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要約  

   

1. 調査研究の目的   

 機械類の安全性は、機械と人体との関わりを適切に管理することによって実現される。すなわちヒ

ューマンインターフェイスの特性の一部を構成する。このような機械類の安全なヒューマンインター

フェイスに関する国際標準の中に、人体の形状データ並びに運動データ（以下人体計測データ）を根

拠にして数値的に基準が示されているものがある。機械にアクセスするための開口部寸法を定める一

連の標準、並びにガード及び電気的検知保護設備を機械の危険部分からどれだけはなして設置すべき

かを定める一連の標準である。これらの国際標準は、欧州で取得した人体計測データを根拠としてい

るために、その他の地域の各国が適用するに当たっては、当該欧州データ及び国内の人体計測データ



を用いて修正の必要性について検討し、その必要があるものを修正する必要がある。このテーマは、

これら国際標準をアジア諸国に適用できるようにするために必要な修正提案を、アジアの国と共同し

て行うことを目的とする。  

     

2. 調査研究概要  

2.1 平成 15 年度調査研究事項  

  平成 15 年度においては、以下の各事項について、調査研究を実施することとした。 

①国際標準の調査  

国際提案の対象とする国際標準、そこに使われている人体測定データの種類、その数値的根拠、

およびそのデータの取得に当たって考慮すべき国際標準等の要求事項などを明らかにする。 

提案対象規格 

－ISO13852，機械類の安全性－上肢が危険区域に到達することを防止するための安全距離 

－ISO13853，機械類の安全性－下肢が危険区域に到達することを防止するための安全距離 

－ISO13854，機械類の安全性－人体部位が押しつぶされることを防止するための最小隙間 

－ISO13855，機械類の安全性－人体の接近速度に基づく保護装置の位置決め  

②ヒューマンインターフェイスの調査  

既存の国内の人体測定データを調査し、その中から前項で決定した所要の人体測定データへ流

用可能なものを特定し、新規に取得する必要のある人体測定データの取得方法を検討し、平成１

6年度以降の人体測定データ取得計画を立案する。  

③共同開発体制の整備  

中国を含む複数の国の実状を調査するとともに、中国との共同開発を実現するために、中国の

交渉窓口を特定して、共同開発の同意を取り付ける。中国との共同開発が実現不可能と判断され

た場合は、韓国、シンガポールなどと交渉し、アジアの一国との共同開発の同意を取り付けるべ

く努力する。  

  

     

2.2 人体測定データの種類に関する調査   

上記 2.1 の①で提案対象として選定した国際規格のうち、静的な人体形状寸法にのみ依存する

ISO13852，ISO13853，ISO13854 の国際規格について、その定める規定値全てを抽出した。 

これらの規定値は、全て安全距離と最小間隙であって、そのまま人体計測値を表すものではない。

しかしこれらの安全距離は全て、特定の人体の一部が、それぞれの条件で示された制約下で、どこま

で届くかを示しており、ほとんどは容易に対応する人体計測値を想定することができることから、こ

れらが人体測定データの種類を特定している，とした。 

人体測定値の種類は以上のとおり想定できるが、三つの国際標準全てにおいて、共通してひとつの

根拠が示されていない。対応する人体計測値の広がり（分布）について、どこまでを対象に安全を確

保するかという条件である。統計用語で言えば、人体計測値の何パーセンタイル（百分比）値を基準

として安全距離などを定めるかという問題である。国際規格としては、規定値は明示しても、その根

拠を解説する必要はないので、これが示されていないのは当然であるが、新たに規定値を提案するた

めには、その規定値の根拠が現行規定の根拠と整合していなければならない。調査により明らかにな

らない場合には、検討の上、適切なパーセンタイル値を定め、その根拠とともに提案する必要がある。  

   

2.3 人体測定データの数値的根拠に関する調査  

ISO13852，ISO13853，ISO13854 の国際規格について、前項で明らかにした各規定値とその根拠を調

査した。これらの規格の中には、「欧州に見られる人のデータに基づく」との記述はあるものの、その

根拠となった人体計測値の出典については記載がない。 

今年度の調査では、関係文書を主に調査し，その結果、一部の根拠が明らかになった。それは、人

体計測値のパーセンタイル値に関するもので、一部の規定値は、95 パーセンタイル値に基づいて決め

られたことが分かった。 

すなわち、これら 3 国際規格は、ドイツ工業標準 DIN31001－1「工業装置の設計に関する安全規定



－保護装置」を基にして ISO で審議され、成立したものと考えられるが、この DIN には「解説」とい

う章があり、この規格の規定値は「CIS10 労働科学と機械保護」、「成人の体格；定義、測定方法、値」、

「年齢別体形の変化の人体測定的労働科学的考察実証のための 25～40 才成人男子の体格」、「作業具、

設置及び作業場の設計基礎としての 20 才成人男子の体格」、「子供の環境の安全設計のための人体測定

的調査」等に規定された手法を基に、発生する危険を考えて「大人と 14 才以上の子供のグループの

95％」、「3才以上の子供と大人のグループ 99％」に対して試験を行い導かれたものであるとしている。 

また、これら 3 国際規格を改定するにあたり、英国 HSE で事前調査が行われ、その内容が

ISO/TC199N408 で報告されている。それによれば、例えば、ISO13852、表 1 はドイツとフランスのデ

ータを基にしており、この数値は、前述の「CIS10 労働科学と機械保護」－1964 年に発行されたニ

ュージーランドのデータを基にしている－より大きくとってあり、欧米人の体格は 10 年で平均１cm

増加するので、このデータを見直す必要があるとしている。修正が必要な例として、次の値について

評価がなされている。 

解説によれば、「大人と 14 才以上の子供のグループの 95％」、「3 才以上の子供と大人のグループ

99％」に対して試験を行い数値を導き引き出したとしている。この規格の数値を基にして 3国際標準

の数値が設定されていることが想定されるが、数値規定を変更しており、その変更根拠については未

知である。  

     

2.4 ヒューマンインターフェイスの調査  

2.4.1 既存人体測定データの流用可能性調査  

提案対象国際規格の規定値が、アジア人の体型に対して適用できるか否か、できなければどのよう

な規定値に変更するべきかを決定するために、アジア地域の人について測定された既存の人体測定デ

ータ集の中に、利用できるデータがないか調査した。そのようなデータ集のうち、今年度調査したも

のは、表 1に示す 5つである。同表の最後の欄にそのデータ集に採録されているデータで、提案対象

国際規格のいずれかの規定値に相当するものは、4 番のデータ集以外に直接対応するデータは存在し

ないことを示している。 

3 番のデータ集は、その中でも述べられているように、測定対象となった人の範囲に制約があり、

日本人を代表するか検討の余地がある。また、測定年代が 20 年昔であるため、経年変化を補正する必

要がある。それにもかかわらず、このデータ集は、貴重な情報を含んでいると考えられる。 

4 番のデータ集は、国のプロジェクトとして実施された計測の結果をまとめたもので、日本人を代

表するデータとして信頼性は極めて高いが、178 種の人体計測データの中に直接該当するデータは存

在しない。 

5番のデータ集は、国際機関がまとめたもので、世界を20の地域にわけて計測値を掲げている中に、

北アジア、南中国、東南アジア、日本（朝鮮半島含む）の 4地域がある。しかしながらリストされた

19 種の人体計測値の中に、直接該当するデータは存在しない。 

アジア各国のデータについて、当初調査する予定であったが、次のような理由で延期した。すなわ

ち、予想されたように、上記データ集 3のような提案対象標準そのものを対象に測定したデータ集は

例外であって、一般に人体計測データにはそのような観点で測定された測定値が存在しないことが明

らかになったので、直接該当するデータを探すことは無駄となる可能性が高い。今後、機械の安全性

以外の目的で測定された、既存のデータ集に典型的に見られるデータを素材として用い、これを加工

して目的のデータに変換する手法を研究・確立し、その上で、素材となるデータの有無を調査すると

いうアプローチが必要であるとの認識にいたった。 

そのようなデータ変換の手法を検証するためには、必ずしも体型の全分布範囲を対象にする必要が

なく、データ集 3のデータは、この目的には有効な情報を含むと考えられる。いずれにせよ、データ

変換手法の開発とその検証は、今後の課題である。  

     

2.4.2 新規人体測定データ取得必要性調査及びその方法に関する調査  

ヒューマンインターフェイス共同開発委員会第 1回会議において、人体計測作業をこの委員会で実

施することは、よほど簡易な測定でなければ、コストパーフォーマンスならびに人的リソースの観点

から、非現実的であることが認識された。その上で、今後のアプローチとしては、既存のデータから



変換する手法を優先して検討・確立することが必要であり、どうしてもそれが不可能と判断されたと

きに、初めて実測を検討するべきである、との結論を得た。 

世界の人体計測データをまとめた ILO のデータ集（表 1のデータ集５）においても、そのデータ編

集に関する解説の中で、人体計測の困難性と、したがって既存の各種人体計測データからいかにして

目的のデータに変換するかを検討したことが記述されている。 

ひとつの人体計測値を、他の関連する人体計測値を用いて求めるためには、元となるデータと何ら

かの変換手段を必要とする。従来このような変換手段としては、回帰式が用いられている。例えば、

産業安全研究所は、表 1のデータ集 3の中で、背伸びをしたときの上方に手を伸ばして届く高さ（上

方到達リーチ）を、かかとをつけて測定した値から換算する回帰式として 

  y＝ax＋b 

  y：背伸びした時のリーチ 

  x：かかとをつけたときのリーチ 

  a＝0.9596 

  b＝223.6 

を与えている。（被験者 14 名による比較データからもとめたもの）この場合、独立変数としてかかと

をつけた状態のリーチだけでなく、例えば足の長さを使うなど、複数の独立変数を使って定式化する

ことも可能である（重回帰式）。既存のデータ集に存在するデータの中からそのようなデータをいくつ

選定して定式化すべきか、どのような形の回帰式とするか、その回帰式の検証をどのように行うか、

このような検討を、提案対象国際標準の規定値ごとに実施することになる。 

 一方、ごく最近になって、コンピュータマネキンというものが利用できるようになった。コンピュ

ータマネキンは、ある体格を入力し、その体格を持ったマネキンをつくり、これに姿勢のデータを加

えることによって、その姿勢をとったときの人体の各部の位置を得ることができる。したがって、例

えばつま先立ちした人の上方到達リーチを例に取れば、一般的な体格データを入力したマネキンにそ

のような姿勢を取らせれば、答えが得られるという意味で、一種のデータ変換手段と考えられるもの

である。コンピュータマネキンの利用についての検討詳細については 2.5 で述べる。 

 以上をまとめると、今後のアプローチは、各規定値について、直接対応する人体計測データが既存

のデータ集から得られない場合は、従来手法の回帰式によるか、コンピュータマネキンによるか、最

後の手段として実際に人体計測を行うか、を比較検討し、最適な手法により、人体計測値を取得する

ということとなる。  

     

2.5 新規人体測定データ取得計画（コンピュータマネキンの利用に関する検討）  

 ISO13852 において規定されている安全距離のいくつかは、様々な姿勢あるいは肢位をとったときの

人間の到達域、到達距離である。よって、人類学や人間工学の分野で従来計測提示されてきた身長、

上肢長等の単なる寸法のみでは、これらの数値を決めることはできない。標準的な姿勢を規定し、こ

のときの寸法しか示されていないためである。 

 これらの数値を見直し、日本人あるいはアジア圏の人々の体格の多様性も考慮して数値を提案し、

規格に盛り込むには、従来の方法による人体寸法計測や寸法規定では不十分である。 

 一方、最近になって製品設計における空間や機器の寸法評価や作業工程、作業ラインにおける空間

寸法や時間の評価に、コンピュータマネキンが用いられ始めた。特に自動車、住宅、車いす等につい

ては人間の姿勢と体格の両方が問題となるため、コンピュータマネキンがしばしば用いられている。

コンピュータマネキンとは、コンピュータ上に作られた仮想的な人間であり、人間と類似の関節の構

造や自由度、質量分布、形状をもつ。必要な情報を入力すれば体格の変更も容易であり、関節角度や

手先位置の指定によって姿勢を変更することもできる。最近では、実測した姿勢や動作データ（身体

主要部位の３次元位置座標値）を入力して、精度よく動作を再現することも可能になった。 

 これらのことから、アジア圏の人々の体格の多様性と姿勢とを同時に考慮して安全距離を算定する

には、コンピュータマネキンを利用することが有効と考えられる。 

 現在市販されているコンピュータマネキンはいくつかあるが、体格の変更や人体寸法の反映が容易

でかつ動作や姿勢の精度よい再現が可能なものとして Jack と Quete を挙げることができる。 

 Jack はペンシルバニア大学で開発されたコンピュータマネキンであり、現在、我が国の製品設計評



価の分野で最も普及しているものの１つである。様々な体格の男女のマネキンを作ることができ、姿

勢の生成、到達域や姿勢負担等の人間工学的評価パラメータの算出も容易である。最近では、産業技

術総合研究所が開発した実測動作データに基づいた動作生成技術がモジュールとして組み込まれ、動

作データについても精度よく生成、再現できるようになった。ただし、マネキンの体格を創り出すた

めの基本式が米国人の人体寸法データにもとづいているため、日本人の体格を正確に再現できるかど

うかについては検討の余地がある。 

 Quete は社団法人人間生活工学研究センター（HQL）と株式会社オージス総研とが CAD（AutoCAD）上

で操作できるコンピュータマネキンとして共同開発したものである。このマネキンは HQL の持つ約

35000 人分の日本人人体寸法を反映することができ、各身体部位の形状も現実の人間に近い。また、

手先等の到達域表示もできる。関節角度等を指定すれば姿勢の変更も可能ではあるが、現状では動作

の生成は困難である。 

 このように、現在利用可能なコンピュータマネキンシステムにも長所、短所がある。しかし、この

短所を改良してコンピュータマネキンシステムシステムを活用し、アジア圏の人々の人体寸法を持つ

マネキンを創るとともに、リーチングの姿勢や動作を生成すれば、被験者実験のみの場合に比べて時

間や労力を大幅に削減して、しかもより現実的な安全距離を規定することが可能と考えられる。 

 今年度の調査研究にもとづくと、現在利用可能なコンピュータマネキンである Jack あるいは Quete

を活用し、アジア圏の人々の体格のバリエーション等も考慮しながら ISO13852 関連安全距離を規定す

るためには、以下の五つの課題に関して研究開発を実施する必要がある。  

 課題１：姿勢・動作生成機構の構築  

JackあるいはQueteによって、当該規格で対象としている姿勢や動作を精度よく再現するため、

既にこれらのシステムに組み込まれている動作生成モジュールを改良する。特に Quete について

は、実測動作データを読み込んで、それを基に姿勢や時々刻々の動作を再現・生成できる機構を、

新規モジュールとして組み込む。  

 課題２：アジア圏の国々における代表的人体寸法値の取得  

コンピュータマネキンシステムにて人体を構成するのに必要となる人体寸法項目の値を、アジ

ア圏の国々における代表的人々に関して取得する。特にこの規格策定では、対象者の身長が重要

の意味を持つため、各国の身長分布の 95%タイル、5%タイルの人に関して人体寸法を得ておく必

要がある。これについては、各国との共同研究を実施することによって測定するか、あるいは既

存データが存在する場合にはそれの提供を依頼することによって取得する。  

 課題３：姿勢、動作基本データの取得  

数名の成人被験者を対象に、当該規格で対象としている姿勢や動作を、条件を変えて３次元的

位置の時系列データとして計測する。Reaching upward に関しては背伸びをした場合、しない場

合、肩を最大に上げた場合、肩を上げない場合等の条件を設定する。Reaching over protective 

structure については、柵の高さを変えるとともに、柵にもたれかかった場合、盛られ係らない

場合について、最大リーチング姿勢を計測する。Reaching round について最大の可動範囲で上肢

を動かして、このときの腕の動作を計測する。  

 課題４：コンピュータマネキンによる動作の生成と精度の確認  

動作計測被験者の同じ体格のマネキンを生成し、実測動作データにもとづいてこのマネキンの

動作を再現する。再現したマネキン動作と実測動作との間の身体部位軌跡長、身体部位間の距離

等を比較し、マネキンによる動作再現の精度を確認する。 

次いで、人体寸法値を入力して、アジア圏の国々における代表的人々の体格を持つマネキンを

生成する。さらに、このマネキンと実測動作データとを組み合わせ、様々な体格を持つマネキン

のリーチング動作・姿勢を生成する。このときの手先の最大到達域、到達範囲を数値として記録

する。  

 課題５：到達域推定による安全距離数値の同定  

課題３で得られた手先の最大到達域、到達範囲に一定の寸法値を付加し、安全距離とする。付

加する寸法値については、姿勢や動作毎に既存文献等を参照して決定する。 

 

 



表 1 流用可能データの調査結果まとめ 
 
 

  調査したデータ集（書名） 編著者 発行所 収録データの種類 該当データ 

１ 体力・運動能力調査報告
書、2004 

文部科学省 同省（ホー

ムページ）

2004 年、握力等、人体寸法

データは無い。 
なし。 

２ 学校保険統計調査報告書、
2004 

文部科学省 同省（ホー

ムページ）

2004年、５～17歳、男女別、

身長、体重、座高の平均値

と標準偏差 

なし。 

３ 日本人の人体計測と安全ガ
ードの標準化、1984 

産業安全研

究所 
同左 1983 年、17～69 歳、男女

別、柵越え腕リーチなど 5種 
あり。 

４ 日本人の人体計測データ、
1995 

人間生活工

学研究センタ

ー 

同左 1993年、７～99歳、男女別、
人体部分寸法178種、平均・

標準偏差・最大・最小・5、

25、50、75、95 パーセンタイ

ル値 

なし。 

５ International Data on 
Anthropometry, 1990 

（Occupational safety and 

health series 65） 

Hans W. 

Juergens, 

Ivar A. Aune,

Ursula Pieper

ILO 2000 年（換算）、身長、座高

等 19 項目 

(1)世界を20地域に区分、各

地域別、男女別、最大・最

小・5、50、95 パーセンタイル

値。 

(2)世界を大小 2体型に分

け、各型について 5、50、95

パーセンタイル値。 

なし。 

地域区分に、北アジア、

南中国、東南アジア、日

本（朝鮮半島含む）がある

が、計測値の種類が該当

しない。 

 

2.6 共同開発体制の整備  

 2003 年 12 月 9 日、当初計画した共同開発相手国中国を含むアジア 6 カ国の標準化担当部門のメン

バーに、このテーマについて説明し、将来日本からの具体的な共同作業の協力要請を受けて検討する

ことの合意を得た。その 6カ国の国名、メンバー名、所属機関、連絡先（メールアドレス）を表 2に

示す。 

 

 

表 2 本テーマを説明した共同開発相手国候補の国名メンバー名・所属機関等 
 

国名 メンバー名 所属機関、メールアドレス 

シンガポール It Cheng Cheah SPRING Singapore Standardization Department 

bennylim@spring.gov.sg 

シンガポール Kim Chen Teo SPRING Singapore Standardization Department 

benaylim@spring.gov.sg 

韓国 Byung-oh Choi Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) 

bochoi@kimm.re.kr 

韓国 Kwang-Ho Lee Korian Agency for Technology and Standard (KATS) 

lee3450@ats.go.kr 

中国 Ting He Standardization Administration of China (SAC) 

het@sac.gov.cn 

中国 Qin Li China Academy of Machinery (CAM) 



フィリッピン Eusebio Manuel Jr Urbano Department of Trade and Industry (DTI), Bureau of Product   

Standards (BPS) 

lq020808@hotmail.com 

マレーシア Abd Malek Omar Ansell Shah Alam SDN, BHD. 

gomar@ap.ansell.com 

タイ Saowalak Linlawan Thai Industrial Standards Institute, Branch 5 Standards   

Bureau 2 

saowalak@tisi.go.th 

 

 

2.7 次年度以降の計画  

 今後のアプローチについて、今年度の基礎的な調査研究によって明らかになったことをまとめると

以下のとおりである。  

(1) 提案対象国際標準としては、 

  ISO13852: 1996 

  ISO13853: 1998 

  ISO13854: 1996 

  ISO13855: 2002 

  の 4 つとすること。  

(2) ISO13852、ISO13853、ISO13854 の 3 つは、静的な人体計測値によって評価できるが、ISO13855

は、静的な人体計測値だけでなく人の動きのデータによって評価する必要があること。  

(3) ISO13852、ISO13853、ISO13854 の要求事項は、100 項目に上ること。  

(4) ISO13852、ISO13853、ISO13854 の要求事項を評価するのに直接使える国内の既存のデータはき

わめて限られていること。  

(5) 一方、既存の人体計測値がないほとんどの要求事項に対して、その評価に十分な信頼性を持っ

た人体計測値を新たに人体計測を実施して取得することは、コスト的にこの共同開発の枠組み

では困難であること。  

(6) したがって、これらの要求事項は、極力既存の人体計測値を独立変数とする回帰式を開発して

確立し、これを用いて計算した人体寸法を用いて評価する可能性を研究するべきこと。  

(7) さらに、一部の要求事項については、回帰式に相当する既存の人体計測値から目的の人体計測

値への変換に、コンピュータマネキンを利用する可能性について研究するべきこと。  

(8) アジア諸国との具体的な共同実施事項については、上記のような可能性が明らかとなってから

立案し提案するべきこと。 


