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[要約]  

 サービスロボットとは、人間、社会及び機器（製造に用いられるものを除く）に対して

有用性を提供するロボットである。 

 現在標準化が行われているサービスロボットの設計上の安全対策では、サービスロボッ
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トの基本的・共通的な安全対策について検討されており、実際に適用される様々な用途ご

とに、基本的・共通的な設計上の安全対策だけではカバーしきれないリスクが残ってしま

う可能性がある。それらの残留リスクによる危険性を回避し、サービスロボット運用時の

安全を確保するためには、メーカはユーザ等に残留リスク等の情報を開示し、それらにつ

いて説明する必要があり、ユーザはメーカの情報に基づき安全な運用を行うと共にメーカ

が予期しない危険が発生するような運用は避ける必要がある。このようなメーカが開示す

べき情報等や運用時にユーザが守らなければならない事項などをまとめるためには、一定

のガイドラインが必要であり、運用時のガイドラインの策定はサービスロボットの普及の

ために必要不可欠である。このため本事業ではサービスロボット運用時の安全確保のため

のガイドラインを策定することを目的とし、今年度は、サービスロボット運用時の安全確

保のためのガイドライン策定に関する調査研究として、サービスロボットに関する保険及

び法律についての現状把握、ユーザがロボットを使用する際、安全上どのようなことを守

らなければならないかの検討結果に基づくサービスロボット運用時の安全性ガイドライン

骨子の策定及び、サービスロボットの安全性と密接に関係する産業用ロボットの安全性に

関する ISO10218 の改訂状況についての調査等を行った。 

 

１．調査研究の概要 

1.1 調査研究の目的 

 サービスロボットとは、人間、社会及び機器（製造に用いられるものを除く）に対して

有用性を提供するロボットである。 

 現在標準化が行われているサービスロボットの設計上の安全対策では、サービスロボッ

トの基本的・共通的な安全対策について検討されており、実際に適用される様々な用途ご

とに、基本的・共通的な設計上の安全対策だけではカバーしきれないリスクが残ってしま

う可能性がある。それらの残留リスクによる危険性を回避し、サービスロボット運用時の

安全を確保するためには、メーカはユーザ等に残留リスク等の情報を開示し、それらにつ

いて説明する必要があり、ユーザはメーカの情報に基づき安全な運用を行うと共にメーカ

が予期しない危険が発生するような運用は避ける必要がある。このようなメーカが開示す

べき情報等や運用時にユーザが守らなければならない事項などをまとめるためには、一定

のガイドラインが必要であり、運用時のガイドラインの策定はサービスロボットの普及の

ために必要不可欠である。このため本事業ではサービスロボット運用時の安全確保のため

のガイドラインを策定することを目的とする。 
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1.2 調査研究の概要 

 本年度はサービスロボット運用の際の安全確保ためのガイドライン策定のため、以下

の調査研究を行った。 

 ・サービスロボット運用の際の安全確保のための調査研究 

メーカがユーザにロボットを提供する際に開示提供すべき情報はどのようなものがあ

るか、安全上問題となる情報の種類内容等を中心に検討を行うとともに、ユーザがロ

ボットを使用する際、安全上どのようなことを守らなければならないか、具体例を基

に検討を行った。 

また、サービスロボットの安全性と密接に関係する産業用ロボットの安全性に関す

る ISO 規格改訂の国際会議（6 月米国ワシントン DC、2 月欧州）に出席してその動向を

調査し、ガイドライン策定の際に反映させた。 

・サービスロボット運用の際の安全確保のためのガイドラインの策定 

サービスロボット運用の際の安全確保のためのガイドラインの策定にあたり、社会制

度や保険等の検討を行うと共に、ロボットのもたらす利便とリスクの需要についての

検討に基づき、ガイドライン骨子の策定を行った。 

    

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サービスロボット運用時の

安全性ガイドライン調査研究専門委員会（委員長 池田博康 独立行政法人労働安全衛

生総合研究所上席研究員）を当工業会内に設置し、本委員会と ISO 調査ワーキンググルー

プ（主査 高橋浩爾 上智大学名誉教授）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、サービスロボッ

ト運用の際の安全確保のためのガイドライン策定のための調査研究を行った。 

 ISO 調査ワーキンググループは、サービス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．サービスロボット運用時の安全性ガイドラインに関する検討 

 現在標準化が行われているサービスロボットの設計上の安全対策では、サービスロボッ 

トの基本的・共通的な安全対策について検討されており、実際に適用される様々な用途ご 

とに、基本的・共通的な設計上の安全対策だけではカバーしきれないリスクが残ってしま 
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う可能性がある。それらの残留リスクによる危険性を回避し、サービスロボット運用時の 

安全を確保するためには、メーカはユーザ等に残留リスク等の情報を開示し、それらにつ 

いて説明する必要があり、ユーザはメーカの情報に基づき安全な運用を行うと共にメーカ 

が予期しない危険が発生するような運用は避ける必要がある。このようなメーカが開示す 

べき情報等や運用時にユーザが守らなければならない事項などをまとめるためには、一定 

のガイドラインが必要であり、運用時のガイドラインの策定はサービスロボットの普及の 

ために必要不可欠である。 

 そこで、本調査研究では、サービスロボットの愛・地球博における実証運用などを参考 

に、サービスロボット運用時の安全性ガイドラインの策定に向けた検討を開始した。 

 今年度は、サービスロボット運用時の安全性ガイドライン策定のために、次のような調 

査研究を実施した。 

 ・サービスロボットに関する保険及び法律についての検討 

  サービスロボットに関する保険及び法律について、それぞれの専門家にプレゼン  

テーションをお願いし、現状を把握すると共に、サービスロボット運用時の安全性ガ

イドラインの策定への反映方法等の検討を行った。 

 ・サービスロボット運用時の安全性ガイドラインの策定に関する検討 

  メーカがユーザにロボットを提供する際に開示提供すべき情報はどのようなものがあ

るか、安全上問題となる情報の種類内容等を中心に検討を行うと共に、ユーザがロボ

ットを使用する際、安全上どのようなことを守らなければならないかについて検討を

行った。 

  また、それらの検討結果に基づき、サービスロボット運用時の安全性ガイドライン骨

子を策定した。 

 

３．ＩＳＯにおける標準化動向 

 本調査研究では、ISO/TC184/SC2 におけるサービスロボットに関する国際標準化及びサ

ービスロボットの安全性検討と密接に関連する ISO 10218（産業用マニピュレーティング

ロボット－安全性）の改訂作業について、国際会議に出席し、その内容、動向等の調査

を行った。また、サービスロボットの標準化について、関係諸国の現状等の調査を行っ

た。 

ISO/TC184/SC2 の活動状況は、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（既に廃止されたものも含む）。 

 当初は５つの WG で、最大時には６つの WG で作業してきたが、作成中の規格がほぼ発
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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、PT(Project 

Team)で進められることとなった。 

 SC2 における ISO 10218:1992（ロボットの安全性）の改正作業は、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 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 18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、2006 年 6 月に IS として発行された。しかし、FDIS 投票後

に技術的内容が追加されたことを日本が発見し、抗議文を SC2 の事務局へ送り、10 月の

フランクフルト会議で審議した結果、追加された内容を削除することとなり、技術的修

正票が発行された。 

 また、Part 2 は、Part 1 の実質的な審議終了後からワーキングドラフト（WD）の作成

を進めてきたが、2006 年 11 月に正式に規格作成作業開始の可否についての新規作業項目

提案（NWIP）の投票が締め切られ、その結果可決された。現在は、CD 投票の際に寄せら

れた各国からのコメントの検討を行っており、2008 年の夏前には DIS の投票が行われる

予定である。 

 サービスロボットの国際標準化に関しては、2006 年 6 月の SC2 パリ会議で、アドバイ

ザリーグループからの推奨を受け入れ、パーソナルケアのアプリケーションのためにロ
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ボットの分野の安全性に制限されるが、正式に国際規格の作成を始めることが決議され

た。また、これと同時に、サービスロボットの分野における標準化の必要性を調査し、

SC2 に報告するためのサービスロボットのアドバイザリーグループが設置された。なお、

これらサービスロボットの標準化作業を SC2 において実施するために、SC2 のタイトル及

びスコープを次のとおり変更することも決議された。 

 タイトル：ロボットとロボティックデバイス 

 スコープ：自動的に制御された、再プログラム可能な、マニピュレーティングロボッ 

      トとロボティックデバイス分野の標準化。プログラム可能な 1 軸以上を持

ち、移動式でも固定式でも良い。ただし、おもちゃと軍事のアプリケーシ

ョンは除く。 

 サービスロボットの安全性に関する規格策定は ISO/TC184/SC2/PT2 において行われて

いる。昨年度まではサービスロボットの安全を検討するにあたり、現在あるサービスロ

ボットを機能別に分類して表にまとめる作業を行ってきたが、今年度に入ってもプロジ

ェクトリーダーは、その作業を続けることや用語の検討を行うことを主張して、安全規

格作成に向けた具体的作業に取りかかろうとしなかったため、2007 年 6 月のゲイザーズ

バーグ会議の席上において、日本から規格の目次案及び目次案に基づく各国の作業分担

について提案を行った。提案は大きな反対もなく受け入れられたが、その後の作業は日

本以外に進捗がないのが実情であり、今後は日本主導の下、規格作成作業の進展を図る

必要がある。 

また、2007 年 6 月のゲイザーズバーグ会議において、アドバイザリーグループ

(ISO/TC184/SC2/AG1)より用語の規格作成作業開始を SC2 に対して推奨し、SC2 では既存

の産業用ロボット用語規格である ISO 8373 を改訂し、ロボット用語規格作成を行うもの

とした。これらの決定を受けて、サービスロボットを含むロボットの用語規格の改訂が

ISO/TC184/SC2/PT3（プロジェクトリーダはフランス）において 2007 年 11 月の東京会議

から開始された。おもな作業は、既存の ISO 8373 にサービスロボットの用語を追加する

ことである。このほか、ISO 10218 の改訂でこれまでの産業用ロボットの用語の定義をい

くつか修正したので、それらを反映させることや、新たに SC2 のスコープに加えられた

ロボティックデバイスに関する用語の検討を行う予定である。 

 その他、2006 年に日本から提案を行い、投票の結果否決されたロボット等 FA 機器向け 

オープンネットワークインタフェースの国際標準案については、その後 SC5/WG6 より SC2 

に対して、この規格案について検討したいとの申し入れがあり、2007 年 10 月にフランク 

フルトで開催された SC5/WG6 に日本代表が参加し、規格案についての説明を行った。WG6 
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のコンベナーは ISO 20242 の Annex にこの規格案を取り込みたい意向で、日本としては、 

今後、国内の関係者に意見を聞いた上で対応を決めることにしている。 

 

４．まとめ 

 今年度は、サービスロボット運用時の安全確保のためのガイドライン策定に関する調

査研究として、サービスロボットに関する保険及び法律について、それぞれの専門家に

プレゼンテーションをお願いし、現状を把握すると共に、サービスロボット運用時の安

全性ガイドラインの策定への反映方法等の検討を行った。また、メーカがユーザにロボ

ットを提供する際に開示提供すべき情報はどのようなものがあるか、安全上問題となる

情報の種類内容等を中心に検討を行うと共に、ユーザがロボットを使用する際、安全上

どのようなことを守らなければならないかについて検討し、それらの検討結果に基づき、

サービスロボット運用時の安全性ガイドライン骨子を策定した。 

さらに、サービス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い、ガイドライン骨子策定の際に反映させ

た。 

 次年度は本事業の最終年度であり、今年度策定したガイドライン骨子に基づき、具体

的なサービスロボット運用時の安全性ガイドライン策定を行うこととする。 

 また、サービス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は、引き続き実施し、必要な内容につい

てはガイドラインに反映させる必要がある。 
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