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[要約]  

 近年、産業用分野のみならず、非産業分野においても、公共の場や家庭内などで使用さ

れる移動ロボットの実用化が進んでおり、人間と共存する移動ロボットというものが現実

のものとなってきており、今後、このようなロボットが急速に普及することが予想される。 

 しかしながら、現在のところ、このような移動ロボットに関する安全対策や規格などは

整備されておらず、ISO（国際標準化機構）や JIS（日本工業規格）、労働安全衛生規則等

ではこのようなロボットについては適用範囲外としている。 

 このような人間と共存する移動ロボットの安全対策は、非定常時のみに人が接近する従

来の固定式の産業用ロボットとは明らかに異なり、現行の産業用ロボットに関する安全規

格類をそのまま適用しようとしても無理があるなど、これまでの安全対策では、当然不十

分である。 

 このような状況において、すでに実用化されている移動ロボットの安全性確保及び今後

の移動ロボットの普及促進のために、人間と共存する移動ロボットの安全基準の策定は急

務であるといえる。 

 そこで、本調査研究では、これまでになされてきた機械に関する安全規格及び産業用ロ

ボットの安全規格の移動ロボットのへ適用についての検討に基づき、移動ロボットの安全

基準案の策定に向けた検討を行うと共に、移動ロボットの安全性検討に密接に関連する産

業用ロボットの安全性に関する国際規格（ISO 10218）の改訂状況等の調査及びロボット

操作部におけるヒューマンインタフェースに関する標準化案の策定等も行った。 

 

１．調査研究の概要 

1.1 調査研究の目的 

 本調査研究では、すでに実用化されている移動ロボットの安全性確保及び今後の移動ロ

ボットの普及促進のために、人間と共存する移動ロボットの安全基準の策定を目的とし、

その成果については、積極的に国際標準提案を行うこととする。 

1.2 調査研究の概要 

 本年度は以下の調査検討に基づき、人間と共存する移動ロボットの安全基準の策定に関

する検討を行った。 



 （１）機械に関する安全規格及び産業用ロボットの安全規格に関する調査検討 

    機械に関する安全規格（JIS B 9702,9705,9960等）及び産業用ロボットの安全規     

    格（JIS B 8433,ANSI/RIA R15.06）に関する調査。 

 （２）機械に関する安全規格及び産業用ロボットの安全規格の移動ロボットのへ適用に     

    ついての検討 

    機械に関する安全規格及び産業用ロボットの安全規格の規定内容が、移動ロボッ     

    トについても適用可能か否かについての具体的検討。 

 （３）移動ロボット特有の危険源及びリスクアセスメントについての検討 

    従来の機械にはない、移動ロボット特有の危険源を同定し、それらのリスクアセ      

    スメントについての具体的検討及びその結果の安全基準への反映。 

1.3 調査研究の体制 

 ロボットメーカ、ユーザ及び学識経験者によって構成される国際標準化対策専門委員会

を当工業会内に設置し、本委員会と３つのワーキンググループ（移動ロボット安全性検討

ワーキンググループ、安全性検討ワーキンググループ及び操作インタフェースワーキング

グループ）によって調査研究を行った。 

 本委員会は、調査研究の方針を決定し、事業の進展を統括すると共に、各ワーキンググ

ループの作業内容の審議、承認を行った。 

 移動ロボット安全性検討ワーキンググループは、移動ロボットの安全基準策定に向けて、

対象となる移動ロボット範囲とその体系化、現行の機械安全に関する規格類の移動ロボッ

トへの適用の可否、移動ロボット特有の危険源とそのリスクアセスメント等についての検

討を行った。 

 安全性検討ワーキンググループは、移動ロボットの安全性検討に密接に関連する ISO 

10218（産業用マニピュレーティングロボット－安全性）の改訂作業に関して、日本提案

及び ISOから回付される国際投票に対する日本回答の作成、各国提案の検討及び関係主要

国の現状等の調査を行った。 

 操作インタフェースワーキンググループは、ロボットの安全性に密接に関連するティー

チングペンダント等の操作部のヒューマンインタフェースに関する標準化についての検討

を行った。 

 

２．移動ロボットの安全性標準化に関する検討 

 本調査研究では、これまでになされてきた機械に関する安全規格及び産業用ロボットの

安全規格の移動ロボットのへ適用についての検討に基づき、移動ロボットの安全基準案の



策定に向けた検討を開始した。 

 三カ年計画の初年度である今年度は、まず、移動ロボットの安全基準策定に際して、次

のような調査検討を実施した。 

 ・移動ロボットの安全基準を検討するには、対象とする移動ロボットの範囲を明確にす 

  る必要がある。そのためには、現在ある移動ロボットにはどのようなものがあるかを 

  把握した上で、それらを分類し、その体系化について検討する。 

 ・実際にどのような移動ロボットがあるかを把握するため、事例調査を実施した。 

 ・移動ロボットの分類については、単純な分類ではなく、安全性に着目した分類を行う  

  ため、移動範囲・移動環境・対人環境・マニピュレータの有無・移動出力・操作と制

御・停止形態の７つのパラメータに基づいた分類の検討を実施した。 

 ・移動ロボットの安全基準策定にあたり、想定される問題点を明確にするため、移動ロ 

  ボットの危険源リストを作成した。 

 なお、今年度以降の調査研究計画は、次年度に移動ロボットの安全基準で対象とする移

動ロボットの範囲を明確にし、移動ロボットの体系化についてのまとめを行う。また、移

動ロボット安全基準策定の手法についての検討を行う。そして、最終年度には、それまで

の調査研究結果に基づき、移動ロボットの安全基準策定を行う予定である。 

 

３．ＩＳＯにおける標準化動向 

 本調査研究では、移動ロボットの安全性検討に密接に関連する ISO 10218（産業用マニ

ピュレーティングロボット－安全性）の改訂作業を行っている ISO/TC184/SC2 に関して、

日本提案及び ISO から回付される国際投票に対する日本回答の作成、各国提案の検討をは

じめ、ISO/TC184/SC2 国際会議及び関係主要国のロボットの安全に関する現状等の調査を

行った。 

 ISO/TC184/SC2 では、第１回ＳＣ２フランクフルト会議が 1984 年５月 22 日に開催され

て以来，これまで ISO 10 件，TR４件が発行された。 

 当初は５つの WG で，最大６つの WG で作業してきたが，作成中の規格がほぼ発行された

ことから，2000 年５月 11～12 日に開催された第 12 回ＳＣ２アナーバ会議において，全て

のＷＧが解散されることとなり，以降の改正及び新規作成作業はＷＧでなく，ＰＴ(Project 

Team)で進められることとなった。 

 現在、ISO 10218:1992（ロボットの安全性），ISO 9409-1:1996（メカニカルインタフェ

ース－フランジ形（Ａ形）の２件の改正作業が進んでいる。 

 ISO 10218（ロボットの安全性）の改正は各国が大きな関心を持ってる大きなテーマであ



る。本提案は米国より提案されたもので，新規作業項目投票（2002 年１月 15 日期限）に

より，1999 年６月に発行された米国の安全規格（ANSI/RIA R15.06）をベースとして ISO 

10218（ロボットの安全性）の改訂作業を行うことになった。 

 本改訂作業は PT(Project Team)で行われており，PT 会議が３回開催された。 

 ISO 10218 は第１部「設計、建設、据付」と第２部「改造、再配置、使用」の２つのパ

ートから成っているが、2003 年 10 月に開催された第５回 PT 会議において、第２部の適用

範囲が曖昧で再考の必要性があるということになり、第２部をキャンセルするという方針

が出され、投票（2004 年１月６日）を経て、第２部のキャンセルと新規作業項目として「セ

ルにおけるロボットの統合と据付け」を開始することになった。 

 上述の通り、ISO 10218（ロボットの安全性）の改訂作業は PT(Project Team)で行われ

ており，本年度は６月イタリア・トリノ、１０月ドイツ・アウグスブルグ、２月アメリカ・

オーランドの計３回開催され、日本からはトリノ会議に７人、アウグスブルグ会議に４人、

オーランド会議に５人が出席した。我が国は世界の 60％以上を生産し、その 50％を輸出し

ているので、我が国のロボットメーカが安全規格上不利にならないよう、また、ロボット

大国としての国際貢献が果たせるよう、今後も ISO の国際会議に積極的に参加する必要が

ある。 

 また、今年度はロボット等の安全性に関する調査を欧州主要各国及びアメリカにおいて

実施し、その結果を本調査研究に役立てることができた。 

 

４．ロボット操作インタフェース標準化に関する検討 

 本調査研究では、移動ロボットの安全性検討に密接に関連するロボット操作インタフェ

ース標準化案の策定も行った。 

 産業現場に広く普及し、現在では欠かせないものとなっているロボットではあるが、メ

ーカごとに異なる操作部や名称等にとまどうユーザも見受けられる。そこで、平成１３年

度より軽水炉プラント用保守・点検ロボットの標準化に関する調査研究のなかで、ロボッ

ト操作部におけるヒューマンインタフェース標準化調査を行いメーカ・ユーザの聞き取り

調査等をおこない、それらに基づいて標準化の素案を作成した。 

 移動ロボット安全性標準化調査専門委員会では、昨年までの調査研究で得られた標準化

の素案について検討を加え、工業標準の規格原案とすることを目的に検討を行った。 

 以下に策定したロボット操作インタフェース標準化案の項目を示す。 

1 適用範囲  

2 引用規格  



3 用語 

4 キー及びボタン 

4.1 専用キー 

4.2 数字入力キー 

4.3 軸操作キー 

4.4 表示 

4.5 非常停止機器 

4.6 配置 

4.7 複数機能キー 

4.8 スイッチの操作感覚 

5 色 

6 表示装置 

6.1 視認性 

6.2 表示色 

6.3 表示文字 

6.4 警告表示 

7 イネーブル装置 

8 材料 

 今回作成した規格原案では、キーやボタンの操作力・キーの寸法・配置に関する寸法な

どは記載しないこととした。類似の欧米の規格（ANSI/RIA R15.02，EN894-4など）では、

これらに具体的な数値を割り当てて規格としているものもあるが、これらの数値は欧米人

の体格・操作力に対応して決められているものであり、そのまま日本人（およびアジア人）

に当てはめられないものが多いと考えられる。そのため、数値を指定しないのであれば、

規格として盛り込む必要はないであろうと考えた。現在、別途アジア人に対する体格の標

準数値などを定める作業が進められており、これらの結果を待って取り入れられる数値が

あればそれを取り込むことにより、より設計の指針となる規格案とすべきであると考える。 

 現在、実際に多くのメーカで製造されたロボットとそれに接続される操作ペンダントが

実際に使用されており、大きな変更を行うと現場での混乱を招くというデメリットの方が

標準化を行うメリットより多い場合も考えられる。したがって、用語等は細部まで定める

よりはゆとりのある規格とすることとした。 

 用語においては、各メーカの違いを十分に考慮するとともに、最近の小型化に対してど

こまで、誤操作が起きないかについて議論をした。その結果、一つのキーにあまり多くの



機能を持たせるのはよくないのではないかということになったが、切り替えの明確化や誤

操作の防止とのかねあいであろう。やはり、限度があるのではないかと考える。 

 近い将来ワイヤレス型のペンダントが実用に供されると思われる。これは、ペンダント

についての大きな技術的なステップであるので、ワイヤレス化の問題とそれに付随する安

全性・操作性に関する議論をこの先していかないといけないと考える。 

 また、今回は検討の対象外としたが、インタフェースという観点からは、ペンダントと

制御装置本体との接続に当たっての、物理的・電気的なインタフェースや通信プロトコル

など、標準化すべき点は多いと考える。 

５．今後の進め方 

 今年度は、移動ロボットの安全基準策定に関する基礎的調査研究として、対象とする移

動ロボットの範囲の明確化に向けた、移動ロボット事例調査、移動ロボットの分類検討、

移動ロボットの危険源リストに関する検討などを行った。 

 また、移動ロボットの安全性検討に密接に関連する産業用ロボットの安全性に関する国

際規格の改訂状況等の調査及びロボット操作インタフェース標準化案の策定も行った。 

 来年度は、移動ロボットの安全基準で対象とする移動ロボットの範囲を明確にすると共  

に、移動ロボットの体系化についてのまとめを行うほか、移動ロボット安全基準策定の手

法についての検討も行うこととする。 

 また、移動ロボットの安全性検討に密接に関連する産業用ロボットの安全性に関する国

際規格の改訂状況等の調査についても、引き続き実施していく予定である。 
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