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概要 

• ロボット革命 

• パーソナルケアロボットの安全（ISO13482） 

– NEDO生活支援ロボットプロジェクト 

• 介護ロボットの安全 

–ロボット介護機器開発V字モデル 

– メタモデルに基づく3階層モデル 

– SysMLによるシステム記述 
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少子高齢化とイノベーション 

• 今後予想される人口減少のマイナス要因を，  
生産性の向上でカバーできるかが鍵。 

労働力減少
はここ15年 

人口減少は
今年から！ 

老齢人口増
は一段落 
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• 全世界における稼働台数は年々
増加 

• 国内の産業用ロボットの稼働台
数は全世界の３４％に相当（２００
８年） 

• 日本の２００８年のロボット出荷額
は約６，４９８億円 
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出典：日本ロボット工業会 「マニピュレータロボットに関する企
業実態調査」（2008）、IFR SD 「World Robotics 2009」 

全世界における稼働台数 

出典：IFR Statistical Department 「World Robotics 2009」 

世界の産業用ロボット稼働台数（2008年） 
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産業用ロボット市場の現状 
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ロボット革命実現会議 

• 安倍首相の下、設置 

 （2014年9月11日） 

 

• 6回の会議 

• ロボットでイノベーションを
起こす 

 

• ロボット新戦略（2月10日） 

 

• ロボット革命イニシアティブ
協議会 （2015年5月15日） 

https://www.youtube.com/watch?v=CcEd7R63s_U
http://www.news24.jp/articles/2014/06/19/04253409.html
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ロボット新戦略より抜粋 
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ロボット新戦略より抜粋 
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ロボット新戦略より抜粋 
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ロボット新戦略より抜粋 
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経済産業省（2010年） 

ロボットの分類 2015年 2020年 2025年 2035年 

医療（手術支援） 43 136 317 534 

医療（調剤支援） 65  210  383  414  

介護・福祉（自立支援） 134  397  825  2,206  

介護・福祉（介護・介助支
援） 

33  146  414  1,837  

健康管理（フィットネス） 1,376  1,461  1,576  1,817  

健康管理（健康モニタリン
グ） 

54  161  440  1,480  

家事支援 - - 157  858  

見守り・コミュニケーション 3  11  36  341  

単位：億円 ライフ関連のロボット 

ロボット介護機器市場予測 
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2035年に向けたロボット産業の潜在市場予測 



国立研究開発法人 

次世代サービスロボットとは？ 

業務系： 清掃，介護，点検，案内 

コンシューマ： 掃除機，ホビー，玩具，見守り 

 

主にサービス産業＝人と接する 

 
 

12 

安全が中心的な課題 
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製品安全性にまつわるリスク 

製品の安全性をめぐる事故や問題が報道された事例 

ハンドル形電動車いすによる事故の過半数が死亡・重傷事故であるとして 
製品評価技術基盤機構が注意喚起 

7月 

IH調理器具高周波電流健康被害事件で提訴 4月 

介護ベッド胸腹部圧迫死亡事件で提訴 11月 

電気ミキサー使用時の事故について国民生活センターが注意喚起 8月 

エスカレーターの手すりと保護板に小学生が挟まれ重体 10月 

ジェットコースターの車軸金属疲労による脱輪事故 5月 

温水洗浄便座付き便器の発煙・発火をメーカーが発表 4月 

ガス瞬間湯沸かし器に対する回収命令 8月 

エレベーターの突然の上昇による死亡事故 6月 

マンション構造計算書偽造問題発覚 11月 

FF式石油温風機に関する消費生活用製品安全法に基づく緊急命令 11月 

大型トレーラーのタイヤ脱落に関連するリコール 3月 

自動回転ドア事故（六本木） 3月 2004年 

2005年 

2006年 

2007年 

2009年 

2010年 
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サービスロボット市場の現状： 

 安全の問題による負の連鎖が起こっている 

消費者の 

認知なし 

低い 

ロボット普及率 

動作・利用 

実績なし 

安全性・信頼性 

自信なし，責任とれず 

家電・自動車メーカ 

不参入 

需要喚起 

なし 

サービスロボット市場 

負の連鎖 
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安全の責任分担の考え方 

 企業や国が，安全の全責任を負えるか？ 

販売 
製造物責任 

  信頼 
（適合マーク） 

規格適合性認証 

責任分担構造 

生産者 
ロボットメーカー 

一般消費者 

認証機関 
（第三者機関） 

安全規格（ISO/IEC →JIS） 

EUなどは特に積極的に推進，TBT協定 

生産者 
ロボットメーカー 

一般消費者 

企業ブランドに頼る方法 

  信頼 
（ブランド） 

販売 
責任 

安全への 
要求の増大 
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製品の安全性をどのように保証すべきか？ 
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ドラム式洗濯機 

家庭用ジューサーミキサー 

電磁式調理台 

マッサージチェア 

エスカレーター 

電動車いす 

エレベーター 

パーソナルモビリティ 

自律作業ロボット 

パワード・スーツ 

ロボティック・ベッド 

(%) メーカー・業界団体 消費者団体・利用者団体 中立的な専門機関 
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産業技術総合研究所 「製品の安全性イメージに関する調査」（2010年11月実施） 
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製品安全性と認証への関心 

製品を選択・購入するとき認証マークを確認するか？ 
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製品安全性と認証への関心 

自国の代表的な２つの認証マークの認知度および想起度 

日本における認証マークの認知度は米国・ドイツよりも低い 

特に、認証マークのついた具体的な製品の想起率は、圧倒的に低い 

16.9 

5.1 
7.1 

3.1 

39.1 

22.4 

65.4 

24.3 

75.9 

56.0 

89.1 

60.6 

0

20

40

60

80

100

見たことがある 知っている 見たことがある 知っている 見たことがある 知っている 
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(%) 少なくとも1つ 

2つとも 

ドイツのTÜVマークについては、北ドイツと南ドイツで２種類の異なる認証機関が住み分けているため２つとも掲載し、いずれか１つの認知や想起を質問した 
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国際安全規格体系： 

  パーソナルケアロボット： 
NEDO生活支援ロボット開発PJ 

我々自身で規格を作り上げた 

A規格（基本安全規格）  
 

ISO12100・・・基本安全規格 

B規格（グループ規格） 

ISO13849・・システム安全規格  IEC61508・・機能安全規格 

ISO13855・・安全距離規格    IEC61496・・センサ安全規格 

C規格（個別製品安全規格） 

  工作機械 化学プラント 溶接機 

産業用ロボット 無人搬送機 プレス機 

機械安全の国際規格（ISO/IEC）の階層構造 

ISO/IECガイド51 

20 

防衛 

Defense Standard 00-56 

航空機 

JAR/FAR25 1309 

自動車 

ISO 26262 

MISRA-SA 

医療機器 

IEC 62304 
原子力 

IEC 61513 
ロボット 

ISO 10218 

フィールドバス 

IEC 61784 

産業機械 

IEC 62061 
プロセス産業 

IEC 61511 

鉄道 

IEC 62278 

電子制御モータ 

IEC 61800 

IEC 61508 機能安全規格 

対象：プロセス産業、機械製造、交通運輸、医療技術など 

全分野の基本規格 分野別が存在しない場合は、IEC 61508を適用 

20 
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リスク 
アセスメント 

（移動作業型、人間装着型、搭乗型） 

生活支援ロボットの 
安全性検証手法の研究開発 

安全技術を導入した 
生活支援ロボットの開発 

●対人安全性基準の確立 
●安全性基準に関する 
 適合性評価手法の研究開発 

●ロボットの安全技術の開発 
●ロボットの安全性検証 安全性試験 

適合性評価 

密接な 
連携 

（１）生活支援ロボットの対人安全性基準、試験方法及び認証手法の確立 
（２）安全技術を搭載した生活支援ロボットの開発 
（３）安全性基準の国際標準化提案、試験機関、認証機関の整備 

認証スキーム（案） 

＜プロジェクト体制＞ 
 期間 ：H２１年～H２５年（５年間）  

移動作業型ロボット 

装着型ロボット 搭乗型ロボット 

第三者認証機関（ISO/IEC Guide 65適合） 

ロボット製造者 
その他の試験機関 
※機種の特殊な 
試験項目を試験 

第三者試験機関 
（安全検証センター） 
※共通な試験項目を試験 

 ＩＳＯ１３４８２ （非医療用パーソナルケアに関する安全要求事項）の制定 

  （ＴＣ１８４／ＳＣ２／ＷＧ７） 

 国際標準化 

※本プロジェクト成果を国内審議団体を通じて提案 

生活支援ロボット実用化プロジェクト概要 
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ＮＥＤＯ 

委託 

協議 
プロジェクトリーダー 
(国研)産業技術総合研究所 知能システム研究部門 
研究部門長 比留川博久 

②安全技術を導入した移動作業型（操縦が中
心）生活支援ロボットの開発 

④安全技術を導入した人間装着（密着）型
生活支援ロボットの開発 

指導 

●パナソニック (株) 
●国立障害者リハビリテーションセンター 

●ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(株) 

●筑波大学 

（Ａ）安全技術を導入した移乗・移動支援ロ
ボットシステムの開発  

（Ａ）安全技術を導入した人間装着型  
生活支援ロボットスーツHALの開発 

（Ｂ）安全技術を導入したリズム歩行ア
シストの開発 

●（株）本田技術研究所 

③安全技術を導入した移動作業型（自律が中
心）生活支援ロボットの開発 

（A）安全技術を導入した配送センター内高速
ビークルシステムの開発 

●（株）ダイフク 

（B）安全技術を導入した配送センター内の
フォーク型物流支援ロボットの開発 

●（株）日立産機システム 
●（株）日立製作所 

⑤安全技術を導入した搭乗型生活支援ロ
ボットの開発 

（Ｂ）安全要素部品群と安全設計に基づ
く搭乗型移動ロボットの開発 

●アイシン精機(株) ●日本信号（株） 

●オプテックス（株） ●（株）ヴィッツ 

●千葉工業大学 

●トヨタ自動車(株) 

●（独）国立長寿医療研究センター 

（Ａ）搭乗型生活支援ロボットにおけるリ
スクアセスメントと安全機構の開発 

（Ｃ）屋外移動支援機器における安全エンジ
ニアリング技術の研究開発 

●ＩＤＥＣ（株） ●大阪大学 
共同実施 

①生活支援ロボットの安全性検証手法
の研究開発 

●(一財)日本自動車研究所  

●(国研)産業技術総合研究所 

●(独)労働安全衛生総合研究所 

●名古屋大学  

●(一財)日本品質保証機構 

●日本認証(株) 

●(一社)日本ロボット工業会 

●(一財)製造科学技術センター 

●筑波大学附属病院 

共同実施 

プロジェクト実施体制 
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プロジェクトにおける対象ロボット 
移動作業型（操縦中心）ロボット 移動作業型（自律中心）ロボット 

人間装着（密着）型ロボット 
搭乗型ロボット 

ロボティックベッド（パナソニック） 

歩行アシスト 
（本田技術研究所） 

ロボットスーツＨＡＬ 
（CYBERDYNE） 

搭乗型ロボット 
（トヨタ自動車） 

電動車いす 
（アイシン精機） 

屋外移動支援機器 
（ＩＤＥＣ） 

物流センターの無人搬送ロボット 
（ダイフク） （日立産機システム） 

・耐荷重試験     ・衝撃耐久性試験  ・電波暗室試験  

・静的安定性試験  ・複合環境試験 

・衝突安全性試験機 

・障害物接近再現試験機 

・電波暗室試験 

・環境認識性能試験 

・多目的走行試験 

・耐荷重試験 

・衝撃耐久性試験 

・ベルト走行耐久試験 

・電波暗室試験 

・複合環境試験 

・耐荷重試験 

・衝撃耐久性試験 

・ドラム型走行耐久性能試験機 

・障害物接近再現試験機 

・複合環境試験 

・電波暗室試験 

 

ISO13482、IEC60601-1、EN12184等 

ISO13482 

ＪＩＳ D 6802 、IEC61508、 ISO13849 

ISO13482、IEC61496、IEC61508等 
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ISO13482正式発行 

移動作業型 
ロボット 

人間装着型 
ロボット 

搭乗型 
ロボット 

＜ロボットの例＞ 

パーソナルケアロボットの安全規格で2014年2月1日にISO（国際標準化機構）より発行 

ISO 13482の構成 

1. 適用範囲 
2. 参照規格 
3. 用語と定義 
4. リスクアセスメント 
5. 安全要求事項と保護方策 
    代表的危険源 
  （エネルギー源、振動、熱、耐久性など） 
   に対する要求事項 
6. 安全関連制御システム要求事項 
  安全関連制御システム 
 （停止、速度制御、環境センシング、力制御など）に

対する要求事項 
7. 検証と妥当性確認 
8. 使用上の注意 

 

NEDO生活支援ロボット実用化ＰＪメンバーが草案を提出。 
議論をリードして正式発行に至った！ 
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生活支援ロボット実用化ＰＪ参画企業のISO13482認証 

昨年：2013年2月27日 

ISO/DIS 13482 

今回：2014年2月17日 

ISO13482: 2014 

ドラフト（原案）版 

CYBERDYNE（株） 「ロボットスーツＨＡＬ」 

パナソニック（株） 
 「リショーネ®」 

（株）ダイフク 
 「エリア管理システム」 

正式版 



New Energy and Industrial Technology Development Organization 

生活支援ロボットは人との接
触度が高くなるため，安全対
策を確認する制度が必要 

日本自動車研究所・産業技術総合研究所・労働安全衛生総合研究所・名古屋大学・
日本品質保証機構・日本認証・日本ロボット工業会・製造科学技術センター 

生活支援ロボットに適した認
証スキームの確立 

研究開発内容 

認証スキーム 

ISO/DIS 13482 への適合認
証第一号（HALR福祉用） 

・・・ 

・・・ 

認証に関する決定 

サンプリング(選択） 

特性の確定 

レビュー 

認証契約の締結 

サーベイランス 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

【適用規格の選択】  
 ISO/DIS 13482（安全性要求） 
【評価の対象を選択 】 
  設計管理体制，リスクアセスメント， 
製品の安全性評価 

【評価手法と評価基準の確定＋評価活動】 

  フェーズ1) 設計管理体制の評価， 

         設計コンセプト検証， 

           設計検証など 

  フェーズ2)   製造現場の品質管理 

         体制評価＋製品試験 

 

ライセンス授与 

 

設計管理体制の評価、製品試験， 

品質管理体制評価 

評価活動の結果（評価結果）の検証 

認証可否の判断 

・・・ 

課題 

成果 

本件に関するお問い合わせ先：日本品質保証機構
http://www.jqa.jp/service_list/fs/action/form/index.html 

ISO 13482 認証スキームの開発 
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生活支援ロボット安全検証センターの役割 

標準化提案機関（事務局：日本ロボット工業会） 

ロボット製造者 

安全性認証機関 

試験依頼 認証依頼 

品質管理体制 
及び製品の審査， 
認証書の発行 

試験データ提供 

生活支援ロボット安全検証センター 

試験結果 

●つくば市に2010年末に完成 
 
●生活支援ロボット用の安全性 
試験拠点は世界初 
 
●日本主導の国際標準化に向けた 
拠点として安全研究の実施 

標準化団体（ＩＳＯ） 

提案 

（一財）日本自動車研究所 

(一財)日本品質保証機構 

データ 
提供 

技術・制度・法規制 
等の相談 

データ 
提供依頼 
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①多目的走行性試験路 
②傾斜走行性試験路 
③環境認識性能試験装置 
④ロボット走行状態模擬装置 
⑤３次元動作解析装置 
⑥障害物接近再現装置 
⑦衝突安全性試験機 
⑧静的安定性試験装置 
⑨ダミー校正装置 
⑩複合環境振動試験機 
⑪衝撃耐久性試験機 
⑫耐荷重試験機 
⑬装着型生活支援ロボット耐久試験機 
⑭ベルト型走行耐久性能試験機 
⑮ドラム型走行耐久性能試験機 
⑯重心移動制御装置 
⑰装着型生活支援ロボット強度試験機 
⑱電波暗室 

（１）走行試験関連エリア 
（２）対人試験関連エリア 
（３）強度試験関連エリア 
（４）ＥＭＣ試験関連エリア 

安全検証センターの内部エリア概要 
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排泄支援 

移乗支援 

移動支援 

経済産業省ロボット介護機器開発・導入促進事業 

 目的 
高齢者の自立支援, 介護者の負担軽減

に資するロボット介護機器の開発・導入
を促進すること.  
 

 開発補助事業 

介護現場のニーズを踏まえてロボット技
術の利用が有望な分野を重点分野として
特定し,開発企業に対し補助を行う. 

 
 基準策定・評価事業 

機器の開発に必要となる安全性と効果の
アセスメント手法・検証方法、倫理審査等
の「実証プロトコル」を確立する. 

入浴支援 

見守り支援 
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経産省、優秀機器認定 

31 
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経産省、優秀機器認定 

32 



国立研究開発法人 

ロボット介護機器開発Ｖ字モデル 

要件定義 

プロトタイプ作成 

システム検証 

モジュール試験 

機構・制御部 
安全関連部 システム設計 

ハード・ソフト設計 

効果安全目標 

有用性・安全性に関する機能要求 
有用性・安全性に関する性能要求 

モジュール化設計 

ハード・ソフト試験 

妥当性確認 

一日の生活の中での課題の明確化 

目標となる「活動」の明確化 

要素動作の明確化 

「している活動」での検証 

要素動作での検証 

開
発
コ
ン
セ
プ
ト

 

・メリット・デメリット 
 （短期的・長期的） 
 （被介護者・介護者、 
  施設全体） 
・適応と禁忌 
・使い方 

工学システム 

人との関係 

項目と具体的内容 

「参加」の具体像としての「活動」 

「できる活動」での検証 

効果安全目標 
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IEC61508機能安全の要求プロセス 

• V字モデル開発 • 全安全ライフサイクル 
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V字モデルにおける３つの階層 

要件定義 

プロトタイプ作成 

システム検証 

モジュール試験 

機構・制御部 
安全関連部 システム設計 

ハード・ソフト設計 

有用性・安全性に関する機能要求 
有用性・安全性に関する性能要求 

モジュール化設計 

ハード・ソフト試験 

妥当性確認 

一日の生活の中での課題の明確化 

目標となる「活動」の明確化 

要素動作の明確化 

「している活動」での検証 

要素動作での検証 

開
発
コ
ン
セ
プ
ト

 

・メリット・デメリット 
 （短期的・長期的） 
 （被介護者・介護者、 
  施設全体） 
・適応と禁忌 
・使い方 

工学システム 

人との関係 

項目と具体的内容 

「参加」の具体像としての「活動」 

「できる活動」での検証 

効果安全目標 ①人の階層 

③コンポーネントの階層 

②機械の階層 
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各階層における安全メタモデル 

①人の階層では、 

「人が機械をどう使うか」が中心 

C. ヒューマンエラー（分析手法がない） 
D. 運用上の注意（安全防護外とされる） 

 

②機器の階層では、 

「人と機械との関係」が中心 

C. リスクアセスメント 
D. 安全防護 

 

③コンポーネント階層では、 

「機械の内部」が中心 

C. 故障分析（FMEA, FTA, FMEDA） 
D. 自己診断や冗長系などの機能安全 

A.設計・実現 

B.妥当性 
   の確認 

やりたいこと 
（要求） 

D.対策 

     C.望ましくない 
影響について 
の分析 

どうやるか 
（実現、実装） 

• それぞれの階層で同様の構造 
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要求と実現の関係 

• 要求を実現すると、 
• 常に 
  望ましくない影響も生む 
 
• 「望ましくない影響」の例： 

 ① 人の階層：  「ヒューマンエラー」や「廃用」 

 ② 機器：  「リスク」 

 ③ コンポーネント：  「故障（Failure）」 

    

1.要求 
3.望ましく 
ない影響、 
負の側面 

2.実現（実装） 
ベン図 
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重点分野の定義（例） 

• 移乗介助機器（装着型） 

– ロボット技術を用いて介助者のパワー
アシストを行う装着型の機器で、以下の
特徴を持つものを装着型移乗介助機器
として重点的に開発を行います。 

 

1. 介助者が装着して用い、移乗介助の
際の腰の負担を軽減する。 

2. 介助者が一人で着脱可能であること。 

3. ベッド、車いす、便器の間の移乗に用
いることができる。 
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重点分野のSysMLによるモデル化 

• 移乗介助機器（装着型） 
– ロボット技術を用いて介助者
のパワーアシストを行う装着
型の機器で、以下の特徴を
持つものを装着型移乗介助
機器として重点的に開発を
行います。 

 

1. 介助者が装着して用い、移
乗介助の際の腰の負担を
軽減する。 

2. 介助者が一人で着脱可能
であること。 

3. ベッド、車いす、便器の間
の移乗に用いることができ
る。 
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モデルを使った要求分析 
• 本当に、乗り移らせるだけの機能要求で良いか？ 

2014/9/26 

分析の結果、新たな要求が見つかる 
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SysMLによる上流モデルの例 

：病院・介護施設 

介助者が装着して用い，移乗介
助の際の腰の負担を軽減する 

介助者が一人で着脱可能である
こと 

ロボット技術を用いて介助者のパ
ワーアシストを行う装着型の機器 

ベッド，車いす，便器の間の移乗
に用いることができる 

:移乗介助機器(装着型) 

：移乗対象 

：ベッド 

：車いす 

：便器 

1 
1 

1 

0..1 

0..1 

0..1 

:介護者 

:被介護者 

1 

1 

1 

1 

ibd [Package] SysML-N-1.移乗介助機器(装着型) [SysML-N-1-C]      

：椅子 

：車 

：ストレッチャー 

1 
1 
1 

：機器充電場所 

：機器保管場所 

：手洗い場 

：脱衣所 

：周りの人 

：被介護者関係者 

：施設職員 

：他の入居者 

1 

1 

1 
1 

1 

0..1 

0..1 

0..1 

0..1 

0..1 

0..* 
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SysMLによる上流モデルの例 

ベッド，車いす，便器の間の移乗に
用いることができる 

介助者が一人で着脱可能であ
ること 

介助者が装着して用い，移乗介
助の際の腰の負担を軽減する 

uc [Package] SysML-N-1.移乗介助機器(装着型) [SysML-N-1-U]      

介護者 被介護者 

乗り移らせる 

パワーアシストを行う 

着脱する 

<<include>> 

移乗介助機器(装着型) 

着用したまま他の業務を行う 
<<include>> 

<<include>> 

アシスト量を設定する <<include>> 

バッテリを交換する 

動作を指示する 介護者の動作を計測する 

充電する 

消耗品を交換される 

持ち運ぶ 

消毒される 

清掃される 

排泄支援サービス 
排泄をサポートする 

衣服を着ることをサポートする 

衣服を脱ぐこと をサポートする 

自宅以外の屋内移動 をサポートする 

車いすを押す 

介護サービス 

ベッドを整える 
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サービスと安全とコストの関係 

価格の安さ 安全性 

機能の豊富さ 

一般的には 
トレードオフとなる問題 

• 機能/サービス： 十分(○) 

• 価格：   高い(×) 

• 安全性： 安全(○) 

・・・ 売れない  

• 機能/サービス：  不十分(×) 

• 価格：   安い(○) 

• 安全性：  安全(○) 

・・・ 売れない 

• 機能/サービス： 十分(○) 

• 価格：   安い(○) 

• 安全性： 危険(×) 

・・・ 売れない 
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まとめ 

• 社会の変化により、サービスロボットが必要と
なってきた 

• 人と接するロボットの安全が必要 

 

• 日本主導で、ISO13482パーソナルケアロボッ
トの安全規格認証を開始 

• 介護ロボットではV字モデル開発を導入 

• モデルベースの安全分析技術 


