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TC44 WG10/WG14報告

１．IEC 61496-3 メンテナンス

3Dへの拡張とTOFカメラとの融合

２．IEC 62998 New Proposal

センサのシステム規格
IEC 61496以外の項目、センサの複合
物 の出



TC44 WG10/WG14報告

１．IEC 61496-3 メンテナンス

1-1. IEC 61496の現状
1-2. IEC 61496-3改訂の趣旨
1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張
1-4. 議 内容
1-5. スケジュール



IEC 61496-3

IEC 61496-1:2012    Ed.3   General & Test 一般要求事項
IEC 61496-2:2013    Ed.3   AOPD  ライトカーテン
IEC 61496-3:2008    Ed.2   AOPDDR レーザースキャン
TR 61496-4:2007
IEC 61496-4-2:2014          VBPD 画像センサ
IEC 61496-4-3:2015          VBPDST ステレオ

JIS B 9704-1 一般要求事項
JIS B 9704-2 ライトカーテン
JIS B 9704-3 レーザースキャン

1-1. IEC 61496の現状



IEC 61496-3 改訂の趣旨

３D化 ３D レーザースキャン
TOF ３D カメラ

課題：
１．２D → ２Dの維持、３Dへの拡張
２． なる技術を 一規格で融合

レーザースキャン、TOFカメラ

1-2. IEC 61496-3改訂の趣旨

レーザースキャン３D化
電機 より

TOF 3Dカメラ
オプテックス より



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張

テストピース
指 手 腕 脚

IEC 61496-3 IEC 61496-4-3

頭

Φ30-200mm

検知
検知エリア



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ
1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張

2Dベースの
検知エリア図

3Dベースの
検知エリア図



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

3Dベースの図面を表示し、２Dテストピースの距
計測方法は、テストピース中 までとする。

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張
最終的な検知エリアの表示方法



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

２Ｄの検知エリア図
参照平面があり、これに平 な検知平面が される。

①レーザースキャン
検知能 限界 域

⑤許容差域
⑥最大検知エリア

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

３Ｄの検知エリア図

①レーザースキャン
検知能 限界 域

⑤許容差域
⑥最大検知エリア

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

2Dアプローチ

3Dアプローチ

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

頭

2D試験片

3D試験片

Φ30-200mm x 200mmL

手 腕 脚

直径直径直径直径 長さ長さ長さ長さ

手 Φ40 – Φ55mm 160mm

腕 Φ40 – Φ55mm 440mm(180mm)

脚 Φ50 – Φ117mm 1000mm超

頭 Φ200mm 規定なし

注意：頭は、体全体の検知

1-3. ２Dの維持と３Dへの拡張



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

1軸のセンサは範囲内か？

Opto-electronic devices that perform only a single one-dimensional 
spot-like distance measurement, for example, optical proximity 
switches, are not covered by this standard. This standard can be 
taken as a guideline when they are designed specifically to detect 
persons or parts of persons as part of a safety related system. Since 
such devices have no detection zone as defined by the standard 
related requirements and test procedures have to be adapted 
accordingly.

Opto-electronic devices that perform only a single one-dimensional 
spot-like distance measurement, for example, optical proximity 
switches, are not covered by this standard.

現状：

：1軸は範囲外とし、ガイドラインとしての使用も停止。

1-4. 議 内容



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

照明の干渉の影響
現状： レーザースキャンの

回転方向

回転方向の手
前から照射

1-4. 議 内容



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

照明の干渉の影響
：

2Dテスト

3Dテスト

1-4. 議 内容



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

カバーの汚れを分類

１．スポット汚れ

なテストピースは、Φ20mmを超えないこと

２．均質な汚れ

曲面の窓 －－－ 片方にだけ汚れ －＞ 汚れ検知複数個所必要
小平面の窓 －－ 全体に均質に －＞ 汚れ検知 1か所

最小面積は、300mm２

1-4. 議 内容



IEC 61496-3 ２D／３Ｄ

2016 1月11 13日 ＜次回MT会議、BSI London＞
2016 2月末 ＜IECセクレタリにCD原稿送付＞
2016 4月末 CD発 Voting期間予測 5-7月（3か月）
2017 9月14 16日 ＜次々回MT会議、東京または京都（仮）＞
2017 6月 CDV（9月の会議含めて、3回の会議経て）
2018 6月 FDIS発 （Votingと、2回の会議を経て）
2018 12月 IS発

1-5. スケジュール



TC44 WG10/WG14報告

２．IEC 62998 New Proposal

2-1. IEC 62998規格の趣旨
2-2. 規格のシステム構成
2-3. 機能と出
2-4. システム設計
2-5. 日本委員会からのコメントと対応
2-6. 宿題
2-7. スケジュール



IEC 62998 ~ 趣旨
2-1. IEC 62998規格の趣旨
Introductionから

IEC 61496からの拡張：

・ガイドラインとしての限界
・AGV、生活支援ロボット、人との相互作用などへの応用で新しい要求

- 特別な検知技術（たとえば、光学センサ）や、検知機能（特別なもの
を検出する場合）

- 新しいセンサの検知機能（ えば、物体の分類、物体の ）
- なる検知技術を有するセンサの複合的使用

機能安全に関する一般的な電気、電子、
ソフトウエアの規格を！



IEC 62998 ~ 趣旨
2-1. IEC 62998規格の趣旨
Scopeから

IEC 61496からの拡張：

１．安全に関するセンサとセンサシステムの開発と統合への要求事項

２．IEC 61496の範囲外

３．SIL、SILCL、PLは、既存の規格からの参照

４．検知機能と、検知性能のdependabilityに注

５．屋内／屋外使用

６．公共の場での安全（農業、地下鉄など）



IEC 62998 ~ 趣旨
2-1. IEC 62998規格の趣旨

この内容は、TC44範疇か？
ところで、TC44のScopeは？

Standardization in the field of the application of electro-technical equipment and systems 
to machinery (including a group of machines working together in a coordinated manner, 
excluding higher-level systems aspects) not portable by hand while working, but which 
may include mobile equipment. The equipment covered commences at the point of 
connection of the electrical supply to the machinery.

Standardization of interfaces (excluding local area networks and fieldbus) between 
control equipment and the electro-technical equipment of machinery.

Standardization of electrotechnical equipment and systems relating to the safeguarding 
of persons from hazards of the machinery, its associated equipment and the environment.
To coordinate with ISO all matters concerning the safety of machinery.

TC44 Scope （Webサイト記載内容）:



IEC 62998 ~ 趣旨
2-1. IEC 62998規格の趣旨

この内容は、TC44範疇か？
ところで、TC44のScopeは？

つまり

－ 電気を 用した機械に関することの規格作成（移動式も含む）

－ 制 と電気を 用した機械とのインターフ ースの規格作成（LANや、バスは含まない）

－ 電気を使った機械の危険から人間を守る保護装置やシステムの規格作成

なので、

農業機械は、「機械（machinary）」で範疇
地下鉄も、「機械（machinary）」である。

TC44 Scope （Webサイト記載内容）:



IEC 62998 ~ 構成
2-2. 規格のシステム構成

SRSのシステム構成

物 センサ部 信号 部 I/O部 データI/O

*SRS（Safety Related Sensor）



IEC 62998 ~ 構成
2-2. 規格のシステム構成

SRSSのシステム構成

物 センサ部 信号 部 I/O部 データI/O

*SRSS（Safety Related Sensor System）



IEC 62998 ~ 構成
2-2. 規格のシステム構成
１．センサ部
－ 検出物体の物 、環境影響の収集
－ 信号 部への データ作成
－ 検出機能
－ アクティ のセンサでは、 光などの 射の も う

２．信号 部
－ 安全関連計測値、安全関連出 信号の生成のためにセンサ部からの

を する
－ アナログ、デジタルの信号

３．Ｉ／Ｏ部
－ 外部電源への接続
－ 出 機能
－ スイッチ機能、データ供給のための安全関連データインターフェー

スへ安全関連計測 、安全関連出 信号の送出



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

１．SRSS、SRS機能

２．安全関連機能

３．オートメーション関連機能

４．危険物体の機能(hazardous object function)

５．ESPE機能



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

１．SRSS、SRS機能
－ 定義された物体の決定
－ 定義された物 (physical properties)で
－ 定義された応用で
－ 定義された環境条件下で
－ 出 信号を送出

つまり、

物体の 置 報などの物 を計測して拡出する機能



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

２．安全関連機能
－ 安全に関連する物体の検出中に
－ 機能障害により が がり
－ 危険側故障を発生する
－ 限界を 回 たら出 する

つまり、

システムの勘 合を検出する機能



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

３．オートメーション関連機能
－ 機能障害により危険側故障にならないように
－ 安全に関連する物体以外の物体を検出する機能

つまり、

工場のワークは危険物体として 、一 的にESPE機能を無効
化する機能 ミューティング、バイパスのような機能？



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

４．危険物体の機能(hazardous object function)
－ 安全関連物体が
－ 危険を有する
－ 安全関連 域に る、あるいは、存 する
－ 安全関連物体が
－ 直接的に危険になる可能性がるのかを検出する機能

つまり、

機械、あるいは機械の一部が、人間に危険になるのかを検出する機能
ロボットアームが人間にあたる可能性を物 から 定すること？



IEC 62998 ~ 機能
2-3. 機能と出

５．ESPE機能
－ 安全関連物体が
－ 安全関連 域に る、あるいは、存 する
－ これを検出する機能

つまり、

人間、あるいは人間の一部が、危険 に ったら検出する機能



IEC 62998 ~ 設計
2-4. システム設計
１．Pl(IEC 13489)、SIL(IEC 62061)、SILCL(IEC 61508) の一致

２．設計・開発モデル

３．機能解析と設計

４．評価
Sensor 

performance 

class

ISO 13849 IEC 62061 IEC 61508

A Pl a

B Pl b

C Pl c SILcl 1 SIL 1

D Pl d SILcl 2 SIL 2

E Pl e SILcl 3 SIL 3

F SIL 4



IEC 62998 ~ 設計
2-4. システム設計
検知性能(detection capability)と信頼性(dependability)

以下を考慮すること。

－ 物体の物
－ 使い方の制限
－ センサーのPl
－ 危険側故障の発生しない環境の定義

統合、信頼性、安全、 可能な間 った使い方
integrity, reliability, safety, foreseeable misuse

－ 定常運転するための環境の定義
使用可能性、ロバスト性
availability, rubustness



IEC 62998 ~ 設計
2-4. システム設計
物体の分類(object classification)と物 (physical properties)

物体の分類は以下の3種類

－ 安全に関連する人間、あるいは、人間の一部
－ 安全に関連する危険源（機械、機械の一部）
－ オートメーション機能の運用に使用する物体（工場のワーク）

物 の
置、 など
にも、 としてNoteに今後の検討として記載：

、 、 さ、择 、 さ、 さ、勮 、 、偣 、
拗 、拯効 、．．．．．



IEC 62998 ~ 設計
2-4. システム設計
環境影響

検討事項は以下（リストはこれからも増える）

－ 室内／屋外
－ 固定設置／移動体への設置（AGVなど）
－ 偣 、
－ 僟、
－ 空気圧
－ 傘 、偣
－ 埃、砂、塩水噴霧
－ 振動、衝撃
－ 動物、植物
－ 電気的、電磁界



IEC 62998 ~ 設計
2.4 システム設計
環境影響 参照規格
Standard Sector / specific machine type

IEC 60654-1 Industrial process measurement and control equipment – Operating Conditions

ISO 15003 Agricultural engineering — Electrical and electronic equipment — Testing resistance to 

environmental conditions

EN 50125-1 Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 1: Rolling stock and 

on-board equipment

ISO 15998 Earth-moving machinery — Machine control systems (MCS) using electronic components 

— Performance criteria and tests for functional safety

IEC 60721-3-3 Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected

locations

IEC 60721-3-4 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-

weatherprotected locations

IEC 60721-3-5 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities - Section 5: Ground vehicle installations

IEC 60721-3-6 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities - Section 6: Ship environment



IEC 62998 ~ コメント審議
2-５. 日本委員会からのコメントと対応
環境影響

１．ESPE？ －＞ ESPEを外す方向で検討
２．地下鉄？農業？ －＞ する が たらない。

ただし、工場環境を最初に検討する。
３．子どもの寸法についての考慮

－＞ 小ボランティアグループで検討
データベース検

４．雨、雪、霧 －＞ 小ボランティアグループで検討
影響、試験方法など検討



IEC 62998 ~ 宿題
2-６. 宿題 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 

未作成



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
6. Sensing zone(s)
7. Detection capability and dependability

i. Environmental class (indoor use, outdoor use, ….)
ii. Minimum requirements for safe object detection
iii. Minimum requirements for undisturbed operation

8. User interface
9. Verification and Validation
10. Information for use

IEC 62998 ~ 宿題
2-６. 宿題

未作成部分を、分担して作成していく。



子どもの寸法

１．データベース検

２．何歳から対象にするか？

３．どの寸法を使うか？安全距 の 出

日本からは、東洋系の子どもの寸法についてボランティア参加

IEC 62998 ~ 宿題
2-６. 宿題



天候などの屋外環境

１．センサ、センサシステムにどのような影響があるか？
センサの技術、環境要因

２．テスト方法？（日本からもボランティア参加）

３．評価基準？

IEC 62998 ~ 宿題
2-６. 宿題



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

第2回会議 2016 1/13（水）- 15（ ） 場所：BSI London
第3回会議 2016 4/12（水）- 14（ ） 場所：CIE ミラノ
第4回会議 2016 9/19（月）- 21（水） 場所：東京or京都
第5回会議 2016 12/12（月）- 14（水） 場所：Sick Waldkirch

IEC 62998 ~ スケジュール
2-7. スケジュール



IEC 62998 ~ 今後とお願い

IEC 62998 は、これから開発していく規格です。

皆さまのご参加、ご を いいたします。

お願い



〒〒〒〒５２０ｰ０１０１５２０ｰ０１０１５２０ｰ０１０１５２０ｰ０１０１ 滋賀県大津市雄琴５滋賀県大津市雄琴５滋賀県大津市雄琴５滋賀県大津市雄琴５-８８８８-１２１２１２１２

http://www.optex.co.jp

ありがとうございました。


