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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、すでに実用化されている人間共存・協調ロボットの安全性確

保及び今後のこれらのロボットの普及促進のために、人間と共存するロボットの安全基準

の策定を行うと共に、人間共存・協調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も行った。 

 

１．調査研究の概要 

1.1 調査研究の目的 

 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

れるロボットの実用化が進んでおり、人間と共存・協調環境で使用されるロボットという

ものが現実のものとなってきた。今後は、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 や JIS、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

分であり、人間と共存するロボットの安全基準策定は急務である。 

 本調査研究では、すでに実用化されている人間共存・協調ロボットの安全性確保及び今

後のこれらのロボットの普及促進のために、人間と共存する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、人間共存・協調ロボットの安全基準の策定に関する

検討を行った。 



 （１）人間共存・協調ロボットの安全基準案（基本規格）の策定 

   ・人間共存・協調ロボットの安全基準について、適用範囲、安全基準項目及びそれ    

らの内容について検討を行い、人間共存・協調ロボットの安全基準案の策定を行    

った。 

  （２）人間共存・協調ロボットの安全基準の国際提案に関する検討 

   ・人間共存・協調ロボットの安全基準の国際提案に向けて、人間共存・協調ロボッ    

トの安全基準と密接に関係する ISO 10218（産業用ロボットの安全性）の改訂作    

業について調査検討を行った。 

 

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人間共存・協調ロボット安

全性標準化調査専門委員会を当工業会内に設置し、本委員会と２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及び安全性検討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、人間共存・協調ロボットの安全基準策

定に向けて、人間共存・協調ロボットの人間共存・協調ロボットの安全基準案の策定等を

行った。 

 安全性検討ワーキンググループは、人間共存・協調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。 

 

２．人間共存・協調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

安全規格の人間共存・協調ロボットのへ適用についての検討に基づき、安全基準案の策定

に向けた検討を開始した。 

 ３カ年計画の最終年度である今年度は、人間共存・協調ロボットの安全基準策定のため

に、次のような検討を実施した。 

・対象とするロボットの範囲を「宇宙・水中など特殊な環境を除き、人と動作空間を共

有する範囲で用いられるものとする（ただし、体内などの非現実的なものは除く）。」



とした。 

 ・規定内容については、安全性の概念、基本用件、共通の考え方、共通の技術などにつ

いてまとめることとし、安全性確保と安全設計の概念、安全性要求事項、使用上の情

報の提供などの規定項目をまとめた。 

 ・スクアセスメントにおける人間共存・協調ロボット特有の指標、安全防護に関する具

体的手段・要件等、使用上の情報提供の内容について検討を行ったが、規定項目の内

容の全てについては今後も更に検討が必要である。 

 

３．ＩＳＯにおける標準化動向 

 本調査研究では、人間共存・協調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。 

 現在 SC2 における改正及び新規作成作業は、ISO 10218:1992（ロボットの安全性）の改

正作業のみが行われている。 

 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いるテーマであり、

本提案は、米国よりなされたもので、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 15.06）をベースとして改正作業を行

うことになった。 

 改正作業は PT(Project Team)で行われており、これまでに PT 会議は 12 回開催された。 

 改正作業当初は、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つのパートに分けて検討を行っていたが、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。 

 しかし、2004 年 10 月に開催された第 8回 PT 会議で、ISO 10218 と対を成す規格(「セル

におけるロボットの統合と据付け」)の番号が ISO 10218 とかけ離れていると、対の規格で

あることが理解されず、規格の使用者に大変不便であるという意見が出され、再度、ISO 

10218 は 2 部制とすることになった。現在の規格のタイトルは次のとおりである。 

・ISO 10218-1 : Robots for industrial environments - Safety requirements 



                                                - Part 1: Robot 

・ISO 10218-2 : Robots for industrial environments - Safety requirements 

                                                  - Part 2: Robot system 

 なお、Part 1 については、2005 年 2 月に DIS の投票が行われ、賛成多数で可決され、コ

メントの審議は終了し、現在は FDIS の投票回付を待っている状況である。 

 この他、現在 SC2 では、名古屋会議での決議に基づき、スタディグループ（SG）が組織

され、製造環境下のモバイルサービスロボットの国際標準化の今後の進め方について検討

が開始された。SG では主に今後の標準化に向けたマネジメントや体制について検討を行っ

ている。また、2004年のTC184ワシントン会議におけるCLAWAR *の活動報告などに基づき、

SC2 において製造環境におけるモバイルサービスロボットの標準化について検討するため

の Advisory Group が招集され、具体的検討を行っている。 

 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３回開催され、日本からは延べ１９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．まとめ 

 今年度は、人間共存・協調ロボットの安全基準策定に関する調査研究として、対象と 

するロボットの範囲を決定すると共に、規定内容については、安全性確保と安全設計の 

概念、安全性要求事項、使用上の情報の提供などの規定項目をまとめた。また、リスク

アセスメントにおける人間共存・協調ロボット特有の指標、安全防護に関する具体的手

段・要件等、使用上の情報提供の内容について検討を行った。 

さらに、人間共存・協調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検討も行った。 

 今後は、今年度検討した結果に基づき、人間共存・協調ロボット安全基準案の規定項

目の内容のについて早急に検討を行い、国際標準提案に向けて準備を整えることとする。 

 また、人間共存・協調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検討についても、引き続き実施していく必要が

ある。 
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