d.c. and not 
exceeding 36 kV" 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/771/RVD 2016-08-05 － 

IEC 60204-1 Ed. 6.0 IEC 60204-1 
Ed6: Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines - Part 1: 
General requirements 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/772/CC 2016-08-05 － 

Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective 
equipment - Part 3: Particular 
requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection 
(AOPDDR) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/773/INF 2016-08-19 － 

STABILITY DATES FOR REVIEW 
AT THE MEETING OF IEC/ TC 44. 
To be held as part of IEC 80th 
General Meeting, Frankfurt, 
Germany: Steigenberger Hotel Room 
6 on Friday 14th October 2016 
(2016/10/14) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/774/INF 2016-08-26 － 

CONVENOR REPORTS: For the 
meeting of IEC/ TC 44 to be held as 
part of IEC 80th General Meeting, 
Frankfurt, Germany, Steigenberger 
Hotel Room 6 on Friday 14th 
October 2016 (2016/10/14) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/775/INF 2016-08-26 － 

LIAISON REPORTS: For the 
meeting of IEC/ TC 44 to be held as 
part of IEC 80th General Meeting, 
Frankfurt, Germany, Steigenberger 
Hotel Room 6 on Friday 14th 
October 2016 (2016/10/14) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/776/INF 2016-09-02 － 

IEC/TC 44 Strategic Business Plan 
(SBP) 2016 in new template. For 
discussion at the IEC/TC 44 2016 
Plenary meeting (44/766/DA). 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/777/PW 2016-09-09 － 
Programme of work of the 
Committee, as recorded by the IEC 
Central Office in its database 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/778/INF 2016-09-23 － Liaison report from IEC TC 3 to IEC 
TC 44 meeting in Frankfurt 2016 

TC44 部会委員及
び WG 委員に送付

44/779/INF 2016-09-23 － MT62061 Convenor report to 
IEC/TC 44 (2016-09) 

TC44 部会委員及
び WG 委員に送付

44/772A/CC 2016-11-11 － 

Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective 
equipment - Part 3: Particular 
requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection 
(AOPDDR) 

TC44 部会委員及
び WG 委員に送付
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文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 

44/780/CDV 2017-01-20 2017-04-14
IEC 62046: Safety of machinery – 
Application of protective equipment 
to detect the presence of persons 

TC44 部会委員に

送付及び WG で検

討 

44/781/RM 2016-12-02 － 

Technical committee no.44: Safety of 
Machinery – Electrotechnical aspects 
Draft Meeting Notes 
IEC/ TC 44 Plenary Meeting 2016 
Steigenberger Hotel Room 6, 
Frankfurt, Germany Friday 14th 
October 2016 (2016/10/14). 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/782/MTG 2016-09-07 － 

IEC 63074: SECURITY ASPECTS 
related to functional safety of 
safety-related control systems Report 
on Meeting  Kick-Off meeting 
London at BSI (Room 512) (DRAFT) 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/783/FDIS 2016-12-09 2017-01-20
IEC 62745 ED1: Safety of machinery 
- Requirements for the interfacing of 
cableless controllers to machinery 

TC44 部会委員に

送付及び WG で検

討 

44/784/CD 2017-01-20 2017-03-17

IEC 62998-721 ED1: Safety of 
machinery – Electro-sensitive 
protective equipment – Safety-related 
sensors used for protection of person 

TC44 部会委員に

送付及び WG で検

討 

44/785/RVD 2017-01-27 － RESULT OF VOTING ON FDIS 
IEC 62745 ED1 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/786/RR 2017-02-03 － REVIEW REPORT 
IEC 62061:2005 ED1 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/787/INF 2017-02-03 － 
ISO/TC 199 - IEC/TC 44 Joint 
Advisory Group Meeting report 
2016-12-15 

TC44 部会委員及

び WG 委員に送付

44/788/CD 2017-02-03 2017-03-31

IEC 62061 ED2: Safety of machinery 
- Functional safety of safety-related 
electrical, electronic and 
programmable electronic control 
systems 

TC44 部会委員に

送付及び WG で検

討 

 

- 29 - 

 

  



 

 

 

4.3 IEC 回付文書への対処 

 実施した、IEC 回付文書への対処内容を表 14 に示す。 

表 14－IEC 回付文書への対処 

対応文書等 提出日 締切日 表題/内容 対処内容 

44/756/CD 2016-04-25 2016-05-20

IEC 60204-11 "Safety of machinery – 
Electrical equipment of machines - Part 
11: Requirements for HV equipment for 
voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V 
d.c. and not exceeding 36 kV" 

コメント無しで

回答 

44/762/Q 2016-04-25 2016-05-13

Questionnaire regarding the 
Convenorship of MT62046 "Application 
of presence sensing protective equipment 
to machinery" 

コメント無しで

回答 

44/759/CD 2016-06-16 2016-06-24

Safety of machinery - Electro-sensitive 
protective equipment - Part 3: Particular 
requirements for Active Opto-electronic 
Protective Devices responsive to Diffuse 
Reflection (AOPDDR) 

コメント提出 

44/764/NP 2016-07-08 2016-07-08

SECURITY ASPECTS RELATED TO 
FUNCTIONAL SAFETY OF 
SAFETY-RELATED CONTROL 
SYSTEMS 

コメント付き賛

成投票実施 

44/765/FDIS 2016-06-16 2016-06-17
Safety of machinery – Electrical 
equipment of machines - Part 1: General 
requirements 

賛成投票実施 

44/780/CDV 2017-03-17 2017-04-14
IEC 62046: Safety of machinery – 
Application of protective equipment to 
detect the presence of persons 

コメント付き賛

成投票実施 

44/783/FDIS 2017-01-10 2017-01-20
IEC 62745 ED1: Safety of machinery - 
Requirements for the interfacing of 
cableless controllers to machinery 

賛成投票実施 

44/784/CD 2017-01-20 2017-03-17

IEC 62998-721 ED1: Safety of 
machinery – Electro-sensitive protective 
equipment – Safety-related sensors used 
for protection of person 

コメント提出 

44/788/CD 2017-02-03 2017-03-31

IEC 62061 ED2: Safety of machinery - 
Functional safety of safety-related 
electrical, electronic and programmable 
electronic control systems 

コメント提出 
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4.4 出席した国際会議一覧及び出席報告書 

今年度の国際会議出席実績一覧を表 15 に示す。更に、出席報告書を表 15 の後に順に示す。な

お、紙数の関係で主に出席報告書本体を掲載しており、添付資料等の大半は掲載を省略した。 

表 15－国際会議出席実績 

会議名 開催日 主な内容 
資料番

号 

TC44 meeting 2016-10-14 全体会議 4.4-1 
2016-04-12~14 IEC 62998 開発審議 4.4-2-1 
2016-09-19~21 IEC 62998 開発審議 4.4-2-2 WG14 
2016-12-12~14 IEC 62998 開発審議 4.4-2-3 
2016-09-06~07 IEC 63704 開発審議 4.4-3-1 

WG15 
2017-01-16~18 IEC 63704 開発審議 4.4-3-2 
2016-09-14~16 IEC 61496-3 Ed.3 開発審議 4.4-4-1 

MT61496-3 
2017-01-23~25 IEC 61496-3 Ed.3 開発審議 4.4-4-2 

MT61496-1&2 2017-01-24~25 IEC 61496-1 Ed.4 開発審議 4.4-5 
2016-04-25~27 IEC 62061 改訂審議 4.4-6-1 
2016-07-19~21 IEC 62061 改訂審議 4.4-6-2 
2016-10-05~07 IEC 62061 改訂審議 4.4-6-3 
2016-11-15~17 IEC 62061 改訂審議 4.4-6-4 

MT62061 

2017-01-31~02-02 IEC 62061 改訂審議 4.4-6-5 
JWG18 2016-04-26~29 IEC 61439-2 と IEC 60204-1 との関係検討 4.4-7 

2016-05-27 ISO/ TC 199 WG8 と IEC/ TC 44 WG7 との関係検討 4.4-8-1 
AHG-SW 

2016-09-05 IEC 62061 と ISO 13849 への提案検討 4.4-8-2 
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IEC/TC44総会（第80回 IEC総会）報告書 
 
会議名：IEC/TC44総会（第80回 IEC総会） 
【日時】：2016年10月14日（金） 9:00-16:00  
【場所】：ドイツ フランクフルトSteigenberger Hotel Room 6 
【出席者】：真白（東京エレクトロン），畑（コマツ産機） 
 

【報告】以下議事次第に沿っての会議報告状況のまとめ 

Opening of the meeting  (09.00 on 2016/10/14) 
前ACOS議長：ハーレスさん参加紹介 
ドイツ代表より挨拶 
Approval of the Agenda 44/766A/DA 
議事次第変更なくの承認 
To note the minutes of the meeting of IEC/TC44 held in Paris, France on 17th and 18th September 
2015.  44/749/RM 
Matters arising from the Minutes of the last meeting 44/749/RM 
以下の点を修正して承認。その他詳細について議論されたが，後日発行のTC44 議事録にて確認が必要。 
DECISION３：（TR）⇒（TS）・セキュリィについてはTC65-WG12とTC44-WG15が連携を取って進

めることが確認された。 
Information from IEC Central Office資料無  
特になし 
Report from ASEC ( Advisory Committee on Information security and data privacy) (Mr Patrick 
Gehlen) 資料無 
Common Guide for implementing securityの開発がASEC中心で進められている。 
Report from ACOS (Mr Philippe Juhel) 資料無 
TC122・GSP IEC62477-1 電力コンバータ、                                 

IEC62477-2 1000V(AC)/1500V(DC)から35KV(AC)･54KV(DC)についての紹介 
SC23E・GSP IEC60775（CAMAC）の紹介 
「Security aspect and safety」についてプラントにおける安全機能と操作機能のSecurity（完全性、有用

性、信頼性）についてACSECとの連携で将来の開発との報告 
低電圧に関するリスクアセスメント（RA）ガイド（ガイド１１６）について IEC60204-1などの規格使

用の前の段階としてのガイド116によるRAの重要性についてについて（低電圧指令のリスクアセスメン

ト指針であるCENELEC ガイド３２についても紹介された）議論が交わされた。 
TC ACOSモニタについて「IECguide104 Ed.5 The preparation of safety publications and the use of 
basic safety publications and group safety publications」の紹介があった。 
次のACOS Workshop の紹介があった。 
日本開催 2017年6月28-29日 
プログラム 
Security and IoT 
Safety of industry 4.0 
新ロボット安全要求事項 
Humanコラボレーションロボット 
Advisory Committee on Applications of Robotic Technology (ACART) (Tomas Piltz)資料無 
 IEC-ISOにおけるロボットの比較についての口頭説明 
Reports from Working Groups                         To note the 
reports from the Convenors and consider any matters of principle with regard to the current work 

- 32 - 

 

  



4.4-1 

 

 

items  44/774/INF 
MT 60204-1: Safety of machinery: electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
(Convenor: Mr Jay Tamblingson) 44/774/INF 
Ed6が本会議の前日出版されたが、IECとENの同時Votingができなかったことが報告された。 
（同時Votingができなかった原因）：Juhel氏より60204-1とRAとの関係が（コンサルタントにより）

問題視されたのが原因。規格を完全に守ることができればよいが、IECガイド116によるRAでの対応も

ある。 
Gehlen氏（TC44議長）より IEC/EN60204-1は、MD整合規格である。MT(メンテナンス)プロセスで

検討するとの報告 
MT 60204-11 Proposal to start the maintenance of IEC 60204-11             (Mr 
Ansgar Müller→代わりにMr. Antonio Fabiani /IT より報告) 44/774/INF 
CDV-2017年予定との報告 
MT 60204-31 Convenor: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and 
systems (Convenor: Mr W Hagemeyer) 44/774/INF 
MTでEMCが必要か、また何故本規格が必要かについても検討する。 
MT 60204-32: Requirements for hoisting machines                      (Convenor: Mr Gerhard 
Schmid). 資料無 
MTが必要か9月26日に検討→メンテナンスすることになった。先ずは7か国12名でホイストに関する

検討する。次回会議予定 2月14・15日 
WG 11: IEC 60204-33 Requirements for semi-conductor manufacturing equipment (Convenor: Mr 
Chris Evanston) 資料無 
IEC60204-1の完成を待っていた。MTを来年度から開始する。 
PT 60204-34 - IEC/TS 60204-34 Requirements for machine tools               (Conveor: Mr 
Zuguang Huang) 44/774/INF 
IEC/TS 8月16日発行 
GBスケジュール 来年度スタート。Part1来年度GB規格化（IDT） 
3年後に IECのTSをどうするか（TSとして延長、ISにUpgrade等）決める予定 
MT 61310 (Parts 1,2 and 3): Safety of machinery – Indication, marking and Actuation (Convenor: Mrs 
Helga Derr) 資料無 
Part1:旧TC16（TC3に移管された）の規格、TC3、IEC60445等も含め全体の整理が必要との報告 
MT 61496-1 & 2: Electrosensitive protective equipment – Part 1: General requirements and tests - 
Part 2: Particular requirements for equipment using opto-electronic protective devices (Convenor: Mr 
Frank Webster) 資料無 
今後の会議予定 1月１4・15日 ドイツで開催（Part1/2/3を1月会議予定） 
MT 61496-3: Electrosensitive protective equipment - Particular requirements for Active 
opto-electronic Protective Devices response to Diffuse Reflection (AOPDDR) (Convenor: Mr Thomas 
Boemer) 44/774/INF 
Part3（レーザスキャナ）:CD 2017年3月完了、CDV 2018年予定。 
WG 10: IEC 61496-4: Vision based protective equipment with reference pattern (VBPERP) (Convenor: 
Mr Frank Webster) 資料無 
タイトルVBPDの修正：DをDeviceとする。 
Part4-1/Part4-2/Part4-3に分ける。将来に向けてのNo.取り。会議予定未定。 
MT 62046 Application of PSPE to machinery IEC 62046: Safety of machinery - Application of 
personnel sensing protection equipment to machinery (PSPE) (Convenor: Mr Peter Still stepped 
down) 資料無 
議長Peter Still 病気で引退。次期議長案としてドイツは、Otto氏に反対。現状はまだPeter Stillの状況

である。 
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CDV:2013は承認されなかった。 
2016年5月会議：New CDVとして提出、MTは、CDVとして提案したい。 
ドイツ見解：IEC62046は、IEC61496Part1とすべき。 
MT 62061: Safe control systems for machinery              (Convenor: Mr Derek 
Jones) 44/779/INF 
３Ad-Hocグループ（IEC/TC44と ISO/TC199）にて審議。 
ソフトウエア：MTドラフトに折り込み済。（IEC/ISOで統一したドラフト追加） 
Validation：先週（10 月初め）終了。62061（電気）・13849(機械、空圧、油圧、電気)と違うスコープの

整合⇒1stCDについて次回のMTで検討。 
IEC62061 １stCD:次回MT、4月：コメント、3年後： 終目標 
IEC62061 Low-Demand-Modeを含めて検討している。 
WG 13 - IEC 62745 Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery (Convenor: 
Mr Phillip Parry) 44/774/INF 
リモートコントロール検討グループ発足 
IEC60204-1との連携も図る。（60204-1MTのConvenorによれば要求内容にコンフリクト有り） 
ドイツーTomas Piltzの意見：コントローラ・機械を含めた IoT/Industry4.0を見据えたSafety・Security
規格では？ 意図について検討する必要がある。 
IoTをカバーするBasic Standardだと主張している人々もいるが現在のScopeはWirelessのHMIに限

定されており、センサー・アクチュエータを含まないという反論も出された 
WG 14 IEC 62998 Ed 1: Electro-sensitive protective equipment – Safety-related sensors used for 
protection of person                   (Convenor: Mr Martin Wüstefeld) 
44/774/INF 
IEC62998/IEC61496-3合同京都会議報告 
IEC63074 (WG-15) Security Aspects for safety （Convenor: Mr. Patrick Gehlen） 
FDIS by 2018 
ISO TC199ではSecurityのWORK予定が無いため、そちらの使用も考慮 
ISO/IEC 17305 (formerly IEC 62737) Safety functions of control systems - JWG 14 - Joint Working 
Group with ISO/TC 199 (Convenor: Mr Philippe Juhel). 資料無 
TC44は、機械安全の規格の読者を考慮した規格にする。 
Timeスケジュールは、CD:2017/07、CDV:2018-1月、FDIS:2018-7月、IS:2019-12月 
TC199は、本プロジェクトに参加しない。 
IEC/SC 121B/JWG 18 (Convenor: Mr Federico Dosio) 44/774/INF 
資料説明のみ 
 
 
Liaison matters 
To receive reports from liaison representatives and consider the need to add or delete any (liaison 
representatives in brackets). 44/775/INF 
IEC/TC 3 Information structures, documentation and graphical symbols.       (Mr Jacques 
Vandendriessche) 44/775/INF 
IEC60204-1が影響を受ける IEC/TC3の規格（60445:電線識別、62596-1、63063、82079-1：マニュア

ル等、60617：シンボル）は、変更時トラブルになる。メーカー・ユーザーが付いていけない。 
TC3規格は、強制でない。 
IEC/SC 22G Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters. 
(Mr Sergio Vellante) 44/778/INF 
資料報告 
ISO/TC39/SC10/WG1 (Position vacant) 資料無 
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日本より以下を報告（ISO/TC39/SC10/WG1国際エキスパート：畑） 

   
IEC/TC 56 Dependability (Mr Bernard Mysliwiec)- 資料無 
特に報告なし 
IEC/TC 64 Electrical installations and protection against electric shock      (Mr Patrick 
Gehlen) 44/775/INF 
TC64について資料報告のみ 
IEC/SC 65A Industrial-process measurement and control - system aspects   (WG14 – Mr Bernard 
Mysliwiec) 44/775/INF  
TC65A について資料報告のみ 
IEC61443-1-3のWPは賛成が得られたもののExpertを出すP-Memberの数が足りずOn Hold状態 
TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment.           (Mr Jay 
Tamblingson). 44/775/INF  
CDV時に IEC60204-1とのSCOPEのオーバーラップが数カ国から指摘されたがWGはRejectしFDIS
段階 
TC66：大きな機械、小さな機械では異なるとの報告。 
イタリアよりもし安全上、生命の危険に関わる問題があればNCとしてSMBにあげるとの意思表示。 
IEC/TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities   (Mr Walter 
Gebhart). 資料無 
報告なし 
IEC/TC 94 All-or-nothing electrical relays                      (Mr Peter 
Still stepped down, position vacant)- 資料無 
報告なし：UKより・TC44より交代要員を検討する。 
IEC/TC 99 System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal 
voltages above 1kv a.c. and 1.5kv d.c., particularly concerning safety aspects  (Pouw Jongbloed)  資
料無 
2017年に初回会合を開く。 
IEC/SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear                             (Mr Peter Still 

- 35 - 

 

  



4.4-1 

 

 

stepped down, position vacant) 資料無 
IEC/SC121 
IEC/SC 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies           (Dr Dosio)  44/775/INF 
資料報告 
ISO/TC 184/SC 2 Industrial automation systems and integration – Robots for industrial 
environments (Mr Steve Shaw) 44/775/INF 
報告なし 
CEN/TC 143/WG 1 Machine tools – Metal forming machine tools – Safety -   (Mr Otto Goernemann) 
資料無 
報告なし（10.3と同一） 
CEN/TC 114 – ISO/TC 199 Safety of machinery,                                       (Mr Patrick 
Gehlen, Mr. Otto Görnemann).  44/775/INF 
資料報告 
CLC/TC 44X Safety of machinery – Electrotechnical aspects                        (Mr Peter 
McNicol– Chairman). 資料無 
 
Strategic Planning 
Programme of work as recorded in the IEC database 44/777/PW 
報告なし 
To review TC 44 stability dates as recorded under “Publications issued” on the TC 44 website.
 44/773/INFｚ 
IEC60204-1 2021年：5年メンテナンスの説明。 

 
Strategic Business Plan (SBP) 44/776/INF 
Conformity Assesment IEC/ISO directive 2 -6.7の説明 
 
 

- 36 - 

 

  



4.4-1 

 

 

 Any other business 
特になし 
Date and place of the next meeting 
次回 中国 2018年4月 開催 
Close of meeting      (by 16:00 on 2016/10/14) 
 

以上 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
Technical committee no.44: Safety of Machinery – Electrotechnical aspects 

 
             Draft Meeting Notes 

            IEC/ TC 44 Plenary Meeting 2016 
Steigenberger Hth otel Room 6, Frankfurt, Germany 

Friday 14 October 2016 (2016/10/14). 
 
1. Opening of the meeting  

 Opening: 09.00 on 2016/10/14.  
 Welcome from DKE.  
 Welcome to previous TC 44 Chair Friedrich Harless. 
 Attendance: See signed attendance sheet (Annex A). 

 
2. Approval of the Agenda (44/766A/DA)  

 Agenda 44/766A/DA approved with following changes: 
o Item 9.13: WG13 Convenors are now Mr Antonio Fabiani and Mr Andreas Fey.  
o Item 9.15: to be changed to WG15 update instead of JWG 14 as that was incorrectly listed (JWG 14 
is covered in item 9.16). 
o Item 10.7: Italy request regarding IEC 61010-2 scope conflict with IEC 60204-1. 
 
3. To note the minutes of the meeting of IEC/TC44 held in Paris, France on 17th and 18th 
September 2015 (44/749/RM) 

 44/749/RM noted and approved. 
 
4. Matters arising from the Minutes of the last meeting 

 D1/2015: Recommendations to IEC/65 
o Liaison supported by TC 65: Patrick Gehlen to be registered as the official IEC/TC 44 Liaison to 
IEC/TC 65. 

 D2/2015: JWG with IEC TC/65 
o Corrigendum of IEC 62443-2-4 rejected by Central Office: a new Amendment has started. 

 D3/2015: Create guidance (TR) for WGs: how to integrate appropriate references 
regarding “security"  
o The group decided to create a NP for a new IS on behalf of IEC/TC 44. 
 44/764/NP: voted with 100% approval. 
 IEC/ TC 44/WG 15: created with the goal to create an IS (IEC 63074) 
 IEC/ TC 44 WG 15 should be the official contact point to for IEC/ TC 65, especially for the IEC 
62443 series. 
 Liaison Officers: Two members of IEC/ TC 44 WG 15 are also members of IEC/ TC 65 WG 20 (TS 
“bridging safety & security”).  

 D4/2015: Liaison from TC3 
o Decision 4.1/2015: IEC/TC 44 to communicate to IEC/TC 3: The importance of existing identification 
system and not object orientated in the field of machinery safety. 
 IEC TC 3 noted the issue on item 4.1 at their last plenary meeting held in Stockholm November 2015. 
However TC 3 would like have more information about issue(s) to discuss further and consider future 
improvements (e.g. which TC 3 standard(s) involved) (see item 10.1). 
o Decision 4.2/2015: Establish Liaison officer from IEC/TC 3 to IEC/TC 44: Arto Sirviö (see item 10.1). 

44/781/RM 
 

For IEC use onl y 
2016-12-02 
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 D5/2015: IEC TC/44 representative to ACART 
o Liaison established: Thomas Pilz (see item 8). 

 D6/2015: IEC 61439-2 to consider the following comment on 121B/28/CD for Ed. 3 of IEC 
61439-2: 'Replace the 6th dash of the Scope with the following: “This part provides supplementary 
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies that can be applied in addition 
to those given in IEC 60204-1 for assemblies intended for use as part of the electrical equipment of 
machines.”'  
o Results of JWG18 to be considered by MT 60204-1. 

 D7/2015: Withdraw TR 61496-4 
o TR 61496-4 was still available in October 2016, IEC have agreed to remove it. 

 D8/2015: Low demand safety aspects study group set up. 
o MT 62061 will consider this topic. 

 D9/2015: ISO/IEC 17305, JWG 14. TC/199 requested to consider changes 
o ISO stopped the ISO/IEC 17305 work, but maintenance of ISO 13849-1 has started (see item 10.15). 

 D10/2015: Schedules for ISO 13849, IEC 62061 and ISO/IEC 17305. From TC/199. 
o Both standards will be revised and a JAG was installed. 

 D11/2015: Scope and safety conflicts between IEC 61010-2-120 and IEC 60204-1, SMB made 
aware.  
o Discussions have taken place, there are on-going concerns and a proposal from Italy (see agenda 
item 10.7). 

 D12/2015: Convenors/Liaison confirmation.  
o MT 62046, ballot held approving Peter McNicol but request to open for nominations- and Otto 
Görnemann nominated. MT has discussed the issue (see item 9.11). 
 
5. Information from IEC Central Office 

 Technical Office Matei Cocimarov attended from 1pm and assisted in answering technical 
questions,'2016 IEC_CO news' presentation uploaded to TC/44 documents following the meeting. 
 
6. Report from ACSEC ( Advisory Committee on Information security and data privacy) (Mr 
Patrick Gehlen) 

 A new IEC GUIDE 120 – 'Security aspects - Guidelines for their inclusion in standards' is being 
written. 
o TC 44 (and TC 65) have members on this group, TCs will be asked for feedback on draft documents. 
o First draft is expected to be available for comment in January 2017. 
 
7. Report from ACOS (Mr Philippe Juhel) 

 Philippe Juhel could not attend the meeting but provided a report: see 'ACOS review by Philippe 
Juhel' uploaded to TC/44 documents following the meeting. 
o Safety requirements are being harmonized. 
o Guide 104 is being developed. 
 
8. Advisory Committee on Applications of Robotic Technology (ACART) 

 ACART is advisory to ISO & IEC for the Robotics field. 
o Guide on Robotics being drafted. 
o There is some overlap with ISO & IEC standards. 
o IEC 60204-1 MT is involved. 
o Two ACART meetings have been held, the next meeting will be held in late October 2016. There will 
be a request for TC 44 input after then. 
 
9. Reports from Working Groups (44/774/INF) 
9.1. MT 60204-1: Safety of machinery: electrical equipment of machines - Part 1: General 
requirements (Convenor: Mr Jay Tamblingson) 

 See 44/774/INF. 
o The final voting on the FDIS for the 6th revision of IEC 60204-1 was completed and passed 
unanimously.  Multiple editorial comments were submitted with the vote, but as IEC rules limit changes 
to correcting errors only at the FDIS stage, most were held over until the next maintenance cycle. 
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o The European version of 60204-1 received negative assessments by EU consultants: TC 44X shall 
discuss next steps at their Plenary meeting later in the day. TC 44 request that TC 44X are involved in 
the European harmonization at early stages of standards development with EU Consultant checks at 
early stages where possible to try to reduce the risk of delays after FDIS. 
 Guide 116 should be considered. 
 CLC/TC 44X might propose a new IEC MT is necessary. 
o JWG18 results and FDIS comments will be considered in a future revision of IEC 60204-1. 
 
D1/2016:  
60204-1 has been approved for publication via parallel vote (IEC & CLC), however: 

 There are issues with European Commission Consultant checks for the CENELEC final 
European Harmonized proofing version to receive EC Official Journal (OJ) Listing. 
o CLC Harmonized version issues to be resolved by CLC/TC 44X and CLC/EC Consultants so 
that it can be published and listed in the OJ. 
o CLC/TC 44X are asked to aim for EC Consultant checks at earlier stages in future to reduce the 
risk of delays beyond Formal Vote. 
o IEC publication to go ahead without change. 
o IEC 60204-1 MT to have face to face meeting to discuss future work:  
 FDIS technical comments that could not be incorporated to be considered.  
 JWG18 suggestions to be considered.  
 Synchronizing with 62745 to be considered. 
 MT to decide what work needs to be done and develop the project planning of the next maintenance 
cycle. 
 
9.2. MT 60204-11 Proposal to start the maintenance of IEC 60204-11 (Mr Ansgar Müller)  

 See 44/774/INF. 
o 60204-11. Electrical equipment of machines – Requirements for HV equipment for voltages above 
1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV.  
 Edition 1, 2000-07. Review 2014. 
 Proposal to start maintenance: 44/720/DC. 
 Experts (presently): IT, NL, DE. 
 Scope of equipment: 

 Electrical equipment for machinery operating above 1 kVAC (1.5 kVDC) and not exceeding 36 kV. 
 Examples: 
o Compressors. 
o Cranes. 
o material stocking-out and reclaiming, conveyors. 
o mills, extruders. 
o paper and board making machines. 
o pumps, ventilators. 
o rolling mill for metals. 
o tunnelling, mining and quarrying machines. 
 Formal and editorial items to be revised: 

 Scope of equipment. 
 Alignment with. 
o Part 1, Edition 6 (to be published). 
o IEC 61936-1 Power installations > 1 kV. 

 Annex ZZ (for listing the European Version under the Machinery Directive 2006/42/EC). Attempting 
to involve EC Consultants at early stages. 

 Refer to resolution of comments: 44/739/INF. 
o Technical changes in second edition. 

 Aspects of risk assessment acc. to ISO 12100.  
 Equipotential bonding and earthing. 
 EMC and power quality. 
 HV switchgear and controlgear. 
 Creepage distances for conductors and slip-ring assemblies. 
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 List of machinery using HV equipment in Annex A. 
 

 Timeline – second edition of Part 11: 
Date   Action   Work Item      Place  
April 2015  1st meeting   Kick-off         Frankfurt, DE  
July 2015  2nd meeting   Resolution of comments      Delft, NL  
Sept. 2015  Report to TC   Status of maintenance      Paris, FR  
Nov. 2015    3rd meeting     Implementation of comments    Kamen, DE  
Dec. 2015      Circulation CD   
June 2016     4th meeting     Resolution of comments on CD    Frankfurt, DE  
Sept. 2016     5th meeting     Implementation of comments + Draft CDV   Kamen, DE  
≤ Nov. 2016   Circulation CDV   
 
9.3. MT 60204-31 Convenor: Particular safety and EMC requirements for sewing 
machines, units and systems (Convenor: Mr W Hagemeyer)  

 See 44/774/INF.  
o The convenor has started to check the differences between IEC 60204-1 Version 5 and 6. After that 
the maintenance team has to be activated to discuss the differences and the effect on the 60204-31. 
 
D2/2016: 
MT 60204-31 

 MT 60204-31 to consider if EMC requirements are still needed and why they want the standard. 
 MT60204-31 to be asked if the historical reasons for the work being within IEC/TC 44 can be 

explained. 
  
9.4. MT 60204-32: Requirements for hoisting machines (Convenor: Mr Gerhard Schmid). 

 See 'Convenors_report_MT60204-32-160923' uploaded to TC/44 documents following the 
meeting. 
o Kick-off meeting of MT60204-32 held on Sept. 23, 2016 in Frankfurt, Germany expert resolutions of 
meeting:  
 to do a maintenance: first comparing IEC 60204-1 Ed 5.0 and Ed6.0, consider also high 
voltage for hoisting machines. Stay as standalone standard. 
 next meeting 14th/15th February in Biberach, Germany. 
 Additional Experts are invited to join MT 60204-32. 
D3/2016: 
MT 60204-32 

 Calling notice: Additional Experts are invited to join MT 60204-32 'Requirements for hoisting 
machines'  
o MT registration is made via the National Standards Body of the nominated expert. 
 
9.5. WG 11: IEC 60204-33 Requirements for semi-conductor manufacturing equipment 
(Convenor: Mr Chris Evanston) 

 The MT had been waiting for the 60204-1 to be published, work should now be started in early 
2017. 
 
9.6. PT 60204-34 - IEC/TS 60204-34 Requirements for machine tools (Convenor: Mr 
Zuguang Huang) 

 See 44/774/INF. 
o IEC/TS 60204-34:2016 was published by IEC on 9th August 2016.  
 DTS 60204-34 voting and comments collection was finished on 18th September, 2015.The result of 
DTS 60204-34 (Document 44/735A/DTS) shows 8 of 12 P-members voted in favor. The DTS is 
approved. Also, IEC/PT 60204-34 had received 90 comments (from 8 p-members: DE, FI, GB, IT, JP, 
NL, SE and US). 
 The 5th IEC/PT 60204-34 meeting was held from 1st-3rd, December 2015 in Frankfurt, Germany. 
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In that meeting, DTS 60204-34 comments were processed. After that meeting, DTS 60204-34 was 
finished and sent to secretariat of IEC/TC 44. 
 On 29th June 2016, the convener of IEC/PT 60204-34 received affected proofing questions from 
IEC for 60204-34 from Mr. Ben Hedley and was asked to answer the questions in the next few 
days. These questions are all editorial questions. Convener’s answers to these questions were 
made and sent to Mr. Ben Hedley on 4th July, 2016. 
 On13th August 2016, IEC/TS 60204-34:2016 was published by IEC. 
 China will have a mandatory GB publication. 
 There are no plans to go from a TS to IS at the moment. 
 
9.7. MT 61310 (Parts 1,2 and 3): Safety of machinery – Indication, marking and Actuation 
(Convenor: Mrs Helga Derr) 

 The standards are based on TC 3 safety standards that have not changed in the last year 
therefore there has been no work within MT 61310. 

 Also see item 10.1 for TC 3 update. 
 
9.8. MT 61496-1 & 2: Electrosensitive protective equipment – Part 1: General requirements 
and tests - Part 2: Particular requirements for equipment using opto-electronic protective 
devices (Convenor: Mr Frank Webster) 

 61496-1: maintenance is planned 
 o Next meeting 24-25th January 2017. 

 61496- 2: published in 2015, there are no amendment plans at the moment.  
 
9.9. MT 61496-3: Electrosensitive protective equipment - Particular requirements for Active 
opto-electronic Protective Devices response to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
(Convenor: Mr Thomas Boemer) 

 See 44/774/INF.  
o The 2nd edition of IEC 61496-3 was published in 2008. The maintenance team started its work in 
2014. A major task is to work on the proposal to extend the scope of the standard to 3D (see 
44/643/DC and 44/650/INF). 3D-techniques using a volume for protecting person from injury are seen 
by many safety experts as a must for evolving application that allow collaboration between man and 
machine, e.g. collaborative robots. 
o The MT has 23 members, an average of 14 members and guests have attended the last meetings.  
o Maintenance meetings held: 
 2014-05-07/09 in Sankt Augustin, Germany. 
 2014-09-15/17 in Cologne, Germany. 
 2015-01-26/28 in London, UK.  
 2015-05-20/22 in Waldkirch, Germany. 
 2015-09-28/30 in Düsseldorf, Germany. 
 2016-01-11/13 in London, UK. 
o Next meetings: 
 2016-09-14/16 in Kyoto, Japan. 
 2017-01-23/25 in Ostfildern, Germany.  
o A first CD was published in March 2016 (see 44/759/CD).  
o FDIS is anticipated in early 2018. 
 
9.10. WG 10: IEC 61496-4: Vision based protective devices (VBPD) 
 (Convenor: Mr Frank Webster)  

 No work or meetings are planned at the moment, WG to be kept active for the time being though- to 
be disbanded once there is an MT. 

 61496-4-1: Not existing because no general requirements. Number to be kept for the time being, 
although no work is planned. 

 61496-4-2: 2017 Stability date. 
 61496-4-3: 2018 Stability date. 

 
9.11. MT 62046 Application of PSPE to machinery IEC 62046: Safety of machinery - 
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Application of personnel sensing protection equipment to machinery (PSPE) (Convenor: Mr 
Peter Still stepped down) 

 Peter Still stepped down as Convenor in 2015 and Frank Webster stepped in to cover the role until 
a new nomination was approved, thanks to Frank Webster for this assistance.  

 Peter McNicol and Otto Goernermann were nominated for the new MT 62046 Convenorposition 
but the German delegation to the TC 44 Plenary meeting announced that Otto Goernermann's 
nomination would be withdrawn so Peter McNicol can now be registered as the MT 62046 Convenor. 
 
D4/2016 
MT 62046 
o Peter McNicol is approved by IEC/TC 44 to be registered as the MT 62046 Convenor. 
 

 62046 
o CDV approved to go to FDIS in 2013. 
o FDIS failed in 2015, as second FDIS was not possible. 
o TC 44 then agreed that 62046 should go ahead as a TS and then try for IS publication but due to the 
fact that there were FDIS comments to be addressed and additional TC approval required the MT has 
since decided that it would be better to submit the draft they have as  CDV then FDIS (i.e. to try for IS 
publication rather than TS). 
 
D5/2016 
62046 

 62046 approved to be submitted for CDV rather than as a TS (ideally using the current registered 
work item but to be registered as a new work item if required by IEC). 
 
9.12. MT 62061: Safe control systems for machinery (Convenor: Mr Derek Jones) 

 See 44/779/INF. 
o By the date of the 2016 IEC TC44 Plenary, five meetings of IEC/TC44 MT62061 will have taken 
place since the meeting of IEC/TC44 in 2015 in Paris. 
o The maintenance team consider that, due to the stopping of work on the former ISO/IEC 17305 it is 
necessary start maintenance work on IEC 62061 with the intent of moving to a new edition of the 
standard. A proposal document for maintenance work has been prepared. 
 
D7/2016 
62061 

 62061 revision to start. 
o There will be a broader scope based on the 7305 approach to include terms for all technologies.  
o IEC  work item (i.e. not parallel with ISO to begin with, ISO to be involved later). 
 
o The MT has discussed risk evaluation and agreed that it should be developed as a new work item 
proposal for a TR in a separate group independent of MT 62061, proposal to be sent to the TC 44 
Secretary soon. 
  
9.13. WG 13 - IEC 62745 Requirements for the interfacing of cableless controllers to 
machinery (Convenors: Mr Antonio Fabiani and Mr Andreas Fey.) 

 Phillip Parry resigned, Mr Antonio Fabiani and Mr Andreas Fey are now the official 
coconvenors. 

 See 44/774/INF.  
o WG13 met, in total, fourteen times, managing two CDs and one CDV. This is a recap of WG13 
history/stages: 
 2011, March - New work item Proposal (44/632/NP) 
 2011, July - WG13 constitution 
 2011, October - WG13 first meeting in London to develop the first CD 
 2013, February - first CD circulation (44/686/CD) 
 2014, March - second CD circulation (44/706/CD) 
 2015, May - CDV circulation (44/728/CDV) 
 2016, June - ADIS proposal (44/…/FDIS) 
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 2016, February - change of convenorship from P. Parry to A. Fabiani and A. Fey 
 2016, July - DEC (Draft at Editing Check) 
 2016, December - expected foreseen publication date 
o To analyze all CDV collated comments, WG13 met last year three times: 
 in Frankfurt (DE), on November 2015 
 in Brescia (IT), on March 2016 
 in Helsinki (FI), on May 2016 
o WG13 completed the evaluation of all comments received after CDV circulation and produced the 
FDIS for submission to National Committee for voting. 
 All editorial comments by IEC Central Office have been dealt. 
 All accepted comments (full, in principle or partially) have been considered in a new draft of the 
existing CDV to became a FDIS. 
 A final editorial verification has been performed by convenors. 
 No comments still remain open or pending after the last meeting; the job of the group is 
considered completed. WG13 doesn't consider necessary a second CDV being the resulting 
document mature enough. 
 The finalized document has been forwarded to TC44 Secretary for next steps and vote. 
o WG13 also agreed to start soon a maintenance cycle in case, after publication of the Standard IEC 
62745, will arise specific issues or correction needs. 
 WG13 experts want highlight that this new standard is, nowadays, expected by the cableless 
market, either manufacturers, certification body, laboratories, market surveillance authorities, etc. 
 It's also confirmed by the attendance to the WG13 meetings, increased with new experts after the 
first CD stage. 
 Furthermore this document (sometime not in proper way) is already quoted in some "certification 
procedures" or similar documents, by various parties, demonstrating the exigence to have a 
reference for cableless control systems for machinery. 
 The document resulting for vote, according WG13 experts, is in line with TC44 Strategic 
Business Plan (SBP) by SMB. 
 For these reasons and other minor, WG13 asks TC44 National Committees to approve the FDIS to 
allow the issue of the new Standard IEC 62745. 
o Note:  
 No 62745 conflict with wireless 61158 series 
 Other standards already want to use 62745 as their basis. MT to give TC 44 guidance on what is 
covered as base standard. 
 
 
D8/2016: 
62745 

 62745 to be synchronised with 60204-1. 
  
9.14. WG 14 IEC 62998 Ed 1: Electro-sensitive protective  equipment –  Safety related 
sensors used for protection of person (Convenor: Mr  Martin Wüstefeld) 

 See 44/774/INF. 
o 62998: Forecast 1CD 2017-02, Publication 2018-10. 
 26 members from 8 countries. Next meeting 2016-12-12, Germany – Waldkirch Preparing CD. 
Mainly discussed content. 
 1st time generic approach independent to sensor technology. 
 1st time calculate limits failure to danger of detection capability. 
 1st time safety related sensor fusion. 
 1st time safety related measurement information's. 
 1st time calibration of sensor systems at user side. 
o CD will be submitted to TC Secretary on 15th December 2016, IEC have been asked if they will be 
able to process it and start the ballot by early January (some doubt due to holiday season). 
 
9.15. WG15 Security aspects related to functional safety of safety-related control systems 
(Convenor: Mr Patrick Gehlen)  
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 ISO/IEC 17305 (formerly IEC 62737) Safety functions of control systems – JWG 14 - Joint Working 
Group with ISO/TC 199 (Convenor: Mr Philippe Juhel) on hold. 

 WG15 established in 2016 with Patrick Gehlen as Convenor.  
o Calling notice for members to join WG15. 
o There is agreement that there are no conflicts with TC 199. 
 
D9/2016: WG15 

 WG15 established in 2016 with Patrick Gehlen as Convenor. 
 Calling notice: Additional Experts are invited to join WG15 'Security aspects related to functional 

safety of safety-related control systems'. 
o WG registration is made via National Mirror Committee Programme Managers. 
 
9.16. IEC/SC 121B/JWG 18 (Convenor: Mr Federico Dosio) 

 See 44/774/INF, and 44/767/INF. 
 IEC/SC 121B/JWG 18 was set up after the resolution of the appeal raised to SMB by UK/TC 44 

National Committee (supported by DE/TC 44 National Committee) against the IEC/SC 121B/5/NP, 
the scope of which was to prepare the new standard IEC 61439-8 - LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR 
AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES – Part 8: Assemblies for machinery (cabinets, board or 
panels). 
 
The target of IEC/SC 121B/JWG 18 was to analyse the existing gaps and overlaps between IEC 
61439-2 and IEC 60204-1, and to evaluate how these might be resolved and accommodated within 
these standards. The members who attended this JWG represented approximately equally TC44 an 
SC121B. 
 
IEC/SC 121B/JWG 18 has worked in 2015 and 2016. During the detailed discussions, the JWG 
identified a number of gaps and overlaps in the two standards (30 possible changes or additional 
parts in IEC 61439-1 or IEC 61439-2 and 12 possible changes or additional parts in IEC 60204-1). 
These gaps and overlaps were evaluated and proposed solutions developed. 
 
The JWG has considered particularly relevant the following items:  
o an assembly forming part of the electrical equipment of a machine has to comply with IEC 60204-1. In 
addition the assembly may also comply in full or in part with IEC 61439-2; 
o the application of IEC 61439-2 should be clearly identified at the start of the project; 
o if the designer of an assembly or a manufacturer of an electrical equipment including assemblies 
for machine follows both IEC 60204-1 and in full or in part IEC 61439-2, the assembly has to comply 
with relevant requirement of both standards. In case of differences where it is impossible to comply 
with the requirements of both standards, IEC 60204-1 shall take precedence. 
 
IEC/SC121B/MT2 and IEC/TC44/MT60204-1 have been invited to consider the outcome 
(document 44/767/INF) of IEC/SC121B/JWG18 for the maintenance, respectively, of IEC 61439-1 
(or 2) and of IEC 60204-1. 
 
The JWG considers its task completed and proposes the JWG18 to be disbanded subject to both 
TC44 and SC121B approval. Note: TC44 approve this. 

 Also see: 
o Agenda item 10.12 IEC/SC 121B Liaison report. 
o 44/767/INF: Result of IEC/SC121B/JWG18 "Determination of overlap and gaps between IEC 
61439-2 and IEC 60204-1".  
o IEC/SC121B/MT2 and IEC/TC44/MT60204-1 have been invited to consider the outcome 
(document 44/767/INF) of IEC/SC121B/JWG18 for the maintenance, respectively, of IEC 
61439-1 (or 2) and of IEC 60204-1. 
 
D10/2016: 
IEC/SC 121B/JWG 18 

 Result of JWG (item 9.16) supported by TC44, TC44 ask TC121 to support this consideration: 
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o an assembly forming part of the electrical equipment of a machine has to comply with IEC 60204-1. 
In addition the assembly may also comply in full or in part with IEC 61439-2; 
o the application of  IEC 61439-2 should be clearly identified at the start of the project; 
o if the designer of an assembly or a manufacturer of an electrical equipment including assemblies 
for machine follows both IEC 60204-1 and in full or in part IEC 61439-2, the assembly has to comply 
with relevant requirement of both standards. In case of differences where it is impossible to comply 
with the requirements of both standards, IEC 60204-1 shall take precedence. 

 IEC/TC44/MT60204-1 (and IEC/SC121B/MT2) have been invited to consider the outcome 
(document 44/767/INF) of IEC/SC121B/JWG18 for the maintenance, respectively, of IEC 61439-1 
(or 2) and of IEC 60204-1. 
o MT60204-1 shall consider the outcome document 44/767/INF. 
 
10. Liaison matters (44/775/INF)  
10.1. IEC/TC 3 Information structures, documentation and graphical symbols. (Mr Arto 
SIRIVÖ)  

 See 44/775/INF: From IEC/TC 3/1253A/RM: Item 29.2. IEC TC 44 Safety of machinery - 
Electrotechnical aspects, Document 3(Kista/TC44)06.  
o The Liaison Officer, Mr. Sirviö, presented the report and informed about a notification in the report 
from TC 44 plenary meeting saying that “TC 3 standards will not be applicable in TC 44 context, due 
to the complexity”. The Liaison Officer was asked to check the background of this statement. 
o TC 3 would like have more information about issue(s) to discuss further and consider future 
improvements (e.g. which TC 3 standard(s) involved). 

 See 44/778/INF: Issues need for TC3/SC3C/TC 44 coordination: 
o IEC TC 3 has noted minutes (44/749/RM) from TC 44 last plenary meeting held in Paris (2015). 
There is TC 44 Decision 4/2015 which is related to TC 3: 
 TC 44 to communicate to TC 3: The importance of existing identification system and not object 
orientated in the field of machinery safety 
 TC 3 would like to have more information about the decision to discuss further at TC 3 level 
and consider future improvements (e.g. which TC 3 standard(s) involved).  

 Note: Machinery can have incremental upgrades, so if the documentation is different it causes 
problems and there is therefore a need for close liaison.   

 MT 60204-1 (Supika Mashiro) will provide more information directly to Arto Sirivö.   
D11/2016  
TC 3  

 Arto Sirivö is now the official TC 3 Liaison  
 In 2015 TC 44 communicated to TC 3: 'The importance of existing identification system and not 

object orientated in the field of machinery safety'. TC 3 would like to have more information about the 
decision to discuss further at TC 3 level and consider future improvements (e.g. which TC 3 standard(s) 
involved).  
o MT 60204-1 shall provide more  information directly to Arto Sirivö  
 
 
D12/2016  
IEC 60204-1  

 IEC 60204-1 references dated to IEC 60445:2010 to be adopted to new Ed.  
 

 Document 44/765/FDIS (closed on 2016-07-15) for IEC 60204-1 Ed 6: Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements include a graphical symbol for use on 
equipment IEC 60417-5011: "ON"/"OFF" (push button). In Table 2 of 44/765/FDIS, IEC 60417-5011 
appears twice, but both titles "ON (hold-to-run)" and "HOLD TO-RUN" are different from the recent title 
of IEC 60417-5011.  
o IEC 60417-5011: "ON"/"OFF" (push button).  
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o SC 3C would like to know TC 44 opinion to add alternative title to graphical symbol IEC 60417-5011?  
 IEC 60204-1 will consider “ON”/”OFF” and give feedback to TC 3.  
 
D13/2016  
MT 60204-1  

 IEC MT 60204-1 will consider “ON”/”OFF” (push button) symbol question from 44/778/INF 
and give direct feedback to TC 3.  
 
o Background information:  
In Table 2 of 44/765/FDIS for IEC 60204-1 Ed 6, IEC 60417-5011 appears twice, but both titles "ON 
(hold-to-run)" and "HOLD-TO-RUN" are different from the recent title of IEC 60417-5011 "ON"/"OFF" 
(push button):  
 
 
 
 
 
SC 3C would like to know the opinion of TC 44 to add an alternative title to graphical symbol IEC 
60417-5011.   
 
 
10.2. IEC/SC 22G Adjustable speed electric drive systems incorporating 
semiconductor power converters. (Mr Sergio Vellante)   

 Mr Sergio Vellante was not at the meeting and will now be resigning from the role, this is therefore a 
vacant Liaison position and TC 44 are asked for nominations.  
 
D14/2016  
Calling notice for vacant Liaison roles, nominations to be sent to TC 44 Secretary by 2017/03/01.   

 A) IEC/SC 22G 'Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor 
power converters'   o IEC/SC 22G ' Liaison to TC 44 Mr Sergio Vellante has resigned from the role so the position is 
vacant.   
 
 
10.3. ISO/TC39/SC10/WG1  

 See ISO_TC39_SC10_WG1-progress report(2016-10-14)' uploaded to TC/44 documents following 
the meeting.  
o ISO/FDIS 16092‐1 'Machine tools safety‐Presses – Part 1: General safety requirements'.  
 Approved Stage.  
o ISO/CD 16092‐2 Machine tools ‐ Safety for presses – Part 2: Mechanical presses'.  
 CD approved for registration as DIS.  
o ISO/FDIS 16092‐3 'Machine tools safety‐Presses – Part 3: Sarety requirements for hydraulic 
presses.  
 Approved Stage.  
o ISO/CD 16092‐4 'Machine tools‐Safety for presses – Part 4: Pneumatic presses'.  
 CD approved for registration as DIS.  
 
10.4. IEC/TC 56 Dependability (Mr Bernard Mysliwiec)  

 The next IEC/TC 56 Plenary meeting is taking place in late November 2016. Nothing else to report.   
 
10.5. IEC/TC 64 Electrical installations and protection against electric shock (Mr Patrick 
Gehlen)  

 See 44/775/INF.  
o Maintenance on several parts of IEC 60364.  
 Plenary accepted to circulate a questionnaire to member countries to ask for their opinion on the new 
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proposed IEC 60364 structure.  
o MT 17 - New edition of the IEC 61140 (2016-02) as BSP.  
 IEC 61140 is intended for use by product committees but not intended for the “end user” (installer, 
manufacturer). Product committees have to develop specific requirements in line with IEC 61140.  
 Information: An equipment having provisions for connection to a PE shall not be considered as a 
Class II equipment, except for a double or reinforced PE conductor running through the Class II 
equipment.  
o LV DC installations:  
 Decision adopted by TC64 in Beijing to completely cover DC installations in IEC 60364 within normal 
maintenance will certainly take many years. In the meantime CGA SA noted that: IEC/SMB decided to 
set up SEG4 on LV DC installation with a limited life time (2 years max). A new System Committee may 
follow!  
 
10.6. IEC/SC 65A Industrial-process measurement and control - system aspects (WG14 – 
Mr Bernard Mysliwiec)  

 See 44/775/INF.  
o WG10 IEC 62443 series:   
 IEC 61443-1-3 Ed1.0 (System security compliance metrics): did not pass.  
 IEC 62443-3-3 Ed1.0 (System security requirements and security assurance level): Corrigendum 
issued.  
 IEC 62443-4-2: Compilation of comments achieved, no significant modification planned.  
o JWG13 Safety requirements  
 IEC 61010-2-201 Ed2. (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, 
and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for industrial-process measurement, 
control and automation equipment, specifically control equipment). IS 2016-06.  
 IEC 61010-2-202 Ed1.0: (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control 
and laboratory use) Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve and actuator. 
FDIS 2016-01, On schedule.  
o WG 16 DIGITAL Factory  
 IEC 62832-1 Ed. 1.0 (Industrial-process measurement, control and automation Digital 
Factory framework) Part 1: General principles.  
 DTS now expected in April 2016, and TS publication in February 2017  
o Report from AHG1 (Framework toward coordinating Safety, Security)  
 TC65 noted the report of AHG1, presented by its Convenor Mr Koji Demachi.  
  

 Note: TC 44/WG 15 will comment via liaison officers to SC 65A/ WG20  
 
10.7. TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment. 44/775/INF (Mr Jay 
Tamblingson).  

 See 44/775/INF.  
o IEC 61010-2-120 Ed. 1.0 “ Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for 
equipment with aspects of machinery”.   
 proceeded to FDIS stage. While multiple comments regarding potential scope conflict with IEC 
60204-1 were submitted by several NC’s, all were rejected by the working group.  
 On-going concerns include:  

 Need to include language indicating that a manufacturer could alternatively use IEC 
60204-1 to satisfy electrical safety requirements.  

 Need to resolve contrast with 60204-1 for particular types of machinery (e.g. coordinate 
measuring machines).  

 Need to clarify the scope of “industrial control process equipment” with aspects of machinery.  
 It is recommended that TC44 consider these issues and determine if any additional response is 

appropriate.  
 See '44_IT_Frankfurt_01_Rev_1' uploaded to TC/44 documents following the meeting.  
o Italian request about the new incoming standard IEC 61010-2-120 - Safety requirements for 
electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-120: Particular safety 
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requirements for machinery aspects of equipment  
 Since the last plenary meeting the Italian National Committee has drawn the attention to a potential 
overlapping of the future standard IEC 61010-2-120 with the IEC 60204-1 and with others ISO basic 
machinery sector standards due to a different approach to electrical safety. For details, please see 
document 44/IT/La Plaine Saint-Denis/01.  
 Considering that:  

 IEC/TC44 with its Decision 11 (44/749/RM) officially raised the question to IEC/TC66.  
 ISO/TC199 fully supported Decision 11 of IEC/TC44 with its Resolution 257 (Mainz 

17,2015-10-29).  
 the incoming new standard IEC 61010-2-120 heavily overlaps IEC 60204-1.  
 the recommendations of amendments to the scope of IEC 61010-2-120, proposed to  IEC /  

TC66 by several national committees in order to avoid this overlapping, have been taken  into 
account.  
 The Italian Technical Committee proposes:  

 to urgently inform SMB about this existing and not resolved overlapping problem  
 to invite SMB to formally ask IEC/TC66 to stop immediately the publication of IEC 61010-2-120 and 

to modify the scope of IEC 61010-2-120 clearly excluding the application of the standard to the 
machinery sector.  
o TC 44 proposes:   
 IT to raise the issue nationally with SMB as first step and to note if there is a safety issue (i.e. 
danger to life) (Note: IEC TMB can stop an FDIS or publication if there is a danger to life safety issue).  
  
10.8. IEC/TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities (Mr 
Walter Gebhart).  

 No report.  
 
10.9. IEC/TC 94 All-or-nothing electrical relays (Mr Peter Still stepped down, position 
vacant)  

 No report. Position vacant.  
 
D14/2016  
Calling notice for vacant Liaison roles, nominations to be sent to TC 44 Secretary by 
2017/03/01.   

 B) IEC/TC 94 'All-or-nothing electrical relays'  o IEC/TC 94 Liaison to TC 44 Mr Peter Still has 
resigned from the role so the position vacant)  
 
10.10. IEC/TC 99 System engineering and erection of electrical power installations in systems 
with nominal voltages above 1kv a.c. and 1.5kv d.c., particularly concerning safety aspects 
(Pouw Jongbloed)  

 The first meeting will take place in Vadivostock, Russia in 2017. 
 
10.11. IEC/SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear (Mr Peter Still stepped down, 
position vacant)  

 No report, Position vacant.   
 
D14/2016  
Calling notice for vacant Liaison roles, nominations to be sent to TC 44 Secretary by 
2017/03/01.   

 C) IEC/TC 94 'All-or-nothing electrical relays'  o IEC/TC 94 Liaison to TC 44 Mr Peter Still has 
resigned from the role so the position vacant)  
 
 
10.12. IEC/SC 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Federico Dosio)  

 Issues also discussed in:  
o Item 9.1 MT 60204-1.  
o Item 9.16 IEC/SC 121B/JWG 18.   
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 See 44/767/INF  
o 44/767/INF: Result of IEC/SC121B/JWG18 "Determination of overlap and gaps between IEC 
61439-2 and IEC 60204-1".  

 See 44/775/INF.  
o IEC/SC 121B/MT 2 (which is in charge for the maintenance of the revision of IEC 61439-1 and -2) 
is continuing its works to produce the 3rd edition of the two standard IEC 61439-1 and IEC 61439-2 
under its responsibility.  
o In September 2015 the compilation cmments of IEC 61439-1 and 2, coming from the nationals 
committees, have been discussed and solved by the IEC/SC 121B/MT 2 which prepared the 
respective CDV documents published in March 2016. In June 2016 the result of the vote of the CDV 
documents showed the positive vote for both CDVs.  
o Presently IEC 61439-1 and IEC 61439-2 FDIS documents are expected to be produced by IEC/SC 
121B/MT2 and published by IEC before the end of the Year; for both the standards, in case of positive 
vote, the forecast for the publication is for July 2017.   o After the positive position of the national committees on the start of a JWG between IEC/TC 44 and 
IEC/SC 121B (document 44/731/RQ) to solve the overlaps and gaps between IEC 60204-1 and IEC 
61439-2 (instead of to continue the preparation of a new specific standard for the assemblies for 
machines under the responsibility of IEC/SC 121B), a new IEC/SC 121B /JWG 18 “Determination of 
overlaps and gaps between IEC 61439-2 and IEC 60204-1” was set up.  
o The JWG started its works in October 2015 and finished the works in May 2016. More detail about 
this JWG are available in the specific part of the convenor’s reports of the IEC/TC 44 general 
meeting 2016.  

 See '44_IT_Frankfurt _ 02__rev_1' uploaded to TC/44 documents following the meeting.  
o Italian request about the result of IEC/SC121B/JWG18 “Determination of overlap and gaps 
between IEC 61439-2 and IEC 60204-1” (point 10.12 of agenda 44/766A/DA)  
oThe Italian National Committee, taking into account the outcome of IEC/SC121B/JWG18 
(document 44/767/INF) and also considering the long maintenance of IEC 60204-1 to prepare ed. 
6.0, asks IEC/TC44 to start as soon as possible  
 or the maintenance of a new IEC 60204-1 edition 7.0   
 or an amendment to IEC 60204-1 ed. 6.0 in order to incorporate the identified proposed 
modifications.  
 Issue discussed in item 9.1 'MT 60204-1'  

 JWG18 results and FDIS comments will be considered in a future revision of IEC 60204-1. (See 
Decision D1/2016)  
 
10.13. ISO/TC 184/SC 2 Industrial automation systems and integration – Robots for industrial 
environments (Mr Steve Shaw) (44/775/INF)  

 See 44/775/INF.  
o TC 184/SC 2 has moved work to TC 299/WG 3 (to be changed for next TC 44 agenda)  
o Mr Steve Shaw has retired, Mr Dave Reade to replace as liaison to TC 44.  
o Mr Tianliang Hu (CN) to be registered as 184/SC 1 Liaison 
 
 
10.14. CEN/TC 143/WG 1 Machine tools – Metal forming machine tools – Safety (Mr Otto 
Görnemann)  

 No report.  
 
10.15. CEN/TC 114 –  ISO/TC 199 Safety of machinery, (Mr Patrick Gehlen, Mr. Otto 
Görnemann).  

 See 44/775/INF.  
o Cancellation of work item ISO 17305, reasons are:  
 cancel the ISO/IEC 17305 project before it is cancelled automatically.  
 set the JWG1 dormant and thanks its Convenor, Mr. Juhel (FR) for the work done.  
o Establishment of an ISO/TC 199 - IEC/TC 44 Joint Advisory Group.  
 To recommend the best way forward. It should incorporate the general outline and Scope taking into 
consideration, in particular, the results of the questionnaire done by the JWG .1  
 First meeting in 2016-01-22.  
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 Next meeting scheduled in 2016-12.  
o Revision of ISO 13849-1:2006.  
 TC 199 agrees to adopt a new work item to technically revise ISO 13849-1:2006 “Safety of 
machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design” under 
VA ISO Lead and the responsibility of its WG 8.  
 First meeting in 2016-05-24 to proposal of future work: Technical work and outline.  
 Common work related to Software and Validation with members of IEC 62061.   
 Common annex planned as “bridging between IEC 62061 and ISO 13849-1  
 2nd meeting End of August.  
o New Edition of ISO 13850:2015 “Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for 
design” was published.  
o Technical revision of ISO 13851:2002 (Two hand control) has been started.  
o Revision of ISO 14118 “Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up”has been 
started.  
 
 
 
10.16. CLC/TC 44X Safety of machinery – Electrotechnical aspects (Mr Peter McNicol
– Chairman).  

 CLC/44X prEN 60204-1 failed the consultant assessment, requires:  
o More detail on noise emission needed in order to comply with the essential  
requirements of the MD (2006/42/EC)  
o Annex Z for MD (2006/42/EC)   
o more LVD information in Annex Z (LVD2 2014/35/EU)  
o Proposed next steps:  
 Issues to be discussed in CLC/TC 44X meeting at 4pm (directly after IEC/TC 44 meeting)  
 The TC/44X Chair (Peter McNicol Cc’d) is discussing next-steps with Joanna Frankowska at CLC 
andf CEN Consultant Mr Kurtz.   
 
11. Strategic Planning  
11.1. Programme of work as recorded in the IEC database  

 See 44/777/PW: noted.  
 
11.2. To review TC 44 stability dates as recorded under “Publications issued” on the TC 44 
website. (44/773/INF)  
 Publication 

Number 
 Publication 

Date 
 Stability 

Date
 Revised Stability 

Dates 
 Maintenance 

Team 
 Project in 

progress
IEC 60204-1 Ed. 5.1  2009-02-11  2016  Replaced by Ed.6   

(with 2018 stability)
IEC 60204-1 Ed.  
6.0 (CDIS)

IEC 60204-1 Ed. 5.0  2005-10-25  2017  Replaced by Ed.6   
(with 2018 stability)

MT 60204-1  IEC 60204-1 Ed.  
6.0 (CDIS)

IEC 60204-1 am1 Ed.  
5.0  

2008-11-27  2017  Replaced by Ed.6   
(with 2018 stability)

MT 60204-1  IEC 60204-1 Ed.  
6.0 (CDIS)

IEC 60204-11 Ed. 1.0  2000-07-31  2017  2018  
 

03  IEC 60204-11 Ed.  
2.0 (1CD)

IEC 60204-31 Ed. 4.0  2013-04-23  2018  MT60204-31    

IEC 60204-32 Ed. 2.0  2008-03-10  2018  MT 60204-32    

IEC 60204-33 Ed. 1.0  2009-12-10  2016  2018 11    

IEC 61310-1 Ed. 2.0  2007-02-16  2018  MT 61310    

IEC 61310-2 Ed. 2.0  2007-02-16  2016  MT 61310    

IEC 61310-3 Ed. 2.0  2007-02-16  2016  2018 MT 61310    

IEC 61496-1 Ed. 3.0  2012-04-05  2017  2018 MT 61496    
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 Publication 
Number 

 Publication 
Date 

 Stability 
Date

 Revised Stability 
Dates 

 Maintenance 
Team 

 Project in 
progress

IEC 61496-2 Ed. 3.0  2013-01-30  2018  2018 MT61496-1&#38;2    

IEC 61496-3 Ed. 2.0  2008-02-13  2017  2018  
 

MT61496-3  IEC 61496-3 Ed.  
3.0 (1CD)

IEC/TR 61496-4 Ed. 1.0 2007-07-10  2016  Delete
    

IEC/TS 61496-4-2 Ed. 1.0  
 

2014-06-19  2017  2018  
 

WG 10    
IEC/TS 61496-4-3 Ed. 1.0  
 

2015-05-19  2018    
 

WG10    

IEC/TS 62046 Ed. 2.0  2008-02-22  2017  2017 MT62046  IEC/TS 62046 Ed.  
3.0 (NCD) 

     IEC 62046 ed.1
 

IEC 62061 Ed. 1.0  2005-01-20  2016  2018 07  Ed.2  

IEC 62061 fC2 Ed. 1.0  2008-04-25  2016    Ed.2  

IEC 62061 am1 Ed. 1.0  2012-11-13  2016  WG 7  Ed.2  

IEC 62061 am2 Ed. 1.0  2015-06-26  2018  MT 62061  Ed.2  

IEC/TR 62061-1 Ed. 1.0 2010-07-12  2016  2018
    

IEC/TR 62513 Ed. 1.0  2008-02-27  2016  2018
    

ISO/IEC 13850 Ed. 2.0  2006-11-10  2017  JMT 13850  Delete*  

 
 
*ISO/EC 13850 Ed. 2.0; substituted by the ed. 3.0 since October 2015 and starting from this revision 
has not been prepared by a double logo ISO/IEC but only ISO.  
For this the Ed. 3.0 is now only under responsibility of ISO and not IEC: as a consequence it is 
necessary to remove it (agreed in Paris).  
 
11.3. Strategic Business Plan  (SBP)  

 See 44/776/INF  
 
D15/2016  
Strategic Business Plan (SBP)  

 See 44/776/INF: Strategic Business Plan (SBP) 2016 has been updated in a new template with 
new Section G 'Conformity Assessment' to be completed.   
o TC members to provide comment/suggestions to TC Secretary by 2017/03/01. 
 
12. Any other business  

 Italian letter regarding the TC 199 JWG (December 2015) has not had an official TC 44 answer. 
ACTION: The TC/44 Chair Patrick will respond after the next JAG meeting, December 15th.   
 

 Subject: Open public consultation on the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC  
o The EC has launched the open public consultation on the evaluation of the Machinery Directive 
2006/42/EC.  
o The goal is to investigate whether the legislation is still fit for purpose, whether it would need to 
change and how the Directive is implemented.  
o The questions in the survey seem to be addressed to manufactures and market surveillance 
authorities, so please consider circulating this message among the members of the TCs. There are no 
questions which directly relate to standardization.  
o The Commission intends to revise the Machinery Directive in the coming years and this study is a first 
step.  
o The European Commission published an open public consultation in the framework of the ongoing 
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study on the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC.  
o The consultation consists of an online questionnaire, that runs until 16 December 2016.  
o We invite all the citizens, and in particular companies, users (workers and consumers), public 
authorities, notified bodies, standardisation bodies and other sectorial interested parties at European, 
national and local level, to actively participate in this initiative, by answering the questionnaire and 
providing comments on the main issues related to the evaluation of the concerned EU legislation. Such 
contributions will be taken into due consideration in the final results of the study, as well as for the next 
possible developments in the sectorial legislation on Machinery.   o Background information and the questionnaire are accessible through this link:  
http://ec.europa.eu/growth/tools 
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931 . The consultation has been referred to also 
in "Your Voice in Europe":  
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/ .  
o Please feel free to share this information with all your references. For further information, 
clarification and assistance, do not hesitate to contact us through the Machinery functional e-mail 
box: GROW-MACHINERY@ec.europa.eu  
 
13. Date and place of the next meeting  

 TC 44 usually meet every 18 months  
 The Chinese delegation have offered the next meeting in China: 9-13th April 2018 (TBC), a two day 

meeting will be needed.  
o ACTION: TC Secretary to confirm meeting date and location and send out calling notice/draft 
agenda.  
 
14. Close of meeting  

 16:00 on 2016/10/14  
 

ANNEX A: IEC/TC 44 Plenary Meeting 2016/10/14 Decisions 
D1/2016:  
60204-1 has been approved for publication via parallel vote (IEC & CLC), however:  

 There are issues with European Commission Consultant checks for the CENELEC final 
European Harmonized proofing version to receive EC Official Journal (OJ) Listing.  
o CLC Harmonized version issues to be resolved by CLC/TC 44X and CLC/EC Consultants so 
that it can be published and listed in the OJ.  
o CLC/TC 44X are asked to aim for EC Consultant checks at earlier stages in future to reduce the risk 
of delays beyond Formal Vote.  
o IEC publication to go ahead without change.  
o IEC 60204-1 MT to have face to face meeting to discuss future work:   
 FDIS technical comments that could not be incorporated to be considered.   
 JWG18 suggestions to be considered.   
 Synchronizing with 62745 to be considered.  
 MT to decide what work needs to be done and develop the project planning of the next maintenance 
cycle.  
 
D2/2016:  
MT 60204-31 

 MT to consider if EMC requirements are still needed and why they want the standard.  
 MT to be asked if the historical reasons for the work being within IEC/TC 44 can be explained  

 
D3/2016:  
MT 60204-32  

 Calling notice: Additional Experts are invited to join MT 60204-32 'Requirements for hoisting 
machines'   
o MT registration is made via National Mirror Committee Programme Managers  
 
D4/2016  
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MT 62046  
 DE delegation withdraw MT 62046 Convenor nomination proposal for Otto Goernemann.  
 Peter McNicol is approved by TC 44 to be registered as the MT 62046 Convenor.  

 
D5/2016  
MT 62046  

 62046 approved to be submitted for CDV rather than as a TS (ideally using the current 
registered work item but to be registered as a new work item if required by IEC).  
 
 
  
D7/2016  
MT 62061 

 MT 62061 revision to start.  
o There will be a broader scope based on the 7305 approach to include terms for all technologies.   
o This will be an IEC work item (i.e. not parallel with ISO to begin with, ISO to be involved later).  
 
D8/2016: 
IEC 62745 

 IEC 62745 to be synchronised with IEC 60204-1.  
 
D9/2016: 
WG15  

 Calling notice: Additional Experts are invited to join WG15 'Security aspects related to 
functional safety of safety-related control systems'.  
o WG registration is made via National Mirror Committee Programme Managers.  
 
D10/2016:  
IEC/SC 121B/JWG 18  

 Result of JWG supported by TC44, TC44 ask TC121 to support this consideration.  
o an assembly forming part of the electrical equipment of a machine has to comply with IEC 60204-1. 
In addition the assembly may also comply in full or in part with IEC 61439-2;  
o the application of  IEC 61439-2 should be clearly identified at the start of the project;  
o if the designer of an assembly or a manufacturer of an electrical equipment including  
assemblies for machine follows both IEC 60204-1 and in full or in part IEC 61439-2, the assembly has 
to comply with relevant requirement of both standards. In case of differences where it is impossible to 
comply with the requirements of both standards, IEC 60204-1 shall take precedence.  

 IEC/TC44/MT60204-1 (and IEC/SC121B/MT2) have been invited to consider the outcome 
(document 44/767/INF) of IEC/SC121B/JWG18 for the maintenance, respectively, of IEC 61439-1 
(or 2) and of IEC 60204-1.  
o MT 60204-1 shall consider the outcome document 44/767/INF.  
 
D11/2016  
TC 3  

 In 2015 TC 44 communicated to TC 3: 'The importance of existing identification system and not 
object orientated in the field of machinery safety'. TC 3 would like to have more information about the 
decision to discuss further at TC 3 level and consider future improvements (e.g. which TC 3 standard(s) 
involved).  
o MT 60204-1 shall provide more  information directly to Arto Sirivö (Spukia)  
D12/2016  
IEC 60204-1  

 IEC 60204-1 references dated to IEC 60445:2010 to be adopted to new Ed.  
 
 
D13/2016 
MT 60204-1  
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 MT 60204-1 will consider “ON”/”OFF” (push button) symbol question from 44/778/INF and give 
direct feedback to TC 3.  
o Background information:   
In Table 2 of 44/765/FDIS for IEC 60204-1 Ed 6, IEC 60417-5011 appears twice, but both titles "ON 
(hold-to-run)" and "HOLD-TO-RUN" are different from the recent title of IEC 60417-5011 "ON"/"OFF" 
(push button):  
 
 
 
 
 
 

SC 3C would like to know the opinion of TC 44 to add an alternative title to graphical symbol IEC 
60417-5011.   
 

  
D14/2016  
Calling notice for vacant Liaison roles: nominations to be sent to TC 44 Secretary by 
2017/03/01.   

 A) IEC/SC 22G 'Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power 
converters'.  
o IEC/SC 22G ' Liaison to TC 44 Mr Sergio Vellante has resigned from the role so the position is vacant.   

 B) IEC/TC 94 'All-or-nothing electrical relays'   
o IEC/TC 94 Liaison to TC 44 Mr Peter Still has resigned from the role so the position vacant).  

 C) IEC/SC 121A 'Low-voltage switchgear and controlgear'  
o IEC/SC 121A Liaison to TC 44 Mr Peter Still has resigned from the role so the position vacant).  
 
DX/2016:  
Liaison registrations  

 Mr Arto Sirivö: TC 3.  
 Mr Patrick Gehlen: TC 65.  
 Mr Dave Reade: TC 299/WG 3.  
 Mr Tianliang Hu: TC 184/SC 1.  

 
D15/2016  
Strategic Business Plan (SBP)  

 See 44/776/INF: Strategic Business Plan (SBP) 2016 has been updated in a new template with new 
Section G 'Conformity Assessment' to be completed.  
o TC members to provide comment/suggestions to TC Secretary by 2017/03/01.  
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ANNEX B: IEC/TC 44 Plenary Meeting 2016/10/14 Signed Attendance List 
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IEC 62998  TC44 / WG14(3)  12-14.April, 2016 meeting 出席報告 

 
報告者： 村田記一（オプテックス株式会社）、櫛山 哲郎（JQA） 
会議日時： 2016年 4月12日（火）9:00～4月14日（木）14:00 
会議場所： CEI Office （CEI：イタリア電気協会）Milano, Italy 
 
出席者：主査：Mr. Martin Wustefeld, SICK AG ドイツ 

 ドイツ:  Mr. Thomas Bömer, IFA 

Dr. Markus Hammes, Sick AG 
   Mr. Dietmar Dottling, Pilz 
   Mr. Peter Robben, TÜV Rheinland 

Dr. Detlev Richter, TÜV Sud 

Mr. Hagen Binder, BGHM 

        UK             Mr. Derek Jones, Rockwell Automation 

            Mr.Peter McNicol, Safenet 

イタリア    Mr. Francesco Mirandola, Reer 

フランス    Mr. Jacques Vandendriessche, Schneider Electric 
 スイス:  Mr. Martin Hardegger, Rockwell (CEDES) 

        フィンランド  Mr. Kari Rintanen, Konecranes Plc 

 日本:  櫛山哲郎, JQA 

村田記一, オプテックス株式会社 

                                     計 15名 

 

CEIは、直訳すると「イタリア電気協会」で、MILANO市内の地下鉄駅の近くであり、交通の便利なと

ころに場所を取っていただいた。3日目には、朝から停電して、建物の中は真っ暗になっており入ること

ができず、会議が30分以上遅れると言うハプニングもあった。 
市内でいくつかの展示会が開催されていたようで、ホテルの予約が取れず、€60程度のホテルが、€200以

上になると言う状況で、我々日本人のチームは、地下鉄で20-30分程度の郊外のホテルに宿泊した。 
 

１．会議日程 

4月12日（火）9:00-17:00 オープニング、自己紹介、本会議 IEC62998 

4月13日（水）9:00-17:00 本会議 IEC62998 

4月14日（木）9:35-14:00 本会議 IEC62998 

 

2．会議の概要 

2.1  議論概要 
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3回目の会議となり、規格の概要が少し見えてきており、委員の共通理解が少しずつ深まっている。しか

し、ロボットやAGVへの搭載を 初から考えるか？機器固定で一般論を議論したうえで、part2でモバ

イルを考えるか？など、対立点も見えてきている。 
IEC61508、IEC62061、ISO13849との関連も、フローチャートなどで前回の会議で示されたので、具体

的な数値の計算も開始している。コンビナーのMartinによると、この規格を既存規格のガイドとして利

用することで、新しい技術やアプリケーションに対するセンサ・システムの規格取得をスムーズにしよう

と言うのが趣旨である。 
Open Issuesについて、一つずつ議論を進める。 
 

2.2 今後の予定 

第4回会議  2016 9/19（月） - 21（水）   場所：Omron 京都（日本） 
第5回会議  2016 12/12（月） - 14（水）   場所：Sick Waldkirch（独） 
第6回会議  2017 2/13（月） - 15（水）    場所：IFA or TUV Reinland (独） 
第7回会議  2017 5/10（月） - 12（水）    場所：未定 次回決定 
 
尚、同時開催が多かった IEC61496-3 WG10の会議は、以下の日程 
  2016 9/14（水） - 16（金）   場所：Omron 京都（日本） 
  2017 1/23（月） - 25（水）   場所：Pilz Ostfielden（独） 
 

2016年9月の会議（京都）は、IEC61496-3とのJoint会議とする。 

 

計画： 

2016年10月末  CD 
2017年4月  CDV 
2018年4月  FDIS 
2018年10月  IS 
 

３．IEC62998議論 

Open issue No.6-5、No.25 

・Open issueNo.6では、屋外仕様に関して、いくつかのテストの方法について議論されている。6.3 Test 
の項目を記述したので、その議論である。 

・本規格ではいくつかのテストが必要になってくるが、3章で10種類ものテストが定義されている。評価

をする場合、屋外環境の正確な設定を行うように求めている。しかし、実験施設の中で、屋外環境を再現

性良く実現することは難しい。たとえば、実験室の中で雪を降らせることは可能であるが、経済的な理由

から、現実的とは言えない。この場合、フィールドテストを行うこととする。 

 －＞具体的なフィールドテストは、1-2年かけて、全ての季節で1-2回の環境負荷をかけて行われる。 

 －＞たとえば、鉄道の評価テストの例がそうである。 

・各テストの6.3 での記述は以下の通り。テストの種類が多く、それぞれの理解のためにここにその意味

を意訳して記す。 

- type test：SRSの設計時に行う検知テストなど 
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- qualification test：SRSの部品の出荷時に行う品質テスト 

- routine test：生産時の工程内の主要部品の性能評価 

- endurance test：製品の寿命を評価するためのテスト 

- laboratory test：設計・開発時に製品の性能評価のためのテスト 

- maintenance test：装置の変更した場合などに行う現場における評価テスト。検知ゾーンの位置の確認

なども行う。 

- system test：SRS/SRSSの統合が正確にされているかの確認を行うテスト 

- simulation test：期待される使用環境に合致させて性能評価を行うテスト 

- acceptance test：SRSのメーカーと、システム・インテグレーターが合意するために行うテスト 

- field test：実際の使用環境にシステムを置いて行う評価テスト。一般的には、1年間以上、長期間行う。 

・言葉の定義として、verification と、validation が使われているが、本規格では、設計検証として行う

ものが、verification であり、現場の環境で動作を確認することを validation と定義しているようで

ある。まだ、editorialな確認はされていないので、現在は混在して使用されている感もあるが、チェック

するにとどめる。 

・6.3.3 Test method and test setup の 後の文章は、EMCテストを要求しており、参照規格として、

IEC61000-6-7:2014 としている。この議論は、IOS13849 でも始まっているが、本規格では general
にした方が良い。アプリケーションや、使用技術により参照規格が異なる場合がある。このような議論の

上で、本文ではなく、Note5 の中に記述することとする。IEC61496 の例でも、EMC に関する内容は、

別の規格と別けている。 

・本文中の参照規格は、以下の4つのみとした。 

  IEC60028 series 

  IEC61496 series 

    IEC60529 

    IEC600947-5-2 

・6.3.3.1 Test piece 

 使用する技術により、テストピースへの要求は異なる。本規格は一般論としたいので、テストピースは

メーカーが定義することとした。 

・しかし、テストピースの classification は行いたい（Martin）。Classification に関しては、会議前に準

備された” Open Issue 25_SubissueTest2016MWddcirculated.docx”に記載されている。内容としては、上

記の定義を記したもの。 

・ユーザが、メンテナンスのために必要なテストがあるので、Note は、「テストピースは、全体のテスト

装置の一部である。」の記述などを残すこととする。 

・6.3.4 Test plan and Test results 

  Criteriaが無いと、合格、不合格の基準が分からない。IEC61508には、validationの項目があり、criteria
が記載されている（トーマス、リヒター）。 

・どんなテスト項目に対して、合格、不合格なのか？intended use を記載するのであれば、can’t use (shall 
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not use?) リストも作るべきではないのか？(Robben) 

・Integrator は、Application については知っているが、メーカーは分からないのでは？（リヒター）

validationとも関連するし、Annex H(機械的接触の影響に対するテスト) にも関連する。 

・本規格では、ユーザもvalidationの責任の一端を担っている。ユーザもメーカーとユーザの知識レベル

の違いをどうするのか？（村田） 

－＞そのために、use information を義務化する。情報についての tableを、Annex H1に作成する。今

後、Martinが作って、Peterがチェックする予定。 

・尚、超音波についての環境テストに関しては、知識のある委員がいないため、ボランティアに対しても

回答無く、議論は進まなかった。 

Open issue No.13 

・SRS/SRSSの異なる技術を有した複数のセンサの複合使用の例を、Derekが作成した。多少の変更はあ

ったが、Annex Cに記載された。レーダーとレーザースキャンの複合例や、画像処理とPIR（Passive IR 
sensor）の複合と、RFIDと、超音波センサの複合の複合例など、具体的な利点を考えやすい例となった。 

Open issue No.17、No.31 

・4.12.3 Environmental influences 

 メーカーは、使用環境による影響について記載する必要がある。環境との関連性は、以下の3種類の項

目を考慮して決定される。 

期待される用途 

センサの技術 

Safety related objectの物理的プロパティ 

・Safety related objectは、基本的には、人であるが、それ以外には何があるのか？(Peter McNicol) 

 －＞それ以外には、クレーン同士の衝突回避のアプリケーションの場合は、お互いのクレーンが、Safety 
related objectになる（Martin）。 

・Annex Gに informativeとして記載された。 

・ここでは、SRS/SRSSのperformance class aでは、検知能力の低下による危険側故障の確率は、1年

間に1時間の割合とされた。これは、年間の稼働時間の低い装置に適用されることを想定している。 

・この計算は、Thomasが行っており、櫛山が検算したところ、Thomasの「見なし」に基づく計算（概

算）によれば、そのような値になることは確認できた。 

・この数値は、本文中には、fig.6として採用されている。 

・4.12.3.4 Normal operation 

 環境影響については、以下の内容で記載された。 

使用環境の影響について、メーカーは以下の４種類ことが義務付けられる。 

IEC60068 による環境テストによる制限下で運用できることを証明する。あるいは、シミュレーションや

計算などで示すこと。 

安全関連性能が環境により影響を受けることを低減する手法を提供すること。 
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環境影響による使用制限について情報公開すること 

使用制限外で使用するための対策も提供すること 

 

Open issue No.22 

・Annex D Generation and application of simulation models に記載された。Informative/normative 
としている。 

・ここでは、シミュレーションの定義を low complexity と、high complexity に分け、それぞれについ

て、計算手法について定義している。センサperformanceについても、それぞれ分類している。 

・ 

Open issue No.24 

・5.5 Calibration at use side に、記載された。 

 本規格では、Calibrationはユーザ側で行うものと定義している。 

・ここで、Measurement uncertainty と、Accuracy の違いについて質問が出た。この項目について図

解付きで説明されている。 

 －＞Calibrationにより制御できるのは、Accuracyであり、uncertaintyは、制御できない。だから、2
つの言葉の定義をここで明確にする必要がある（Martin）。 

 －＞具体的な、Measurement uncertainty を示す量は、何回か計測した数値群の標準偏差であると、

委員の誰かが説明した。 

 

Open issue No.10 

・言葉の定義が、他の規格と異なるため、明確な言葉に変更する。 

・Scopeの中に使われている以下の言葉を、”safeguarding” of person -> “protecting” of person に変更し

た。 

 

Open issue No.25 

・まだ、内容は、完全に完成していない。 

・メーカーとシステム・インテグレーターの違いは、1stCDの後で考える。Anexxに例を載せる予定。 

 

Open issue No.26 

・7 Information for use 

  Safety manual については、IEC61508に記載があるので、ここでは必要ないのではないか？(Derek) 

 この規格だけで充分であると思われないようにする必要がある（Peter McNicol）。 

 

Open issue No.24c “Sensor Fusion” 
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・Sensor Fusionと言う言葉と、技術の紹介があり、この規格に内容としてはピッタリではないか？と言

う議論となった。 

・Fusionにより、検知性能が向上する。 

－＞Fusion は、単なるセンサの融合ではなく、DATA の融合。だから、言葉としては、”DATA Fusion”
ではないか？（トーマス） 

－＞2つのセンサを一つにするのか？（ミランドラ） 

－＞そうではない。たとえば、2つのカメラを違う方向から見たら、情報量は増えるはず（Martin） 

－＞それは、ステレオのことか？（Thomas） 

－＞場所が違うのでステレオではないかもしれない（Martin） 

－＞Markusの提案で、Sensor DATA Fusion と言う言葉が適当か？と言うことになった。 

・ここで、KariがNavigationの議論を持ち出したので、現在の議論はセンサ固定の前提で、移動体に搭

載する議論は後からにしようと言う意見が多数派となった。 

・しかし、この後の休憩では、移動体に搭載した場合でも、障害物検知では移動体からの相対位置で検出

すればよく、座標系を移動させる必要は無い。Navigation と、障害物検知の移動体用途とは、異なると

Kariに説明したところ、Navigationの議論ではなく、障害物検出の議論がしたいと、なった。 

・Mobile も一つのアプリケーションであり、同時に議論すべき（リヒター）、の意見もあったが、作業量

が多い（Martin）ので、一つ一つ議論を進めることとなった。 

・結局、Fusionについては話が発散して、まとまりがつかなくなったので、京都会議で議論することとし

た。 

・その前に、Sick にて、ドイツ勢だけが集合して Adhoc 会議を開催し、提案書を京都会議までにまとめ

ることとなった。次回の会議では、このFusionが、議論となる予定である。 

 

 CEI は、イタリア電気協会？なのに、 終日（2016.4.14.）停電があり、建物内は真っ暗。会議メンバ

ーも、職員も入り口で待機中。これで、会議が40分程度遅れた。 

以上 
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IEC 62998  TC44 / WG14(4)  19-21.September, 2016 meeting 出席報告 

 
報告者： 村田記一（オプテックス株式会社）、角保志(AIST)、櫛山 哲郎（JQA） 
会議日時： 2016年 9月12日（月）9:00～9月21日（水）14:00 
会議場所： OMRON研修センタ 京都 
 
出席者：主査：     Mr. Martin Wustefeld, SICK AG ドイツ 

 ドイツ:  Mr. Thomas Bömer, IFA 

Mr. Dietmar Dottling, Pilz 
   Mr. Hagen Binder, BGHM 

        UK             Mr. Derek Jones, Rockwell Automation 

    USA            Mr.Frank Webster, STi OMRON 

 フィンランド  Mr. Kari Rintanen, Konecranes Plc 

 日本:  櫛山哲郎, JQA 

                        角保志, AIST 

村田記一, オプテックス株式会社 

        Obserber 

                        福田隆文, (19日のみ), 長岡技術大学 

            山田陽滋(19,21日), 名古屋大学 

            藤原清司, AIST 

            樋口敏之, OMRON（20日のみ） 

                        築山和成, 武田沙織OMRON 

            佐々木幹夫, 日機連 

 

                                     計 17名 

     
OMRON研修センタは京都駅近くにあるOMRON事業所の一角にあるビルで、社内研修用の会議室を利

用させていただいた。京都会議に先立って、OMRON様の多大なご協力があったことを記載する。日本開

催とのことで、欧州からの参加者は少なく、通常の会議の半分以下であった。しかし、ドイツの委員は事

前に提案を作成済であり、それを基にして議論したため効率的な会議運営を行うことができた。 
ドイツの委員の宿題としては、SRS/SRSSの出力（Safety Related Information）とSRSの融合（Fusion）
が提案された。これでWDのコンテンツがほぼ出揃い、本規格の内容が明らかになった 
次回会議（12月）でCDの準備をし、来年2月にCDが発行される予定である。日本からの主張も、盛

り込むことができ、主要な部分の疑問点もほとんど解決することができた。 
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１．会議日程 

9月19日（祝：月）9:00-17:00 オープニング、自己紹介、本会議 IEC62998 

9月20日（火）9:00-17:00 本会議 IEC62998 

9月21日（木）9:00-14:00 本会議 IEC62998、MT61496-1について 

 

2．会議の概要 

2.1  議論概要 

3回目の会議となり、規格の概要が少し見えてきており、委員の共通理解が少しずつ深まっている。しか

し、ロボットやAGVへの搭載を 初から考えるか？機器固定で一般論を議論したうえで、part2でモバ

イルを考えるか？など、対立点も見えてきている。 
IEC61508、IEC62061、ISO13849との関連も、フローチャートなどで前回の会議で示されたので、具体

的な数値の計算も開始している。コンビナーのMartinによると、この規格を既存規格のガイドとして利

用することで、新しい技術やアプリケーションに対するセンサ・システムの規格取得をスムーズにしよう

と言うのが趣旨である。 
Open Issuesについて、一つずつ議論を進める。 
 

2.2 今後の予定 

第5回会議  2016 12/12（月） - 14（水）   場所：Sick Waldkirch（独） 
ＣＤ発行    2016 2月 
第6回会議  2017 5/10（水） - 12（金）    場所：IFA , Sankt Augustin 
Or TUV Rheinland ケルン 
第7回会議  2017 6/20（火） - 22（木）    場所：ヘルシンキ 
第8回会議  2018 1/22（月） - 24（水）    場所：未定 
ＦＤＩＳ   2018 4月 

ＴＳ発行    2018 10月 
 
 

３．IEC62998議論 

初に福田先生より、来日を歓迎するスピーチがあった。日本の委員会より、規格の成立の背景をご存じ

ない方に対して、危険な誤解を与えることが無いように文章を作ってほしいと希望を述べられた。 

 

Open issue No.6-5 Test aspect 試験方法を考えるための方法論 

・本規格はGeneralな規格であり、既設のテストセットアップや固定的なテスト手法を与えないことが再

確認された。 
・4.12.3.2 の用途と、IEC60721の要求から、検討事項がリストアップされているが、その中から、Annex 
Hは、プレッシャーセンサにm) mechanical loadテストを行うことを想定して、試験方法を考えるてお

り、それを一つの例として挙げている。 
・これを正式に「ガイド」とするとNormativeになるので、ガイドではなく、試験のセットアップを決め

るための方法を示すもの、としている。 
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Open Issue 24: safety related information 

・SRS/SRSSの safety related informationは、 
- measurement information  
- decision information 
- confidence information  
の３つからなる。 
・それに伴って、言葉の定義を追加している。 

・”n-ary”の定義について質問したが、IEC60050に定義されているとのこと。画像データのように、マト

リックス状になっているデータのこと。 

・上記の3種類の safety related informationは、アナログ信号、デジタル信号、バイナリ― あるいは、

n-aryによる出力を許可している。 

・coverage intervalの定義を行い計測データが、真値から外れており、真値を中心に計測値がガウス分布

をする前提で、coverage probabilityが、どの程度になるかを数値で示す。 

・measurement informationに関しては、メーカーは、coverage probabilityと、coverage intervalを提

供する必要がある。 

・この coverage probabilityが、センサのperformance classが、高くなるにしたがって、つまり、Aよ

りも、Fの方が、大きな数値である必要があると表で要求している。 

・ここで、coverage probabilityと、coverage intervalは異なる可能性があるのではないか？と意見し、

表記な両方の表記がされた。しかし、数値は全く同じである。数値が異なる場合は無いと、結論付けるこ

とができれば、表は一行でも良いかもしれない。 

・response timeが定義されているが、Ethernetのようにプロトコルに依存して反応が遅くなる場合もあ

ると議論された。この場合は、通信に必要な反応時間は、プロトコルを規定されている規格を参照するも

のとする。 

 

Open issue No.22 

・Annex D Generation and application of simulation models に記載された。Informative/normative 
としている。 

・ここでは、シミュレーションの定義を low complexity と、high complexity に分け、それぞれについ

て、計算手法について定義している。センサperformanceについても、それぞれ分類している。 

・また、noteには、システムエラーは、設置現場のキャリブレーションにより改善されることを示唆して

いる。 

 

Open issue No.24-4 Sensor fusion 

・この議論が今回の会議で、もっとも重要な案件であり、ドイツの委員は、事前に議論しており、提案書

を出してきた。ここで、”Fusion”は、複数のSRSを1つのSRSSにする狭い意味の用語として使用する。 

・SRS/SRSSの定義が変更された。 
SRS：1つ以上のセンサユニットからなる安全関連センサ 
SRSS：複数のSRSを融合した安全関連センサシステム 
・同じパフォーマンスクラスのSRSを統合したSRSSは、もとのSRSよりパフォーマンスクラスが1つ
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上がる場合があることが合意された 
・但し、SRSSを統合して更に上位のSRSSを構築することはできないことが合意された。 
・つまり、 
SRS+SRS->SRSS は本規格のScope内であるが、 
SRSS+SRSS->SRSS はScope外 
 と言うことである。 
 この概念が理解することができず、議論が続いたが、SRSS+SRSS->SRSS をScope内 
とすると、information for use などの文章が複雑になり、資料作成が現実的ではなくな 
るからである。 
・Annex B に、どのような組み合わせのセンサFusionがScope内であり、その場合の主体はメーカー

なのか？SIerなのか？は、表B2の中で明確にされた。 
・移動体における記述が追加される予定。それ以外、この Issueは終了 
・noteに記載されていた「カメラ」と言うセンサを2台集めて、「ステレオカメラ」を作る例が、Fusion
の例として挙げられていたが、機線長など他の要素も含めて「ステレオカメラ」となっており、例として

は適当ではないと削除してもらった。 
・Annex I figure.I1には、設置位置の異なる2台のカメラの例があり、Occlusinの位置が異なるため、1
台では見えない位置が見えるようになると言う分かりやすいFusionの例を挙げた。 
・追加の分かりやすい例を、今回参加していないFeller 氏と、Richter 氏に追加してもらう。Martine が

依頼する予定。 
・Fusionする目的は、主に、本規格は屋外用途を想定しているが、異なる技術のセンサを同時に使うこと

により外乱要因による失報、誤報を打ち消すことである。従って、精度などは Fusion のみで上がるわけ

ではない。 
 

Open issue No.26 Information for use 

・表が更新された。FDISまでにDerekさんが更に更新することになった。 
・Information for useに関しては、Derekさんから、たとえ安全関連情報が多く記載されたとしても「Safety 

Manual」と言う名称は使わないようにしようということで、合意した。 

 
Open Issue 22: Simulation 
Annex Dで、どのパフォーマンスクラスのSRS/SRSSにシミュレーションを要求事項とするについて議

論がなされた。 
Low Complexity なSRS は想定しないということになり、SRS のComplexity に関する表D1、D2 は削

除された。 
 

日本コメントに関する議論 

JP01 Scope の重要項目の強調 

・内容を説明すると、すぐに許諾された。 

JP02 “safe state”の定義と使い方 

・この項で、定義と内容の不具合は理解された。しかし、この項は変更する必要なしとされ、他の項目

の変更となった。 

JP03、04 “safe state”の定義と使い方 

・Derek は、ここでの言葉の使い方”safe state”はテクニカルタームではなく、コモンワードであるとし

て、このままの表現の方が分かりやすいとのこと。 

・但し、3.32 の定義は間違っているので、「EUC の状態」と変更された。NOTE、Example もそれに

伴って変更された。 
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JP05 安全関連部と非安全関連部との分離 

・fig.1,2,3 について、安全関連部と、非安全関連部が、完全に分離されていることを図の Note に表現

することとし、文章は後日 Martin が考えることとなった。 

JP06 “safe state”の定義と使い方 

・「（machine が）安全な状態になる」の表現から、「センサが、安全関連情報を出力する」に変更に

なった。 

JP07、08、09 Human,危険源、work を分離して検出できるのか？ 

・検出できるとの解釈で、Reject された。 

JP10 “failure to danger state”の表現が未定義 

・表現から、”state”を削除した。それでも、文法的にも、意味は通じる。 

JP11、12 “unsafe state”が未定義 

・”failure to danger”に変更 

JP13、14 “failure danger state”の表現が未定義 

・表現を”failure to danger”に統一したので、ここはこのままとした。 

JP15 “failure to danger state”の表現が未定義 

・表現から、”state”を削除した。それでも、文法的にも、意味は通じる。 

JP16 “failure danger state”の表現が未定義 

・表現を”failure to danger”に統一したので、ここはこのままとした。 

以上 
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IEC 62998  TC44 / WG14(5)  12-14.December, 2016 meeting 出席報告 

 
報告者： 櫛山哲郎（JQA）、角保志（AIST）、村田記一（オプテックス株式会社） 
会議日時： 2016年 12月12日（月）10:00～14日（水）15:00 
会議場所： SICK本社 Waldkirch, ドイツ 
 
出席者：主査：  Mr. Martin Wüstefeld, SICK AG ドイツ 

 ドイツ:  Mr. Thomas Bömer, IFA 

Dr. Markus Hammes, Sick AG 

Mr. Dietmar Dottling, Pilz 

Mr. Peter Robben, TÜV Rheinland 

Dr. Detlev Richter, TÜV Sud 

Mr. Martin Kaiser, iABG 

Dr. Bernhard Feller, Leuze Electronic GmbH 

        UK             Mr. Derek Jones, Rockwell Automation 

イタリア    Mr. Francesco Mirandola, Reer(退職) 

Mr. Paolo Viviani, OMRON Europe 

スイス     Giuseppe Carlantuono, suva 

        フィンランド  Mr. Kari Rintanen, Konecranes Plc 

USA            Mr. Frank Webster, OMRON 

 日本:  櫛山哲郎, JQA 

                        角保志, AIST 

村田記一, オプテックス株式会社 

                                     計 17名 
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１．会議日程 

12月12日（月）10:00-12:00   事前会議 コンビナーとの事前調整 
12月12日（月）13:00-17:00 オープニング、自己紹介、本会議 IEC62998 
12月13日（火）9:00-17:00 本会議 IEC62998 
12月14日（水）9:00-15:00 本会議 IEC62998 
 

２．会議の概要 

2.1  議論概要 

5回目の会議であり、今回の結果でCD提出する予定。規格の概要を各国の委員により精査し、5月、6
月と集中的に審議を行い、規格の完成度を上げる。 
そのため日本からの新しいコメントは、審議しないこととなり、CDコメントと一緒に再度コメントを上

げることとなった。本会議で出てきた新たな課題についても、CDに対するコメントとして提出してもら

い、審議する方式とした。 
本会議に先立ち、12日午前に事前会議が開催され、上記の方針をコンビナーと合意した。事前会議では、

2点の方針変更についても議論した。 
本規格は、全ての要求について網羅した規格にはしない。本規格にてSystem Capabilityについての要求

事項や評価方法などを記述し、Random Failureなどの信頼性評価は、IEC61508、IEC62061、ISO13849
等と関連させ、SIL、SILcl、PL等と関連させる。リスクアセスメントは、ISO12100を参照し、これを通

して特定のプレス機のような機械のC-Typeの規格を間接的に参照する。これにより、特定の機械のどの

ような規格にも対応できるようにする。つまり、本規格は、直接C-Type規格とリンクしない。 
Sensor Performance ClassをA-Fとして、本規格で定義するが、これを Information for useとして表記

の義務付けを行う。新たなClassは作らない方針であったが、これを表記することにより、特定の製品が、

IEC62998により承認されていることを示す。 
12日午後からの本会議では、前回WG（9月京都会議）から積み残しとなっていた全てのOpen Issueに
ついて議論がなされ、また、Working Draftの原稿に直接記載されていたEditorial Noteやコメントにつ

いても全てチェックが行われた。 
 
2.2 今後の予定 

第6回会議  2017 5/10（水） - 12（金）   場所：IFA, Sankt Augustin (独） 
第7回会議  2017 6/20（火） - 22（木）    場所：SESKO, Helsinki (Finland) 
第8回会議  2018 1/22（月） - 24（木）   場所：未定 
 
尚、同時開催が多かった IEC61496 WG10の会議は、以下の日程 
2017 MT61496-3 1/23（月）          場所：Pilz Ostfielden（独） 
2017 MT61496-1 1/24（月） - 25（水）   場所：Pilz Ostfielden（独） 
この会議は、MT61496-3 と、 MT61496-1のJoint会議とする。 

計画： 

2016年12月15日 CDを、BSIに送付予定 
2017年1月31日 CDを各国委員会に展開 
2017年3月31日 各国委員会からのCDコメント〆切 
2017年6月  CDV 
2018年4月  FDIS ？ 
2018年10月  TS 
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３．I EC62998の構成の方針と進め方 

12月12日（月）10:00-12:00  

参加者： 櫛山哲郎、角保志、村田記一、Martin Wüstefeld  

規格の骨格はできたので、詳細の議論に移る前に、CDを作成し多くの方にコメントをいただく。そのた

め、12月の会議では、今まで出ていたコメントに対する審議や、Editorialな確認を行う。 

今回提出した日本からのコメントは、一端、引き取り、CDコメントとして、その他の議論も含めて提出

する。 

また、まだ議論が始まっていない屋外使用に関する評価方法、公共の場所の使用、移動体に搭載して使用

する場合など、委員会内で課題としては認識するが、CDコメント提出後、5月、6月で集中して、２回の

WGを開催し集中して審議する。 

当初、センサのClassは既にいくつかの基準があるので今回は新たには作成しないとしていたが、事前配

布資料では、Sensor Performance Classとして、A-Fの６段階のClassを Information for useとして、

表記義務があるとしている。方針変更の理由を聞いた。 

本規格の構成を、単体で全ての要求事項を網羅している形式にしない。用途に合わせてSystematic 
Capabilityの要求事項と、評価方法などを本規格に掲載し、Random FailureなどのSoftware、Hardware
の信頼性評価については、IEC61508、IEC62061、ISO13849等を参照するものとし、SIL、SILcl、PL
等の表記を併記するものとする。 

また、リスクアセスメントとして、ISO12100を参照し、そこから間接的に具体的に使用する機械のC-Type
規格を参照する。従って、IEC62998は直接 C-type規格とはリンクせず、あらゆる機械の用途に適応す

ることができる。また、新規のC-Type規格ができたとき、既存の規格がupdateされたときも規格本文

を変更する必要が無い。この考え方は、IEC61496とは異なるので、Wüstefeld氏が説明のため回る必要

があるかもしれないとのこと。 

この時、特定のセンサシステムが、IEC62998に準拠していることを示すために、センサに IEC62998の

Sensor Performance Classを表記する必要が生じた。 
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４．IEC62998WDについての議論 

12月12日（月）13:00-17:00 

主査挨拶、議事の確認が終わった後、Open Issuesの審議が行われた。 

Open Issue 25（8. Verification and validation） 
今回提案された verification と validationに関する要件についての文章が確認され、終了 
8.1 General に、verificationとvalidationは、”systematic capability”について行うと書かれている。こ

の記述については、議論があったが、このままとされた。 
文書に関しては、電子文書も加えるべきとの意見（Dietmal）があり、4.1 General の 後のNote4に、

「データファイルや、データベースのようなもの」と記載された。 
“Review of requirement specification”を、”Review of fulfilment of requirement specification”に変更。 
Table Zは、IEC61508に沿って作成された。とすると、”Review of information for use”については、SIL-1
でも、”Highly recommended”であったかもしれない。次回までに確認する（Thomas）。 
Martinは、Verificationと、Validationを明確に分けて記述したとのことである。 

Open Issue 29 
SRSとSRSSに対して、（サプライチェーンおける）手続きの差別化(differentiation of procedures)の必

要性について確認され、終了 

Open Issue 31 
「数式」の正しさについて確認され、終了 

Open Issue 33, 34, 36 
規格の構成を、製品のライフサイクル(phase)に沿った章立てにすることが提案された 
4 General（仮）, 5. Design and development phase, 6. Integration and installation phase, 7. Operation, 
maintenance and modification phases という章立てにすることは受け入れられたが、4章の章題につい

て意見がまとまらず、翌日に持ち越しとなった 
4.1 Generalとすべきところが、4. Generalと重複するため 

 

12月13日（火）9:00-17:00 

Open Issue 33, 34, 36 
前日から持ち越された章題は、4 Lifecycle and interconnection to SRECS 、4.1 Generalとして決着。 

章立ての構想の図が分かりやすいので、annexに入れることが提案された。 終的には、Introductionか

らAnnexを参照する形式も提案された。 

 

 

 

 

< IEC62998構成と位置づけ > 
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< Lifecycle phaseと、章立て案 > 

 

Open Issue 37 
Sensor Performance Classを Information for use 記載義務づけについてコンビナーより説明がなされた。

内容は、12日午前の事前会議とほぼ同じであり、特に反対も無く承認された 
話題は記載例（4.3のExample）をどうするかについて。下記2案が提案されたが結論は出ず、CDでは

A案を採用し、コメントの反響を見て結論を出すことになった。 
For example: “ SRECS Sensor Subsystem SIL 2 in accordance to IEC 62061 and IEC 62998”.  
B.) Alternatively we might have to state as a sub information give the sensor performance class e.g. 
class c of IEC 62998 as done already for environmental classes (e.g. 5M IEC for vibration/shock).  

Generic standard approachについて 
検出対象物体のphysical propertiesの要件を（Generic standardである）この規格では決めないことが

確認され、5.8.2 Object classes and physical propertiesの該当する記述や表4は削除された。 
表4を削除するのに際して、Kariは、「削除しても良いが、何らかの形で検知の可能性を知るために、ど

のようなPhysical Property limitを決めるのか、知りたい」と主張。Markus。Martinは、「（具体的な検

知物体を）確実に検知できるなどと言う言い方はできない。できるとすれば、『反射率2%以上で検知する』

というもの」と説明する。 
Derekは、「表4を削除する代わりに、（検知のためのpropertyの）コンセプトを記載すべきではないか？」

Safety 

Lifecycle of 

SES/SRSS 

Interconnection to Hazard & risk Analysis

Correspondence SRS/SRSS performance class

Design & Development phase 

User interfaces make

Integration 

Optional  

Fusion of SRS into 
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Calibration
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と問題提起した。 
Physical propertiesの limitはサプライヤが決めて Information for use に記載することになった。 
検知速度に関しては、今までの数値0-1.6m/secは残すが、「大人の歩行者を検知するために」の条件付と

し、基本的にはサプライヤが決めるとした(5.8.2.5)。 

Open Issue 22 
Annex Dの表で、Simulationの例外を定義するように要請されていたが、ほとんど議論にはならず、終

了となった 
5.8.3.3の “simulations and/or tests” は、”simulations or tests” にすべきという提案があったが、高Class
のSRS/SRSS では simulation と test の両方を実施するため、提案は却下された。 
本規格では、simulationの定義(3.34)は、calculationも含んでいるので、異本的に、simulationの記述と

したい。Performance class D,E,F では、simulationによるDesign Analysisは必須とする。Simulation
の詳細は、Annex Dに記載される。 

Open Issue 26 
9. Information for use 表7の未完成部分について、本文と比較しながら修正がなされた 

Open Issue 35 
Annex CのFusionの例についてのフロー図C1が単純化された。複雑な図C2とC3は削除された 

Open Issue 32 
京都会議で宿題となっていた、Safety related informationの「例」について、ライトカーテンとビジョン

センサのFusionの例が提案されたが、問題設定が複雑すぎて不適切と言うことになり、採用されなかっ

た 
 

12月14日（水）9:00-15:00 

Open Issue 32 
Safety related informationの「例」のもう一つの提案(Annex I)について激論になった 
1次元センサとは何か、Normal Operation・検知・故障の関係、非検知時のConfidence informationの

扱い、Coverage probabilityのガウス分布の書き方等々、議論百出となった 
ここで、Decision probabilityは固定値と、Martinは主張する。計測値が無いときは、0であり、検知信

号が入ると一定の値となる。これに関しては、屋外などの環境要因により変化することも考えられると思

う。休み時間に、複数の方と議論したが、Kariや、Thomasは変動することも考慮している。今回は、

CDを出すことが優先されるので、議論にはならなかったが、5月の会議では議題に上がりそうである。 
Coverage intervalについては、CDが出てから改めて検討することになった。提案者のMarcusと議論し

たが、今回のCDはこのままとして、5月に議論することとした。議論の対象は、Annex Iと、3章の定

義の部分である。 
Marcusの主張は、1回だけ信号入力した値から、ガウス分布に基づいて真値を推定する場合のことを考

えたとのこと。その場合でも、測定値を中心にして、±3σの範囲に真値があると推定するのが適当では

ないか？と提案、次回までに考えるとのこと。 

Open Issue 6 
Outdoor use について。表F1の雪と霧については IEC 60721に規定が無い。ここに情報を入れられるか

どうかは保留となった 

Open Issue 12 

- 75 - 

 

  



4.4-2-3 

 

 

Scopeで対象となるセンサがelectromagnetic radiationに限定されていた記述は削除された 

Open Issue 20 
Safety-related sensor information (configurationなど)のSRS/SRSSへの入力は、スコープ外として削除

された 

Open Issue 24-4 
5.9 User interfaceの“later mobile might be added”については、記載されなかった。（当面は？）static
のみ考慮する 
Mobileユース、つまり、移動体へのセンサ搭載は、Scope内である。まだ、議論されていないが、例えば、

検知すべき人の速度に関しては、移動体の速度を、歩く人の速度に追加するなど、概念の議論は始まって

いる。5,6月の議論で重要な項目になる。 

Open Issue 24 
エンコーダ情報をFusionに使うべきかどうか。他の規格では、（モーターなどの）encoderは、transmitter
などと呼ばれて安全関連センサではない。他の規格で語るべき内容とされた。 

Open Issue 25-3 メーカーとSIerの役割 
メーカーが販売したセンサを、SIerが2種類以上Fusionして、SRS、あるいは、SRSSを作った場合、

SIerメーカーの立場になるのではないか？と言う議論。 
Derekは、Fusionすると、SIerもManufactureになるので、表記としては、”Manufacture”より

も、”Supplier”の方が網羅していてよいと思う、と言う。 
CD後に議論することとなった。 

Open Issue 25-6 
ISO/IEC17025「試験所や校正機関に関する一般要求事項」を、Peter McNicoleがチェックするはずだっ

たが、今回も欠席である、Derekが声をかけるとのことで、次回までpending。 

Open Issue 5 
Public useに対する要件についてはCD後に議論することとなった 
このOpen Issueは、そのままCDコメント1にコピーされた 

使用例の提案 
BernardとDetlevより、使用例の提案があったが、不適当とのことで削除された。 
提案は、ライトカーテンと、画像センサのFusionの提案である。ライトカーテンのある入り口から、ワ

ークが入ってくるが、これは検知せずにそこから人が入ってくると検知して、画像センサで追跡して危険

ゾーンに進入すると信号出力するシステム。 
キーになるのは、ワークを黄色の箱と決めており、それ以外の物は人として検知するというもの。 
Automation機能を使うとしても、Bypassの使い方であり、安全関連機能と混在しており、明確に機能分

離できない。この場合は、Decision Probabilityの固定ができないので、例として適当ではないとされた。

また、画像センサの使い方も実用的な安全関連センサとして不適当であるとされた。 

その他 
Open Issue Listの対応漏れをチェックし、細かい修正がなされた 
WD原稿に直接記載されたコメントとEditorial Noteを、 初からひとつずつチェックし、対応されてい

るかどうかが確認なされた 
後に、Scope冒頭の “This standard applies if the scope of the existing IEC 61496 series is not 
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appropriate.” が曖昧であるというコメントについて議論がなされ、具体的な記述に改められた。記述が

肯定的になり、要件がリストアップされて箇条書きになり分かりやすくなった。 
 

以上
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IEC/ TC 44 WG15 (IEC63074)  meeting 報告書 

日時: 06SEP. 2016 09:00 – 07SEP.2016 14:00 

場所: Clayton Hotel, London, UK 

作成：真白(東京エレクトロン)、神余(三菱電機)、 

   

参加者:  

Convenor: DE:, P. Gehlen(TC44 議長、ACSECへのTC44からのRepresentative) 

メンバー:  

UK: Derek Jones, D. Reade 
FR: Eric Fae 

IT: F. Dosio, M. Copponi, P. Viviani, R. Minicucci（Observer, Copponiの代理） 

BE: V. Hajarnavis 
DE: Martin Wuestefeld, T. Pilz, B. Mysliwiec, Wolfgung Reinelt, Christian Werner  
CH: Giuseppe Carlantuono 
USA: J. Tamblingson, F. Webster  
PRC:  Huang Zuguang,  Tianliang Hu, Ruijuan XUE, 

JP:真白、神余、 

  

【議事と主な議論】:  

WG15 のめざすこと 

機械の安全に関するスタンダードの位置づけ：Functional Safety を補足―IEC62061 や

ISO13849-1から参照されるようなもの（ISO199側ではSecurityをアドレスするスタン

ダード化の動きはないので ISO13849 からも参照可能であることは重要） 

SRECSに対してセキュリティ問題が及ぼしうる影響（特にその安全機能に対して）につ

いての理解 

機械の機能に対してセキュリティ問題が及ぼしうる影響とそのようなセキュリティ問題

へ対処するため必要になる追加の安全機能についての理解 

安全に関係しないセキュリティの側面（例 IP,プライバシー保護）はスコープ外 
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機械のユーザー（機械のアセットオーナー）は重要な役割があり、機械のアプリケーショ

ン段階でのセキュリティリスク分析への責任がある 

機械の将来におけるセキュリティ対策の実施に必要な情報を提供する方法についての基

本要求を述べる 

セキュリティ対策は動的（対策の更新等がより頻繁に必要）であるのに対し機械の設計段

階における安全対策の実装は静的と考えられる 

 

他のグループとの関係 

Convenor 発行の議事録の5.4項参照 

TC65 WG20、IEC/ ACSECのワークについて特に注目要 

Open Items 

Convenor 発行の議事録のANNEX表List of Open Issues参照 

 

各国 Comment の審議（結果は更新された CC と Draft を参照） 

JP コメント審議結果 

JP01：AIP The IS “gives generic requirements related to those aspects of security threats 

and vulnerabilities that influence the functional safety of (machine) control systems…” と書

き換え、ISを目指す意思表示を明らかにした。（真白：セキュリティの脅威や脆弱性に「ど

のように」関連する要求事項なのか、いまひとつあいまいではあるが、内容がはっきりし

てきてから必要なら再度議論を要求すればよいと考える。） 

JP02：AIP→ “physical security”でどのようなケースをカバーしたいのかを次回提示

（Japan AI） 

JP03：AIP コメント内容は“the functional safety of machinery control systems”というフ

レーズですでにカバーされているとみなされる。 

- 79 - 

 

  



4.4-3-1 

 

 

JP04-08：Accept 

JP09：AIP  →4.1を4 Safety and security objectives の外に出してSafetyとSecurity、

Risk Assessment 等の関係をわかりやすく（フローチャートなど入れて）説明するClause

を作る（Japan AI） 

JP10：AIP “Safety of machinery is defined by risk assessment”の部分を “safety of 

machinery is based on (safety) risk assessment and the delivered risk reduction 

measures…”と修正し、意味が通るようにした 

JP11, 12：Withdrawn 

JP13：AIP 第3文を書き直し「SCS により実行される安全機能は(安全)リスクの見積も

りに応じたインテグリティ（またはパフォーマンス）を有することが必要」という趣旨に

変更 

JP14：Accept 

JP15：AIP →上記 JP09に対するAI の対応に包含 

JP16：AIP →上記 JP09に対するAI の対応に包含 

 
その他のコメント審議結果（特筆すべきもの）  

DK03 [General]：Rejected （IEC61508 や IEC62443 との関係や認証に関する考え、既

存のスタンダードで不足の点を明確化せよとの要求。特に前記スタンダードの改訂のイン

パクトを懸念する意見）IEC62443 シリーズの基本コンセプトが変更されるとは考えられ

ず、そうした改訂によって本スタンダードが大きく影響されるようなことはない。 

DE06 [Introduction]：（なぜ故意に安全機能を作動されたら危険状態になるのかよくわか

らない）→intentional activation of a safety functionをspurious activation of a safety function

と変更、序文でもあり安全問題ではないにしろ安全機能をたびたび誤作動されたら生産性

上は大問題 
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DE08[Introduction, Scope, Clause4.1] （セキュリティの不備により生じうる

Unauthorized manipulation の内どのようなものが “reasonable foreseeable”な問題と考え

るのか →Open Issueとして次回検討 

IT05 [3.1.11]：SRECS ではなくSCSを使うことで ISO13849 からの参照を容易にするこ

とに合意。SCS の term は IEC62061 の現在開発中の（JWG 結果反映版）にあわせる 

IT12 [Clause 3] : （ “security counter measure”を IEC62443-1-1に基づいて定義すべき）

→本 IS案の全体と照らして適切な定義をする。 “Measures to achieve security”とすれば

よいかも。 

 

次回以降予定 

2017 年1 月16-18 日＠DKE/Frankfurt 

2017 年4 月18-20 日＠INERIS/Paris 

2017 年7 月18-20 日＠IFA/Sankt Augustin（Germany） 

 
End of minutes
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IEC/ TC 44 WG15 (IEC63074)  meeting 報告書 

日時: 16JAN.,2017. 12:00 – 18JAN.,2017 15:00 

場所: DKE, Frankfurt, DE 

作成：神余、真白 

   

参加者:  

Convenor: DE:, P. Gehlen(TC44 議長、ACSECへのTC44からのRepresentative) 

メンバー:  

UK: Derek Jones, D. Reade 
FR: Eric Fae 
IT: F. Dosio (Remote), M. Copponi(Remote), P. Viviani,  
BE: V. Hajarnavis 
DE: Martin Wuestefeld, T. Pilz, B. Mysliwiec, Wolfgung Reinelt, Christian Werner, Bernd 
Eisenhuth  
CH: Giuseppe Carlantuono 
USA: J. Tamblingson, F. Webster  
PRC:  Huang Zuguang,  Tianliang Hu, Ruijuan XUE, 

JP:神余、真白 

FI: Sanna-Maria Jarvensivu 
 NO: Trond Salater (Remote) 
 SE: Örjan Denward 

【議事と主な議論】:  

日本からの SCOPE 見直し（＋前回宿題＋Terminology修正）提案 <<TC44_WG15_N008_JP 
proposal on SCOPE and AI_20170106.pptx>> の審議 

SCOPEについては日本の提案を元に見直しが行われた 

日本提案の “aspects of security threats and vulnerabilities that shall be considered to 

design and maintain SCS”の部分については、SCS manufacturer がデザイン段階で

machine への security threat を考えてデザインするには無理がある、またmaintain は

designとは別のライフサイクルPhaseなのでdesignと一緒に評価できないとして採用さ

れなかった。 
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宿題の safety と securityの違いを静的･動的プロセスとして説明する件については基本的

にDE案と同じとみなされ、まとめて議論された。（次項参照） 

宿題に関連し、「Clause 4 を security counter measure に至るためのフローをいれて

Overview的なものとしてまとめ、Clause 5 に実際の要求をまとめるようにすべき」とい

う提案を出し、受け入れられた。 

3.1.5 machine control system に対する日本提案は採用 

3.1.14 security risk の定義を消す提案については、「IEC62443-1-1 のdefinition を不満は

あっても変更せず使うのが良い」ということになった。→問題点については IEC62443の

担当WG に伝えて向こうで修正するよう要求するということになった。 

宿題の safety と security の違い、misuse と attack の違いに関する DE 提案審議 

Security risk assessment のトリガーについて“event driven and periodic triggers”を考える

必要があることを新規Annex（Annex B）で説明することになった 

Scopeの中に “Roles and responsibilities are not considered in the standard, e.g. who is 

in charge of specific event driven and periodic analysis.”を追加して明確化。 

“Reasonable foreseeable misuse” and “attack”について、これらの用語を一緒に使うこと

自体適切でない→ISO/ TC 199 WG 5 (ISO 12100)の新TR 22100-4で見直すよう要求する 

Open Items 

Convenor 発行の議事録のANNEX表List of Open Issues参照 
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各国 Comment の審議（IT-25（Cl. 5.4）まで審議。結果は更新された CC と Draft を
参照） 

JP コメント審議結果 

JP18：AIP IEC62443-1-1に “security context”が定義としてではないが説明されてはい

る。→検討の結果62443-1-1 は説明であって定義としてそのまま採用できないということ

になり、次回提案を行うことになった（Japan AI） 

(参考)提案オプション 

“security context”を定義してTerminology に入れる 

“security context”は定義せずにこの term の後に括弧で例示する。 

“security context”を適切な用語で置き換える 

JP19：Not accepted. unintentional misuse はunintended eventsに含まれると考えられ

る 

JP20 : Not accepted. securityの場合 riskがquantifiableでないので英語的に reductionは

適当でなくmitigation を使う必要がある。 

JP21：AIP NOTEを入れて詳細についてはAnnex A.3を参照。 

JP22：AIP security lack を消して書き直し：potential source of security lack→–

 threats and vulnerabilities that can have an impact 

JP23：AIP verification を消した。 

JP24：AIP  →文章を直しTable1 をRefer するとともにTable1 のタイトル・中身を見

直し（Japan AI） 

JP10：AIP “Safety of machinery is defined by risk assessment”の部分を “safety of 

machinery is based on (safety) risk assessment and the delivered risk reduction 

measures…”と修正し、意味が通るようにした 
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その他のコメント審議結果（特筆すべきもの）  

DE08 [Introduction, Scope, Clause4.1] （セキュリティの不備により生じうる

Unauthorized manipulation の内どのようなものが “reasonable foreseeable”な問題と考え

るのか →Open Issueとして次回検討ということに前回会議でなっていたが触れられず。 

DE46 [3.1.15, 3.1.16, Figure2] Vulnerability などの定義見直し要求→却下：提案された定義

は safety of machineryのコンテクストでは不要。 

 IT22 [5.3] security requirements specification に含むべき内容に関する明確化

+IEC62443-3-2 Clause 4.5.2 ZCR4.1 への参照の提案→明確化部分はAIPとなったが

IEC62443-3-2 Clause 4.5.2 ZCR4.1への参照はNot Value added として却下 

DE33 [5.4] defense-in-depthの概念を含めるべきとの主張→WG は最初は否定的だったが、

「62443のdefense-in-depthの概念をcounter measureを強化する可能性のあるものとし

てNOTEとして言及する」ことを提案したところ受け入れられた。（ただし ITは不満の

様子） 

DE34 [5.4] security counter measure がSRCに影響しないというのは不可能として、

trade-off であることを明記すべきという主張→Rejected trade-offは用語として不適切 

IT23 [5.4]：AIP  “Any security (counter) measure shall not influence the safety function 

performed by the safety-related control system”と修正して2番目の例 は機械が生産する

Product の安全性に関するもので機械安全のスコープ外として消した 

 

次回以降予定 

2017 年4 月18-20 日＠INERIS/Paris 

4月会議後ASAPでCD発行 

2017 年7 月18-20 日＠IFA/Sankt Augustin（Germany）：CD1のコメント審議 

2017 年9 月12-14 日＠場所未定（日本）：CD1のコメント審議 
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2017 年10 月24-26 日＠Rockwell （Brussels/Belgium）：CD1のコメント審議 

 
 

End of minutes 
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IEC 61496-3  TC44 / WG10  September, 2016 meeting 出席報告 

 
報告者： 村田記一（オプテックス株式会社）、角 保志（産業技術総合研究所） 
日時： 2016年 9月14日（水）10:00～9月16日（金）15:00 
場所： OMRON京都 セミナーセンター 
 

出席者：主査            Mr. Thomas Bömer, IFA ドイツ 

 ドイツ:  Mr. Martin Wustefeld, SICK AG 

Mr. Dietmar Dottling, Pilz 
   Mr. Hagen Binder, BGHM 

        UK             Mr.Derek Jones, Rockwell Automation 

イタリア    Mr. Enrico Lorenzoni, Datalogic（イタリア，14，15日） 

    スイス     Mr.Christian Signer, CEDES AG 

        USA            Mr.Frank Webster, OMRON 

 日本:  角保志, 産総研 

村田記一, オプテックス株式会社 

 

        Observer     飯田龍也, オムロン（14日） 

築山和成, オムロン 

竹島昌俊, オムロン 

武田沙織, オムロン（16日） 

Santosh Wagle, 北陽電機 

東俊哉, 北陽電機 

森, 北陽電機 

佐々木幹夫, 日機連 

                              計 18名 

 

１．会議日程 

9月14日（水）10:00-17:00 オープニング、他規格について、本会議 IEC61496-3 

9月15日（木）9:00-17:00 本会議 IEC61496-3 

9月16日（金）9:00-15:00 本会議 IEC61496-3 

 

2．会議の概要 
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2.1  議論概要 

CD 61496-3(44/722)のコメント審議が行われた。 

欧州からの参加者が少なく、かつ、主要メンバーは参加していたこともあり、予定されていたコメントの

審議が粛々と行われた印象を持った。 
コメントについての審議はすべて終了し、次回は、いくつかの図面の修正など 終調整である。1月の会

議は、1日だけの審議でCDV発行する予定である。 
IEC61496-1に関しても、修正時期に来ており、次回の会議では修正内容の真偽を開始する由、Webster
氏より、議題に上がった。 
 
- 主な審議内容は以下の通り 
・DE03ほか。本規格は、Type 2 の AOPDDR に拡張されることになった。既に商品化されているレー

ザースキャンもあり、アジアなどでは用途も広がるはずである、とのコメントがあった。検知率、試験片

など、Type 2のための記載が追加された。 
・DE09, IT7, DE13, JP3。whole body trip device について。図3が誤解を招くということで、Detection 
Zoneを考慮した図が追加されることになった。 
・IT3。用語 zone with limited detection capability の定義を追加するのに合わせて  
"detection capability" の定義が見直された。 
「一般的には、サイズで表される」という文言がNOTEとして追加された。 
・DE29。コメントでは5.4.6.1の光干渉試験が複雑すぎるため、Ad Hocグループでの審議が提案されて

いたが、本文の記述を整理し AIP となった。 
・日本委員会からのコメントは、ほぼ Accept または AIP とされた。 
例えば、JP8。Manual interference test。coverageの反射率10%が理由不明というコメントに対して、

反射率10%は実用的なのでそのままになったが、テスト手順が単純化され、図も追加されることになった。 
・オムロン京都オフィスは交通の便も良く、またオムロンスタッフの皆様の運営も素晴らしかった。海外

委員からも高く評価された。 
 

2.2 今後の予定 

IEC61496-3メンテナンス会議 

次回会議  2017 1/23（月）11:00 - 18:00     場所：Pilz Ostfildern, 独 

次々回会議 2017 9/19（水）10:00 - 21（金）14:00 場所：IFA Sankt Augustin, 独 

 

１月23日の会議後、MT61496-1のメンテナンス会議を開催する予定。Webster氏より、次回のTC44全

体会議後、連絡する予定。 

 

 

３．IEC61496-3 CDに対するコメント審議 

DE01、UK1 

・CDに対して肯定的な意見。 

IT1 
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・２Dか、３Dかの定義を明確化すること。detection zoneが平べったいとき、それは2Dか3Dか。detection 
zone に物体が入ってしまうとき、3D？多層のレーザースキャナ（Velodayne など）は 2D か 3D か？な

どの疑問があるが、規格本文では、この違いにより試験方法が異なるため明確な定義が必要。 

・第3軸の大きさが detection capability より大きいかどうかで2Dと3Dを分けるNoteを、3.302、3.303
に追加することになった。 

・ここで、detection capability の定義は見直す必要がある。 

・たとえば、Part 1では、「ESPEを活性化させる検知機能の限界」と定義されている。 

・Part 2では、「テストピースの直径で表現される寸法」と記載されている。 

・Part 3では、「特定の検知ゾーンの中で、特定のテストピースを検知する能力」と定義された。3.3 の

Noteとして、「Detection capability は、一般的に検知できるテストピースの大きさで、計測される。つ

まり、検知サイズが小さいほど、detection Capabilityが高いことになる。 

 

IT2： 

・rejectされた 

 

DE02, JP1, JP2: 定義が不明確 

・JP提案はacceptされた。軸を決めるのは supplier か manufacturer か？ちなみに、一般的に、欧州

では、”supplier”=”manufacture”、米国では、”supplier”=”distributor”である。 

  -> supplier。規格中の manufacturer を全て supplier に置換 

  日本案により、”stated by manufacture”と3.305に追記された。 

  “outermost position”は、分かりやすい「検知ゾーンの境界」に変更された。図 1,2 参照とする note
追加された。 

IT3 

・テストピースの位置に関して、origin 定義が必要という主張。 

・ここで、originとは何か？と言う議論に発展した。Originとは、座標原点であるが、これは、デバイス

の内側？ "ウィンドウ"上？と言う議論にもなった。製品により定義されているが、製品の表面上の場合も

あり、製品の中の場合もある。メーカより、定義されており、manualに記載されているはずである。 

・6で、"origin "の指定するようにということは書いてある 

・”origin of measurement”は一般用語であり、定義の必要は無しとされ、Rejectされた。 

  -> 図1、2で詳細説明がある。6でドキュメントの記載がある 

・尚、derekより、originに、theを付けると特別な計測ポイントの意味になり、不適当である。theをつ

けない表現にすべきとのこと。 

・Frankからも、「origin of measurement」は、座標原点と同じ意味との意見も出された。 

・本文中の用語が「detection zone origin」－＞「origin of distance measurement」に統一された。Detection 
zone originとすると、何か所もある可能性が残るため。 

 

DE03:  

・Type 2に拡張すべき。既にType 2のAOPDDRが市場で販売されている。 

・Accepted。但し、Part1, Part2 の記述と衝突の無いように修正された。 

 尚、  IEC61496-1 Type1  5.3.2 
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            Type2  5.3.3 

            Type3  5.3.4 

            Type4  5.3.5 

  で、定義されている。 

・4.2.2.3 にも追加記述(DE18)。 

 

・Thomas より、自動ドアのアプリケーション(EN16005)で、Type2 が要求されている。IFA としては、

この規格のために、ここにも記述したいとの要望。Frankから、自動ドアは、machineryか？との質問も

出たが、machineryであると言う結論。 

・Frankは、米国では、type2の用途は無いが、アジアや中国で、低リスクの現場では（低価格の）Type2
が有用ではないか？と言う意見。実際に要求されているようである。メーカーとしては、販売量が増える

可能性があり、歓迎と言う。 

 

IT3 

・テストピースのポジションの件、originの件であるが、既に図1、２に表現があり、Rejectされた。 

 

UK2, UK6:  

・「zone with limited detection capability に物体があってもdetection capability が低下してはいけない」

に該当するテストがない。追加すべき. 

・試験方法5.4.9.3が追加され、zone with limited detection zoneにテストピースを置いたときに、detection 
zoneの感度に関する詳細記述を追加した。（この文はどこから来た？） 

・テストピースは白とする。高反射率の物体はマルチパスの反射を発生させるため 悪条件となることを

村田より説明。 

・ここで、transmitterを、emitter、receiver などの言葉に統一した。 

・AOPDの定義では、emitter&receiver 

・part2 では、emitter のところを、transmitter として、投光している図が有ったりする。全体として、

混用されている。 

  以下の用語も統一された。 

  “device”－＞”element” 

  “emitter”－＞”emitting element” 

  “emitter wavelength”－＞”emitted wavelength” 

  “emitter aperture”はそのまま残す。 

 

DE04, DE17 

・4.1.6の要求が4.3.8の要求に含まれている件 

・4.1.6の該当文は削除された。4.3.8で記述されている。 

 

UK3 

・zone with limited detection zoneの距離=>50mmとする。 
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・以前、日本から出張したが、受け入れられなかったのに、議論も無く accept された。今までの記載は、

距離=50mmであった。 

 

IT5: DE05 

・zone with limited detection zoneに、人が入ったときの検知要求。明確に4.1.6に記載された。Accepted 

 

DE06 

・Type 2追加の件。IEC61496-1に記載があるので、ここから文章を持ってきたが、一部で、part2と文

言が異なる。External inputをつける。 

・Type 2 の周期テストについて議論 

・言葉の定義の議論として、”false”と”failure”はどう違うか？falseは状態であり、failureは現象。 

・deterioration の記述もあるが、この周期をどう考えるか？part1 の consideration list の一つに

deteriorationは、periodic testか、5秒かの長い方で、チェックすることとされている。 

・response time が長くなったら、検知する必要があると記述されたが、これをどのように検知するか？

internal testで検知できるはず。 

 

DE07 

・章タイトルが、内容に一致していない。 

・4.2.12.3 と、5.2.11 “Geometry, frequency and response time”－＞”Influence of detection” と、表題

を変更 

 

DE08 

・テストピースの記述が、体の一部の検知に関して足りないため Φ150mm×150mmを、追記する 

 

DE09, 10, 11  

・図3と4の修正 

・すべてAccepted 

 

DE12,14 

・editorialな内容。Accepted 

 

IT7, DE13, JP3 

・whole body trip device について 

・テストピースの大きさは、それぞれで以下にする。 

trip device -> trip device with 200 mm detection capability（whole bodyの場合） 

-> trip device with 150 mm detection capability（body partの場合） 

・Orthogonal Approachの図とは別に、Detection Zoneの図を追加すべき（村田）。 

・Orthogonal Approachの図は Annex AA.6に移動することに。これらは要求事項ではないので。代わり

に村田よりホワイトボードで提案した一般的なトリップデバイスの図を入れることになった。Orthogonal 
approachの図は、元々、ISO13855の記述追加により発生した説明であり、残す必要がある。 
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・detection capability -> parameter の意味で使うらしい。サイズの文脈から判断する。サイズならサイ

ズ。色なら反射率とか。 

・ちなみに、trip deviceは、通過検知機器。 

 

IT8 

・全体が再帰反射の試験片はない。所々再帰反射の試験片を提案 

・しましまの試験片を提案。絵入り 

・retro-reflectionのテストを全面で行うと言うのは、厳しすぎる。概念としては理解できるが、再現性も

無いとのことで、今回は rejectした。 

・Franchescoが不在なので、次回、参加したら再度議論する可能性はある。 

 

DE15 

・OK 4.2.12.3.1を参照。 

 

DE08 

・150mmのテストピースが定義されていないので、定義された 

 

DE18 

・ドリフトとエージングについて、ESPEに関する要件を追加 

・Type 2 4.3.10 ドリフト、エージングにより感度劣化が発生したら、定期テストか、5秒の長い方で、

OSSDをOFFにすること。 

但し、もし定期テストが、5秒以内でることも考え、”at least”として、より短くすることを妨げないよう

な表現とする。 

 

JP4 

・高速試験片が検知エリアを通り越してしまう問題 

・製造者はそこまで考えてMinimum Detection Zoneを設定しないといけないとはいえNoteは正しいの

でAIP。つまり、-1.6m/secで物体は動くので、テストピースの大きさと合わせて、minimum detection 
zone sizeを、メーカーは決める必要がある。 

 

JP5 

・提案した文は却下されたが、文章が改善され、図が追加されることに 

・図のCylindrical test piece が、あり得ない形状 

・細長いCylindrical test pieceはない。高さと直径が同じ -> 修正 

・つまり、「（テストピースは大きいが、）メーカーが定義した 小検知物体の大きさだけテストピースが検

知ゾーンに入ったところで検知する」との定義を入れて、文章とした。 

・図10へのnote追加で、2D/3Dの説明。 

・北陽Santosh氏から質問： Half of Diameter が、ちょっとだけ検知エリアに入っただけでも「half of 
diameter が入った」と解釈できるのはおかしいと主張 

 -> 図9にNote2が追加された。余計わかりにくいような… 
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JP6, DE20 

・test a, b, cが表に無い問題 

・ 5.2.1.2&5.2.10のテストが、a)b)c)である。a)b)c)の代わりに、subclose番号に変更 

 

DE19: ED 

・OK 

 

IT9 

・TOFカメラに再帰反射試験片はハードルが高すぎる問題 

・IT8のしましまテストピースがRejectされたのでNG 

・5.1.1.2のテスト省略で対応できる 

 

DE21 

・combination問題 

・accepted 

 

IT10 

・influence と interference の使い分けについて 

・意味も、使い方も異なるようであるが、Derekさんの英語解説もあり、チェックすることとなった。 

 

DE22 

・OK 5.2.1.3 耐久テストは、すべてのテストを足して、150hとする。 

 

DE23 

・Verify でなくて it shall be verified by test  5.2.11.2 

・accepted 

 

DE24 

・レーザーのクラス 

・Class 1M 追加 レーザーの安全規格が変更になり、ここの表記もそれに沿って、変更するととこなっ

た。 

 

DE25 

・Type 2の件、追記。5.3.3 refer to 4.3.10 

 

DE26 

・Type3の不要な文削除 
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・OK 

 

DE27、28 

・AGVに乗っけたときの振動と衝撃 

・ground vehicleと記述すると、屋外仕様と勘違いする可能性があるので、インドアを強調したい。 

・NOTE追加 

 

DE29 

・光干渉試験が複雑すぎる件 

・ad hoc group登場 

・今日はここまで 

 

JP7 

・フラッシュビーコンの duration 問題 ed 

・Rejected, 61496-2 で修正済み 

・~1200usecが、市場で購入しやすいストロボライトだから、part2で修正された。 

・今後、part1でも議論が必要。 

 

DE30 

・光干渉テストは、検知エリアの中に光源を置くのか？外か？の位置について 

・3000lxと記載あるが、Range外からだと、この光量を確保するのが事実上難しいのではないか？5.4.6.4.1 

・アドホック行き 

 

DE31 

・受光器のスポット汚染サイズについて 

・OK。よりクリティカルなケースについて追記 

 

DE32 

・図15のアパーチャの位置がおかしい件 

・図面を変更する。 

 

UK5 

・図15のKey a 

・OK。half of receiver aperture が正しい。 

・”aperture”－＞”aperture stop” 

・”emitter”－＞”receiver” 

 

DE33 
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・背景の干渉。コーナー・キューブ・リフレクタの反射率について 

・3300から330に変更。レーザースキャンの開発時 25年前は、ガラス製の反射率の高いコーナー・キ

ューブ・リフレクターがあったが、 近は、低価格のプラスティックの物しかなく、反射率の高いものは

入手できない。入手できるもので、テストできるように、数値を低くする。 

 

JP8 

・カバーの反射率10％とされているが、この数値の根拠は何か？ 

・10％は、一般的な服の反射率を計測して決めた。実用的なもの。2%の反射率は、一般的なものではな

く、ここでは必要ない。（ Martin） 

・図は不要であるが、サントスさんが説明されないと分からなかったので、説明を分かりやすくする議論

して、単純化した。 

・単に、50%隠す とした。反射率の議論はあるが、カバーする材質のことなので、不透明であれば、反

射率の大小は大きく関係しない。 

・テスト手順は単純化された。90度の円弧とか削除された 

 

DE35 

・editorialな内容。()いれる。5.4.10 

UK6: -> UK2 

・AIP 

 

DE36 

・検知エリア設定ツールについて A9 

・ツールも、AOPDDRの一部であり、セッティングする人は、パスワードなどにより、解除して使う。 

・Noteを本文にする。「作業は、トレーニングした人だけ」とする。 

・Part 4-3に倣って変更。OK 

・qualified person について追加議論 -> 7取説に ttt)instructions に追加 

・今後の議論としては、2 種類の検討が必要(Martin)。１） 初のセッティング ２）セット後の配置換

えや、パラメータ変更時 

・Derek、Frankが、業界では、勝手にいじられるのが恐いと、言う。 

 

・DE37, 38 

・複数検知エリアの設定にType 2の記述追加する問題 A10.1, A10.2 

・Frank からの疑問。Part1 によると、type2 はシングルフォルトで、検知位置が変わってしまう可能性

を示唆している。問題ないような気もするが、本当に大丈夫か？検討必要かもしれない、と問題提起され

た。 

 

DE39 

・ESPE か AOPPDDR かどっちを使う？ 

・ESPEは、非接触の検知センサ 

・Frankは、ここでは、ESPEとAOPDDRは同じ意味で使っているとのこと。 
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・ESPEは、広義では、AOPDDR以外の電気を使った安全センサ全般の意味。 

・AA.6については、タイトルが”AOPDDR-2D”となっているので、ESPEの代わりに、AOPDDR-2Dと

する。それ以外の部分は、現状のままとする。 

 

DE29、30 

AD HOCグループで別途議論するとしていた光干渉の試験方法についてであるが、時間があったためこの

場で議論してほぼ結論がでた。 

・光干渉試験が複雑すぎる件 

・AOPDDR-3Dの光源位置が図と合っていない。Corner Axisに隣接した場所とは。 

・光源の種類ごとのサブクローズで文章をチェックした 

・それぞれ光源の位置が、AOPDDR-3Dだと良くわからない状態。 

・5.4.6.6.1 Flash beaconでは、検知ゾーンの中、あるいは、隣接する場所と書かれている。5.4.6.7.1 Laser 
pointerも同様。5.4.6.8  

・5.4.6.4.3 に、光源は、normal operation で、許容される場所、あるいは、影響をうける場所との記述

とした。 

 

光源の位置 

・２Dの説明では、光源の位置は2種類あり、センサ直近と、テストピースの背後。直近では、強い光の

入光状態の確認であり、背後から光が来ると失報する可能性がある。 

・Table2のRemarkのところに、BTD（Basic Test distance）を追記する。 

・基本的に、光源の位置は、２Dでも、３DでもAOPDDRの center axisに向ける。検知エリアの外側

に置く と言う記述とする。 

・5.4.6.1 General の光源位置に関する記述は削除。個別に書く 

・図11も削除 -> DE29 はAIP。Great ！-> DE30は Rejected。十分なので 

・type2に関しても、光干渉に関しては、同様の基準とする。 

・記述内容については、サントスさんに理解できるかを聞いて、理解できない部分を修正していく手法が

取られた。分かりやすい規格を目指している。 

 

Type 2 については、低価格にすることで存在価値が出るため検知感度なども変更して低価格にする手法

についても議論された。 

・検知率もそれなりに下げられるはず。計算することになった 

・ SIL1レベル 

・type 2 の試験片が必要？ 

・Black test piece の反射率1.8％はもっと大きくすべきか 

・コストの問題で、そのほかに type 2用に記述を追加するところがあるかチェックした 

・Part 2（Type 2とType 4があるので）と対応して、identical device の光干渉はタイプで別  whole 
body trip device のチェック   

・削除多数 

・Frankは、危険ではない現場、例えば、失報が1回あっても大きなけがにはならない現場では、周期テ

ストは長くしても良いのではないか？ 
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・Martin は、ライトカーテンでは、type4 だけが、FOV が狭いので、細いところを通す場合や、外光の

影響を除去したいときに使うと言う。 

・Enrico は、ライトカーテンでは、アライメントが楽だから type2 を使うと言うが、Frank に「それは

安いからだろう」と言われてしまう。 

・trip deviceでは、type2でも良いのでは？と言う意見もあった。 

・議論だけで具体的に、type2に関する規定を緩和する結論には至らなかった。 

 

蛍光灯光源について 

・蛍光灯は、日々進歩しているので、それに合わせて、規格も変更し、時代に合致した光源を基準や、試

験設備とする必要がある。 

・この議論は、毎回出ており、LEDについても同様である。 

 

４．今後の予定 

・原稿はすぐに回覧される 

 

Other business 

・IEC61496シリーズの今後、Part 1、VBPDとMartin、Frank, Derekさんの規格の状況方向 

・規格番号聞き取れず 

・IEC61496-1の修正ポイント（Webster氏）が、多い。 

・IEC62046 が発行したら、SILとTypeの対応表を削除するとか 

 

以上 
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IEC 61496-1/-3  TC44 / WG10  January, 2017 meeting 出席報告 

 

報告者： 村田記一（オプテックス株式会社） 

日時： 2017年 1月23日（月）11:00～1月25日（水）15:00 

場所： Pilz本社 ドイツ シュツットガルド近郊 Ostfildern 

 

出席者：主査            Mr. Thomas Bömer, IFA ドイツ（IEC61496-3） 

    主査      Mr.Frank Webster, OMRON USA（IEC61496-1） 

 ドイツ:  Dr. Lutz Lormann, Pepperl-fuchsGmbH(23日のみ) 

   Mr. Dietmar Dottling, Pilz 

   Dr. Stephan Hab, TÜV Rheinland 

Dr. Bernhard Feller, Leuze Electronic GmbH 

Mr. Hagen Binder, BGHM 

Lutz Fiessler, ???（24日から） 

        UK             Mr.Derek Jones, Rockwell Automation（23日午後から） 

            Peter MacNicole, （24日から） 

イタリア    Mr.Francesco Mirandola, 元Reer（退職） 

Mr.Paolo Viviani, OMRON Europe 

 スイス:  Mr. Martin Hardegger, Rockwell (CEDES) 

 日本:  村田記一, 技研トラステム株式会社 

 

        Observer     Thomas Pilz, Pilz 

Klaus , Pilz 

Micheal, Pilz 

                              計 15名 

 

１．会議日程 

1月23日（月）11:00-16:30 オープニング、他規格について、本会議IEC61496-3 

1月24日（火）9:00-17:00 本会議IEC61496-1 

1月25日（水）9:00-15:00 本会議IEC61496-1 

 

2．会議の概要 

2.1  議論概要 

IEC61496-3 については、前回の京都会議で、1月の会議の結果でCD作成の予定を確認しており、新しい
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コメントの審議は原則行わず、京都会議で宿題となっていた図面の確認や、記述の確認を行った。修正は

すべて行われており、微調整の後、CD発行となった。図面の修正により、矛盾がなくなり内容が理解しや

すくなった。 

 

IEC61496-1 については、Frankにより、課題についての問題提起がなされ、議論すべきリストを作成し

た。先にメンテナンスを行ったpart2,3,4について、新しい概念を追加したことについて、Generalとし

て、Part1に何を追加すべきか議論を行った。 

Part1は、これからメンテナンスの項目抽出するのに対して、Part3は、CD発行の予定となった。2つのメ

ンテナンス会議は、別々の予定で進行することとなった。 

 

- IEC61496-3の主な審議内容は以下の通り 

１．Forwardに、今回の修正事項が、a-fで、表記された。 

２．”influence” と、“interference”が、ほぼ同じ意味で使われていたため、influenceに統一され

た。 

３．図３、４の修正。Trip deviceとして、従来の図は、説明内容と一致していなかったため説明と一致

する図と交換された。 

従来の図は、ISO13855の内容追加により、説明されたものであり、削除することはできず、Annex AA.6

に追加して表記された。 

４．図６の２Dの場合と、３Dの場合のtest pieceの検知する場合の位置の違いを、定義とおりの図に変

更した。同時に、図７、８、９、１０、１１、１６のテストピースの形状も、テストピースの定義通りの

形状とした。 

５．光干渉のテストにおいて、白熱電球を検知エリアの外に置くことになっているが、入手できるパワー

のもので、３Dの場合でも検知エリアの外から光を当てて、1500lxの照度が出せるか？に対して、Martin

が実験結果を提出し、可能との回答。追加の説明をすべきかは？いくつか議論もあったが、CD提出後の議

論とされた。 

 

2.2 今後の予定 

IEC61496-3メンテナンス会議 

次回会議  2017 9/19（水）10:00 - 21（金）14:00 場所：IFA Sankt Augustin, 独 

次々回会議 2018 1/24（水）10:00 - 26（金）14:00 場所：未定 

 

次々回に関しては、CDコメントの内容により、9月の会議で間に合わなければ、追加で議論する必要があ

るかもしれない。 

 

IEC61496-1メンテナンス会議 

次回会議  2017 5/8（月）10:00 - 10（水）12:00 場所：IFA Sankt Augustin, 独 

(IEC62998 2017  5/10（水）13:00 – 12（金）14:00 場所：IFA Sankt Augustin, 独) 

次々回会議 2017 9/18（月）10:00 - 20（水）14:00 場所：IFA Sankt Augustin, 独 

注意：この場合、上記のpart3の会議を、9/20-22に移動する。 
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３．IEC61496-3 CDに対するコメント審議 

Forwardへの内容記載 

・今夏の変更点のリストアップがされ、わかりやすくなった。以下に翻訳を添付する。 

Scopeに、３DのAOPDDRを追加 

Type2 ESPEの追加 

３D-AOPDDRと、Type２の要求事項、テスト方法の修正 

ESPE のオプション機能として、関連境界線モニタリングの機能追加（A.12 Reference boundary 

monitoring,“Annex A:normative”） 

人体の一部（を検知すること）に関して、3D-AOPDDR置き方・位置の修正(4.2.12.3.2 AOPDDR used as a trip 

device with orthogonal approach (200mm detection capability), 4.2.12.3.3 AOPDDR used as a trip 

device with orthogonal approach (150mm detection capability), Figure 3, Figure 4) 

 No failure to danger の要求のためのconditionで、single faultのコンビネーション 

Stability date として、2018年に出版される予定を考慮して、そこから5年後の2023年とした。 

 

IT10：4.2.12.2、4.2.16 Note 

・”influence” と、“interference”が、ほぼ同じ意味で使われていたため、influence に統一

された。意味としては、Bad influence の意味である。光干渉に関しては、interference を使っ

ているが、人間が行う干渉ではないため、このままの言葉とした。 

 

 

IT7、DE13、JP3: 4.2.12.2、4.2.12.3 

・図３、４の修正。Trip deviceとして、従来の図は、説明内容と一致していなかったため説明と一致す

る図と交換された。京都会議の内容通りとなった。 

・図を作成して、Dietmarより、質問が出て、「検知高さの異なる2種類の要求は、なぜ必要なのか？本来、

この図で説明するのは、検知エリアの高さに制限を付けること、手を伸ばして危険エリアに近づくことを

予防することだと思うが、必要性が理解できない。」というものであった。修正が続くと、この報告者も疑

問が出てきた内容であったが、Thomasはなぜこの説明が出てきたか、出所は不明とのこと。CDVのステー

ジで、寸法については、再検討が必要かもしれない。ということになった。ISO13855の安全距離について

も再確認が必要かもしれない。 

・Stephanより、ここで使われているのは、2Dか？、3Dか？の質問があった。それにより、response time

が変わるのではないか？という意見であり、もっともである。1.6m/secでφ200mmのテストピースが進入

するとして、その分の距離は計算する必要がある。しかし、Frankは、記述としては、ここで検知するよ

うに要求されており、response time含めて、距離の計算はすべきであり、この記述ではセンサを特定す

る必要はない。それも一理あり、ここでの議論はここまでとなった。 

・従来の図（Orthogonal approachの説明）は、元々、ISO13855の記述追加により発生したものであり、

残す必要がある。Annex AA.6に追加して表記された。同時に、角度の表記が、ISO13855と異なっていた

ため、修正された。 

 

JP5：5.2.1.1 

・図６の２D の場合と、３D の場合の test piece の検知する場合の位置の違いを、定義とおりの

図に変更した。 
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・同時に、図７、８、９、１０、１１、１６のテストピース（Cylindrical test piece）の形状も、

テストピースの定義通りの形状とした。従来の図では、テストピースは円柱であるが、top view

も、side view も円であるため、球になってしまう。 

・図は、２Ｄ、３Ｄの図が２枚入っており、この記載方法は、ＩＥＣの規定により、２つの図番

が必要となる。 

・２つの図の上に、ＡＯＰＤＤＲ－２Ｄ、ＡＯＰＤＤＲ－３Ｄと追記して、１つの図の体裁をと

る。 

・また、２Ｄの図では、tolerance ゾーンが立体化のような表記になっていたため、side view で

あるため、点線で表現するように村田より要求した。その過程で、side view の表記も追記するこ

ととなった。 

・Annex AA.6に追加して表記された。同時に、角度の表記が、ISO13855と異なっていたため、修正され

た。 

 

DE29 

・光源（白熱電球）は、noteにより、1.6-2.2m先に設置するように記載があるが、検知エリアが大きいと

検知エリアの中に入ってしまい、光源を検知してしまう。 

・光源のワット数など、パワーの規定は削除したが、現実的ではないワット数になりかねない。Martinに

より、５００Wの光源により、距離を話した測定を行い、1500lx出せることを確認した。 

・追記した文章が、別の測定方法を表記しているが、この内容が適切であるか再検討が必要かもしれない。

削除するか？ 

 

 

 

４．IEC61496-1 課題検討審議 

Frankが、リストアップした内容の番号で、議論が進んだ。 

一般論として、規格のedition upは、10%以上、あるいは、10ページ以上の変更を基本とする。それ以下

であれば、Amendment。前回、Amendmentで7ページとなった。 

 

No.1：IPテスト  5.4.5 Enclosure 

・5.4.2 温度/湿度、5.4.4 振動/衝撃のテストサンプルを利用して、IP テストができるようにしたい。

これにより、メーカーのテストサンプルの数量を減らし、作業軽減する。 

・Thomas Pilzは、作業はパラレルで行い試験時間の短縮を図りたい。observerでありながらの発言。Thomas 

Bomerからは、順番に試験を行っても、IPテストは1日で終わるので、長い期間はかからないのではない

か？という意見が出された。 

・IPテストは、ソフトなどが完成する前でも、ケースの評価だけでできると、Stephanは主張。 

・5.4.4終わった後で、5.4.5の試験を行うように、5.4.5に記載されている。 

 

No.2：欧州指令にHarmonizeするか？ 

・Harmonizeとは、EN規格として、整合させるかという意味。 

・整合させると、EN規格の一般論から、自己認証できるようになってしまう。安全規格は、自己認証には

合わない。市場要求としても、TUV＊＊のマークがついていないと、顧客が納得しない(Frank)。 
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・整合には反対意見が多いが、委員会としては要求を出すことができるだけで、 終的にはIECが、決め

ることになる(Bomer)。 

 

No.3：Part2 6.1の正誤表 

・この件は、part2のみのことであるが、part2のメンテナンス時に必要であるため、part2も同時にリス

トアップすることとした。 

 

No.4：”manufacture”と、”supplier” 

・規格本文には、上記2種類の言葉が同一の意味で使われている。基本的には、”supplier”に統一する

ものとする。ただし、machine manufactureは意味が異なる。 

尚、独の翻訳も全てsupplierになっており、ANSIも同様。この場合、supplierは、すべてのメーカー、

System Integrator、Distributor など。 

 

No.5：照明による干渉 

・part3を基本として、他のpartは内容をコピーする。IEC61496のすべてのpartで一致できるように、

今回は内容を吟味した。 

・白熱電球 反射板を使う方法では、反射板の反射率は、拡散反射と書かれているだけで定義されていな

い。しかし、ここは大きな問題ではないとなった。 

・蛍光灯は、IEC61496-4-2,4-3 では、低周波数と高周波数に分けたが、ここでは高い周波数のみとした。

これを、今後は要求仕様とする。 

・ビーコンは、LED に変わりつつあるが、ここではまだ、LED は考えない。後からの、IEC61496-1 の議論

で、part 1のメンテナンス会議の中で、議論することとなった。 

 

No.6：Type2 Single fault issue 

・Type 2は、Single faultにより、Failure to dangerの状態になる可能性があるため、type2と、cat2

は同一とは言えない。 

・Type2 は、内部起動により自己診断されるし、外部入力によっても起動しなければならない。したがっ

て、cat2とは異なる。 

・Peterは、cat2より、type2の方が、安全レベルは高いという。Cat2は、DC.ave>60% であればよい（Thomas）。 

・「type2 は、安全レベル低く、safety ではない。Periodic test やっても、single fault で検知機能が

なくなる場合もある。したがって、この項目(4.2.2.3.)を削除したらどうか？」という意見も出た。 

・Periodic testの結果として、lock-outしても、反応時間の記述もない。”As soon as practical”の

記述を加える提案もされたが、結局却下された。 

・現実、ライトカーテンは、type2のものは作っていない。 

・結局、この項目は何も変更しないこととなった。 

 

No.8 fault detection time for type 2 

・ISO13849 p.26 3番目の項 ハザードの前に、machineを止めろと書いてあるが、periodic testより、

短くするということか？このようなことが、type2で、可能なのか？ 

・type2のfault response time < periodic test term とするべき（Frank）。 
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・Peterは、アプリケーションによるので、periodic test termには関係なく、machineのhazardの起き

る前にすべきだと主張。 

・それは、type4の要求事項ではないか？（Frank） 

・Francescoは、ISO13849には、「hazardの前」と書かれている。 

・また、Peterは、fault検知したら、OSSD->OFFではなく、lock-outになり、制御不能になるという。Type2

ではそう書かれている。 

・ISO13855のsafety distanceと、人や、手の動きの速度との関係で、response timeは、変わるとの主

張をした委員もいたが、Peterは、それは関係ないと言う。その通りである。 

・ 終的には、4.2.2.3に、“A single fault resulting in the loss of detection capability or the increase in response 
time beyond the specified time or preventing one or more of the OSSDs going to the OFF-state, shall result in a 
lock-out condition as a result of the next periodic test.” 

の文章があり、すでに記載があるということで、特に変更なしとなった。 

 

No.13 type/SIL/PL 換算表 

・IEC62046が、もうすぐ発行される予定なので、換算表はそれを参照することとして、本規格からは削除

する。 

・会議後、IEC62046 ed3のCDVが発行された。”IEC62046 Table.1 ESPE types and achievable PL or 

SIL”に記載されている。 

 

No.15 OSSDを、80msec維持する要求は、rejectされた。 

・Part2では、OSSDは 低でも、80msecとするように記述されているが、これは、現場で、PLCや、シス

テムが、出力時間が短すぎて信号を受信しない場合が発生したためである。80msec以上としたら、すべて

のPLCや制御器で受信することができた。 

・Luzは、sawing machineには、80msecは遅すぎると主張。具体的な使い方の説明はなかったが、皆さん

納得されていた。 

・このような理由で、part1では、本文への記述はせず、information for useに出力時間など、出力に関

する特性を記述することとする。ee)に追記する。今後、part2からも、「80msec以上の」記述は削除し、

information for useに説明を追記することとする。 

 

4.2.2.1  

“At power on and prior to OSSD(s) going to the ON-state, a test shall be performed to verify 
the absence of faults within the ESPE.” 

の記述がある。「電源オン時、OSSD が ON 状態になる前に、テストは、その ESPE に fault がないこ

とを確認して行うこと。」の意味で、テスト時の要求事項である。 

文章が分かりにくいので、わかりやすく修正した。 

 

4.2.4.1 OSSDの電子回路に関する記述。「サージ吸収素子を取り付ける位置は、リレー接点には直列とし、

並列としないこと」など、詳細な内容となっている。 

・generalなのに、このような詳細な記述があるのはなぜか？と質問したが、今までのknow-howのたまも

のとの回答であった。この記述は残される。 

 

５．今後の予定 
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・原稿はすぐに回覧される。 

・今後、光干渉の光源の検討として LED の種類、波長、特性などの調査を行う。Francesco と、Bernard

がボランティアとして次回までに、資料提出することとなったので、村田も、協力して資料収集すること

とした。 

・まだ、議事録、修正本文が、送付されていないので、送付され次第、追記する。 

以上 
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MT 62061 meeting minutes 

MT 62061 報告書 

日時 : 2016 年4月25-27日 

場所: VDE, Frankfurt, DE 

   

参加者:  

コンビナー: D. Jones  

委員:  

US: F. Webster,  
DE: P. Gehlen, K. Meyer-Geraefe, M. Fischer, B. Myslwiec, T. Bömer (26-27), 
BE: J. Frank (26) 
FR: E. Fae 
IT: M. Copponi, 
CH: G. Carlantuono, A. Belzner 
CN:  Z. Huang (25-26), R. Xue (25-26)   
JP: Y. Sugita  
 

参考文書: 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)565_Draft Agenda_Frankfurt_April_2016_160413  
2. IEC_TC44_WG7(Sec)561_ LOP_160401 
3. DRAFT_IEC 62061_160425 

4. IEC_TC44_WG7(Sec)566_LOP_160427 (ミーティング後回付) 

5. DRAFT_IEC 62061_160429 (ミーティング後回付) 

 

議題及び結果  

参加者の確認 

参加者による自己紹介  

前回ミーティングのLOPの確認.  

参照文書： IEC_TC44_WG7(Sec)561_ LOP_160401 

前回ミーティングでの宿題の確認（参照文書：DRAFT_IEC 62061_160425 に組み込み済み） 

1) 5.2.2項のEMCに対するNOTE（10番目の’-‘の後） 
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以下、提案どおり追加 

 
NOTE The specification of the electromagnetic environmental condition is within the scope of 
IEC 61000-1-2. 
The electromagnetic environment is defined as the totality of electromagnetic phenomena 
existing at a particular location. These phenomena can vary over time.  
The electromagnetic environment is influenced by, for example: 
- fixed and moving sources of electromagnetic energy, 
- low, medium and high voltage equipment, 
- control, signalling, communication and power systems, 
- intentional radiators, 
- physical processes (e.g. atmospheric discharges, switching actions), 
- random or infrequent transients, 
which all can produce disturbances that adversely impact the safety-related system or 
element under consideration. 
 

2) 5.2.2 (11th dash): ‘SRCF’を’safety function’に変更 

 
3) 7.3.2.4 Electromagnetic (EM) immunity  

小グループで IEC 61000-1-2の内容を確認し、必要ならば、要求を追加する。 

以下の項目を追記。 

The function of electrical or electronic safety-related systems shall not be affected by external 
influences in a way that could lead to an unacceptable risk of harm to persons and/or 
environment. Acceptable performance with respect to electromagnetic disturbances is 
therefore necessary. A comprehensive safety analysis shall include the effects of 
electromagnetic disturbances and the electromagnetic immunity limits that are required to 
achieve functional safety. These limits should be derived taking into account both the 
electromagnetic environment and the required safety integrity levels (see IEC 61000-1-2); 
 
NOTE 1 Due to the nature and physics of electromagnetic phenomena no simple, evident 
and provable correlation can be established between the required immunity level and safety 
integrity level for nearly all cases of electromagnetic phenomena. Specifying effective 
immunity levels solely according to the required SIL is therefore not possible and reasonable 
in those cases. Alternative approaches may be used which, to some degree, specify the 
required immunity level according to the required SIL but also involve special test 
arrangements or test performance criteria. See IEC 61000-1-2. 
 
NOTE 2 Guidance may be found in EMC product standards, but it is important to recognise 
that higher immunity levels, or additional immunity requirements, than those specified in such 
standards may be necessary for particular locations or when the equipment is intended for 
use in harsher, or different, electromagnetic environments. 
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NOTE 3 Guidance on the specification of electromagnetic immunity tests for elements of 
safety-related systems is given in IEC 61000-1-2. 
 
In addition to the requirements of relevant product standards or IEC 61000-6-2 and the EM 
phenomena given in IEC 61326-3-1, the following performance criterion for functional safety 
shall be satisfied by a SCS: 

– unsafe conditions or hazards shall not be introduced; and 

– no loss of the safety function(s); or 

– the safety function implemented by the SCS may be disturbed temporarily or 

permanently provided that a safe state of the machine is maintained or achieved before a 
hazard can occur. Where the EM phenomena can result in the destruction of components, it 
shall be ensured (e.g. by analysis) that functional safety is not affected, including by lower 
value(s) of EM phenomena that can cause partial destruction. 
 
NOTE Consideration should be given to the behavior of the SCS in response to EM 
phenomena at all value(s) up to those given in IEC 61326-3-1 and IEC 61236-3-2. 
 
4) 7.2 Subsystem architecture design 

以下の項目を追記。 

The architecture of a subsystem is defined by a process of functional decomposition similar 
as that of the complete safety function that leads to the SCS architecture - see clause 6.2.2.: 
The specific sub-function of the subsystem is decomposed to sub-functions of the next lower 
order, which are then assigned to subsystem elements. 
As a result a set of subsystem elements shall be defined, that meets the functional 
requirements and integrity requirements of the sub-function. 
 
This process may require a decomposition of an initial subsystem (see Figure 5) into several 
subsystems, e.g. due to different internal structures. 
 
NOTE 1 This process may require a decomposition of an initial subsystem (see Figure 5) 
into several subsystems, e.g. due to different internal structures. 
 
NOTE 2 The failure of a subsystem element does not necessarily result in a failure of the 
subsystem or sub-function. Where subsystem elements are parts of redundant channels, a 
single element failure will not result in a function failure of the safety function. 
 
NOTE 3 The final set of subsystem elements may require that the process of functional 
decomposition is repeated in further cycles. It is also possible, that a subsystem can already 
be represented by a single subsystem element without further decomposition 
 
5) 7.3 Requirements for the selection and design of subsystem and subsystem elements, 
7.3.1 General 

以下の項目を追記。 

- 107 - 

 

  



4.4-6-1 

 

 

There are two types of requirements to subsystems and subsystem elements: 

– quantitative requirements: systematic integrity; fault consideration(s) and fault 

exclusion(s), 

– quantitative requirements: failure rate and other relevant parameters 

Qualitative requirements are defined in the following sub-clauses 7.3.2 and 7.3.3. Where not 
explicitly stated otherwise, these requirements apply independently of the SIL requirement to 
the safety function from SIL1 up to SIL3.  
The quantitative requirements are described in clause 7.4 in general terms and for 
determination of probability of dangerous random hardware failures refer to clauses 6.3.2 
and 7.6. 
 
6) 7.3.2 Systematic integrity, 7.3.2.1 General 

第段落を以下の内容に修正。 

The SIL due to systematic safety integrity of a subsystem is met by fulfilling up to SIL 3 when 
the requirements in 7.3.2.2 and 7.3.2.3 are fulfilled for any SIL 1, SIL 2, and SIL 3. 
 
7) 7.4.3 Behaviour (of the SCS) on detection of a fault in a subsystem 

第1段落を以下に修正し、7.4.3.1General とした。 

Where a diagnostic function(s) is necessary to achieve the required probability of dangerous 
random hardware failure or safe failure fraction and the subsystem has a hardware fault 
tolerance of zero, then  
the sum of of the diagnostic test interval and the time to perform the specified fault reaction 
function to achieve  or maintain a safe state is shorter than the time to reach the hazard (see 
also ISO 13855); or 
when operating in high demand mode of operation, the ratio of the diagnostic test rate to the 
demand rate equal or exceeds 100 
 
8) 7.4.3.1 Fault reaction function  

上記の伴い7.4.3.2に変更第1段落の 後の文に以下を追加 

…or the ration of the diagnostic test rate to the demand rate exceeds 100 

 
7.3.4.2 Relationship of relevant parameters 
7.4.2 Estimation of safe failure fraction (SFF) 
7.4.3.2 Diagnostic coverage (DC) 

FMEDAを以下のように追記。 

For the estimation of DC (3.2.48), in most cases, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA – 
see IEC 60812), Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis (FMEDA) or equivalent 
methods can be used. In this case all relevant faults and/or failure modes should be 
considered. 
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7.5 Subsystem design architectures, 7.5.2 Basic requirements 

Table 5 を以下のように修正。 

 
Hardware fault tolerance (HFT) 

0 1 

DC DC 
Basic Requirements  

0 % 60 % - 99% <60% 60 % - <99% ≥99 % 

Comments / Examples 

Basic safety principles M M M M M Use of suitable materials 

Well tried safety 

principles 
M M M M M 

Positively mechanically linked 

contacts (IEC 60947-5-1) 

ISO 13849-2, Annex A to D 

Well tried safety 

components 
M - M - - 

Contactor (IEC 60947-4-1) 

ISO 13849-2, Annex A to D 

CCF 
not 

relevant
M M M M  

Type of basic 

subsystem 

architecture 
A C B D D  

 M = Mandatory, - =no requirement 

 
 

文書 IEC_TC44_WG7(Sec)563_ analysis_and_design_procedure_2016E_160401 及び

IEC_TC44_WG7(Sec)564_ Mission time_160401 
 

1) 新しい図は現在に図4と共にAnnex M (management of functional safety (Informative)と

する。 

Note 2 of clause 4.3 (see figure 4): Re-numbered as Note1 (moved before Note 1 and Note 
1 re-numbered as Note 2) and (see Figure 4) is removed. 
Note 1 The functional safety plan can be part of global machine design plan   
Add the end of 2nd para of 4.3: See examples in Annex M. 

2) 以下の定義を追加。 

3.2.40 useful lifetime : minimum elapsed time between the installation of the SCS and the 
point in time when component failure rates of the SCS can no longer be predicted, with any 
accuracy. 
The maximum useful lifetime of the SCS and its subsystems shall be 20 years or less unless 
the manufacturers of the SCS and its subsystems can justify a longer lifetime by providing 
evidence, based on calculations, showing that reliability data is valid for the longer lifetime. 
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NOTE 1 to entry: Typically, will be 20 years or less unless the manufacturer of the SCS and 
its subsystems can justify a longer lifetime by providing evidence, based on calculations, 
showing that reliability data is valid for the longer lifetime. 
 
NOTE 2 to entry: Typically, the proof test interval for time based subsystems e.g. FS-PLC is 
the useful lifetime. 
NOTE 3 to entry: Typically, the useful Lifetime for time based subsystems e.g. FS-PLC is the 
period of time covering the intended use of an SCS 
 
NOTE 4 to entry: Typically, the useful Lifetime for subsystems including wear based 
components (e.g. switches) can be achieved by proof testing and preventive restoration of 
the subsystem   
NOTE 5 to entry: Useful Lifetime can be considered as equivalent to Mission Time (ISO 
13849) 
NOTE 6 to entry: Installation of SCS has to be understood as ((like described in MD Article 2 
(k)) ‘putting into service’, means the first use for its intended purpose 
 

WD文書の検討・修正 

8 Software  

アドホックグループの結果を引用する。次回MTでアドホックグループの検討結果を精査予

定  

9 Validation 

アドホックグループの結果を引用する予定だが、アドホックグループの審議はまだ進んでい

ない。次回アドホックグループの結果はMT62061 メンバーに回付予定。 

10 Documentation 

現在の IEC62061 のTable 8 をTable 10 （10.2項）に流用する。 

項番号等は現状のドラフトに合わせ修正する。 

Annex A 

サブグループで内容検討、次回MTまでに提案作成 

 
Annex B 

削除（Void） 

Annex C 

Mr.  Frankが IEC 62061 との整合性を確認する。 

Annex D 

D.1を削除、残りはAnnex Kに移動 
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Annex F, G 

用語は8項と整合させる。 

 

次回以降のスケジュール 

2016 年7 月19-21 日＠DKE,VDEフランクフルト 

2016 年10 月5-7日＠エアランゲン、ドイツ 

2016 年11 月15-17 日＠Sankt Augustin、ドイツ 

 
End of minutes
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第４３回―IEC/TC44 WG7（Seligenstadt） 報告書 
 
期 間：2016年７月１９日（火）12:00 ～２１日（木）13:00 
場 所：Schneider Electric GmbH（Steinheimer Straße 117, 63500 Seligenstadt , Germany） 
出席者：１４名（１３名＋1名（電話））：Derek Jones(UK・１), Max Fischer, Karsten Meyer-Grafe ,Patrick 
Gehlen(DE・３), Federico Dosio, Massimiliano Copponi (IT・２)，Eric Fae(FR・１), Pouw Jongbloed, Paul 
Hoogerkamp (NL・２), Giuseppe Carlantuono(CH・１), FrankWebster (USA・１)電話会議参加，Wofgang ******
（？），杉田，畑（日本・２）， 
会議場所（Schneider Electric GmbH）                     

      
次回以降の会議日程と場所 

2016/10/5-7： ドイツーエルランゲン 
2016/11/15-17： スイスーローザンヌ 
2017/1/31-2/2： イタリアーミラノ 
2017/4/10-12： オランダーオランダ規格協会NEN（Netherlands Standardization Institute） 
会議内容 

会議資料 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)566_ LOP_160427 

2. IEC_TC44_WG7(Sec)567_DRAFT_IEC62061_160429 

3. IEC_TC44_WG7(Sec)568_MC Comments 

4. IEC_TC44_WG7(Sec)569_Draft Agenda  

5. IEC_TC44_WG7(Sec)570_ IEC62061_Clause _references 

6. IEC_TC44_WG7(Sec)571_SFF homework 

7. IEC_TC44_WG7(Sec)572_Annex M2 

8. IEC_TC44_WG7(Sec)573_WG7homework_Fisher and KMG 

7 月19 日会議内容：以下について審議 

Task group の 7.4.2 SFF見積り計算（λS=0と仮定）に関する報告を審議 
「電子部品以外の電気―機械コンポーネントについては，λＳ＝０と仮定し，これによりＳＦＦ計算のシ

ンプル化を図る」との提案。（事例ANNEX.-B） 
審議結果：「λs=0または無視できる場合」との表現に落ち着いた。 
[Typically for electromechanical components λS is equal 0 and the following simplification can be applied:] 
➝[For electromechanical components λS is typically equal 0 or is negligible ,the following simplification can be 
applied:] 
SN 29500, MIL-HDBK-217E の故障率の参照基準をドラフト内に追加？:要確認 
EMI (Max, Carsten) 7.3.2.4 
「7.3.2.4 Electromagnetic (EM) immunity」は，システム全体に関わることとして7.3.2.4（サブシステムの）

と6.4（SCS）のElectromagnetic immunity要求事項として安全機能のシステムのEMI要求事項を追加した。

機器メーカとして重要との観点からEMC 要求事項として以下の階層での規格適用について提案され，協

議。 
IEC 61326-3-1 Ed. 1.0:2008 (b) 
IEC 61000-1-2 Ed. 1.0:2016 (b) 
IEC 61000-6-7 Ed. 1.0:2014 (b) 
4.4 EMCも若干手直し：正式ドラフト案で確認が必要 
 
7 月20 日会議内容：以下について審議 

イタリアのMassimiliano Copponi(GE)から[Demand mode]の定義・[Demand mode]の定義・[Safety 
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Function]のについて IEC61508ベースの定義採用の提案がなされた。 
（この日は，イタリアのLow-Demand-Mode 提案で提案で 1日を費やした。） 
審議結果 
3.2.28 Demandについて内容がクリアでないので本提案が出され以下に修正。 
3.2.28 demand 
event that causes the SRECS SCS to perform its SRCF 
[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.16 modified] 
Note 2 to entry: Demand mode means that a safety-related control function is only performed on 
request (demand) in order to transfer the machine into a specified state. The SCS does not influence 
the machine until there is a demand on the safety-related control function.   
[Safety Function]の定義は，Safety function の定義について削除 IEC61508-4適用の提案があったが反対意見

をだして ISO12100 の定義は残すことで決定した。 
3.2.32 target failure value 別途見直し 
3.2.39 overall lifetime 削除 
3.2.40 useful lifetime ((2016-04-25, editor note: to be improved))新定義で議論 
 
5.2.3 Safety integrity requirements specification のLow-Demand で議論 
Table 1 — SIL and limits of PFHD values for high demand mode of operation and continuous mode of operation: 「Low 
demandは一般機械では不要との意見が大勢を占めた」 
Table2のPFDテーブルは，ドラフト段階では追加する方向 

SIL limits of PFHD values(1/h) 

1 < 10-5 

2 < 10-6 

3 < 10-7 

Table 2 - Safety integrity levels – target failure measures for a safety function operating in low demand 
mode of operation 

SIL Average probability of a dangerous failure on demand of the safety function (PFDavg) 

1 ≥10–2 to 10–1 

2 ≥10–3 to 10–2 

3 ≥10–4 to 10–3 

6.2.4.3 Pre-designed Subsystems in Low demand Mode of Operation の追加説明。 
LOW-DEMANDは，一般の機械では使用されることが稀で規格に入れない方向の意見が大勢で 
あった。一般的な機械安全LOW-Demandの経験がない状態である。一方，タービンのようなLOW- 
DEMANDの機械もある。 
終的に 

Simple：LOW-DEMAND規格から外す，別紙として（ANNEX・TR等）検討する。 
LOW-DEMANDのシンプル化の意見をサブグループで審議し求めることになった。（DEREK） 
7 月2１日会議内容：以下について審議 

日本の宿題 IEC_TC44_WG7(Sec)572_62061_annex_M2_160715 を提案・審議 
Annex M(informative) Management of functional safety 
M.3：Example of detailed procedureを日本（杉田さん）提案に従ってフローチャート修正 
10.3.3 Information for use given by the SCS integrator： 
イタリアのMassimiliano Copponi(GE)からの提案で審議・修正 
Table of comparison between IEC 62061:2015 and New Edition（５７０） 
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Patrick Gehlen(DE)より資料５７０によりドラフトの変更点についての説明 
Massimiliano Copponi(GE)から以下の 7.3.2.5Securityの提案 
62061からセキュリティーは，Legalマターでない（安全は，Legal マター）が，   6.5 Security aspect
として以下を追加。（ドラフトに仮置きすることとした。） 
【The security risk assessment shall be carried out at each lifecycle phase by the designer of the machinery and the end 
user of machinery. 
A security risk assessment shall be carried out to identify the threats and vulnerabilities of the safety-related control 
system within a defined security context. It shall result in: 
a)a description of the devices covered by a security risk assessment (e.g. mobile panel, or any other device connected to 
the safety-related control system); 
b)a description of identified vulnerabilities that could be exploited by threats and result in 
c)security risks (including intentional attacks on the hardware, application programs and related software, as well as 
unintended events resulting from human error); 
d)a description of the potential consequences resulting from the security risks, by considering the possibility under 
which condition these can occur; 
e)consideration of various phases such as design, implementation, commissioning, operation, and maintenance; 
f)the determination of requirements for additional measures; 
NOTE Additional measures could be adequate safety-related control function(s) to mitigate the consequences of a 
threat, e.g. safety-related monitoring of limit values. 
g)a description of, or references to information on the measures taken to reduce or remove the threats. 
NOTE 1  A safety-related control system that initially has limited vulnerability may become more vulnerable with 
situations such as changing environment, changing technology, system component failure, unavailability of component 
replacements, personnel turnover, and greater threat intelligence. 
NOTE 2 Guidance related to SCS security is provided in ISA TR84.00.09, ISO/IEC27001:2013,  
IEC 62443 series and (NP TC44 safety and security)】 
4.4  Configuration management について 
ANNEX-M に追加 
ドキュメント全体確認（Patrick Gehlen） 
次回会議までの宿題：ANNEX-A RA各パラメータ提案―Federico 
Agendaの IEC/TC44総会準備については検討がされなかった。 
 
所見： 
今回の会議は，イタリアのMassimiliano Copponi(GE)による IEC61508よりの修正提案でドラフト審議が

あまり進まなかった。今後の日本からの提案として IEC61508ベースの規格にならないように，機械安全

ベースで分かり易い，使いやすい規格に向けて ISO13849の進捗も見据えての提案，意見を国際会議の場

で出す必要である。 
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MT 62061 meeting minutes 

MT 62061 報告書 

日時: 2016 年10月5-7日 

場所: Siemens AG, Erlangen, DE 

   

参加者:  

コンビナー: D. Jones  

メンバー:  

DE: P. Gehlen, K. Meyer-Geraefe, M. Fischer, W. Reinelt, B. Mysilewec, T. Boemer (6-7),  
FR: E. Fae 
NL: P. Hoogerkamp,  
IT: F. Dosio, P. Viviani, M. Copponi, 
CH: A. Belzner, ,  
BE: J. Franck, 
JP: Y. Sugita  
 

参考文書: 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)575_ LOP_160726 
4. IEC_TC44_WG7(Sec)580_Draft Agenda  
5. IEC_TC44_WG7(Sec)581_ Draft IEC62061_160914 
6. IEC_TC44_WG7(Sec)582_IEC 62061_SIL Assignment Parameters-clean_160916 
7.  
IEC_TC44_WG7(Sec)583_AHG_SW_N013_sw_clause_result_Wi_08_09_2016_additional 
changes_161002 
8. IEC_TC44_WG7(Sec)584_AHG Software_161007 
9. IEC_TC44_WG7(Sec)585_Low demand mode consideration_161007 
10. IEC_TC44_WG7(Sec)587_LOP_161007 

584, 585 及び587はミーティング後に回付 

 

議題及び結果:  

メンバー確認  

IEC TC44 WG15 Draft 63074 “Guidance on security aspects related to safety related control 

systems”のミーティング速報 

- ドイツ、イタリア及び日本でミラーWG を設置したこと及び現在のタスクは当規格のスコ

ープを決めることである旨紹介された。 
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オープンポイントリストの確認。下記文書参照: IEC_TC44_WG7(Sec)575_ LOP_160726 

and   IEC_TC44_WG7(Sec)587_LOP_161007 
 
 
21/07/2016のリスト 
Issue  Comments 今回の決定 状況 
General Non electronic products follow a Weibul 

distribution. To be discussed. Compare with 
current approach in IEC 60947-1. Should 
the T10 value be used (not the T10d) 

 Current proposal is that 
maximum T10d must 
be 2 x T10 i.e. 
minimum RDF = 50% 
or T10d-T10. 
To be agreed with 
ISO/TC199/WG8. 
If no agreement is 
possible then to be 
discussed further  
Clause 7.4.3.2 was 
modified to the effect 
that T10d = 2 x T10. 

PG, FD, 
PV, YS to 
raise with 
WG8 

Annex A Subgroup is formed to make 
proposals for the way forward on 
Annex A. The subgroup is Andreas 
Belzner (leader), Giuseppe 
Carlantuono, Massimiliano 
Copponi, Jan Franck. The subgroup 
is asked to prepare some proposals 
for consideration at the MT 62061 
meeting of October 5th to 7th 2016. 

 下記参照 
IEC_TC44_WG7(Sec)
582_IEC 62061_SIL 
Assignment 
Parameters-clean_1609
16 

In 
progress 

 

- 附属書AドラフトをもとにTR(テクニカルレポート)を作成することで合意（コンビナ：Mr. A. 

Belzner） 

- A.2.6.2項第二段落に以下の文章が追加された（暫定） 

Where function(s) performed by SCS have safety implications but 
application leads to a required safety integrity less than that required by SIL 1, compliance 
with the requirements of IEC 60204-1 or other relevant standard can lead to an adequate 
performance of SCS. 
 

ソフトウエア 下記文書参照:: IEC_TC44_WG7(Sec)584_AHG Software_161007 

- Boemer 氏が要求項目の概要説明主なものは; 
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 1) ソフトウエアに3つのレベルを導入 (A, B 及び C), レベルA: 事前評価済み, い

わゆる‘安全PLC’ 

 2) レベルAのVモデルが簡素化 

 3) ベリフィケーション等に必要な独立性の明確化 

 4) レベルごとのルートの明確化 (Level A: 1ルート, B: 5ルート, C: 3ルート)。ルー

トそれぞれに達成可能な 大SIL、設計規格等の明示。 

 - ソフトウエアのアドホックグループの結果である、

IEC_TC44_WG7(Sec)583_AHG_SW_N013_sw_clause_result_Wi_ 

08_09_2016_additional changes_161002 が以下の通り現在の62061 ドラフトに統合され

た; 

- 第1章=>第8章 

- 第二章=>6.5章 (旧6.5章は6.6章となる)  

- この文書は改定中の ISO13849-1にも採用される予定。 

低頻度モード導入について下記文書参照:: IEC_TC44_WG7(Sec)585_Low demand mode 

consideration_161007 

- Gehlen 氏が以下の懸念 ‘low operation’ (要求頻度が> 1 回/年 及び < 1 回/日に対して

高頻度モードが適用される 

- Copponi 氏及び Belzner 氏が次回までに提案を用意する。 

 

IEC TC44 Plenary に対して 

- MTは正式に IEC 62061 の改訂作業に入ることを提案 

 

次回以降ミーティング 

11月15-17 日於SUVA, ローザンヌ, スイス 

このミーティング後CDが発行されれば1月はキャンセル 

2017 年1 月31日-2 月2日於CEI, ミラノ、イタリア 

- 117 - 

 

  



4.4-6-3 

 

 

4月10-12 日、 2017 於MEN, デルフト、オランダ 

5月23-25 日@於CEI, ミラノ、イタリア 

 

その他 

なし 

 
End of minutes 
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MT 62061 meeting minutes 

MT 62061 報告書 

日時 : 2016 年11月15-17 日 

場所: SUVA, Lausanne, CH 

   

参加者:  

コンビナ: D. Jones  

委員:  

DE: P. Gehlen, M. Fischer, B. Mysilewec, T. Boemer,  
NL: P. Hoogerkamp (AC, 16-17)),  
IT: F. Dosio, P. Viviani, M. Copponi, 
CH: G. Carlantuono, A. Belzner,  
BE: J. Franck (AC), 
AU: G. Ratherford (by AC) 
JP: Y. Sugita  
 

参考文書: 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)587_ LOP_161007 
4. IEC_TC44_WG7(Sec)589_Draft Agenda  
5. IEC_TC44_WG7(Sec)586_ Draft IEC62061_161007 
6. IEC_TC44_WG7(Sec)590_risk estimation 
7. IEC_TC44_WG7(Sec)591_Low demand mode consideration 
8. IEC_TC44_WG7(Sec)592_Proposal Annex diagnostic 
9. IEC_TC44_WG7(Sec)585_Low demand mode consideration_161007 
 

ミーティング後発行された参考文書 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)593_revised Agenda_161115 
2. IEC_TC44_WG7(Sec)594_ LOP_161118 
3. IEC_TC44_WG7(Sec)595_DRAFT_IEC 62061_with comments_Low demand mode 
4. IEC_TC44_WG7(Sec)596_ CCF proposal 
5. IEC_TC44_WG7(Sec)597_ DRFAT_IEC 62061_161121 
 
 

議題及び結果:  

メンバー確認 

TC44プレナリーミーティングの報告 (2016年10月14 日於フランクフルト) 

- 119 - 

 

  



4.4-6-4 

 

 

MT62061 コンビナレポートより以下の報告  

- ISO/IEC17305 の開発が中止になったので IEC62061の改訂作業の開始が必要である。 

 

オープンポイントリストの確認。下記文書参照: IEC_TC44_WG7(Sec)587_ LOP_161007 

Issue  Comments Action Status 
Clause 5 (now 
moved to 
Annex I) 

Proposal for description of safety functions 
– To replace the existing list 

 Sandrine On hold 

General Use of the term ”proof test”. Do we need to 
look at the use of different terminology 
because in machinery the Proof test in. in 
fact, replacement. 

 MC, AB See work 
on low 
demand 

General Requirements for periodic test need 
to be added to ensure diagnostic 
coverage and prevent CCF for 
safety functions (e.g. for 
non-electronic technology). This 
will be similar to the provisions 
given at 8.2 of ISO 14119: (When a 
manual functional test is necessary 
to detect a possible accumulation of 
faults….etc) 

 DJ, PG See work 
on low 
demand 

5章（現在のドラフトでは付属書 I）：保留（アサインされた委員からの報告なし） 

 

低頻度モードに関する議論 

サブグループ（MCとAB）からの提案：IEC_TC44_WG7(Sec)595_DRAFT_IEC 62061_with 

comments_Low demand mode (ミーティング後回付) 

及び IEC_TC44WG7_(Sec)591)_Consideration of the PFD for IEC 

62061MT_JPNC_161109 
 

サブグループ作成の提案は本文中に低頻度モードを記載されていたが、それらをまとめて附

属書Dとすることで合意。 

提案には新たな定義を含む（MTTR, MRT など） 

提案には高頻度モードに関する修正も含まれていたので、それらも修正された。 

詳細はミーティング後に回付されたCD のDRAFTを参照 
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日本からのコメントについて 

S1に対して低頻度モードであることに合意。但し、M1,T1は高頻度モードになるのではな

いかとの指摘あり。低頻度/高頻度モードが混在する場合の対応を記載する必要があること

を合意し、スコープに以下の注記を追加した。 

NOTE：It is recognized that a subsystem may be shared by high and low demand mode 

functions. A future annex H will be provided dealing with this situation.  

現在附属書Hは記載なし 

 
 

M. Docio からの附属書Aに関する対案審議 

参加者の大半からネガティブなコメント。特にスコアリングに関して。 

今回のCD には掲載しないことで合意。次回のミーティングで引き続き議論することで合意。 

 

Mr. Franckの附属書Eに関する提案の議論: IEC_TC44WG7(Sec)592_Proposal Annex 

提案に基づき、表E.1の“Example”欄を追加した。 

  

CD発行の可否 

今回のWDをCDとして発行することで合意。 

 

次回以降ミーティング 

31. Jan.-2. Feb, 2017@CEI, Milan, IT 
11-13. Apr, 2017@NEM, Delft, NL 
23-25. May, 2017@CEI, Milan, IT 
 
 
Any other business 

なし 

 
End of minutes 

- 121 - 

 

  



4.4-6-5 

 

 

MT 62061 meeting minutes 

MT 62061 報告書 

日時 : 2017 年1月31 日―2月2 日 

場所: CEI – Comitato Electtrptecnico Italiano, ミラノ、イタリア 

   

参加者:  

コンビナ: D. Jones  

委員:  

DE: P. Gehlen (-2月1日まで), M. Fischer (電話参加, 1月31日のみ)), M. Moog (オブザーバ

ー),  

IT: F. Dosio, P. Viviani (2月1日のみ), M. Copponi,  

CH: G. Carlantuono (2月1日まで), BE: J. Franck, FR: Hardy,  

AU: G. Ratherford (電話参加), JP: Y. Sugita  

 

参考文書: 

 1. IEC_TC44_WG7(Sec)594_ LOP_161118 
2. IEC_TC44_WG7(Sec)598_DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161215 
3.  IEC_TC44_WG7(Sec)600_ Comments_on_DRAFT_IEC_62061_Formulas_161228 
4. IEC_TC44_WG7(Sec)601_ DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161215_IK 
comments_161230  
5. IEC_TC44_WG7(Sec)602_ Ilpo comments 2_161230 
6. IEC_TC44_WG7(Sec)603_ comments_BEP_170102 
7. IEC_TC44_WG7(Sec)604_ Observation about Annex K_FD_170102 
8. IEC_TC44_WG7(Sec)605_ F_Dosio_Proposed risk estimation _rev_17-03-01_170103 
9. IEC_TC44_WG7(Sec)606_ IFA comments 20170125 
10. IEC_TC44_WG7(Sec)607_Draft Agenda 
 

ミーティング後発行の参考文書 

1. IEC_TC44_WG7(Sec)609_ IEC62061_CD1_170202 
2. IEC_TC44_WG7(Sec)610_ Comments_SW-Chapter 8-3-1_CD 
62061_2016-11-21_Pilz_2017-01-27_170202 
3. IEC_TC44_WG7(Sec)611_ Proposal_K_4_4 
4. IEC_TC44_WG7(Sec)612_ LOP_Feb2017_170202 
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議事及び結果:  

参加者確認. 

  

JAC (Joint Advisory Group)ミーティング（2016 年12月15日）の報告  

- MT62061とISO/TC199/WG8で以下の項目については可能な限り整合させるようにする。; 

- ソフトウエア 

- 妥当性確認 

- 診断 

整合化のためサブWGが形成される可能性あり。 

 

CD 状況 

2月1日夜にCDI ドラフトを IEC/TC44 セクレタリに送付すること（コメント期限に間に

合わせるため）. 

コメント期限：4月3 日  

附属書Kに対する議論・結果 (Sec. 600, 603 及び604参照) 

Sec 603 で提案された式が採用された 

(K3.3) Sec 603, Explanation BEP7 参照 

 
 

(K3.4) Sec 603, Explanation BEP8 参照 
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(K3.5) Sec 603, Explanation BEP11 参照 

 
 

(K3.6) Sec 603, Explanation BEP11 参照 

 

Sec. 600 の提案は未採用、CD1発行後引き続き審議予定. 

 

Mr. Franke は採用された式に対して対案を出す予定 

 

附属書A （Mr Dosio 提案）に対する議論･結論 (Sec 605 及び 606参照) 

提案者以外はこの提案に否定的 

Sec 606はこの提案に従ったリスクアセスメント及びSIL付与を実施 （プレス機とAGV） 

この提案の原則は規格使用者に対して有益であると基本合意 

サブグループを作成して、TRとして発行を検討 (メンバー: Mr. Belzner, Mr. Copponi) 
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オープン項目の確認: IEC_TC44_WG7(Sec)594_ LOP_161118及び170202 参照 

List of open points: 17/11/2016 
Issue  Comments Action Status 
Clause 5 (now 
moved to 
Annex I) 

Proposal for description of safety functions 
– To replace the existing list 

 Sandrine On hold 

General Proposal for possibility for inclusion of low 
demand in 62061 

Subgroup formed: Massimiliano, 
Andreas to provide 
proposal for 
referencing to 
61508/61511 

Closed 
 

7.4.2 Task Group SFF 
To define a common understanding of safe 
failure (as basis for future discussion) 

Homework 
proposal doc of 
the group was 
accepted with 
minor changes. 

Paul 
Eric 
Wolfgang 
Thomas 
Andreas 
Derek 

 
Closed 

Annex A Subgroup is formed to make 
proposals for the way forward on 
Annex A. The subgroup is Andreas 
Belzner (leader), Giuseppe 
Carlantuono, Massimiliano 
Copponi, Jan Franck. The subgroup 
is asked to prepare some proposals 
for consideration at the MT 62061 
meeting of October 5th to 7th 2016. 

 Andreas Belzner 
(leader), Giuseppe 
Carlantuono, 
Massimiliano 
Copponi, Jan 
Franck, Federico 
Dosio. 

Closed  
 

7.5.2.1 Figure  We need to include the possibility to have 2 
or more series connected subsystem 
elements in each channel, 

 (AHG formula) 
MF,TB, PG 

Closed 

7.3.2.4 EMC a small group (MF and KMG) will 
review the normative parts of IEC 
61000-1-2 and decide if there need 
to be any references made to it in 
order that its basic principle 
requirements (as a basic safety 
publication) are, in fact, fulfilled by 
IEC 62061 

Reviewed and 
new text entered 
into the working 
document 

MF, KMG Closed 

Clause 10 Massimiliano will check clause 
10.3 against the current version of 
IEC 62061 to ensure that nothing 
has been lost 

Agreed and 
accepted 

MC Closed 

Annex M YS and BM to provide text to 
explain the diagrams 

Agreed and 
accepted 

YS, BM Closed 

Annex K New formulae and new tables with 
Beta 5% and 10% 

 PG Closed 

Annex K Validation of formulae  MF, TB, PG To be 
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further 
discussed  
after CD1

General Non electronic products follow a Weibull 
distribution. To be discussed. Compare with 
current approach in IEC 60947-1. Should 
the T10 value be used (not the T10d) 

 To be discussed PG, 
EF. Current proposal is 
that maximum T10d 
must be 2xT10 i.e. 
minimum RDF = 50%. 
OR T10d = T10.  
To be agreed with ISO 
TC199 WG8. 
If no agreement is 
possible then to be 
discussed further. 
 Clause 7.3.4.2 was 
modified to the effect 
that  T10d = 2 x T10. 

Closed 

General Use of the term ”proof test”. Do we need to 
look at the use of different terminology 
because in machinery the Proof test in. in 
fact, replacement. 

Agreed at 
Lausanne 
meeting. Proof 
Test and Useful 
Lifetime 

Closed Closed 

General Requirements for periodic test need to be 
added to ensure diagnostic coverage and 
prevent CCF for safety functions (e.g. for 
non-electronic technology). This will be 
similar to the provisions given at 8.2 of ISO 
14119: (When a manual functional test is 
necessary to detect a possible accumulation 
of faults….etc) 

New text inserted 
(based on text 
from ISO 14119) 

DJ, PG Closed 

Annex A Detailed consideration of Federico’s 
proposal for Annex A 

  Subgroup 
to be 
formed 

General Review of “Proven in Use”  Raised by George To be 
discussed 
after CD1

 Comments from Ilpo Kangas (sec 601 and 
602) 

  To be 
discussed 
after CD1

Annex K.4.4 Architectures for single channel with 
diagnostics IEC_TC44_WG7(Sec)611_ 
Proposal_K_4_4_170202 

 Jan To be 
discussed 
after CD1

Software Proposals for software 
IEC_TC44_WG7(Sec)610_ 
Comments_SW-Chapter 8-3-1_CD 
62061_2016-11-21_Pilz_2017-01-27_1702
02 

 Jan To be 
discussed 
after CD1
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次回以降ミーティング 

2017 年4 月11-13 日於NEM, Delft, NL (CD発行が遅れ、コメント期限が遅れれば中止の可

能性あり) 

2017 年5 月23-25 日於CEI, Milan, IT 

2017 年7 月12-14 日於Gent (PIlz), BE 

 

その他 

なし 

 
End of minutes 
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IEC/SC121B/44 JWG18 meeting minutes 

IEC/SC121B/44 JWG18 報告書 

日時: 26-29. Apr. 2016 （実際には4/28 で議論終了） 

場所: AFME, Barcelona, Spain 

   

参加者:  

コンビナ: Federico Dosio (IT) / Hannu Lindfors(FI) 

委員:  

UK: T.W. Mennell  
IT: P. Fini, A. Fanti, A. Fabiani, M. Marconi,  
DE: A. Baeumler, H. Drebenstedt, Heinz Noe, D. Martius, Michael Schell, Jens Thuemmler  
ES: Michael Sartor 
FR: P. Lepretre 
CH: G. Carlantuono  
DK: P. Juul, R. Jensen 
NL: P. Jongbloed  

JP: 真白 

  

議題:  

IEC60204-1 と IEC61439-1,2 とのOverlap、Gapの特定と、それらの解決のための両スタ

ンダードに対する変更項目提案作成（前回からの継続） 

今後のAction について（Report Out） 

 

WG の方針 

 前回採択した方針：両スタンダードの矛盾する項目を特定し、項目ごとにそれぞれのスタ

ンダードに対する修正提案を考えるという方針を再確認 

 検討の進め方 

前回に引き続き IEC60204-1 に入れたいというUKからのANNEX 案をGap・Overlap 特定

のベースに使用しながら IEC60204-1MT への提案必要性を検討した。 
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また、DC<<121B_31e_DC>>への各国意見のうち既存 ISへの反映を検討すべきものがある

か点検した。 

 

 UK ANNEX案に基づく検討内容 

10.3(DC) Degree of protection 

The degree of protection per IEC 60529 としながら the test may be carried out…となってい

るのがTestはやってもやらなくてもよいように取れるので問題→AFM manufacturerが意図

しているすべての設置方向に対してテストが必要？それともワーストケース(most onerous 

position)で十分？後者だとしたらそのポジションがすべてをカバーできるかどうかが問題

ではないかという意見もでたが、そこは不問になった。→DC通りに61439 を変更 

無用のTESTのだぶりを防ぐため、Para 4を60204 に加えるべき→60204FDIS 11.3 

Degrees of ProtectionのNOTEの後ろにClause 追加＜「もともと、Machine に組み入れる

Assembly 等に適用される規格があれば、OEM であるAssembly supplier 側においてはそ

の適用は原則なので、60204 への追加はNo Value」と反対したが「受け入れるかどうかは

60204-1MT しだい」ということでこの提案になった＞ 

10.5.3.101(DC) 

SCCRに関するTEST 要求はすでに61439 にはあるので追加不要。60204-1 にはSCCRに

関するTEST要求がないのはおかしいのではないか？という主張がDEから出されたが、

Machine のElectrical Equipment の中にはSCCRテストが実用的でないPower 回路もある

ということで議論になった。また、60204-1 のNOTEで特定されている IS, TSは IEC-61439

以外は適切ではなく IEC60865-1 への参照に替えるべきという意見も。→60204-1（FDIS）

の7.2.10のNOTEを Information about how to choose methodology to verify the short-circuit 

withstand of the assemblies are in IEC61439-1. Further information are available in IEC 

60909-0, IEC/TR 60909-1, IEC 60865-1, or IEC/TR 61912-1と変更することを提案 

ANNEX EE (DC )については61439-1 のNormative Text と矛盾。60204-1には意味なし→ど

ちらの ISにも反映なし 
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10.9(DC) 

Dielectric テストの要求をAFM がMachine のElectrical Equipment のmanufacturer が作る

場合とAssembly のOEM から供給される場合で要求がちがうのはおかしい。また、61439

のCDVでは16A 以下の rating のAssembly に対しては要求が緩和されているが、一方テス

トの時間は5sから1minに延びている。（Basic Standardの要求にあわせただけ）。→60204-1

の要求事項をBasic StandardのLow voltage insulation system coordination (60664-1/TC28、

ISではないがBasic safety requirement)要求レベルに合わせるべきではないか。 

[重要]Mr. Fabianiと真白から、61439-1,2がMachineのelectrical equipment manufacturer 内

のいわゆるElectrical Box, Electrical Board, Switching Box等々のすべてに適用されるべきで

あるように読めるところが問題であることを、Mr. Fabiani提供の絵を元に説明→「 Machine 

manufacturer もしくはMachine のelectrical equipment manufacturerがMachine の受電盤

からトランスフォーマーを経てその直下または、61439-1 適合の switch/control gear 

assemblies の下流に何らかの control gear/control assembly をデザインして設置してもそ

の場合は IEC61439シリーズの適用がMandatory とはみなされない。（理由：そのような

control gear/ control assembly はProduct ではない。Product としてCE Marking をつける場

合は当然 IEC61439-2 が適用される）」という見解で合意。 

10.10.1(DC) 

AFM manufacturer への要求としては実際的でない。一つ一つの負荷はダミーで試すにして

も、相互の影響等まではSimulateしようがない。→60204-1の11.2.3Heating Effectsの1para

の直後にDCの10.10.101 の1para を加工してNOTEとして加えることを提案。さらに

60204-1 の11.2.3Heating Effects の1para の末尾にThis can be achieved by tests or 

calculation を加える提案をする。NOTEの内容については両 ISのSCOPEの違いを考慮し

て用語をそろえるなど一応の努力がなされた。NOTE1 Information about how to choose the 

methodology to verify the temperature rise inside an enclosure are in IEC61439-2 NOTE2 
When it is impractical to verify the temperature rise inside electrical equipment enclosures in 
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a test environments, consideration may be given to verify temperature rise during the 

commissioning phase using actual loads. 61439 への変更なし 

10.12(DC) Electromagnetic compatibility (EMC) 

→どちらの ISにも変更なし 

Table 5 (DC)：60204-1 に比べPhase導線のサイズが大きい場合により細い保護導線サイズ

→60204-1Table 1 をDCのTable 5に入れ替え 

Table 6 (DC) 

Table D1 (DC)→どちらの ISも変更不要 

 

 DCに対する各国意見<<121B_36e_INF>>のレビュー 

IEC60204-1 の6.2.2 はこのオペレーションをする人の資格制限情報が欠けている for the 

cases b) and c) clause 6.2.2 of IEC60204-1, add the requirement about who should be 

allowed to do such operations→60204-1 の6.2.2に「少なくとも instructed person に限る」

というNOTEを入れる 

electrical equipment の定義は IEC60204-1 にこそあるべき→FDISでは定義あり。NO Action 

7.1.4(DC)のAltitude に関するNOTE2はGeneralなので61439-1 に入れたほうがよい→

61439-1MT に対し、7.1.4への追加NOTEとして提案 

7.2(DC) Special Service Conditions のm）exposure to radiation はGeneralなので61439-1

に入れたほうがよい→61439-1MT に対し、7.2への追加項目として提案 

7.3(DC) Conditions during transport, storage and installation の内容は一般記述として

61439-1 の現在の内容に替えて入れるほうがよい。 

8.1.1, 8.1.4 Special Service Conditions の考慮は一般的に必要なので61439-1 に入れたほ

うがよい→61439-1MT に対し、8.1.1、8.1.4への追加項目として提案 

8.2(DC) 「Assembly の設置・組み込み先Machine の設置が公共の場所で子供が近づくこ

とができるような場合のprotection についてより高いレベルの IPを要求するべき」という

のは一般的に言える→61439-1MT に対し、8.2への追加項目として提案 
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8.4.2.1(DC)は有用で、60204-1 でも触れるべき→8.4.2.1(DC)の内容に沿って IEC60204-1 

6.2.2, 6.2.3, 6.2.6のUpdateを提案 

8.5.6 (DC) Barriersの考慮は一般的に必要なので61439-1に入れたほうがよい→61439-1MT

に対し8.5.6の1paraの 後に “according to device manufacturer’s instruction”を入れるよう

に提案 

8.6.3(DC) Bare and insulated conductorsの考慮は一般的に必要なので61439-1 に入れたほ

うがよい→61439-1MT に対しDC Line 843 -861 を入れるように提案 

10.2.2.101(DC) Verification by comparison to reference design→すでに61439-1CDVで考慮

済み 

 DCにあるCDMに関する記述はすでにCDMのスタンダードで網羅されているので不要→

61439 のPart 1, 2の変更必要かどうか担当MTで要検討 

8.4.3.1(DC) Installation conditions: Insulation の coordination に関する注意は IEC60204-1

に必要かも（記述があるかどうか要確認） 

 
 

今後について 

 TC44とSC121Bあてに JWG グループから以下の内容でレポートを出す。 

JWG のSCOPEと参加者に関する記述 

本報告2.3..3項の2点目の認識に沿ってJWG18からTC44とSC121Bに出されるReport の

Introduction に上記の認識を強調する下記の記述を加えることになった。 

＜表現方法をめぐってかなりもめた。もめた主因は書記役を兼ねていたMr. Dosio が自分の

意見に合わない意見をこの記述に入れることに抵抗したため・・・進行方法の問題＞ 

The JWG considers 

JWG により特定された61439-1&2 と60204-1 とのGap/ Overlap ごとに解決案をそれぞれ

SC121B、TC44に対し提案 
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 TC44側のExpert 募集の締め切り（4/5）から今回会議までの時間が IECのMeeting Notice

規定（ 低6週間）を満足していないため、＜TC44の手続きミスらしい＞追加会議を開く

必要があるかもしれないとMr. Dosio から説明→追加のF2Fには皆が反対し、結局今回のレ

ポート案をTC44からの追加Experts を含む JWG 全体に配布し意見を求め、回答状況によ

りメール審議もしくはWEB会議で意見調整を図ることになった 

 TC44およびSC121B の総会までにReport を両部会に提出する 

 
 

End of minutes 
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第３回―AHG-SW 国際会議（Wiesbaden） 報告書 
 
期 間：2016年 5月27日（木）10:00 ～17:00 
場 所：BG-ETEM（ドイツ Wiesbaden） 
出席者：１０名 ドイツ (８)，米国 (１)電話会議参加，日本 （畑：１名） 
                                
次回会議 

   BG-ETEM（ドイツ Wiesbaden）：９月５日（月）１０：００～１７：００ 
 
会議内容 

AHG_SW_N010_sw_clause (2016.03.30)の審議 
 米国の Jeffry Carterより当日提出された資料「AHG_SW_N010_sw_clause_modified by JJC」について電話

会議を通じてドキュメント修正を実施した。 
 ほとんどが英文の修正，編集上の解釈に関係するもので規格要求事項としてNG以外（NoteでShallの
要求事項等）以外は受け入れる方向で修正。（全ページに渡っての内容修正で会議時間の大半を使った。） 
(変更事例) 
1.2 内のharness toolについては，事例であり「test tool」に留め，事例として追記する。 
1.4.2.2c)の要求事項文章を別途見直すことにした。（ [SIL2:]/[PLd]・[Diversity]の用語の使い方など） 
1.4.2.2 e)「Safe modification」の意味を明確にするため「Maintenance modification」に変更 
1.4.2.3 「lack of experience」に eg.を追加 
その他を含め詳細は，修正したドキュメント「AHG_SW_N010_sw_clause NO.11」で確認要。 
 
「Table 2 – Software failures and detection measures 」の宿題の方針提案 
 Mysliwiec氏（元Siemens）・Bömer氏（IFA）より以下の提案がなされ，先ずは合意した。 
DCの見積もりをTable2に追加する。 
ソフトウエアの要求事項を以下に分類して各要求事項をまとめる。 
PLeソフト⇒RouteB1，PLd⇒RouteB2，PLc⇒RouteB3，PLb⇒RouteB2，PLa⇒RouteB1 
本ソフトに関する要求事項をBömer氏（IFA）が作成する。 
8 月 8日までに改訂ドキュメントに入れて委員に回覧する。 
 
1.3.3に「independence of review, testing and verification activity」を追加してReview,  Testing, Verification
等，それぞれについて各PL対するソフト独立性のための要求仕様の表を追加する。（提案イメージとして

IEC61508-3 のAnnexで示されている各表の集約版） 
 PLa PLb PLc PLd PLe 

項目１  x    
 x     
項目N    x  

本要求事項案をMysliwiec氏（元Siemens）が作成する。 
8 月 8日までに改訂ドキュメントに入れて委員に回覧する。 
 
 
所見： 
今回の会議では，会議直前に提出された米国（Jeff Carter）からの修正提案対応で詳細内容の議論に至ら

なかった。次回の会議では今回決定したMysliwiec氏（元Siemens）・Bömer氏（IFA）からの提案に基づ

いての審議が中心になる。次回会議に臨むに当たり 8月 8日提出のNo.12ドキュメントについての各委員

の意見集約が必要である。 
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第 4 回―AHG-SW 国際会議（Wiesbaden） 報告書 
 
期 間：2016年 9月5日（月）10:00 ～17:00 
場 所：BG-ETEM（ドイツ Wiesbaden） 
出席者：１０名 ドイツ (６)，オランダ（２），米国 (１)，日本 （畑：１名） 
                                 

今後の進め目方 

今回でSW-AHGは終了とし，これまでまとめた提案は，ISO/IEC双方の改訂ドラフトに折り込んで作業を

行うことになった。 
 
会議内容 

今回提案のあった[AHG_SW_N012_sw_clauseの日本コメント]・[AHG_SW_N011_sw_clauseのEricコメント]をもとに審

議し，SW の最終ドラフト案作成を実施した。 

AHG_SW_N012_sw_clause:日本コメント の審議 
1.3.3 表のSIL1/PLｂｃについてHFT=0/1での要求事項を分ける改訂提案 
ソフトについての要求事項にHFTで要求事項を分けることはおかしい，安全レベル（SIL/PL）でソフトの

各ステージでの独立性を決めるべきとの意見が大勢を占め，現状通りとなった。 
1.3.3 表のNOTE2に対する「Other person」・「Independence person」について 
別の規格（IEC61508）の要求事項に無理に合わせる必要はないとの意見が大勢で現状通りとなった。 
1.4.2.2 Additional software safety requirements for Software level B 
汎用PLCに関する「Software level B 」は，制御システムの安全関連部としてTable 1- Different levels of 
software から外すべきとの提案に対し，ISO13849-1のANNEX-I においても制御システムの安全関連部と

して汎用PLCの応用例として示されているので現状通りとすることになった。 
1.4.2.2.1のソフトウエアレベルA/B/Cとルート分け要求事項 
ソフトウエアレベルA/B/Cとルート分け要求事項をBOMER氏がまとめて提案に入れる。併せてソフトウ

エアレベルA/B/Cとルート分けに対するSIL/PLの 大達成レベルについての新たなTABLEをBOMER氏

が作成追加することになった。 
Table３のCAT.2のNOTEについて 
規格読者の助けになるとしてCAT.2を説明したNOTEを残し，汎用PLC による外部モニタ，シーケンス

モニタ部分のNOTE をTable に合わせて修正を行った。 
Cat.2 using a general purpose PLC: program sequence monitoring as well as dedicated output monitoring is required. 
Usually the test channel performs one of external monitoring and time-out and preferably also program sequence 
monitoring (to make sure that the PLC as test channel is running correctly) 
⇓ 

Category 2 using a general purpose PLC: program sequence monitoring as well as dedicated output monitoring is 
required. Usually the test channel performs external monitoring, or preferably, program sequence monitoring (to make 
sure that the PLC used as the safety function channel is running correctly) 
Cat.2のTableのDCについて 
Cat.2のTableのDCがない（USA指摘）とのことで90-99%の意見も出たが汎用PLCであるので60-90%
（BOMER氏）として追加した。CAT3/CAT2のテーブルのDCを修正し，各テーブルのDCについて説明

をNOTEに追加した。 
NOTE  The DC given in Table 3 and 4 is limited due to the use of general purpose hardware platform 
1.6.3 Test case の”Corner case”について 
”Corner case”の用語について「予見可能なご使用に対する操作とする（オランダ）」，「リミット速度，温

度などの限界オーバー（USA）」，「通常状態でない事の補足等」の意見をまとめてオランダにて提案をま

とめることになった。 
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（について 
d) test cases, which should not only be limited to the normal operation, but also cover “corner cases” (editor note: 
better wording or definition) and abnormal operation; 
⇓ 

d) test cases which shall include normal and outside normal operation. 

Note Although test cases usually comprises the individually testing of parameters within their 

specified ranges, a varying combination of these parameters may introduce unpredicted operation. 

1.8 .2 Additional module test requirements for SW level B and C 
「Functional and black-box testing」は，SIL1のテストとしてHR（日本提案）が受けいれられNOTE とあわ

せて「1.8.1 Module test for SW levels A, B and C」に移した。 
Software Integration testingについて 
SW-Level Aは，FB等のPre-Assesedソフトの組合せでSW-Level B/Cのような Integration testing は不要，Fig3
のV-モデルの範囲外（日本提案）が受け入れられ，SW-Level Aの Integration testingは，NOTEから外され

た。 
NOTE 1 Integration testing applies to Software levels A, B and C, see Figure 3. 
⇓ 
NOTE 1 Integration testing applies to Software levels B and C, see Figure 3.  
 
[AHG_SW_N011_sw_clause のEricコメント]をもとに審議 
内容確認にとどまった。 
 
出席者リスト 
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5 国内活動 

5.1 概要 

IEC/TC 44部会の国内活動は、次の二つに大別される。 
・国内における国際規格審議 
・JIS原案の作成、審議 
本委員会（本年度は4回）と専門部会（WG）は、国際規格とJIS原案とを併せて審議している。 
今年度の国内活動の成果は、次のように要約できる。 

- IEC 60204-1 Ed.6の審議を行い ISを発行させた。。 
- JIS B 9960-1の改正審議を行った。 
- IEC 60204-1と IEC 61439-8 とのオーバーラップやギャップを確認する JWG18の状況を審議した。 
- JIS B 9960-31 の改正原案審議を行い、申出を行った。。 
- IEC/TS 60204-34 Ed.1を審議し、TSを発行させた。 
- IEC 61496-3の改正審議を行った。 
- IEC 62046のCDVを審議した。 
- IEC 62061の改正審議状況を確認し、CDコメントを審議した。 
- JWG1解散後の Joint Ad hoc Group の審議状況を確認した。 
- IEC 62745 Ed.1のの審議を行い、ISを発行させた。 
- IEC 62998の審議状況を確認しCDコメントを審議した。 
- 新規格 IEC 63074の審議状況を確認した。 

5.2 JIS 関連の進捗状況 

5.2.1 新規申出済 JIS 原案 

今年度は表 17に示す申出を行った。又、前年度申出済で制定待ちが1件（JIS B 9704-2）ある。 

表 17－申出済 JIS原案 

JIS番号 対応国際規格 規格名称 種別 

JIS B 9960-31 
第2版 

IEC 
60204-31:2013 

Ed.4 

機械類の安全性－機械の電気装置－第31 部： 
縫製機械，縫製ユニット及び縫製システムの安全性とEMC 
に対する要求事項 

改正 

5.2.3 原案作成中及び作成予定 JIS 

今年度作成中及び今後作成予定のJISは表 18の通り。 

表 18－作成中及び作成予定の JIS原案 

JIS番号 対応国際規
格 

規格名称 種別 進捗 

JIS B 9960-1 IEC 60204-1 機械類の安全性－機械の電気装置－第1 部：一般要求事項 改正 作成中

JIS B 9704-3 IEC 61496-3 機械類の安全性－電気的検知保護設備－第3 部：拡散反射
形能動的光電保護装置に対する要求事項 改正 IS待ち

JIS B 99XX IEC 62745 機械類の安全性－機械類のケーブルレスコントロールに対
する一般要求事項 制定 準備中

TS 60204-34 IEC/TS 
60204-34 

機械類の安全性－機械の電気装置－第34部：工作機械に対
する要求事項 制定 作成中
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5.2.4 JIS の制定・改正動向 

IEC/TC 44関連JISの制定･改正動向を表 19に示す。 

表 19－IEC/TC44 関連 JISの制定・改正動向 

JIS番号 対応国際規格 規格名称 JISの制定･改正動向

JIS B 9704-1 
: 2000 
: 2006 
: 2011追補1 
: 2015 

IEC 61496-1 
: 1997 
: 2004 
Amd.1: 2007 
: 2012 

機械類の安全性－電気的検知保護設備 
 －第1部：一般要求事項及び試験 
Safety of machinery - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 - Part 1: General requirements and tests 

 

JIS B 9704-2 
: 2000 
: 2008 

IEC 61496-2 
: 1997 
: 2006 
: 2013 

機械類の安全性－電気的検知保護設備 
 －第2部：能動的光電保護装置を使う設備に対す
る要求事項 
Safety of machinery - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 - Part 2: Particular requirements for equipment using 
active opto-electronic protective devices (AOPDs) 

ISの2013年版対応申
出済 

JIS B 9704-3 
: 2004  
: 2011 

IEC 61496-3 
: 2001 
: 2008 

機械類の安全性－電気的検知保護設備 
 －第3部：拡散反射形能動的光電保護装置に対す
る要求事項 
Safety of machinery - Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) 
 - Part 3: Particular requirements for active 
opto-electronic protective devices responsive to diffuse 
reflection (AOPDDRs) 

 

JIS B 9706-1 
: 2001 
: 2009 

IEC 61310-1 
: 1995 
: 2007 

機械類の安全性－表示 、マーキング及び操作 
 －第1部：視覚、聴覚及び触覚シグナルの要求事
項 
Safety of machinery - Indication, marking and actuation
 - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile 
signals 

 

JIS B 9706-2 
: 2001 
: 2009 

IEC 61310-2 
: 1995 
: 2007 

機械類の安全性－表示、マーキング及び操作 
 －第2部：マーキングの要求事項 
Safety of machinery - Indication, marking and actuation
 - Part 2: Requirements for marking 

 

JIS B 9706-3 
: 2001 
: 2009 

IEC 61310-3 
: 1999 
: 2007 

機械類の安全性－表示、マーキング及び操作 
 －第3部：アクチュエータの配置及び操作に対す
る要求事項 
Safety of machinery - Indication, marking and actuation
 - Part 3: Requirements for location and operation of 
actuators 

 

JIS B 9960-1 
: 1999 
: 2008 
: 2011追補1 

IEC 60204-1 
: 1997 
: 2005 
Amd.1: 2008 
: 2016 

機械類の安全性－機械の電気装置 
 －第1部：一般要求事項 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 - Part 1: General requirements 

ISの2016年対応版作
成中 

JIS B 9960-11 
: 2004 

IEC 60204-11 
: 2000 

機械類の安全性－機械の電気装置 
 －第11部：1000 V a.c.又は1500 V d.c.を越え36 kV
を越えない電圧に対する要求事項 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages 
above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 
kV   

 

- 138 - 

 

  



 

 

 

JIS番号 対応国際規格 規格名称 JISの制定･改正動向

JIS B 9960-31 
: 2004 

IEC 60204-31 
: 2001 
: 2013 

機械類の安全性－機械の電気装置 
 －第31部：縫製用機械、ユニット及びシステム
に対する安全性及びEMC要求事項 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 - Part 31: Particular safety and EMC requirements for 
sewing machines, units and systems 

ISの2013年版対応申
出済 

JIS B 9960-32 
: 2004 
: 2011 

IEC 60204-32 
: 1998 
: 2008 

機械類の安全性－機械の電気装置 
 －第32部：巻上機械に対する要求事項 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 - Part 32: Requirements for hoisting machines 

 

JIS B 9960-33 
: 2012 
 

IEC 60204-33 
: 2009  

機械類の安全性－機械の電気装置 
 －半導体製造装置に対する要求事項 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 - Requirements for semiconductor fabricating 
equipment 

 

JIS B 9961 
: 2008 
 
: 2015追補1 

IEC 62061 
: 2005 
Amd.1 : 2012 
Amd.2 : 2015  

機械類の安全性－安全関連電気、電子及びプログ
ラマブル電子制御システムの機能安全 
Safety of machinery 
 - Functional safety of safety-related electrical, 
electronic and programmable electronic control systems

 

TS B 62046 
: 2006 
: 2010 

IEC/TS 62046 
: 2004 
: 2008 

機械類の安全性－人を検出する保護装置の適用 
Safety of machinery 
 - Application of personnel sensing protective 
equipment to machinery (PSPE) 

2013年5月廃止 
IS発行でJIS作成予定

TR B 0025 
: 2010 

IEC/TR 
61496-4 
: 2007 

機械類の安全性－電気的検知保護設備 
 －第4部：映像利用保護装置を使う設備に対する
要求事項 
Safety of machinery 
 - Electro-sensitive protective equipment (ESPE) 
 - Part 4: Particular requirements for equipment using 
vision based protective devices 

2015年4月廃止 

TR B 0030 
: 2011 
 

IEC/TR 62513 
: 2008 

機械類の安全性 
－安全関連用途の通信システム利用指針 
Safety of machinery 
 - Guideline for use of communication systems in 
safety related applications 

2016年7月廃止 
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5.3 国内会議の開催記録 

今年度の国内会議の開催実績を表 20に、各会議の議事録を表 20の後に順に示す。なお、紙数の関係で

主に議事録本体を掲載しており、掲載を省略した添付資料等がある。 

表 20－IEC/TC 44 部会 国内会議開催実績 

会議名 開催日 主な内容 資料番号

平成28年 
4月20日 

第75回 
国際WG/MT/PT、国内WGの状況報告と審議 5.3-1-1 

平成28年 
7月26日 

第76回 
国際WG/MT/PT、国内WGの状況報告と審議 5.3-1-2 

平成28年 
11月30日 

第77回 
国際WG/MT/PT、国内WGの状況報告と審議 5.3-1-3 

IEC/TC 44部会 
（本委員会） 

平成29年 
3月16日 

第78回 
国際WG/MT/PT、国内WGの状況報告と審議 5.3-1-4 

平成28年 
5月30日 

第62回 
FDIS 審議 5.3-2-1 

平成28年 
9月28日 

第63回 
JIS原案審議 5.3-2-2 

平成28年 
10月26日 

第64回 
JIS原案審議 5.3-2-3 

平成２８年 
12月6日 

第65回 
JIS原案審議 5.3-2-4 

平成29年 
2月23日 

第66回 
JIS原案審議 5.3-2-5 

IEC 60204-1 WG 

平成29年 
3月27日 

第67回 
JIS原案審議 5.3-2-6 

平成28年 
5月17日 

第71回 
IEC 61406-3 CDへのコメント審議 
WG14審議（IEC 62998開発） 

5.3-3-1 

平成28年 
7月21日 

第72回 
次回MT61496-3・WG14対応審議 5.3-3-2 

平成28年 
10月13日 

第73回 
MT61496-3出席報告審議 
WG14出席報告審議 

5.3-3-3 

IEC 61496WG 

平成29年 
3月23日 

第74回 
MT出席報告 5.3-3-4 

IEC 62046WG 平成29年 
3月3日 

第29回 
CDV審議 5.3-4-1 

平成28年 
5月19日 

第44回 
AHG-SW出席報告審議 
MT62061出席報告審議 

5.3-5-1 

平成28年 
8月2日 

第45回 
MT62061出席報告審議 

5.3-5-2 

平成28年 
11月1日 

第46回 
AHG-SW・MT62061出席報告審議 5.3-5-3 

平成28年 
12月7日 

第47回 
MT62061出席報告審議 5.3-5-4 

平成29年 
2月22日 

第48回 
MT62061出席報告審議 
CD審議 

5.3-5-5 

IEC 62061WG 

平成29年 
3月21日 

第49回 
CDコメント審議 5.3-5-6 
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会議名 開催日 主な内容 資料番号

平成28年 
11月24日 

第1回 
WD審議 5.3-6-1 IEC 62998WG 

平成29年 
2月2日 

第2回 
WG14出席報告審議 5.3-6-2 

 平成29年 
3月1日 

第3回 
CD審議 5.3-6-3 

平成28年 
6月13日 

第1回 
NP 審議 

5.3-7-1 

平成28年 
9月29日 

第2回 
WG15出席報告審議 

5.3-7-2 

平成28年 
12月8日 

第3回 
規格検討 

5.3-7-3 

平成29年 
2月22日 

第4回 
WG15出席報告審議 

5.3-7-4 

IEC 63074WG 

平成29年 
3月22日 

第5回 
WG15対応審議 

5.3-7-5 
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第 75回 IEC/TC44部会 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
平成28年1月21日作成 

開催日時：平成28年4月20日（水）14:30～16:30 
開催場所：機械振興会館6階 6D-3 号室 
出席者：（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田主査（長岡技術科学大学） ○ 関口（テュフズードジャパン） ○ 

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 

安井（厚生労働省） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

久保（産業安全技術協会） × 石原（布目電機） ○ 

松崎（日本印刷産業機械工業会） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

大槻（日本工作機械工業会） ○ 戸枝（富士電機） × 

楠田（日本鍛圧機械工業会）  ○ 深谷（富士電機機器制御） ○ 

吉田（日本電機工業会） × 金子（三菱電機） × 

加藤（日本電気制御機器工業会） ○ 高杉（明電舎） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 武藤（安川電機） ○ 

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 【オブザーバ】  

三浦（日本ロボット工業会） ○ 佐野（経済産業省） × 

関野（IDEC）土肥代理 ○ 平田（経済産業省） × 

内田（アズビル） ×   

井土（SGSジャパン） ×   

西條（オークマ） ○   

村田（オプテックス） ○ 【事務局】綾部（日機連） × 

築山（オムロン） × 宮崎（日機連） × 

十川（川崎重工業） × 吉田（日機連） ○ 

降矢（キトー） × 野村（日機連） × 

中谷（SCREENセミコンダクターソリューションズ） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者23名 
1 事前配布資料 
第75回 IEC/TC44部会 議事次第 案（本紙） 
（参考）資料2_2016_3_7_特別委員会TC199資料 
（参考）資料3_2016_3_7_特別委員会TC44資料 rev1 
資料7501    資料7501 第74回TC44部会議事録 rev1 
資料7502    IEC_TC44関連の動き160420rev1 
資料7503   TC44Security-Safety＿Adhoc meeting report_J_20160119 
資料7504-1  第61回 IEC60204-1議事録 
資料7504-2  JWG18-IECTC44-121meeting report_J_20151123-26 
資料7504-3  doc5_IEC_SC121B_JWG18_Draft_report_1st_meeting Milan_23_26_Nov 2015 
資料7505   44_756e_CD（送付済） 
資料7506-1  第70回 IEC61496議事録 
資料7506-2  MT61496-3 (Sec)060_minutes meeting 2016-01 
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資料7506-3  20160208 WG14 Jan2016 meeting 出張報告 
資料7506-4  WG14（2016-04-12~14）報告（後日送付） 
資料7507   44_758e_DTS（送付済） 
資料7508-1  第43回 IEC62061議事録 rev1 
資料7508-2  WG 7 report_E_20160119_E 
資料7509-1  ( 終稿)第3回 JIS改正原案作成WG議事録 
資料7509-2  JIS_B_9960-31_本文_本委員会用 rev2 
資料7510    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料7511-1 44_764e_NP（送付済） 
資料7511-2  65_622e_NP  
資料7511-3  Comments to 65-622_SM 
 
【IEC/TC44回付文書】 
44/753/Q 
 IEC/ TC 44 Questionnaire regarding IEC 62046 failed FDIS and possibility of publishing as a TS. 
44/754/RQ 
 Response to IEC/ TC 44 Questionnaire regarding the transfer of the work of IEC/ TC 44 JGW14 to IEC/ TC 44 
WG7 and continuation of the work. 
44/755/RR 
 REVIEW REPORT: 60204-11 "Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for 
HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV" 
44/756/CD 
 IEC 60204-11 "Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment 
for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV" 
44/757/Q 
 Questionnaire regarding the co-convenorship of WG 13. 
44/758/DTS 
 Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons 
44/759/CD 
 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
44/760/AC 
 JWG 18 with TC 44 - Call for experts 
44/761/RQ 
 Response to IEC/ TC 44 44/757/Q regarding the co-convenorship of WG 13. 
44/762/Q 
 Questionnaire regarding the Convenorship of MT62046 "Application of presence sensing protective equipment to 
machinery" 
44/763/AC 
 Call for nominations for Convenor of MT 62046 
44/764/NP 
  SECURITY ASPECTS RELATED TO FUNCTIONAL SAFETY OF SAFETY-RELATED CONTROL 
SYSTEMS 
 
（以下、文中敬称略） 
2  議事内容 
2.1 新任委員紹介 
オムロン飯田委員は築山委員に交代した。（本日は欠席） 
2.2 前回議事録の確認（資料7501） 
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前回議事録は承認された。 
2.3  TC44の動き全般報告（資料7502・事務局：佐々木） 
資料に基づいて報告を行った。 
2.4 国際規格及び JIS関連の審議 
（資料に基づいて報告があった。以下に特記事項を記載する。） 
2.4.1 IEC/ TC 44 Safety & Security WG meeting報告（資料7503・真白） 
ドイツ提案でNPが回付された。（44/764/NP、投票期限7月8日） 
NP検討とNP成立を見込んで、国内WGを立ち上げることとし、事務局が至急メンバ募集を行う。 
（事務局注：参加希望は、事務局佐々木までご連絡ください。6月初めに第1回WGを開催し、NPの検

討を行います。） 
国内WGメンバは、ファンクショナルセーフティに造詣の深い方の参加を希望する。 
エキスパートは引き続き真白委員が担当する。 
真白委員から、TC65で提案されているTSはスコープがかぶっていると思われるので調整が必要と思われ

る、との意見があった。 
三浦委員及び西條委員より、TC65は日本がコンビナなので、直接会って検討状況の確認を行い、その後

TC44の検討を進める方が効率的であるとの意見があった。 
IEC 62061及び ISO 13849にも関連があるが、これらについては杉田委員及び長谷川委員がWG/MTに参加

しており、連携を取ることとする。 
2.4.2 IEC 60204-1国内WG（2016-02-22）及び JWG18（2015-11-23~26）報告 
（資料7504-1,2,3・杉田／真白）  
IEC 60204-1第6版は、FDIS回付が遅れている。1月の情報では、フランス語の翻訳が遅れているとのこ

とであった。 
（事務局注：フランス語の翻訳前に非公式に配付されることになっているが、今のところ配付されていま

せん。） 
JWG18 
26日から第2回のmeetingを行う。 
JWG18の出席者のイメージ合わせのために、複雑な機械の例が欲しい。 
IEC 60204-1の適用で問題が無いとの論理立てを行う必要がある、との意見があった。 
2.4.3 IEC 60204-11 CDへの対応確認と承認（資料7505・事務局） 
  CD投票は、棄権とすることを決議した。 
2.4.4 IEC 61496 国内WG（2016-02-18）並びにMT61496-3（2016-01-11~13） 
及びWG14（2016-01-13~15,2016-04-12~14）報告（資料7506-1,2,3,4・村田） 
IEC 61496-3はCDが回付された。 
資料7506-4 WG14報告は、村田委員から届き次第配付する。 
IEC 62998は、従来ある規格を統合した複合センサのガイドラインを目指している。 
次回WG14は、オムロン京都本社研修センターでMT61496-3と併せて実施する。国内WGメンバも参加

する。 
次回部会で、IEC 62998の概要説明を村田委員にお願いする。（15分程度） 
2.4.5 IEC 62046 DTS投票承認（資料7507・藤本） 
FDISが否決されたが、TSで再提案された。 
DTSは、コメント無し賛成投票を行うことを議決した。 
2.4.6 IEC 62061 国内WG（2016-01-27）及びWG7（2016-01-19~21）報告 
（資料7508-1,2・杉田） 
Ad hocでの検討は、IEC 62061及び ISO 13849の改定に反映する。 
IEC 62061は、17305の検討結果をベースに改定する。 
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IEC 62998は、IEC 62061を参照するので規格完成時期に影響があると思われる。 
2.4.7 44/764/NP 対応審議（資料7511-1,2,3・事務局／真白） 
 2.4.1の通り。 
2.5  JIS関連の審議 
2.5.1 JIS B 9960-31 原案作成ワーキンググループ報告及び JIS原案作成本委員会報告と承認 
（資料7509-1,2・福田／赤羽） 
赤羽原案作成WG主査より原案検討経過説明を行った。 
福田原案作成本委員会委員長より原案の承認が部会に提案され、原案及び申出の承認が議決された。 
2.5.2 JIS/TS/TR申し出（予定）報告（資料 7510・事務局） 
  資料に基づいて報告を行った。 
3. 安井委員より、労働関係に機能安全の考えを取り入れる検討を行っているとの発言があった。これに

ついて、次回部会で安井委員が15分程度説明を行う。 
4. 次回の開催日時 
 次回開催日時：7月26日(火) 13時30分から 

以上 
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第 1回 JIS B 9960-1原案作成委員会及び第 76回 IEC/TC44 部会 議事録 
一般社団法人日本機械工業連合会 

平成28年7月28日作成 
開催日時：平成28年7月26日（火）13:30～16:15 
開催場所：機械振興会館6階 6D-3 号室 
出席者：（順不同、敬称略） 
第 1回 JIS B 9960-1原案作成委員会 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田委員長（長岡技術科学大学） ○ 阿部（日本電機工業会） × 
藤本（横浜国立大学） ○ 岡田（IDEC） ○ 

安井（厚生労働省） ○ 築山（オムロン） ○ 

赤羽（ブラザー工業） ○ 石原（布目電機） ○ 

杉田（テュフ ラインランド ジャパン） ○ 長谷川（パナソニックデバイス SUNX） ○ 

濱野（SGSジャパン） ○ 渡邊（富士電機機器制御） × 

石川（テュフズードジャパン） ○ 【オブザーバ】  

畑（コマツ産機） ○ 佐野（経済産業省） ○ 

西條（オークマ） ○ 栗原（経済産業省） × 

真白（東京エレクトロン） ○ 【事務局】  

小川（三菱重工工作機械） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者16名 
第 76回 IEC/TC44 部会 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田主査（長岡技術科学大学） ○ 関口（テュフズードジャパン） ○ 

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 

安井（厚生労働省） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

松崎（日本印刷産業機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 

大槻（日本工作機械工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

楠田（日本鍛圧機械工業会）  × 戸枝（富士電機） ○ 

吉田（日本電機工業会） × 深谷（富士電機機器制御） × 

加藤（日本電気制御機器工業会） ○ 金子（三菱電機） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 高杉（明電舎） × 

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 武藤（安川電機） × 

三浦（日本ロボット工業会） × 【オブザーバ】  

岡田（IDEC）土肥代理 ○ 佐野（経済産業省） ○ 

内田（アズビル） × 栗原（経済産業省） × 

井土（SGSジャパン） ×   

西條（オークマ） ○   

村田（オプテックス） ○ 【事務局】綾部（日機連） × 

築山（オムロン） ○ 宮崎（日機連） × 

十川（川崎重工業） ○ 吉田（日機連） ○ 

降矢（キトー） ○ 野村（日機連） × 

中谷（SCREENセミコンダクターソリューションズ） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者22名 
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1 事前配布資料 
第1回 JIS B 9960-1原案作成委員会及び第76回 IEC/TC44部会議事次第 案（本紙） 
資料7600-1  JIS B 9960-1 原案作成委員会28 
資料7600-2  JIS B 9960-1 原案作成WG28 
資料7601    第75回TC44部会議事録 
資料7602    IEC_TC44関連の動き160726 
資料7603-1  第62回 IEC60204-1議事録 
資料7603-2  JWG18-IECTC44-121meeting report_J_20160426-29 
資料7604-1  第71回 IEC61496議事録 rev1 
資料7604-2  44__759_CD-Comments2016_05_17 
資料7604-3  第72回 IEC61496議事録 
資料7605-1  第44回 IEC62061議事録 rev1 
資料7605-2  WG 7 report_E_20160425_J 
資料7605-3  2016.05.27_第3回AHG-WIESBADEN報告書 
資料7605-4  AHG_SW_N010_sw_clause_modified by JJC (2016.05.27 会議） 
資料7605-5-1 WG 7 report_E_20160719_J 
資料7605-5-2 第43回-IEC･TC44･WG7（Seligenstadt） 報告書(2016.07.18-20) 
資料7605-5-3 566 with commnets 
資料7606-1  第1回セキュリティ検討WG議事録 rev1 
資料7606-2 資料7606-2 44_764e_NP-Comments_JP 
資料7607    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料7608   IEC62998_説明_160726（事前未配付資料） 
資料7609   機能安全検討会報告書（事前未配付資料） 
【IEC/TC44回付文書】 
44/758/DTS/W 
 WITHDRAWN  This document has been withdrawn as it conflicts with 44/753/Q 
44/765/FDIS 
 Safety of machinery – Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
44/766/DA 
 Draft Agenda for the meeting of IEC/ TC 44 to be held as part of IEC 80th General Meeting, Frankfurt, Germany on 
Friday 14th October 2016 (2016/10/14) 
44/767/INF 
 Result of IEC/SC121B/JWG18 “Determination of overlap and gaps between IEC 61439-2 and IEC 60204-1” 
121B/46/INF 
 Result of IEC/SC121B/JWG18 “Determination of overlap and gaps between IEC 61439-2 and IEC 60204-1” 
44/768/RVC 
 Safety of machinery - Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 
 
（以下、文中敬称略） 
2  議事内容 
2.1 退任委員紹介【事務局追記】 
久保委員（産業安全技術協会）は退任した。後任は無し。 
2.2  JIS B 9960-1 原案作成委員会（資料44/765/FDIS,7600-1,2） 
事務局より原案作成委員会名簿の紹介及び IEC 60204-1のFDIS成立後直ぐに JIS改正に着手して早期に改

正 JIS 発行を行いたいとの委員会開催の主旨説明を行った後、福田委員長の司会で委員会として改正着手

を決定した。さらに、改正作業の実務をワーキンググループで行うことを決定した。 
名簿の訂正 
「誤」テュフズードジャパン 浅井委員 「正」テュフズードジャパン 石川委員 
福田委員長より TC44 部会に原案作成委員会の決定事項を報告し、藤本副主査の司会で TC44 部会は報告
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内容を承認した。 
2.3 前回議事録の確認（資料7601） 
前回議事録は承認された。 
2.4  TC44の動き全般報告（資料7602・事務局：佐々木） 
資料に基づいて報告を行った。 
訂正事項 
1.4 実施した IECへの対応 44/756/CD 対処内容 
 「誤」コメント無しで回答  「正」棄権 
3.8 IEC 61496-1 JIS正誤表の発行 
「誤」発行手続き中。  「正」7月1日付で発行された。 
追記事項 
 3.19   セキュリティ  エキスパートを真白委員、神余委員（三菱電機）とした。 
2.5 国際規格及び JIS関連の審議 
（資料に基づいて報告があった。以下に特記事項を記載する。） 
2.5.1  IEC 60204-1国内WG（2016-05-30）及び JWG18（2016-04-26~29）報告 
（資料7603-1,2・杉田／真白） 
JWG18の検討結果は、TC121及びTC44に報告された。（121B/46/INF、44/767/INF） 
2.5.2  IEC 61496 国内WG（2016-05-17,07-21）報告（資料7604-1,2,3・村田） 
村田委員より、IEC62998は、他の規格との整合が懸念されるが、今のところは問題なさそうであるとの説

明があった。 
2.5.3  IEC 62061 国内WG（2016-05-19）及びWG7（2016-04-25~27,07-19~21）、Ad hoc G(2016-05-27)報
告                       （資料7605-1,2,3,4,5-1,5-2,5-3・戸枝／杉田） 
戸枝委員より、規格が巨大化してきていることを問題視している、このことも含めて機械セットメーカが

使いやすい規格にするように検討するとの説明があった。 
λS=０と見なす事及びPFDを採用する事については問題がある。意見のある方は8月1日までに、戸枝委

員にメールしていただく事とした。 
2.5.4 セキュリティ検討WG（2016-06-13報告）               （資料7606-1,2・真白） 
NPについて意見のある方は、9月6日からの第1回国際会議までに真白委員にメールしていただく事とし

た。 
2.5.5  TC44 meeting出席者承認                                （事務局） 
IEC/TC44 meeting（10月14日フランクフルト）に、真白委員及び畑委員にご出席いただく事を承認した。 
2.6  JIS関連の審議 
2.6.1  JIS/TS/TR申し出（予定）報告                              （資料7607・事務局） 
  特記事項無し。 
IEC 62998概要説明                           （村田） 
別紙「資料7608  IEC62998_説明_160726」に基づいて説明があった。 
機能安全を用いた機械等の取扱規制のあり方について            （安井） 
別紙「資料7609 機能安全検討会報告書」他に基づいて説明があった。 
次回の開催日時 
 次回開催日時：11月30日(水) 13時30分から 

以上 
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第 1回TS B 9960-34原案作成委員会及び第 76回 IEC/TC44 部会 議事録（案） 
一般社団法人日本機械工業連合会 

平成28年11月30日作成 
開催日時：平成28年11月30日（水）13:30～15:30 
開催場所：機械振興会館6階 6D-3 号室 
出席者：（順不同、敬称略） 
第 1回TS B 9960-34原案作成委員会 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田委員長（長岡技術科学大学） ○ 西條（オークマ） ○ 
藤本（横浜国立大学） ○ 石原（ヤマザキマザック） ○ 

安井（厚生労働省） ×   

堺（日本工作機器工業会） × 【オブザーバ】  

杉田（テュフ ラインランド ジャパン） ○ 松本（ファナック） × 

吉田（富士電機機器制御） ○ 佐野（経済産業省） ○ 

井上（オムロン） × 栗原（経済産業省） × 

小島（ブラザー工業） ×   

中谷（シチズンマシナリー） × 【事務局】  

桂（DMG森精機） × 辻（日本工作機械工業会） × 

安藤（ファナック） × 奥谷（日本工作機械工業会） × 

中野（牧野フライス製作所） × 西村（日本工作機械工業会） × 

榎本（三菱電機） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者9名 
第 77回 IEC/TC44 部会 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田主査（長岡技術科学大学） ○ 中谷（SCREENセミコンダクターソリューションズ） × 

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 関口（テュフズードジャパン） ○ 

安井（厚生労働省） × 杉田（テュフラインランドジャパン） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

松崎（日本印刷産業機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 

大槻（日本工作機械工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

楠田（日本鍛圧機械工業会）  × 戸枝（富士電機） ○ 

吉田（日本電機工業会） × 深谷（富士電機機器制御） ○ 

加藤（日本電気制御機器工業会） × 金子（三菱電機） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 高杉（明電舎） × 

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 中村（安川電機）武藤代理 ○ 

三浦（日本ロボット工業会） ○ 【オブザーバ】  

土肥（IDEC） × 佐野（経済産業省） ○ 

内田（アズビル） × 栗原（経済産業省） × 

井土（SGSジャパン） ×   

西條（オークマ） ○ 【事務局】綾部（日機連） ○ 

村田（オプテックス） × 宮崎（日機連） × 

築山（オムロン） ○ 吉田（日機連） ○ 

十川（川崎重工業） ○ 野村（日機連） × 

降矢（キトー） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者22名 
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1 事前配布資料 
第77回TC44部会議事次第案 rev1 
資料7700   TS B 9960-34原案作成委員会構成案_161124 
資料7701   第1回 JIS B 9960-1原案作成委員会_第76回TC44部会議事録 
資料7702    IEC_TC44関連の動き161130 
資料7703   2016年ー第80回総会（IEC_TC44総会報告）ーV0 
資料7704-1  第2回 IEC63074WG議事録 
資料7704-2  TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20160907r1 
資料7705-1  第63回 IEC60204-1議事録 
資料7705-2  第64回 IEC60204-1議事録 rev1 
資料7706-1  第73回 IEC61496議事録 
資料7706-2  IEC61496_TC44_WG10_14Sept2016_出張報告_161011 
資料7707-1  第45回 IEC62061議事録 rev1 
資料7707-2  第46回 IEC62061議事録 
資料7707-3  WG 7 report_E_20161005_J 
資料7707-4  WG 7 report_E_20161115_J 
資料7707-5  2016.09.04_第4回AHG-WIESBADEN報告書 
資料7708-1  第１回 IEC62998議事録 
資料7708-2  IEC62998_TC44_WG14_19_21Sept2016_出張報告_160922 
資料7709    JIS_TS_TR申し出（予定） 
【IEC/TC44回付文書】 
44/769//RVN 
SECURITY ASPECTS RELATED TO FUNCTIONAL SAFETY OF SAFETY-RELATED CONTROL SYSTEMS 
44/770/CC 
IEC 60204-11 "Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for 
voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV" 
44/771/RVD 
IEC 60204-1 Ed. 6.0 IEC 60204-1 Ed6: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General 
requirements 
44/772/CC 
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
44/773/INF 
STABILITY DATES FOR REVIEW AT THE MEETING OF IEC/ TC 44. To be held as part of IEC 80th General 
Meeting, Frankfurt, Germany: Steigenberger Hotel Room 6 on Friday 14th October 2016 (2016/10/14) 
44/774/INF 
CONVENOR REPORTS: For the meeting of IEC/ TC 44 to be held as part of IEC 80th General Meeting, Frankfurt, 
Germany, Steigenberger Hotel Room 6 on Friday 14th October 2016 (2016/10/14) 
44/775/INF 
LIAISON REPORTS: For the meeting of IEC/ TC 44 to be held as part of IEC 80th General Meeting, Frankfurt, 
Germany, Steigenberger Hotel Room 6 on Friday 14th October 2016 (2016/10/14) 
44/776/INF 
IEC/TC 44 Strategic Business Plan (SBP) 2016 in new template. For discussion at the IEC/TC 44 2016 Plenary 
meeting (44/766/DA). 
44/777/PW 
Programme of work of the Committee, as recorded by the IEC Central Office in its database 
44/778/INF 
Liaison report from IEC TC 3 to IEC TC 44 meeting in Frankfurt 2016 
44/779/INF 
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Convenor report MT62061 
44/772A/CC 
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
（以下、文中敬称略） 
2  議事内容 
2.1 新委員紹介  
産業技術総合研究所 角様、安川電機 中村様（本日は武藤様の代理、次回より正式参加） 
2.2  TS B 9960-34原案作成委員会（資料7700） 
委員に日本工作機械工業会 堺様を追加する。 
 事務局より原案作成委員会名簿の紹介及び委員会開催の主旨説明を行った後、福田委員長の司会で委員

会として改正着手を決定した。 
 事務局よりTC44部会に原案作成委員会の決定事項を報告し、TC44部会は報告内容を承認した。 
2.3 前回議事録の確認（資料7701） 
前回議事録は承認された。 
2.4  TC44の動き全般報告（資料7702・事務局：佐々木） 
資料に基づいて報告を行った。 
訂正事項 1.5 国際会議出席 2016-09-06~07 WG15 出席者に「神余」を追記 
              2016-09-14~16  MT61496-3  出席者から「長谷川」を削除 
2.5 国際規格及び JIS関連の審議 
（資料に基づいて報告があった。以下に特記事項を記載する。） 
2.5.1  TC44 meeting報告                     （資料7703・真白） 
資料7703の内容は、正式議事録未着のため不正確な部分がある可能性がある、とのコメントがあった。 
IEC60204-1とIEC61010とのオーバーラップの問題は、真白様がコンビナ及びイタリアの動きを確認して、

必要があれば60204-1国内WG或いはTC44部会に意見を求めることにする。 
2.5.2  IEC 63074WG報告（資料7704-1,2・真白） 
特記事項なし。 
2.5.3  IEC 60204-1 WG報告（資料7705-1,2・杉田） 
特記事項なし。 
2.5.4 IEC61496WG報告（資料7706-1,2・角） 
特記事項なし。 
2.5.5 IEC62061WG報告（資料7707-1,2,3.4,5・戸枝／杉田） 

CDが回付されたら、3月の部会で問題点を議論する。                                 
2.5.6 IEC62998WG報告（資料7708-1,2・角） 
有用な規格であるとの認識で、成り行きを注視してゆく。 
京都会議でほぼ全容が見えた。 
CDコメントは部会全体の意見を集めて欲しいとの福田主査からの依頼があった。 
内容確認のため 新のWDを部会委員に配布する。意見があれば角様（Cc.佐々木）にメールする。 
Performance classの扱いが、京都会議の結論と 新のWDで異なっている。12月のWG14で確認する。 
2.6  JIS関連の審議 
2.6.1  JIS/TS/TR申し出（予定）報告                              （資料7607・事務局） 
  特記事項無し。 
次回の開催日時 
 次回開催日時：3月16日（木） 13時30分から                      以上 
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第 78回 IEC/TC44 部会 議事録（案） 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
平成29年3月16日作成 

開催日時：平成29年3月16日（木）13:30～15:00 
開催場所：機械振興会館6階 6D-3 号室 
出席者：（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

福田主査（長岡技術科学大学） ○ 中谷（SCREENセミコンダクターソリューションズ） × 

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 関口（テュフズードジャパン） ○ 

安井（厚生労働省） × 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

松崎（日本印刷産業機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 

大槻（日本工作機械工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

楠田（日本鍛圧機械工業会）  × 戸枝（富士電機） ○ 

吉田（日本電機工業会） × 深谷（富士電機機器制御） × 

加藤（日本電気制御機器工業会） × 竹田（三菱電機） 金子代理 ○ 

櫛山（日本品質保証機構） × 高杉（明電舎） ○ 

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 中村（安川電機） × 

三浦（日本ロボット工業会） × 【オブザーバ】  

関野（IDEC） 土肥代理 ○ 佐野（経済産業省） ○ 

内田（アズビル） × 栗原（経済産業省） × 

井土（SGSジャパン） ○   

西條（オークマ） ○ 【事務局】綾部（日機連） × 

村田（技研トラステム） ○ 宮崎（日機連） × 

武田（オムロン） 築山代理 ○ 吉田（日機連） × 

十川（川崎重工業） ○ 野村（日機連） × 

降矢（キトー） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者21名 
1 事前配布資料 
第78回TC44部会議事次第案（本紙） 
資料7801    第1回TS B 9960-34原案作成委員会_第77回TC44部会議事録 rev1 
資料7802    IEC_TC44関連の動き170316 
資料7803-1  第65回 IEC60204-1議事録 
資料7803-2  第66回 IEC60204-1議事録 
資料7804   第2回TS_B_9960-34_JIS原案作成委員会20170302 
資料7805    IEC61496_TC44_WG10_23Jan2017_出張報告_170208 
資料7806-1  第29回 IEC62046WG議事録 
資料7806-2 44_780_CDV-Comments_検討結果 
資料7807-1  第47回 IEC62061議事録 
資料7807-2  第48回 IEC62061議事録 
資料7807-3  WG 7 report_E_20170131_J 
資料7808-1  第2回 IEC62998議事録 
資料7808-2  IEC62998_TC44_WG14_出張報告_161226_rev170105 
資料7808-3  第3回 IEC62998議事録 
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資料7809-1  第3回 IEC63074WG議事録 
資料7809-2  第4回 IEC63074WG議事録 
資料7809-3  TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20170118r 
資料7810    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料7811-1 2017_3_6_特別委員会TC44資料 
資料7811-2  2017_3_6_特別委員会TC199資料 
 
【IEC/TC44回付文書】 
44/780/CDV 
IEC 62046: Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons 
44/781/RM 
Technical committee no.44: Safety of Machinery – Electrotechnical aspects Draft Meeting Notes 
IEC/ TC 44 Plenary Meeting 2016 Steigenberger Hotel Room 6, Frankfurt, Germany Friday 14th October 2016 
(2016/10/14). 
44/782/MTG 
IEC 63074: SECURITY ASPECTS related to functional safety of safety-related control systems Report on Meeting  
Kick-Off meeting London at BSI (Room 512) (DRAFT) 
44/783/FDIS 
IEC 62745 ED1: Safety of machinery - Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 
44/784/CD 
IEC 62998-721 ED1: Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Safety-related sensors used for 
protection of person 
44/785/RVD 
RESULT OF VOTING ON FDIS  IEC 62745 ED1 
44/786/RR 
REVIEW REPORT  IEC 62061:2005 ED1 
44/787/INF 
ISO/TC 199 - IEC/TC 44 Joint Advisory Group Meeting report 2016-12-15 
44/788/CD 
IEC 62061 ED2: Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable 
electronic control systems 
 
（以下、文中敬称略） 
1  議事内容 
前回議事録の確認（資料7801） 
前回議事録は次の事項を訂正して承認された。 
2.2  誤：日本工作機械工業会 ⇒ 日本工作機器工業会 
TC44の動き全般報告（資料7802・事務局：佐々木） 
資料に基づいて報告を行った。 
IEC 60204-32は、MTに次回から参加する。（事務局注：エキスパート：IHIの村上様） 
次について訂正した。 
1.5 2017-01-16～18 WG15 出席者：真白、神余 主な内容欄：63704⇒63074に訂正 
1.5 2017-01-23 MT61496-3 出席者：村田 
1.5 2017-01-24～25 MT61496-1＆2 出席者：村田 
2 国際規格及び JIS関連の審議 
（資料に基づいて報告があった。以下に特記事項を記載する。） 
2.1 IEC 60204-1 国内WG（2016-12-06,2017-02-23）報告（杉田）：資料7803-1,2 
特記事項なし 
2.2 IEC 60204-34 国内WG（2017-03-03）報告（西條／福田）：資料7804 
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特記事項なし 
2.3 MT61496（2017-01-23~25）報告（村田）：資料7805 
Part-2、3の改正に併せるためPart-1の改正を開始した。 
次回MTから、普及しているLED照明の干渉問題の検討を始める。 
2.4 IEC 62046国内WG（2017-03-03）報告（藤本）：資料7806-1,2 
44/780/CDVには、賛成投票を行う事で部会として承認した。 
2.5 IEC 62061 国内 WG（2016-12-07,2017-02-22）及び MT62061（2017-01-31~02-02）報告 
（戸枝／杉田）：資料 7807-1,2,3 
CD2も考えており、発行は来年以降の見込。 
（事務局注：CDV:2017-12-29 FDIS:2018-09-28 IS:2019-02-28の計画） 
福田主査より：部会委員からもコメントを出して、良い規格にするようにしたい。 
2.6 IEC 62998国内WG（2017-02-02,2017-03-01）及びWG14（2016-12-12~14）報告 
（角）：資料7808-1,2,3 
CDコメントが多く出ることが予想されるため、発行は当初予定より遅くなりそうである。 
次回の部会で、再度概要説明を行う。（委員各位には、3月9日の日機連講演会資料も事前に一読していた

だく。事務局注：4月初めにアップする予定） 
2.7 IEC 63074国内WG（2016-12-08,2017-02-22）及びWG15（2017-01-16~18）報告（真白）：資料78091,2,3 
日本提案で、この規格は機械メーカ向けであることをスコープで明確にした。 
9月に名古屋（三菱電機）でWG15を行う。オブザーバ参加を希望する方は、事務局に連絡していただく 
3  JIS関連の審議 
3.1  JIS/TS/TR申し出（予定）報告（事務局）：資料7810 
  特記事項無し。 
4. 次回の開催日時他 
経済産業省 佐野様から、経済産業省内部で検討している JIS制度の見直し等について説明があった。主な

点は次の通り。 
JIS法の対象範囲を鉱工業関連以外のサービスについても拡大できないか。 
JIS作成プロセスの迅速化を来年度実施する。JSAにある規格調整委員会を廃止し、原案作成委員会に JSA
が参加して、様式チェック等を行う。 
3者構成の人数比率を緩和する。 
次回開催日時：6月14日（水） 13時30分から 

以上 
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IEC/TC44部会 第62回IEC60204-1WG 議事録 
一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年5月30日（月）13:30~15:30 
開催場所：機械振興会館5階 507号室（日機連会議室） 

出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

岡田（IDEC） ○ 渡邊（富士電機機器制御） × 

濱野（SGSジャパン） × 小川（三菱重工業） × 

西條（オークマ） ○   

築山（オムロン） ○ 【事務局】  

大津（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
事前配付資料 

前回議事録 
JWG18-IECTC44-121meeting report_J_20160426-29 
44/765/FDIS 
議事内容 

前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 
委員交代：オムロン飯田様⇒築山様 
退任：久保様、坂井様 

（事務局注）次回から委員交代：テュフズードジャパン大津様⇒石川様 
JWG18出席報告 
報告書に「JWG18-IECTC44-121meeting report_J_20160426-29」基づいて報告があった。 
本WGは、今回のmeetingの方向で reportが出れば大きな問題は無いとの認識を持った。 
エキスパートからの追加意見の募集は27日で締め切られた。追加意見があればメールでの審議を行った後

に reportが発行される。 
Reportが発行され次第、WGとして内容の確認を行う。 
IEC 60204-1 FDIS について 
現在分かっている指摘事項：引用規格 ISO 13850:2006を ISO13850:2015にする。 
その他指摘事項があれば、以下の日程で全員メールで検討する。 
6月6日(月) 9時まで：指摘事項を発信 
6月10日(金)まで：指摘事項の審議 
6月13日の週、遅くとも16日までに杉田様が結論をまとめる。 
結論を受けて、遅くとも6月17日(金)中に、事務局が（賛成）投票実施。 
FDISが通れば、JIS改正作業を直ぐに開始する。事務局（業者）で下訳をし、次回WGから検討を開始す

る。下訳は、8月中に出来ないか事務局で検討する。 
次回開催日時 
9月28日(水) 10時～16時30分 第5章までのJIS検討を行う。 

以上 
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IEC/TC44部会 第63回IEC60204-1WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年9月28日（水）10:00~16:30 
開催場所：機械振興会館5階 507号室（日機連会議室） 

出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

岡田（IDEC） ○ 渡邊（富士電機機器制御） ○ 

濱野（SGSジャパン） ○ 小川（三菱重工業） × 

西條（オークマ） ○   

築山（オムロン） ○ 【オブザーバ】福田（長岡技術科学大学） ○ 

石川（テュフズードジャパン） × 【事務局】佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
事前配付資料 

前回議事録 
44_765e_FDIS翻訳原稿_J 
 
議事内容 

前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 
JIS B 9960-1 原案審議 
1章及び3章の3.1.18まで審議した。 
結果詳細は添付ファイル「44_765e_FDIS_JIS検討2016_09_28」参照。 
「3.1.13 コントロールギヤ（controlgear）」は、後日再検討する。 
ISO 13850:2006は ISO 13850:2015に変更する。（事務局で全文を確認する。） 
「3.1.4 基本保護（basic protection）」は、「障害（絶縁故障）のない状態」においてであり、原文の表記は

おかしい。正誤表の発行あるいは今後の改正での訂正をコンビナに申し入れる。 
次回開催日時 
10月26日（水）10時～16時30分  

以上 
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IEC/TC44部会 第64回IEC60204-1WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年10月26日（水）10:00~16:30 
開催場所：機械振興会館5階 5S-2号室 

出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属）  氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） × 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

岡田（IDEC） ○ 渡邊（富士電機機器制御） × 

濱野（SGSジャパン） ○ 大津（BSIグループジャパン） ○ 

西條（オークマ） ○ 小川（三菱重工工作機械） ○ 

築山（オムロン） ○ 【事務局】  

石川（テュフズードジャパン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
事前配付資料 

前回議事録 
44_765e_FDIS 翻訳原稿_J_rev1 
 
議事内容 

前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 
新委員：BSIグループジャパン 大津様 
JIS B 9960-1 原案審議 
3.1.51項まで審議した。 
結果詳細は添付ファイル「44_765e_FDIS_JIS検討 rev2」参照。 
主な確認事項は次の通り。 
「controlgear」は「コントロールギヤ」と表記する。「制御装置」と表記した場合、「controller」も「制御装

置」と表記するため区別できなくなる。 
3.1.21項の元規格「ISO 13850:2006」は、本 JIS発行までに改訂版発行の可能性がある。発行された場合は、

新版を元規格とする。 
3.1.29項及び3.1.30項の元規格の番号は、現在は存在しない番号である。JISでは元規格の表記は行わない

こととする。 
3.1.31項は「（絶縁）故障保護」とする。元規格の翻訳は「感電保護」としているが、この規格では「基本

保護」との対比を明確にするため。 
3.1.49項の「保護ボンディング導体」とは何かを明確にするための説明（注記が良いか？）が必要と思わ

れる。13章の検討時に再度検討する。 
3.1.51項の定義は注記を加えて明確にする。次回注記の内容を検討する。 
ISが発行された。別途 JIS検討用に委員各位に送付する。 
次回開催日時 
12月6日（火）10時～16時30分  

以上 
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IEC/TC44部会 第65回IEC60204-1WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年12月6日（火）10:00~16:45 
開催場所：機械振興会館6階 6-62号室 

出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属）  氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

岡田（IDEC） × 渡邊（富士電機機器制御） ○ 

濱野（SGSジャパン） × 大津（BSIグループジャパン） ○ 

西條（オークマ） ○ 小川（三菱重工工作機械） × 

築山（オムロン） ○   

道場（コマツ産機） ○ 【事務局】  

石川（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
事前配付資料 

前回議事録 
44_765e_FDIS_JIS 検討 rev2 
 
議事内容 

前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 
新委員  道場様（コマツ産機） 
JIS B 9960-1 原案審議 
5.2項まで審議した。 
結果詳細は添付ファイル「44_765e_FDIS_JIS検討 rev2_2016_12_06」参照。 
主な確認事項は次の通り。 
今回検討予定の「3.1.51項の定義は注記を加えて明確にする。」は、次回に検討する。 
3.2 略語：「SLP」及び「STO」の日本語訳を、JEMAに確認する。（担当：事務局） 
「Switchgear」の日本語訳は「開閉装置」とする。 
「JIS C 61000-6-2」は発行されているかを確認する。（担当：事務局） 
次回開催日時 
2月23日（木）10時～16時30分  

以上 
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IEC/TC44部会 第66回IEC60204-1WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年2月23日（木）10:00~16:45 
開催場所：機械振興会館5階 507号室 （日機連会議室） 

出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属）  氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

畑（安全技術普及会） ○ 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

岡田（IDEC） × 渡邊（富士電機機器制御） ○ 

森田（SGSジャパン） × 大津（BSIグループジャパン） × 

西條（オークマ） ○ 小川（三菱重工工作機械） × 

築山（オムロン） ○ 【オブザーバ】福田（長岡技術科学大学） ○ 

道場（コマツ産機） ○   

石川（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】佐々木（日機連） ○ 

出席者12名 
事前配付資料 

前回議事録 
JIS B 9960-1_本文_検討用 2017_02_02a 
 
議事内容 

前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 
委員交代：SGSジャパン 濱野様 ⇒ 森田様に交代 
JIS B 9960-1 原案審議 
「6.2.4」まで審議した。 
結果の詳細は添付ファイル「JIS B 9960-1_本文_検討用2017_02_02a_2017_02_23結果」参照のこと。 
審議の迅速化のために、次回以降は各自事前に内容を読み込んで、変更が必要な部分や疑問点等を把握し

ておくこと。WG欠席の場合は、事前に全員メールで変更部分、疑問点等を提出すること。 
次回は、「9.2.3.10」まで審議する予定。 
審議迅速化のために、事務局より委員全員に「REDLINE VERSION」を配付する。 
【事務局注1：先般お送りした ISと今回のREDLINE VERSION共に、JIS原案作成後は廃棄してください。】 
【事務局注2：REDLINE VERSIONは、Ed.5＋Amendment 1が基になっています。JISの2008年版には

Amendment 1が反映されているはずですが、念のため申し添えます。】 
次回開催日時 
3月27日（月）10時～16時30分  

以上 
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IEC/TC44部会 第67回IEC60204-1WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年3月27日（月）10:00~16:40 
開催場所：機械振興会館6階6-64号室  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属）  氏名（所属） 出欠

杉田主査（テュフラインランドジャパン） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 

畑（安全技術普及会） × 石原（布目電機） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

岡田（IDEC） × 渡邊（富士電機機器制御） × 

森田（SGSジャパン） × 大津（BSIグループジャパン） ○ 

西條（オークマ） ○ 小川（三菱重工工作機械） × 

築山（オムロン） × 【オブザーバ】福田（長岡技術科学大学） ○ 

道場（コマツ産機） ○   

石川（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】佐々木（日機連） ○ 

出席者9名 
事前配付資料 

1. 前回議事録 
2. JIS B 9960-1_本文_検討用 2017_02_02a_2017_02_23 結果 
 

議事内容 

1. 前回議事録の確認 
前回議事録は承認された。 

2. JIS B 9960-1 原案審議 
1) 9.2.3項まで事前に各委員が提出したコメントリストに基づいて審議した。 
2) 結果詳細は添付ファイル「JIS B 9960-1_本文_検討用2017_02_02a_2017_03_27結果」参照の

こと。 
3) 行頭に「・」を付けても良いか事務局で確認する。 

【事務局：確認の結果「－」及び「・」が使用可能だが、どちらかに統一することが望まし

いとされているので、従来使用している「－」に統一した。】 
4) 次回は、9.2.4項から 12.7.8項まで審議する。4月28日(金)までにコメントリストを全員メールで

送付すること。 
3. 次回開催日時 

5月11日（木）10時～16時30分  
以上 
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IEC/TC44部会 第71回IEC61496WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年5月17日（火） 13:30～16:40 
開催場所：機械振興会館 5階 507会議室（日機連会議室） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

村田主査（オプテックス） ○ 猪俣（日本信号） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） ○ 

黒住（ジック） ○ 山崎（元日機連） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 【オブザーバ】  

齋藤（労働安全衛生総合研究所） ○ 大西（ヤンマー） ○ 

橋本（オムロン） ○ 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

諏訪（オムロン） × 濱島（労働安全衛生総合研究所） × 

樋口（オムロン） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

浅井（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】佐々木（日機連） ○ 

出席者15名 
配布資料 
前回議事録 
WG14 meeting 出張報告（後日送付） 
IECWD62998 20160317circulated 
Open Issue 6_5 Mechancal contact tests 
Open Issue 13 simple functional decomp_dj_tb_160229 
Open Issue 17 dj input analysis 20160210 
Open Issue 17 Table Nichtverfügbarkeit 
Open Issue 22 IEC62998_20160128 
Open Issue 24_5 calibrationCirculated 
Open Issue 24c Safety related Sensor Information v1.0 
Open Issue 25_SubissueTest2016MWddcirculated 
Open Issue 30 elfes_occup_grids 
Open Issue 30 L13-occupancy-grids 
Open Issue 31 20160314 
44__759_CD-Comments2016_05_14 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
新委員：浅井様（テュフズードジャパン） 
オブザーバ参加：大西様（ヤンマー） 委員としての参加を検討 
JIS B 9704-2第3版原案 
規格調整分科会のコメントへの回答は、「JMF回答_統合＿MT27066 B9704-2 コメント」の内容で決定す

る。本日事務局より分科会へ送付する。 
印刷はカラーで行うよう事務局よりJSAに依頼する。 
IEC 61406-3 CDへのコメント審議 
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添付別紙「44__759_CD-Comments2016_05_17」の通りとする。 
追加事項があれば6月15日までに申し出ること。検討はメールで行う。 
（事務局注：全員メールで発信してください。） 
WG14審議（IEC 62998開発） 
冒頭、村田主査から現在の開発内容のおさらいとしての説明があった。 
出張報告書「IEC62998_TC44_WG12_14April2016_出張報告_160513」に基づいて、村田主査が説明を行っ

た。 
質疑を行った結果、9月のWG14で日本のスタンスを明確にするため、次回WGで突っ込んだ検討を行うこ

ととした。 
次回WGまでに、各委員が問題点と改善提案を検討しておくこととした。そのための検討課題の整理を福

田委員が25日までに行い、村田主査が確認の上各委員に課題を割り振る。 
得意分野を自主的に検討していただける方は、村田主査に申し出ていただく。 
京都でのWG14冒頭で、福田委員がTC44JPとしての挨拶を10分程度行う。 
9月に京都で開催されるMT61496-3及びWG14にオブザーバ参加を希望する方は、どちらの会議に参加する

かを次回WGまでに事務局へ連絡していただく。エキスパートは原則参加とするので、不参加の場合は同

様に連絡していただく。次回WGで参加者の調整を行う。 
次回開催日時 
2016年7月21日（木）13時30分～16時30分 

以上 
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IEC/TC44部会 第72回IEC61496WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年7月21日（木） 13:30～16:30 
開催場所：機械振興会館 5階 507会議室（日機連会議室） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

村田主査（オプテックス） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 嶋地（北陽電機） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 川田（北陽電機） × 

黒住（ジック） ○ 山崎（元日機連） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 【オブザーバ】  

齋藤（労働安全衛生総合研究所） ○ 大西（ヤンマー） × 

橋本（オムロン） × 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

諏訪（オムロン） × 濱島（労働安全衛生総合研究所） × 

樋口（オムロン） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

浅井（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】  

猪俣（日本信号） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者10名 
配布資料 
前回議事録 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
新委員紹介：北陽電機 川田様（IEC 62998対応）が参加する。（本日欠席） 
JIS B 9704-2第3版原案申出準備状況 
JSA（規格調整分科会）審議終了後、誤字等の校正作業が継続しており、 近も一件問い合わせ対応実施

した。JISC（産業機械技術専門委員会）開催待ちである。 
JIS B 9704-1:2015正誤表が、7月1日付で発行された。（別紙 JIS B 9704-1正誤表 参照） 
9月のMT61496及びWG14準備状況報告（オムロン築山様、飯田様の協力を得て準備） 
会場：OMRON Learning Center（京都本社の隣）内研修室 
会場入場用IDカード発行：1週間前までに参加者リスト【会社名、部署名、住所、電話番号、氏名（フリガ

ナ）】をオムロンに提出する。（カードは初日朝配付、 終日回収） 
ディナー（個人負担）：9 月15・20 日予約済み（京都タワーのタワーテラス 23名/日、ディナービュッフ

ェ4,500円/人＋フリードリンク1,700円又は2,000円/人） 
観光（個人負担）：9月17日(土) オムロン－天龍寺－金閣寺－三千院－オムロン バス一日コース23名 

13,000円程度/人 英語ガイド付き（仮予約であり8月の早い時期に人数確定が必要） 
会議中の飲み物：コーヒー、紅茶（ティーバック）、水、お湯を会場に用意 
会議期間中の昼食：サンドイッチ類の軽食を会場に用意（オブザーバには用意なし） 
Wi-Fi：レンタル機器を手配 
IEC 62998開発についてのJP意見 
ScopeとINTRODUCTIONの日本語訳を村田様が作成して2～3日中に配付する。 
Scopeについて 
第2段落の 
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「by detection of potentially hazardous objects, detection of a body or parts of a body entering a hazardous 
area and by classification respective discrimination of these against other objects.」 
を次の通り分割してリストアップする形式とし、Scopeを明確にする。 
 - by detection of potentially hazardous objects,  
- detection of a body or parts of a body entering a hazardous area and  
- by classification respective discrimination of these against other objects. 
Figure C.2：「Automation related output」を除いた部分をSafety related partと表記して明確に区別する。 
ISO13849-2の基本安全原則、十分吟味された安全原則から逸脱することはないか確認が必要。 
「Safe state」の定義が不明確である。SRSのStateのみの定義では問題がある。 
この意味を明確にするためにも、委員会への提案として、「Safe state might be represented by an OSSD g
oing to an Off-State」は「Safe state might be represented by an OSSD going to an On-State」とするべきで

ある。というコメントを出して、問題提起する。 
これらの内容を、村田がまとめ、委員会へのコメントそして送付する。 
その他意見があれば8月中に全員メールで発信すること。メールで議論の上、コメントに追加する。 
9月のMT61496及びWG14出席者確認（敬称略：オブザーバ参加は、全体の出席人数により参加不可の可能

性あり） 
WG10 MT61496-3 
エキスパート：村田 角 長谷川 
オブザーバ：竹島（橋本代理） 樋口 北陽電機 
WG14 IEC62998 
エキスパート：村田 角 櫛山 
オブザーバ：福田（19日のみ） 樋口 北陽電機 
次回以降開催日時 
2016年10月13日（木）及び11月24日（木）13時30分～16時30分 
IEC62998の進捗は、全体の規格化へのスケジュールから考えると、9月と12月の会議とで急速に進む可能性

がある。その間に、2回の国内委員会を開催し、充分に日本の意見を反映できるように準備する。 
以上 
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IEC/TC44部会 第73回IEC61496WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年10月13日（木） 13:30～16:50 
開催場所：機械振興会館 6階 6-67会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

村田主査（オプテックス） ○ 猪俣（日本信号） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 
角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） × 

黒住（ジック） ○ 川田（北陽電機） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 山崎（元日機連） × 

齋藤（労働安全衛生総合研究所） ○ 【オブザーバ】  

安藤（アイシン精機） ○ 大西（ヤンマー） × 

橋本（オムロン） ○ 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

諏訪（オムロン） ○ 濱島（労働安全衛生総合研究所） × 

樋口（オムロン） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

藤川（住友理工） ○ 小林（日本信号） ○ 

浅井（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】  

安藤（トヨタ自動車） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者17名 
配布資料 
前回議事録 
IEC61496_TC44_WG10_14Sept2016_出張報告_161011 
MT61496-3 (Sec)001-18_document index 
MT61496-3 (Sec)069_working document (2016-09-16) 
MT61496-3 (Sec)070_compilation of comments on 44_759_CD sorted by clauses including observatio
ns 
MT61496-3 (Sec)071 agenda meeting 2016-09-14 
MT61496-3 (Sec)072_minutes meeting 2016-09 
IEC62998_TC44_WG14_19_21Sept2016_出張報告_160922 
AgendaAcknowledgementWG1420160921 
IEC_WD_62998-Comments_JP_160922Observations 
IEC62998WD20160922 
OngoingOpenIssueList 
Participants_201609Kyoto 
IEC61496WG及びIEC62998WG名簿案rev2 
 
議事内容 
前回議事録は開催曜日を訂正した上で承認された。 
委員交代：日本信号 猪俣委員⇒小林委員に交代 
新任委員：アイシン精機 安藤委員 
     住友理工 藤川委員 

     トヨタ自動車 安藤委員 
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次回より61496と62998とにWGを分割する。分割後の名簿は本報告書添付別紙「IEC61496WG及びIEC6299
8WG名簿（決定）」の通り。委嘱状は62998新規参加の方を除き今期は61496のままとし、62998委嘱状発

行は来年度からとする。 
IEC62998WG主査は角様とする。 
MT61496-3報告（村田様）：本日配付した報告書改訂版「IEC61496_TC44_WG10_14Sept2016_出張報告_16
1011」を本報告書別紙として添付。 
9月14日～16日に京都（オムロン）で開催されたMTについて報告があった。 
次回（1月）の会議は、1日だけの審議でCDVを発行する予定である。 
今回の報告に対して意見があれば12月末までに全員メールで発信する。 
WG14（62998）報告（村田様）：誤字等訂正版「IEC62998_TC44_WG14_19_21Sept2016_出張報告_160922」
を本報告書別紙として添付。 
9月19日～21日に京都（オムロン）で開催されたWG14について報告があった。 
次回会議（12月）でCD発行の準備を完了する。 
CDVは2018年4月を目標とする。 
村田様が計算式及びセンサフュージョンの案を11月11日までに作成し全員に送付する。これを次回（11月2
4日）のWGで検討する。そのほか全体についてのコメントを各自11月11日までに全員メールで発信する。 
次回開催日時 
11月24日（木）13時30分～16時30分（IEC62998WG) 
3月23日（木）13時30分～16時30分（61496WG）part3CDV検討及びpart1のMT状況報告 

以上 
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IEC/TC44部会 第74回IEC61496WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年3月23日（木） 13:30～16:00 
開催場所：機械振興会館 5階 507会議室（日機連会議室） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

村田主査（技研トラステム） ○ 嶋地（北陽電機） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 山崎（元日機連） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 【オブザーバ】  

黒住（ジック） ○ 濱島（労働安全衛生総合研究所） × 

橋本（オムロン） ○   

諏訪（オムロン） × 【事務局】  

長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者8名 
配布資料 
前回議事録 
IEC61496_TC44_WG10_23Jan2017_出張報告_170208 
44_789e_CDV 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
MT出席報告 
村田様より「IEC61496_TC44_WG10_23Jan2017_出張報告_170208」に基づいて報告があった。 
京都での会議は好評であったが、日本やアメリカでの開催は、遠方のために会社規定で参加が難しいとの

声があった。 
Part-3：4.2.12.3.2及び4.2.12.3.3はアプリケーションであり、Annex AAに移すべきである。さらに、3Dも必

要との意見が本日あった。CDVのコメントにする。 
Part-1：安全規格は、欧州指令にハーモナイズしても自己認証は出来ないので、MTで議論した内容は問題

ないことを本日確認した。 
Part-3 Ed.3のJIS作成は行う。 
Part-3 CDVのコメントは、6月8日までに全員メールで発信すること。 
62046 CDV（44/780/CDV）のB.7は、Part-3で扱うべきであるとのコメントを出していることに留意してい

ただくよう、村田様に説明した。 
次回開催日時 
6月15日（木）13時30分～16時30分 5月の会議報告及びCDVコメント審議 

以上 
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IEC/TC44部会  第29回IEC62046WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

 

開催日時：平成29年3月3日（金）13:30～15:30 
開催場所：機械振興会館 5階 507号室（日機連会議室） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

藤本主査（横浜国立大学） ○ 橋本（オムロン） ○ 

松崎（日本印刷産業機械工業会） ○ 黒住（ジック） ○ 

大槻（日本工作機械工業会） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

栗原（アズビルトレーディング） ○ 【事務局】  

畑（安全技術普及会） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
事前配布資料 
前回議事録 
44/780/CDV 
44_780_CDV-Comments_hashimoto 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
CDV審議（44/780/CDV） 
審議の結果、別紙「44_780_CDV-Comments_検討結果」の通りのコメントを提出することにした。 
投票は賛成投票とする。 
本日の検討結果は、事務局で提出用に清書した後に、メールで委員各位に確認をしていただく。 
【事務局注：追加コメントがあれば、10日までに全員メールで出してください。】 
清書した内容に問題が無ければ、締め切り期日（4月14日）までに事務局で投票を行う。 
次回開催予定 
5月16日(火) 13時30分～ 
（次回MTは5月30日～6月1日：日本は不参加の予定） 

以上 
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IEC/TC44部会 第 44回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成28年5月19日（木） 13:30~15:20 
開催場所：機械振興会館5階 5S-2号室 

（東京都港区芝公園3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 
福田（長岡技術科学大学）  ○ 外山（日本認証） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

阿部（日本電機工業会） × 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） ○ 
岡田（IDEC） ○   

内田（アズビル） × 【オブザーバ】  

井土（SGSジャパン） ○ 伊藤（明治大学） × 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

飯田（オムロン） × 【事務局】  

十川（川崎重工業） × 宮崎（日本機械工業連合会） × 

真白（東京エレクトロン） × 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者11名 

事前配付資料 
  WG 7 report_E_20160425_J 
議事内容 
AHG-SW について 
前回会合を欠席しているため現状検討事項はない。 
会合での変更点は、別紙「AHG-SW＿第２回 変更点確認結果」を参照。 
WG7 報告（4 月 25 日～27 日）報告 
杉田委員から、報告書「WG 7 report_E_20160425_J」に基づいて報告があった。 
次回の WG7 は、杉田委員の都合がつかないため、畑委員が出席を検討する。 
次回開催日時 
8 月 2 日(火) 10 時 30 分～12 時 

  以上 
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 IEC/TC44 部会 第 45回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成28年8月2日（火） 10:30~12:15 
開催場所：機械振興会館5階 507号室（日機連会議室） 

（東京都港区芝公園3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） × 
福田（長岡技術科学大学）  ○ 外山（日本認証） × 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） ○ 
岡田（IDEC） ○   

内田（アズビル） ○ 【オブザーバ】  

井土（SGSジャパン） × 伊藤（明治大学） × 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

飯田（オムロン） × 【事務局】  

十川（川崎重工業） × 宮崎（日本機械工業連合会） × 

真白（東京エレクトロン） ○ 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者11名 

事前配付資料 
第 43 回-IEC･TC44･WG7（Seligenstadt） 報告書(2016.07.18-20) 
WG 7 report_E_20160719_J 
566 with commnets 
IEC_TC44_WG7(Sec)568_MC Comments_DRAFT_IEC62061_160429_160616 
IEC_TC44_WG7(Sec)569_Draft Agenda_Seligenstadt_July 2016_160622 
IEC_TC44_WG7(Sec)570_IEC62061_Clause_references_New_Edition 
IEC_TC44_WG7(Sec)571_SFF_homework_160622 
IEC_TC44_WG7(Sec)574_DRAFT_IEC62061_160721 
IEC_TC44_WG7(Sec)574_DRAFT_IEC62061_160721-SOFTWARE 
IEC_TC44_WG7(Sec)575_ LOP_160726 
IEC_TC44_WG7(Sec)576_pds-example-collection-24-01-11_open_160726 
IEC_TC44_WG7(Sec)577_corrections_pds-method-handbook-2013_160726 
 
議事内容 
WG7 報告 
畑様が、「第 43 回-IEC･TC44･WG7（Seligenstadt） 報告書(2016.07.18-20)」により出席報告

を行った。 
戸枝様より、Low-Demand に関する事項は規格本文に入れるべきであるとの意見があった。 
ＳＦＦの計算に no effect failure を含ませないという意味でのλｓ＝０とすることには賛成す

る。 
AHG-SWの Final Proposalが 8月 8日に出る予定である。畑様が内容確認の上全員に配布する。 
今の改訂状況を見ると 13849 の充実により 62061 の存在意義はなくなるので、13849 と 62061
との棲み分けを明確にする事が必要である。以前国際会議で説明した資料（別紙 Relationship 
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of Standards for Safety-related Parts of Control Systems_r1）及び新規作成資料を用意して 9 月 5
日の AHG-SW で畑様が棲み分けの必要性を説明する。 
新規作成資料は、戸枝様がお盆休み明けを目途に作成しメール審議を行う。近日中に、資料

作成のための参考意見を戸枝様に各自メールすること。 
次回開催日時 
2016 年 11 月 1 日（火）13 時 30 分～16:30 

  以上 
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IEC/TC44部会 第 46回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成28年11月1日（火） 13:30~15:00 
開催場所：機械振興会館5階 507号室（日機連会議室） 

（東京都港区芝公園3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 
福田（長岡技術科学大学）  × 外山（日本認証） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） × 

阿部（日本電機工業会） × 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） ○ 
岡田（IDEC） ×   

内田（アズビル） ○ 【オブザーバ】  

井土（SGSジャパン） × 伊藤（明治大学） ○ 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

飯田（オムロン） × 【事務局】  

十川（川崎重工業） × 宮崎（日本機械工業連合会） × 

真白（東京エレクトロン） × 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者10名 

事前配付資料 
前回議事録 
DRAFT_IEC62061_161007 
IEC_TC44_WG7(Sec)579_AHG_SW_N013_sw_clause_result_Wi_08_09_2016_160914 
IEC_TC44_WG7(Sec)580_Draft Agenda_Erlangen_October 2016_160914 
IEC_TC44_WG7(Sec)581_DRAFT_IEC62061_160914 
IEC_TC44_WG7(Sec)582_IEC62061 SIL-Assignment Parameters-clean_160916 
IEC_TC44_WG7(Sec)584_AHG Software_161007 
IEC_TC44_WG7(Sec)585_Low demand mode considerations_161007 
IEC_TC44_WG7(Sec)587_ LOP_161007 
WG 7 report_E_20161005_J 
AHG_SW_N012_sw_clause 
AHG_SW_N012_sw_clause－Japan Proposals(2016.09.05) 
2016.09.04_第 4 回 AHG-WIESBADEN 報告書 
161030 Consideration of the PFD for IEC 62061MT 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
AHG 報告 
畑様から「2016.09.04_第 4 回 AHG-WIESBADEN 報告書」に基づいて報告があった。 
AHG は今回をもって終了した。 
WG7（MT62061）報告 
杉田様から「WG 7 report_E_20161005_J」に基づいて報告があった。 
次回の MT に戸枝様作成の「161030 Consideration of the PFD for IEC 62061MT」を提案する。 
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次回開催日時 
2016 年 12 月 7 日（水）13 時 30 分～16 時 30 分 （MT 報告） 

  以上 
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IEC/TC44部会 第 47回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成28年12月7日（水） 13:30~15:00 
開催場所：機械振興会館5階 507号室（日機連会議室） 

（東京都港区芝公園3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 
福田（長岡技術科学大学）  × 外山（日本認証） ○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） × 長谷川（パナソニックデバイスSUNX） ○ 

阿部（日本電機工業会） × 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） × 
岡田（IDEC） × 【オブザーバ】  

内田（アズビル） ○ 松井（オムロン） × 

井土（SGSジャパン） × 伊藤（明治大学） ○ 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

築山（オムロン）  ○ 【事務局】  

十川（川崎重工業） × 宮崎（日本機械工業連合会） × 

真白（東京エレクトロン） ○ 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者11名 

事前配付資料 
前回議事録 
161030 Consideration of the PFD for IEC 62061MT_Eb 
IEC_TC44_WG7(Sec)589_Draft Agenda_Lausanne_November 2016_161031 
IEC_TC44_WG7(Sec)590_F_Dosio_Proposed risk estimation _rev_16-11-05 
IEC_TC44_WG7(Sec)591_Consideration of the PFD for IEC 62061MT_JPNC_161109 
IEC_TC44_WG7(Sec)592_Proposal annex diagnostics JF_161110 
IEC_TC44_WG7(Sec)593_RevisedAgenda_Lausanne_November 2016_161115 
IEC_TC44_WG7(Sec)594_ LOP_161118 
IEC_TC44_WG7(Sec)595_DRAFT_IEC62061_161007_MC_AB_comments_low_demand_161118 
IEC_TC44_WG7(Sec)596_CCF_double-channel_Homework_Max_Patrick_161118 
IEC_TC44_WG7(Sec)597_DRAFT_CD_IEC62061_161121 
ISO_TR_17529_2014-E--Character_PDF_document 
WG 7 report_E_20161115_J 
IEC_TC44_WG7(Sec)598_DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161129 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
委員交代：オムロン 飯田様から築山様に交代する。 
MT62061 報告 
杉田様から報告書「WG 7 report_E_20161115_J」に基づいて報告があった。 
前回 MT 後に 11 月 29 日付の WD が発行され、CD は次回 MT で WD 再検討後に発行するこ

とになった。 
今後の JP 体制強化（若手育成）のため、築山様にエキスパートになっていただけ無いか打診
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した。後日回答をいただく。 
終的な賛否は別として、JP の意見は積極的に出してゆく必要がある。 

WD について（特に、Low/High demand について）の意見／提案があれば、正月休み明けま

でに全員メールで出す（英文、書式にこだわらない。）。必要により、次回 MT までにメー

ル審議を行う。 
次回開催日時 
2017 年 2 月 22 日（水）15 時 00 分～16 時 30 分 （MT 報告） 

  以上 
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IEC/TC44 部会 第 48 回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成 29 年 2 月 22 日（水） 15:00~16:20 
開催場所：機械振興会館5階  507号室（日機連会議室） 

（東京都港区芝公園 3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠 
戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャ

パン） 
○ 

福田（長岡技術科学大学）  × 外山（日本認証） ○ 

畑（安全技術普及会） ○ 
長谷川（パナソニックデバイス
SUNX） 

○ 

阿部（日本電機工業会） × 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） × 
岡田（IDEC） × 【オブザーバ】田中（小松製作

所） 
○ 

内田（アズビル） × 松井（オムロン） × 

井土（SGS ジャパン） ○ 伊藤（明治大学） ○ 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

築山（オムロン）  ○ 【事務局】  

十川（川崎重工業） × 宮崎（日本機械工業連合会）  

真白（東京エレクトロン） ○ 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者 13 名 

事前配付資料  
前回議事録  
IEC_TC44_WG7(Sec)598_DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161129 
IEC_TC44_WG7(Sec)598_DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161215 
IEC_TC44_WG7(Sec)599_MT62061 formula explanation161129 
IEC_TC44_WG7(Sec)600_Comments_on_DRAFT_IEC_62061_Formulas 
IEC_TC44_WG7(Sec)600_Comments_on_DRAFT_IEC_62061_Formulas_161228 
IEC_TC44_WG7(Sec)601_DRAFT_CD_IEC62061_CD1_161215_IK comments_161230 
IEC_TC44_WG7(Sec)602_Ilpo comments 2_161230 
IEC_TC44_WG7(Sec)603_comments_BEP_170102 
IEC_TC44_WG7(Sec)604_Observation about Annex K_FD_170102 
IEC_TC44_WG7(Sec)605_F_Dosio_Proposed risk estimation _rev_17-03-01_170103 
ISO-TC199_N1343_Minutes_to_the_ISOTC_199_+_IECTC_44_Joint_ 
IEC_TC44_WG7(Sec)609_ IEC62061_CD1_170202 
IEC_TC44_WG7(Sec)610_ Comments_SW-Chapter 8-3-1_CD 62061_2016-11-21_Pilz_2017-01-
27_170202 
IEC_TC44_WG7(Sec)611_ Proposal_K_4_4 
IEC_TC44_WG7(Sec)612_ LOP_Feb2017_170202 
20161215 minutes（44_786e_rr）  
WG 7 report_E_20170131_J 
44_786e_rr 
44_787e_inf 
44_788e_cd 
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No.24 Meeting_report_J_20170207 
 
議事内容  
前回議事録は承認された。  
MT62061 報告：（「WG 7 report_E_20170131_J」参照）及び TC199/WG8 報告（「No.24 
Meeting_report_J_20170207」参照）：杉田様  
62061「附属書 K」の式について、意見があれば出して欲しい。  
WG8 のソフトウェアサブグループで、62061 の CD コメントも審議して両規格の整合

を取る。  
CD 審議  
各自コメント（英文和文可。次回欠席の場合はコメントの意図がはっきり分かるよう

に必ず和文を併記のこと。）を 3 月 10 日中に全員メールで発信のこと。  
次回開催日時  
2017 年 3 月 21 日（火）  10 時～16 時 30 分  

  以上 
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IEC/TC44 部会 第 49 回 IEC62061(17305)WG 議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
開催日時：平成 29 年 3 月 21 日（火） 10:00~14:30 
開催場所：機械振興会館6階  6-62号室（日機連会議室） 

（東京都港区芝公園 3-5-8） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠 
戸枝主査（富士電機） ○ 杉田（テュフラインランドジャ

パン） 
○ 

福田（長岡技術科学大学）  ○ 外山（日本認証） ○ 

畑（安全技術普及会） × 
長谷川（パナソニックデバイス
SUNX） 

○ 

阿部（日本電機工業会） ○ 石川（富士電機機器制御） × 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 榎本（三菱電機） × 
岡田（IDEC） × 【オブザーバ】  

内田（アズビル） × 松井（オムロン） × 

井土（SGS ジャパン） ○ 伊藤（明治大学） ○ 

西條（オークマ） ○ 村上（三菱重工業） × 

築山（オムロン）  × 田中（コマツ） × 

十川（川崎重工業） × 【事務局】宮崎（日本機械工業
連合会） 

 

真白（東京エレクトロン） ○ 佐々木（日本機械工業連合会） ○ 

出席者 12 名 

事前配付資料  
前回議事録  
44_788_CD_Comments_検討用_2017_03_14.dot 
 
議事内容  
前回議事録は承認された。  
CD コメント審議  
審議結果は別紙「44_788_CD_Comments_検討用_2017_03_14 審議 .dot」の通り。  
この規格は、あまり使われていないため不要との意見があった。不要であるとの日本

の意見を提出するが、規格の動向を確認するために審議には参加を継続する。  
追加のコメントがあれば、今週中に全員メールで発信してメール審議を行う。  
次回開催日時  
2017 年 4 月 18 日（火）  13 時 30 分～16 時 30 分  

  以上 
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IEC/TC44部会 第1回IEC62998WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年11月24日（木） 13:30～16:35 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

角主査（産業技術総合研究所） ○ 小林（日本信号） ○ 

藤原（産業技術総合研究所） ○ 川田（北陽電機） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 山崎（元日機連） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 【オブザーバ】  
齋藤（労働安全衛生総合研究所） ○ 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

安藤（アイシン精機） ○ 増谷（小松製作所） ○ 

村田（オプテックス） ○ 伊藤（小松製作所） ○ 

樋口（オムロン） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

黒住（ジック） ○ 大西（ヤンマー） × 

藤川（住友理工） ○   

浅井（テュフズードジャパン） ○ 【事務局】  

安藤（トヨタ自動車） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 17 名 
配布資料 
前回議事録（第73回 IEC61496WG議事録）  
IEC62998_提案_村田_161102 
WD_62998-Comments_OC-Higuchi20161109 
WD_20160922-Comments(櫛 ) 
WD_20160922-Comments(齋藤  訂正 ) 
AgendaAcknowledgement20161212 
FellerRichter Proposal Safety related information Example 
IEC62998WD20161118MarkedUpSinceKyotoToWG 
Open Issue 25_2 circulated 
Open Issue 32 
Open Issue 37_Proposal mw_dj_tbCirculated 
 
議事内容 
オブザーバ参加：コマツ 増谷様（次回から委員として参加）、伊藤様 
WDについての樋口様、櫛山様、齋藤様コメントの中で重要と思われる項目を検討した。結果を

角様がコメントリストにまとめる。 
まとめたコメントリストはメールベース（12月2日角様から全員に発信）で検討して、次回国際会

議（12月12日から14日）に提出する。 
村田様作成の資料「IEC62998_提案_村田_161102」は、「Coverage probability = 99.7%」に訂正

して国際会議に提出する。 
次回開催日時 
2017年2月2日（木）13時30分から16時30分 

以上 
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IEC/TC44部会 第2回IEC62998WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年2月2日（木） 13:30～16:50 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

角主査（産業技術総合研究所） ○ 安藤（トヨタ自動車） ○ 

藤原（産業技術総合研究所） ○ 小林（日本信号） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 川田（北陽電機） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 山崎（元日機連） × 

齋藤（労働安全衛生総合研究所） ○   

安藤（アイシン精機） ○ 【オブザーバ】  

樋口（オムロン） ○ 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

村田（技研トラステム） ○ 有田（富士通コンポーネント） × 

増谷（小松製作所） ○ 大西（ヤンマー） × 

黒住（ジック） ○   

藤川（住友理工） ○ 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 15 名 
事前配布資料 
前回議事録  
IEC62998_TC44_WG14_出張報告_161226_rev170105 
IEC62998CD20161214AfterWaldkirchMeeting 
IEC62998CD20161215CDFinalEditorials 
44_784e_cd 
44_784_CD-Comments_2017_02_02検討用  
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
WG14 出 席 概 要 報 告 が 角 様 よ り あ っ た 。 詳 細 は 、「 IEC62998_TC44_WG14_ 出 張 報 告

_161226_rev170105」を参照のこと。 
CDコメント審議（別紙「44_784_CD-Comments_2017_02_02検討用_結果」参照：MB/NC1欄の黄色

塗りつぶし項目は検討済み）を行った。検討が出来なかった項目は次回WGで検討する。 
［事務局注］追加のコメントがあれば、次回WGまでに全員メールで発信する。 
次回開催日時 
2017年3月1日（水）13時30分から16時30分 

以上 

- 180 - 

 

  



5.3-6-3 

 

 

IEC/TC44部会 第3回IEC62998WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年3月1日（水） 13:30～16:00 
開催場所：機械振興会館  6階 6-62会議室  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

角主査（産業技術総合研究所） ○ 安藤（トヨタ自動車） × 

藤原（産業技術総合研究所） ○ 小林（日本信号） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 川田（北陽電機） × 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 山崎（元日機連） ○ 

齋藤（労働安全衛生総合研究所） ×   

安藤（アイシン精機） × 【オブザーバ】  

樋口（オムロン） ○ 清水（労働安全衛生総合研究所） × 

村田（技研トラステム） × 有田（富士通コンポーネント） × 

増谷（小松製作所） ○ 大西（ヤンマー） × 

黒住（ジック） ○   

藤川（住友理工） × 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 11 名 
事前配布資料 
前回議事録  
44_784_CD-Comments_2017_02_02検討用_結果_角追記 rev1 
Table 3，Table G.2及びFormula G.1に対するコメントについて  
Annex_J_170301 
proposal_SRS_SRSSonVehicle_170229 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
CDコメント審議（結果は「44_784_CD-Comments_2017_03_01検討結果」参照）は終了した。 
村田様提案の「移動体搭載のSRS/SRSSについての考察」は、「Confidence information の有効活

用の例」のページを使用してコンパクトにまとめることを村田様に依頼する。 
角様作成のAnnex Jの提案及び村田様の提案は、次回のWG14で詳細説明を行う。事前にコンビナ

に対して角様からその旨連絡しておく。 
コメント中の和文の英文化を8日中に角様が行い、事務局が清書して10日に全員に送付する。14
日までに修正等があれば全員メールで発信していただく。 
次回開催日時 
2017年4月20日（木）13時30分から16時30分 
（CDコメント集審議を行う。） 

以上 
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5.3-7-1 

 

 

IEC/TC44部会 第1回セキュリティ検討WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年6月13日（月） 13:30～16:40 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

真白主査（東京エレクトロン） ○ 杉田（テュフラインランドジャパ

ン） 

× 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 戸枝（富士電機） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） × 神余（三菱電機） ○ 

青木（SGS ジャパン） ○ 山崎（元日本機械工業連合会） ○ 

依田（オムロン） ○   

田中（小松製作所） ○ 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 10 名 
事前配布資料 
44/764/NP 
44_764e_NP-Comments_まとめ４  
 
議事内容 
44/764/NP対応審議 
本日の検討結果は添付「44_764e_NP-Comments_まとめ４+SM+WG_20160613」の赤字部分参照。 
今後の検討スケジュールは以下の通り。 
賛成を前提に各自コメントを見直し、変更があれば6/24までに真白様へ送る（CC事務局） 
真白様がコメントをまとめて、委員に送り、（～7/3）委員はさらに変更意見あれば7/6までに真

白様に送付 
7/7中に真白様より 終コメントを佐々木宛送付、8日中に投票実施。 
Proposalに対して、日本はコメントつきで賛成（Expertを出す）とする。 
次回開催日時（NP成立の場合） 
2016年9月29日（木）10時00分～16時30分 

以上 
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5.3-7-2 

 

 

IEC/TC44部会 第2回IEC63074WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年9月29日（木） 10:00～15:50 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

真白主査（東京エレクトロン） ○ 杉田（テュフラインランドジャパ

ン） 

○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 戸枝（富士電機） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 神余（三菱電機） ○ 

青木（SGS ジャパン） × 山崎（元日本機械工業連合会） ○ 

依田（オムロン） ○   

田中（小松製作所） ○ 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 11 名 
事前配布資料 
TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20160907r1 
TC44_WG15_N002b_CC 
TC44_WG15_N003_RM 
TC44_WG15_N004_DC 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
今回より委員会の名称を「IEC63074WG」とする。 
WG15（9月6、7日）報告と審議 
真白様から「TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20160907r1」及び「TC44_WG15_N003_
RM／TC44_WG15_N002b_CC」に基づいて報告があった。 
下記の日本の宿題は、本日の議論を踏まえて神余様及び真白様が10月中旬までに作成し、次回W
Gで確認する。本日の議論結果は別紙「第2回IEC63074WG議論整理」を参照。 
JP02に対する宿題：「 “physical security”でどのようなケースをカバーしたいのか」について「p
hysical security threatアイテムリスト＋各関連規格」テーブルを作成。（真白様） 
フローチャート化したリスクアセスメントにセキュリティ要因がどう含められるかの図。（神余

様） 
スコープ：対象範囲と関連規格、physical securityとの相関の図。（神余様） 
TC65でのSecurity関係規格の審議状況共有（神余様が説明） 
次回開催日時 
2016年12月5日（月） 13時30分～16時30分  3項の「宿題」検討を行う。 

以上 
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5.3-7-3 

 

 

IEC/TC44部会 第3回IEC63074WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成28年12月8日（木） 10:00～11:35 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

真白主査（東京エレクトロン） ○ 杉田（テュフラインランドジャパ

ン） 

○ 

畑（日本鍛圧機械工業会・コマツ産機） ○ 戸枝（富士電機） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 神余（三菱電機） × 

青木（SGS ジャパン） × 山崎（元日本機械工業連合会） × 

依田（オムロン） ×   

田中（小松製作所） × 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 7 名 
事前配布資料 
Security vs safety comparison_mashiro20161207r 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
規格内容審議 
スコープの明確化を提案することとし、戸枝様作成の文書「第2回IEC63074WG議論整理a戸枝」

の3ページを基に検討した。真白様が結果をまとめて委員各位にメール送信する。 
3.1.5項は、ソースを「62061の3.2.2」と明記することを提案する。 
Security と Safety の切り分けを明確にする提案「Security vs safety comparison_mashiro20161207r」
を検討し、一部修正して提出することにした。修正した文書は、真白様から委員各位にメールす

る。 
真白様から送信される文書について、追加意見があれば全員メールで発信する。 
次回開催日時 
2017年2月22日（水） 12時30分～14時30分 

以上 
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5.3-7-4 

 

 

IEC/TC44部会 第4回IEC63074WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年2月22日（木） 12:30～15:00 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

真白主査（東京エレクトロン） ○ 杉田（テュフラインランドジャパ

ン） 

○ 

畑（安全技術普及会） × 戸枝（富士電機） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 神余（三菱電機） × 

青木（SGS ジャパン） × 山崎（元日本機械工業連合会） × 

依田（オムロン） ×   

田中（小松製作所） ○ 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者 6 名 
事前配布資料 
SCOPE proposal and AI_20161227a 
TC44_WG15_N002c_CC 
TC44_WG15_N007_RM 
TC44_WG15_N0011_DC 
TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20170118 
TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20170118r（本紙と同時送付・誤字訂正版）  
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
WG15報告（「TC44WG15Security-Safety＿meeting report_J_20170118」参照） 
報告書は真白様と神余様との共著であるが、現在は神余様の確認が取れていないため暫定版とす

る。 
フィンランド、スエーデン及びノルウェーが新しく参加した。 
SCOPEについての日本提案の “aspects of security threats and vulnerabilities that shall be consid
ered to design and maintain SCS”の部分は、内容を検討して次回WGで再提案する。 
TR 22100-4との連携を取る必要がある。杉田様がエキスパート登録をしているので、情報共有す

る。 
“security context”は日本語にしにくい。意味を確認して別の言葉に置き換えるよう次回WGで提

案する。 
2017年9月12-14日のWGは日本で実施する。オブザーバ参加可能。 
次回開催日時 
3月の神余様が出席可能な日に実施する。（事務局で調整する。） 
候補日：16日午前 21日、22日、23日午前、24日（いずれも2時間）  

以上 
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5.3-7-5 

 

 

IEC/TC44部会 第5回IEC63074WG 議事録  
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

開催日時：平成29年3月22日（木） 13:30～16:10 
開催場所：機械振興会館  5階 507会議室（日機連会議室）  
出席者（順不同、敬称略） 

氏名（所属） 出欠 氏名（所属） 出欠

真白主査（東京エレクトロン） ○ 杉田（テュフラインランドジャパ

ン） 

○ 

畑（安全技術普及会） ○ 戸枝（富士電機） ○ 

櫛山（日本品質保証機構） × 神余（三菱電機） ○ 

青木（SGS ジャパン） ○ 山崎（元日本機械工業連合会） ○ 

依田（オムロン） ○   

田中（小松製作所） ○ 【事務局】  

浅井（テュフズードジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 11 名 
事前配布資料 
前回議事録  
draft JP Proposal for WG15 Apr2017mtg_20170322 
 
議事内容 
前回議事録は承認された。 
WG15対応審議 
日本の宿題は「draft JP Proposal for WG15 Apr2017mtg_20170322」の内容で提出する。 
日本でのWG15実施について（神余様） 
期間：9月12日～14日 
場所：三菱電機名古屋製作所で行う事で準備中 
日本からのオブザーバ参加希望者は、7月末から8月初めの国内WGで確認を取る。 
中国が参加の場合はビザが必要である。その場合インビテーション作成に日機連が協力する。 
他のWGからの情報提供 
ISO/TC199/TR22100-4（杉田様） 
現在はNPの前段階のPWIである。 
PWIドキュメント（添付「ISO-TC199-WG5_N0335_WG_5_proposal__ISOPWI_22100-4__--_Outli」）

を本WGで共有する。 
早ければ4月末にNPが出るのではないか。 
TR65他（神余様） 
WG10、WG20、IECEE CMC TFについて情報提供があった。 
次回開催日時 
5月30日(火) 13時30分～16時30分 WG15報告及びCDコメント出しの予定 

以上 
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第６章 検討を開始した新規格 

 





 

 

 

6 検討を開始した新規格 

今年度検討を開始した新規格を 2 つ紹介する。 

次ページ以降に NP 文書を掲載する。 
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44/721/NP  

 
NEW WORK ITEM PROPOSAL   

SAFETY OF MACHINERY 

ELECTRO-SENSITIVE PROTECTIVE EQUIPMENT – Safety- related sensors used for 

protection of person 
 
1 Scope  
 
This generic standard gives requirements for the development and integration of safety-related sensors and sensor 
systems used for safeguarding persons. This standard applies if the scope of existing IEC 61496 series is not 
appropriate. 
The requirements and methods within this standard are limited to safeguarding purposes of persons by detection of 
potentially hazardous objects, detection of body or parts of a body entering a hazardous area and classification 
respective discrimination of these against other objects. It is limited to sensors and sensor systems using electromagnetic 
radiation with defined sensor technologies used for object detection.  
Safety performance classes of sensors and sensor systems are defined in accordance to existing functional Safety A an 
B1 Standards (e.g. IEC 62061, IEC 61508, ISO 13849). 
NOTE 1 There will be no definitions of or interconnections to a type safety performance class in accordance to IEC 61496 within this standard to 
simplify and prevent misuse. Simplification for end users of safety performance classes is achieved by correlation to existing SIL, SILCL or PL. 
Misuse of this standard to reach the ESPE Type performance class without considering IEC 61496 series is prevented by avoidance of Type 
safety performance class.  
Special attention is given to the sensing function and dependability of the detection capability. 
Environmental influences and tests for indoor and outdoor use are defined which influence the sensing function and 
dependability of the detection capability.  
NOTE 2 Environmental influences, their classification and test procedures are primarily specified in accordance to generic environmental 
standards. More specific requirements and tests are only described in absence of respective standards. 
This standard may be relevant to applications other than those for the protection of persons in Industries, for example, 
for the protection of persons in public like Agriculture or Metro Stations. 
 
2 Normative references  

IEC 60068-2-1, Environmental testing – Part 2-1:Tests A: Cold IEC 

60068-2-2, Environmental testing – Part 2-2: Tests B: Dry heat  
 
IEC 60068-2-6, Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: vibration (sinusoidal)  
 
IEC 60068-2-14, Basic Environmental testing procedures – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature and IEC 
60068-2-14 AMD1:1986  

IEC 60068-2-27, Environmental testing – Part 2-27: Tests – Shock IEC 

60068-2-31, Environmental testing – Part 2-31: Tests – Test Ec  

IEC 60068-2-75:1997-08, Environmental testing –  Part 2-75: Tests –  Test Eh: Hammer tests  IEC 

60068-2-78: Environmental testing – Part 2-78:Tests – Test Cab: Damp heat, steady state  
IEC60721-1:2002-10, Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities  
IEC 61326-3-1:2008-01, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 
3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions 
(functional safety) – General industrial applications  
IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems  
IEC 61496-1:2012-04, Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 1: General requirements 
and tests  
IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable 
electronic control systems  
IEC/TS 62046, Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons  
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ISO 13849-1, Safety of machinery –  Safety-related parts of control systems –  Part 1: General 
principles for design  
 
3 Terms and Definitions  
 

4 Requirements ………   
 
Editorial Note: Following List give an overview of content and issues to be covered within this Standard. A more detailed 
draft will be provided to the participants before first meeting.  
1. General  
2. Interconnection to Hazard and Risk Analysis  
3. Relationship “Sensor performance class” to SIL, SILCL, PL,…  
4. Model for development of safety related sensors / sensor Systems  
5. Safety functions – sensing functions  
a. Safety related sensor system functions  
b. Safety related sensing functions  
c. Differentiation to non-safety-related functions  
6. Sensing zone(s)  
a. Safety-related zone (e.g. person protection build from single or combined parts of the sensing zones)  
b. Warning zone(s)   
c.  Other detection zones ( e.g. zones used for navigation )  
7. Detection capability and dependability  
a. Object class to detect (e.g. representation for adults, representation for children, differentiation to other 
objects, …….)  
b. Object properties used for detection (e.g. sizes, shape, texture, Reflection, speed, relative location… )  
c. Characteristic of object to discriminate ……….  
d. Response time  
e. Environmental influences  
i. Environmental class (indoor use, outdoor use, ….)  
ii. Minimum requirements for safe object detection  
iii. Minimum requirements for undisturbed operation  
f. Other influences (e.g. serial production tolerances, manipulation,…)  
g. Physical properties  
h. Object features  
i. Methods for signal generation and signal processing  
j. Diagnostic methods  
k. Error control methods (e.g. probabilistic or deterministic)   
8. User interface  
a. Mounting  
b. Safety-related sensor input signals (e.g. configuration)  
c. Safety-related sensor output signals   
9. Verification and Validation  
a. Requirements for verification and validation  
b. Use of theoretical methods  
i. Calculations (safety-related failure rate, probabilistic models, parameter and variable verification, ...)  
ii. Simulation (simulation tools, verification of tools, .. )  
c. Type test methods  
i. Component level  
ii. Module Level  
iii. Sensor level  
iv. Sensor system level  
d. Proven in use  
10. Information for use 
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44/764/NP  

NEW WORK ITEM PROPOSAL   
 
SAFETY OF MACHINERY 
 
SECURITY ASPECTS RELATED TO FUNCTIONAL SAFETY OF SAFETY RELATED 
CONTROL SYSTEMS  
 
 
1  Scope  
 
This International Standard / This part of IEC 6XXXX considers only those aspects of security threats 
and vulnerabilities that relate to the functional safety of machinery control systems and which may 
lead to the loss of the ability to maintain safe operation of a machine (safety measures). 
NOTE 1 For other aspects of security threats and vulnerabilities the provisions of the IEC 62443 series can apply. 
NOTE 2 This guidance could also be used by other Technical Committees and for non-safety-related control system. 
Aspects to be considered are: 
 
– what is the relationship between safety and security; 
–  vulnerabilities can be the result of systematic fault which can lead to a hazardous situation of the 
machine; 
–  vulnerabilities may impact the integrity and availability of the safety-related control system  
to properly perform its function(s); 
– reasonable foreseeable misuse (see ISO 12100), e.g. typical use case definition and application of 
a corresponding threat model. 
 
2 Normative references  
 
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are 
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated 
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. 
 
ISO 12100:2010, Safety of machinery – General principles for design — Risk assessment and risk 
reduction  
 
ISO 13849-1:2015, Safety of machinery – Safety related parts of control systems – Part 1:General 
principles for design  
 
ISO 13849-2:2015, Safety of machinery –  Safety-related parts of control systems –  Part 
2:Validation  
 
IEC 60204 – 1, Safety of machinery –  Electrical equipment of machines –  Part 1: General 
requirements  
 
IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and 
programmable electronic control systems  
 
3 Terms and definitions  
 
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in [another publication] and the 
following apply. 
 
3.1.1  
asset  

physical or logical object having either a perceived or actual value to a control system 

[SOURCE: IEC 62443-3-3, 3.1.1 modified] 

®  
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3.1.2  
attack  

assault on a system that derives from an intelligent threat 

[SOURCE: IEC 62443-3-3, 3.1.3] 
 
3.1.3  
availability  
property of ensuring timely and reliable access to and use of control system information and functionality 
[SOURCE: IEC 62443-3-3, 3.1.8]  
 
ability of an item to be in a state to perform a required function under given conditions at a given 
instant or over a given time interval, assuming that the required external resources are provided  
Note to entry 1 This ability depends on the combined aspects of the reliability performance, the maintainability performance and the 
maintenance support performance. 
Note to entry 2 Required external resources, other than maintenance resources do not affect the availability performance of the item. 
Note to entry 3 In French the term "disponibilité" is also used in the sense of "instantaneous availability". In German the term 
“Verfügbarkeit” is also used in the sense of "instantaneous availability". 
[SOURCE: IEC/TS 62443-1-1, 3.2.16]  
 
3.1.4  
confidentiality  
assurance that information is not disclosed to unauthorized individuals, processes, or devices 
[SOURCE: IEC/TS 62443-1-1, 3.2.28]  
 
3.1.5  
(machine) control system  
system which responds to an input from, for example, the process, other machine elements,an 
operator, external control equipment, and generates an output(s) causing the machine to behave in 
the intended manner  
 
3.1.6  
dangerous failure  
failure of an element and/or subsystem and/or system that plays a part in implementing the safety 
function that: 
 
a) prevents a safety function from operating when required (demand mode) or causes a safety 
function to fail (continuous mode) such that the EUC is put into a hazardous or potentially hazardous 
state; or  

b) decreases the probability that the safety function operates correctly when required 

[SOURCE: IEC 61508-4, 3.6.7]  
 
3.1.7  
risk  

combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm 

[SOURCE: ISO 12100, 3.12]  
 
3.1.8  
safety  
freedom from unacceptable risk 
[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:1999, definition 3.1]  
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3.1.9  
safety function  

function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s) 

[SOURCE: ISO 12100, 3.30]  
 
3.1.10  
safety integrity  
probability of an E/E/PE safety-related system satisfactorily performing the specified safety functions 
under all the stated conditions within a stated period of time 
 
Note to entry 1 The higher the level of safety integrity, the lower the probability that the safety-related system will fail to carry out the 
specified safety functions or will fail to adopt a specified state when required. 
Note to entry 2 There are four levels of safety integrity (see 3.5.8). 
Note to entry 3 In determining safety integrity, all causes of failures (both random hardware failures and systematic failures) that lead 
to an unsafe state should be included, for example hardware failures, software induced failures and failures due to electrical 
interference. Some of these types of failure, in particular random hardware failures,may be quantified using such measures as the 
average frequency of failure in the dangerous mode of failure or the probability of a safety-related protection system failing to operate 
on demand. However, safety integrity also depends on many factors that cannot be accurately quantified but can only be considered 
qualitatively. 
Note to entry 4 Safety integrity comprises hardware safety integrity (see 3.5.7) and systematic safety integrity (see 3.5.6). 
Note to entry 5 This definition focuses on the reliability of the safety-related systems to perform the safety functions (see IEV 191-12-01 
for a definition of reliability). 
[SOURCE: IEC 61508-4, 3.5.4]  
 
3.1.11  
SCS  
Safety-related Control System  
electrical control system of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s)  
 
Note 1 to entry: A SCS includes all parts of an electrical control system whose failure may result in a reduction or loss of functional 
safety and this can comprise both electrical power circuits and control circuits. 
Note 2 to entry: Is equivalent to SRECS of IEC 62061 or one or several SRP/CS of ISO 13849-1. 
3.1.12  
security  
(1) measures taken to protect a system  
(2) condition of a system that results from the establishment and maintenance of measures to protect 
the system  
(3) condition of system resources being free from unauthorized access and from unauthorized or 
accidental change, destruction, or loss  
(4) capability of a computer-based system to provide adequate confidence that unauthorized persons 
and systems can neither modify the software and its data nor gain access to the  
system functions, and yet to ensure that this is not denied to authorized persons and systems  
(5) prevention of illegal or unwanted penetration of, or interference with the proper and intended 
operation of an industrial automation and control system  
NOTE Measures can be controls related to physical security (controlling physical access to computing assets) or logical security 
(capability to login to a given system and application). 

[SOURCE: IEC/TS 62443-1-1, 3.2.99] 

information security  
preservation of confidentiality (2.12), integrity (2.40) and availability (2.9) of information  
 
Note 1 to entry: In addition, other properties, such as authenticity (2.8), accountability, non-repudiation (2.54), and reliability (2.62) 
can also be involved. 
[SOURCE: ISO/IEC 27000:2014, 2.33]  
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3.1.13  
security risk  
expectation of loss expressed as the probability that a particular threat will exploit a particular 
vulnerability with a particular consequence. 
 
[SOURCE: IEC/TS 62443-1-1, 3.2.87]  
 
3.1.14  
subsystem  
entity of the top-level architectural design of a safety-related system where a dangerous failure of the 
subsystem results in dangerous failure of a safety function  
 
[SOURCE: IEC 61508-4, 3.4.4, modified]  
 
3.1.15  
threat  
(1) circumstance or event with the potential to adversely affect operations (including 
mission,functions, image or reputation), assets, control systems or individuals via unauthorized 
access, destruction, disclosure, modification of data and/or denial of service [SOURCE: IEC 
62443-3-3, 3.1.44]  
 
(2) potential cause of an unwanted incident, which may result in harm to a system or organization  
[SOURCE: ISO/IEC 27000:2014, 2.83]  
 
3.1.16  
vulnerabilities  
(1) inherent weaknesses in systems, components, or organizations that could be exploited or 
triggered by a threat source. 
NOTE Vulnerabilities may be the result of intentional design choices or may be accidental, resulting from the failure to understand the 
operational environment. They may also emerge as equipment ages and eventually becomes obsolete, which occurs in a shorter time 
than is typical for the underlying process or equipment under control. Vulnerabilities are not limited to the electronic or network 
systems. Understanding the interaction between physical (including human) and electronic vulnerabilities is critical to establishing 
effective industrial automation and control system security. 
An industrial automation and control system that initially has limited vulnerability may become more vulnerable with situations such 
as changing environment, changing technology, system component failure, unavailability of component replacements, personnel 
turnover, and greater threat intelligence. 
[SOURCE: IEC/TS 62443-1-1, 5.6.3, modified]  
 
(2) weakness in an information system, system security procedures, internal controls, or 
implementation that could be exploited or triggered by a threat source. 
[SOURCE: NIST Special Publication 800-82, Revision 2 Initial Public Draft]  

(3) weakness of an asset or control (2.16) that can be exploited by one or more threats (2.83) 
[SOURCE: ISO/IEC 27000:2014, 2.89]  
 
(4) A flaw or weakness in a system's design, implementation, or operation and management that 
could be exploited to violate the system's integrity or security policy. 
[SOURCE: RFC 2828]  
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4 Safety and security objectives  
 
4.1  General  
The relationship between safety and security aspects can be characterized as follows:–  a machine 
shall have appropriate safety measures, regardless of security vulnerabilities;– each safety measure 
can have security measures (e.g. authentication, authorization, data integrity) to prevent 
unauthorized manipulation (reasonably foreseeable misuse) of the safety measure; 
–  security measure(s) shall be appropriate to maintain the performance of safety function(s). 
4.2 Safety objectives  
Safety of machinery is basically defined by the (safety) risk assessment and the derived risk 
reduction measures. 
 
The strategy for risk reduction at the machine is given in ISO 12100 and is described by the term 
“risk assessment”. 
 
NOTE 1 The risk assessment including the implemented risk reduction measures will be applied by the designers during the 
development of machinery to enable the design of machines that are safe for their intended use. 
From the risk reduction strategy, as outlined in ISO 12100, any need for safety functions will be 
determined. Safety function(s) that are performed by a safety-related control system (SCS) need to 
achieve a safety integrity (performance) as SIL acc. to IEC 62061 or PL acc. to ISO 13849-1, 
depending on the risk estimation. 
NOTE 2 Functional safety (safety measure) is based on  
- Integrity (e.g. against random errors or against deterministic errors) of safety-related control system performing safety function(s)  
- Availability of the safety function (this includes the transition into a safe but non-productive state where the availability of the 
operation function is not guaranteed)  
4.3 Security objectives  
In general terms security is focused mainly on achieving three objectives: confidentiality, integrity and 
availability. 
NOTE Examples of security objectives are: 

- Integrity against manipulations; 
- Confidentiality by means of encryption; 
- Availability (usually and very generally) of secured function. 
Security risks will be evaluated by using a security risk assessment in order to identify the security 
objectives and to derive security (counter) measure(s). 
 
4.3.1 Security risk assessment  
In general a security risk assessment is based on a product / system security context on which 
threats and known vulnerabilities are applied. The aim of this activity is to define relevant (counter) 
measures to fulfil the overall security objectives. 
 
NOTE 1 Based on IEC/TS 62443-1-1, 5.5 and Figure 4. 
In the context of safety of machinery the overall security objective is to protect the ability to maintain 
safe operation of a machine (safety measures) related to safety-related control systems. Therefore all 
relevant threats and known product / system vulnerabilities possibly effecting the safe operation shall 
be considered (see Figure 1) and documented as part of the security risk assessment. 
 
Due to the nature of threats and known vulnerabilities the security risk assessment shall be carried 
out periodically. 
 
NOTE 2 Security risk assessment and management is vital in determining exactly what needs to be protected and how this can be 
achieved. 
Figure 2 shows in this context the possible effects of security risk(s) to a safety-related control 
system. 
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Figure 1 – Relationship between threat(s), vulnerabilities, consequence(s) and security 
risk(s) for safety-related control system(s) performing safety function(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Possible effects of security risk(s) to a safety-related control system 
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4.3.2 Security (counter) measures  
The results of the security risk assessment are the input for the security requirements specification 
which defines the security (counter) measures. 
 
Those security (counter) measures shall take into account appropriately the required safety integrity 
of the safety-related control system (SCS) performing the safety function(s) (see Figure 3). 
 

Safety-related control system (SCS) performing safety function(s) 
 
 

Threat(s) and vulnerability(ies) within the security context as 
potential security risk(s) 

 
 

Security requirement(s) 
 
 

Security (counter) measure(s) 
 
 

Figure 3 – Workflow determining security (counter) measure(s) based on safety-related 
control system(s) performing safety function(s) 

 
NOTE Security (counter) measures basically are systematic measures and can have also an impact on safety measure(s). 

5 Security requirements related to functional safety  
 
5.1  General  
((editor note: IEC/FDIS 61511-1:2015, 8.2.4, modified))  
The security risk assessment shall be carried out at each lifecycle phase by the designer of the 
machinery and the end user of machinery. 
NOTE 1 IEC 62443-4-1 recommends for all products an up-to-date threat model with the following characteristics:– correct flow of 

categorized information throughout the system; 
– trust boundaries; 

– processes; 
– data stores; 
– interacting external entities; 
– internal and external communication protocols implemented in the product;– externally accessible physical ports including debug 

ports; 
– circuit board connections such as JTAG connections or debug headers which might be used to attack the hardware; 
– potential attack vectors including attacks on the hardware if applicable; 
–  potential threats and their severity as defined by a vulnerability scoring system (e.g. CVSS);– mitigations and/or dispositions for 

each threat; 
– security-related issues identified; 
– external dependencies in the form of drivers or third party applications (code that is not developed by the supplier) that are linked 
into the application. 
A security risk assessment shall be carried out to identify the threats and vulnerabilities of the 
safety-related control system within a defined security context. It shall result in: 
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a) a description of the devices covered by a security risk assessment (e.g. mobile panel, or any other 
device connected to the safety-related control system); 
b) a description of identified vulnerabilities that could be exploited by threats and result in security 
risks (including intentional attacks on the hardware, application programs and  
related software, as well as unintended events resulting from human error); 
NOTE 2 Vulnerabilities may be the result of intentional design choices or may be accidental, e.g. resulting from the failure to 
understand the operational environment. 
c) a description of the potential consequences resulting from the security risks, by considering the 
possibility under which condition these can occur; 
d) consideration of various phases such as design, implementation, commissioning,operation, and 
maintenance; 
NOTE 3 The implementation of “dormant” threats or vulnerability is possible during all lifecycle phases. 
e) the determination of requirements for additional measures; 
NOTE 4 Additional measures could be adequate safety-related control function(s) to mitigate the consequences of a threat, e.g. 
safety-related monitoring of limit values. 
f)  a description of, or references to information on the measures taken to reduce or remove the 
threats. 
NOTE 5 A safety-related control system that initially has limited vulnerability may become more vulnerable with situations such as 
changing environment, changing technology, system component failure, unavailability of component replacements, personnel 
turnover, and greater threat intelligence. 
5.2 Security risk mitigation  
((editor note: IEC/TS 62443-1-1, 5.6.4.3; IEC/TR 62351-12, modified))  
NOTE 1 The comparable term to “risk mitigation” is the term “risk reduction” used in safety of machinery. 
There are several potential responses to security risks: 
 
a) design the security risk out (avoid); 
b) reduce the security risk (limit); 
c) accept the security risk; 
d) transfer or share the security risk (to a third entity); 
The security risk mitigation strategy in the field of safety of machinery depends on the environment of 
the machine (e.g. location and organization). 
 
The vulnerabilities of the safety-related control system performing safety function(s) of the machine 
will be the base or input for the final mitigation strategy. 
 
Figure 4 shows in this context the interrelationship between the designer of the safety-related control 
system (manufacturer of machine(s)) and the user of the safety-related control system (user of 
machine(s)). 
 
NOTE 2 Example: Consideration of a safety system with error correcting code for memory done by hardware. 
Attackers are looking for a place to store their malware and place it in the safety system, by just adding their code to firmware and 
adjusting the firmware's signature (because the algorithm was patented by the manufacturer). 
Because the malware does not follow any coding standards, it keeps storing its temporary results in the same memory area as the 
safe functions do. Error correcting code in hardware ensures the integrity of the (wrong) data. 
Safety functions now work with different data (thresholds for monitoring functions, results of checks etc.), which obviously changes the 
integrity of the safety system, and hence the level of risk reduction. Also, safety related reliability analyses are not valid any more, 
since assumptions on base failure rate of memory and diagnostic  
coverage of error correcting code are not valid any more. Note that the attackers did not, at any point, intend to change the safety 
functions. The vulnerability was publishing the algorithm for the firmware signature, which was intended to protect against random 
failures in the first place. 
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5.3 Security Requirements Specification  
Based on the vulnerabilities (defined by the threat-risk assessment) of the safety-related control 
system a security requirements specification shall be generated. 
 
Following information at least shall be available: 
 
– the safety-related control system performing the safety function(s); 
– potential source of security lack (threats, vulnerabilities) based on the safety-related control 
system; 
– description of safety function(s); 
– consequences on the safety function(s); 
– description of proposed security (counter) measure(s). 
5.4 Security (counter) measures  

Any security (counter) measure shall not influence the safety-related control system, e.g.: 

– deeper investigation of mutual influences of safety and security (counter) measures (e.g. response 

time of safety function); 

–  conceptual inclusion of product safety (attacks may not effect functional safety of the plant but 

safety-related characteristics of the product, e.g. food and drugs); 
–  analysis of other approaches to safety where safety-related and normal operation function 
(machine functions) are merged (e.g. medical devices). 
Verification of security (counter) measures shall be done periodically during normal operation of 
machinery by reassessing threat-risks. 

Especially the following topics should be considered: 

– network architecture; 
NOTE Examples for architectural issues relevant to the safety-related control system can be: 
a) network design; 
b) firewall configuration; 
c) user authorization and authentication; 
d) interconnecting different process control networks; 
e) wireless communications; 
h) access to external networks (i.e., the internet). 
– portable devices; 
–  wireless devices and sensors (this is part of the previous network architecture); 

– remote access. 
The following basic requirements allow evaluating security (counter) measures related to 
safety-related control system(s). 
 
Annex A gives some information regarding threats that can help to better understand the relationship 
between threat and vulnerability. 
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Table 1 — Possible assignment of basic requirements of security to impact(s) on a 

safety-related control system 
 
Security 
basic requirements 
Description 

Safety of Machinery 
possible impact(s) on a safety-related control
system 

Identification and 
authentication 
 

Identify and authenticate all users (humans, software
processes and devices) before allowing them to access to the
control system. 

Modification or manipulation 
 

Use control 
 

Enforce the assigned privileges of an authenticated user
(human, software process or device) to perform the
requested action on the IACS and monitor the use of these
privileges. 

Modification or manipulation 
 

System integrity 
 

Ensure the integrity of the control system to 
prevent unauthorized manipulation. 

Impact on safety integrity 

Data confidentiality 
 

Ensure the confidentiality of information on 
communication channels and in data repositories to prevent
unauthorized disclosure 

Not relevant for safety integrity 
 

Restricted data flow  
 

Segment the control system via zones and 
conduits to limit the unnecessary flow of data. 

((editor note: to be considered if relevant)) 

Timely response to events 
 

Respond to security violations by notifying the 
proper authority, reporting needed evidence of 
the violation and taking timely corrective action 
when incidents are discovered. 

((editor note: to be considered if 
relevant)) 
 

Resource availability 
 

Ensure the availability of the control system 
against the degradation or denial of essential 
services. 

Safety integrity 
 

NOTE Based on foundational requirements of IEC/TS 62443-1-1, 5.3 and IEC 62443-3-3, Annex B. 
5.4.1 Identification and authentication  
Where interfaces of the safety-related control system provide human user access to this safety-related 
control system, the capability to identify and authenticate all human users shall be considered. 

Examples to preventing e.g. unauthorized access and modification are: 

– human user identification and authentication; 
– authentication for networks; 
– software account management; 

– wireless access management; 
– strength of password-based authentication; 
–  password generation and lifetime restrictions for human users. 
5.4.2 Use Control  
When a user is identified and authenticated, it can be necessary that the safety-related control 
system has to restrict the allowed actions to the authorized use of the safety-related control system 
(assigned privileges of an authenticated user). 
 
The safety-related control system shall support a dual approval where an action can result in serious 
impact on the safety-related control system. 
 
NOTE For example the change of safety-related data for speed monitoring. 

For example the following topics can be relevant: 

– Use control for portable and mobile devices; 

– Remote session termination; 
– Response to audit processing failures. 

- 200 - 

 

  



 

 

 

 
5.4.3 System integrity  
The user of the machine(s) (asset owner) is responsible for maintaining the system integrity of the 
safety-related control system implemented by the (original) designer (normally manufacture of the 
machine(s)). 
 
To maintain the safety integrity level of the safety-related control system the following aspects can 
be relevant: 
 
– communication integrity/corruption (LAN, WLAN, …), e.g. using of cryptographic integrity protection 
(e.g. VPN); 
– malicious code protection (against manipulation, for example, viruses, worms, Trojan horses and 
spyware), e.g. consideration of concerned interfaces (e.g. USB, programming interface for PLC, …); 
– software and information integrity (unauthorized changes); 
–  input validation (rules for checking the input data, out-of-range values); 

– deterministic safe state as result of threat actions. 
5.4.4 Data confidentiality  
In general, some control system-generated information, whether at rest or in transit, is of a 
confidential or sensitive nature. This implies that some communication channels and datastores 
require protection against eavesdropping and unauthorized access. 
 
In context of control system(s) this aspect may be relevant, but it is not within the scope of this 
document. 
 
5.4.5 Restricted data flow  
((editor note: to be considered if relevant))  
 
The user of the machine(s) (asset owner) needs to determine necessary information flow restrictions 
and thus, by extension, determine the configuration of the conduits used to deliver this information. 
 
This aspect is to be considered in the overall security risk assessment and can be relevant in context 
of control system(s). 
 
Following topic can be relevant e.g. to ensure the reaction time of the safety-related control system: 
 
– Network segmentation. 
 
5.4.6 Timely response to events  
((editor note: to be considered if relevant))  
 
The user of the machine(s) (asset owner) should establish security policies and procedures and 
proper lines of communication and control needed to respond to security violations. 
 
This aspect is to be considered in the overall security risk assessment and not specific to 
safety-related control systems. 
 
5.4.7 Resource availability  
The aim is to ensure that the control system is resilient against various types of denial of service 
events. 
 
This aspect is to be considered in the overall security risk assessment and can be relevant in context 
of control system(s). 
 
Following topic can be relevant e.g. to ensure the performance of the safety-related control system: 
 
–  resource management (for example, network segmentation or priority schemes); 
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– network and security configuration settings. 
 
6 Validation of security measures  
 
((editor note: to be discussed if helpful; parts of IEC 62443-4-1 to be included?))  
 
7 Documentation  
 
((editor note: IEC 62443-4-1, Practice 8 Security Guidelines to be included?))  
 
The designer of the safety-related control system shall provide documentation to the user of the 
safety-related control system in order to provide a list of any relevant security risks and the proposed 
risk mitigation measures (categories) to be considered. 

The following security risk aspects as security vulnerabilities shall be mentioned:– 

devices covered by the security risk assessment; 
–  considered phases (design, implementation, commissioning, operation, and maintenance); – 
measures against unauthorized access and modification, if relevant; 
–  measures to ensure system integrity, especially by considering interfaces, software, and 
communication, if relevant. 
Table 2 shows an example how to document the results based on the security risk analysis. 
 

Table 2 — Example of documentation of security (counter) measures 
 
Designer of SCS performing safety function(s) for safety of machinery User of machinery 

Source of security lack 
(threats, vulnerabilities) 
 

Safety function, 
(impacted SCS) 
 

Potential 
Consequences 
 

Description of 
proposed 
security 
measure(s) 

Implemented 
security measure(s) 
 

 Unauthorized access (identification) and use control  
     
     
     
     
     
  
Designer of SCS performing safety function(s) for safety of machinery User of machinery 

Source of security lack 
(threats, vulnerabilities) 
 

Safety function, 
(impacted SCS) 
 

Potential 
Consequences 
 

Description of 
proposed 
security 
measure(s) 

Implemented 
security measure(s) 
 

 System integrity (interfaces,software,communication)  
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Annex A (informative) 
 
Basic information related to threats and threat modelling approach  
 
((editor note: IEC/TS 62443-1-1; IEC 62443-4-1, SR-2 Threat model to be considered?))  

A.1 Evaluation of threats  
 
Threats describe the possible actions that can be taken against a system. Types of threats can be 
accidental or non-validated changes. 
 
Threats to assets can result from inadvertent events as well as deliberate attacks. 
 
Threat agent is the term used to describe the entity that presents a threat. They are also known as 
adversaries or attackers. 
 
Ultimately no protection against attacks, failures, mistakes, or natural disasters can ever be 
completely absolute. 
 
Threat agents can be defined as one of the following: 
 
–  Malicious person [malicious] who is deliberately attacking systems for financial, power, 
revenge, or other gain  
a) Insider – An insider is a “trusted” person, employee, contractor, or supplier who has information 
that is not generally known to the public. An insider can present a threat even if there is no intent to do 
harm. For example, the threat may arise as a result of an insider bypassing security controls “to get 
the job done.” 
b) Outsider – An outsider is a person or group not “trusted” with inside access, which may or may 
not be known to the targeted organization. Outsiders may or may not have  
been insiders at one time. 
–  Inadvertent mistake [error] caused by a person who either failed to pay attention or did not 
recognize the consequences of their action. Computer applications can also have “bugs” or other 
flaws that cause them to mis-operate. Poorly designed systems and inadequate operating procedures 
also fall In this category. 
–  Equipment failure [failure] that was not any person's fault, but reflects the fact that electronic and 
mechanical devices can fail. Equipment that responds in unexpected ways to normal conditions can 
also be placed in this category. 
–  Natural disasters [disaster] caused by events completely outside the control of humans. 
 
Threats may be either passive or active. 
 
–  Passive – Threat agents usually gather passive information by casual verbal  
communications with employees and contractors  

–  Active – Examples are: 
c) Communication: The intent of a communication attack is to disrupt communications for control 
systems; 
d) Database injection: Injection attacks are used to steal information from a database; 
e) Replay: Signals may be captured from control system communications paths and replayed later to 
provide access to secured systems or to falsify data in a control system; 
f) Spoofing and impersonation: In networking, the term is used to describe a variety of ways in which 
hardware and software can be fooled; 
g) Social engineering: Threat agents also obtain or attempt to obtain otherwise secure data by tricking 
an individual into revealing secure information; 
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h) Phishing: Phishing relies on social engineering in that humans tend to believe in the security of a 
brand name, associating it with trustworthiness; 
i) Malicious code: Malicious code attacks can take the form of viruses, worms, automated exploits, or 
Trojan Horses; 
j) Denial of service (DoS): Denial (or degradation) of service attacks affect the availability of a 
network, operating system, or application resources; 
k) Escalation of privileges: With these increased privileges the attacker can take actions that would 
otherwise be prevented; 
l) Physical destruction: Physical destruction attacks are aimed at destroying or incapacitating 
physical components (i.e., hardware, software storage devices, 
connections, sensors, and controllers) that are part of the control system. 
NOTE See also IEC/TS 62443-1-1, 5.6.5 for further information. 
 
A.2 Examples of threat related to a safety-related device  
 
There should be a definition and evaluation of threats that can impact the safety function(s) 
performed by a safety-related control system (SCS), using one or several safety-related devices. 
 
Consideration should be given to the possible access to the devices comprising of the safetyrelated 
control system by any person with malicious intent. A deliberate (human) attack represents a threat to 
take control of a safety-related device. This attack can occur directly to the safety-related device by, 
e.g. 
 
1) an interactive screen or control panel, 
2) switches or buttons for device configuration or 
3) configuration or program stored in a memory, e.g. removable SD card. 
NOTE The above is just intended as an indicative list. There are many other possible vulnerabilities to direct attack including tools 
given by a manufacturer to configure a safety-related control system. 
 
It may be possible that an attack can occur indirectly to the safety-related device, for example by: 
4) computer technology, 
5) network communication technology or 
6) wireless communication technology 
 
In these tree cases the access to the safety-related device is gained indirectly by using other 
technologies. Attacks are well known in computer technologies. 
 
The vulnerability of the security of a safety-related device is linked to the technologies used for its 
access. The security (counter) measures must be based on the “weak points” of each technology. 
 
Figure A.1 shows an example of vulnerability where a safety function could be altered due to a threat. 
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(1) & (7) Non safety-related  
communication device intended for  
supervision of the safety-related device  
(e.g. for diagnostics)  

 
 
 
 

(2) Communication interfaces (unidirectional, 

bidirectional) between safety-related device and 
external world & (7) 

 
 
 
 
 (3) & (7) Safety-related device 
performing safety function(s) 
 
 
 
 

 
(5) Configuration program or data 
of the safety functions,SD card  

 
 
 
 
 
(4) Control panel interface  
 
 
 
 
 
 

Limits of the  
safety-related device  

 
Figure A.1 –Safety-related device and possible accesses 

 
At each level, where the access to the safety function is possible different measures are necessary, for 
example: 
 
Level Comments 
(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 
 
 
 
(6) 
 
 
(7) 
 

The communication from a supervisionary device to the safety-related device can be open to an
attack on the safety-related device and a failure of or threat to this supervision can allow
unauthorised access to the safety function. 
 
The communication from the safety-related device to the supervision is in most cases done
through a coupler communication. The choice of a unidirectional coupler (from the safety-related
device to the supervision) can limit the access from the attack to the safety function. This kind of
technology is the same as used for servers and networks. The faults are well known and well-tried
protection measures against hacking are put in place. 
 
Safety-related device performing safety function(s). 
A control panel can have access to devices implementing the safety function. 
Different levels of password protection for different access privileges can reduce the vulnerability.
 
On some safety-related devices configuration is done with switches or SD memory. 
An attack can consist of a change of the switches or the SD card that contains the configuration
program. So counter measures need to be implemented. 
 
A portable external device not normally connected can have access to the safety related device
through the communication interface or communication device. In this case it is a threat that is
similar to the one describes on (2). 
 
Linked to (6) an attack can consist of a program being put inside the communication interface, that
can control the safety device on request – examples of this type of attack on the DNS servers are
known. 

(6) External device not normally 
safety related 

Threat 
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A.3  Security risk mitigation for a safety-related control system as part of 
overall security risk mitigation process 
 
To implement risk assessment and risk reduction the designer should implement the following 
process in the order given (see also Figure A.2): 
 
a) Determination of the SL-T (Target Security Level) for the machinery control system. This shall 
include intended use and any reasonably foreseeable misuse. Where possible there should be 
discussion with the end user of the machinery; 
NOTE 1 For more information see A.2.2 Types of SLs in IEC 62443-3-3. 
b) Identification of hazards and associated hazardous situations to define the required safety 
functions (see ISO 12100, IEC 62061, ISO 13849); 
c) Evaluation of security risk(s) to the safety function(s) and decisions about the need for security risk 
mitigation (reduction). The following hierarchy should be used. This is similar  
to the risk reduction process as for safety of machinery according to ISO 12100):– inherently secure, 
– use of safety measure against security threat,– use of security (counter) measures; 
d) Implementation of security (counter) measures related to threats not leading to modification or 
alteration of the related safety function(s) performed by a safety-related  
control system. 
It may be necessary for this process to be iterative in order to eliminate hazards, threats and 
vulnerabilities as far as practicable and to reduce adequately risks by the implementation of 
protective measures. 
 
NOTE 2 It is assumed that hazards or threats and vulnerabilities will sooner or later lead to harm if no protective measure or security 
(counter) measures have been implemented. 
Protective measures are the combination of any security (counter) measures and safety function(s) 
implemented by the designer and the user in accordance with Figure A.2. Security (counter) 
measures and updates which are designed by the manufacturer are preferable to those implemented 
by the user and usually prove more effective. 
 
The objective is to achieve the greatest practicable risk reduction, taking into account the five 
aspects below: 

–  the safety of machinery during all life cycle phases;–  the ability of the machine to perform its 
function; 
–  the security for the machinery during different phases of the security lifecycle;– the usability of the 
machine; 
–  the manufacturing, operational and dismantling costs of the machine. 
The strategy defined in this clause is represented by the flowchart in Figure A.2. 
 
NOTE 3 The process itself can be iterative and several successive applications can be necessary to reduce the risk, making the best 
use of available technology. 
NOTE 4 The ideal application of these principles requires knowledge of the intended and actual use of the machine, the accident 
history and health records, available risk reduction techniques, and the legal framework in which the machine is to be used. 
NOTE 5 A machine design which is acceptable in terms of security risk mitigation (reduction) at a particular time could be no longer 
acceptable if the nature of the threat(s) changes. 
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Figure A.2 – Security risk mitigation process for a safety-related control system 
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