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[要約] 

近年、産業機械設備の省力化・自動化が進む一方で、保守点検やトラブル処理など

の非定常作業において、自動化したシステムに起因する危険性が増している。さらに

高度なシステムでは、人間と機械設備との共存も重要な課題となっている。このよう

な人間・機械系を安全かつ効率的に運用するには、人間－機械設備－環境をそれぞれ

システム的に考えていくことが重要である。この目的の達成に向けて、「産業オート

メーションシステムの安全に関する国際会議（SIAS - Safety of Industrial Automated 

Systems）」が、1999 年にカナダで開催され、以降、隔年で、ドイツ、フランス、アメ

リカで開催されてきた。 

2007 年 11 月 12・13 日に、SIAS 国際会議が初めて日本で開催され、世界 9 カ国か

ら約 150 名にも及ぶ安全技術の関係者が参集した。この日本開催の「SIAS 2007」で

は、大学・研究機関・認証機関などの専門家のみならず、機械メーカ、ユーザ並びに

労働安全関係者を含め、広範な分野から多数の参加者が国内外から集い、熱心な討議

と情報交換が行われた。また二日間に亘った会議では、産業オートメーションに係る

最新の安全技術動向や事例などが、68 テーマに亘って口頭発表及びポスター発表で紹

介された。 

この国際会議「SIAS 2007」の開催によって、産業オートメーションの安全に関係

する国内外の学協会及び関連機関での情報共有や連携が促進され、わが国の安全研究

の水準向上に少しでも寄与することが出来たと確信する。 

 

第１章 開催概要                                                              

１．１ 国際会議開催事前準備                                                                   

SIAS 2007 国際会議の開催にあたって、会議開催の告知及び論文募集案内のために

各種資料を作成し、配布・掲示した。本章では、実際に作成・使用した資料として、

(1) 開催案内パンフレット、(2) 専用ホームページ、(3) 講演募集パンフレット、(4) 

参加案内パンフレット、(5) サイエンティフィックコミッティメンバーへの招待状、

(6) ポスター のそれぞれの写真データを掲載している。 

 

第２章 開催結果                                                             ２．

１ SIAS 2007 開催概要                                                  

SIAS 国際会議は、製造業の分野における産業オートメーションの安全をテーマにし

た国際会議であり、製造業のグローバル化が進む今日、機械システムや工場における
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最先端の安全技術について討議するために、国内外の安全エキスパートが一同に会す

る場となっている。同会議では、ドイツ・フランス・イギリス・アメリカ・カナダ・

日本といった「常連」の安全技術先進国を中心に多数の参加があり、毎回産業安全に

関する研究成果の発表と討議がなされ、参加者間の親睦を促進している。 

今回、2007 年 11 月 12・13 日に、第 5 回 SIAS 国際会議（SIAS 2007）が東京の明治

大学アカデミーコモンで開催され、有益な意見交換が行われた。参加者を国別に見る

と、欧米を中心とした世界 9 カ国から約 150 名の、日本から約 110 名の参加があった。

機関別には、実際に安全技術開発を行う安全機器メーカからの参加が最も多く、全参

加者の約 1/3 を占めた。そのほか、産業界からは機械メーカ、ロボットメーカ、機械

ユーザからの参加もあり、実際の安全への取り組みに関する発表が積極的に行われた。

さらに産業界以外にも、世界各国の研究機関、大学、行政、工業会、認証機関や IEC/ISO

国際規格の専門家、安全コンサルタントなど、産業オートメーションの安全に関する

広範囲にわたる領域の専門家が参加した。  

SIAS 2007 では様々な研究成果の発表が行われたが、近年、人と機械の共存環境に

おける安全の重要性への認識が深まる中、機械安全、人間工学、機能安全、ソフトウ

ェアの安全、リスクアセスメント、Vision システム、ロボット安全、さらには安全教

育やメンテナンスにおける安全なども研究テーマに含まれるようになっており、その

研究対象領域は年々拡大している。 

 

２．２ 発表内容とセッション                                                 

SIAS 2007 では 2 日間で 10 セッションが開かれ、多様なテーマについての研究成

果が発表された。本章では、各セッションの発表件数、各セッションのオーラル発表

とポスター発表の件数の内訳について、その詳細を図説している。なお、セッション

別に見ると、機械安全に加えて、リスクアセスメント、機能安全、ロボット安全など

とともに、保護デバイス等についても積極的に発表されたのが特徴的であった。 

 

２．３ 発表件数の推移  

これまで通算 5 回にわたって開催された SIAS 国際会議の国別累計発表件数は、ド

イツが最も多く、同国が安全技術分野で世界をリードしていることが分かる。それに

日本、フランス、カナダ、アメリカ、イギリス、フィンランドが続いており、ドイツ

を筆頭としたこの 7 カ国を、「Ｇ7」ならぬ「Ｓ7（Safety 7）」と呼ぶことができるか

と思われる。今回の SIAS 2007 では、日本での開催であったことにより参加者数は日

3 
 



本からが最も多く、また発表件数も 32 件と、安全先進国の雄であるドイツの 17 件を

上回った。さらに、日本として特筆すべきは、日本の参加者によるオーラル、ポスタ

ーを併せた論文発表数が、1 件、3 件、6 件、11 件、そして今回の SIAS 2007 では 32

件へと、年々飛躍的に増加しているということである。それだけ、日本発の安全技術

や安全方策の開発・改良が進み、工場への安全技術導入が積極的に行われてきている

ことを示している。 

今回の会議での日本からの発表件数 32 件（オーラル 11 件、ポスター21 件）のうち、

日本電気制御機器工業会（NECA）からの発表が 4 件（オーラル 2 件、ポスター2 件）、

NECA 制御安全委員会会員企業からの発表が 8 件（オーラル 3 件、ポスター5 件）を数

え、これら NECA 関連の 12 件の発表が、日本からの全発表件数の 38％を占める結果に

なっている。また、NECA 関連の発表には、日本発安全技術の標準化を目指した、経済

産業省の基準認証事業での成果や、(財)日本規格協会の標準化フォローアップ事業で

推進しているテーマが多く含まれており、これらが日本発の成果として積極的に発表

され、海外のエキスパートの間でも認識を深められることになった。そのほか、日本

からの発表として、（独）労働安全衛生総合研究所からポスターセッションで 6 件の

発表があり、今回の SIAS 推進責任者である池田博康氏をはじめ、梅崎氏、齋藤氏、

清水氏等から熱心な研究成果の発表があった。また、長岡科学技術大学から 5 件（オ

ーラル 1 件、ポスター4 件）の論文が発表され、関係者の注目を集めた。 

 

第３章 テーマ別発表内容                                                     

３．１ 各セッションの概要と発表ポイント   

各セッションの概要と発表の主旨は以下に記すとおりである。                               

 

Session 1: Safety of Machinery（機械安全） 

・カナダ CSST から、固定保護における隙間の大きさを決定することが困難であり、

どの規格が正しいのか、といった問題提議がなされた。 

 

Session 2: Risk Assessment（リスクアセスメント） 

・日本食品機械工業会から、RoHS 指令で危険物質の使用禁止が規制されているが、

制御安全機器を医療機器などで展開する場合、重要不可欠な要求仕様であり、更

なる研究が必要である、との発表があった。また、カナダ UQTR からは、安全関連

制御システムの標準規格で、産業機械に関するリスク評価の比較分析について発
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表があった。さらに、フィンランド VTT からは、遠隔操作による可動機械システ

ムに関するシステム安全の概念に関する発表があった。  

 

Session 3: Human Factors and Man-Machine Interface（人的要因とマンマシーンイ

ンターフェース） 

・イタリア INAIL から、仕事、工場、設備、仕事場等や人間の要素を上手く管理する

ツールとして、職業性健康と安全管理システム（SMS）について報告があった。また

チェコ共和国から、原子力発電所指令管理センタ内での人的要因の評価法である、プ

ロセス・リスク要因識別方法（PRFIM）と原因故障識別方法（CFIM）の両方法は、正

確な確認の後、ソフトウェアの形態に組み込むことができるという発表があった。さ

らに、労働安全衛生総合研究所から、人間の活動の方法を知るために、小型で着用で

きる装置によるシステムが開発され、ワークログを使用することで、人間の行動に関

する自動分析を可能にしたとの報告があった。 

 

Session 4: Protective Devices and Safety Control Systems（安全保護・制御安全

システム） 

・ISO13849-関連 

…Euchner 社と BGIA により、ISO13849-1（2006 年版）の Performance Level を実際

の回路を例に取った計算法が発表された。 

・ワイヤレス関連 

…スウェーデンの研究機関より、ワイヤレスを機械安全に応用するための基礎的 

研究が報告された。 

 

Session 5: Training and Supervision（教育・安全管理） 

・トレーニング関連 

…INRS より、プレス・ブレーキ作業に従事する作業者教育用ツール・ソフトウエア 

について発表があった。 

 

Session 6: Vision/ID（画像・ID） 

・ビジョン関連 

…INRS より、ビジョンを安全に応用する際、視野内でどのように人を検出するかを内

容とした基礎的な研究が発表された。 
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・RFID 関連 

…U-Tech 社と BGIA により、"RFID"を用いた人体検知によるゴミ処理施設での巻き込

まれ防止、圧延ローラーへの巻き込まれ防止、ホイストクレーンとの衝突防止、芝

刈り機への巻き込まれ防止の例が発表された。 

 

Session 7: Functional Safety - Method and Tool（機能安全-方法論） 

・システムインテグレータとエンドユーザのための機能安全のガイド 

…安全システムのエキスパートでないシステムインテグレータとユーザが、どのよう

に理解を進めるべきかが説明された。 

・ドライブコントロールでの安全設計とアーキテクチャ 

…ドライブコントロールでの IEC 61508 等の機能安全規格に適合するために必要な点

についての考察が発表された。 

・安全 PLC での効率的なメモリの診断方法 

…ECC 付メモリは低速なメモリなので PLC には不向きであり、そのためにメモリの高

速診断手法（Multi-Hierarchical GALPAT）を開発した、との報告があった。 

・入れ子方式 CRC 

…安全ネットワーク構築に必要な通信データの信頼性確保を目的に開発した入れ子

方式を用いた CRC(cyclic redundancy checks)を開発したとの報告があった。 

 

Session 8: Functional Safety - standard feature and analysis（機能安全-規格・

分析） 

・A Methodology for safety quantification of mechatronic systems 

…メカニカル部品とエレクトロニクス部品を統合した FMEA 分析手法、故障率がわか

らない場合のデータ取得の考え方などについて提案がなされた。 

・IEC62061 and ISO13849-1, complementary or competing 

…機械の安全に関して IEC と ISO と競合する規格が存在するが、その両規格の比較

と相違に関する説明、およびそのアプローチの仕方についての提案が行われた。 

・Quality assessment of programmable logic controller program 

…PLC のプログラムの検証のためのツールが紹介された。 

・A practical proposal towards adoption of IEC61508 based on railway signaling 

experience 

…鉄道の安全への取り組みの経験から、IEC61508 への適用による定量化が提案され 
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た。 

 

Session 9：Robot - Analysis and Application（ロボット-分析･応用） 

・ロボットの安全に関する標準の動向安全文化 

…投資が必要であっても安全は生産業の発展に必須であるとの立場から、ロボットに

関する安全標準は産業自動化活動の安全保護の方法論における技術の発展を促して

きた、との発表がなされた。 

・RISK ASSESMENT OF ROBOT CELL PRODUCIOTN SYSTEM THAT ACHIEVED HIGH PRODUCTIVITY 

AND SAFETY IN HMI ENVIRONMENT 

…高生産性と安全を両立させたロボットセル生産システムにおけるリスクアセスメ

ントの実例が詳細に解説された。この生産システムは、第１回ものづくり日本大賞

の優秀賞を受賞している。 

・Laser Scanners, application on the edge 

…ドイツ教育研究省（BMBF+E）支援の Porthos プロジェクトによって、中小企業の金

属ハンドリング用に設計された移動型ロボットが開発されたことについて報告がな

された。 

・ADVANCEMENT THAT WILL RESULT IN LEAN ROBOT PRODUCTION 

…「ロボットの進歩とセーフガーデイングの技術は、よりリーンで生産性の高くかつ

安全生産を実現するものであり、これらの進歩のいくつかは ISO10218-1 に記述され

てある。その他の進歩については次世代ロボット（NGR）に関する活動の部分である」

という趣旨の発表がなされた。 

 

Session 10: Robot-Human-Cooperative Feature（ロボット-人間共存型ロボット、サ

ービスロボット） 

経済産業省、NPO 1 と 2 については、今まで暗黙に考えられていた次世代ロボット

（サービスロボット等）の安全性に関し、ガイドラインをまとめ、検証方法を検討し

たものであるが、3 と 4 については、次世代のロボットにおける人との協調作業の安

全性確保に有効なセンシング技術が紹介された。 

・次世代ロボット安全性確保ガイドラインコンセプト 

…2007 年 7 月 9 日に発行された「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」の考え方

について紹介があった。 

・サービスロボットの安全原則  
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…愛知万博でのサービスロボットの安全性検証をもとに、安全工学研究所では現在

まで 7 台のロボットの安全性検証を行っている、との発表があった。 

・次世代ロボットの安全性増強のための人間信頼性の測定 

…人間の動作状態を測定し、人と協調作業するロボットにセンサを装着して人の動作

をセンシングし安全に動作させる、パワーアシストロボットを使った事例の紹介が

あった。 

・人と協調作業を行う産業用ロボットに関する安全性の課題 

…フィンランドにおける産業用ロボットの事故から、安全性の課題に対する考察が発

表されるとともに、人との協調作業時に有効な次世代センサについての紹介が行わ

れた。 

 

第４章 まとめ                                                                     

４．１ 本事業における国際会議開催の背景と目的                                  

SIAS 国際会議は、世界の製造業における産業オートメーションの安全に特化した国

際会議であり、欧州・北米を中心とした、世界各国の産業オートメーション機器に関

する研究者や労働安全の専門家、並びに設備関連のメーカ及びユーザが一同に会する

場となっている。1999 年カナダ･モントリオールでの第１回会議開催後、2001 年ドイ

ツ･ボン、2003 年フランス・ナンシー、2005 年アメリカ・シカゴと隔年開催され、2007

年 11 月 12-13 日に、日本で初の産業オートメーションの安全に関する国際会議とし

て、第 5 回 SIAS 国際会議（SIAS 2007）が東京の明治大学アカデミーコモンで開催さ

れた。 

我が国のオートメーション技術は、自動車や IT 関連機器などの製造ラインをはじ

めとして世界トップレベルの技術水準にあり、我が国は、製造面では世界をリードす

る水準に到達している。しかしながら、保守点検などの非定常時における事故は減少

せず、安全に関しては未だ国際レベルに達していないのが実情である。安全技術の世

界の最新情報を入手し、安全水準を向上させることが強く求められている。また、産

業オートメーション事業のグローバルな展開を図り、国際競争力を向上させるために

も、我が国の安全制御機器や高度なシステム技術を海外へ広く、かつ定常的に発信す

ることが必要である。このような現状から、欧米の先進的な安全技術動向を吸収する

とともに、日本発の新たな取り組みや開発動向を世界に向けて発信するために、SIAS 

2007 が開催された。実際、「産業オートメーションの安全」というキーコンセプトの

もとで実施された SIAS 2007 には、世界 9 カ国から総勢約 150 名が参加し、国内外の
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参加者間での情報交換と交流が促進された。 

 

４．２ 国際会議開催の結果    

SIAS 2007 では、様々な産業安全に関する課題に対する研究成果が発表された。近

年では、人と機械の共存環境における安全の重要性への認識が深まる中、機械安全、

人間工学、機能安全、ソフトウェアの安全、リスクアセスメント、Vision システム、

ロボット安全、また安全教育やメンテナンスにおける安全等も研究テーマとして含ま

れるようになるなど、その研究対象領域は年々拡大している。また参加国は、ドイツ・

フランス・イギリス・アメリカ・カナダ・日本といった常連の安全技術先進国で構成

されており、各国からの参加者間で活発な討議、情報交換が行われ、交流が進んだ。 

                                                   

４．３ 今後に向けての提言    

  今回の国際会議の開催後、今後進めていくべき方策を提言して総括とする。 

（１）日欧米との交流の活性化 

国内メーカ・ユーザが最新機械安全情報を入手できる場の不足については 

これまでも多く語られてきた。海外の先進メーカやユーザ、インテグレータ、

安全技術者・研究者、公的機関・団体関係者等が集って、最新情報の発信と共

有を可能とするため、今回の主要参加国との定常的な交流の場を持つことが重

要である。具体的には、テーマ別分化会の開催、またエリア別分化会の開催な

どが挙げられる。 

 

（２）グローバルな情報の共有化 

機械安全情報や技術の普及遅れと共有・連携の不備については、一朝一夕に

は達成できない問題ではあるが、今回の SIAS2007 の日本開催によりこの問題を

解消する端緒となることが期待できる。これまで国内メーカやユーザが海外か

らの情報入手に苦労し、また、海外への発信する場も乏しかったが、SIAS では

海外の規格作成担当者や関連メーカからの参加者が見込まれるため、彼らと交

流することによって最新情報入手の機会が生まれる。さらに、彼らに向けた国

内発の情報提供も可能であり、グローバルな情報共有が期待される。 
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（３）その他の諸活動 

最後に、これらの諸活動をより具現化していく上での、今後のアクションア

イテム案を記し、総括とする。 

・安全技術共同開発 

・基本情報のＤＢ化推進（安全説明、事例、法令等） 

・市場調査 

  発生事故の情報収集とＤＢ化(統計、国別、分野別、要因別等)  

・リスクアセスメントの共同調査・研究 

・安全関連書籍の共同出版 

・安全関連の相互啓発セミナー開催 

・安全関連貢献賞の設立と実施（ＳＩＡＳ開催に合わせてて表彰） 

                                                  

 

第５章 会場写真（省略）                                                              

 

以上 
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