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ISO 14120とは

► 機械的危険源から人を保護するための固定式及び可動式ガードの

設計，製作及び選択に関する一般原則を規定するタイプB2規格。

► サイズや硬さの基準，性能等級などを定めているものではない。
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制定・改正の経緯

ISO JISCEN

2002

2009

1997 • EN953発行

• JISB9716発行

• ISO14120第2版
FDIS承認

• EN953+A1
追補発行

2006

2011

2015

•機械指令の改正

• ISO14120発行

• 改正作業の開始

• ISO12100-1,2発行2003

• TC199総会にて改正決定

2007 • 最初の定期見直し
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ISO/FDIS14120（第２版）での改正点

序 文

１ 適用範囲

２ 引用規格

３ 用語及び定義 【ISO12100と整合するよう修正】

４ リスクアセスメント

５ ガードの設計及び製作のための一般要求事項 【初版の箇条５と７を統合】

６ ガードの種類の選択 【初版の附属書AとBの削除を受け，内容の見直し】

７ ガードに関する安全要求事項の検証 【全要求事項の検証手段をリスト化】

８ 使用上の情報 【一部に要求事項を追加】

附属書 A（参考） 保持型締め具の例 【本文図11を修正，移動】

附属書 B（参考） 射出式衝撃試験方法の例 【新規】

附属書 C（参考） 振子式衝撃試験方法の例 【新規】

附属書 D（参考） 引用ISO規格に対応するEN規格

参考文献
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ISO14120（初版）の構成

序 文

１ 適用範囲

２ 引用規格

３ 用語及び定義

４ リスクアセスメント

５ ガードの設計及び製作のための主要な要求事項

６ ガードの種類の選択

７ 追加の設計及び製作の考慮

８ ガードに関する安全要求事項の立証

９ 使用上の情報

附属書 A（規定） 可動部分により生じる危険源に対するガード選択のためのガイド

附属書 B（規定） 危険源の数及び位置によるガード選択のためのガイド

附属書 C（参考） 引用ISO規格に対応するEN規格

参考文献
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講演の内容

ISO/FDIS14120：2015に基づき，今改正で変更された

事項を中心に，ISO14120の概要を紹介する。

� 適用範囲

� ガードの種類

� 設計・製作に関する要求事項

� 種類の選択に対する要求事項

� 要求事項の検証手段
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適用範囲

► 機械的危険源から人を保護するため

のガードの設計，製作及び選択に関

する一般要求事項を規定。

► ガードの設計，製作に影響するその

他の危険源についても示している。

► インターロックガード，制御式ガードの

ガード部分を扱い，インターロック装

置は扱わない（ISO14119で規定）。

► 転倒時保護構造（ROPS），落下物保

護構造（FOPS），横転時保護構造

（TOPS）などの特別な防護物に関す

る要求事項は規定していない。

インターロック装置

厚労省「解体用機械等の
安全対策の充実事項の
周知等について」に加筆

ISO 14119図D.1に加筆
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ガードの種類

囲いガード（Enclosing guard）

距離ガード（Distance guard）

動力作動ガード（Power-operated guard）

自己閉鎖式ガード，自動調整式ガード
（Self-closing guard,

Automatically adjustable guard）

手動調整式ガード
（Manually adjustable guard）

固定式ガード（Fixed guard） 可動式ガード（movable guard）

調整式ガード（Adjustable guard）

施錠式インターロック付きガード
（Interlocking guard with guard locking）

起動機能インターロック付きガード，制御式ガード
（Interlocking guard with a start function,

Control guard）

インターロック付きガード（Interlocking guard）
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調整式ガードと自己閉鎖式ガード

自己閉鎖式（自動調整式）ガードの例手動調整式ガードの例

► 調整式ガードに「手動（Manually）」と「自動（Automatically）」の分類が設け

られることとなった（ISO12100への整合）。 ただし，自動調整式ガードとは

自己閉鎖式ガードのこと。
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ガードの種類

囲いガード（Enclosing guard）

距離ガード（Distance guard）

動力作動ガード（Power-operated guard）

固定式ガード（Fixed guard） 可動式ガード（movable guard）

工具を使用しないと

外せない／開けられない

工具を使わずに

開けられる
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ガードの種類

囲いガード（Enclosing guard）

距離ガード（Distance guard）

動力作動ガード（Power-operated guard）

施錠式インターロック付きガード
（Interlocking guard with guard locking）

起動機能インターロック付きガード，制御式ガード
（Interlocking guard with a start function,

Control guard）

固定式ガード（Fixed guard） 可動式ガード（movable guard）

インターロック付きガード（Interlocking guard）
工具を使用しないと

外せない／開けられない
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第２版の構成
初版の
箇条番号

5.1 機械的側面 5.1

5.2 人的側面 5.2

5.3 ガードの設計及び製作の側面 5.3, 5.4

5.4 材料，剛性及び衝撃に関する
要求事項

5.5

5.5 封じ込め 5.6

5.6 耐腐食性 5.7

5.7 微生物に対する抵抗性 5.8

5.8 無毒性 5.9

5.9 機械の看視 5.10

5.10 透過性 5.11

5.11 影及びストロボ効果 5.12

第２版の構成
初版の
箇条番号

5.12 静電特性 5.13

5.13 導電性部分を有するガード 5.13

5.14 熱安定性 5.14

5.15 可燃性 5.15

5.16 騒音及び振動の低減 5.16

5.17 放射保護 5.17

5.18 よじ登り 7.1

5.19 保持型締め具 7.2

5.20 振動耐性 7.3

5.21 警告標識 7.4

5.22 色 7.5

5.23 外観 7.6

ガードの設計及び製作のための一般要求事項

※編集上の修正，参考文献の追加などは除く。



JNIOSHJNIOSH

5.1.3 放出部品及びその他の衝撃の封じ込め

►初版の“5.5.2衝撃耐性”を取り込み，機械からの部品の放出に加え，機械の

可動部による衝撃，人による衝撃も対象に含むように修正された。

►衝撃試験方法の例として，附属書B及びCが追加された。

次のいずれかに関する予見可能なリスクがある場合，

－機械からの部品の放出（例えば，破損工具，ワークピース）

－ 機械の部分からの衝撃

－ オペレータからの衝撃

ガードは，実施可能な限り，このような放出を封じ込め，これらの衝撃に

耐えるように設計し，製作しなければならない。附属書B及びC参照。
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初版の衝撃耐性に関する要求

【【【【初版初版初版初版】】】】

5.5 材料の選択材料の選択材料の選択材料の選択

5.5.2 衝撃耐性衝撃耐性衝撃耐性衝撃耐性

ガードは，機械部品，ワークピース，破損工具，放出された固体又は液

体排出物，オペレータによる衝撃などの合理的に予見可能な衝撃に耐

えるように設計しなければならない。

ガードが看視窓（viewing panel）を備えている場合，材料及び固定方法

の選択に特別な配慮をしなければならない。放出される物又は材料の質

量及び速度に耐えるのに適した特性の材料を選択しなければならない。
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附属書B 射出式衝撃試験方法の例

►ガードの内側から放出される機械の一部又はワークによる衝撃が対象。

►圧縮空気によって発射体を射出する試験装置を使用。

1 速度計 3 発射体 5 試験対象（ガード）

2 砲身 4 操作盤 6 圧縮空気容器

図B.2 射出式衝撃試験の試験装置
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附属書B 射出式衝撃試験方法の例

►発射体の材質，質量及び寸法の例

注記注記注記注記 少なくとも 0.5mm の深さまで

HRC 56+4に焼入れしておく。

次の特性をもった鋼鉄製とする。

－引張強さ： 560 ～ 690 N/mm2

－降伏強さ： 330 N/mm2以上

－破断時の伸び： 20 %

質量
kg

直径
mm

前面 a×a
mm×mm

0.10 20 10×10

0.625 30 19×19

1.25 40 25×25

2.5 50 30×30
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附属書C 振子式衝撃試験方法の例
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附属書C 振子式衝撃試験方法の例

►比較的低い速度で衝突する機械の可動部又は人による衝撃が対象。

記号

H：ガードの高さ a：打撃高さ（Hの2/3とする。ただし，1.6 m以下）

h：振り下し高さ（想定する衝撃に応じて定める） b：試験対象の幅（1.0m以上）
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– 直径0.4mの丈夫な布製の円筒の袋に砂を

充填したもの。

– 質量は90kg以上とするのが望ましい。

– 衝突速度は1.6m/s以上とするのが望ましい。

– 材質は鋼鉄などの硬い素材。

– 対象とする機械部分に応じて，質量，

形状，接触面積を定める。

– 接触部分は１ヵ所に集中させる。

硬質振子の例 軟質振子の例

Φ400

附属書C 振子式衝撃試験方法の例

►振子として，機械との衝突を対象にする場合の“硬質振子（Hard body）”と

人との衝突を対象にする場合の“軟質振子（Soft body）”が述べられている。

合意が得られず削除

円筒砂袋
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►初版で “5.2.5.2操作力” に含まれていた動力式ガードの駆動力と運動エネ

ルギの条件に関する規定が，独立した別の箇条となった。

►力とエネルギの規定値の適用に関し，注意を喚起する条文が追加された。

5.2.5.4 動力作動ガード

ガードが動力駆動である場合に，傷害（例えば，接触圧，力，速度，鋭利な端部に

よる）を生じることがあってはならない。自動的に再開放する起動開始指令を出力

する保護装置をガードが備えている場合，ガードが閉じる力は150Nを超えてはな

らず，ガードの運動エネルギは 10J を超えてはならない。そのような装置を備えて

いない場合には，これらの値はそれぞれ 75N及び 4Jに低減しなければならない。

これらの値は，ガードのエッジが広く，切断やせん断の危険源がない場合にだけ，

適用可能なものである。

現在，人と機械の安全なインタラクション（許容可能な衝撃や挟圧力）

に関する規格の策定がTC199/SG1にて検討されている。

150N

10J

75N 4J
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初版の寸法及び質量に関する要求

【初版】

ガードの取り外し可能な部分は，容易に取扱うことができるように，適切な寸法と質量で

設計しなければならない。手で容易に移動又は搬送できない場合は，吊り上げ装置によ

る搬送のための適切な附属装置を備えるか，又は備えることができなければならない。

附属品又は用意すべき事項は，例えば，次による：

－ スリング，フック，アイボルト又は器具を固定する簡単なねじ穴などの標準的な吊り上

げ器具，

－地上からは固定が不可能な場合，吊り上げフックによる自動把持のための器具，

－ ガードに組み込まれた吊り上げ装置及び器具，

－ ガード及び取り外し可能な部分に，又は使用上の情報のなかに，キログラム（kg）で

示した質量の表示。

ガードの取り外し可能な部分は，容易に取扱うことができるように，適切な寸法と重量で

設計しなければならない。手で容易に移動又は搬送できない場合は，吊り上げ装置によ

る搬送のための適切な附属装置を備えるか，又は備えることができなければならない。

附属品又は用意すべき事項は，例えば，次による：

－ スリング，フック，アイボルト又は器具を固定する簡単なねじ穴などの標準的な吊り上

げ器具，

－地上からは固定が不可能な場合，吊り上げフックによる自動把持のための器具，

－ ガードに組み込まれた吊り上げ装置及び器具，
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► 「質量の表示」が適切な附属装置の一つには含まれないことが明確にされた。

►具体的な目安として，参考文献の情報が追加された。

ガードの取り外し可能な部分は，容易に取扱うことができるように，適切な寸法と重量で

設計しなければならない。手で容易に移動又は搬送できない場合は，吊り上げ装置によ

る搬送のための適切な附属装置を備えるか，又は備えることができなければならない。

附属品又は用意すべき事項は，例えば，次による：

－ スリング，フック，アイボルト又は器具を固定する簡単なねじ穴などの標準的な吊り上

げ器具，

－地上からは固定が不可能な場合，吊り上げフックによる自動把持のための器具，

－ ガードに組み込まれた吊り上げ装置及び器具。。。。

吊り上げ装置の使用を要求するほど重い場合には，ガード及び取り外し可能な部分に，

又は使用上の情報のなかに，キログラム（kg）で質量を表示する。

注記注記注記注記 ガードの取り外し可能な部分を手で移動又は搬送することを意図する場合には，

EN1005-2参照。

5.2.5.2 寸法, 質量及び設計
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EN 1005-2の概要

機械類の安全性－人間の身体的機能－

第２部：機械及び機械構成部品の手作業による取扱い

Field of 
application

Mref
(kg)

Percentage of
Population group

F and M Female Male

Domestic
use

5 Data not available
Children and the 
elderly

10 99 99 99
General 
domestic 
population

Professional 
use 
(general)

15 95 90 99
General working 
population, inc. 
young and old

25 85 70 90
Adult working 
population

Professional 
use 
(exceptional)

30 Data not available Special working 
population

35

40

表１ 意図するユーザを考慮した基準質量 Mref （抜粋）

• 作業範囲は2 m以内

• 一人で，両手で行う

• 適切な取っ手がある

• 姿勢は制約されない

• 持上げはスムーズ

• 持上げ高さは肩から膝まで

• 持上げ以外の動作は最小

• 床は平坦で滑らない

• 通常の作業環境温度

• 体を捻る動作，運搬物を胴体
から遠ざける動作は含まない

• 高頻度で繰り返す作業ではない

表１の値の60％以下

例えば，運搬作業が
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5.3.9 固定式ガードの取り外し

ガードの固定部分のうち，取り外し可能な部分は，工具の使用（用語3.8参照）

によってだけ取り外せるものでなければならない。箇条8.5及び8.6参照。

－固定式ガードは容易に取り外されるのを防ぐように設計しなければならない。

注記注記注記注記1 オペレータが，インターロック付きガードを使用する代わりに，容易に外せる固定式

ガードをアクセスの手段に選んでしまうからである。

－防護領域の外から固定式ガードを取り付けるのに，例えば1/4回転ネジのよ

うな取り外しを容易にした締め具を使用してはならない。

注記注記注記注記2 内側から容易に外せる締め具

を使用することを，非常時の脱

出口を設けることの代替手段

と見做すべきではない。施錠

式インターロック付きガードの

脱出用解錠機能については，

ISO 14119参照。
http://www.specialty-fasteners.co.uk/

►取り外し対策，締め具に関する要求事項が追加された。
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5.3.9関連箇条の要約

3 用語と定義用語と定義用語と定義用語と定義

3.7 工具工具工具工具 （（（（tool））））

締め具を操作するために設計されたキー又はレンチのような道具

注記 コイン又は爪やすりのような間に合わせの物は工具と考えることはできない

3.8 工具の使用工具の使用工具の使用工具の使用 （（（（use of a tool））））

安全作業手順の一部として，既知の予め定められた状況での人による行為

【初版では】 作業の安全システムの一部として，既知の予め定められた状況下で，

工具を資格のある者が使用すること

8 使用上の情報使用上の情報使用上の情報使用上の情報

8.5 ガードの取り外しガードの取り外しガードの取り外しガードの取り外し

例えば，動力の遮断や蓄積エネルギーの消散など，ガードを取り外す前にと

るべき行動及びガードを取り外す手順を示す情報を提供しなければならない。

この情報には，“適切な工具の使用”及び“安全作業手順”を含む，ガードの

取り外しに関する要求事項も規定しなければならない。
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附属書A 保持型締め具の例

【初版】 図11

【EN953+A1】 図11

【第２版】
図A.1 脱落防止ねじを用いた保持型締め具の例
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5.19 保持型締め具

固定式ガードを外すことが予見される場合（例えば，メンテナンスのため），ガードの

締め具は，ガード又は機械に取り付けられたままにならなければならない。

例えば，機械をオーバーホールする，大幅に修理する，移動のために分解するとき

にだけ固定式ガードを外す場合は，この要求事項を適用しなくてもよい。

これと同様に，次の場合は，機械のガード（casings）の中にアクセスするため（例え

ば，検査のため）の取り外し可能な部分に，この要求事項を適用しなくてもよい。

－取扱説明書に，そのような部分を外す必要のある修理などは専門の修理工場

だけで実施されることを指定している，かつ，

－締め具は，工具の使用によってだけ取り外せるものである。

保持型締め具の例については，附属書A参照。

注記 この要求事項は，例えば，メンテナンスのためにガードを外したときに，締め具がなくな

ることで生じるリスクの低減を目的としている。締め具の紛失は，ガードが元に戻されな

い，又は，その保護機能（例えば，放出部品の封じ込め）を適切に果たすために必要な

強度が得られない部分的な固定や代替の締め具による固定という事態につながる。

►保持型締め具を使用しなければならない条件が明確にされた。
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5.3.11 調整式ガード

►初版の“5.4.6自己閉鎖式ガード”と“5.4.7調整式ガード” の内容が統合さ

れるとともに，自動調整に関して無効化防止の要求が追加された。

調整式ガードは，加工物の通過に合わせてその開口を最小に制限するように設計し，

製作しなければならない。

調整式ガードは，固定式ガードと組み合わせて使用することができる。

手動調整式ガードは，次のように設計し，製作しなければならない。

－運転中は調整部が固定されたままとなる。

－工具を使わずに容易に調整できる。

自動調整式ガードは，次のように設計し，製作しなければならない。

－ ガードと加工物との隙間を常に加工物の通過に必要な最小の広さに制限する。

－実施可能な限り，自動調整が無効化されるのを防止する。

注記注記注記注記 すべての場合において，自動調整式ガードが簡単な方法で無効化又はバイパスされる

のを防ぐことはできない。
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5.3.14 起動機能インターロック付きガード

起動機能インターロック付きガードは，ISO12100:2010

箇条 6.3.3.2.5及び次の条件の全てを満たす場合だけ

使用してもよい。

– 機械の寸法及び形状が，機械に介入しなければな

らないオペレータ又はその他の人が機械又はプロ

セスを全体的に目視できるようになっている。

– 制御式ガードによる機械の起動が，機械の制御

モードのうちの１つである場合，モード選択が ISO

12100箇条6.2.11.10に従っている。

注記注記注記注記 ここで考慮している危険区域とは，制御式ガードが

閉じたことによって危険要素の運転が開始する全て

の区域である。

►使用が許可される条件が，ISO 12100 の 6.3.3.2.5 と一部整合していなかっ

たが，当該箇条を引用し，これに条件を追加する形にすることで解消された。

空圧プレスの制御式ガードの例

（EN13736 図C.2 に加筆）
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5.22 色

適切な色彩を使用して危険源を目立たせることで，例えば，ガードを機械と

同じ色で塗装し，危険な部分を対照的な明るい色で塗装することで，ガード

が開いているか又は外れているときに，危険源に注意を引きつけることが

できる。

混乱を招かないよう，色の選択及び組み合せに配慮することが望ましい。

例えば，赤と黄色の組み合せは，通常，非常停止に用いられる。

生産プロセスの看視が要求される場合，穴開き材料を使用したガードは，

目視の妨げとなる可能性がある明るい色，例えば，黄色には塗装しない

ことが望ましい。

►ガードの色に関して，ガード越しに生産プロセスや運転中の機械を看視する

必要がある場合などについて，推奨事項が追加された。
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5.22 色



JNIOSHJNIOSH

ガードの種類の選択

第２版の構成
初版の
箇条番号

6.1 一般 6.1

6.2 異なるガードの組合せ又は他の装置とガードの組合せ 6.2

6.3 危険源の数及びサイズによる選択 6.3

6.4 アクセスの性質及び頻度による選択 6.4

6.4.1 一般 新規

6.4.2 動力伝達部分 6.4.1

6.4.3 使用中にアクセスが要求されない場合 6.4.2

6.4.4 使用中にアクセスが要求される場合 6.4.3

6.4.4.1 機械のセッティング，プロセス修正又は保全のためにだけアクセス
が要求される場合

6.4.3.1

6.4.4.2 作業サイクル中にアクセスが要求される場合 6.4.3.2

6.4.4.3 操作の性質によって，危険区域へのアクセスをすべて禁止すること
ができない場合

6.4.3.3

種類選択のフローチャートを示した附属書A，B（いずれも規定）⇒削除
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6.3 危険源の数及びサイズによる選択

ガードは，次の優先順位に従って選択するのが望ましい。

a) 防護する危険区域の数が少ない場合は，個々の危険区域を囲う局部ガードを選択する。

これにより，受け入れ可能な残留リスクになり，また，保全，セッティングなどのために，危

険でない機械部分へのアクセスを許容できるようになる。

b) 危険区域が広い又はその数が多い場合，全ての危険区域を囲うガードを選択する。セッ

ティングや保全を行う場所は，できる限り，防護領域の外側に設定しなければならない。

c) 囲いガードの使用が実際的でなく，防護する危険区域の数が少ない場合は，部分的距離

ガードを選択する。

d) 囲いガードの使用が実際的でなく，危険区域が広い又はその数が多い場合は，完全に周

りを取囲む距離ガードを選択する。

附属書Bのフローチャートに，この手順を示す。

【初版要約】

►個別的（局部的）なガードを適用する範囲と，複数の区域又は全体を囲うガー

ドを適用する範囲との境界を一般化することは困難である（個々の機械の特

性に依る）ことから，大幅に修正された。

►附属書B（規定）は削除された。
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【第２版要約】

実施可能であれば，危険源は囲いガードで防護しなければならない。

これが実施できない場合は，固定式ガード（距離ガード），可動式ガード，調整式ガー

ド（自動又は手動）から，最も適切なものを選択する（箇条6.4参照）。

一つのガードで複数の危険源を対象にすることができる。この場合，ガードは，全て

の危険源に対して適切なものでなければならない。

危険区域を複数のゾーンに分け，そのうちの一つにある停止した機械に，他のゾーン

の機械が運転中にアクセスできるようにした場合，適切な安全防護物を用いて，安全

を確保したゾーンからまだ運転中のゾーンに侵入することを防止しなければならない。

注記注記注記注記 同定した危険源又は意図する機械の運転によっては，ガード以外の安全防護物のほうが

より適している場合がある。

6.3 危険源の数及びサイズによる選択

►個別的（局部的）なガードを適用する範囲と，複数の区域又は全体を囲うガー

ドを適用する範囲との境界を一般化することは困難である（個々の機械の特

性に依る）ことから，大幅に修正された。

►附属書B（規定）は削除された。
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6.4 アクセスの性質及び頻度による選択

► ISO12100箇条6.3.2及び図4のガードに関する詳細指針の位置付け

JISB 9700図4 運動部分で生じる危険源に対する安全防護物の選択指針
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6.4 アクセスの性質及び頻度による選択

6.4.1 一般一般一般一般

ガードの選択に関し，ISO 12100が要求事項と指針を示している。ISO 12100:2010

箇条6.3.2及び図４参照。

►附属書A（規定）は削除され，ISO12100箇条6.3.2及び図4を参照すること

となった。

►動力伝達部分のガードの選択は，“6.4.4.1 設定，プロセス修正又は保全

のためにだけアクセスが要求される場合”に従うこととなった。

6.4.2 動力動力動力動力伝達部分伝達部分伝達部分伝達部分

プーリ，ベルト，ギア，ラック・ピニオン，シャフト等の動力伝達部分による危険源を

防護するガードは，固定式ガード又はインターロック付き可動式ガードでなければな

らない。

固定式ガード又はインターロック付き可動式ガードは，6.4.4.1に従って選択しなけれ

ばならない。
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6.4 アクセスの性質及び頻度による選択

►附属書A（規定）は削除され，ISO12100箇条6.3.2及び図4を参照すること

となった。

►動力伝達部分のガードの選択は，“6.4.4.1 設定，プロセス修正又は保全

のためにだけアクセスが要求される場合”に従うこととなった。

► 6.4.4.1で，「アクセス頻度」の例示が変更された。

6.4.4.1 設定，プロセス設定，プロセス設定，プロセス設定，プロセス修正又は保全の修正又は保全の修正又は保全の修正又は保全のためにだけアクセスがためにだけアクセスがためにだけアクセスがためにだけアクセスが要求される場合要求される場合要求される場合要求される場合

次の種類のガードを使用するのが望ましい。

a) アクセス頻度が高いと予見できる場合（例えば，1週間に1回超），又は固定式

ガードの交換や取り外しが困難である場合は，可動式ガードを用いる。可動式

ガードは，インターロック又は施錠式インターロックを備えていなければならない。

b) アクセス頻度が低いと予見でき（例えば，1週間に1回以下），ガードの交換が容

易で，かつ，ガードの取り外し及び交換が安全作業システムの下で実施される

場合だけ，固定式ガードを用いる。

可動式ガード

固定式ガード
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要求事項の検証手段

►初版では，衝撃強度や安全距離など特定の要求事項に対してだけ検証が

求められていたが，第２版では，箇条５の全項目についてリスト形式で検証

手段が示され，該当する事項への適合をこれに従って検証することとなった。

（A）目視検査 （D）機械運転中での確認

（B）実試験 （E）タスクごとのリスクアセスメントのレビュー

（C）測定 （F）仕様，レイアウト及び図面のレビュー

7 ガードに関する安全要求事項ガードに関する安全要求事項ガードに関する安全要求事項ガードに関する安全要求事項のののの検証検証検証検証（抜粋）

7.1 一般一般一般一般

ガードの設計及び製作に関する幾つかの側面は，調査，検査，試験

又は計算によって検証しなければならない。実施可能な場合，検証

は，ガードの使用状態において行わなければならない。

7.2 検証及び妥当性確認の手段検証及び妥当性確認の手段検証及び妥当性確認の手段検証及び妥当性確認の手段

検証及び妥当性確認は，次を含む手段によって実施できる。
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7.3 要求される検証及び妥当性確認

表１ 安全要求事項及び方策の検証及び妥当性確認の手段（抜粋）
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まとめ

ISO/FDIS 14120：2015に基づき，

規格の概要と今改正での主な変更

点について紹介した。

� 適用範囲

� ガードの種類

� 設計・製作に関する要求事項

� 種類の選択に対する要求事項

� 要求事項の検証手段


