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［要約］ 

２００７年１１月に日本で開催された第５回 SIAS（Safety of Industrial Automated 

Systems）国際会議は、人と機械の共存環境における安全の重要性への認識が高まる中、機

械安全、人間工学、機能安全、ソフトウエアの安全、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がテーマとして含まれる

ようになり、その研究対象が年々拡大してきている。今後の展開として、安全技術のグロ

ーバルな研究開発の必要性が表明されたことが特徴的な会議であった。特に、日本の発表

に対して安全先進国から大きな反響があり、安全技術共同研究の提案が寄せられ、中でも

RFID (Radio Frequency Identification：電波を利用した認証技術)等を活用しての識別及

び安全システムへの展開について、各国の多くの専門家が興味を示した。 

このような中、わが国が先進性を有し、今後イニシアティブをとっていくことが可能な 

制御安全等の分野を中心に、安全先進国と対等な立場で安全技術の開発に乗り出し、国際 

共同テーマの研究開発を発掘・実行していくことは、わが国のものづくり産業の安全化の 

推進に大きく寄与すると共に、国際共同研究の実現により、安全先進国の一員としての地 

位を確たるものにすることができる。 

このような目的のもと、本事業では、産業オートメーション設備機械の稼働に関連する

シーンで、機械を安全操業するための手段（技術）としての RFIDの存在検知機能、情報記

録機能に着目して、国際共同研究の具体的なテーマを発掘するための調査研究を国内外に

おいて実施し、国際共同研究開発の可能性が高いテーマを抽出した。 

これら抽出したテーマをドイツの研究団体を訪問して説明し、共同研究の方向で賛同を

得ることができた。今後はこれらテーマをどのように具体的に実行していくかを検討して

いく必要がある。 
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1. 調査研究項目・スケジュール 

              半期別･月別 

 

 

 

項   目 

下半期 

20 

年 

／ 

11 12 

21 

年 

／ 

１ 2 3 

①安全分野に展開できる RFIDの調査      

②欧州関係機関への調査      

③提言の検討      

④調査研究 本委員会開催  ○   ○ 

⑤調査研究 WG開催  ○ ○ ○ ○○ 

⑥調査委員会開催     ○ 

⑦報告書の作成・公表      

 

第１章 調査研究の概要 

1.1 背景と目的 

我が国産業界は、機械の製造面では世界をリードしているものの、安全面では先進国

に比較して遅れ、社会的にも安全意識が未だ不十分な状況であったが、近年、我が国の労

働安全衛生法の改正を転機とし、(社）日本機械工業連合会の積極的な啓発活動により機械

安全分野における技術の開発、安全知識の普及･啓発と安全方策実施が重要テーマとなって

きている。このような背景のもと、わが国が先進性を有し、今後イニシアティブをとって

いくことが可能な安全技術分野である制御安全等の分野を中心に安全先進国との国際共同

テーマの研究開発を実行していくことにより、わが国のものづくり産業の安全化の推進に

寄与することを目的とする。 

1.2 調査研究体制 

(社）日本電気制御機器工業会（NECA）では、有識者を中心に構成した「調査研究本委

員会」及び実務者で構成した「調査研究ＷＧ」を設け、研究員として NECA職員を選任し、

調査研究を行う。また平行して(社）日本電気制御機器工業会（NECA）内に「調査委員会（委

員長：向殿政男氏明治大学教授）」を設置し、上記調査研究の内容および成果についての＜

自己評価実施体制＞を敷いて自己評価を実施する。 
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第２章 国内における安全分野に展開できる RFIDの調査 

  RFIDの特長である「存在認識」、「特定化」および「情報記録」機能の安全分野への活

用動向を把握するために下記調査を国内にて実施した。 

 2.1 活用研究の調査１ 

  NECAにて経済産業省基準認証研究開発助成事業として２００４年度から「RFID特定化

技術の安全応用とその標準化」として調査研究を実施してきた。 

下図に示すように、安全を確保するために、機械そのものの安全に着目した「機械安

全」と、人が安全な行動をとることに着目した「労働安全マネージメント」という二つの

側面が必要である。 

 

 

これら二つの側面を補完し強化してより安全化を進めるために、「特定化」と「履歴管理」

という特長を備えた RFIDを活用して、例えば作業者のレベルに応じて作業を制限するとか

危険領域へのアクセスを制限するなどの「作業者の特定化」を図って、機械とヒューマン

ファクタ－とのベストマッチングを図り非定常作業をより安全に出来ないかという仮説を

立て、調査・研究を行ってきた。 

RFIDの安全への応用について３つのターゲット（シーン）での活用を想定した。 

■ターゲット１ 作業者の持つスキルを階層別に定義し、その階層を RFIDで識別する。

作業者がある危険領域にアクセスした時、その領域での作業に求められるスキルに

機械安全 労働安全マネージメントシステム 

ISO12100、ISO14121 など OHSAS18001 など 

本質安全設計 
残存リスクに関す

る情報提供 

安全防護装置 

目的：機械によって安全な状態を作ること 

防護具の装着 

職能に応じたトレーニング 

作業の履歴管理による危険分析 

目的：人が安全な行動をとる 

作業手順化 

RFIDを活用して機械とヒューマンファ

クターのベストマッチングを図り非定

常作業をより安全に出来ないか？ 



 5 

応じてアクセス許可または拒否する手段を設け、安全を確保する。また危険領域内

へのアクセスの履歴を管理することにより危険領域内に人が存在したままの予期し

ない機械の起動を防止する。 

■ターゲット２ 作業者の特定や作業者の姿勢・立ち位置の検出を RFIDにて行い、作

業者の身体が安全な領域にあることの確認を機械の起動条件の一つとする手段を設

け、安全を確保する。 

■ターゲット３ 危険領域での作業者の位置を RFIDで検知し、作業者の位置と危険の

及ぶ範囲との位置関係によって機械を停止させる手段を設け、安全を確保する。 

上記３つのターゲットでの RFIDの有効性を検証するためのアプリケーションモデ 

ルを構築し、「特定化」と「履歴管理」機能を有する RFIDを人に応用し安全管理に適用

することの潜在的ニーズがあることと、その最も実用的な手段として RFIDを応用するこ

との可能性を確認した。以下にモデル１～３と各種機器の特徴を図示した。 

 

 

 

 

 2.2 活用研究の調査２ 

RFIDを用いた木工加工用機械安全システムに関して、危険点近接作業（注＊）における安

全監視空間を提案するという内容で研究調査を実施した。 

可動部を停止して危険点近接作業を行うことが困難な場合に、作業者などによる人的災害

ニーズから想定したターゲット１～３と各種機器の特徴 
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防止対策を併用することで、相当のリスク低減効果が可能と思われる支援保護装置という概念を

導入した。調査研究は典型的な危険点近接作業である木材加工用機械（汎用丸のこ盤）を対象

に実施し、回転式の接触防止ガードと、RFID技術を活用した人体検知装置をあらたに考案するこ

とによって、従来困難であった丸のこ盤の保護方策の実現を可能とした。 

 

注＊ 危険点近接作業；機械作業の中には、作業者が機械の可動部を停止させることなく、

可動部に接近した状態で行う運転確認、調整、加工、トラブル処理、保守、点検、修理、

清掃、（切り屑などの）除去作業などの作業がある。これらの作業を危険点近接作業と

定義する。この作業に関連した労働災害は産業機械による死亡労働災害の４４．２％を

占めており、この作業に対する適切なリスク低減戦略を確立すれば労働災害の大幅な減

少が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

災害防止戦略の提案 
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第３章 欧州の安全関連機関における研究開発実態調査 

安全先進国ドイツにおける安全分野の RFID 活用に関する新規技術開発動向を安全 

に関する研究機関および会社を訪問して調査を行った。 

3.1 欧州における安全制御機器の最新動向調査 

欧州における安全制御機器の最新動向調査を行うために、主要メーカにヒアリングを

実施した。ヒアリングは２００８年１１月２５日～２７日にドイツのニュルンベルグで開

催されたＳＰＳ/ＩＰＣ/ＤＲＩＶＥＳ展示会を機会としてとらえ実施した。 

  本展示会は産業オートメーションの中核機器である最新の技術と制御機器を中心に公

開する展示会で、安全機器の展示も世界一の規模を有している。調査結果は以下である。 

 ①フィールドネットワークやリアルタイムイーサネットなどの有線の通信だけでなく、  

  無線通信、特に工場内での無線通信の需要に対して取り組みを開始している。 

② RFIDは単なる無線の利便性だけでなく既存の安全技術では実現が困難な作業者の特

定化が可能であり、またユニークなIDを持ち、偽造が困難なことから作業現場での

安全機能の無効化防止を行うことができる主要な手段となりうる。 

③ 安全信号を無線でやりとりする安全無線通信に取り組んでいるメーカも存在し、日

本国内でも無線化が進むに際しての重要なポイントであり、RFIDと共に安全先進国

のドイツの技術状況を継続して把握していく必要性がある。 

④ RFIDをティーチングペンダントや非接触安全スイッチなどの安全製品に応用してい

る事例もあった。 

 

3.2 国際共同研究テーマ探索のための安全関連機関訪問 

２００９年３月４日～１２日にかけて RFID の安全分野への活用の国際共同テーマ探

索のため BGIA（ドイツ労働安全研究所）を訪問し、共同研究テーマの可能性を調査した。

並びにドイツハノーバーの CEBIT2009 見本市および SICK 社（ドイツ）等を訪問し、安全制

御機器の最新動向を調査した。 

 

第４章 国際共同研究テーマまとめと今後の展開案 

産業オートメーションシステムの安全技術に関して、わが国が得意とする RFID 技 

術を活用した国際共同研究テーマの可能性を調査し、今後の展開を検討した。 

 4.1 国際共同研開発テーマの抽出 

第２章の国内における安全分野に展開できるRFIDの調査、第３章における欧州での

RFIDの研究開発実態調査の２つの調査結果を踏まえて、産業オートメーションにおける
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RFIDを活用した安全システムに関し、国際共同研究開発の可能性が高いテーマについて以

下のように取りまとめた。 

■テーマ１ 工作機械における人と機械の協調作業シーンにおいてRFIDを活用した安全構

築のための安全基本要件を明確にする研究。 

■テーマ２ 危険点近接作業を対象としたRFID技術を活用しての安全性評価に関する研究。 

■テーマ３ IMS（Intelligent Manufacturing system）における連結した設備機械ゾ 

ーン内でのRFIDを利用する最適領域安全管理の研究。 

■テーマ４ 機械システムの作業現場で発生している誤操作や操作ミスによる事故（災害） 

を低減するために、RFIDを使用して操作者の作業権限を判別し安全確保要件

をまとめる研究。 

■テーマ５ RFIDの機械安全への応用におけるアプリケーションごとの最適な選択要件の

研究。 

 4.2 今後の展開への検討 

  上記4.1項の５つの国際共同研究テーマをドイツBGIAを訪問して説明し、賛同を得た。 

  一方で、今回探索したテーマは、テーマ３がシステム的解決のテーマであるが、その 

解決には、他のテーマとのリンクが強く無視できないことも同意されている。つまり各テ 

ーマを統合した形でまとめることが必要であり、これらの検討を更に実施して国際共同研 

究テーマとして再度、ドイツ等の安全研究関連団体に提案することを計画する。 
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