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序 

 

 近年、経済の発展と環境の保全、機械の高度化と安全に対する課題がクローズアッ

プされ、機械工業においても環境問題や安全問題が注目を浴びるようになってきてお

ります。環境問題では、地球温暖化対策として排出権取引やＣＤＭなどの柔軟性措置

に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の

達成に向けた取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制をはじめ

とする環境規制への対応も始まっています。その対応策が新たな課題であるとともに、

新たなビジネスチャンスとも考えられます。 

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平成１９

年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に伴い、リスク

アセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定される

など、機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、

それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国

機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められて

おります。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる事業を

発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求するため、早期

からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成２１年度には、海外環境動

向に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安全対策の策定など具体的課

題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして社

団法人日本電気制御機器工業会に「リスクアセスメント実施に関する実態調査」を調

査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

                             会 長  伊 藤 源 嗣  



 

 
 

はしがき 

 

機械類の安全性に関する問題は、我が国の労働安全衛生法の改正により、「危険性又

は有害性等の調査及びその結果に基づく措置」として、製造業等の事業場の事業者は、リ

スクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務として規定

され、機械安全分野において重要テーマとなっております。 

リスクアセスメントは、十分使いこなせているかという点では未だ十分ではありません

が、中央労働災害防止協会、(社)日本機械工業連合会等の関係者のご努力により、そ

の内容についてはかなり知られるようになってきました。 

日本における労働災害は年々減少傾向にありますが、作業者の人的ミスや作業マニ

ュアルの形骸化に起因する重大災害の頻発に見られるように、人の注意力による災害

防止対策には明らかに限界があることも事実です。 

また、複数の機械設備を複合したシステム(IMS:統合生産システム)や、複数の作業

者が広大な領域内で行う作業のように、本質的安全設計方策や設備安全方策だけでは

適切にリスク低減が達成できないものがあります。 

本調査では、設計・製造者から与えられる残留リスク情報に対して人の注意力だけ

に依存するリスク低減方策から、支援的保護装置（IT 技術等を用いて、人の誤りに起

因する災害発生確率を低減させる装置）を用いて不確定性を低減させたリスク低減方

策を提案するものです。 

その IT 技術手段として、我が国が先行する RF タグ(RFID)による固体識別・位置確

認技術とカメラによる画像識別技術をそれぞれ単体で、または組み合わせることによ

り、より安全性を高めることを目指しその有効性を実験的に検証するとともに、問題

点を抽出いたしました。本調査がより安全性を高めるためのご参考に寄与すれば幸甚

です。 

本調査のために、多くの関係者の方々にご協力をいただきました。ここに改めて御

礼を申し上げます。 

 

平成 22 年 3 月 

 

社団法人 日本電気制御機器工業会 

会 長    舩 木 俊 之 
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はじめに 

 

本調査は、リスクアセスメント（RA）実施に関する実態を調査、更なる安全化への技術

の活用を考察するものである。リスクアセスメントは、十分使いこなせているかという点

では未だ十分とはいえないが、厚生労働省、中央労働災害防止協会、(社)日本機械工業連

合会等の関係者の努力により、その内容についてはかなり知られるようになった。つまり、

ISO/IEC Guide 51、ISO 12100、ISO 14121 に示されるように、危険源を同定し、そのリス

クの大きさを見積もる（risk analysis）プロセスと、その結果を評価する（risk evaluation）

プロセスの両方のことをいう。設計者は、リスクの評価に基づいて、その低減を３ステッ

プメソッドに則って行い、更にリスクアセスメントを行う。 

ここで、二つの問題があり、それがこの研究で着目していることである。 

一つには、生産システムが統合化されてきたことへの対応を模索することである。 

単体の機械を単独に使う形態から、複数の機械を協調して使うことが多く見られるよう

になった。このような場合には、統合システムの設計者に相当するインテグレータは、単

体の機械のメーカから協力を得て、作業者の立ち位置、動線なども考慮して機械の配置や

運用を決めなければならない。通常の運転時と、製品がうまく製造できない等のイレギュ

ラー時と設備の保全時では作業者も異なるので、適当なときに適切な作業者が作業領域に

立ち入っていることを確認することが求められる。つまり、作業領域に入る作業者の存在

の管理が重要になってくる。 

二つには、これは単体の機械についても当てはまることではあるが、例えば保全では、

有資格者が作業に当たる等、適切な管理が安全を担っている部分がある。つまり、３ステ

ップメソッドの要請は、本質安全設計方策、安全防護及び付加保護方策を優先的に求めて

いるが、使用上の情報を提供し、管理を求めることも必要かつ有効であり、(1)作業領域に

いる人の把握、(2)作業毎に適切な作業者が従事しているかの把握が必要となる。 

実際、ISO 11161:2007”Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - 

Basic requirements”が制定され、一部の停止したゾーンにはメンテナンス要員の立ち入

りを認めている。したがって、この規格適用に当たっては、進入者の有無だけではなく、

個人の特定も必要で、そのための技術を確立する必要がある。このような管理するための

技術として、近年の発達が著しく、日本が先行する RFID（Radio Frequency Identification）

技術や画像処理技術が有効に使えるレベルに達していると考えられる。この研究は、この

ような考えの基、適当な機材を選定し、モデルシステムに適用することで、有効性を実験

的に検証し、同時に問題点を抽出するものである。 

なお、本研究で検討する課題は、上でも述べたように管理的側面のバックアップによる

安全化技術の調査研究である。個々の機械の本質的安全設計方策、安全防護及び付加保護

方策が行われていることがあって効果があることも忘れてはならない。その上で、新技術

を適切かつ有効に活用して、より安全性を高めることを目指し現場関係者（生産設備技術
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者、操作者、保守者、若しくは、現場に近づいたすべての関係者）を危害から守るための

研究を実施することを目的としている。更に、この調査・研究・検証を発展させ、その成

果を国際安全規格として提案することを最終目標として見定めている。 

本調査研究のために、多くの関係者の方々にご協力をいただきました。ここに改めて御

礼を申し上げます。 

 

平成 22 年 3 月 

 

リスクアセスメント実施に関する実態調査委員会 

委員長  福田 隆文 
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第１章 調査の概要 

1.1 背景と目的 

リスクアセスメント(RA）は危険源を同定して、その危険の程度を査定し、査定の度合い

に応じて安全方策を実施することで安全性を確保することである。 

従来は、危険エリアを設定して、そのエリアをフェンスやガードで遮蔽することで安全性

を確保している。危険エリア内でのメンテナンスやティーチング等の人と機械とが近接した

作業は、日常的に必須なケースが多く、その作業を実施する上で、安全機能を働かせるため

に複雑な手順・操作・管理を実施しているのが実情である。そのため、作業性・効率性が悪

いなどから、往々にして安全機能の無効化を行っているケースが散見されるという大きな課

題がある。 

機械を安全に動作させる前提条件は、「人が危険エリア内にいる場合は起動しない」とい

うことである。しかし、現実には作業者が機械の可動部を停止させることなく、機械の可動

部に近接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・

除去などの危険点近接作業が存在しており、作業領域に入る作業者の存在の管理が重要とな

る。（1）作業領域にいる人の把握、（2）作業毎に適切な作業者が従事しているかの把握が重

要となる。この把握を行い、管理するための技術として有効と思われる RFID（Radio 

Frequency Identification）、及びカメラを活用した検証を行なうことが本事業の目的であ

る。 

なお、RFID とカメラの活用は、将来的にフェンスやガードを設けずに危険エリアの柵を

バーチャル化することも期待できる技術である。 

一方で、「機械類の安全性」に関する国際規格である統合生産システムにおける基本要求 

事項を定義した ISO 11161 があるが、ISO 11161 は危険エリアを設けてそこに立ち入ったら

安全停止するという概念であり、人と機械とが近接した作業における有効な安全確保手段な

どユーザサイドに立った観点を提供し得ていない。今年度の調査結果をもとに、次年度以降

に計画する ISO 11161 に対する標準化追加提案のための調査も並行して実施する。 

 

1.2 調査体制 

（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「調査本委員会」

及び実務者で構成した「調査ワーキンググループ」を設ける。 

本委員会の役割は、調査の方針を決定し事業を統括すると共に、ワーキンググループの作

業内容について審議、承認する。 

ワーキンググループは、本委員会で承認された実行計画を調査し、その成果を報告書とし

てまとめる。 

（社）日本電気制御機器工業会に「調査委員会（委員長：福田隆文長岡技術科学大学准教

授）｣を設置し、調査内容及び成果についての＜自己評価実施体制＞を敷いて自己評価を実

施する（図 1.2.1）。 
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           図 1.2.1 本事業の調査体制と自己評価体制 

 

1.3 調査項目・スケジュール 

（１）事業名  

平成２１年度「リスクアセスメント実施に関する実態調査」事業  

（２）事業の目的  

危険を伴う生産現場では、危険エリアを設定し、そのエリアをフェンスやガードで遮蔽

し、安全機能を付加して、安全を確保している。しかし、実際の現場では、危険エリア内

でのメンテナンスやティーチング等の作業に安全機能を無効化し、人身事故が発生してい

る。また、作業を｢効率的に行う｣として無効化している例も散見される。 

機械を安全に動作させる前提条件は、「人が危険エリア内にいる場合は起動しない｣いう

ことである。しかしながら、実際には上記のように機械が稼働している危険エリアで行わ

なければならない作業も存在する。  

このような場合には、作業毎に適切な作業者が従事しているかを把握する必要がある。 

危険エリア内にいる人の存在とそれら人の特定を行い、危険時には設備を起動させない

（または安全機能を起動させる）ことが必要である。 

基本となる人の存在と人の特定の検知に有効な方策の一つとして、RFID（アクティブタ

グ）とカメラを併用し、生産現場を模擬化したモデルシステムを構築し、有効性を実験的

に検証し、同時に問題点を抽出することにある。 

（３）事業の内容  

リスクアセスメント実施に関する実態調査について、以下の項目の調査活動を行う。 

①機材の設置と調整 

人と機械が近接する環境で、危険エリアをバーチャルエリア化し、そのバーチャルエ

リア内外での人の存在検知と個人の特定を RFID を活用してその検知がどの程度行える

かを検証するために、（独）労働安全衛生総合研究所に生産現場を模擬した現場モデル

を構築する。更に、検証に必要な RFID やカメラ等の機材を現場モデルに持ち込み、モ

デルに即して設置すると共に、検知精度を上げるためにその取り付け位置や高さ、並び
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に機材が最適な性能を発揮するように機材の各種パラメータを調整する。 

②データ取りと解析 

現場モデルにおいて想定する種々作業を行い、バーチャルエリア、及びそのエリア内

外での人の存在検知と個人の特定の有効性を検証するためのデータ取りを行う。 

現場からの実態と要求を把握するため、安全に積極的に取り組んでいる企業とのヒア

リングも実施する。 

③検証結果の課題抽出とその施策及び実施検証再計画 

上記解析・検証結果から課題抽出と対策立案を行う。その際、ユーザヒアリングも踏

まえ、課題や対策をより明確化し、実生産現場での検証テーマとして再計画する。想定

されるテーマは、存在検知の精度を左右する要素の抽出とその要素に対する打ち手、検

出できない、あるいは検出困難な死角に対する打ち手などが考えられる。 

④ISO 11161 について 

次年度以降でのISO 11161に対する標準化提案のための検討を行う。 

 

（４）スケジュール 

本事業の調査スケジュールを表 1.3.1 に示す。 

 

            表 1.3.1 本事業の調査スケジュール 

      半期別･月別 

 

 

 

項   目 

上半期 下半期 

21

年

／

8  9 

 

 

 

10 11 12

22 

年 

／ 

1 

 

 

 

2 
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① 機材の設置と調整         

② データ取りと解析         

③ 検証結果の課題抽出と施策 

  及び実施検証再計画 

 
   

    

④ ISO 11161 の調査         

⑤ 委員会（◎）/WG（○）開催 ◎ ○ ○  ◎ ○ ◎  

⑥ 報告書の作成・公表         
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1.4 活動結果 

 1.3 の活動計画に対し、２００９年８月からスタートし、調査本委員会及び調査研究 WG

を表 1.4.1 の通り実施した。調査本委員会の議事録は添付資料４を参照。  

 

 

 

 

日時 内容 

平成 21 年 8 月 25 日 第一回委員会 

キックオフ、計画の決定 

平成 21 年 9 月 8,9 日 第一回 WG 実験システムの確認と第一回実験 

平成 21 年 9 月 28,29 日 第二回 WG 第二回目の実験 

平成 21 年 10 月 19,20 日 第三回 WG 追加実験とユーザへのデモ 

平成 21 年 11 月 11 日 ユーザとの技術交流会 

平成 21 年 12 月 18 日 第二回委員会 

実験結果の共有と ISO 11161 の検討 

平成 22 年 1 月 28 日 第三回委員会 

次ステップへの検討と報告書のレビュー 

平成 22 年 2 月 26 日 第四回委員会 

報告書の最終レビューと本事業の終了確認 

表 1.4.1 調査活動実績 
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1.5 用語と解説 

本報告書で使用する用語を以下に示す。 

（1）RFID 

Radio Frequency Identification の略。媒体に電波を用いた ID システムのことをい

う。一般的には、リーダ/ライタ、アンテナ、及び RF タグで構成される。 

リーダ/ライタ（アンテナ）からの電波で RF タグが起動し、非接触で RF タグに搭載さ

れたメモリからの情報を読み出したり、メモリに情報を書き込んだりすることができる。  

JIS での定義（JIS X0500）：誘導電磁界又は電波によって、非接触で半導体メモリの

データを読み出し、書込みのために近距離通信を行うものの総称。 

（2）RF タグ 

本報告書では、パッシブタグ機能とアクティブタグ機能の両方を併せ持った RFID の

タグを RF タグという名称で特別に定義する。 

JIS での定義（JIS X0500）：半導体メモリを内蔵して、誘導電磁界又は電波によって

書き込まれたデータを保持し、非接触で読み出しできる情報媒体。 

（3）リーダ/ライタ 

  JIS での定義（JIS X0500）：RF タグのデータを書込み、読み出しする装置。通常、ア

ンテナと制御装置で構成する。 

（4）アンテナ 

  JIS での定義（JIS X0500）：リーダ/ライタの一部で、RF タグとの物理的に電磁界ない

しは電波の送受信を行う導体素子放射部分(空間結合素子部分)。  

（5）交信 

JIS での定義（JIS X0500）：RF タグとリーダ/ライタ(アンテナ)間の無線通信のことを

いう。通信とは言わない。 

（6）パッシブタグ 

  内部に電池を搭載せず、リーダ/ライタ（アンテナ）からの供給電力のみで駆動し、一

般的に１ｍ以下の近距離での交信が可能な RF タグのことをいう。 

なお、RF タグ内にセンサ機能を有し、その機能を実現するために搭載した電池からの

電力供給を受ける（交信には電池からの電力は使用しない）RF タグをセミパッシブタグ

と呼ぶ。 

 (7)アクティブタグ 

内部に電池を搭載し、その電池から供給された電力を使って、自らが数 10ｍ離れたア

ンテナへ情報を送る RF タグをアクティブタグという。   
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(8) アクティブリーダ 

 アクティブタグの情報を読み出すアンテナを、本報告書ではアクティブリーダと呼ぶ。 

(9)RSSI 

Received Signal Strength Indication (Indicator)の略。無線通信機器が受信する信

号の強度を測定するための回路、あるいは信号のことをいう。 

(10)LF マット 

内部に RFID のアンテナ用コイルを内蔵したマット。今回の評価で使用した LF マット

は 125kHz 帯。LF 発信機とケーブルでつなぎ、LF マットから発する電波で RF タグのデー

タの送受信を行なう。 

(11)LF ゲート 

LF マットを 2枚以上組み合わせて、LF マット間を移動する RF タグのデータを受信す

ることで、LF マット上を通過する RF タグ(RF タグを持つ人)の動きを検知することがで

きる仮想ゲートを、本報告書では LF ゲートという。 

(12)ステレオカメラ 

対象物を２方向以上の異なる方向から同時に撮影することにより、奥行き方向の立体

的な情報も記録できるカメラのことをいう。一般的には、1 台で両眼視差を再現するこ

とで、奥行き方向の距離の把握も可能になっている。 

(13)バーチャルゲート 

LF マットとステレオカメラシステムとを組み合わせた仮想入退場ゲートを、本報告書

ではバーチャルゲートと呼ぶ。 

これにより，RF タグ不携帯者の確認と RF タグによる個人の特定を可能にする。 

（14）バーチャルエリア 

 危険エリアを柵で囲わずに特定できる，エリアのこと。 
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第２章 調査成果の概要 

 本調査事業において実施した検証調査は、まず現場モデルでの各機器の特性を確認し、

最適な設置条件、調整及びシステム構成を確立し、実運用での有効性の確認、課題抽出を

行った。また、その調査から国際標準化のための検討を行ったので検証調査と含めて結果

の概要を本章で報告する。詳細な内容は、第３章に、また成果を受けての安全への活用に

ついての考察を第４章に報告する。 

以下、検証調査項目ごとに結果概要を報告する。 

 

2.1 検証結果 

(1)検証１ アクティブタグの特性確認 

 【結果】・現場モデルの危険エリア内で不検知となる場所はない。 

     ・検知強度（RSSI 値）により危険エリア内外（境界）位置を判別することは今 

回使用した機器では不可能であった。 

     ・効果的に使用するためには、アクティブリーダを床面から 1m 以上の高さに複

数台設置する必要がある。 

(2)検証 2 LF ゲートの特性確認 

【結果】・LF マットを適切な間隔に設置することで RF タグの入退場検知が可能である。 

・周囲金属により検知エリアが変化することがあるため、設置場所ごとの調整が

必要である。 

・今回の現場モデルでは、危険エリア内外を仕切る柵から 1m 以上離し、マット

間隔をマット中心間 1m 以上離して設置する必要がある。 

・RF タグ不携帯者の通過は検知できない。 

(3)検証 3 ステレオカメラの特性確認とバーチャルゲートの検証 

 【結果】・機器の機能を活かした設定、及び一般的な入退場条件下（人数、入出速度等）

において、人の入退場の認識がステレオカメラで可能である。 

・本カメラシステムのみでは、通過者の特定はできないため、LF ゲートとの組

み合わせが必要である。 

・RF タグ、LF ゲート、カメラを組み合わせることにより、RF タグの携帯/不携

帯も含めて危険エリアへの入退場、進入者特定が可能である。 

(4)検証 4 現場担当者との交流会 

 【結果】・安全対策に積極的に取り組んでいるＡ社の機械設備現場担当者との交流会を

２回実施できた。その結果、本提案については前向きな評価をいただいた。  
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一方、運用においての課題も提起され、交流会は有意義であった。詳細は、3.3

項を参照のこと。    

 

2.2 標準化検討結果 

ISO 11161:2007”Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic 

requirements”について検討した。 

現在の国際安全規格では、設計・製造者が行うリスクアセスメントによる評価の結果、

保護方策によるリスク低減方策については、対象となるリスクの大きさにより適用するカ

テゴリーやパフォーマンスレベルを決定する手法（リスクグラフ等）が示されている。 

一方、使用者が教育・訓練、管理によって行うリスク低減方策については、その指標は

確立されていない。 

そのため、今後さらなる労働災害減少を図るためには、労働安全の立場からこれらの指標

の確立と、本事業で調査した RFID をはじめとした IT 機器を用いた支援的活用方法を提案

することの必要性が確認できた。 
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第３章 調査の内容 

3.1 調査事項 

3.1.1 概要 

本調査では、RFID とカメラシステム等を活用して、危険エリア内に存在する人を特定し

て安全機能の起動を実現させることが可能かを確認するために、以下の 3 点を調査・検

証する。 

①人と機械が近接する環境で危険エリアをバーチャルエリア化し、そのバーチャルエリア

内外での人の存在検知と個人の特定を行なうことができること 

②存在検知の位置精度はどれくらいか  

③危険エリア内への人の進入検出と個人の特定ができること 

 

①に関しては、実際の作業現場を想定すると、工場や設備の立ち上げ時などには安全柵

なども設置されていないことが多く、その中で作業者が機械の設置や調整をしなければな

らない状況がある。このような状況下で、物理的な安全柵に代わるものとして危険エリア

内に存在する人の検知と個人の特定ができないかという検証である。 

②に関しては、人の存在検知をする際にどの位置に人がいるのか、つまりタグ用リーダ

からどれ位の距離に人がいるのかをどの程度の精度で把握できるかという検証である。 

③に関しては、例えばゲートなどの通過点を設けても構わないので、誰が危険エリアに

入ったのか、あるいは出たのかを確実に把握できるかの検証をするものである。  

また、検証にあたっては、（独）労働安全衛生総合研究所のシステム安全実験棟内の生産

現場を模擬した現場モデルを用いて、検証に必要な RFID やカメラ等の機材を持ち込んで、

現場モデルに即したシステムを構築した。 

さらに、人の存在検知精度を上げるためにそれらの機材の取り付け位置、高さを検討す

ると共に機材が最適な性能を発揮するように事前に特性確認、及び機材の各種パラメー

タの設定、調整を行なった上で、調査研究を実施した。 

 

3.1.2 調査の実施場所 

  （独）労働安全衛生総合研究所の機械システム安全実験棟内に写真 3.1.1 に示すよう

な生産現場を模擬した現場モデルを構築して調査を行なった。 

  写真 3.1.1 (右)に示す「     」で囲んだ箇所を仮想危険エリアと仮定し、モデ

ルに予め設置してあったゲート部分を仮想入退場ゲートとして検証を実施した。 
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写真 3.1.1 （独）労働安全衛生総合研究所 機械システム安全実験棟内の現場モデル 

 

3.1.3 調査研究用現場モデルの全体システム概要 

（独）労働安全衛生総合研究所の機械システム安全実験棟内に構築した現場モデルの全体

システムの概要を図 3.1.1 に示す。金属の柵で囲まれた仮想危険エリアの四隅・四箇所に

4台のアクティブリーダを設置した。 

仮想入退出ゲート部に LF マット 2枚を約 1m 間隔で設置し（以降、LF ゲートという）、そ

の LF マット間のほぼ中間位置にステレオカメラを 2.5ｍの高さで設置した。ここはメカニ

カルゲートではないため、バーチャルゲートと言える（以下、LF マットとステレオカメラ

とを組み合わせた本ゲートを、バーチャルゲートという）。 

バーチャルゲートの考え方は、人に RF タグ（パッシブ機能とアクティブ機能を有する複

合タグを本報告書では RF タグという）を持たせて、入退場検知をするものである。つまり、 

①LF マット（1）上を人が通過し、ステレオカメラの検知位置に入り、その後に LF マット

（2）上を通過した場合には、その人は仮想危険エリアに入場した、 

という判断をし、逆に、 

②LF マット（2）上を最初に通過し、ステレオカメラの検知位置に入り、その後に LF マッ

ト（1）上を通過した場合には、その人は仮想危険エリアから退出した、 

という判断をすることで人の所在検知と個人の特定をするものである。 

4箇所に設置されたアクティブリーダは、個人を特定するデータを持つ個々のRFタグが、
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どの LF マット上を通過してきたかという履歴と最新の位置情報を受信することで、人の存

在する場所が仮想危険エリア内か外かの判断をすることができる。 

なお、機器構成の詳細に関しては次項以降に記載する。 

       

          

   

 

 

 

 

 

 

 

     

            図 3.1.1 現場モデルの全体システム概要 

 

3.1.4 調査研究に使用した機器とその構成    

図 3.1.2 に本調査研究における評価試験に使用した機器とその構成、及び基本的な動作

イメージを示す。 

これらの機器は本評価試験において、主に 3.1.1 章で述べた 3点の検証項目のうち、次

の 2点の検証を実施するために使用する。 

①人と機械が近接する環境で危険エリアをバーチャルエリア化し、そのバーチャルエリア

内外での人の存在検知と個人の特定を行なうことができること 

②危険エリア内への人の進入検知と個人の特定ができること 

ここで、①については誰がどの場所に存在するのかを検知するというものである。 

アクティブタグには、予め固有の ID 情報が入力されているので、その固有 ID 情報と個

人とを紐付けすれば、個人の特定は可能である。さらに、四箇所に設置した存在検知用ア

クティブリーダに対しては、アクティブタグから固有 ID を含む情報が送信されるので、ア

クティブリーダが受信した各タグからの電波の強さをみることで、各個人のいる場所の位

置も特定をすることができないかということが調査の重要なポイントとなった。 

しかし、事前の実験で、今回使用するアクティブタイプの RFID システムでは、あまりに

も検知領域が広すぎて、人がゲートの内側にいるのか、外側にいるのかの区別が難しいこ

 

ステレオカメラ

模擬ロボット

4.5×4.5m 
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とが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2  評価試験での使用機器とその構成 

 

そのため、仮想危険エリアへの入退場検知（ゲートでの確実な入退場検知）とその人の

特定を実現するために、アクティブタイプとパッシブタイプ両方の RFID 機能を持った RF

タグにより、個人の特定、及び入退場検知と人の移動方向の検知を実現しようと試みた。     

この LF マットを 2枚並べた LF ゲートを使った実験の結果、特殊な場合を除いては入退

場検知と個人の特定が可能であることがわかった。なお、RF タグのパッシブタイプの機能

を活用した LF マットの基本的な動作概要を図 3.1.3 に示す。 

図 3.1.3 に示すように、LF マットを 2枚並べて使用することで、各々のマットを通過し

た順序、つまり人の移動方向を認識することができる。そして、LF マット上を RF タグが

通過したという情報は、アクティブの機能でアクティブリーダに送信されるので、上位シ

ステムで LF マット上の通過履歴の把握ができる。  
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 図 3.1.3 LF マットの動作概要 

 

LF マットを活用することによって RF タグを携帯している人の入退場検知は確実にでき

ることがわかった。しかし、RF タグを携帯していない進入者が LF ゲートを通過するよう

な例外的な場合には、当然、RF タグからの情報を得ることが不可能である。そのため、RF

タグ不携帯者はその存在を認識されることなく、LF ゲート内を通過することができる。ま

た、複数の人が LF ゲートを通過する際に、その中の 1人が RF タグを携帯していれば、基

本的にはそれ以外の人も LF ゲートを通過できる、いわゆる「共連れ」という行為を検知で

きないことも明確である。このような RF タグ不携帯者の入退場や共連れの不正対応のため

に、画像による人の検知をするシステムとして LF ゲート上の 2.5ｍの高さにステレオカメ

ラシステムを設置し、RF タグによる検知システムと併用した。 

このような RFID システムとステレオカメラによるビジョンシステムとをダイバーシテ

ィに組合せたバーチャルゲートによって、検知漏れがない高精度なシステムを実現するこ

とができると考え、バーチャルゲートを使って最終的な評価試験を行なった。 

ただし，なりすまし対策は RF タグによる個人の特定のみではできない。なりすまし対策

は，カメラによる顔認証が有効かと思われるが，今回は検証していない。 
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3.1.5 評価に使用した機器の主な仕様   

（１）RF タグ 

写真 3.1.2 に今回、使用した RF タグ（アクティブ機能とパッシブ機能内蔵の複合タ

グ）の外観イメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.2  本調査に用いた RF タグの外観イメージ      

 

なお、今回使用した RF タグの主な仕様を表 3.1.1 に示す。 

 

表 3.1.1 本調査に用いた RF タグの主な仕様 

無線部(アクティブ機能部分) ハードウェア部 

適合規格 ARIB STD-T67 電源 リチウム電池(CR2032)1 個

送信周波数 426MHz 帯 電池寿命 3 年以上(1 回/20 分送信) 

交信方式 単向方式 温度条件 -10～+50℃ 

空中線電力 1mW 外形寸法 65×36×9.5(mm) 

交信距離 見通し 50m 質量 約 20g(電池含む) 

交信速度 4800bps   

 

また、今回使用した RF タグの主な特徴は、図 3.1.4 に示す通りである。 
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図 3.1.4 本調査に用いた RF タグの主な特徴 

   

（２）LF マットと LF 発信機の仕様 

写真 3.1.3 に、今回使用した LF マットと LF 発信機（パッシブタグ機能）の外観イ  

メージを示す。LF マットは内部にコイルが巻かれたアンテナである。 

 

     

 

 

 

               

 写真 3.1.3  本調査に用いた LF マットと LF 発信機の外観イメージ 

LF マット LF 発信機

● 特定小電力（426MHz  1mW）アクティブタグ機能 

● 長距離交信(50m)     

● 小型・薄型・軽量な RF タグで携帯性が良い 

● 電池交換可能で保守性向上 

● 長電池寿命(約 3年：1回/20 分送信時） 

● 4 つの送信方法（それぞれ LF により設定変更可能） 

① 定時送信機能 

･･･1 回/(3 秒～24 時間)の 16 段階に設定可能 

② LF 受信回路内蔵 

･･･125kHz の近距離通信 パッシブ機能が内蔵 

③ 振動センサ 

･･･動いていることを検知 

④ 押しボタンスイッチ 

･･･緊急通報用 

● LF ゲート（2ch）に対応   パッシブタグ機能 

① 2 つの LFID を記録 

･･･LF マット ID により通過方向が分かる 

② ゲート通過 RF 追加送信回数 

･･･4 回までの追加送信と拡散送信により確実に交信 

③ LED・ブザーON/OFF 設定 

･･･ゲート通過を意識させない 

④ 同一 LFID マスク機能 

･･･LF マット上の RF タグ待機防止 
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表 3.1.2 に LF 発信機の主な仕様を示す。なお、LF マットについては一般的な寸法

は 50×50(cm)だが、アプリケーションによっては横長のマット形状も実現できる。 

 表 3.1.2 本調査に用いた LF 発信機の主な仕様 

通信方式 電磁誘導 

周波数 125KHz 帯 

電磁結合到達距離 最大 5.0m（ボリュームにて可変可能） 

アンテナ マット型（設置場所に応じオーダメイド製作） 

電源 AC100V 

外形寸法 200×230×70(mm) 

質量 約 2.0kg（ケーブル除く） 

 

なお、機器の詳細については添付資料３を参照のこと。 

 

（３）ステレオカメラシステムの仕様 

写真 3.1.4 に本調査に使用したステレオカメラシステムの写真を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.4 本調査に使用したステレオカメラシステム 

 

LF ゲート上 2.5ｍの高さにステレオカメラを設置し、下向きに撮影した広角映像

を取り込み、人物を検出するエリアを設定した。 

なお、カメラの詳細の設定値については、3.2 項の表 3.2.7 を参照のこと。また、

表 3.1.3 にステレオカメラシステムの主な仕様を示す。

ステレオカメラ 
コントローラ
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       表 3.1.3 ステレオカメラシステムの主な仕様 

項 目 主 な 仕 様 

外形寸法・質量 215×66×164(mm)（突起部除く）、約 3kg 

映像入力 VBS1.0Vp-p BNC コネクタ X 4ch(2ch 未使用) 

映像出力 VBS1.0Vp-p 75Ω BNC コネクタ X 1ch 

接点入力 フォトカプラ入力 : 4 点(短絡時電流 18mA)  

接点またはオープンコレクタで接続してください。 

接点出力 フォトモスリレー出力 : 8 点 (最大容量 DC48V 500mA) 

外部 I/F LAN,スイッチ＋液晶 

電源・消費電力 AC 100V ±10% 50/60Hz(AC アダプタ), 約 20W 

環境条件 使用環境：屋内で粉塵や塩害がなく、直射日光が当たらない場所

温度 : 0℃～40℃, 湿度 : 20%～80%(結露なきこと) 

 

3.1.6 検証項目 

(1)検証１ アクティブタグの特性確認（図 3.1.5） 

   本検証により 3.1.1 項で述べた 3つの検証項目のうち、下記①、②の検証を行う。 

①人と機械が近接する環境で危険エリアをバーチャルエリア化し、そのバーチャルエ

リア内外での人の存在検知と個人の特定を行なうことができること 

②存在検知における位置精度はどれくらいか 

 

   検証１では、アクティブタグによって、仮想危険エリア内外に存在する人の検知と

存在場所の特定ができるかの検証を実施する。つまり、4 箇所に配置されたアクティ

ブリーダで受けるアクティブタグの電波強度によって、人の存在位置を特定できるこ

とができるか否かの検証を行う。 

また、存在位置の精度が、アクティブリーダの設置位置、向き、及び人がアクティ

ブタグを携帯する際の携帯方法によってどう変化するかの検証と実運用を想定した際

の課題の抽出も行なう。 
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図 3.1.5 アクティブタグ機能の特性確認（検知エリア性能の確認） 

 

(2)検証 2 LF ゲートの特性確認 

   本検証により 3.1.1 項で述べた 3つの検証項目のうち、下記③の検証を行う。 

③危険エリア内への人の進入検知と個人の特定ができること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.6 LF ゲートの特性確認 

   検証 2では、図 3.1.6 に示すような LF ゲートによって、人の通過検知と仮想危険エ

リア内外に存在する人の検知、及び人の特定ができるかの検証を実施する。 
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これは、2 箇所に配置された 2 枚の LF マット上を RF タグを持った人が通過する際

の人の検知、通過方向の確認、通過後の存在検知ができるかの検証である。 

また、LF ゲートによる通過検知や存在検知の確度が、LF マットの設置方法、感度等

でどう変化するかの検証や実運用面で想定される課題の抽出等も行なう。 

 

(3)検証 3 ステレオカメラの特性確認とバーチャルゲートの検証 

   LF ゲートのみでは RF タグ不携帯者の通過や共連れを検知できないため、ステレオ

カメラを活用した画像処理による人の検知との組合せが必要となる。したがって、本

検証 3によりステレオカメラの特性確認とバーチャルゲートの検証を実施する。 

そのために、まず始めにステレオカメラ自体の特性確認や最適な設置条件の抽出を行

う。その確認を行った後に、2枚の LF マットとステレオカメラとを複合したバーチャ

ルゲートで検証を行う。  

なお、この検証で、ステレオカメラの課題やバーチャルゲートにおける課題の抽出

を行うと共に、実運用を想定したステレオカメラの最適な設置条件と設定条件の検討

も行なう。特に、ステレオカメラの場合には異常発生時にシステムがどのような動作

になるかの確認を行う（図 3.1.7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3.1.7 バーチャルゲートの特性確認 
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3.2 検証データ  

3.2.1 概要 

検証は、まず現場モデルでの各機器の特性を確認し、最適な設置条件、調整及びシステ

ム構成を確立し、実運用での有効性の確認、課題抽出を行った。 

  

3.2.2 実施場所と実施日 

調査の実施日と実施場所は以下のとおりである。 

表 3.2.1  検証実験実施日と実施場所 

  実施日 実施場所 

平成 21 年 9 月 8，9日 (独)労働安全衛生総合研究所 

平成 21 年 9 月 28，29 日 (独)労働安全衛生総合研究所 

 

3.2.3 各機器の特性確認 

検証 1 アクティブタグの特性確認 

【目的】 

アクティブタグにより、仮想危険エリア内外に存在する人の検知の可否とその精度

を検証する。 

【結論】 

今回の実験環境では、仮想危険エリア内及びその周辺すべての場所、条件において、

アクティブタグが不検知になることはなかった。 

現状の技術では、アクティブリーダで受ける RF タグの電波強度のみで RF タグの位

置を特定し、バーチャルエリア化することは不可能であり、他の機器との組み合わせ

が必須であることがわかった。 

今回の実験環境での設置条件は、仮想危険エリアの四隅の高さ 2.5m の位置にアクテ

ィブリーダをそれぞれ 1台設置し、RF タグは首から下げた状態(高さ約 1m、RF タグの

向き垂直)とすることが最適であることがわかった。 
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【実験方法と結果】 

(1) アクティブリーダ設置条件、RF タグ携帯方法を種々変更し、交信距離の変化を

確認する。実験は機械システム安全実験棟内で行った（図 3.2.1）。 

 

機械システム安全 実験棟

実験
設備

交信距離

アクティブリーダ 11

 

図 3.2.1 アクティブリーダ設置条件、RF タグ携帯方法確認方法 

表 3.2.2 アクティブリーダ設置条件と交信距離 

アクティブリーダ設置方法 交信距離 (m) 

高さ(m) 向き タグ No.2 タグ No.4 タグ No.8 

0 縦 36 20 18 

 横 50 42 38 

1 縦 50 38 40 

 横 50 45 40 

2 縦 50 45 45 

 横 50 45 45 

 

表 3.2.3  RF タグ携帯方法と交信距離 

RF タグ携帯方法 交信距離 (m) 

高さ(m) 向き タグ No.2 タグ No.4 タグ No.8 

0 垂直 62 44 51 

 水平 62 44 51 

1 垂直 50 45 45 

 

表 3.2.2 及び 3.2.3 より、RF タグの交信距離はアクティブリーダの設置高さは

1m 以上であればリーダの設置位置、向き、タグの携帯方法によらないことがわか

った。 
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(2) RF タグを仮想危険エリア内各場所に置いた場合の、受信信号強度(RSSI 値)を確

認する（図 3.2.2）。 

1

2 3

アクティブリーダ 12

4
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11
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15
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17
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20

仮想危険エリア

18

アクティブリーダ 11

アクティブリーダ 13

アクティブリーダ 14

 

図 3.2.2  仮想危険エリア内の受信信号強度確認位置 

表 3.2.4 仮想危険エリア内の受信信号強度測定結果 

  RSSI 値 

場所 

No. 

場所 アクティブ

リーダ 11 

アクティブ

リーダ 12

アクティブ 

リーダ 13 

アクティブ

リーダ 14

1 リーダ 11 直下 43.0 42.6 32.6 41.4 

2 リーダ 12 直下 42.6 49.2 40.0 37.2 

3 リーダ 13 直下 37.6 48.0 56.0 41.4 

4 リーダ 14 直下 42.8 44.2 57.6 48.0 

5 柵内中央 2m 43.6 48.8 51.0 43.2 

6 柵内中央 1m 42.4 45.4 34.0 41.8 

7 柵内中央 床面 41.8 45.2 41.4 37.6 

8 柵内中央 1m RF タグを片手で包む 43.2 37.6 46.8 42.8 

9 柵内中央 1m RF タグを両手で包む 45.6 36.2 44.0 42.0 

10 機械下 10cm 高さ 44.2 36.0 41.4 37.2 

11 機械下 床置き 36.8 37.6 36.8 31.2 

12 盤の間 38.2 31.4 45.0 37.0 

13 柵内中央 体の下 38.2 36.0 32.8 33.0 

14 盤内 32.2 32.2 37.4 35.6 

15 柵内中央 床置き ざるをかぶせる 38.2 39.0 39.0 30.8 

16 柵内中央 床置き 鉄板をかぶせる 40.0 41.8 42.8 33.4 

17 柵内中央 床置き 電源ケーブルのせ 29.4 30.6 33.0 35.0 

18 柵にくっつける (ゲート 1付近) 37.8 43.0 43.2 37.6 

19 柵にくっつける (A13-14 間) 39.8 43.0 44.2 41.4 

20 柵内中央 1m 横で携帯電話 44.0 43.6 44.6 39.8 

※ RSSI 値は受信 5回の平均値 

※ 網がけ数字は未受信の時があった 
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表 3.2.4 より、複数のアクティブリーダでの受信とすることにより、仮想危険エリア

内で不検知になる場所はないことがわかった。 

RSSI 値による RF タグの位置特定の可能性を確認するために、RF タグが 4つのアクテ

ィブリーダから等距離にある場所 No.6 「柵内中央 1m」の RSSI 値に対する増減で表すと

表 3.2.5 のようになる。 

表 3.2.5 仮想危険エリア内の受信信号強度測定結果(増減) 

  RSSI 値増減 位置特定の

可能性 場所 

No. 

場所 アクテ

ィブリ

ーダ 11

アクテ

ィブリ

ーダ 12

アクテ

ィブリ

ーダ 13

アクテ

ィブリ

ーダ 14 

1 アクティブリーダ 11 直下 0.6 -2.8 -1.4 -0.4 ○ 

2 アクティブリーダ 12 直下 0.2 3.8 6.0 -4.6 × 

3 アクティブリーダ 13 直下 -4.8 2.6 22.0 -0.4 ○ 

4 アクティブリーダ 14 直下 0.4 -1.2 23.6 6.2 × 

5 柵内中央 2m 1.2 3.4 17.0 1.4 × 

6 柵内中央 1m 0.0 0.0 0.0 0.0 ～ 

7 柵内中央 床面 -0.6 -0.2 7.4 -4.2 × 

8 柵内中央 1m RF タグを片手で包む 0.8 -7.8 12.8 1.0 × 

9 柵内中央 1m RF タグを両手で包む 3.2 -9.2 10.0 0.2 × 

10 機械下 10cm 高さ 1.8 -9.4 7.4 -4.6 × 

11 機械下 床置き -5.6 -7.8 2.8 -10.6 × 

12 盤の間 -4.2 -14.0 11.0 -4.8 × 

13 柵内中央 体の下 -4.2 -9.4 -1.2 -8.8 △ 

14 盤内 -10.2 -13.2 3.4 -6.2 × 

15 柵内中央 床置き ざるをかぶせる -4.2 -6.4 5.0 -11.0 × 

16 柵内中央 床置き 鉄板をかぶせる -2.4 -3.6 8.8 -8.4 × 

17 柵内中央 床置き 電源ケーブルのせ -13.0 -14.8 -1.0 -6.8 △ 

18 柵にくっつける (ゲート 1付近) -4.6 -2.4 9.2 -4.2 × 

19 柵にくっつける (A13-14 間) -2.6 -2.4 10.2 -0.4 × 

20 柵内中央 1m 横で携帯電話 1.6 -1.8 10.6 -2.0 × 

 

 

 

 

RSSI 値により位置を特定するためには、RSSI 値の増減が以下の傾向でなくてはならな

いと考え、各場所の位置特定の可能性について判定を行った。 

・ アクティブリーダの RSSI 値は、RF タグが近づいたら増加し、遠ざかったら減少

すること。 

・ RF タグとアクティブリーダの位置関係が変わらず、機器、人の位置などの周囲

環境が変化した場合には、全アクティブリーダの RSSI 値が同様に増減すること。 

表 3.2.5 より、受信信号強度の変化からも、RF タグ位置の特定は難しいことがわかる。 

○：RSSI 値の増減に明確な傾向があり、位置を特定できる可能性がある 
△：RSSI 値の増減に傾向はあるが位置特定は困難である 
×：RSSI 値の増減に傾向が見られず、位置特定は困難である。 
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たとえば、場所 No.4「アクティブリーダ 14 直下」の受信信号強度はアクティブリー

ダ 13 の増加分が大きく、アクティブリーダ 13 近辺に RF タグがあると判断してしまう。

これは、RF タグとアクティブリーダ間に障害物がある場合に受信信号強度が減衰するこ

とと、機器や床での反射波による干渉やフェージングにより受信信号強度が変動するた

めと考えられる。 

(3) RF タグ携帯者が仮想危険エリア内及び仮想危険エリア周辺の各場所にいる場合

の、受信信号強度(RSSI 値)を確認する。確認位置を図 3.2.3 に示す。 

シャッター
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図 3.2.3 仮想危険エリア内外の受信信号強度確認位置 
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表 3.2.6 仮想危険エリア内外の受信信号強度測定結果 

   RSSI 値 

実験番号 RF タグ 

No. 

場所

No.

アクティ

ブリーダ

11 

アクティ

ブリーダ

12 

アクティ

ブリーダ

13 

アクティ

ブリーダ 

14 

1 2 2-1 50 48 46 62 

 6 6-1 32 40 42 35 

 8 8-1 45 45 28 38 

2 2 2-2 43 40 63 48 

 6 6-2 33 37 47 37 

 8 8-2 40 41 38 30 

3 2 2-3 46 45 48 42 

 6 6-3 30 32 31 33 

 8 8-3 42 48 42 39 

4 2 2-4 48 44 40 47 

 6 6-4 × 21 33 34 

 8 8-4 34 39 38 27 

5 2 2-5 38 43 41 43 

 6 6-5 38 32 29 35 

 8 8-5 34 40 41 38 

6 2 2-6 49 63 52 51 

機械動作 6 6-6 36 37 31 36 

 8 8-6 36 39 43 29 

7 2 2-6 47 63 51 51 

機械停止 6 6-6 33 37 33 34 

 8 8-6 40 39 42 30 

※ RSSI は受信 5回の平均値 

※ 網がけ数字は受信できないの時があった 

表 3.2.6 より、仮想危険エリア外では一部不検知になることがわかった。ただし、

すべてのアクティブリーダに対し不検知となる場所、条件はないため、アクティブリ

ーダを複数台設置することにより、すべての場所、条件で RF タグの検知が可能であっ

た。 

また、仮想危険エリア内とエリア外で RSSI 値に差はなく、RSSI 値での危険エリア

内外の判定は難しいことがわかった。 
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(4) RSSI 値の距離特性の確認 

受信信号強度(RSSI 値)の交信距離特性を屋外にて確認する。 

測定は、本部棟と機械システム安全実験棟との間の道路上で行った。アクティブ

リーダ 4台を地上約 2.85m の高さに約 20cm 間隔で設置し、RF タグを首からぶら下

げた 5名がアクティブリーダ直近から 100m 離れた位置まで移動して行った。 

確認時の環境と配置を図 3.2.4 及び図 3.2.5 に示す。 

機械システム安全 実験棟

本部棟

アクティブリーダ
RFタグ

 

図 3.2.4  受信信号強度確認時の環境 

No.14

No.13

No.12

No.11

アクティブリーダ

2.85m

交信距離

約1m

RFタグ

アクティブリーダ
間隔：約50cm

水平面配置

垂直面配置

間隔：約20cm

No.2

No.3

No.4

No.6

No.8

 

図 3.2.5  受信信号強度確認時の配置 

 

移動範囲 0～100m
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図 3.2.6 受信レベル距離特性確認結果 

図 3.2.6 より、RSSI 値の距離特性はアクティブリーダ、RF タグによらず同様の傾向

であるが、RF タグの個体差により値が大きく違うことがわかった。 

また、表 3.2.7 に示す通り、アクティブリーダ及び RF タグが一定の位置にある場合

でもRSSI値が平均に対する標準偏差の割合が8%程度と大きく変動する場合もあるため、

現在の製品で受信信号強度から交信距離(RF タグの位置)を特定するのは困難と考えら

れる。ただし、表 3.2.7 中のアクティブリーダ 12 のように、RSSI 値が安定している場

合もあり、RSSI 値の変動にはアクティブリーダ周辺の金属の状態などが大きく影響して

いるようであったが、今回の検証では詳細不明であった。 
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表 3.2.7  交信距離 0.5m における、RF タグ No.８の RSSI 値ばらつき 

 RSSI 値 

 

アクティブ

リーダ 

11 

アクティブ

リーダ 

12 

アクティブ

リーダ 

13 

アクティブ 

リーダ 

14 

平均 61.1  63.0  63.7  50.4  

標準偏差 4.78  0.00  0.47  3.98  

  7.8% 0.0% 0.7% 7.9% 

範囲 18 0 1 18 

最小 46 63 63 45 

最大 64 63 64 63 

標本数 34 33 34 34 

 

検証 2 LF ゲートの特性確認 

【目的】 

LF ゲートによって、人の通過検知と仮想危険エリア内外に存在する人の検知、及 

び個人の特定ができるかを検証する。 

【結論】 

環境に合わせて LF マットを設置し、運用に適した交信距離に設定することにより、 

RF タグ所在位置(ゲート通過方向)が判別でき、仮想危険エリア内外に存在する個人

を特定できることがわかった。 

今回の実験環境では、LF マット中心での交信距離 170cm、マット間隔 1m 以上、マ 

ット周辺 1.1m 以内に周囲金属なきことが最適条件であった。 

ただし、RF タグ不携帯者の通過は検知できないため、他の通過検知手段との併用 

が必要である。 
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【実験方法と結果】： 

(1) 今回の実験環境における LF マットの基本性能を確認する。 

まず、50×50cm の LF マットの感度と交信領域の関係を確認する（図 3.2.7）。 

 

RFタグ垂直(首から下げた状態) RFタグ垂直(首から下げた状態)
LFマット中心で交信距離170cm LFマット中心で交信距離110cm
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図 3.2.7 LF マットの感度調整と交信領域 

交信領域には、主に LF マット上に現れるメインローブと、LF マットから外れた場所

に現れるサイドローブとがあり、2枚の LF マットの間隔を狭くすると、RF タグが RF タ

グから遠い方の LF マットのサイドローブで交信する可能性があるため、LF マット間隔

と交信距離を適切に設定しなくてはならないことがわかった。 

次に、RF タグの向きと交信領域の関係を確認した（図 3.2.8）。 
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RFタグ垂直(首から下げた状態) RFタグ水平 コイル進入方向 RFタグ水平 コイル横
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図 3.2.8  RF タグの向きと交信領域 

 

図 3.2.8 より、RF タグには強い指向性があるため、LF マット通過時に確実に交信す

るためには、交信距離を長めに設定する必要があることがわかった。 

次に、RF タグの交信領域の個体差を確認した（図 3.2.9）。 
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RFタグ垂直(首から下げた状態)
LFマット中心で交信距離170cm

ゲート入場方向
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図 3.2.9  交信領域の RF タグ個体差 

 

この結果、RF タグの交信領域の個体差は小さいことがわかった。 
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(2) 様々な条件で LF ゲートを設置し、RF タグ所在位置(ゲート通過方向)が判別でき

るかを確認する。 

 

まず、LF マットの交信距離を 110cm に設定し、RF タグ携帯者が入退場する場合に、

マット間隔を変化させて通過検知の状況を確認した。 

最初の設置条件は、アクティブリーダ 1台を仮想危険エリアの入退場口上部に設置

し、LF マットを仮想危険エリア入退場口に設置した。また、RF タグが LF マットを通

過し、LF マットと交信した時にアクティブリーダに向けて送信する「ゲート送信」を

受信することで通過を検知した（図 3.2.10）。 

LFマット
No.2

LFマット
No.1

仮想危険エリア

アクティブリーダー11 LFマット中心間距離

 

    図 3.2.10  LF マット設置状態 (1) 

表 3.2.8  LF マット間隔と動作：設置状態(1) 

LF マット中心間距離 [m] 確認結果 

0.7 

 

進入時、LFマット No.2 の通過が検知できない場合

がある。 

0.9 両マットの通過を正常に検知できる。 

2 人連続での入退場でも正常に検知できる。 

2.0 両マットの通過を正常に検知できる。 

2 人連続で進入すると、LF マット 1のゲート送信が

アクティブリーダで受信できないことがある。 

LF マット中心間隔が狭い時は、RF タグが最初の LF マット(進入時は LF マット No.1)

との交信及びアクティブリーダへの発信などの処理を行っている間に次の LF マット(進

入時は LF マット No.2)の交信領域を通り過ぎてしまうため、RF タグが LF マットの通過

を検知できないことがわかった。対策としては、仮想危険エリア入場口に設置した場合、

LF マット中心間は 1m 程度離して設置する必要があることがわかった（表 3.2.8）。 

また、LF マット間隔をを大きくした場合に RF タグが「ゲート送信」を受信できない
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ことがあるのは、仮想危険エリア内の意図しない場所でも RF タグと LF マット間で交信

が成立することがあり、アクティブリーダへの送信が衝突するためであった。これは、

仮想危険エリアを囲っている柵の金属を通じで、LF 信号が伝搬するためと考えられる。

今回の設備で、柵による LF 信号伝搬の対策をすることは難しいため、以後の実験では、

LF マット設置位置を仮想危険エリアの入退場口手前とした（図 3.2.11）。 

LF マット設置位置を変更し、再度実験を行った。 

LFマット
No.2

アクティブリーダー11

LFマット
No.1

仮想危険エリア

LFマット中心間距離

 

図 3.2.11 LF マット設置状態 (2) 

表 3.2.9  LF マット間隔と動作：設置状態(2) 

LF マット中心間距離 (m) 確認結果 

0.5 

LF マット端間隔は 0m 

進入時、LFマット No.2 の通過が検知できない場合

がある。 

0.6 両マットの通過を正常に検知できる。 

2 人連続での入退場でも正常に検知できる。 

0.9 両マットの通過を正常に検知できる。 

2 人連続での入退場でも正常に検知できる。 

 

表 3.2.9 より、LF マット中心間距離は 0.6m 以上あればよいことがわかった。 

しかし、今回の実験中に、以下の課題が判明した。 

・ 意図しない場所で RF タグの反応がある。 

・ LF マットの通過確認ができない場合がある。 

課題について確認したところ、意図しない場所で RF タグが反応するのは、仮想危険

エリアの柵などの周囲金属を LF マットからの電磁波が伝導するためであり、対策する

ためには LF マット中心から仮想危険エリアの柵まで 1.1m 以上離す必要があることが
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わかった。さらに、LF マット用発信機端子部分、LF マット接続ケーブルからもわずか

ながら LF 信号が漏えいしているため、LF マット用発信機端子部分及び LF マット接続

ケーブル周囲にも金属がないように設置する必要があることもわかった。 

LF マット通過検知ができないのは、LF マット通過時に RF タグが傾き、交信距離

が短くなるためであり、対策のためには LF マットと RF タグとの交信距離を長くする

必要があることがわかった。再確認の結果、LF マットと RF タグとの交信距離を 170cm

とすることで、通常の LF ゲート通過では確実に通過検知ができることがわかった。 

また、複数人が同時に出入りするような場合には RF タグからアクティブリーダへの

送信が衝突するため、LF マットと交信した時の「ゲート送信」がアクティブリーダで

正常に受信できない場合があった。これに対しては、LF マットとの交信ができなくな

った時にアクティブリーダに向けて送信する「追加送信」や定期的にアクティブリー

ダに向けて送信する「定時送信」のデータに含まれる LF マットの通過履歴から最終通

過方向を確認することで、RF タグの所在位置(LF ゲートの通過方向)を特定できること

がわかった。 

 

以上の結果より、以下の設定、設置及び判定方法とすることで、RF タグ所在位置(LF

ゲートの通過方向)が判別できることがわかった。 

・ LF マットと RF タグとの交信距離は、LF マット中心で 170cm とする。 

(RF タグ携帯方法は首から下げた状態とする。) 

・ LF マットは、LF マット中心間距離で 1m 以上離して設置する。 

・ LFマットは、LFマット中心から1.1m以内に周囲金属のない場所に設置する。 

・ RF タグ所在位置の確認は、「ゲート送信」だけでなく、「追加送信」及び「定

時送信」のデータから判断する。 

(RF タグの不検知をなくすため、アクティブリーダは複数台設置する。) 

  

以上の条件で入退場を行い RF タグ所在位置が正しく検知できることを確認した(表 

3.2.10)。 
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表 3.2.10  LF マットによる RF タグ所在検知結果 

条件
・ 入退出者は必ずRFタグを携帯している
・ RFタグは首からぶら下げた状態で携帯
・ 移動速度 緩は歩く速さ，速は小走りの速さ
・ 判定方法
　動作完了後のRFタグからの最新送信データ中の
　最終通過LFマットNoにより各RFタグの柵内/外を判定し，
　実際の状況と比較して同じならOKとする．
　(数量だけでなくタグを特定する)

判定 結果

動作 通過位置 速さ 柵内人数 柵内タグ数

進入ｏｒ退出

1人進入 LFマット中央 緩/速 OK 0→1 0→1
1人退出 〃 〃 OK 1→0 1→0
1人進入 LFマット左右端 〃 OK 0→1 0→1
1人退出 〃 〃 OK 1→0 1→0
3人連続進入 LFマット中央 〃 OK 0→3 0→3
3人連続退出 〃 〃 OK 3→0 3→0
5人連続進入 〃 〃 OK 0→5 0→5

5人連続退出 〃 〃 OK 5→0 5→0

RFタグ1携帯者：進入途中LF-1上で停止 LFマット中央 緩/速 OK 0→0 0→0
RFタグ2携帯者：タグ1を追い越して進入 LFマット端 〃 OK →1 →1

RFタグ1携帯者：進入 LFマット中央 〃 OK →2 →2

RFタグ1携帯者：退出途中LF-2上で停止 LFマット中央 緩/速 OK 2→2 2→2
RFタグ2携帯者：タグ1を追い越して退出 LFマット端 〃 OK →1 →1

RFタグ1携帯者：退出 LFマット中央 〃 OK →0 →0

2人がLFゲート1,2からそれぞれ同時に進入 LFマット中央 緩/速 OK 0→2 0→2

2人がLFゲート1,2からそれぞれ同時に退出 〃 〃 OK 2→0 2→0

1人がLFゲート上を行き来した後進入 LFマット中央 緩/速 OK 0→1 0→1
1人がLFゲート上を行き来した後退出 〃 OK 1→0 1→0
1人がLFゲート上で引き返す(進入したふり) 〃 〃 OK 0→0 0→0
1人が，LFゲート上で引き返す(退出したふり) 〃 〃 OK 1→1 1→1

2人がLFゲート上で立ち止まり，1人進入，1人退出 〃 緩 OK 1→1 1→1

入退出混合

1人進入＆1人退出 LFマット中央 緩/速 OK 1→1 1→1
2人連続して進入＆1人退出 〃 〃 OK 1→2 1→2
3人連続して進入＆2人連続して退出 〃 〃 OK 2→3 2→3
3人が連続進入中に別LFゲートから1人退出 〃 緩 OK 1→3 1→3
3人が連続退出中に別LFゲートから1人進入 〃 〃 OK 3→1 3→1
2人同時に進入＆退出(RFタグ2個携帯で) 〃 速 OK 0→2→0 0→2→0
3人同時に進入＆退出(RFタグ3個携帯で) 〃 〃 OK 0→3→0 0→3→0

4人同時に進入＆退出(RFタグ4個携帯で) 〃 〃 OK 0→4→0 0→4→0

LFゲート2

LFゲート1
LFマット

No.2

LFマット
No.1

LFマット
No.4

LFマット
No.3

仮想危険エリア

アクティブリーダー１4
(柵の上)

アクティブリーダー11
(柵の上)

通過送信
(マット1通過)
履歴：1←1

通過送信
(マット2通過)
履歴：2←1

追加送信

履歴：2←1

定時送信

履歴：2←1

LFマット No.1LFマット No.2

最終通過LFマットが
No.2になるどれかを受信すれば，
ゲート通過方法が確定する。
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  次に、LF マットの形状を長いものに変更し、同様の設置条件、設定条件で、RF タグ 

の所在位置(ゲート通過方向)が判別できるか確認した（表 3.2.11）。 

表 3.2.11  長い LF マットによる RF タグ所在検知結果 

条件
・ 入退出者は必ずRFタグを携帯している
・ RFタグは首からぶら下げた状態で携帯
・ 移動速度 緩は歩く速さ，速は小走りの速さ
・ 判定方法
　動作完了後のRFタグからの最新送信データ中の
　最終通過LFマットNoにより各RFタグの柵内/外を判定し，
　実際の状況と比較して同じならOKとする．
　(数量だけでなくタグを特定する)

判定 結果

動作 通過位置 速さ 柵内人数 柵内タグ数

基本性能

LFマット2枚の設置間隔を変更して、検知状態を確認 ～ ～ □50cmのLFマットと同等
LFマット2枚の設置間隔を変更して、干渉距離を確認 ～ ～ □50cmのLFマットと同等
LFｹﾞｰﾄの周辺どのあたりまで検知するかの確認
　確認タグで実施

～ ～ □50cmのLFマットと同等

進入ｏｒ退出

1人進入 LFマット中央 緩/速 OK*1 0→1 0→1

1人退出 〃 〃 OK 1→0 1→0

1人進入 LFマット左右端 〃 OK
*1 0→1 0→1

1人退出 〃 〃 OK
*1 1→0 1→0

5人連続進入 ランダム位置 〃 OK 0→5 0→5

5人連続退出 〃 〃 OK
*2 5→0 5→0

4人同時進入 ランダム位置 〃 OK 0→4 0→4

4人同時退出 〃 〃 OK 4→0 4→0
*1：進入退出を検知できない場合があった．調査の結果，特定のタグのバッテリ低下が原因であったため，判定はOKとした．

*2：退出を検知できない場合があった．調査の結果，LFマット上を通過していなかったことが原因であったため，判定はOKとした．

入退出混合

1人進入＆1人退出 LFマット中央 緩/速 OK 1→1 1→1
2人連続して進入＆1人退出 〃 〃 OK 1→2 1→2
3人連続して進入＆2人連続して退出 〃 〃 OK 2→3 2→3
3人が同時進入中に1人退出 （すれちがう） ランダム位置 緩 OK 1→3 1→3

3人が同時退出中に1人進入 （すれちがう） 〃 〃 OK 3→1 3→1

1人がゲート上を行き来した後進入 LFマット中央 緩/速 OK 0→1 0→1
1人がゲート上を行き来した後退出 〃 〃 OK 1→0 1→0

4人がゲート上で立ち止まり，2人進入，2人退出 〃 緩 OK 0→2 0→2

LFマット
No.2

LFマット
No.1

仮想危険エリア

アクティブリーダー14
(柵の上)

アクティブリーダー11
(柵の上)

 

表 3.2.11 の結果より、LF マットの特性は、形状に関係しないことが確認できた。 

LF マットの形状、配置を工夫することにより、LF ゲートによる仮想柵が構築できる可能

性があることがわかった。 
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 検証 3 ステレオカメラの特性確認とバーチャルゲートの検証 

検証 3-1 ステレオカメラの特性確認（表 3.2.12） 

【目的】 

RF タグ不携帯者の通過や共連れを検知するための、ステレオカメラ自体の特性確

認や最適な設置条件の抽出を行う。 

【結論】 

機器の機能を活かした設定、及び一般的な入退場条件下（間隔、入出速度）にお

いて、人の入退場の検知がステレオカメラで可能であることがわかった。 

但し、本カメラシステムのみでは、通過者の特定はできないため、RFID との組み

合わせが必要である。 
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【実験方法と結果】： 

(1) 様々な条件でステレオカメラを通過し、人の通過が検知できるか確認する。 

表 3.2.12 カメラによる通過検知結果 

カメラ設定 A B

　設置位置 2700mm 2700mm

　検出位置 (以上) 960mm 1080mm (実力約1240mm)

　背景差分(輝度値) 40 40

　領域 80×180 80×180

　画面サイズ 64×48 64×48

　人認識サイズ 14ブロック 14ブロック

　非検知領域(重心から) 6ブロック 6ブロック

　自己診断検出時間 60秒 60秒

　自己診断検出しきい値 30～170 30～170

　フレームレート 30 fr/s 30 fr/s
　背景更新速度 32フレーム毎 32フレーム毎

この設定が最適と思われる

評価方法 結果

ﾀｸﾞ携帯者3人連続して進入(間隔広く) OK OK
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して退出(間隔広く) OK OK
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して進入(間隔狭く) OK OK
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して退出(間隔狭く) OK OK
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して進入(間隔：10cm) 真ん中の人を検知しない 真ん中の人を検知しない
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して退出(間隔：10cm) 真ん中の人を検知しない 真ん中の人を検知しない
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して進入(間隔：25cm) 真ん中の人を検知しない可能性あり 真ん中の人を検知しない可能性あり
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して退出(間隔：25cm) 真ん中の人を検知しない可能性あり 真ん中の人を検知しない可能性あり
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して進入(間隔：40cm) △ (前へならえしていると1人増える) OK
ﾀｸﾞ携帯者3人連続して退出(間隔：40cm) OK OK

1人が荷物を持って進入，退出 荷物を一人に数えることがある． 手を横に広げてPCを持ったりすると
二人になる

１人が台車を押して進入，退場
台車高さ820mm OK
１人が台車を押して進入，退場
台車高さ1100mm OK 

二人が並んで入退場 OK
二人が並んで肩を組んで入退場 OK
三人が並んで入退場 OK
三人が並んで肩を組んで入退場 OK

2人がすれ違いながら同時に進入と退出 OK  

「カメラ設定 A」では荷物などが一人に数えられてしまうことがあったため、検出範

囲を高さ 960mm 以上から 1080mm 以上に変更した「カメラ設定 B」にて良好な結果が得ら

れた（表 3.2.12）。 

三人が 40cm 以下の間隔で進入した場合に誤計測が発生するが、実際の現場で 40cm 以

下の間隔で続けて入退場することは考えにくいため、実使用上は問題ないと考えた。 
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(2) 故障時、異常時の動作考察 

ステレオカメラについて、周囲環境の変化や異常状態について確認、考察した(表

3.2.13)。 

表 3.2.13 ステレオカメラ異常状態の実機確認結果 

項目 結果 

床面をブルーシートで囲う 

(背景色による動作違い) 
問題なし 

振動(カメラゲートを揺らす) 問題なし 

屋内照明を落とし、暗くなった時に一人が

入退場 (全点灯→部分消灯) 
問題なし 

屋内照明を落とし、暗くなった時に一人が

入退場 (部分消灯→全消灯) 

カメラの限界 

黒い服の人は検知しにくい。 

二人通過はカウントできない。 

片方のカメラを隠し、一人が入退場 
二人が入退場したことになる。 

自己診断によりアラーム発生する。 

片方のカメラを隠し、一人が入場、一人が

退場 

二人が入退場したことになる。 

自己診断によりアラーム発生する。 

たばこの煙をカメラにかける 
人数が増えることがある。 

 (煙を検出する) 

両方のカメラに覆いをかぶせる 
覆いを近づけるときに、カウントしてしまう。 

自己診断によるアラームは、発生する場合としない場合がある。

頭の上にノートをかざして通過 
複数人にカウントする。 

高さ 2m 以上の物が通過すると複数人になる。 

断線：カメラケーブルを抜き差しする。 
最新状態(断線直前の状態)を保持する。 

復帰には 10 秒程度必要である。 

電源断(ステレオカメラシステム全体) 

1 分ごとの状態履歴は保存する。 

電源再投入後 1分で起動する。 

電源断中、起動中は履歴が残らない。 

 

カメラ視野内に高さ 2m 以上のものがある場合や照明低下、煙発生の場合には誤計測と

なる。検出設定範囲を広くする、人とモノを区別できるようにする、正確なカウントが

できない時はアラーム発生しカウントを停止するなどの技術的な改善が期待される。 

今回の実験では自己診断によるアラーム発生により，正常動作でないことがわかれば

よいと考えた。このため、自己診断の設定を見直し、自己診断検出時間を 2秒に短縮し、

自己診断検出しきい値を厳しくした設定を今後は使用することとした。 
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  検証 3-2 バーチャルゲートの検証 

【目的】 

バーチャルゲートにて、仮想危険エリアへの入退場人数、及び個人が特定できる

かを確認する。 

【結論】 

RF タグ、LF ゲート、ステレオカメラを組み合わせることにより、RF タグの携帯/

不携帯も含めて危険エリアへの入退場人数、個人特定が可能である。 

 

【実験方法と結果】： 

(1)  ステレオカメラシステムと LF マット一枚でバーチャルゲートを構成した場合

の動作を確認する(図 3.2.12)(表 3.2.14)。 

ステレオカメラシステム、LF ゲート及び RF タグを各々単独で確認した最適設 

置、設定で、様々な条件の入退場を行い、入退場人数及び RF タグの位置が正しく検

知できるかを確認する。 

条件
・ RFタグは首からぶら下げた状態で携帯
・ 移動速度 緩は歩く速さ，速は小走りの速さ
・ 判定方法
　専用SWにて判定する．
　進入，退出人数(TOTAL)をステレオカメラにてカウント
　「ゲート送信」にてRFタグの進入，退出数をカウント

LFマット
No.1

仮想危険エリア

ステレオカメ

アクティブリーダー11
(柵の上)

アクティブリーダー14
(柵の上)

 

図 3.2.12  LF マット一枚のバーチャルゲート設置状態と条件 
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表 3.2.14  LF マット一枚のバーチャルゲート確認結果 

動作 判定 結果

RFタグ不携帯者が2人進入，退出 OK
RFタグ携帯者3人連続して進入(間隔広く) OK
RFタグ携帯者3人柵内ｳﾛｳﾛ(間隔広く) OK
RFタグ携帯者3人連続して退出(間隔広く) OK
RFタグ携帯者3人連続して進入(間隔狭く) OK
RFタグ携帯者3人連続して退出(間隔狭く) NG RFタグ検知はできているが，タイミングずれで人数ずれ
１人がRFタグ2個携帯して進入 OK
１人がRFタグ2個携帯して退出 OK

RFタグ携帯者１人が台車を押して進入 OK ステレオカメラ，タグとも1名の進入を確認
RFタグ携帯者１人が台車を押して退出 OK ステレオカメラ，タグとも1名の退出を確認

RFタグ不携帯者1人が，バーチャルゲート上で引き返す(進入したふり) OK RFタグ受信はあるが，入退出カウントなし
RFタグ不携帯者1人が，バーチャルゲート上で引き返す(退出したふり) OK RFタグ受信はあるが，入退出カウントなし

RFタグ携帯者をRFタグ不携帯者が追い越して進入，
タグ携帯者は引き返す

NG RFタグ携帯者が一人入場となる

RFタグ不携帯者をRFタグ携帯者が追い越して進入，
タグ不携帯者は引き返す

OK RFタグ携帯者が一人入場となる

RFタグ携帯者がバーチャルゲート上で引き返すと同時に
RFタグ携帯者が進入後退出

NG RFタグ携帯者が2名進入，不携帯者が1名退出となる

RFタグ携帯者がバーチャルゲート上で引き返すと同時に
RFタグ不携帯者が進入後退出

NG RFタグ携帯者が1名進入し，不携帯者が1名退出

RFタグ不携帯者がバーチャルゲート上で引き返すと同時に
RFタグ携帯者が進入後退出

NG RFタグ携帯者1名入退出
 

 

表 3.2.14 より、RF タグの位置を検知することが難しいことがわかった。 

原因は、ステレオカメラと RF タグとの情報の同時性確保が難しく、情報を整合す

ることが困難なためである。LF マット二枚で LF ゲートを構成することによりゲー

ト(通過方向)の情報を得ることで対策がとれると考えられる。 

 

(2)  ステレオカメラシステムと LF ゲート（LF マット二枚）でバーチャルゲートを  

   構成した場合の動作を確認する(図 3.2.13 及び表 3.2.15）。 

ステレオカメラシステム、LF ゲート及び RF タグ各々単独で確認した最適設置、

設定にて、様々な条件の入退場を行い、入退場人数及び RF タグの位置が正しく検知

できるかを確認する。 

    



 

44 
 

1m

仮想危険エリア

No.11No .12

No .13 No .14

アクティブリーダ 11アクティブリーダ 12

アクティブリーダ 13

アクティブリーダ 14

4,5m

4,5m

1m

LF発信機 LF発信機

カメラシステム設定

　設置位置    2700mm

　検出設定位置 (以上)    1080mm (実力約1240)

　背景差分(輝度値)    40

　領域    80×180
　画面サイズ    64×48

　人認識サイズ    14ブロック

　非検知領域(重心から)    6ブロック

　自己診断検出時間    2秒

　自己診断検出しきい値    30～130

タグ携帯方法 ：首からぶら下げる (高さ約1m)
タグ動作設定
　定時送信：あり 30秒間隔
　追加送信：あり 5回
　振動検知：なし

LFマット中心の交信距離約1700mm
となるように調整

HUB

PC
RFID受信確認

カメラシステム
コントローラ

判定方法
　カメラでの判定：入場者数(N)＝0 のとき
　　柵内タグ数(n)＝0 なら 安全状態 ：通常運転可能
　　柵内タグ数(n)≠0 なら 異常状態 ：運転不可 (カウントエラーなどによる)
　カメラでの判定：入場者数(N)≠0 のとき
　　柵内タグ数(n)＝入場者数(N) なら 制限状態 ：制限された運転可能
　　　　　　　　　　　　⇒柵内滞在者を特定し，運転方法を決定する．
　　柵内タグ数(n)＜入場者数(N) なら 危険状態 ：運転不可
　　柵内タグ数(n)＞入場者数(N) なら 異常状態 ：運転不可 (カウントエラーなどによる)

H=2,5m

LFマット

No.2

LFマット

No.1

ステレオ
カメラ

 

図 3.2.13  LF マット二枚のバーチャルゲート設置状態と設定条件 
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表 3.2.15  LF マット二枚のバーチャルゲート確認結果 

分類 条件 評価方法
柵内人

数
評価
結果

考察

進入ｏｒ退出
ゆっくり RFID ： 受信信号がないことを確認 0→0→0 OK

ステレオカメラ： 進入/退出2人を確認 0→2→0

ゆっくり RFID ： ゲート送信で進入3人を確認 0→3 OK

ステレオカメラ： 進入3人を確認 0→3

ゆっくり 3 OK  　

3

ゆっくり RFID ： ゲート送信で退出3人を確認 3→0 OK

ステレオカメラ： 退出3人を確認 3→0

ゆっくり RFID ： ゲート送信で進入3人を確認 0→3 OK

ステレオカメラ： 進入3人を確認 0→3

ゆっくり RFID ： ゲート送信で退出3人を確認 3→0 OK

ステレオカメラ： 退出3人を確認 3→0

速く RFID ： ゲート送信で進入2人を確認 0→2 OK タグのデータは2個分 

ステレオカメラ： 進入1人を確認 0→1

速く RFID ： ゲート送信で退出2人を確認 2→0 OK タグのデータは2個分 

ステレオカメラ： 退出1人を確認 1→0

ゆっくり RFID ： 進入1人を確認 0→1 OK 台車はカウントされない

ステレオカメラ： 進入1人を確認 0→1

ゆっくり RFID ： 退出1人を確認 1→0 OK 台車はカウントされない

ステレオカメラ： 退出1人を確認 1→0

速く RFID ： 0→0 OK

ステレオカメラ： 退出1人を確認 0→0

速く RFID ： 1→1 OK

ステレオカメラ： 進入1人を確認 1→1

ゆっくり RFID ： 退出(柵外)1人を確認 0→0 OK

ステレオカメラ： 進入1人を確認 0→1

ゆっくり RFID ： 進入1人を確認 0→1 OK タグ携帯者が一人入場となる

ステレオカメラ： 進入1人を確認 0→1

ゆっくり RFID ： 進入2人を確認 0→2 OK

ステレオカメラ： 進入2人を確認 0→2

速く RFID ： 進入/退出1人を確認 0→1→0 OK

ステレオカメラ： 進入/退出1人を確認 0→1→0

速く RFID ： 進入/退出1人を確認 0→1→0 ▲   2枚目のLFマットに反応しないことがある．

ステレオカメラ： 進入/退出1人を確認 0→1→0

速く RFID ： 進入/退出3人を確認 0→3→0 OK

ステレオカメラ： 進入/退出3人を確認 0→3→0

入退出混合

ゆっくり RFID ： ～ ～ OK

ステレオカメラ： ～ ～

RFID ：
定時送信で柵内のRFタグ携帯者
3人を確認(特定)

タグ携帯者が一人退場，
不携帯者一人入場と判断できる．

ステレオカメラで一人
数え損ねることがあった

RFタグ携帯者1人が走って進入/退出

タグ携帯者3人が，走って進入/退出
(マット中心間1.5m)

RFタグ携帯者3人，不携帯者3人で，
入退場をランダムに繰り返し，
最終的に柵内，柵外の人数を確認する．

数回実施し，すべてのケースで，
柵内/外，RFタグ携帯/不携帯者の
人数とデータが一致した．

RFタグ携帯者を不携帯者が追い越して進入，
RFタグ携帯者は引き返す

RFタグ不携帯者を携帯者が追い越して進入，
RFタグ不携帯者は引き返す

RFタグ携帯者2名が並んで入退場

RFタグ携帯者がｹﾞｰﾄ上で引き返すと同時に
RFタグ携帯者が進入後退出

RFタグ携帯者１人が台車を押して進入

　⇒RFタグ携帯者１人が台車を押して退出

 RFタグ不携帯者1人がゲート上で引き返す(進入したふり)

 RFタグ不携帯者1人が，ゲート上で引き返す(退出したふり)

RFタグ携帯者3人が連続して進入(間隔狭く ：50cm) 

　⇒RFタグ携帯者3人が連続して退出(間隔狭く ：50cm)

１人がRFタグ2個を携帯して進入

　⇒１人がRFタグ2個を携帯して退出

RFタグ不携帯者2人進入，退出

RFタグ携帯者3人が連続して進入(間隔広く) 

　⇒RFタグ携帯者3人が柵内ｳﾛｳﾛ 

　　⇒RFタグ携帯者3人が連続して退出(間隔広く) 

 

表 3.2.15 より、RF タグ、LF マット、ステレオカメラシステムを組み合わせて使用

することにより、RF タグ携帯/不携帯者混在での入退場について、入退場人数を正し

くカウントでき、仮想危険エリア内の RF タグ携帯者を特定することができた。 

走って入退場すると RF タグが LF 信号を受信できないことがあるが、LF 信号周期

(200ms)以内に LF マットの交信エリアを RF タグが通過してしまうためと思われる。 

また、3 人連続して走って入退場すると、ステレオカメラでのカウントがずれるこ

とがあった。本システム運用時には、走ってのゲート通過禁止が必要である。 
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3.2.4 課題のまとめ 

今回の検証で分かった課題をまとめる。 

(1) RF タグ(アクティブ) 

◆ 製品として改善が期待される項目 

・ 受信信号強度の RF タグ個体差低減 

現状では、アクティブリーダでの受信信号強度(RSSI 値)の RF タグ個体差が大

きいため、受信信号強度のみで位置を特定することが難しいが、RF タグの送

信レベルの個体差を小さくすることが出来れば、RF タグ位置が判別できる可

能性がある。 

・ アクティブリーダのアンテナの狭指向性化 

現状のアクティブリーダのアンテナでは指向性が弱く、RF タグの位置(方向)

を特定することができないが、狭指向性アンテナとすることが出来れば、RF

タグ位置(方向またはエリア)を判別できる可能性がある。 

◇ 運用、システムなどで改善が必要な項目 

・ 異常時処理の定義 

バッテリ低下、故障時などの異常状態を検出する方法とその時の出力方法を

定義する必要がある。 

・ 位置判定方法の詳細定義 

複数のアクティブリーダで受信した場合の判定方法、複数の危険エリアがあ

る場合の判定方法を定義する必要がある。 

(2) LF ゲート 

◆ 製品として改善が期待される項目 

・ 設置条件の緩和 

LF マットの交信性能が周囲環境に影響されやすいため、設置、調整方法に工

夫が必要である。LF マット形状の工夫や相互干渉防止等で設置条件を緩和で

きる可能性がある。 

・ LF ゲート通過検知の応答時間 

現状ではLFゲート通過をシステムが検知するまでに数秒かかることがあるが、

より短い方が望ましい。交信速度向上、交信間隔の短縮や複数 RF タグとの同

時通信が実現できれば、応答速度の向上が期待できる。 

・ 交信距離の制限緩和 
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170cm 以上の交信距離が必要な場合の対策 

◇ 運用、システムなどで改善が期待される項目 

・ RF タグ携帯方法 

RF タグのパッシブ交信に指向性があるため、携帯方法、位置の制限が多い。

指向性を少なくすれば制限を少なくすることが期待できる。 

 

(3) ステレオカメラ 

◆ 製品として改善が期待される項目 

・ 検出できる対象物の検出範囲（高さ)の拡大 

現状は、約 2m 以上のものは正確にカウントできない。検出できる対象物の高

さ範囲を広くする工夫が必要である。 

・ 人とモノの判別精度向上 

現状では人とモノの区別ができない場合がある。通過物体が人かモノかの判

別方法に工夫が必要である。 

・ 正常に検知できない状態の動作検討 

低照度時や、光、煙などの外乱発生時の処理、動作が不明確または好ましく

ない場合がある。このようなカメラ信号飽和や照度不足になる場合には異常

発生信号を出し，動作を停止することが必要である。 

◇ 運用、システムなどで改善が必要な項目 

・ 正常にカウントできない時のシステム動作検討 

正常にカウントできない場合、システム全体としてどのような動作であるべ

きか定義する必要がある。 

(4) システム全体 

◇ 運用、システムなどで改善が必要な項目 

・ 情報の同時性確保 

RF タグとステレオカメラ双方から得られる情報の同時性を確保する必要があ

る。RF タグの送信データとステレオカメラの通過情報との双方に時刻情報を

付加するなどし、システムとして双方の情報を付き合わせて判定する必要が

ある（図 3.2.14）。 

・ 応答性向上 

状況の変化からシステム出力までの時間について、許容範囲または要求され

る応答速度を定義し、実現手段を検討する必要がある。 
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・ システムからの出力定義 

状況に応じた各機器からの情報から、外部(上位)システムが必要とする情報

を出力しなくてはならない。この場合の出力を定義する必要がある。 

・ 故障、エラー時の動作 

各機器がエラーとなった場合、及び故障した場合の動作を定義する必要がある。 

・   信頼性確保（図 3.2.15） 

  アクティブリーダの信頼性確保のため，2つのアクティブリーダの交信データ

を比較する。さらに交信データの信頼性確保のため，信頼性を担保する規格に

準拠した方法でデータをチェックするなどの対応をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.14 システムとしての情報判定 

図 3.2.15 アクティブリーダの信頼性確保 

アクティブリーダ 

アクティブリーダ 

交信データの比較 

カメラ 

RF タグ 

判定 
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3.3 ユーザでのヒアリング結果  

3.3.1 概要 

3.2 項の検証結果をもとに実際に稼動しているメーカの現場における実証実験を計画し

た。その実証実験において、実際の現場サイドからみた本システムの実現に向けたさらな

る問題点の抽出を行うことを目的としている。 

それには、実証実験を具現化するために必要となる実際の工場の現場が必要であり、そ

の現場を提供してもらうために、安全に対する積極的な取り組みを行なっているメーカで

あるＡ社を第 1 候補として掲げ、Ａ社に対して本システムのデモンストレーション(2009

年 10 月 20 日)と技術交流会（2009 年 11 月 11 日）を実施した。 

結果として、本年度は実証実験実施には至らなかったが、以下の結果を得た。 

 

3.3.2 2009 年 10 月 20 日 デモンストレーション結果 

（１）日時 ：2009/10/20 12:50～16:00 

（２）場所 ：労働安全衛生総合研究所 (清瀬) 

（３）参加者  ：Ａ社 ５名 

NECA リスクアセスメント（RA）委員会メンバー １５名 

事務局 1 名 

（４）項目 

 ①NECA におけるリスクアセスメント（RA）事業の説明 

 ②デモンストレーションにあたっての事前説明 

③デモンストレーション 

 ④質疑応答 

（５）Ａ社からの主なコメント 

 ①工場内危険領域では、安全 SW を押しつつ侵入するようにしているが、近道をすること

があり、この近道行為防止に、LF を入口と出口に置いて活用できるかもしれない。 

②清掃の際、危険区域に５から１０名の方が入る。しかし、実際には何人入っているか

の把握はできていない。清掃終了後、その領域に人が居ないことを確認して機械を動

かすが、本当に誰も居ないのか把握できていない。このようなケースに使用できるか

もしれない。 

③材料供給で人が機械にまとわりつくことがある。エリアセンサをはっているが、人と

もの（材料）、あるいは台車等との分離が難しい。それが可能なら使える。 
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④保全業務への適用は難しい。保全作業では、安全柵を一時的に撤去したり、乗り越え

たりと、オペレータのレベルとは異なるイレギュラーな行動が必然的に伴うので、こ

のシステムが想定している前提条件(危険源隔離のための区画)とは異なる環境下で

行われているのが実情である。 

⑤バーチャルフェンスの考え方で、フェンスの無い状態にできれば非常に望ましい。 

  ⑥個人の特定ができることはよい。必要な技能や権限のある人とそうでない人を区分け

することが現状の規格では抜けている。 

   ⑦実態としてリスク対策の中では本質的安全・対策的安全のみに評価点がつくようにな

っており、今回のシステムのような「支援的保護装置」では評価点が付かない（予算

が付かない）。しかし、この部分を何とかしなければ、労働災害が減少しないのが事

実であることは認識している。 

   

3.3.3 2009 年 11 月 11 日 技術交流会結果 

（１）日時  ：2009/11/11 15:00～16:30 

（２）場所  ：Ａ社本社 会議室 

（３）参加者 ：Ａ社 ８名 

NECA リスクアセスメント（RA）委員会メンバー １０名 

事務局 1 名 

（４）項目 

 ①NECA におけるリスクアセスメント（RA）事業の説明 

②実証実験結果報告 

③ディスカッション 

（５）主な議論の内容 

  ①Ａ社意見；無線の信頼性などが不明でこれまでは導入は見送っている。どちらかと言

えば、保安のための装置ではなく、危険検出型と認識している。 

→RA 委員会コメント；通信データの二重化、CRC 付加及び二重受信により信頼性が確

保できると考えている。 

  ②Ａ社意見；(安全性のニーズからすると)位置精度、現行の1メートル程度では不足し、

もう少し位置精度を上げたい。上げられる余地はあるのではないか。 

   →RA委員会コメント；原理的な課題もあり、安定した製品に仕上げるには技術難易

度は高い。 

③Ａ社意見；今回のシステムに関しては、出力なしでの検証ならば可能性がある（理由：
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システム検証が完了していない段階での導入は頻繁なラインストップを起こすた

め）。例えば、入退場がきちんと管理できるかを、現場でデータを取るレベルの検証

なら可能。ただ、マットの信頼性（耐久性、耐ノイズ性の面で）は心配。 

→RA 委員会コメント；第一ステップとして、現場でのデータ取りをまず実施したい。 

 ④Ａ社意見；検証に適した現場の抽出を含めて、再度、社内で検討させて頂きたい。 

⑤その他（事後） 

Ａ社意見；立入り前にエネルギー遮断をした上でロックアウト/タグアウト(LOTO)す

る方策は、管理的要素部分を含むとはいえ、ZMS(ゼロメカニカルステート)という概

念であり、ISO 12100-2では、3ステップメソッドの第2ステップの「付加保護方策」

(Complementary Protective measures)の概念に位置づけられている。RFIDシステム

は電子的なLOTOと考えられるので、リスク評価上は、「支援的な防護システム」と

はいえ、リスクアセスメント上は、それなりにリスクを下げている方策と考えられ

る。ただし、懸念として、「電波」「通信」という被攪乱要素のある信号デバイス、

システムであることと、本質的に「危険検出型」(危険領域に居るという入力信号で

起動不許可のインタロックをつくる)方法で、「安全確認型」(安全領域に居るとい

う入力信号で起動許可のインタロックをつくる)方法でないという点が、「確定論的

な安全」に馴染みすぎた人にとっては、どうしても心理的な抵抗感が残ってしまう。 

 

3.3.4 結論 

２回のＡ社との交流会を通じて、実際の現場の問題解決に対し、本システムの実現が有

効であることを実感できた。現時点では、A 社からは実証実験場所の提供に対して正式受

諾の回答は得られていない。その反面、本システムを導入しても、そのリスク低減が数字

として表現できないことで対策として認められず、投資することができないという課題も

あることがわかった。この点が、「支援的保護装置」の必要性を訴え、国際規格へ提案して

いくことの課題である。 
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第４章 検証の考察と課題 

4.1 アクティブタグの特性検証結果 

 アクティブタグによる仮想危険エリア内外に存在する人の検知と存在場所の特定を行う

ために、エリア四隅 4箇所に設置されたアクティブリーダで受信されるアクティブタグの

電波強度のレベルによる位置確認の可能性を評価した。その結果、アクティブタグの不検

知はなかったが、アクティブタグの受信強度レベルのみでエリア内外での 1m 単位の位置間

隔を特定することは困難であることがわかった。さらに、タグの携帯箇所（床からの高さ）

や方向の違い（水平・垂直方向）によっても受信レベルが変化することがわかった。また、

アクティブタグの個体差は今後の課題となった。 

 

4.2 LF ゲートの特性検証結果 

 LF ゲートによって、人の通過検知と仮想危険エリア内外に存在する人の検知及び個人の

特定の可能性を評価した。その結果、設置環境に合わせた LF マットを設置し、感度を調整

することで RF タグの所在位置（ゲート通過方向）が判別出来ることがわかった。ただし、

LF ゲート単独では、RF タグ不携帯者の通過確認はできないため、他の通過確認手段が必要

となることがわかった。 

 

4.3 ステレオカメラの特性とバーチャルゲートの特性検証結果 

 RF タグとアクティブリーダでは、RF タグ不携帯者の通過確認や共連れ（RF タグを携帯

している人に連なる形で複数の人が通過するもの）を検知することはできない。そこで、

ステレオカメラによる画像識別技術を併用することで、異種冗長化による不一致検出が可

能なシステムとなるため、これを用いて機器の異常時や誤認識、予め想定されるヒューマ

ンエラー（故意に行う行為を含む）に関する対応の可能性を評価した。その結果、適切な

環境設定を前提と仕手，RF タグ、LF ゲート、ステレオカメラを複合したバーチャルゲート

により、RF タグの携帯・不携帯者混在での入退場について入退場者数を正しくカウントで

き、それぞれのデータの不一致を確認することで機器の正常性を確認できることがわかっ

た。 

 

4.4 検証結果のまとめ 

前記 4.1～4.3 の結果をまとめ、3.1.1 章に述べた検証目的①～③に照らし合わせると、 

次のことがいえる。 

①人と機械が近接する環境で危険エリアをバーチャルエリア化し、そのバーチャルエリ
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ア内外での人の存在検知と個人の特定を行なうことができること 

→ アクティブタグからの受信は可能であり、個人の特定は可能である。ただし、受信強

度レベルのみでエリア内外の位置を特定することは困難であることがわかった。 

②存在検知の位置精度 

→ RF タグの携帯箇所や方向の違いによっても受信レベルが変化することがわかった。

また、RF タグの個体差による受信レベルのばらつきは今後の課題となった。 

③危険エリア内への人の進入検出と個人の特定ができること 

→ RF タグ、LF ゲート、ステレオカメラを複合したバーチャルゲートにより、危険エリ

ア内への人の進入検出と個人の特定ができることが分かった。 

 

4.5 考察と課題 

今回の特性検証実験の結果、ＲＦタグ、LF ゲート、ステレオカメラは，それぞれ単体で

保護装置として使用するには下記の課題があることがわかった。 

①RF タグ RF タグの携帯管理、バッテリの維持管理、RF タグの固体差による受信レベ

ルのばらつき。 

②LF ゲート RF タグの携帯管理、環境を考慮した設置条件と受信感度調節。 

③ステレオカメラ 固体識別管理、環境の変化に対応した設置条件。 

しかし、対象設備が設計・製造段階で十分なリスクアセスメントを実施し、可能なかぎ

りのリスク低減がなされている事を前提にした上で、設計・製造者から与えられた残留リ

スク情報をもとに、現場で使用者が行うさらなるリスク低減を支援する装置としては、前

記の IT 機器の組み合わせによるリスク低減効果は十分期待できる。 

実際の適用に対しては、安全管理体制を十分議論した上で、適切な教育・訓練を行い作

業者の注意力等に依存できる方策と、ヒューマンエラーを考慮するとそれだけでは不十分

な方策とに分類し、後者の方策については、人間の判断や行為に関する不確定性をできる

限り低くする方策として IT 機器を支援的に活用することを検討することが望ましい。 

現在の国際安全規格では、設計・製造者が行うリスクアセスメントによる評価の結果、

保護方策によるリスク低減については、対象となるリスクの大きさにより適用するカテゴ

リーやパフォーマンスレベルを決定する手法（リスクグラフ等）が示されているが、使用

者が教育・訓練、管理によって行うリスク低減方策については、その指標は示されていな

い。 

今後さらなる労働災害減少を図るためには、労働安全の立場からこれらの指標の確立と、

IT 機器等の支援的活用方法を提案することが必要と考える。 
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第５章 国際標準化の考察 

 日本の労働災害は昭和 36 年をピークに年々減少傾向にあるが、この背景には、現場の安

全管理の徹底や教育・訓練の強化など、人に重点を置いた“災害ゼロ”の対策が貢献して

いる。また、KYT などの危険予知活動も人による潜在危険の抽出に重点を置いた“危険ゼ

ロ”の対策として災害の減少に貢献してきた。しかし、最近では作業者の人的ミスや作業

マニュアルの形骸化に起因する重大災害の頻発に見られるように、人の注意力による災害

防止対策には明らかに限界があることも事実である。このため日本でも ISO 12100 を始め

とする国際安全規格にしたがって、機械設備の設計・製造を行い、適切なリスク低減を図

ることが求められてきている。ここでは規格 ISO 12100-1 の第 5.5 節に定めるリスク低減

プロセスにしたがって、本質的安全設計方策、安全防護物（ガードまたは保護装置）の適

用などの設備安全方策により、適切なリスク低減を図ることを基本としている。しかし、

現実には作業者が機械の可動部を停止させることなく、機械の可動部に近接した状態で行

う運転確認・調整、加工、トラブル処理、保守・点検・修理、清掃・除去などの危険点近

接作業が存在している。   

また、複数の機械設備を複合したシステム(IMS:統合生産システム)や、複数の作業者が

広大な領域内で行う作業のように、本質的安全設計方策や設備安全方策だけでは適切にリ

スク低減が達成できないものがある。設計・製造者から与えられた残留リスク（本質的安

全設計方策や安全防護及び附加保護策によりリスクを低減した残りのリスク）情報につい

ては、使用者が適切な管理のもと、教育・訓練を行い注意しながら、作業を行うことによ

り低減されたレベルを維持することになる。しかし、残留リスク管理を不確定性の高い人

の注意力などにかなり依存することになり、その事が原因となる労働災害も数多く発生し

ている。そこで、本調査では、設計・製造者から与えられる残留リスク情報に対して人の

注意力に依存するリスク低減方策について、支援的保護装置（IT 技術等を用いて、人の誤

りに起因する災害発生確率を低減させる装置）を用いて不確定性を低減させたリスク低減

方策を提案した。なお、本調査では、当該 IT 技術として、RF タグ(RFID)による個体識別・

位置確認技術とカメラによる画像識別技術をそれぞれ単体で、または組み合わせることに

よる支援的保護装置としての要件についての検討を行った。 

国際安全規格でのリスク低減に関する優先順位は、設計・製造者にあり、使用者は設計・

製造者から与えられた残留リスク情報をもとに、さらに現場でリスク低減に努力すること

となっている。しかし、労働安全の立場からみれば、むしろ作業者の立場から検討を行い、

適切な管理のもと、教育・訓練を施してもエラーを犯しやすいもの、または高い緊張を続

けないと維持できないものについては、設備安全方策でリスクを低減するよう設計・製造
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者へ改善を求めるべきである。しかし、現実には人が過剰な努力をしないとリスク低減効

果を維持できない物に対して全ての設備安全対策が適用できないのも事実である。 

支援的保護装置の提案は、現在の国際安全規格のリスク低減優先順位の流れ（設計・製

造者から使用者へのリスク情報）と労働安全のリスク低減の流れ（使用者から設計・製造

者へのリスク情報）を共有化し、お互いの立場から適切なリスク分散を行う戦略として今

後 ISO 11161 等の国際規格への追加提案につながるものである。 
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第６章 調査成果の総括 

本研究の詳細は第 5章までに記載されているが、その概要をここに記載して総括する。 

リスクアセスメント（RA）、３ステップメソッドに従ったリスク低減は当然である。しか

し、危険エリア内でのメンテナンスやティーチング等の人と機械とが近接した作業が避け

られないが、その場合にも上記対策で対応し切れているかといえば、そうではない。この

場合、安全機能を働かせるために複雑な手順・操作・管理を実施しているのが実情である。 

また、作業性・効率性が悪いなどの理由から、安全機能の無効化を行っているケースが

散見されるという大きな課題がある。これらの状況では、(1)作業領域に人がいるかの把握

と個人の特定、(2)作業毎に適切な作業者が従事しているかの把握が重要となる。この把

握・特定を行い、管理するための技術として有効と思われる RFID 及びカメラを活用した検

証を行なうことが本研究の目的であった。また、最近注目を集めている ISO 11161 におい

ても、個人識別などは有効と考えられ、同規格改訂へ関与する際に必要な経験と知見を得

ることも視野に入れて取り組んだ。 

具体的には、次のように考え、検証を計画、実施した。 

危険を伴う生産現場では、機械を安全に動作させる前提条件は、「人が危険エリア内にい

る場合は起動しない｣ということである。しかしながら、ティーチングや保全のように機械

が稼働している危険エリアで行わなければならない作業も存在する。このような場合には、

危険エリア内にいる人の存在と個人の特定を行い、作業毎に適切な作業者が従事している

かを確認し、不適切な場合には機械の駆動を停止、または警報を出すなどの処置をするこ

とが必要である。このための有効な方策の一つとして、RFID（RF タグ）とカメラを併用し

たシステムがある。そこで、（独）労働安全衛生総合研究所内の模擬生産現場に、人の検知、

特定のためのモデルシステムを構築し、有効性を実験的に検証し、同時に問題点を抽出し

た。適切な機材の選定と設置、調整を行い、人と機械が近接する環境で、上記目的に対応

できるかを検証する実験を行った結果、次の知見を得た。 

検証１ RF タグの基本特性の確認 

【結果】 想定危険エリア内で RF タグを持った人が不検知となることはないように出来た

が、危険エリア内外（境界）位置を判別することは不可能であった。 

検証 2 ＬＦゲートの特性確認 

【結果】 LF マットの設置で RF タグをもった人の入退場検知が可能であった。しかし、

周囲条件など設置要件があることがわかった。 

検証 3 ステレオカメラの特性確認とバーチャルゲートの検証 

【結果】 RF タグ、LF ゲート、カメラを組み合わせることにより、RF タグの携帯/不携 
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帯も含めて危険エリアへの入退場の特定が可能である。 

これらのことから、RFID 技術を適切に活用することで、有効な支援的保護システムが構

築できる可能性が明らかになった。また、労働安全衛生に関心の高い会社の担当者からも

有効であるとの見解を得た。 

今回想定した生産システムは、ISO 11161 で規定しているものと共通する。この国際規

格では、作業者の動線などを配慮したシステム設計を規定しているが、運用においては存

在検知や個人識別が有効であると考えられる。今回の実証実験から、RFID 技術を使えば、

そのことが実現可能であることがわかった。今後、この研究を進めることで、本技術を統

合生産システムのリスク低減に有効な支援的手法として提案できるものと判断した。 

以上のように、今後の発展につながる成果を得ることができた。 
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添付資料１ RFID の概要 

 

１．RFID とは 

自動認識（Auto-ID）において、媒体に電波を用いた ID システムのことを RFID（Radio 

Frequency Identification）という。一般的には、リーダ/ライタ、アンテナ、及び RF タ

グで構成され、リーダ/ライタ（アンテナ）からの電波で RF タグが起動し、非接触で RF

タグに搭載されたメモリからの情報を読み出したり、メモリに情報を書き込んだりするこ

とができる。 

RFID については、JIS X0500 においても定義されており、その中で、「誘導電磁界又は電

波によって、非接触で半導体メモリのデータを読み出し、書込みのために近距離通信を行

うものの総称」と書かれている。 

 

２．RFID の歴史 

国内における RFID の歴史であるが、海外における人や家畜などの生態管理での使われ方

がルーツであるのに対して、1987 年頃に FA（製造業）で使われ始めたのが最初とされてい

る。当初の使われ方はどちらかと言えば、生産・加工用のメモリカード的に使われたり、

工作機械業界におけるマシニングセンタの工具管理に使われたりした。 

当時の RFID は周波数として 400～500 kHz 帯の MF 帯の製品が主流で、交信距離は長くて

も 10cm 程度であった。最も積極的に RFID を採用したのは自動車業界で、耐環境性に優れ

ていることと、情報の追記が現場で簡単にできることを特長に自動車部品であるエンジン

やトランスミッション等の加工・組立・検査工程で採用された。1990 年代になると、125

～135kHz の LF 帯の RFID が海外から数多く輸入され始め、自動車のイモビライザ、動物の

管理、あるいは半導体のウェハキャリア管理等に使用された。その後、2,45GHz 帯の長距

離タイプなどが登場し、様々な車体組立・検査工程等で採用された。 

国内で大きな RFID に関する変革が起こったのは、1990 年後半のことである。IC テレホ

ンカードの誕生である。携帯電話の発達でほとんどその姿を見なくなった公衆電話だが、

公衆電話用のプリペイドカードとして非接触 IC カードが誕生したのである。カード形状の

RFID は欧州ではその前から使われ始めており、周波数としては 13.56MHz 帯が主流となっ

ている。非接触 IC カードとして一気にアプリケーションが拡大したのは、電子乗車券への

採用である。電子乗車券はカードの内部にお金をチャージする使われ方であり、高いセキ

ュリティ性が求められ、また、紛失時等を想定して持ち主の特定ができるような工夫がな

されている。そういう意味では、安全の世界でも必要となってくる技術である。 
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その後、2005 年頃からは長距離交信が可能で低価格な UHF 帯の RFID が物流、流通用途

で少しずつ使われるようになってきた。また、数 10～数 100m の範囲に存在する人の特定

が可能なアクティブタグも登場してきた。今後、ますます発展する可能性を秘めた世界で

ある。恐らくこの数年間で大きく RFID の世界は変革すると考えられる。 

特に、セキュリティの視点である安全、安心といった人の管理のアプリケーションと物

流・流通といったものの管理のアプリケーションの二面性を持った展開が進んでいくと思

われる。 

 

３．RFID の採用されている市場とアプリケーション 

RFID は国内で採用され始めて、25 年間に様々な業界アプリケーションで使われてきた。

特に信頼性を求められる製造業においてはほとんどの業界で使われている。 

（図付 1.1）に RFID が採用されている業界を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (図付 1.1) 製造業で RFID を採用している業界とアプリケーション例 

                             （提供：オムロン㈱） 
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４．RFID を採用する目的 

  自動認識においては、RFID 以外にバーコードや二次元シンボル等、その他の媒体も

存在する。そのような背景の元、RFID が各業界で採用されているのには幾つかのキー

ワードが存在する。 

   現場での課題があり、その課題を解決されるために RFID が採用されている。 

(図付 1.2)に示すキーワードは、製造業が中心のものであるが、身近なアプリケーシ

ョンでは、電子乗車券を始め、パスポート、免許証、電子マネー等のセキュリティ関

連や人の特定を目的にした使い方が主流であり、かつ、RF タグ（非接触 IC カード）

内のメモリの情報を書き換えながら履歴を管理するような使われ方が多いのも事実で

ある。このように、人の安全、安心への RFID の応用はすでに始まっており、今回の調

査における安全への応用もその延長線上である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図付 1.2) 製造業における RFID 採用のキーワード例（提供：オムロン㈱） 
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５．RFID の種類と特徴 

  RFID には方式や周波数別に幾つかの種類が存在している。大きくは、 

① 電磁結合方式     

② 電磁誘導方式 

③ 電波方式 

という分類である。電磁結合方式は 400～530kHz 帯で、電磁誘導方式には 135kHz 未満

と 13.56MHz 帯の二つ、電波方式には、900MHz 帯、2.45GHz 帯、及び 300～400MHz 帯の

3種類が存在している。これらは各々、特性が異なっている。 

 これらの特徴を示したレーダチャートを（図付 1.3）に示す。このレーダチャート

で言えることは、各々の RFID の特徴が異なること、そしてどれも全ての項目を満足す

る方式はではないということである。つまり、オールマイティの RFID は存在しないの

で、適材適所の使い分けが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図付 1.3） 方式別・周波数別の RFID の特徴 

 

 

 

 



 

62 
 

６．アクティブタグとパッシブタグ 

 (図付 1.4)に RFID の種類としての別の切り口である電力供給方式による分類例を示す。 

RFID としての主流はパッシブタグであるが、長距離交信が可能なアクティブタグは本調 

査でも人の存在検知には有効な RFID であることを示すことができた。 

 特に今回の実験で用いた RF タグはアクティブの機能とパッシブの機能の両方を兼ね備

えた複合タグであり、各々の特長を活かした使い方ができた。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (図付 1.4) 電力供給方式の違いによる RFID の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パッシブタグ
・ 通常、メモリとしてＥＥＰ－ＲＯＭやＦｅ－ＲＡＭを搭載しているため、バッテリは不要でアンテナやリーダ /ライタ

から供給される電力のみで動作をする。

・ パッシブタグで数ｍの長距離交信距離を実現するためには、アンテナやリーダライタから数 100ｍＷ～数Ｗと

いった高出力の電力を供給する必要があり、ユーザが使用する際に構内無線局等の免許開局をしなければ

ならないことが多い。

■セミパッシブタグ
・ 簡単に言えば電池を搭載したパッシブタグである。つまり、アンテナやリーダ /ライタから起動電力や起動信号

を受け取ったＲＦタグが、搭載しているＩＣ等の動作電力を補完するために搭載した電池を使うといったタイプ。

・ 最近ではＲＦタグに各種センサを内蔵しているタイプもあるが、この場合にはセンサを機能させるために電池

から電力を供給する必要があるので、このようなＲＦタグもセミパッシブタグの一部だと言える。

■アクティブタグ
・ パッシブタグやセミパッシブタグとは全く異なるタイプであり、基本的にアンテナやリーダ /ライタからＲＦタグを

起動しない。ＲＦタグには電池を搭載し、ＲＦタグ自身がアンテナに対して信号やデータを周期的に 送信すると

いったタイプ。 なお、1 台のアンテナが管理するＲＦタグの個数は数 10 個から 100 個レベル。

・ アクティブタグを付けた人やものがアンテナ周辺の数ｍ～数 10ｍの範囲に存在する ような所在 管理やロケー

ション管理 等のアプリケーションでは非常に有効なツールとなっている。

・ｱﾝﾃﾅ（ﾘｰﾀ/゙ﾗｲﾀ）からの供給電力
と内蔵電池エネルギーで動作

・交信距離：数ｃｍ～数ｍ

セミパッシブタグ（Ｓｅｍｉ－Ｐａｓｓｉｖｅ Ｔａｇ）

・内蔵電池のｴﾈﾙｷﾞｰで自ら動作

・交信距離：数ｍ～数１０ｍ

・ｱﾝﾃﾅ（ﾘｰﾀ/゙ﾗｲﾀ）からの供給電力
のみで動作

・交信距離：数ｍｍ～数ｍ
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         (図付 1.5) アクティブタグの主な特長 

参考までにアクティブタグの主な特長を(図付 1.5)で説明する。 

前述の通り、アクティブタグは広範囲に存在するものや人の存在検知が可能であること

が特長だが、それ以外にも、アクティブタグならではの特長を有している。 

一つは RF タグの向きに交信があまり左右されないことである。駅の改札における電子乗

車券を例にとれば分かりやすいと思うが、パッシブタグは基本的にはコイル面をアンテナ

と平行にかざす必要がある。そのため、改札機に平行になるようにカードをかざし、カー

ドを縦向きにすることは避ける。しかし、アクティブタグの場合には、RF タグが縦向きで

も横向きでも斜め向きでもあまり交信距離に差は出なくなっている。そのため、RF タグを

持つ人があまり意識する必要がないこともメリットである。 

また、このタイプの RFID では 300～400MHz 帯の電波を媒体にしているので、比較的電波

が回り込みやすいので、障害物の影響によって検知できなくなるということは少ない。た

だし、RSSI 値に関しては、障害物がないオープンエリアでは距離と比例関係にあることが

ほぼ分かっているが、アンテナと RF タグとの間に障害物が存在すると RSSI 値が低下した

り、変化したりする。そのため、RSSI 値で場所の特定をすることはまだ難しいのが実態で

ある。 
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添付資料２ 本調査で使用した機器の説明 

 

１．RF タグ （品名：SecureTAG WT-210A） 

 

 

 

 

 

 

          (図付 2.1) RF タグ 

特定小電力無線 426MHz 帯を使ったアクティブタグ。長距離通信 50m 以上(見通し) 

が可能で、各種センサ（定時・振動・押しボタン・LF 受信）により自 ID を送信。

セキュリティ、ロケーション管理などの幅広い使い方が可能である。 

 

SecureTAG WT-210A （セイコープレシジョン株式会社製） 

適合規格 ARIB STD-T67 電源 リチウム電池(CR2032)1 個 

送信周波数 426MHz 帯 電池寿命 3 年以上(1 回/20 分送信) 

通信方式 単向方式 温度条件 -10～+50℃ 

空中線電力 1mW 外形寸法 65×36×9.5(mm) 

通信距離 見通し 50m 質量 約 20g(電池含む) 

通信速度 4800bps LF 受信回路 125kHz 帯 

 (図付 2.2) TAG WT-210A 仕様 

２．RF リーダ （品名：SecureTAG リーダ WR-250） 

 

 

 

 

 

 

 

(図付 2.3)  SecureTAG リーダ WR-250 
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SecureTAG シリーズの専用受信機。取外し可能なアンテナで、設置の自由度が増 

し、イーサネットインタフェイス搭載によりネットワークへの接続が可能である。 

 

SecureTAG リーダ WR-250（セイコープレシジョン株式会社製） 

適合規格 ARIB STD-T67 電源 DC4.0V AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付属 

受信周波数 426MHz 帯 消費電流 MAX300mA 

受信変調速度 4800bps 温度条件 -10～+50℃ 

アンテナ ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 外形寸法 110×90×25(mm)ｱﾝﾃﾅ除く

インタフェイス 
RS-232C 質量 約 140g(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ除く) 

イーサネット   

(図付 2.4) SecureTAG リーダ WR-250 仕様 

３．LF 発信機 （品名：LF 発信機 WG-250S） 

 

 

 

 

 

 

       (図付 2.5)  LF 発信機 WG-250S 

 

発信トリガー装置として、ゲートシステムを組むことが可能です。さらに LF 信号に

ID 番号を載せることができ、通過順番より通過の方向を知ることも可能である。 

LF 発信機 WG-250S（セイコープレシジョン株式会社製） 

通信方式 電磁誘導 

周波数 125KHz 帯 

電磁結合到達距離 最大 5.0m（ボリュームにて可変可能） 

アンテナ 設置場所に応じオーダメイド製作 

電源 AC100V 

外形寸法 200×230×70(mm) 

質量 約 2.0kg（ケーブル除く） 

         (図付 2.6)  LF 発信機 WG-250S 仕様 
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４．LF アンテナ （品名：LF マット型アンテナ 0.5×0.5m） 

 

 

 

 

 

      (図付 2.7)  LF マット型アンテナ  

LF 発信機用の専用アンテナです。設置場所に応じた寸法で製作可能である。 

   マット型アンテナの他に、つい立型・ポール型がある。 

LF マット型アンテナ 0.5×0.5m（セイコープレシジョン株式会社製） 

周波数 125KHz 帯 

電磁結合到達距離 最大 5.0m（ボリュームにて可変可能） 

外形寸法・質量 500×500×10(mm) 約 0.3kg 

        (図付 2.8) LF マット型アンテナ仕様 

５．ステレオカメラ （品名：ステレオカメラユニット STC-A） 

 

(図付 2.9) ステレオカメラユニット STC-A 

 

ステレオカメラにより、正確な人数の判断が可能である。 

 

ステレオカメラユニット STC-A（中央電子株式会社製） 

外形寸法・質量 300×40×70(mm)（突起部除く）、約 0.7kg 

(天井埋込の場合は、オプション金具が必要です。) 

映像出力 BNC コネクタ X 2ch 

（ケーブル長 5C-2C 相当で 100m まで） 

電源・消費電力 DC12V～DC24V±5% , 約 5W 

環境条件 使用環境：屋内で粉塵や塩害がなく、直射日光が当たらない場所

温度 : 0℃～40℃, 湿度 : 20%～80%(結露なきこと) 

(図付 2.10)  ステレオカメラユニット STC-A 仕様 
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６．コントローラ （品名：据置型コントローラ IIS365-EV2） 

 

 

 

 

     (図付 2.11)  据置型コントローラ IIS365-EV2 

カメラからの画像を解析し、共連れを検出します。通過人数と通過方向を検出し、 

よりハイレベルなセキュリティを実現可能である。 

 

据置型コントローラ ISS365-EV2（中央電子株式会社製） 

外形寸法・質量 215×66×164(mm)（突起部除く）、約 3kg 

映像入力 VBS1.0Vp-p BNC コネクタ X 4ch(2ch 未使用) 

映像出力 VBS1.0Vp-p 75Ω BNC コネクタ X 1ch 

接点入力 フォトカプラ入力 : 4 点(短絡時電流 18mA)  

接点またはオープンコレクタで接続してください。 

接点出力 フォトモスリレー出力 : 8 点 (最大容量 DC48V 500mA) 

外部 I/F LAN,スイッチ＋液晶 

電源・消費電力 AC 100V ±10% 50/60Hz(AC アダプタ), 約 20W 

環境条件 使用環境：屋内で粉塵や塩害がなく、直射日光が当たらない場所

温度 : 0℃～40℃, 湿度 : 20%～80%(結露なきこと) 

     (図付 2.12)  据置型コントローラ IIS365-EV2 仕様 
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添付資料３ デモンストレーションの概要 
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添付資料４   本委員会議事録 

 

Ⅰ．第一回議事録 

 日 時 平成２１年８月２５日（火） １０：００～１２：００ 

場 所 (社)日本電気制御機器工業会 第一会議室 

参加者（敬称略、順不同） 

  委員長     福田 隆文（長岡技術科学大学） 

  委 員     清水 尚憲（（独）労働安全衛生総合研究所） 

  委 員     中坊 嘉宏（（独）産業技術総合研究所） 

  委 員     外山 久雄（オムロン（株））  

  委 員     大塚  裕（オムロン（株））  

  委 員     土肥 正男（ＩＤＥＣ（株）） IDEC 大阪にて電話会議に参加 

  委 員     古川 裕明（ＳＵＮＸ（株）） 

  委 員     越    俊樹（（株）山武）  

  オブザーバ 首藤 俊夫（（株）三菱総合研究所） 

  オブザーバ 後藤 庸一（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 今野 哲郎（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 飯塚   聡（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 佐々木幹夫（（社）日本機械工業連合会） 

  事務局   秋山重司郎（（社）日本電気制御機器工業会） 

  事務局   井尾 正一（（社）日本電気制御機器工業会） 

  事務局   垣本 達美（（社）日本電気制御機器工業会） 

 

議事内容 

１．開会挨拶         福田委員長 

２．委員の紹介について    全員自己紹介 

３．本事業の説明について   委員 

   事業計画書及び調査活動を説明し以下の項目を検討し承認された。 

①計画の確認 

②本委員会及び WG の役割の確認 

本委員会の役割 

a. 方針の決定（計画の確認） 
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b. WG へのアドバイス 

         c. リスクアセスメント対象機械の確認 

         d. 報告書のレビューと認可 

        WG 委員の役割確認 

a. 活用モデルでの調査活動 

b. 報告書作成 

４．具体的な調査活動の検討 

①セイコープレシジョン社から調査活動の説明を頂き、内容及び委託先として承認さ

れた。 

②9月 8,9日及び 28,29日に実施するテストケース案を 9月 6日までに WGメンバーを

中心に考え、9月 8日の WG 委員会で内容を確定する。 

     

５．委員長指示 

①報告書にはマイルストーンから見た今年度の内容（位置づけ）を明確にして記述す

ること（何を目指すのかの明確化）。 

②RFID に関する報告書が以前出されたようであるが、その指針との関連を報告書に記

載すること。 

③テストケースはいかに危険領域に近づくかを考えてアイデア出しをすれば良い。 

 ６．次回の予定 

 ①■9/8.10 時～    機材の準備、現場設置、調整、第１回実験等、 

WG 委員会を午前開催しテストケースを決定する。 

      セイコー様から機材操作のレクチャを受ける。 

      WG委員は、実験ケースを実験１～４に各20件/min.を 9/6までに提出する（ど

のような実験をするか？）。フォーマットは８月２６日送付済み。 

       継続してケースの抽出は行うこと。 

   ■9/9 ９時～ 前日のテストの確認とテストの継続 

  ②9/28,29 日 10 時～   第２回実験－－現場でのデータ取り、データ解析 

  ③10/19,20 日 第３回実験（予備） 

  ④9-11 月  検証結果の課題抽出、対策立案、実証実験再計画 

  ⑤12-2 月  調査報告書作成、公表  

  ⑥11-2 月  ISO 11161 調査 

  ⑦委員会開催： 3 回を予定 （ 8,10,2 月に開催） 
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  ⑧WG 開催 ： 4 回を予定 （ 9 月—2 回,10,1 月に開催） 

７．9月 8日及び 9日の WG の詳細検討 

  ①9/8 １０:００ 開会と現場確認   

      －WG 委員会と機器設営に分かれる－ 

    WG 委員会 

     １０：３０ 事務手続き上の説明             事務局 

     １０：４０ テストケースの調整             委員 

     １１：２０ セイコー様からレクチャー（時間は多少前後する） 

     １２：００ 昼食 

     １３：００ 調整とテスト                   

     １７：３０ 終了 

  ②9/9 

     ９：００ 前日の反省と９／９の進め方確認 

    １０：００ テスト実施 

    １２：００ 昼食 

    １３：００ テスト実施   

    １６：００ まとめ（進捗状況確認、課題抽出、次回までの対策方針、次 

回予定確認） 

 

配布資料 

１．第一回「リスクアアセスメント実施に関する実態調査」委員会開催について 

２．「リスクアアセスメント実施に関する実態調査研究」委員会名簿 

３．「リスクアアセスメント実施に関する実態調査研究」におけるアクティブタブを活用

した危険エリア特定の検証 

４．「リスクアアセスメント実施に関する実態調査研究」におけるアクティブタブを活用

した危険エリア特定の検証（案）－労働安全衛生総合研究所におけるモデルシステム

と検証内容 

５．平成２１年度リスクアアセスメント実施に関する実態調査研究報告書 

６．委員会及び WG の役割 

                                     以上 
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Ⅱ．第二回議事録 

日 時 ２００９年１２月１８日（金） １３：１５～１７：００ 

場 所 ＵＨＡ会館５０２会議室 

参加者（敬称略、順不同） 

委員長     福田 隆文（長岡技術科学大学） 

  委 員     清水 尚憲（（独）労働安全衛生総合研究所） 

  委 員     中坊 嘉宏（（独）産業技術総合研究所） 

  委 員     外山 久雄（日本認証（株））  

  委 員     大塚  裕（オムロン（株））  

  委 員     土肥 正男（ＩＤＥＣ（株）） 

  委 員     古川 裕明（ＳＵＮＸ（株）） 

  委 員     越    俊樹（（株）山武）    

  オブザーバ 後藤 庸一（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 今野 哲郎（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 飯塚  聡（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 佐々木幹夫（（社）日本機械工業連合会） 

  オブザーバ 有田  隆（富士通コンポーネント（株）） 

  オブザーバ 麻生川 佳誠（オムロン（株）） 

  事務局   井尾 正一（（社）日本電気制御機器工業会） 

  事務局   垣本 達美（（社）日本電気制御機器工業会） 

 

議事内容 

１．富士通コンポーネント(株）からオブザーバ参加に際しての自社製品ＵＷＢタグの紹

介を受けた。 

２．現状の共有化と日程及び計画の進捗状況共有化  

 ①添付資料｢リスクアセスメント実態調査 実施状況抜粋｣に従い説明を受けた。 

 ②報告書の際に以下を留意すること。 

・各機器の特性の検証や調整に時間を費やしたことも記載する。 

 ・実験データを掲載することは基本的にはＯＫ。 

３．実験結果のまとめと報告               

担当委員から説明を受けた。 

①一定の条件で、LF による入退場の情報を確実に捕らえることが可能であることが実
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証できた。 

②機器の機能を生かした設定及び入退場条件（人数、入出速度）により、人の入退場

の認識がステレオカメラで可能であることが実証できた。 

③LF とカメラの組み合わせにおける入退場の検知は、確実に可能であることを確認で

きた。 

④LF とカメラの組み合わせにより、危険エリア内に人が存在しているかどうかを判定

できることが確認できた。 

⑤カメラと LF の情報を合わせて危険エリアに人が居る／居ないの検知。あるいは、タ

グを持っていない人がゲートをすり抜けるときにカメラしか検知していないのは非

常に危険であり、カメラを二重化しても同じこと。このようにシステムと機器レベ

ルの 2 面でとらえることが抜けている。 

４．Ａ社との技術交流会まとめ               

 Ａ社の生産現場に機器を持ち込んでデータ採りをする件について、１月に検討を頂

くことになっている。 

５．ISO 11161 の考え方について担当委員から説明を受けた。 

６．報告書のたたき台レビュー           

各委員から担当分の説明を受けた。 

 ①初版を１／１３までに事務局へ送付。１／１５に事務局がまとめて委員に配付。 

 ②まとめたものを第２版とし、１／２８の委員会でレビューする。 

 ③実験に使用したタグやカメラのカタログデータなど詳細は付属書にもってくる。 

 ④Ａ社へのデモは付属書につける。 

 ⑤タグ等の説明は、報告書を読む人のレベルをタグは分かっているという前提におき、

本編では簡単に記述する。詳しい説明が必要なら付属書に記述する。 

７．次年度事業に向けての計画説明（更なる検証と標準化）    

事務局から計画を説明し、それに対して種々検討した。  

８．次回の予定 

 ①報告書の担当者は初版を１／１３までに事務局へ送付。１／１５に事務局がまとめ

て委員に配付。 

 ②そのまとめた報告書を各委員はレビューし、１月２８日に持ち寄って委員会として

検討する。次回委員会は１月２８日 ９：３０～１３：００を予定する。 

 ③次々回の委員会は２月２６日 １３：００から開催する。 
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配付資料 

１．議事次第 

２．リスクアセスメント実態調査 実施状況抜粋 

３．成果報告書項目と分担 

４．成果報告書たたき台 第１章 

５．成果報告書たたき台 第 3.1 章調査事項 

６．成果報告書たたき台 第 3.2 章検証データ 

７．Ｈ２２年度標準化テーマ提案 

 

                             以上 
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Ⅲ．第三回議事録 

日 時 ２０１０年１月２８日（木） ９：３０～１３：００ 

場 所 NECA 第一会議室 

参加者（敬称略、順不同） 

委員長     福田 隆文（長岡技術科学大学） 

  委 員     清水 尚憲（（独）労働安全衛生総合研究所） 

  委 員     中坊 嘉宏（（独）産業技術総合研究所） 

  委 員     外山 久雄（日本認証（株））  

  委 員     大塚  裕（オムロン（株））  

  委 員     越    俊樹（（株）山武）    

  オブザーバ 首藤 俊夫（（株）三菱総合研究所） 

  オブザーバ 飯塚  聡（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 佐々木幹夫（（社）日本機械工業連合会）   

  事務局   井尾 正一（（社）日本電気制御機器工業会） 

  事務局   垣本 達美（（社）日本電気制御機器工業会） 

 

議事内容 

１．22 年度事業の申請状況    

 配付資料１に従い、担当委員、事務局から状況説明を受けた。 

  以下のコメントが委員からなされた。 

  ①安全が生産性の向上につながることを入れたらどうか 

  ②訴求力が弱い。研究開発終了後、新たな商品とか分野が創出されるなどを訴求す

べき 

  ③ISO 11161 を提案することが建前になっているが、どんなことをどう改訂するか

を記載するのが良い。 

２．21 年度成果報告書のレビュー     

各担当が担当分を説明してレビューを行った。 

①用語一覧を第一章 1.5 に追加する。 

②添付資料１｢RFID に関する市場の要求｣を添付資料２｢RFID の概要｣に含め、 

 後者を添付資料１とする。安全に対する要求を書く。 

③第２章は第３章のエッセンスを記載する。 

④第３章では、使用した機器の型名を外す。添付資料３｢本調査で使用した機器の説
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明｣で入れる。 

⑤その他、記載上の注意事項 

 ･白黒の印刷であることを考慮して、図などに用いる色を工夫すること。 

 ･表の上に表タイトルを書く。図や写真は下にタイトルを書く。 

３．今後のスケジュール 

 ①２／５  今回の報告書初版を各委員はレビューし、結果を事務局へ。 

②２／１２ 事務局からレビューを反映した版を各委員に送付 

③２／２２ 再度レビュー結果を事務局に 

④２／２６ 第４回委員会を開催し、報告書を最終レビュー 

 

配付資料 

１．２２年度事業の申請資料 

1.1 平成２２年度標準化ニーズ調査票－機械稼動における安全確認システムの 

標準化 

 1.2 補足説明資料－機械稼動における安全確認システムに関する標準化 

２．成果報告書初版 

以上 
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Ⅳ．第四回議事録 

日 時 ２０１０年２月２６日（金） １３：１５～１７：００ 

場 所 ＵＨＡ会館３０１会議室 

参加者（敬称略、順不同） 

委員長     福田 隆文（長岡技術科学大学） 

  委 員     清水 尚憲（（独）労働安全衛生総合研究所） 

  委 員     中坊 嘉宏（（独）産業技術総合研究所） 

  委 員     外山 久雄（日本認証（株））  

  委 員     大塚  裕（オムロン（株））  

  委 員     越   俊樹（（株）山武）    

  オブザーバ 有田  隆（富士通コンポーネント（株）） 

オブザーバ 後藤 庸一（セイコープレシジョン（株）） 

オブザーバ 飯塚  聡（セイコープレシジョン（株）） 

  オブザーバ 佐々木幹夫（（社）日本機械工業連合会）   

  事務局   井尾 正一（（社）日本電気制御機器工業会） 

  事務局   垣本 達美（（社）日本電気制御機器工業会） 

 

議事内容 

１．２２年度事業の申請状況 

 次年度、（社）日本機械工業連合のテーマとして継続して進めていく方向で検討中。 

２．成果報告書のレビュー    

 報告書原案をページ毎に各委員がレビューを実施した。 

３．本事業の終了確認 

  配付資料 委託事業事後評価表実績（案）にもとづき本事業の総括と評価を行い、

本事業の終了を確認した。 

 

配付資料 

１．第４回委員会議事次第 

２．第３回委員会議事録 

３．報告書原案 

４．委託事業事後評価表実績（案）                   

                                以上 
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