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序 

 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業

においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に

伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点で

の見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来

から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参

りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

安全、品質、環境など安心のための基本要素をはじめとするマネジメントに係

わる規格などが制定されてきております。弊会においてもこの動きに対応し、

機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機

械工業の横断的な規格についての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格

整備とリスクアセスメントの普及活動、機械安全への取り組みが競争力強化に

つながる方策の検討、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標

準化の推進などです。これらの事業成果は、関連業界共通のガイドライン、日

本発の国際規格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格

の早期制定などとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして  

社団法人日本ロボット工業会に「災害対応ロボットの安全基準策定に関する調

査研究」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 

 

 自然災害の多い我が国にとって、災害対応ロボットの必要性は論を待たず、ま

た、近年の国際情勢の不安定化により、テロなどでの災害時の災害対応ロボット

の必要性も国際社会で要求されるようになってきております。 

この様な状況のもと、現在未整備である災害対応ロボットの安全基準を策定

し、災害対応ロボットの普及を促進することは、ロボット技術を用いて安全安

心社会の構築を目指す我が国にとって、早急に取り組むべき課題といえます。 

一方、現在標準化が行われているサービスロボットの設計・運用上の安全対策

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、

一定の成果を得ようとしておりますが、個別分野のサービスロボットについての

詳細な安全基準については、未だに検討が未着手の状況であります。 

 本事業では、災害という限定分野でのロボットの安全基準を実際に検討するこ

とで、サービスロボットの安全基準を他の分野に広げていく上での課題も明確に

なると考え、災害対応ロボットが人間と協調して作業を行うにあたって遵守すべ

き安全基準を明確にし、災害対応ロボットの性能を効果的に発揮させて運用する

ことを目指して、災害対応ロボットの安全基準を専門的立場から検討し、安全基

準の確立に必要な情報を明確化することを目的としており、災害対応ロボットの

安全が確保されることにより、災害対応ロボットの普及と、ひいてはサービスロボ

ット産業の発展に大きく貢献するものであると確信しております。 

 最後に、本事業の遂行にあたり、経済産業省及び関係機関のご指導と本事業を当

会に委託された社団法人日本機械工業連合会のご高配に深謝すると共に、本事業に

ご協力いただいた災害対応ロボットの安全基準調査研究専門委員会（委員長 木村

哲也 長岡技術科学大学大学院技術経営研究科准教授）の委員各位のご尽力に対し、

衷心より厚く御礼申し上げる次第であります。 

 

 

 平成２２年３月 

 

 

                      社団法人 日本ロボット工業会 

会  長  利  島   康  司  
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１．調査研究の概要 

1.1 調査研究の目的 

 現在標準化が行われているサービスロボットの設計・運用上の安全対策では、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、成果を得ているが、個別

分野のサービスロボットについての詳細な安全基準については、未だに検討が未着手の状

況である。 

特に災害が頻発する我が国においては、最近ではロボット技術を活用した対応、取り組

みが進んでおり、実用化される災害対応ロボットも見え始めている。こうした状況から災

害対応ロボット分野に限って具体的な安全基準を策定する時期にきていると判断できる。 

また、災害対応ロボットは、一般のサービスロボットと違い、使用される状況及び使用

する人が限定されているため、一般のサービスロボットに比べ安全基準の検討が比較的容

易であると想定されており、災害対応ロボットの安全基準を策定することで、サービスロ

ボットの安全基準を他の分野に広げていく上での課題も明確になると考えられる。 

本事業では、災害対応ロボットが人間と協調して作業を行うにあたって遵守すべき安全

基準を明確にし、特に作業にあたるレスキュー隊員等の災害対応関係者の負荷の低減と安

全の確保に留意しつつ、ロボット性能を効果的に発揮させて運用することを目的に、災害

対応ロボットの安全基準策定のための調査研究を行う。 

 

1.2 調査研究の概要 

 本年度は災害対応ロボットの安全基準を明確にするため、以下の調査研究を行った。 

 ・実証レベルにある災害対応ロボットについて、NIST（National Institute of 

Standards and Technology:アメリカ国立標準技術研究所）で開発されたいくつか

を選択し、構造・機能・性能等について具体的調査を行った。 

・災害対応ロボットの運用時の安全確保のための仕様・機能等の要件及び安全基準の

検討に必要な情報等について、レスキュー隊の行動の基本となる消防教本及び防爆

に関する規格について、具体的調査研究を行った。 

・災害対応ロボットの運用時の安全確保に関する調査研究に基づき、災害対応ロボッ

トの安全基準の骨子策定のために必要な基本要件・項目のうち、安全とその責任等

について、委員会で検討を行った。 

・リスクアセスメント手法や機能安全の取り込み方等、災害対応ロボットなどサービ

スロボットの安全性と密接に関係する内容を検討している、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（８月フランクフルト、２月オーランド）に出

席して、制定作業の進む規格の内容についての調査を行い、安全基準策定の際に反

映させるための検討材料とした。 
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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災害対応ロボットの安全基

準調査研究専門委員会（委員長 木村哲也 長岡技術科学大学 大学院技術経営研究科シ

ステム安全専攻准教授）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、災害対応ロボッ

トの安全基準を明確にする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．災害対応ロボットの安全基準の明確化に関する検討 

2.1 はじめに 

 自然災害の多い我が国にとり、災害対応ロボットの必要性は論をまたない。また、

近年の国際情勢の不安定化により、テロ災害対応ロボットの必要性も国際社会で要求

されるようになってきている。現在未整備である災害対応ロボットの安全基準を策

定し、災害対応ロボットの普及を促進することは、ロボット技術を用いて安全安心

社会の構築を目指す我が国にとって、早急に取り組むべき課題といえる。 

一方、現在標準化が行われているサービスロボットの設計・運用上の安全対策では、

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、一定の成果

を得ている。しかし、個別分野のサービスロボットについての詳細な安全基準につい

ては、未だに検討が未着手の状況である。災害という限定分野でのロボットの安全基

準を実際に検討してみることで、サービスロボットの安全基準を他の分野に広げてい

く上での課題も明確になると考えられる。 

本委員会では、災害対応ロボットが人間と協調して作業を行うにあたって遵守すべ

き安全基準を明確にし、特に作業にあたるレスキュー隊員の負荷の低減と安全の確保

に留意しつつ、ロボット性能を効果的に発揮させて運用することを目指して、災害対

応ロボットの安全基準を各分野の専門的立場から検討し、安全基準の確立に必要な情

報を明確化することを目的とする。 

本委員会は、この目的のために３年間の設置を予定しており、今年度はその初年度

にあたる。今年度は、関連情報を調査整理し、次年度以降に実施する具体的な活動の

基盤の構築をめざす。 

 

2.2 国際安全規格からみる災害対応ロボットの安全 

製品が安全であることは、市場で長期的に成功するための最低限の要求事項である。

安全の国際的な技術基準は、ISO/IEC Guide 51 を頂点とした国際安全規格により体系

的な整備が進められており、ここで考える災害対応ロボットの安全も、国際安全規

格をそのよりどころとする。本章では、国際安全規格からみる災害対応ロボットの安

全に関する情報をまとめる。 

2.2.1 国際安全規格の概要 

国際安全規格で安全とは   

  「受容できないリスクがないこと（JIS-Z-8051-3.1 節）」 

と定義される。安全はリスクという確率要素で定義されることから 

「絶対的な安全とはありえない。この規格で残留リスクを定義しているように、

ある程度のリスクは残る。そのため、製品、プロセス又はサービスは、相対的に

安全であるとしかいえない(JIS-Z-8051-5.1 節)」 
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製品の安全設計では、製品の持つリスクが許容可能なリスクとなるよう開発が行われ

る。ここで許容可能なリスクとは 

「社会における現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられるリスク

（JIS-Z-8051-3.7 節）」 

である。また、 

「許容可能なリスクは、絶対安全という理念、製品、プロセス又はサービス及び

使用者の利便性、目的適合性、費用対効果、並びに関連社会の習慣のように諸要

因によって満たされるべき要件とのバランスで決定される。したがって、許容可

能なレベルは常に見直す必要がある。技術及び知識の両面の開発が進み、製品、

プロセス又はサービスの使用と両立して、最小リスクを達成できるような改善が

経済的に実現可能になったときには、特に見直しが必要である（JIS-Z-8051-5.2

節）」 

よって今後、機能安全技術などの安全関連技術の発展にあわせて災害対応ロボットの

安全性の見直しを実施する必要があることに注意しておく。 

 

実際の事故（危害）は、人と危険源が時間的空間的に一致することで発生する。図 2.1

にその概念図を示す。 
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図 2.1 危害の発生プロセス 

 

 この危害の発生を防ぐ安全設計では多様な要素を考慮しなければならず、許容可能

なリスクを効率的に達成するためには、リスクアセスメントによる系統的な安全設計

が重要となる。この考えは、規格の以下の条文から理解できる。 

「許容可能なリスクは、リスクアセスメントによるリスク低減のプロセスを反復

することによって達成させる（JIS-Z-8051-5.3 節）」 

「リスクアセスメントは、機械類に付随する危険源の審査を系統的方法で実施可

能にするための一連の論理的手段である(JIS-B-9702-4.1 節)」 

「事故履歴がない、事故件数が少ない、又は発生した災害のひどさ（障害のひど

さ）がひくいということで、自動的にリスクが低いとしてはならない

(JIS-B-9702-4.2 節)」 

リスクアセスメントの手順を図 2.2 に示す。また、リスクアセスメントに基づく安全

設計の進め方を図 2.3 に示す。 
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図 2.2 リスクアセスメントの手順（JIS-B-9702） 

 

図 2.3 リスクアセスメントに基づく安全設計の手順（JIS-B-9700-1） 

図 2.3 で示す安全設計では、次の３つのステップで進めることを要求している
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（スリーステップメソッド）。 

 

ステップ１：本質的安全設計 

本質的安全設計とは、機械の出力を人を傷つけないぐらい十分に小さくする等、危

険源そのものを無くす設計のことである。JIS-B-9700-2 の 4章に本質的安全設計に関

する参考情報がある。本質的安全設計はリスク低減プロセスにおいて第一番目のステ

ップであり、安全設計で最も重要なステップであるとされている。 

 

ステップ２：安全防護及び付加保護方策 

安全防護とは、危険源に使用者が接触できないようにして事故を防ぐため、危険

源と使用者の間に設けるガードのことである。ここでガード等とは、固定式の単純

なガード（固定ガード）だけでなく、インターロック機能により開閉が可能なガード

（可動ガード）や、光カーテンも含む。 

付加保護方策とは、非常停止や、事故で機械に挟まれた使用者の救助手順等の付加

的な安全方策のことである。規格上の定義は JIS-B-9700-2 の 5 章を参照。 

 

ステップ３：使用上の情報 

設計者がステップ１、２を実施しても機械にはどうしても除去できないリスクが残

る。「使用上の情報」とは、この残留リスクを使用者に的確に伝えるために伝達手段

（例えば、文章、語句、標識、信号、記号、図形）を個別に、又は組み合わせて使用

することを意味する。規格上の定義は JIS-B-9700-2 の 6 章を参照。 

 

各ステップ間には次の優先順位がある。 

ステップ１ ＞ ステップ２ ＞ ステップ３ 

すなわち、リスク情報を使用者に提示しただけで、何ら安全上の設計の見直しをしな

いことは、国際安全規格上許されない。 
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2.2.2 災害対応ロボットの例 

災害対応ロボットの安全基準策定にあたり、関係者が災害対応ロボットに対して

一定のイメージを持っておくことは作業の円滑化のために必要である。ここでは、

NIST（National Institute of Standards and Technology:アメリカ国立標準技術研究

所）で実施している災害対応ロボット技術標準化に関するプロジェクト（詳細は４．

２節参照）で取り上げられている災害対応ロボット（文献 2.2-a 参照）を例示するこ

とで、イメージの共有をはかる。NISTのプロジェクトで取り上げられているロボット

の種別と台数を下記にまとめる 

・ Ground Robots （地上ロボット）：４０台 

・ Wall Climbers （壁面登り）：２台 

・ Aerial Robots （空中ロボット）：１０台 

・ Aquatic Robots （水中ロボット）：３台 

・ Sensors （センサ）：１３台 

これらのロボットに類似したものが、今後災害対応ロボットと普及していくと想定

される。 

 

Ground Robots 

地上を走行して情報を収集することを目的として開発されているロボットである。

NISTの分類で最も多くのロボットデータがあり、研究開発も世界的に盛んである。地

上ロボットは自走するものがほとんどで、マニュピレータが搭載されていて物体を把

持できるものもある。また、ロボットの中に、更に小さなロボットが搭載されている

もの、フリッパ（走行補助装置）が付いているものなどがあり、大きさも、工場の配

管に入るようなものから、自動車を持ち上げるようなものまである。 

 

「PackBot EOD」 
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製造元による仕様： 

幅：   40-50[cm] 

長さ：   69[cm] 

高さ：   19[cm] 

重さ：   22[kg] 

対角長さ：  86.36[cm] 

最高速度：  可変で 0-8[km/h] 

駆動源：  バッテリー 

駆動時間：  2-12[hour]/10+[km] 

通信ケーブル：  オプション 

コントロール：  無線 

センサ：  望遠カメラ、赤外線カメラ、オムニ・ダイレクト・マイク 

積載量：  8 個増設可能 

マニピュレータ： アーム 

 

「BOZ I」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造元による仕様： 

幅：   67[cm] 

長さ：   171[cm] 

高さ：   135[cm] 

重さ：   600[kg] 

対角長さ：  360[°] 

最高速度：  6.7[km/h] 

駆動源：  バッテリー 
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駆動時間：  発電機で連続 3-4 時間 

通信ケーブル：  100[m]；1km を超えると、操縦できない。 

コントロール：  ケース内のコンピュータとジョイスティック 

センサ：  超音波センサ（測定制度 cm）、カメラ 5つ、赤外線 3 つ 

積載量：    腕が伸びた場合の持ち上げ重量 120[kg]、曲げた場合 

            200[kg] 

マニピュレータ：       油圧グリッパの開く力 5770[kg]、届く範囲 350[cm]、車の 

ドアやトランクを開けるために独自に操作できる 4つのジョ 

イント、炭酸飲料ボトルからグラスに注ぐだけの器用さ。 

 

Wall Climbers 

ビルなどの壁面を登ることを目的として開発されているロボットである。Pocket 

Guide には、2つしか登録されておらず、また評価方法も決まっていない。 

  

Aerial Robots 

空中を航行して情報を収集することを目的として開発されているロボットである。

NIST の分類では Ground ロボットに次いで多くのロボットデータがある。回転翼機タ

イプや固定翼機タイプ、気球タイプがある。 

 

「Micro-Drone 200」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造元による仕様： 

回転翼距離  91.4[cm] 

幅：   91.4[cm] 

重さ：   1[kg]未満 

操作可能範囲：  最大 500[m] 
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速度：   約 40[km/h] 

発進：   垂直離陸 

回収：   垂直着陸 

推進力：  電気式、LiPo バッテリー14.8[V]、2.05[Ah] 

航行時間：  20-25[min] 

操作：   投影めがねか、タブレット PC 

積載量：  0.2[kg] 

 

「Nighthawk」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翼長さ：  0.66[m] 

長さ：   0.51[m] 

重さ：   750[g] 

操作可能範囲：  10[km] 

速度：   44[km/h] 

発進：   手投げ 

回収：   滑走 

推進力：  電気モータ 

高度：   30.48-152.4[m] 

航行時間：  60-90[min] 

操作：   操作点自動追尾 

積載量：  カラーカメラ、赤外線 

 

 

Aquatic Robots 

水中を航行して情報を収集することを目的として開発されているロボットである。

Pocket Guide には、2 つしか登録されていないが、評価方法は暫定的に決まってい
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る。 

 

Sensors 

ロボットには情報収集のために各種センサが搭載されている。Pocket Guide では、

各種ロボットに搭載されているセンサ単体、または複数センサの組み合わせで動作す

るセンサが記載されている。 

ここには、距離、温度、放射線、化学物質のセンサが記載されているが、ロボット

に搭載されているセンサとして他に、映像、音、CO2、などが搭載されているものも

ある。 

 

 

文献 2-2-a) NIST、 RESPONSE ROBOTS DHS/NIST Sponsored Evaluation Exercises 

-Pocket Book-、2009 

 

2.2.3 実証試験における課題 

災害対応ロボット開発では、今後は量産化の前段階である実証試験が多く実施され

ることが予想される。実証試験と量産化後の利用の安全では、特に使用者に強く依存

するリスクマネジメントが異なると考えられる。 

例えば、医療機器の分野では、リスクマネジメント規格(JIS-T-14971)が制定されて

いるが、医療機器の実証試験の特性を陽に考慮した規格となっていない。よって、国

際安全規格を闇雲に実証試験に適用すると、過剰な書類の作成や、設計変更の見落と

しといった事態が懸念される。この問題を解決するため、文献 2.4-a)では手術ロボ

ット開発において、実証試験での要求緩和・追加事項の例として次の項目を提案して

いる。 

 使用者や利用環境を事前の選抜により理想に近い状態に設定可能で

あるため、合理的予見可能な誤使用の見積もりを小さくできる（要求

緩和事項）。 

 量産体制の品質管理は不要（要求緩和事項） 

 試験中に設計変更が考えられるため、変更管理プロセスの確立が必

要（要求追加事項） 

災害対応ロボット開発でも、実証試験を効果的に実施するために同様な実証試験での

要求緩和・追加事項の検討が必要と考えられる。 

 

文献 2.3-a)（独）産業総合研究所、医療機器評価指標ガイドライン ナビゲーション

医療分野（手術ロボット）開発 WG 報告書、平成１９年３月 
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2.3 災害対応ロボットの安全基準策定に有用と考えられる情報 

本章では、今年度の調査で得られた災害対応ロボットの安全基準策定に有用と考え

られる情報をまとめる。 

 

2.3.1 消防教本からの情報 

ここでは、『救助法―活動の基本と実技』という消防大学校が編著した書籍を基に、

レスキューにおける安全管理の特徴を考察する． 

救助法において、安全確保の根本は事故ポテンシャルの排除にあるという。事故ポ

テンシャルとは事故発生の可能性であり、事故を発生させるエネルギーのことで、国

際安全規格のリスクの概念に対応すると考える。事故ポテンシャルはさらに不安全状

態と不安全行動に分類され、不安全状態は現場の不安全な状態のことを指し、不安全

行動は現場における隊員の不安全な行動をさす。 

「不安全状態」 

施設や機材などに何らかの欠陥がある場合には、隊員の不安全行動がゼロでも、事

故は起こり得る。従って、不安全状態は不安全行動に比べてより根本的な事故要因で

あり、是正することにより不安全状態の解消が期待できる。 

不安全状態は大きく分けて、物的要因と環境的要因の 2つがある。 

物的要因は、表 2.1 に示すように、隊員が使用する機材の設計不良、劣化、整備不

良に起因するものである。 

 

環境要因には、表 2.2 に示すように自然環境、活動環境がある。自然環境は、気象

を原因とした足元の滑りや視界不良、士気の低下。活動環境は、地盤不良による足元

及び機材の不安定化、機材の整頓不良による足元の不安定化と身体の接触危険、臭

気・ほこり・蚊等不快な状態有毒物による注意力・集中力・士気の低下、機器の不備

による互換の低下や危険表示などの不備による身体への直接危険が挙げられている。 

 

表 2.1 物的要因 

 

区分 要因 危険性 

施設、設備、装備、

資機材、被服等 

上体及び機能の不良、構

造の不備・欠陥など、資

機材など必要数の欠如 

・設計不要、材質の不良などによる強度不足 

・廊下、腐食、損壊、焼損などによる強度低下及び機能低下など 

・摩擦、整備不良などによる故障及び機能低下など 

・必要な機材等が必要数準備できない 
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表 2.2 環境的要因 

区分 要因 危険性 

自然環境 気象などの不良 
・雨、雪、霧、風、厚さ、寒さ、暗さなどによる滑り、視界の妨げ及び士気の低下な

ど 

活動環境 

地盤・形状などの不良 ・狭隘、勾配、凹凸、段差、不整地などによる足元の不安定 

整理整頓などの不良 

不快な状態・有毒物等 

・不用品の放置、乱雑、散乱による足元の不安定 

・活動空間の障害物による身体各部の接触危険 

・湿気、周期、ほこり、煙、有毒ガス及び過などの有害中による注意力、集中力

の散漫並びに士気の低下など 

整備の不備 
・騒音、照明及び換気の不備による五感の低下など 

・危険表示などの不備による身体への直接危険 

 

 

これは図 2.1 における危険の存在領域の拡大に寄与する事項であり、人間の存在領域

と接触することで危険事象が発生する。先に述べてあるように、これを排除すること

は危害の発生確率をゼロにする本質的アプローチであり、ここで排除できないリスク

は図 2.3 に示すように、隊員の行動規則や作業手順・保護具の使用など、使用者（レ

スキュー隊員）によって講じられる保護方策によってリスクの低減が図られる。しか

し、この方策は人間に頼る安全であり、確実に実行できないために次に示す不安全行

動として残留リスクを含有する。 

 

「不安全行動」 

安全な状態を不安全な状態に置き換える行為または直接事故発生につながる恐れの

ある行動をいい、人間の行動に起因するものである。これは表 2.4 に示すように、人

間が「知らない・やれない・やらない」事によって事故が起こり、主として現場にお

ける隊員の思考・感受性・知識・能力・技術・士気などに起因するものとしている。 

これは図 2.1 における人間の存在領域の拡大に寄与する事項であり、危険の存在領

域と接触することで危険事象が発生する。図 2.2 に示されている、使用者によって講

じられる保護方策で低減できないリスク、つまり全ての保護方策を講じた後の残留リ

スクに該当する。安全とはこの残留リスクを受容している状態であり、JIS Z 8051 で

絶対的な安全はありえないと述べているように、残留リスクを受容するかしないかで

レスキュー活動継続の可・不可が決定されるべきである。 
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表 2.4 不安全行動 

区分 要因 危険性 

知らない 

安全に対する理解と認識が不足

している 

・安全は、識者の責任と思っている 

・事故は他人事であり自分は大丈夫だと思っている 

・事故のマイナス効果（対世間、対組織、対自身）の認識がない 

安全技術に対する知識が不足し

ている 

・人間の弱点とこれをカバーする方法を知らない（例えば、注意力、集中

力の散漫や、肉低的な空部、喜怒哀楽などの種々の要素が結果として

「不注意」につながるものであり、これらを取り除かずして不注意をなくす

ことはできない） 

・装備、資機材について、その性能を知らない．また、その弱点とこれをカ

バーする方法を知らない 

・無資格者にやらせた 

危険に対する感受性が不足して

いる 

・不安全な行動を行っても、あるいは不安全な行動を目にしても、不安全

であることに気がつかない 

・不安全な状態があっても気がつかない 

・不安全を予測しようとしない 

やれない 

能力が不十分である 

・教育指導が不足している 

・知識・経験とも乏しく、判断力が不十分である 

・技術が未熟なのに高度な内容の行動を下命された 

・作業量が過大である 

能力はあるが、十分に発揮でき

ない 

・身体的に対応できる状態ではない 

・喜怒哀楽により精神状態が不安定である 

・士気が低下している 

・活動環境や活動組織が不良である 

・活動内容に見合った装備機材が不十分である 

・活動目的・手段が不明確又は不徹底である 

・装備機材が不調である 

やらない 

知識や能力があってもやらない

・状況把握の誤り（確認と事実のずれ）がある 

・希望的観測、楽観的かつ憶測的な判断に頼っている 

・怠惰、忘却、故意及び照れなど性格・行動に特性がある 

規律が弛緩している 

・士気が低下している 

・指揮者の指導能力が不足している 

・指示、命令への軽視がある 

教育指導が低調になっているた

めにやらない 

・指揮者の安全に対する理解と認識が不足している 

・指揮者の知識、経験、技術などが不足している 

．指揮者の危険に対する感受性が低いため、安全指示に具体性を欠い

ている 

・被指導者の意識が低い 

 

 

活動事例集に示される二次災害例 

ここでは、『消防救助活動事例集』という救急救助問題研究会が編著した書籍を基

に、レスキューにおける二次災害の想定をまとめる。 

 

「震災救助における二次災害例」 
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ここでは震災後に行われる救助活動一般で想定されている二次災害例を見る。表

2.5 では活動中の危険要素（危険状態）を予見し、これを排除する方策を挙げている。 

 

表 2.5 予見されている二次災害と、その対策 

 

 

「ガス事故事例における二次災害の想定」 

ここでは可燃性ガス事故で行われる救助活動で想定された二次災害例を見る。表

2.6 では活動中の爆発危険・火災危険を予見し、これを排除する方策を挙げている。 
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表 2.6 可燃性ガス事故の活動要領 

事故分類 ガス事故-可燃性ガス事故 

状
況
確
認 

事故発生時場所等 

発生場所 4 階建市営住宅の二階 

発生月 8 月 発生時間帯 1 時頃 

天気 晴 

事故概要 
女性が子供と心中を図るため、子供が寝ている間に台所のガス（都

市ガス）を放出したもの． 

要救助者の状態 
女性は風呂場で意識不明の常態で倒れていた．子供は寝室で横た

わっていたが、意識は正常であった． 

二次災害発生危険 
1.爆発危険 

2.火災危険 

救
出
判
断 

救出方針 

1.ドアなどの破壊による侵入路の確保 

2.ベランダ側からの進入 

3.換気口の設定 

二次災害発生危険の排除 

1.ガス測定器による可燃性ガスの有無の確認 

2.ドアなど開口部の開放による換気 

3.電気スパークによる引火防止（みだりに蛍光灯等のスイッチに手

を触れない） 

4.近隣（上階、下階を含む）への広報及び避難誘導 

5.ガス栓の閉止 

要救助者の悪化防止 

1.救急隊による酸素投与（救出後できるだけ速やかに行う） 

2.呼びかけによる励まし 

3.意識不明者に対する軌道の確保 

救急隊などとの連携 

  

救急隊 酸素投与続行状態で医療機関への搬送 

消防隊 警戒筒先の配備、開口部設定による換気 

関係機関に対する協力要請 ガス会社に対するガス器具などの点検を依頼した． 

活
動 

活動概要 

1.屋外のガス元栓を遮断 

2.空気鋸による玄関ドアのデッドロックの切断及び開放 

3.ガス測定器により、安全確認を行った後、屋内侵入し、ベランダ側

の窓を全て開放 

4.屋内を検索し、風呂場と寝室で倒れていたよう救助者 2 名を抱き

かかえにより屋外に救出 

使用資機材 空気鋸、ガス測定器 

備考 ベランダ側から進入し、開口部設定後、玄関側から救出 

 

「心得から見る二次災害の想定」 

事例集において、二次災害を防ぐためまた、現場全体の安全管理において、指揮

者・隊員に対する心得や留意事項としては以下の記載がある． 

 

二次災害発生危険 

・ 指揮者は、積極的に上級指揮者（本部）の指揮下に入り、全体の救助活動と自己隊

の任務との関連を絶えず把握して行動する。 

・ 現場に総括すべき上級指揮者が不在で、部隊が共同して救助活動に従事する場合

は、原則として先着の指揮者が現場指揮を統括する。 
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・ 指揮者は担当面の状況及び把握した情報などについては他隊の指揮者と密接な連

絡をとり、その連携を保持するように努める。 

・ 隊員は自己に付与された任務の遂行状況を指揮者に報告するとともに、隊員同士

の連携を密にして行動する。 

・ 災害活動に関係しない一般の言動が、消防隊の救助活動に支障をきたす場合もあ

るので、二次災害を防止する意味からも、警戒区域を設定し、人、車両の規制を行

う。 

 

二次災害発生危険の予知(事例集 p7) 

・救助活動に際しては、二次災害の発生危険の有無について確認または推測する。 

 

二次災害発生危険の排除または回避 

指揮者の留意事項 

・ 状況を絶えず確認して、隊員の位置、行動などの安全を確保しなければならない。

指揮者は危険の排除に努める共に、危険の高い行動にあっては自ら安全を確認す

る。 

・ 活動中、隊員への危険が予測された場合は、一時退避の下命をするなど行動統制

を行う。 

・ 隊員の体力、技能などを考慮し、担当面、方法、時間などを決定すること。また、

行動が長時間に及ぶ場合は隊員の交代などを行う。 

・ 使用資機材の性能限界を考慮した上で活動させるものとし、必要により資機材の

増強あるいは活動障害となる対象物件の排除を行う。 

・ 救出行動中、万一救出方法の変更または誤りに気づいたときは、税印に改めて救

出方法、手順、任務分担を周知徹底する。 

 

隊員の留意事項 

・ 常に識者の指示に従い、規律ある行動をとり、任務の完全遂行に心がける。 

・ 迅速のみを重点に行動しやすいが、最も大切な、確実、安全、ということを忘れ

てはならない。行動は手順どおりとし、自己の思いつき的判断で手順を省略して

はならない。 

・ 建物、工作物などの内部に侵入する場合は、必ず緊急脱出方法を考えておくこ

と。 

・ 常に周囲の状況に配意し、他の隊員との連携を保つ。 

・ 行動中、特異事象が発生または発生する恐れを発見したときは、必ず識者に報告

する。自らの憶測判断により行動を継続してはならない。特異事象の発見が、識
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者に報告する暇が無いときは緊急措置をすると共に、他のものに周知する。 

・ 確認呼称は、自己の行動について自らに意識付けを行うものであり、識者及び他

の退院に対して、事故の操作、行動を周知する手段でもある。 

・ 日ごろの訓練においても、指差呼称、確認呼称を励行し習慣付けておくことが、

行動の安全性、確実性を保つ上でも重要である。 

 

指揮者としての安全管理(事例集 p19) 

・ 隊員の行動を確実に把握し、規律ある行動を行わせる。 

・ 使用し機材の補強など、隊員の安全処置を確実に行う。 

・ 機材の性能限界を十分に考慮した上で作業させる。 

・ 常に周囲の状況に配意する。 

・ 作業に長時間を要するときは、交代要員を確保する。 

・ 状況の変化などにより、活動方針の変更、補正などを必要とするときは、適時適

切な命令の変更、補正など行う。 

・ 自らの判断の誤りに気づいたときは、躊躇せず命令の変更、補正などを行う。 

・ 要救助者に出欠などが認められる場合は、隊員の感染防止に十分配意する。 

 

救助隊員としての安全管理 

・ 自分勝手な行動をとらず、常に隊長の指揮下で規律ある統制の取れた行動をと

る。 

・ 迅速のみに気をとられること無く安全、確実を忘れない。 

・ 侵入する場合には、脱出時の手順を考えて行う。 

・ 目先ばかりに気をとられること無く、常に周囲全般の状況に配意する。 

・ 資機材の設定、操作は確実に確認呼称をしながら行う。 

・ 活動状況を適宜隊長に報告する。 

・ 作業中異常を予知及び認知したときは、遅滞無く隊長に報告する。 

・ 自分の能力に余裕ある範囲で活動し、無理な活動をしない。 

・ 状況や下命内容が不明確なときは、作業を安易に開始または継続しない。 

・ 要救助者に、出血などが認められる場合は、感染防止に十分留意した活動を行

う。 

 

参考文献 

消防大学校：救助法-活動の基本と実技 、1998 

救急救助問題研究会：消防救助活動事例集、2009 

消防救助技術研究会：図解 消防救助操法 、1998 
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  2.3.2 防爆規格からの情報 

爆発事故は複数の死傷者が出る可能性があり、国際安全規格上でも機械への挟まれ

など単純な形態の事故よりリスクが高く、より安全上の注意が必要な事故とされてい

る。災害対応ロボットは可燃性ガスのある場所に入る可能性があるため、防爆に関す

る情報を開発の早い段階から意識しておくことは、災害対応ロボットの実用化を促進

するために有用と考えられる。ここでは、防爆規格に関する情報をまとめる。 

防爆規格の過去と現状 
 防爆の歴史を見ると、産業革命の原動力の一つとなった石炭産業の発展過程で坑内爆発

という人的・物的に甚大な災害を防ぐことが始まりである。これが現在に至るまでの石油

に依存する世界的なエネルギー転換を踏まえて、技術思想の変遷があることを読み取らな

ければならない。 
 わが国も含めて現在の国際標準規格は IEC 規格 60079 シリーズがあり、図 2.4 のような

規格体系を構築している。 

・
保全 

・ 
点検 

（IEC60079-17）

防爆性能の確保 

危険度の区分 

（IEC60079-10） 

設備基準 
および 
選定基準 
（IEC60079-14）

(Passive type)
Type “d” 
(IEC60079-1) 
Type “q” 
(IEC60079-5) 
Type “o” 
(IEC60079-6)

(Active type) 
Type “p” 
(IEC60079-2) 
Type “e” 
(IEC60079-7) 
Type “ i ” 
(IEC60079-11)

技術方式の種類 
（Types of protection）

・
・

 

図 2.4 国際標準の規格体系 
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この規格では、装置あるいは設備における爆発の誘発を抑止するべく技術方式の設計・施

工により安全確保(safety promotion)の目的を達成しようとするものである。 

 わが国でいう”防爆構造”に対応する技術方式は、図 2.4 に示す”Type of Protection” 

である。即ち、防爆構造は規格体系の中での”one of them”という位置づけである。 

現在、「電気機械器具の防爆構造規格」という位置づけで、”Type of Protection”と

の整合規格(JIS)が発行されているが、一部は未発行である。これらは IEC 規格の番号を

そのままJIS規格の番号(JIS 60079シリーズ)とし、IEC規格全文を和訳したものである。 

 

必要な情報 

 “災害対応ロボット”に対して、防爆は必須性能なのか、付加性能なのかを調査する必

要がある。必須性能とする場合、このロボットは「防爆構造の災害対応ロボット」という

位置づけとなるが、いずれの方式の防爆構造であっても実際の現場で使用するには法規制

に基づく検定に合格しなければならない。この場合の合否判定は、ここで言う“規格”で

はなく別に定める判定基準（防爆検定）によるのが慣例である。 

 付加性能とする場合、実際に動く現場において可燃性ガスの存在が予測されること、ま

た設計上“ロボット”に着火源となる（着火エネルギーを持つ）電気エネルギーを有して

いることが条件となる 

 

“防爆構造”の必要条件 

防爆構造を実現する場合、「着火源と爆発性雰囲気との共存の排除」のために充電部等を収

納する“容器”(enclosure)を設けることが必要条件と考えられる。 

 また、“Type of protection”を考える場合、基本的な適用概念は次の通りである。 

＊passive type はそれぞれ容器内に着火源となり得る充電部ありと予測される場合 

 （Type “d”以外は着火源隔離） 

＊active type はそれぞれ容器内に着火源となり得る充電部なしと予測される場合 

 （Type“p”は爆発性雰囲気排除、 Type”e”及び”i”は着火エネルギーの抑制） 

 

参考文献： 

3-2-a) 鈴木健二、国際標準に沿った”防爆”事始め（Ⅰ）、電学誌、１２５巻８号、510/513、 

2005 

3-2-b) 鈴木健二、国際標準に沿った”防爆”事始め（Ⅱ）、電学誌、１２５巻９号、574/577、 

2005 
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  2.3.3 構造物の省令等からの情報 

 道路や家屋等の構造物に関する要求事項のいくつかは、省令等により定められたも

のがある（例：車道と歩道の間の段差高さの標準値は２０ｃｍ）。大規模地震の被災

地等での破壊された構造物にはこれらの値は直接参考にならないが、ABCテロ災害な

どでは構造物の破壊は軽微な場合もあると考えられる。また地震被災地でも、軽微な

被災現場をロボットが救助現場へのアプローチのために移動することも考えられる。

よって、構造物の平時の情報を災害対応ロボットの開発で考慮しておくことは有用と

考えられる。 

例えば、次のような構造物の省令がある。 

 
a) 道路の構造：「道路構造令」にて規定。詳しい技術基準は書籍「道路構造令の解説

と運用（（社）日本道路協会）」に示されている。 

b) 線路の構造：「鉄道技術基準省令」にて規定。に詳しい仕様は、運用解釈として定

められている。 

c) 電線など電気設備の構造：「電気設備技術基準省令」にて規定。詳しい仕様は、運

用解釈として定められており書籍「解説電気設備の技術基準（経済産業省）」に示

されている。 

 
構造物の省令は多数あり、今後委員会内で継続的に調査整理を行う予定である。 

 

 2.3.4  安全と責任に関する情報 

災害対応ロボットが事故を起こした場合、以下の点から安全上の責任問題が他の事

故より複雑化し、技術の持続的発展の阻害要因となる可能性がある。 

・災害対応が複雑な環境で複雑な作業を要求する 

・災害対応ロボットは新規技術であり、社会的合意形成が不十分である。 

このため、災害対応ロボットの安全と責任の在り方は、安全の事前責任として確立

しておく必要性があるが、現時点で明確化はされていない。以下にこれまでの議論で

得られた情報の概要をまとめておく。 

 

国際安全規格に基づく安全設計上の責任 

図 2.3 に示される国際安全規格に基づき安全設計を進める上で、設計者と使用者の

責任は次のように大別されると考えられる。 

 

設計者責任 

 D1)合理的予見可能な誤使用を適切に考慮する 
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 D2)State of the Art の原則、 ALARP 原則に従い安全設計を行う 

 D3)残留リスクの情報を使用者に提供する 

 

使用者責任 

 U1)残留リスクの情報を理解する 

  U2)使用者の特性に適した保護方策を必要に応じて実施する 

  U3)使用時の安全関連情報（事故情報やヒヤリハット情報）を設計者にフィード 

バックすることに協力する 

 

法的責任 

責任構造を考察するうえで、法的には次の項目が参考になると考えられる。 

・ 製造物責任（Product Liability、 PL）での安全配慮義務（事故の予見可能性

と回避可能性により設計者の安全配慮義務の達成程度が判断される） 

・ ケネディの「消費者の権利」（安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする

権利、意見を聴かれる権利） 

・ 労働安全衛生法での管理者責任（使用者と管理者が異なる場合、管理者責任も

明確化しておく必要がある。消防署に配備される災害対応ロボットは、管理者

（消防署）と使用者（隊員）が異なる。労働安全衛生法では管理者としての雇

用主の責任を明示している） 

 

災害対応ロボットは、要救助者に対して緊急的な業務を遂行するため、要救助者の安

全上の意思確認ができない場合がある（要救助者が意識を失っている場合など）。こ

の様な緊急時の安全上の責任に、一定の条件下で事故への免責を与えて緊急活動を促

進する考え方がある。以下に関連情報を示す。 

・ 緊急避難（刑法３７条）：条文では「自己又は他人の生命、身体、自由又は財

産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって

生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。た

だし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除する

ことができる。」とあり、緊急救命活動での免責の説明がある。ただし、第２

項に「前項の規定は、 業務上特別の義務がある者には、適用しない。」とあ

り、消防隊員など救助を業務とする者への緊急避難の適用は限定的とされて

いる。 

・ 緊急事務管理（民法６９８条）：条文では「管理者は、本人の身体、名誉又は財

産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大

な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わな
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い。」とあり、緊急時のボランティア的医療行為（例：飛行中の飛行機内で

乗り合わせた医師によるボランティアによる医療行為）での事故の免責を主

張する根拠になりえると考えられている。 

・ よきサマリア人の法律（Good Samaritan Act）：緊急時のボランティア的医療

行為時の事故に対する免責を明示した法律であり、アメリカの各州で制定さ

れている。日本では、直接対応する法律はなく、上記の緊急避難や緊急事務

管理を適用して免責の判断を行うとされている。 

 

安全上のステークホルダー 

災害対応ロボットが実際に利用された場合、安全上のステークホルダーは設計者―

使用者という単純な関係でなく、次の者が想定される。 

製造者、販売者、管理者（消防署長、装備調達部長、保守点検者）、使用者（隊

長、隊員（オペレータ、非オペレータ））、要救助者、要救助者家族、野次馬等

の第三者 

さらに、規格制定、認証、保険に関係する者、関係する社会制度を構築する行政関係

者との関係も考慮する必要がある。 

 

保険 

 設計者、製造者及び使用者によるできる限りの安全対策を実施しても、すべての製

品や業務において残留リスクはゼロにはできない。すなわち、すべての製品や業務で

偶発的な事故の発生の可能性はゼロにできず、この事故へは保険で対応することにな

る。災害対応ロボットが用いられる可能性がある消防業務において、「消防業務賠償

責任保険」といわれる消防業務時に発生した法律上の賠償責任などに対応する保険が

ある。この保険は次の特徴をもっている。 

・ 保険加入者は消防本部 

・ 消防法に定める消防本部が実施する全ての業務（消火活動等）で生じる損害賠償

請求に対応。対応する事故事例は以下の通り。 

 消火や救助活動中に、隊員が向きを変えた際、住民にぶつかりケガをさせた。 

 消火活動が不十分であったため、再燃火災が発生し、被害が拡大した。 

 

以上の情報を踏まえて、今後、災害対応ロボットの安全と責任の関係を整理していく。 
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2.4 次世代ロボットの技術規格策定の動向 

ここでは、委員会内で議論された次世代ロボットの技術規格策定の動向をまとめる。な

お、ISO 13482 Safety requirements-Personal care robot に関する情報は、サービスロ

ボット全般の安全基準策定に大きな影響を与える事が予想され、本委員会の活動にも大き

く関係するので、継続的に注視すべきである。 

 
2.4.1 米国における災害対応ロボット技術標準化(NIST/ASTM) 

 インターネット、GPS(Global Positioning System)という世界規模のイノベーショ

ンを達成したアメリカの技術開発政策には見習うべき点は多い。以下では、アメリカ

におけるレスキューロボット（Urban Search And Rescue Robot、 USAR ロボットとも

以下では表記）開発に見る技術標準化の動きを紹介する。 

 

(1)技術標準化の現状 

 アメリカにおけるレスキューロボット開発では、アメリカ国立標準技術研究所

(National Institute of Standards and Technology、 NIST)が中心となりレスキュー

ロボットの技術標準化を進めている。NIST はアメリカ合衆国商務省( United States 

Department of Commerce)の配下の研究所であり、レスキューロボット技術標準化の活

動はアメリカ国土安全保障省（U.S.Department of Homeland Security、DHS）の推進

する一連の対テロ・自然災害対策技術開発の一環として２００５年から５年計画で実

施されている（文献 4.2-a）。開発された技術標準は ASTM（米国材料試験協会；

American Society for Testing and Materials)の Committee E54 on Homeland Security 

Applicationsで規格化が進められており、２０１０年２月現在で下記の３つが発行さ

れている。 

2 ASTM E 2521–07a、 Standard Terminology for Urban Search and Rescue Robotic 

Operations (都市探査救助ロボット運用での標準用語) 

3 ASTM E 2566–08、 Standard Test Method for Determining Visual Acuity and Field 

of View of On-Board Video Systems for Teleoperation of Robots for Urban Search 

and Rescue Applications（遠隔操作型都市探査救助ロボットに搭載されたビデオ

システムの映像分解能と視野角の決定のための標準試験手法） 

4 ASTM E 2592–07、 Standard Practice for Evaluating Cache Packaged Weight and 

Volume of Robots for Urban Search and Rescue（都市探査救助ロボットの搬送用

梱包時の重さと体積の評価に関する標準的技法） 

また、下記の技術の規格化が進められている（２００９年１２月の NIST 関係者へのヒ

ヤリングより）。 

 Approved for ballot(投票を承認) 16 規格 

25 
 



1. Sensors:Video:Directed Search 

2. Sensors:Video:Underpass Search 

3. Sensors:Audio:One/Two Way Communications 

4. Mobility:Sustained Speed 

5. Mobility:Continuous ramp Terrain 

6. Mobility:Crossing Ramp Terrain 

7. Mobility:Symmetric Stepfield Terrain 

8. Mobility:Inclined Plane 

9. Mobility:Gap Crossing 

10. Mobility:Pipe Step 

11. Mobility:Stairs 

12. Mobility:Gripper Drag 

13. Mobile Manipulation:Perception 

14. Mobile Manipulation:Grasping 

15. Mobile Manipulation:Door Opening 

16. HRI(Human Robot Interaction): Unknown Environment Search 

• Need Minor Revisions(微修正中)3 規格 

1. Energy/Power: Endurance 

2. Radio Communications: Line-of-Sight Range 

3. Radio Communications: Non-Line-of-Sight Range 

• Need More Validation(審議中)2 規格 

1. HRI: Unknown Environment Navigation 

2. Safety: Wash down/Decontamination 

• Prototyped(原案作成中)10 規格 

1. Sensors: Localization/Mapping: Pipe Maze 

2. Sensors: Localization/Mapping: Tunnel 

3. Aerial: Endurance 

4. Aerial: Vertical Station-Keeping 

5. Aerial: Horizontal Station-Keeping 

6. Aerial: Lost Link Behaviors 

7. Aerial: Lost Power Behaviors 

8. Aquatic: Underwater Station-Keeping 

9. Aquatic: Underwater Navigation 

10. Aquatic: Underwater Search 
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(2) 技術標準の策定手順 

 技術標準の策定は次の３ステップを繰り返す事で進められている（図 2.5 参照）。 

3. レスキュー隊員等ユーザーが求める要求仕様を調査 

4. 要求仕様を技術標準に変換 

5. 技術標準の妥当性の検証 

 

図 2.5 NIST におけるレスキューロボット技術標準策定の手順 1) 

 

この３ステップの実行にあたっては、最新の情報がユーザー、開発者、技術標準作

成者間で適切に共有されるよう、ワークショップや技術標準評価訓練を実施している。

また、技術標準に基づく評価を適切に実施するために、評価試験手段と評価試験施設

も併せて開発している。図 2.6 に技術標準策定のスケジュールを示す。スケジュール

は基礎的検討を行う Wave１（２００５－０７年）と、具体的成果をまとめる Wave２（２

００８－１０年）に大別され実施されている。 

  

Wave２の一環として２００８年１１月１７～２０日に実施されたレスキューロボッ

トの評価訓練(Evaluation Exercise of Respond Robots)の様子を図 2.7 に示す。この

訓練は、「３）技術標準の妥当性の検証」を主目的としてテキサス州にある世界最大

級の消防訓練施設 Disaster City で実施された。レスキュー隊員、NIST スタッフの他、

アメリカ国内外の２９のレスキューロボットとその開発者が参加し、NISTで開発され

ている技術標準の評価基準・試験法が適切であるか、１２のカテゴリー（可搬性、移

動能力、通信、環境認識能力等）に分けて検討が行われた。日本からは、NPO 国際レ

スキューシステム研究機構と長岡技術科学大学の２グループが開発者として参加して

いる。Disaster City には実物を用いて列車事故現場、倒壊駐車場現場が再現されて

いる。また、ロボットの通信能力評価のために１．１ｋｍの航空機滑走路の中央に鉄

道コンテナ６つを積み重ねた特別な試験設備を用意するなど、レスキューロボットの

技術標準化策定のために多大なコストを費やしていることがわかる。関連情報は以下
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の HP で公開されている：

http://www.isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards/index.html 

 

図 2.6 NIST におけるレスキューロボット技術標準策定のスケジュール) 

 

     

     a)階段登坂能力評価            b)列車事故想定訓練現場 

  図 2.7 Disaster City(テキサス)におけるレスキューロボット評価訓練の様子 

 

(3)まとめ 

  多様な災害現場で用いられるレスキューロボットの技術標準の決定では、ガレキ
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の形状など定量化するのが難しい因子が多数含まれており、工学的アプローチだけで

技術標準を策定するのは困難である。NISTではこの困難な技術標準化を、標準を作る

組織と手順を State of the Art と考えられるレベル（芸術とも言える現状で最高のレ

ベル）で実施することで、社会的に説得力のある形で実施している。多様性の高いサ

ービスロボット安全の技術規格を策定する上で、NISTのレスキューロボット技術標準

策定方策には参考にすべき点が多いと考えられる。 

 

文献 4.2-a) Elena Messina、 Adam Jacoff、 et.al、 “STATEMENT OF REQUIREMENTS 

FOR URBAN SEARCH AND RESCUE ROBOT PERFORMANCE STANDARDS(Preliminary Version)、” 

DHS and NIST Report、 2005.  

(http://isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards/Requirements Report (prelim).pdf) 

 

2.4.2 日本での技術標準化 

日本においては2009年よりNEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）

が中心となり、経済産業省が推進する「ロボット・新機械イノベーションプログラム」及

び内閣府が推進する「社会還元加速プロジェクト」の一環として、「生活支援ロボット実

用化プロジェクト」(生活支援PJ)が2009年(平成21年度)から5年計画で実施されており、

2009 年度の事業費は 16 億円を予定している。 

このプロジェクトでは生活支援型ロボットの安全に関する技術標準化として進められて

おり、プロジェクトで得られたデータをもとに、国際標準化を実施される予定である。 

生活支援型のロボットは、日本国内の少子高齢化による労働力不足により、介護・福祉、

家事、安全・安心等の分野での社会的課題を解決策と期待されている。生活支援 PJ では

これらの産業化が期待されている分野を対象に、(1)生活支援ロボットの安全性検証評価

手法の研究開発、(2)移動作業型（操縦が中心）、(3)移動作業型（自律が中心）、(4)人間

装着（密着）型、(5)搭乗型の 4つタイプの生活支援ロボットの計 5つの研究開発項目より

構成されており、主に「移動作業型」「人間装着型」「搭乗型」の 3種類のロボットを対象

としている。 

それぞれの研究開発項目では、生活支援ロボットの安全性検証手法の構築に向けて、ロ

ボット安全技術及び共有可能な安全要素技術の研究開発を実施するとともに、ロボットの

安全基準、安全性検証手法の研究開発と、安全性検証に関する研究開発の成果を基に国際

標準提案を行う事を目的としており、各採択機関は具体的な安全性評価手法の研究開発を

行い、ロボット開発者と安全の専門家が連携して、リスクアセスメント手法および危険予

防技術の検討、実使用環境下での実証実験を行う。生活支援ロボットに関する安全基準の

国際標準化を見据えて取り組む。 

なお、研究(2)～(5)の研究開発については、プロジェクト初年度から実施する「グルー
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プⅠ」と、開発した安全に関する試験手法を利用して 3年目から実施する「グループⅡ」

に分けて実施される。グループⅠでは 3 年目に実施計画の見直しが行われ、2009 年度～

2011 年度までの 3年間の開発提案も受け付ける。グループⅡについては、3年目に公募を

実施して事業者を選定される。 

各研究開発項目と採択研究機関を下記に示す。 

（https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/koubo/EP/nedokoubo.2009-06-23

.1448646217/） 

 

研究開発項目[1] 

生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

研究テーマ名 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

委託先 

財団法人日本自動車研究所、独立行政法人産業技術総合研究所、 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所、国立大学法人名古屋大学、 

財団法人日本品質保証機構、社団法人日本ロボット工業会、財団法人製造

科学技術センター 

課題 

人に接近して使用される生活支援ロボットの対人安全性基準、及び基準適 

合性評価手法が確立されていない 

（１）生活支援ロボットの対人安全性基準の確立 

 ・リスクアセスメント手法の開発 

 ・人体に対して与えうるリスクの程度・発生可能性等の要素分析 

 ・そのリスクの低減目標の妥当性検証、リスク低減手段の最適化 

 ・機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 

 ・これらにより安全度水準の定量化、評価指標を確立 

（２）生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の確立 

・安全性基準を満たしているかどうかを評価する手法の開発 

目標成果 

生活支援ロボットについて、対人安全技術・安全基準を確立し本格的な普

及を 図るとともに、国際標準を獲得することにより世界のマーケット確

保も図る 

 

研究開発項目[2] 

安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

研究テーマ名 安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発 

委託先 パナソニック株式会社、国立リハビリテーションセンター 

課題 

ベッド、車いすが統合された移乗・移動支援ロボットの誤操作等に対するリスク

低減 

・操縦支援技術 

・安全変形／動作技術 

・ロボットシステム自己診断技術 

・ユーザビリティーの研究開発 

・安全環境センシング技術 

・動的動作経路生成技術 

目標成果 

高齢者、要介護者に対して、自律／介護支援を可能にする移乗・移動支援ロボッ

トシステムの実現 

→ 医療福祉施設、家庭への展開 
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研究開発項目[3]-1 

安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

研究テーマ名 安全技術を導入した生活公共空間及びビルの掃除ロボットシステムの開発 

委託先 富士重工業株式会社 

課題 

清掃品質の向上、清掃単価の低減、人と共存した環境下における清掃 

・リスク低減技術 

  安定走行技術、人・障害物回避技術、 

  自律走行技術、自己診断技術 

  人とロボットが同乗するエレベータ自律乗降技術 

・安全要素技術 

  自己位置認識技術、環境地図生成技術等 

目標成果 

ロボットと人が共存する生活公共空間及びビルへのロボットシステムの導入を実

現 

→ オフィスビルの廊下、エレベータホール、事務所等や駅、空港等の公共生活空

間における清掃が可能 

 

研究開発項目[3]-2 

安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

研究テーマ 安全技術を導入した警備ロボットの開発 

委託先 綜合警備保障株式会社、北陽電機株式会社、三菱電機特機システム株式会社 

課題 

多数の人が存在する環境下の自律移動型ロボットの衝突リスク低減 

・リスクアセスメントによる本質安全設計の実施 

・人／障害物回避技術及び自律走行技術の開発 

  静的物体、移動物体の回避技術 

・危険予防技術の開発 

  注意喚起動作の検討 

・小型軽量な安全測域センサの開発 

・姿勢安定化台車および冗長通信データバスの開発 

  振動抑圧機構の提案と通信データバスの高速化 

目標成果 
自立的な判断に基づいて昼間の巡回監視や案内が可能な警備ロボットの実現 

→ 複合商業施設での昼間の巡回警備、案内業務が可能 
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研究開発項目[4] 

安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

研究テーマ 安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発 

委託先 CYBERDYNE 株式会社、国立大学法人筑波大学 

課題 

人に装着して人間の身体機能の拡張・増幅・支援を行うロボットの動作リスク低

減および運用 ルールの整備 

・装着機能安定技術 

・制御技術 

・安全管理技術 

・自己診断技術 

・安全要素技術 

目標成果 

高齢者、障害者に対して、上肢動作支援（食事支援、把持支援など）、下肢動作支

援（立ち座り・歩行支援）、及び全身動作支援 （重作業支援）の実現 

→ 高齢者、障害者の生活支援（上肢、下肢の動作支援） 

 

研究開発項目[5] 

安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

研究テーマ 搭乗型生活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発 

委託先 
トヨタ自動車株式会社、国立長寿医療センター、株式会社フォー・リンク・シス

テムズ 

課題 

搭乗型ロボットの異常時における安全機能の確立 

・リスクアセスメントによる安全設計の実施 

・高齢者の人体特性を加味した安全評価実験 

・異常時に確実にロボットを安全な状態で停止させるためのソフトウエアの開発 

目標成果 

搭乗型ロボットに安全ソフトウエアを搭載し、医療現場でも使用できるロボット

が実現 

→ 病院内での移動支援等 

 

 

2.4.5  ISO 13482  Safety requirements-Personal care robot の動向 

本稿については、3.1 の WG7 に記述があるので、そちらを参照されたい。 

 

2.5  おわりに 

本委員会では、災害対応ロボットの安全基準の確立に必要な情報を明確化すること

を目的とし、今年度は、関連情報を調査整理し、次年度以降に実施する具体的な活動

の基盤の構築を行った。 

本報告書は、委員会での議論を中心に委員長（木村哲也、長岡技術科学大学准教授）

がとりまとめを行った。委員会で活発な議論をいただいた各委員に感謝いたします。 
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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。 

 

3.1 ISO/TC184/SC2 の活動状況 

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、 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。 

 その後、サービスロボットの国際標準化の可能性について検討を行うことになり、2005

年の秋にアドバイザリーグループ（グループリーダー：Gurvinder S. Virk（英国））が組

織され、2006年5月までに6回の会議を行い、SC2への報告をまとめた。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（サービスロボットの国際標準化のスタート）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可能性がある項目等を調査し、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（AG1）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、後にTC184において正式に承認された。 

 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。 

さらに、2007 年 6 月の SC2 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

（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、ロボットの用語規格作成を行うことを決定した。こ

れを受けて、サービスロボットを含むロボットの用語規格作成が新たなプロジェクトチー

ム（PT3）において 2007 年 11 月の東京会議から開始された。 

 サービスロボットの国際標準化が活発化したことを受け、2009 年 10 月の SC2 ソウル会

議において、これまでのプロジェクトチーム（PT）を次のとおり、ワーキンググループ（WG）
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に置き換えることになった。 

 PT1（ISO10218 改訂プロジェクトチーム）->WG3（Industrial safety） 

  PT2（Robots in personal care）->WG7（Personal care safety） 

  PT3（Vocabulary on robots and robotic devices）->WG1（Vocabulary） 

AG1（Advisory Group on Service Robots）->WG8（Service Robots） 

 

・WG3（産業用ロボットの安全性） 

 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り、PT(Project 

Team)1 及び WG3 国際会議は 24 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 and robotic devices – Safety requirements  

– Industrial  robot 

・ISO 10218-2 : Robots and robotic devices – Safety requirements  

– Industrial robot system and 

integration 

 Part 1 については、2006 年 6 月に IS として発行されたが、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。

そして、2007 年に欧州機械指令の改訂に伴い、機械指令との整合化が必要になったため、

また、機能安全の規格である ISO13849 との整合化も図るため、現在は改訂作業に入ってお

り、2011 年 1 月締切りで DIS の投票が行われた。 

 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、DIS 投票の際に寄せられ
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た各国からのコメントの検討を行っているが、コメントの処理に時間がかかっているため、

2009 年の春に SC2 内部での再投票（internal SC 2 ballot）を行っており、FDIS 投票が

行われるのは 2010 年の早い時期の予定である。 

 

・WG1（ロボットの用語） 

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 Rodolphe Gelin（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ことである。（当初、作業

方法については、ISO8373 を廃止して全く新しい用語規格を作成する、ISO8373 を従来の規

格とサービスロボットの規格とをパート制とする、ISO8373 の内容を拡張するの 3 案が検

討された。） 

これまでに、日本から修正提案した章立てに基づき、各章ごとに担当の国を決め、各国

から出された 700 語近い用語の候補から必要な用語の取捨選択作業を行った。なお、特に

新しく加えられた基本的な用語である、”Robot”、”service robot”、”Robotic device”の

定義の検討には長時間を要した。また、2008年10月のソウル会議以降、コンベナのRodolphe 

Gelin が職務上の都合で参加できなくなり、新規作業項目提案まで韓国の Moon Seungbin

が副コンベナとして（フランスの Michel Parent も副コンベナになったので、形式上は 2

人で協力して）会議を進めることになったり、ドイツとスウェーデンの委員が途中から参

加しなくなり、各国の分担を見直したりと、紆余曲折に見舞われた。 

2008年 10月のソウル会議及び2009年のオーランド会議で規格原案のレビューは一通り

終了したが、レビューの際に様々な思惑（当初のスケジュール通りに WG の作業を進捗させ

るためには詳細な用語まで検討の時間がなく、漏れた用語は他の既存規格の改訂の際にそ

ちらへ盛り込むか、別な用語規格を作成するれば良い等）から、日本が提案した移動関係

やセンサ関係の用語は基本的なもの以外、かなり削除された。 

今年度、国際会議はベルリン（6月 25 日午後から 26 日）、東京（10 月 22 日午後から 23

日）、オーランド（2010 年 2 月 11 日）の 3回が開催された。作業内容は、ベルリン会議及

び東京会議が、新規作業項目提案（NWIP）に付すワーキングドラフト（WD）の 終調整で

あり、オーランド会議は新規作業項目提案の投票時に各国から出されたコメントの検討で

ある。 
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日本は、センサ関係の用語を増やすための意味も含め、ベルリン会議に向けて新たな章

である”Sensing and Autonomy”を提案した。ベルリン会議で検討の結果、章としては認

められ、いくつかの用語は採用されたが、自明の用語や未成熟な技術の用語が多すぎると

され、大半の用語は採用されなかった。 

ベルリン会議での検討結果を踏まえ、Moon 氏より WD 案が各国に提示されたので、各国

は WD 案へのコメントをまとめ、提出し、そのコメントの処理を東京会議で行い、WD 終

案を取りまとめるに至った。東京会議後の 11 月 11 日、新規作業項目提案の投票が 2010

年 2 月 10 日締め切りで開始された。 

日本は 12 月 8 日の国内対策 WG で投票に関する検討を行い、その結果をコメントにまと

め、2010 年 2 月 1日にコメント付きで新規作業項目提案に賛成すると共に、WD を CD する

旨の投票を完了した。 

オーランド会議では韓国の Soon-Geul Lee が議長を、Seungbin Moon が書記を務めるこ

とが承認された。引き続き、NWIP 投票の締め切り直後で、正式な投票結果が届いていない

が、日韓独の３か国から出されたコメント（コメント数 74）の処理について検討を行った。

これにはかなりの時間を要したため、当初１日のみの予定だった日程を半日延長して、全

てのコメントについて検討を行った。なお、 終的な NWIP の投票結果では、WD として認

められたので、3月 5日に CD 投票（投票期限 6月 5日）が開始された。 

 

・WG7（サービスロボットの安全性） 

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（サービスロボットの国際標準化のスタート）が決議された。    

この決議を受けて、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

において行われてきた。サービスロボットの安全を検討するにあたり、まず、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た。その後もプロジェクトリ

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、各国で分担して規格内容の作成を行うこ

とになったが、米国やスウェーデン、ドイツの会議欠席が続き、急遽それらの国々の担当

箇所を日・韓・英でフォローしため、完全な WD（ワーキングドラフト）が出来ないまま、

2009 年 2 月 18 日締め切りで NWIP（新規作業項目提案）の投票が行われ、日、韓、英、仏、

独、米、スウェーデン、ハンガリーのプロジェクト参加表明があり、可決された。その後

は、投票時に出された各国コメントの検討に基づき、CD 投票に向けた規格案の検討が行わ

れ、2010 年 2 月 4日締め切りで CD の投票が行われ、可決された。 
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また、WD 審議中から国際会議において、毎回の様にコンベナが本 WG では検討の対象と

していない医療ロボットに関する安全規格の審議も合わせて行う方向に議事を進めようと

するため、その都度参加者から指摘を受けるなど、規格案の検討に支障が出ていた。この

事態を打開するために、医療ロボットの安全性の検討の場として、WG7 内にスタディグル

ープ（SG）を新たに設けることになり、2009 年 10 月の東京会議よりスタートした。 

今年度、国際会議はベルリン（6月 22～24 日）、東京（10 月 19～21 日）、オーランド（2010

年 2 月 15～17 日）の 3 回が開催された。作業内容は、ベルリン会議及び東京会議が、CD

投票に付す規格案検討であり、基本的には NWIP 投票時に各国から出されたコメントの処理

を中心に検討が行われた。オーランド会議は CD の投票時に各国から出されたコメントの検

討である。 

特記すべきは、日本から、今年度開始された NEDO の生活支援ロボットプロジェクトから

の項目の追加提案をして、問題なく了承されたこと及び WG7 でのコンベナの医療ロボット

の議論をやめさせるためにWG7の中に医療ロボットの安全性検討のためのSGを設置したこ

とである。 

ベルリン会議及び東京会議で、NWIP 投票時に各国から出されたコメントの処理をなんと

か終え、CD 原案を取りまとめるに至った。東京会議後の 11 月 5 日、CD の投票が 2010 年 2

月 4日締め切りで開始され、日本は 12 月 16 日の国内対策 WG で投票に関する検討を行い、

その結果をコメントにまとめ、2010 年 2 月 4日にコメント付きで CD 投票に賛成した。 

オーランド会議では各国からのコメントについて検討を行い、一通りのコメントの処理

は終了したが、結論が先延ばしになった事項や６．を中心とした大幅な修正等が発生した

ため、修正案及び未決事項の検討を次回のパリ会議で行った上で DIS 投票を実施する予定

である。 

 

・WG8（サービスロボット） 

AG1（アドバイザリー・グループ 1）は、当初開始された安全性の次のサービスロボット

の標準化項目を検討するために設置された。その後、用語の標準化を SC2 提案し、認めら

れたため、以降は解散する予定であったが、継続してサービスロボットの標準化項目の検

討にあたることになり、性能についての標準化を産業用ロボットの性能試験法の規格であ

る ISO9283 の改訂作業を合わせて 1 つの規格とする検討を行った。これに対して日本は

ISO9283 とサービスロボットの性能の規格とは基本的考えが異なるので、同一文書にする

ことは困難であることを説明し、了承されたため、サービスロボットの性能については、

ISO9283 とは別規格とし、安全性に関する規格化が終了した時点で再度検討することにな

った。これと並行して、SC2 より依頼のあった PT1 と PT2 のスコープの明確化（≒産業用

ロボットとサービスロボットの範囲の明確化）についても検討し、2009 年の SC2 ソウル会

議で報告を行った。その結果、SC2 では PT2 の作業内容を personal care robots に変更し
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た。 

 前アドバイザリーグループから引き継いだ形の 8 つの内部 WG については、2009 年 6 月

のベルリン会議でその後の進展が見られないため、解散が決定された。10 月の東京会議で

は進展が期待される標準化アイテムを各国が持ち寄り、検討した結果、Performance（性能：

韓国提案）、Coordinate systems（座標系：日本提案）、Contents（コンテンツ：韓国提案）

についてスタディグループ（SG）を設置し、各国に対しエキスパートを募ることになった。

SGの番号はSGの内容によって、かつての内部WGで同じような内容のWGの番号を取って、

Performanceが SG2（リーダー：Dr. Moon）、Coordinate systemsが SG5（リーダー：Dr. Tani）、

Contents が SG6（リーダー：Dr. Lee）とした。2010 年 2 月のオーランド会議では、各 SG

から簡単な方針等が示された以外は、リエゾンの報告がなされたのみで、以前同様、めぼ

しい進捗は見られなかったため、日本メンバーから事前に準備していた今後の指針を提示

する必要性についてプレゼンテーションを行い、出席者は賛同した。 

 

 ・その他（ISO/TC184/SC5/WG6） 

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、SC2 セクレタリの尽力などにより、

TC184/SC5/WG6 より RAPI について検討したいとして、国際会議への参加依頼があり、平成

18 年 10 月にフランクフルトで開催された SC5/WG6 会議で、RAPI に基づく実装可能な製品

としての ORiN についての説明を行った。その結果、SC5/WG6 では、ISO20242-4 へ RAPI を

Annex という形で取り込む方向で進めたいとの打診が関係者にあった。これを受けて ORiN

協議会で検討した結果、速やかに提案内容をまとめると共に、その後の提案作業等は、

TC184/SC5/WG6 の国内審議団体である（財）製造科学技術センター内の国内委員会で検討

を行うことになった。現在は、ISO 20242-4 Annex C Device capability profile templates 

for robot applications として、DIS 投票に付されている。 

 

3.2 国際規格回答状況 

今年度中に行われた ISO 投票に対する日本の回答状況を表 3.2.1 に示す。 
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表 3.2.1 ISO 投票に対する日本の回答状況 

 

文書 

番号 

規格名称 

（英文） 

回答期限 回答の内容 回答の

有無 

 Robots and robotic devices - 

Safety requirements – Part 2: 

Industrial robot system and 

integration 

平成 21 年

4 月 30 日 

賛成（コメン

ト付き） 

有 

 Manipulating industrial robots 

- Vocabulary（Systematic review

of ISO 8373） 

平成 21 年

12月 15日

確認 有 

 Manipulating industrial robots 

- Presentation of 

characteristics 

（ Systematic review of ISO 

9946） 

平成 21 年

12月 15日

確認 有 

 Manipulating industrial robots 

- Coordinate systems and motion

nomenclatures 

（ Systematic review of ISO 

9787） 

平成 21 年

12月 15日

確認 有 

 ISO/DIS 10218-1 

Robots and robotic devices - 

Safety requirements -  

Part 1: Industrial robot 

平成 21 年

12月 27日

賛成（コメン

ト付き） 

有 

ISO/TC184/SC2 

N597 

Robots and robotic devices - 

Safety requirements - 

Non-medical personal care 

robot 

平成 22 年

2 月 4日 

賛成（コメン

ト付き） 

有 

ISO/TC184/SC2 

N601 

Robots and robotic devices - 

Vocabulary 

（New Work Item Proposal） 

平成 22 年

2 月 10 日 

賛成（コメン

ト付き） 

有 
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3.3 ISO の国際会議報告 

 3.3.1 ISO/TC184/SC2/WG3（産業用ロボットの安全性）デュッセルドルフ会議及びフラ

ンクフルト会議 

（１）日時 

○デュッセルドルフ会議 

2009 年 5 月 11 日（月） 9:00～17:00   

5 月 12 日（火） 8:30～18:00   

5 月 13 日（水） 8:30～18:00   

5 月 14 日（木） 8:30～17:00 

5 月 15 日（金） 8:30～16:30 

○フランクフルト会議 

    8 月 3 日（月）  9:00～17:00   

8 月 4 日（火）  8:30～17:00   

8 月 5 日（水）  8:30～16:00 

（２）場所 

○デュッセルドルフ会議 

SICK Vertriebs-GmbH  

Willstätterstraße 30, Düsseldorf, D-40549, Deutschland 

○フランクフルト会議 

VDMA（Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau(ドイツ機械工業連盟) 

Lyoner Straße 18, Frankfurt a.M. D-60528, Deutschland 

（３）出席者  

○デュッセルドルフ会議   23 名 

米 国   Jeff Fryman（RIA）議長 

      Roberta Nelson Shea（Pilz Automation Safety L.P.）書記 

      William Drotning (Sandia National Laboratries) 

      David Felinski (AMT; Association for Manufacturing Technology) 

Michael Gerstenberger（KUKA Robotics） 

Frank Webster（Omron STI） 

    R. Todd Dickey（Honda Engineering North America, Inc.） 

ドイツ  Stefan Sagert（VDMA） 

Wieland Link（IMAS） 

Josef Leibinger（KUKA Roboter GmbH） 

Richard Schwarz（KUKA Roboter GmbH）  

Marcus Frey（Dürr Systems GmbH） 
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Kevin Behnisch（ABB Automation GmbH） 

Helmut Riss（Siemens AG） 

Otto Görnemann（SICK Vertriebs AG） 

英 国    Steven Shaw（Health and Safety Executive） 

イタリア    Renzo Calcagno（COMAU Robotics） 

スウェーデン  Anette Wester Odbratt（JOKAB SAFETY AB） 

韓 国    Seungbin Moon（Sejong University） 

ＣＥＮ      Matthias Umbreit（Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd） 

日 本    中村 尚範（トヨタ自動車㈱） 

下原 史靖（㈱デンソー） 

橋本 秀一（㈱デンソーウェーブ） 

○フランクフルト会議 22 名 

米 国   Jeff Fryman（RIA）議長 

      Roberta Nelson Shea（Pilz Automation Safety L.P.）書記 

      William Drotning (Sandia National Laboratries) 

      David Felinski (AMT; Association for Manufacturing Technology) 

Michael Gerstenberger（KUKA Robotics） 

Frank Webster（Omron STI） 

    R. Todd Dickey（Honda Engineering North America, Inc.） 

ドイツ  Stefan Sagert（VDMA） 

Wieland Link（IMAS） 

Susanne Oberer-Treitz（IPA＝Fraunhofer） 

Josef Leibinger（KUKA Roboter GmbH） 

Richard Schwarz（KUKA Roboter GmbH）  

Marcus Frey（Dürr Systems GmbH） 

Kevin Behnisch（ABB Automation GmbH） 

Helmut Riss（Siemens AG） 

Otto Görnemann（SICK Vertriebs AG） 

Bernhard Kramer（Daimler AG） 

スウェーデン  Håkan Brantmark（ABB Robotics） 

Anette Wester Odbratt（JOKAB SAFETY AB） 

ＣＥＮ      Matthias Umbreit（Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd） 

日 本    下原 史靖（㈱デンソー） 

橋本 秀一（㈱デンソーウェーブ） 

（４）会議概要 
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○デュッセルドルフ会議 

議長である Jeff Fryman 氏による開会挨拶に続き、出席者が自己紹介を行なった後、

審議に入った。 

 事前の小打合せでの合意事項に従い、審議は、初日に Part 1 の DIS 化、残り 4 日間を

Part 2 の FDIS 化を目指して進めた。 

 Part 1 は、CD 投票（投票期限 2009 年 3 月 9 日）に附帯された各国コメント 69 件をも

とに審議した。日本が提出したコメント 8 件は全数が受諾され（一部修正があるが承諾

できる範囲内）、DIS 案に反映された。審議の結果、本会議の結果を反映した DIS 案を

ISO/TC184/SC2 事務局（以下 SC2 と略す）に提出し、DIS 投票手続きを開始することを決

定した*1。 

 Part 2 は、SC2 内の DIS 投票*2（2009 年 3 月 17 日開始、4 月 30 日締切）に付帯のコメ

ント 235 件の中で、時間的制約から編集訂正要求を除く 153 件を審議した。日本は 22 件

のコメントを提出し、一部修正はあるものの 17 件が受諾、4 件が保留となった。また 2

件が否認されたが、他国の意見に従ったほうが適切であると判断できるもので、日本の

意見を反映させた規格案とすることができた。審議の結果、時間不足で審議未完了（5.11

項 Collaborative robots、6.12 項 Verification and validation methods、Annex など）

の事項が残り、FDIS 案の事務局送付期限までネットワーク審議（Ｅメールとウェブサイ

ト活用）することを決定した。またネットワークで審議が終了できなかった場合は、2009

年 8 月 3 日～8 月 5 日の日程で再度、WG3 会議を開催することを決定した。 

【注】*1：Part 1 の DIS 投票は、2009 年 8 月 27 日に開始、2010 年 1 月 27 日締切で進め

られている。 

*2：Part 2 の DIS 投票は、2008 年 7 月 17 日に開始、12 月 17 日に締め切られ、そ

の投票に附帯のコメント数は607件にも及んだ。それをもとに審議した結果、

投票時の DIS 案から大幅な改訂が発生した。そのため、SC2 内だけの DIS 投票

を実施し（公式なルールにはない）、それをもとに今回会議で再審議すること

になった。 

○フランクフルト会議 

第 22 回会議後、Part 2 の FDIS 化の残存事項をＥメールを利用して審議進めたが、第

22 回会議から 1 ヶ月経過した 6 月中旬になっても、審議を完了できる見通しが立たなか

った。そこで WG3 会議を再度開催して審議することになった。 

会議は、議長である Jeff Fryman 氏による開会挨拶に続き、出席者が自己紹介を行な

った後、審議に入った。 

 審議は、会議前に議長要請で各国が提出したコメント 58 件をもとに、前回の未審議事

項を中心に、規格案の 初から 後までレビューする形で進めた。日本は Annex D 項

Safeguarding material entry and exit points に対して 13 件のコメントを提出し、全
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て受諾された。また事前の小打合せでの合意事項に従い、誤記・脱字など編集上の内容

は今回割愛し、技術的事項のみ審議した。時間不足を補うため、 終日午後に、6.12 項

Verification and validation methods の Table 1 – Means of verification of the safety 

requirements and measures を各国が分担して検討するなどした結果、FDIS 案の作成を

完了した。 

（５）規格審議の詳細 

 1)ISO/DIS10218-1 の審議 

＜3.20  robot system, industrial robot system＞ 

 第 21 回 WG3 会議（2009 年 2 月）での審議結果をもとに以下のように変更した。 

system comprising: 

- robot; 

- end-effector(s); 

- any machinery, equipment, devices, or sensors supporting the robot performing 

its task 

NOTE  The robot system requirements, including those for controlling hazards, are 

contained in ISO 10218-2. 

  〔参考 ISO 10218-1:2006 での規定〈3〉〕 

system comprising: 

- robot; 

- end-effector(s); 

- any equipment, devices, or sensors required for the robot to perform its task 

NOTE  The robot system requirements are contained in ISO 10218-2. 

  〔参考 ISO 8373:1994  2.14 項 robot system での規定〈4〉〕 

system comprising: 

- robot; 

- end-effector(s); 

- any equipment, devices, or sensors required for the robot to perform its task; 

- any communication interface that is operating and monitoring the robot, equipment, 

or sensors, as far as these peripheral devices are supervised by robot control 

system. 

＜5.3.3  Status indication＞ 

 日本から『労働災害は、ロボットが条件待ちで一時停止中に作業者がロボットの制限 

領域内に立ち入り、その状態で一時停止条件が解除されロボットが再起動することで 

発生するケースが多い。サーボモータに動力が入った状態であることを示す表示灯を 

アームに取り付けることが有効である。既に多くのロボットメーカが UL1740*3 の要求
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事項に基づき、表示灯をアームに取り付けている実績がある。』とアームへのモータ

オンランプの取り付けを提案した。審議の結果、モーターオンランプは、人が制限

領域に立ち入ることのできないシステムなどでは過剰な要求事項である。また Part 

2 でロボットの動力が入った状態での安全防護手段を詳細に規定しているので、モー

タオンランプの搭載をロボットに義務化する必要はない。しかし表示灯に対する必

要条件の規定は有用であるとして、以下の要求事項を追加した。 

If an indicator light is used, it shall be suitable for its installed location and  

its colour comply with IEC 60204-1. 

 【注】*3：UL 1740 Third Edition, UL Standard for Safety for Robots and Robotic 

Equipment 

＜5.5 Robot stopping functions＞ 

＜5.9.2 Emergency stop＞ 

 参照規格を ISO 13849-1:2006 への変更するのに伴い、それへの整合性確保、また 

Protective stop の実使用に即した内容（安全防護装置と使用のライトカーテンなどの 

信号入力に使用）とするため、Table 1 を以下のように変更した。 

 

Table 1 — Comparison of emergency and protective stops 

 Emergency stop Protective stop 

Location Operator has quick, unobstructed access Determined by the safety distance formula

Initiation Manual Automatic or automatically by a device

manual 

Safety system 

performance 

ISO 13849-1:1999 category 3 or as determined 

by risk assessment 

Shall meet performance in 5.4.2 unless 

determined by risk assessment per 5.4.3 

ISO 13849-1:1999 category 3 or as

determined by risk assessment 

Shall meet performance in 5.4.2 unless 

determined by risk assessment per 5.4.3

Reset Manual only Manual or automatic 

Use frequency Infrequent, 

only in emergency 

Variable, 

every cycle to infrequent 

Effect Remove energy sources to all hazards Control the safeguarded hazard 

NOTE 1  Example of automatic initiation … 

NOTE 2  [B, D, E]. 
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＜5.8.3  Enabling device＞ 

 イネーブル装置を使用してロボットを操作中にモードが切り替わった場合の安全要求 

事項の追加が必要であるとして、以下の要求事項を追加した。要求事項追加に当たり、 

参照規格は IEC 60204-1 だけでなく、IEC 60947-5-8:2006*4を追加すべきではないか 

との意見が出た。しかし『IEC 60947-5-8:2006 はイネーブル装置の規格ではあるが、 

この規格に適合していても安全な装置とは言えず、参照規格に値しない。』とドイツ、 

米国など主要国の委員が IEC 60947-5-8:2006 の参照に反対して、参照規格は、IEC  

60204-1 のみとなった。 

g) if the enabled device is in the centre-on position when the mode changes, a 

stop shall be initiated.  The control system shall require that the enabling 

device is relased and the re-enabled before dirve power can be applied.  Ref 

60204 on defeating enabling device.  

 【注】*4：IEC 60947-5-8:2008  Low-voltage switchgear and controlgear 

              - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements  

- Three-position enabling switches 

＜5.11  Singularity protection＞ 

 日本から『原案ではロボットの全ての箇所で 250mm/s 以下であることを要求している 

が、ロボットのマニピュレータには、システムインテグレータやユーザが、配線やそ 

れを支えるステーなどロボット製造者が設計・製造時に想定できない機器を付加する 

ので、要求事項は実践的でない。速度保証はこれらの付帯機器を含めて初めて有効と 

なる。しかしシステムインテグレータやユーザが適切にロボットコントローラへ必要 

なパラメータ値を正確に入力するのは実質的に不可能である。さらにシステム稼働前 

の検証をどのように実施するかについて具体的方策がない。この要求事項は不適切な 

ので“the velocity of any part of the robot”を各軸に変更すべきである』と主張 

した。その結果、日本の主張は認められ以下のように変更した。 

b) generate an audible or visible warning signal and continue to pass through  

singularity with the velocity of each link of the robot arm limited to a maximum 

speed of 250 mm/sec; 

2) ISO/DIS10218-2 の審議 

 日本は『Figure 1 は、それぞれの領域に当てはまる規格番号・条項の想定が困難で、

内容が不明瞭である。例えば ISO 11161 の適用範囲内で他の C 規格と共通する規格が何

か具体的に思いつかない。また ISO 11161 の適用範囲外で Part 2 に規定される条項は何

か具体的に明示できない。説明のつかない図は誤解のもとになるので削除すべきであ

る。』と主張した。この日本の要求に対し、米国、ドイツは『この図は概念を示しており、

規格の関連を理解するのに有益である。ISO 11161 の適用範囲内の C 規格には、プレスの
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安全規格がある。』と図の掲載を主張した。これに対し日本は、『プレスの安全規格は EN

規格には存在するが、ISO 規格には存在しないので、米独の主張は正しくない。ロボット

システムに関連する機械として工作機械があるが、工作機械の安全規格は存在せず、存

在するのは CNC 規格のみである。また C 規格として印刷機械の安全規格が存在するが、

ロボットシステムとの関連は薄く、この図の対象には当たらない。具体的な事象に基づ

かないものは概念にならず、図は適切でない。削除すべきである。』と重ねて主張した。

審議の結果、 終的に日本の主張にも配慮し、下記の説明書きを追加した上で本図を残

すことになった。また図のタイトルを“Graphical view of standards relationships”

から“Graphical view of standards relationships for robot system/cell”へ変更し

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 describes the relationship of the scope of machinery standards used in 

a robot system.  The robot alone is covered by part 1, the system and cell is covered 

by part 2. A robot cell may include other machines subject to their own C level 

standards, and the robot system can be part of an integrated manufacturing system 

covered by ISO 11161 which in turn can also make reference to other relevant B and 

C level standards. 

＜Scope＞ 

第 20 回会議、第 21 回会議で規格の適用範囲の審議を進め、明確化を図ってきた。し

かし“robot performing its task”が具体的に実際のシステムでどこまで含むのか明確

でないため、日本、米国が準備したシステム構成図をもとに、それらの図を Annex に追

加すべきかも含めて審議した。日本と米国は、Annex に図を追加することが、規格の適用

範囲と“robot system ”の構成を理解しやすくすることができると主張した。これに対

しドイツなどから『図は一例に過ぎず、様々なシステムの構成があり得るので、それら

をカバーした Annex を準備するのは、残された審議時間を考えると難しい。また Part 2

を各国で国内規格化するときに、その国の実情に合わせて必要な図を Annex に追加すれ

ISO 10218-2 
 

Robot system/cell 

Integrated Manufacturing System 

(IMS)

Other machine “C” 

ISO 10218 – 1

Figure 1 — Graphical view of standards 
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ばよい。』との意見が出された。審議の結果、ドイツの意見を尊重し、 終的に Annex に

図は追加せず、現状案のままとすることにした。また“robot performing its task”は

ロボットの“task program”に関わる全ての機器を含むことを確認した。 

＜5.2 Safety-related control system performance (hardware/software)＞ 

Safety-related control systemに要求されるPerformance level（ISO 13849-1:2006）、

Safety integrity level（IEC 62061:2005）は、ユーザにとって重要情報なので、

Information for Use に記載することを追加した。 

また 5.2.2 項 Performance requirement で Performance level（ISO 13849-1:2006）と

Safety integrity level（IEC 62061:2005）への性能要求が、以下に示す原案、 

Performance levels (PL) and categories as described in ISO 13849-1:2006 

Safety integrity levels (SIL) and hardware fault tolerance requirements as 

described in IEC 62061:2005. 

から以下に示す要求事項へ、より厳密な表現に強化した。 

This requirement is met by a performance level (PL) “d“ with structure category 

3 as described in ISO 13849-1:2006 

This requirement is met by a safety integrity level (SIL) of 2 with a hardware fault 

tolerance of 1 with a proof test interval of not less than 20 years as described 

in IEC 62061:2005. 

＜5.3.8.2 Emergency stop function＞ 

＜5.9.2 Emergency stop＞ 

 5.3 項 Design and installation の 5.3.8 項 Robot system and cell stopping functions

の中で規定する emergency stop と、5.9 項 Integrated manufacturing system (IMS) 

interface の中で規定する emergency stop の要求内容が重複し、かつ微妙に内容が異な

るので、整理統合すべきであると日本が提案した。審議の結果、emergency stop の基本

的要求事項は 5.3.8.2 項に統合し、5.9.2 項は、Integrated manufacturing system に必

要な要求事項のみに整理し、5.9.2 項は以下のように簡単明瞭化した。また 5.3.8.2 項で

emergency stop function の適合すべき規格として IEC 60204-1 だけでなく、ISO 13850

にも適合することを追加した。 

Robot systems shall have a single emergency stop function affecting all relevant 

parts of the machine.  The emergency stop function shall comply with 5.3.8.2. 

The span of control may include multiple zones. Information for Use shall include 

information on the span of control of each emergency stop device. 

 さらにロボットセル内で emergency stop function をどの範囲を有効にするかの明確

化が必要として、5.3.8.2 項を以下のように変更した。 
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If the restricted spaces of two or more robots overlap, or if two or more robots 

are accessible within a common safeguarded space, this space shall be one workspace.    

All emergency stop devices for a workspace shall have the same span of control. 

The span of control may include multiple workspaces.  Information for Use shall 

include information on the span of control of each emergency stop device. 

＜5.6.5 Remote access＞ 

第 21 回会議で審議保留となっていた本項を本格的に審議した。設定条件が不明確であ

る、オペレータへのトレーニングが必要であるなど、本項には各国から 19 件のコメント

があり、議論が交わされた。その結果、General、Manual intervention during remote 

control operations と分かれていた構成を一本化し、要求内容を分かりやすくした。そ

の上で manual reduced-speed に限定する必要はないとしてこの限定を外す、オペレータ

へのトレーニングの要求追加などの変更を行った。また手動モード時の要求事項である

ことを明確にするために、タイトルを Remote access for manual intervention へ変更

した。 

＜5.9.5 Enabling device＞ 

5.3.15 項 Enabling devices と内容が重複するので、5.9 項 Integrated manufacturing 

system interface 内の要求事項として必要なものに限定し、全文を以下のように変更し

た。 

When there is a need for additional enabling devices they shall comply with Clause 

5.3.15.  The enabling device function shall be interlocked consistent with zones 

of the IMS where the incorporated robot systems, machinery or related processes 

are capable of concurrent movement during manual operation. 

＜5.10.7  Safeguarding of openings for material flow＞ 

＜5.10.8  Guarding openings for material entry and exit using Electro-sensitive 

protective equipment＞ 

 5.10.8 項の要求内容は、5.10.7 項と重複し、かつ 5.10.7 項の一部の内容と見なせる

ので、内容を統合・整理し、5.10.8 項は廃止した。 

＜5.10.9  Safeguarding of maintenance access points＞ 

 本項は、保守に関する要求事項なので、5.8 項 Maintenance and repair に記述すべき

であるとして、5.10から 5.8項へ移動させ、5.8.3項 Safeguarding of maintenance access 

points として、記載し直した。 

＜5.11 Collaborative robot operation＞ 

 Collaborative robot は、まだ発展途上の技術でどのような安全水準で規定するか、ま

た具体的な安全要求事項について意見がまとまらなかった。FDIS 化の期限が迫っており、

審議を終了することが困難と見込まれるため、基本的事項を除いて要求事項は削除し、
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Part 2 とは別に、新たに本項の要求事項をまとめた Technical Specifications*5を発行

することで合意した。従って 

    5.11.1 General description of purpose 

    5.11.2 General requirements 

    5.11.3 Requirements for collaborative workspaces 

    5.11.4 Change between autonomous operation and collaborative operation 

    5.11.5 Operation in the collaborative workspace 

の各項は、ほぼ原案通り Part 2 で規格化するが、下記のアプリケーションに関わる要求

事項は、Part 1 を参照を要求するのみに留めるなど、具体的な要求事項は削除した。 

    5.11.5.3 Hand Guided 

    5.11.5.4 Speed and position monitoring 

    5.11.5.5 Power and force limiting by design or control 

 【注】*5：国際規格の発行に関する合意が将来的には可能としても、直ちには合意が

得られない場合、TC または SC は、Technical Specifications（技術仕様書）

を発行できる。Technical Specifications として発行するためには、TC ま

たは SCの投票 Pメンバーの3分の２の賛成が必要である。TCまたは SCは、

発行後 3 年以内に、その後は 3 年ごとに TS の見直しを行わなければならな

い。この見直しの目的は、Technical Specifications の発行に至った状況

を再検討し、また可能であれば、Technical Specifications に変わる国際

規格の発行に必要な合意を得ることである。  

＜6.3 Required verification and validation＞ 

 5 章の目次と要求事項が DIS 原案から大幅に変更されているので、Table 1 – Means of 

verification of the safety requirements and measures の要求内容を各国が分担して

見直し、要求事項を完成させた。    

＜Annex D (informative) Safeguarding material entry and exit points＞ 

 ドイツから Normative*6の Annex として 12 ページにもわたる詳細な規格案が提示され

た。これに対し、日本やスウェーデンは、5 章 Safety requirements and protective 

measures で規定していない内容を Annex に詳細に記載するのは不適切である、危険源と

の距離や開口部の大きさなどはそれを規定する上位 ISO 規格を参照すれば十分である、

本 Annex は全削除するか Informative にして上位 ISO 規格が言及していない内容に留め

るべきであると主張し、本 Annex を Normative として規格化すべきであるとするドイツ

と激しく対立した。意見は平行線でまとまらず、 終的に国別の投票で、ドイツの主張

は退けられ、日本が主張した Informative にして上位 ISO 規格が言及していない内容に

留めることで決着した。その上で記載内容の審議を継続したが、制御機器メーカー委員

が、セーフティレーザースキャナなど自社製品に関わる内容の規格化を図ろうとした。
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これに対し日本や米国は『Part 2 はレーザーセンサーやライトカーテンの使用方法の規

格ではない。』として激しく対立した。審議の結果、制御機器メーカ以外の各国委員は日

本と米国の主張に同意し、制御機器メーカの要求を全て排除して、システムのイラスト

とその補助説明のみの3ページ構成とするInformativeのAnnexとすることで決着した。 

 【注】*6：Normative は、その規格を使用する際の不可欠な事項を含み、規格本文と同

等の効力を 持つ。これに対して Informative は、情報提供のみの参考情

報に過ぎない。 

 

  3.3.2  ISO/TC184/SC2/WG3（産業用ロボットの安全性）オーランド会議 

（１）日時 

2010年 2月 8日（日）14:00 – 17:00  prior meeting 

2月 9日（月）08:30 – 17:30   

2月10日（火）08:30 – 17:30   

2月25日（水）08:30 – 17:30   

（２）場所 

Shades of Greenon WALT DISNEY WORLD Resort 

住所：1950W. Magnolia Palm Drive, Lake Buena Vista, FL 32830,USA 

（３）出席者 25名 

米 国     Mr. Jeff Fryman（Robotic Industries Associations）議長 

Ms. Roberta Nelson Shea（Pilz Automation Safety L.P.）書記 

Mr. Joc Falco（National Institute of Standards & Technology） 

Mr. Michael Gerstenberger（KUKA Robotics） 

Mr. Julian Weinstock（Heartland Robotics） 

Mr. Troy Uahinui（Toyota Motor Eng. & Manufacturing North 

America Inc.） 

Mr. R. Todd Dickey（Honda Engineering North America, Inc.） 

Mr. Mike Douglas（General Motors Corporation） 

Dr. William Drotning（Sandia National Laboratories） 

Mr. Frank Webster（Omron STI） 

カナダ     Mr. Tom Eastwood（Industrial Accident Prevention Association） 

ドイツ     Mr. Stefan Sagert（VDMA＝ドイツ機械工業連盟） 

Dr. Matthias Umbreit （Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd） 

Mr. Josef Leibinger（KUKA Roboter GmbH） 

Mr. Richard Schwarz（KUKA Roboter GmbH） 
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Mr. Helmut Riss（Siemens AG） 

Mr. Otto Görnemann（SICK Vertriebs AG） 

Mr. Ulrich Goller（Motoman GmbH） 

英 国     Mr. Steven Shaw（Health and Safety Executive＝英国安全衛生庁） 

スウェーデン  Mr. Håkan Brantmark（ABB Robotics） 

Ms. Anette Wester Odbratt（Jokab Safety AB） 

韓 国     Dr. Seungbin Moon（Sejong University） 

        Dr. Young-sun Ryuh（Korea Institute of Industrial Technology） 

日 本     下原 史靖（㈱デンソー） 

橋本 秀一（㈱デンソーウェーブ） 

（４）会議内容 

 ISO/DIS10218-1の改定審議 

事前会議では、今回の会議の進め方を検討した結果、DIS投票に付帯された各国コメント

集が191件と大変多く、技術的審議を終了できない可能性が高いので、FDIS案作成時でも審

議が間に合うeditorialなコメント101件を除外することとし、その上でeditorialなコメン

トを可能な限り審議した。 

日本は、各社から提出されたコメント41件をISO国内対策委員会安全性WG会議（2009年12

月18日）で審議、またメールでの意見交換、さらにWG3会議参加者による検討の結果、28件

のコメントをDIS投票に附帯し、WG3会議に臨んだ。 

日本コメントとして意見を提出した企業は、以下の4社である。 

オリエンタルモータ、デンソー、デンソーウェーブ、ファナック 

WG3会議では、各国コメント（editorialを除く90件）をもとに規格の冒頭から審議した。

今回会議での技術的審議終了を目指したが、3日目の朝を迎えて、当日中にFDIS案を完了で

きる見通しが暗い状態となった。そこでISO中央事務局にExtra extension（3ヶ月）を申請

して継続審議とすることとし、当初予定よりも時間を延長して可能な限り審議した。 終

的に5.12.3項Safety-rated soft axis and space limitingの途中まで審議（各国コメント

71件を審議、但し保留含む）したところで、次回会議にて継続審議することになった。審

議の主要ポイントを以下に示す。 

＜3.20  Safety-rated＞ 

 英国より“Safety-rated”はISOで使用の用語として一般的でないので、“Safety related”

に変更すべきであるとの意見が出された。これに対し米国は、Safety-ratedは一般的に使

用されており何ら問題ない。間違いが生じないように3章で定義していると主張し、本用語

の使用継続を主張した。これに対しスウェーデンやドイツは“rated”では適した訳が見つ

からないので変更すべきだとして強く主張し、約半日を費やす論争となった。 

本件は、DIS投票の日本コメント検討段階のWG3会議出席者間で、『“Safety-rated”と

いうのは、関連規格で使用されておらず、定義内容に適したとは言えない単語である。し
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かし一方で、米国では一般的に使用され、制御機器メーカのカタログにも掲載が見られる

用語である。またSafety-ratedとハイフンが入っているので一単語と見なせる。

Safety-ratedは現有効規格のISO 10218-1:2006の5.12.3項のタイトル“Safety-rated soft 

axis and space limiting”をJIS B8433-1:2007では“軸及び空間の安全性が決定されたソ

フト制限”と意訳している。今回は現行規格案のままとしてPart 1のJIS化時に邦訳を見直

せばよいのではないか。また今回、この用語定義の変更を提案すると、議論が噴出して収

拾がつかなくなり、FDIS案作成という目標が達成できなくなる可能性が高い。』と本来な

ら修正するのが望ましいが、状況を踏まえてコメント化を見送った経緯がある。 

欧米間で対立して収拾がつかないので、日本から『“rated”は一般的に速度定格や可搬

定格など定格として用いているので適切ではない。そこでratedをfulfilled、certified、

verified、validatedなどに変更を考えてみてはどうか。』と提案した。また韓国も日本が

一般的には“rated”を“定格”と訳すことを知って、韓国も“Safety-rated”から別の用

語への変更を主張した。しかし 終的には各国合意には至らず、現状通り “Safety-rated”

ととし、その定義を以下のように変更して審議を打ち切った。 

（原案） 

  having a prescribed safety function suitable for its intended use 

（審議結果） 

  having a prescribed safety function suitable with specified safety related 

performance 

＜5  Design requirements and protective measures 

5.1 General＞ 

 ISO中央事務局からも『NOTEにはrecommendations ("should") や permissions ("may")

を含んではいけない。』日本から5章各項の要求事項の検証方法がNOTEで記載されているが、

各要求事項に対して適切でない、また複数記載されているために、ユーザや検査官が誤解

して、NOTEに記載された検証方法全てを実施しなければならなくなる恐れがあるとして、

見直しを要求した。審議の結果、以下のように下線部を追加することで合意した。 

NOTE 1 The requirements for this clause can be satisfied by one or more methods of 

verification including but not limited to: 

A: visual inspection; 

B: practical tests; 

C: measurement; 

D: observation during operation; 

E: analysis of circuit diagrams. 

 また各項にNOTEとして記載されている検証方法は、Part 2と同様にValidation and 

valificationを6章に設けてまとめて記載することをISO中央事務局が要求*7し、これに従う

ことになった。 
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 【注】*7：デンソーウェーブは、ISO中央事務局と同じ要求をISO国内対策委員会安全性

WG会議時に一度は提案したが、本会議の目標であるFDIS化完了には障害にな

るとしてコメント化を引き下げた経緯がある。 

＜5.2.6 Electromagnetic compatibility (EMC)＞ 

 日本からNOTEで参照を指示しているIEC61000-6-2とIEC61000-6-4は、それら規格の適用

範囲で『この規格では安全性を述べていない。』とはっきり記述しているので、これら規

格の記述を削除すべきであると主張した。これに対し、ドイツからImmunityとEmissionの

参照規格として両規格は重要であり、特にImmunityは安全上重要であると、現状維持を主

張した。しかしEMCの安全性を確保するためには、掲載された2規格だけに限定できない、

またロボットによって参照すべき規格は変わってくるとして、NOTEを以下のように変更し

た。 

  NOTE 1  See IEC 61000-6-2 and IEC 61000-6-4 for design information 

＜5.5  Robot stopping functions＞ 

＜5.5.1  General＞ 

 日本からProtective stopの起動、再起動が原案で“Automatic or may be automatically 

initiated by a safety-related function”となっているが、Part 2で認められている

“manual”を追加し、整合性を取るべきであると主張した。審議の結果、日本の主張は認

められ、その他の各国コメントも審議の結果、Table 1を次のように変更した。 
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 Emergency stop Protective stop 

Location of 

Initiation Means 
Operator has quick, unobstructed access

For protective devices, the location is determined 

by the minimum (safe) distance formulas described 

in ISO 10218-2, clause 5.10.3 (see NOTE 1) 

Initiation Manual 

Manual, automatic or may be automatically 

initiated by a safety-related function (see NOTE 

1) 

Safety-related 

system performance 

Shall meet performance in 5.4.2 unless 

determined by risk assessment per 5.4.3

Shall meet performance in 5.4.2 unless determined 

by risk assessment per 5.4.3 

Reset Manual only Manual or automatic 

Use frequency Infrequent Variable; every cycle to infrequent 

Purpose Emergency Safeguarding or risk reduction 

Effect Remove energy sources to all hazards Safely control the safeguarded hazard(s) 

NOTE 1  Automatic initiation examples include protective devices, minimum (safe) distances (ISO 10218-2, 5.10.3), 

enabling devices (5.8.3), errors / faults with cableless /detachable pendants (5.8.6), collaborative hand 

guiding (5.10.3), collaborative speed and position monitoring (5.10.4), collaborative power and force 

limiting (5.10.5), and safety related soft axis & space limiting (5.12.3). 

NOTE 2  [B, D, E]. 

 

＜5.5.2  Emergency stop function＞ 

 日本から『非常停止機能は、安全上の重要な機能であるにもかかわらず、ロボットが

本機能を持たなければならないことが明記していない。』と指摘した。審議の結果、日本

の要求は認められ、本項の冒頭に以下の要求事項を追加した。 

The robot shall have one or more emergency stop circuits (stop category 0 or 1, 

as described in accordance with IEC 60204-1). 

＜5.12.3  Safety rated soft axis and space limiting＞ 

 日本から軸制限装置作動後の記述が必要として、5.6 項 reduced speed control の速度

以下で動作させることが必要と提案した。審議の結果、日本の提案は認められ、以下の

下線の要求事項を追加した。 

Control systems using safety-rated soft limiting shall comply with 5.4 and not be 

changeable at the user level. If the safety-rated soft limit is violated, a 

protective stop shall be initiated.  Motion during a limit violation shall be under 

reduced speed control as describe in 5.6.3.  Information on the active settings 
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and configuration of the safety limits shall be capable of being viewed and 

documented with a unique identifier so that changes to the configuration can be 

easily identified. 

＜その他＞ 

 ISO 中央事務局から『NOTE には recommendations ("should") や permissions ("may")

を含んではいけない。』などの数点のコメントがあり、これらの要求に基づき、原案を修

正した。 

次回 WG3 会議 

 次回の第 25回 WG3会議は、2010年 6月 16日（水）～6月 18日（金）に Stockholm（Sweden）

で開催し、Part 1 の保留・未審議事項の検討を行って、FDIS 作成完了を目指すことにな

った。また Part 2 の FDIS 投票に附帯したコメントの検討を行い IS 案の作成完了、さら

に ISO TS 15066 の検討を開始することを決定した。 

 次回会議はスウェーデン王女（Crown Princess Victoria Bernadotte）の結婚式（2010

年 6 月 19 日）と日程が重なるためホテルが混雑する、できる限り早くホテル予約を進め

るよう、議長及びスウェーデン代表から注意勧告があった。またこの開催日程は、2010

年 6 月 14 日（月）～15 日（火）に隣国 Finland の Tampere で開催の SIAS 2010（The Safety 

of Industrial Automated Systems 2010）に合わせているので、このカンファレンスへ

の参加も呼びかけられた。 

 

3.3.3 ISO/TC184/SC2/WG7（サービスロボットの安全性）バルセロナ会議 

（１）日時 

2009 年 6 月 22 日（月）～24 日（水） （各日とも 9:00～17:00） 

（２）場所 

Technical University of Berlin, Berlin, Germany 

（３）出席者 15 名  

議  長  Gurvinder S Virk (CLAWER，UK) 

委  員  山田陽滋 (名古屋大学，日本) 

      太田康裕 (トヨタ自動車，日本) 

谷 和男（岐阜大学，日本） 

Seungbin Moon (Sejong Univ．，韓国) 

Kwangho Park (KATS，韓国)  

Kwan-Woong Gwak（Sejong Univ., 韓国） 

Dong-Won Yang（KITECH, 韓国） 

Osman Tokhi (Univ. of Sheffield，UK) 

Chris Harper (Avian Tech，UK) 
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Michel Parent (IRARI，フランス) 

Theo Jacobs (Fraunhofer IPA，ドイツ) 

Sami Haddadin (DLR，ドイツ) 

Heinz Lemke (Tech Univ Berlin, ドイツ) 

Michael Otto (BG Metall, ドイツ) 

（４）議事内容 

・初日から再び WG7 議長（Virk）が、"medical-care robot"についてディスカッションを 

開始 

 ⇒ 日本からは再度に渡って決議に反することから本来議論すべき"non-medical"の安   

全性についてシフトするよう要請  

  ⇒ "medical-care robot"は東京会議から WG8（もしくは新規 AG/SG）にて必要性を審議   

することで合意  

・次回東京会議の日程は、10 月 19 日～23 日と変更したいことで合意 

  ⇒ WG7:10/19～21， WG1：10/22～23， WG8：10/22～23  

  ⇒ 上記 WG1 と WG8 はパラレルセッションで開催  

  ⇒ 機械振興会館にて、10/22～23 は 2 会議室の予約確保必要  

・UK→ "personal-care"には"pet-care"も含むべきと強く主張（深い議論にはならず）  

・KR→ "Human detection"の条項（日本担当）において、"Human detection"では技術的    

にも困難があるため、"Obstacle detection"に変更するべき、との主張。  

  ⇒ 日本からは、human detection（人間検出）といえども、安全状態を定義して、こ   

の状態から逸脱すれば、みな非安全として捉えることになるので、human 以外の障   

害物も検出対象として含み得る、さらに、後述の条項にて記述あるので、そこを審   

議してからと主張。 

・日本に対して operational modes（運転モード）を、 

   ・マニュアル・モード 

   ・リモートコントロール・モード 

   ・自律モード 

 の 3 項目に再分類するよう、要請された。 

・会議 2日目の 5時間ほどを使って各国委員にてコメント集作成し、その後（15 時以降）

具体的な審議を開始 

  ⇒ 本来なら議長が国際会議前に各国コメントをまとめて会議場では活発な議論とすべ    

き。  

  ⇒ 会議の進め方/マネジメントに課題！  

・WG7 終日はランチ休憩はなしで、とりあえず 終章（8． Information for use）まで

初期 レビュー終了 
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 主な議論は、以下の項目 

 －4.2 Determination of limits of robot 

   ← 日本案に対する韓国からの質問多数。editorial な改善案以外の主な案は、日本    

案（ISO 14121 に載っていないＰＣロボット特有の、リスクアセスメントの際に    

考慮すべき４点の掲載が詳細すぎて、４章に掲げるにはふさわしくない、という    

もの。 

  → （韓国からの逆提案は無し。）これを受けて、日本が、一般性を維持しつつ重要    

な情報として掲げられるように、工夫することを申し出た。 

 －4.3  Hazard identification 

 －5.3 Measures for Inherent Safe Design 

  ← 耐性指標や値を掲げる重要性が指摘され、日本がこれをすでに６章で行っている    

ことを指摘。６章のレビューを経て、どこに位置づけるかを再検討することにな    

った（しかし、その後、検討は行われなかった）。 

 －6.1  General requirements 

    ← 日本からの"Operator safety"を 6.1 に入れ込むことで合意 

 －6.5 Speed control  

 －6.6 Force control 

  ← 内容的に、安全性に関する規範や定量化の議論をするところではない。コントロ    

ーラに対する安全要求を述べるところであることを確認。 

  →  日本からの提案貢献が可能。 

 －6.8  Operational modes 

  ← 細分化されている現状の日本案を"Generic"なモード 4種にまとめては、と韓国か    

ら依頼 

 －6.9  Human-robot interaction 

  ← 韓国（Moon）が Physical なインタラクション以外に、メンタルや言語認識でのイ    

ンタラクションにも Safety が必要と主張 

 －7.   Verification and validation 

  ← 韓国案がまだ不十分であることから日本案で補充； 韓国は Validation 表を次回    

までに完成してくる 

 －7.3 Verification of Electrical/ Electronic/ Programmable Electronic Componen  

ts 

  ← どの程度、機能安全をわれわれの規格で取り込むかを（初日に続き）議論。 

  →  7.3 はこれが反映されることから、おもに日本、英国からの試案に基づき、英国    

が再度原案を作ることになった。 

 －8. Information for use 
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  ← レビューを全員で実施。他節との editorial な不整合等、指摘。 

・各国宿題： 

  ～７/10:Ver.4 （Chris 7.2/7.3 編集 →Virk） 

   "Operator safety"のサブ条項を他（６章内）に Cut & Paste して再編 

   （太田→Virk） 完了＆提出済み（6/25） 

  ～7/17：Ver.4 （Editorial 修正後）配布 （Virk→各国） 

  ～8/07："Operational modes" を 4 項目にまとめて再編成 （太田→Virk） 

  ～8/14：Ver.4.1 （上記"Operational modes"追加案）回付 （Virk→各国） 

     → 各国事務局に回付後、日本では、8月下旬に国内委員会開催予定か。 

   ～9/18：各国レビューコメント ＋ 規格文書修正案 提出 （各国→Virk） 

   ～9/30：コメント集＆規格文書修正案マスターコピー配布 （Virk→各国） 

（６）次回及び次々回の PT2 会議予定 

・次回会議： 

   場所： 機械振興会館 

   日時： 2009 年 10 月 19～21 日 9：00～17：00 

・次々回会議： 

   場所：米国フロリダ州 （Orlando or Miami） 

   日時：候補 1） 2010 年 02 月 15～17 日 9：00～17：00 （Miami； TEMA ホスト） 

        候補 2） 2010 年 02 月 08～12 日 9：00～17：00 

                （Orlando； Shades of Green --> RIA ホスト） 

 

3.3.4  ISO/TC184/SC2/WG7（サービスロボットの安全性）東京会議 

（１）日時 

2009年10月19日(月)～21日(水)  （各日とも9:00～17:00） 

（２）場所 

機械振興会館62号室（東京都港区芝公園3-5-8） 

（３）出席者 18名 

議 長  Gurvinder S Virk (CLAWER，UK) 

委 員  山田陽滋 (名古屋大学，日本) 

      太田康裕 (トヨタ自動車，日本) 

三浦敏道（JARA，日本） 

Seungbin Moon (Sejong Univ．，韓国) 

Kwangho Park (KATS，韓国)  

Kwan-Woong Gwak（Sejong Univ., 韓国） 

Soon-Guel Lee（ Kyung Hee Univ., 韓国） 
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Osman Tokhi (Univ. of Sheffield，UK) 

Chris Harper (Avian Tech，UK) 

Michel Parent (IRARI，フランス) 

Corneria Speckner (KUKA，ドイツ) 

Sascha Kolb (KUKA, ドイツ) 

オブザーバ 田場盛裕（経済産業省，日本） 

森井健二（本田技術研究所，日本） 

       小野英明（本田技術研究所，日本） 

       平松金雄（JARI，日本） 

      宮川豊美（NEDO，日本） 

（４）議事内容： 

1. WG7 審議キーポイント（ハイライト） 

①スケジュールどおり、今回の東京会議にて CD 版をギリギリ作成完了。 

東京会議 1週間後（11 月２日）に ISO 国際投票開始。（ISO 参加国による投票期間＝3ヶ

月） 

②NEDO プロジェクトで検討中のロボット試験評価項目（日本主張案）は、全て CD 版に入

れ込めた。（CD 規格案 第 7章 “Verification and Validation”参照）  

③パーソナルケアロボット（non-medical）と medical との境界を今後の会議で明確化する

必要あり。 

Medical についての議論が、Study Group にてキックオフされたばかりで、定義やスコ

ープの境界が曖昧。 

④産業用ロボット規格（ISO 10218-1)では、人と協調作業にある場合、ロボットの速度は、

250 mm/sec 以下と規定されているが、Personal-care Robot においては、速度の観点よ

り、Momentum で考えるべきと共通認識。 

⑤既存の SIL1～4 の表(IEC-62061:2005 Table A.6)を、“Very Minor Severity” & “Less 

Frequent”へ拡張提案（UK）。 

SIL の表は Cost-Benefit バランスの観点から作成された、という経緯についての共通認

識を確認する議論（日本）から始まったが、SIL＝1 より下位に相当するランクを定義す

る意味が不明（ドイツ）。  

結局、この規格の中で新たに定義するべきものではなく、SIL＝1 以下のランクは不要で

あるとの結論。 

⑥今後の WG7 会議予定： 

2010 年 2 月 15～17 日 （＠ Shades of Green, Orlando, USA） 

2010 年 6 月 21～23 日 （Paris, France） 

2. WG7 会議内容 
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・前回 6月のベルリン会議後の改訂版 v4.1 に対する各国からのコメントは総計で 47 ペ

ージ。 

→ 3 日間の会議で全て処理し、CD 版作成完了＆ISO 事務局に提出しなければならな

い。(議長) 

・“Medical-care Robot”のスコープについて （Non-medical vs. Medical）： 

→ 欧州では、体に触る(例：脈を取る)だけでも“Medical”に分類されるという認識 

(IEC-60601) 

⇒ 他国の定義では｢高齢者向け｣は“non-medical”に含まれる。 

⇒ リハビリロボットは medical、高齢者向けは non-medical という位置づけ（議長） 

⇒ Physical Support/Assist では、使用者により medical か non-medical に分かれ

る（議長）  

・Physical assistance robot の分類名称について： 

→ “ restrained”, ”non-restrained”: 長 す ぎ る の で ”wearable” 、 

“non-wearable”ではどうか(韓国)  

⇒ この件での長時間の議論 

・第 4章 (Hazard identification and risk assessment)： 

→ （日本が草案作成＆提案した章） 特に異論なく、各国コメント通りに改訂 

・条項 5.2 (Measures for Inherent Safe Design) & 6.1 (Protective measures: General 

requirements)： 

→ 具体的な”Measure”の記述がない (ドイツ) 

・条項 6.3 (Safety-related control system performance)： 

→ ISO 10218-1 条項 5.4 をそのまま当てはめるのは不適当なので、ドイツが書き直

すことで合意。 

・条項 6.4.2 (Protective stop function) & 6.4.3 (Emergency stop function)： 

→ ISO 10218-1 条項 5.4 をそのまま当てはめるのは不適当なので、韓国が書き直す

ことで合意。 

⇒ 緊急停止必要なし（？）（ドイツ） 

⇒ リモコン、操作 PC（GUI）に緊急停止ボタンがあれば良いのでは？ 

⇒ 操作 PC 上のストップボタンはある（HONDA，TOYOTA）   

・条項 6.5 (Safety-related speed control)： 

→ 本質安全などに関わる数値は informal として記述することで合意。また、日本が

文面を書き直すことで合意。  

・SIL 0.5 presentation (UK)： 

→ 既存の SIL1～4 の表(IEC-62061:2005 Table A.6)を、”Very Minor Severity” & 

“Less Frequent”へ拡張する新規提案。 
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⇒ SIL の表は Cost－Benefit バランスの観点から作成されたという経緯を確認（日

本） 

⇒ SIL 1 以下のような極めて軽度な傷害について規定する必要あるのか疑問（ドイ

ツ）  

⇒ そういった目的なら ISO 10218 に”Performance Level A”が既にあるのでは？

(ドイツ) 

⇒ 軽度でも発生頻度が大きい場合には考慮すべきではないか（UK）（minor injury

に対する SIL 必要では？）  

→ 結局は、CD 版の条項 6.3 を(ドイツが)書き直すことになっており、それによる解

決を期待する。 

→ この規格の中で新たに定義するべきものではなく、不要であるとの結論で合意。  

・条項 6.7 (Human detection)： 

→ 250mm/sec について（特に、 Figure 1 “Relative Closing Rate”のグラフ）の

議論 

⇒ グラフは例に過ぎないので、Annex に移動することで合意 

⇒ 産業用ロボット規格では Dead Man Switch とセットでの 250mm/sec であり、そう

でなければ意味の無い数値なのでは？(ドイツ) 

⇒ Momentum-base で考えるべきであるということは共通認識として確認。 

→ “Human”は“Object”のサブセットなので、“Human Detection”の条項名を

“Object Detection”に変更するのはどうか？（韓国） 

⇒ 障害物の検知は現状の技術ではハードルが高い（ドイツ） 

⇒ “Human Detection”の条項名を“Object Detection”に変更することで合意。 

・条項 6.8 (Operational modes)： 

→ 前回ベルリン会議にて韓国から提案のあった 3 モード（“Manual”，

“Autonomous”，“Remote”）について、日本が改定案を作成し説明。 

⇒ “Remote”モードの中でも、“Manual”と“Autonomous”がある（日本） 

⇒ “Manual mode”と“Autonomous mode”で、具備すべき安全要件は異なる（ドイ

ツ）  

⇒ “Remote”とはどの距離のことを指すのか曖昧。定義が必要。（日本） 

⇒ “Remote”モードを無くして、 “Manual”と“Autonomous”の２つにするのはど

うか（日本） 

⇒ 韓国が“Manual”，“Remote”，“Local”の定義について縷々説明したが不明瞭。  

定義について議論白熱したが、定義の結論は達せず。 

→ 終的には、日本が提案した、 “Manual mode”と“Autonomous mode” の２つ

にすることで合意。 
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・条項 7.2 (Required validation)： 

→ Table xxx （Validation Requirements and Validation Methods） は不完全なの

で、UK、日本、ドイツが共同で書き直すことで合意 （元々は韓国担当）。 

⇒ Avoidance は性能テストで安全テストではない。よって、韓国提案の項目は削除

すべき（日本）  

⇒ 日本提案採択（Avoidance 項目削除） 

→ 用語の定義について再確認：”validation” vs. “verification” 

⇒ ISO 9001 によると・・・ 

◆Validation:  機器の性能が、定められたアプリケーションに対して満足してい 

るか 

◆Verification: 機器の性能が、個々の機能を果たしているか 

⇒ この結果、条項 7.2 全体を”validation”として記述していたが、誤解であった

ことが判明（条項 7.2 全体の内容は”verification”である） 

⇒ すなわち、条項 7.2 と 7.3 は同じことについて述べることになる 

⇒ 第 5、6 章に記述された、Protective measures （安全方策）と、条項 7.2、7.3

とも合わせて１つの Table にしてはどうか？（韓国） 

⇒ 韓国提案が採択され、UK と日本がメインになって修正作業を実施。 

・Annex B (Verification of mechanical testing)：  

→ 特定タイプのロボットについて、パフォーマンス測定の方法が述べられているに

過ぎず、それよりも何故それが必要なのかの方が重要なのではないか？（日本） 

→ さらに、パフォーマンス測定方法の記述も不明瞭で不完全。 本規格内に残すの

は不適切であり、削除すべき（日本） 

⇒ ユーザーにとっての Informative な内容なので、必要である（韓国） 

→ 終的には日本主張を採択し、Annex B （特定タイプのロボットについてのパフ

ォーマンス測定方法）を全削除することで合意。 

 3. WG7 会議終了後（CD 投票に向けて）  

・東京会議にて慌てて何とか CD 投票版に向けた規格ドキュメントドラフト審議を完了。 

・会議終了後、 終的には、日本が第 6章と第 7章（条項 7.2 の表）の見直し＆改訂作

業を行ない、現在の CD 版発行に貢献。 

・CD 版完成後、直ちに議長が ISO 事務局へ送付し、翌日（11 月 2 日）に CD 投票案内が

ISO 事務局より各国委員に配信。 

・ISO 参加国による CD 投票期間は 3ヶ月（～2010 年 2 月初旬）。 

→ CD 投票に対する日本コメントの収集は、次回（12 月 16 日）の国内委員会にて検

討予定。 
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3.3.5  ISO/TC184/SC2/WG7（サービスロボットの安全性）オーランド会議 

（１）日時 

2010 年 2 月 15 日（月）～17 日（水） 

（２）場所 

Shades of Green, Orlando, Florida, USA 

（３）出席者 21 名 

議長         Gurvinder S Virk（英国） 

委員         Chris Harper（英国） 

           Seungbin Moon（韓国） 

           Sum-Soo Lhim（韓国） 

            Michel Parent（フランス） 

              Theo Jacobs（ドイツ） 

  Corneria Speckner (ドイツ) 

Sascha Kolb (ドイツ) 

       Roger Bostelman（米国） 

           山田陽滋（日本） 

           太田康裕（日本） 

              三浦敏道（日本） 

オブザーバ  Young-Sun Ryuh（韓国） 

              Yun Koo Chung（韓国） 

              森井健二（日本） 

             小野英明（日本） 

              神徳徹雄（日本） 

              水口大知（日本） 

 Stefan Sagert（ドイツ） 

Otto Goernermann（ドイツ） 

Jeff Fryman（米国） 

（４）議事内容 

1.審議ハイライト 

(1) 2 月 15 日（第 1日）  

初日は以下条項までコメント集をもとにレビュー： 

・タイトル 

・Introduction 

・Chapter 1 - Chapter 4 （Chapter 3 の用語定義で半日） 

・Section 5.1 
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•条項 3.12， 3.14 ⇒ Guide-78 によると、規格定義の中で用語"Safe"は使ってはな

らない、となっているらしい（ドイツ情報） 

 ⇒ "safe" から "allowed" に修正 

•ISO-13482 は Type C 規格でなく、Type B 規格にするべきとの意見（独・米） 

⇒Type C にしては、スコープが広過ぎて、中身も具体性が無い。Type B が妥当という意見

が複数（特にドイツ，USA，UK） 

⇒「このような具体性の欠けた規格は Type C とは言えない」と Fryman（WG3 議長）コメン

ト 

⇒WG7 議長が SC2 事務局（Mattias L.）に相談して方向性を問うことに。  

• 第 4 章 "Hazard Identification and risk assessment" の中身、特に条項 4.5 "Risk 

evaluation" が曖昧とのコメント（ドイツ） 

⇒少なくとも、条項 4.5 は書き直しが必要（元々担当であった日本が宿題としてやり直す

ことに） 

⇒"Acceptable"レベルとは？ （現状の文書では曖昧） 

⇒Acceptable レベルの具体性が無いのに、Risk Evaluation を Carry out して Acceptable

がどうかを判断するということは無理、不適切。 

⇒第 4章において、Personal-care robot 特有のことが書かれていない、または明確にな

っていない。 

⇒明確化するか、第 4章全体を 1つのパラグラフ程度にまとめてしまうのは、という提案

が多数。 

(2) 2 月 16 日（第 2日）  

•2 日目は、Section 5.1 ～ Section 6.1  についてコメント集をベースに議論 

•初日にあった、Type B or Type C 規格の議論は、Mattias からのメール連絡（アドバイ

ス）により、"Type C"で進めることで合意 

これを受けて、 

・Type C であるのに、「具体的な数値（閾値）を示さない規格は無意味である」 

・「他の個別製品規格のように具体性に欠けスタイルが違う」 

・「ISO-12100，ISO-14121 など上位規格を参照するのとどう違うのか」 

 など多くのコメントが出たため、 

  「ISO-13482 は進める意味が無い、止めるべき」という意見が他国より複数あり（特に

ドイツ，USA）。 

        ⇒ 日本と韓国より、「CD 投票により、このまま進めることで国際的に合意が取

れている」、とコメントし継続することで他国は合意 

•第 4 章は一般論だけで "Personal-care robot" に特有なことが明示されていない」、と再

度複数のコメントあり（特にドイツ，USA） 
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•具体的な数値として、"Pressure" が も効力のあるもの、今後評価進めて閾値を見つけ

ることが重要。 （CEN もこれを推奨） 

•Section 5.2.4.6 "Stability during Power Failure or Shutdown" については、 

日本 vs. 他国で長時間揉めた結果、（二足歩行ロボがパワーダウンしても困らないように）

日本が 6月パリ会議までに修正案を書いてくることで合意。  

      ⇒ 日本以外は、"Use of the de-energize to apply..." をキープすべきとの意見。  

(3) 2 月 17 日（第 3日）  

•CD コメント全てに対してレビュー全て終了 （Chapter 7 など全体見直しや修正してく

る、という条件つき） 

•（予想通り）Section 6.2 の機能安全について議論 （主に、ドイツ vs. 日本での議論； 

午前中はほぼこの議論で終了）  

•日本からは"shall"→"should"への譲歩は言わず、徹底的に、SIL/PL での対応は現状の技

術、およびアプリケーションや PC ロボット種類の多さから一概に（産ロボ規格のように）

PL=ｄなどと数値化指標は絶対無理であることを主張。 ⇒ 韓国は日本の意見に理解をし

てくれ、日本と同調。  

• 終的には、各国（各委員）で各種ロボットのリスクアセスメントの例および、SIL/PL

レベルの提案を次回 6月会議までにまとめてくることにした。  

•配布されたリスクアセスメント・テンプレートを用いて各国でリスクアセスメントをまと

め、パリ会議にて発表し、機能安全、SIｌ・PL の妥当性を再度審議することにした。  

•CEN コメントにあるように、Guide-414 に必ず準拠する必要性はあるとのこと。  

・日本と韓国以外の他国全員が、Type C 規格であるので、SIL/PL 指標を提示しなければ、

本規格は無効、やる意味無しとの強いコメント  

•SIL/PL 指標を本規格に入れる事出来なければ、“Technical Report”として出すことの意

見多数  

•Section 6.2 (SIL/PL）の議論の詳細については、別記（2.参照） 

•ISO10218-1 から、150N も消える事になった。 

•第 7 章をはじめ、第 5、6 章で重複条項があるので、Editorial の範囲で第 5、6、7 章は

かなりの Restructuring と Revision が行なわれることになった。 →担当 KUKA 

•Medical vs. Non-medical ⇒ タスクによる （障害者が使うのか、健常者のアシスト

をするのか。 リハビリは Medical ロボットのスコープに入る）  

 •6 月会議に向けた主な日程： 

～3/11：  各国宿題を Cornelia （KUKA）に提出 

   → これまでに国内委員会にて宿題部分のコンセンサス形成と日本案作成が必要  

～4/09：  新コメント集の回付（WG7 議長→各国委員）  

～6/04：  新コメント集に対する各国コメント提出（→WG7 議長） 
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   → GW 前後には国内委員会にて新コメント集レビューが必要  

(4) 各国宿題  

•提出期限： 3/11（木）        → Cornelia に提出（Gurvinder を cc）  

•宿題項目：  

－"Person-carrier" robot のTIFFイメージをWG7議長に提供 （日本） …Done (Toyota) 

         ⇒ Annex に各カテゴリのロボットイメージ図を追加するため  

－第 4章 （特に 4.5 "Risk evaluation"）の条項を PC ロボット特有の表現で修正 （日

本） 

         ⇒ドイツ＆USA からの強い要求と批判あり  

－"Person-carrier" robot & "Physical assistant" robot の機能リスト表作成 （各国）     

…Done (Toyota, Honda)  

         ⇒ Annex-C に掲載する各カテゴリのロボットの "Functional List"を追加  

－Section 5.2.2 の "Mechanical stress" に適切な参照規格をリストアップ （各国） 

－Section 5.2.4.6 の修正案作成 （2足歩行の安定性を考慮して） （日本） 

         ⇒ パワーOFFになっても2足歩行が安定して止まっていれるような条文に修正

提案  

－Section 6.3 の "Emergency stop" の修正案作成 （日本） 

⇒ IEC 60204 に準拠しなくても良い（＝通常のキノコボタンを使わなくても良い）よう

な条文に修正 

各カテゴリロボットのリスクアセスメント例を別紙テンプレートに作成＆SIL or PL 閾値

の提示（可能な限り） （各国）  

⇒ 日本は "person-carrier"（TOYOTA） & "physical assistant"（HONDA） を担当  

⇒ SIL/PL 閾値を掲載できないなら、先ずリスクアセスメントの例を持ち寄って審議しよ

うという話  

        ⇒ リスクアセスメント表だけは、提出期限は 6月会議の場  

－Section 6.7.3 "Autonomous mode" の条文を修正 （日本； HONDA？） 

       ⇒ "operator" という言葉の利用を避ける条文で。 

 

3.3.6 ISO/TC184/SC2/WG7-SG（医療ロボットスタディグループ） 東京会議 

（１）日時   

2009 年 10 月 22 日（木） 9:00-17:00 

2009 年 10 月 23 日（金） 9:00-17:00 

2009 年 10 月 24 日（土） 9:00-17:00 

（２）場所 

 （22,23日） 



67 

 

  レニショージャパンオフィス（東京都新宿区四谷 4-29-8）（24 日） 

（３）出席者 9 名 

議長：Prof. Gurvinder Virk （UK） 

日本: 2 experts (AIST：鎮西氏, TEMA：太田) 

ドイツ:2 experts (Sascha Kolb, Speckner Cornelia) 

韓国: 1 expert (Prof. Kwan-Woong Gwak) 

UK：2 experts (Dr. Finlay Evans, Prof. Osman Tokhi) 

スイス：1 expert (Burkhard Zimmermann) 

（４）審議内容 

1. SG 審議キーポイント（ハイライト） 

① SG (Study Group) として第 1回目のキックオフ会議 

② 医療福祉ロボットの『安全』規格化についての検討が主目的 （SG では規格文書作

成はしない。  

あくまでも規格化に向けての初期検討＆ISO 事務局に対する必要性の提案のみを行

なう会議体 

③ “Medical-care robot”の定義/スコープについて長時間議論 （Medical Device の

定義、European Medical Directives、  IEC-60601 を参考に、2日にわたって議論） 

・Rehabilitation Robot は Medical-care robot の範疇 （ただし、Rehabilitation

が治療/治癒を目的としている場合のみ。装具の利用等により偶然身体能力/身体機能

が向上するものは Medical-care robot の対象外）。 

・Medical-care robot のサブセットに Medical robot がある？ 

（Medical-care robot と Medical robot の用語の違いあるのか？） 

・日本の意見は、“Medical robot”は手術ロボット等厚生労働省の認可を得た治療行為

を行なうもので、“Medical-care robot”はそれ以外のロボット（リハビリテーション

ロボットなど？） 

治療(Treatment)を積極的に目的とするものは、Medical-care robot (Wii-Fit のよ

うに治療を目的とせず、使用上たまたま身体機能が向上/治癒された、というものは

Medical-care robot に入らない。 

・Personal-care robots for the elderly may be medical-care robots if it is 

prescribed by medical staff. (No certification (i.e. FDA approval) needed.) 

④ その他以下項目について議論： 

・Medical-care robot のカテゴリー分類 ・ 3 つの大カテゴリーに分類 

・Medical-care robot の安全規格化項目をリストアップ （IEC-60601 を参考） 

⑤ 今後の WG8 会議予定： 

2010 年 2 月 12～13 日 （＠ Shades of Green, Orlando, USA） 
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2010 年 6 月 25～26 日 （Paris, France） 

2. SG 議論メモ 

2-1. “Medical-care Robot” の定義 （以下 SG 会議での原文で表記＝和訳無し） 

a)  intended by the manufacturer to be used, alone or in combination, for human 

beings for one or more of the specific medical purpose(s) of: 

・ diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease, 

・ diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an 

injury, 

・ investigation, replacement, modification, or support of the anatomy or of 

a physiological process, 

・ supporting or sustaining life, 

・ control of conception, 

・ disinfection of medical devices, 

・ providing information for medical or diagnostic purposes by means of in vitro 

examination of specimens derived from the human body; and 

b)  which does not achieve its primary intended action in or on the human body 

by pharmacological, immunological or metabolic means, but which may be 

assisted in its intended function by such means. (not needed for medical care 

robot?) 

Note 1: The definition of a device for in vitro examination includes, for example, 

reagents, calibrators, sample collection and storage devices, control 

materials, and related instruments or apparatus. The information provided 

by such an in vitro diagnostic device may be for diagnostic, monitoring 

or compatibility purposes. In some jurisdictions, some in vitro diagnostic 

devices, including reagents and the like, may be covered by separate 

regulations. 

Note 2: Products which may be considered to be medical devices in some jurisdictions 

but for which there is not yet a harmonized approach, are: 

• aids for disabled/handicapped people, 

• devices for the treatment/diagnosis of diseases and injuries in animals, 

• accessories for medical devices (see Note 3), 

• disinfection substances, 

• devices incorporating animal and human tissues which may meet the 

requirements of the above definition but are subject to different controls. 

Note 3: Accessories intended specifically by manufacturers to be used together with 
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a ‘parent’ medical device to enable that medical device to achieve its 

intended purpose should be subject to the same GHTF procedures as apply 

to the medical device itself. For example, an accessory will be classified 

as though it is a medical device in its own right. This may result in the 

accessory having a different classification than the ‘parent’ device.  

Note 4: Components to medical devices are generally controlled through the 

manufacturer’s quality management system and the conformity assessment 

procedures for the device. In some jurisdictions, components are included 

in the definition of a ‘medical device’. 

Note 5: Personal care robot for the elderly may be a medical care robot if it 

prescribed by medical staff. 

2-2. Medical-care Robot (MCR) のカテゴリー分類 

(1) 手術・診断用 MCR: 

- Invasive 

       Endoscopic 

       Biopsy 

- Ultrasonic 

- In-vitro 

- X-ray 

(2) 治療用 MCR: 

- Surgery 

      Dental 

      Invasive 

      Minimally invasive 

      Non-invasive 

  - Laser 

 - Focussed ultrasound 

- Rehabilitation 

- Radio therapy (both invasive and non-invasive) 

(3) 補助用 MCR: 

- Transport 

      Patients 

      Drugs, records, samples 

- Support 

- Communication 
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2-3. Medical-care Robot (MCR) の安全規格化項目一覧 

(1) Robot Terms & Requirements （用語＆安全要求事項）: 

- Static, fixed, mobile, permanent, portable, active device, 

- Movement without power 

- Single point of control 

- Constraints, locked, attached 

- Robot accessories 

 robot tools 

 drapes (patient + robot) 

- Traceability 

- “Black-box” recorder (could be a tamper proof software system) 

 operator commands (different input devices) 

 sensor inputs 

      especially sensors affecting essential performance 

      patient parameters 

      robot external environment 

- Robot motion outputs 

- Input-outputs of controller 

- Power supply 

(2) Robot Environment （ロボット使用環境）: 

- Floor 

- Reference point (in medical room, with respect to patient) 

(3) Robot Functions （ロボット機能）: 

- Display, Output sound 

- Alarm 

- Operational mode indication 

- Control 

- Communication I/O 

- External interface 

- Real-time O/S 

- Labelling/ Marking identification 

(4) Patient Environment （患者のいる環境）: 

- Hospital 

- Home 
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- Operating table 

- Medical (auxiliary) equipment 

(5) Safe Working Conditions （安全作業条件）: 

- Temperatures 

- Humidity 

- EMC 

- Protective measures 

- Means of patient protection 

- Mans of operator protection 

- Known and foreseeable hazards 

- Interruption of power 

- Sterilisation procedures 

(6) Robot–Environment Interaction （ロボット⇔周辺環境インタラクション）: 

Robot-Patient （ロボット⇔患者）: 

 - Patient requirement 

 - Robot-patient mechanical-electrical interface 

 - Patient support 

 - Lift, Movement, Hold, Support 

 - Patient release 

 - Patient release/fixation 

 - Transient implantable 

 - Proximity to patient 

 - Position on patient 

 - Tools, Devices 

 - Single/ Multi-use 

Robot-Operator （ロボット⇔操作者）: 

 Manipulation 

(7) Robot Motion （ロボット安全動作）: 

- Safeguard, Fulcrum point, Arm, Joint types, Bearing, Stiff, Compliance  

- Patient/Robot localization/registration,  

- Reference point 

- Open/Closed-loop 

- Operational modes 

- Emergency stop 

- Protective stop 
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- Brake 

- Levels of autonomy 

- Mechanical stability 

- Types of feedback 

 Position 

 Force/Torque 

 Continuous/ Non-continuous (feedback + operation) 

- Electrical noise 

- Transducers 

- Movement without power 

(8) Test Procedures （安全評価手順）: 

- Inherently safe 

- Risk assessment + Essential performance 

 Heavily dependent on risk/ Benefit analysis to patient  

 Residual risk 

 Acceptable/ Unacceptable risk (risk benefit analysis) 

- Verification/ Validation 

- Calibration 

- Repeatability 

- Maintenance 

- Expected service life 

(9) Essential Performance （必要性能）: 

- Tested for functionality 

- Directly affect outcome 

(10) Treatment Procedures (Medical, Surgical, and Dental) （手術・治療手順）: 

- Apply force 

- Drugs 

- Radiation 

- Assist in surgery 

 Cut 

 Remove parts 

 Implant parts 

- Apply heat 

- Apply vibrations 

- Apply laser/ light 
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- Apply electricity 

- Apply patient movements 

- Collect specimen/ Sample 

 Transport sample 

 Analyse sample 

(11) Instructions for Use （使用上の注意）: 

- Intended/ Unintended use 

- Foreseeable misuse 

 

3.3.7 ISO/TC184/SC2/WG7-SG（医療ロボットスタディグループ） オーランド会議 

（１）日時 

2010 年 2 月 12 日（金）～13 日（土） 

（２）場所 

Shades of Green, Orlando, Florida, USA 

（３）出席者 9 名 

Gurvinder Singh Virk, CLAWAR Association Ltd. (NZ/UK): 議長 

Cornelia Speckner, KUKA Robotiker (DE) 

Sascha Kolb, KUKA Robotiker (DE) 

Peter Kim, surgeon (CA) 

Mike Yarmategui, Intuitive Surgical, (US) 

Burkhard Zimmerman, HocomaAG (CH) 

鎮西清行 (JP) 

このほかに UK の出席者２名 

（４）議事内容 

・議長開会の辞(GSV) 

- WG1等並行して進められたWGの進捗次項が報告された。Robotの定義がまた変更されて、

"an actuated mechanism programmable with more than one axes with a degree of 

autonomy, moving within its environment, to perform intended task."となったと

いう。 

- 議長の意向として、2013-14 年頃に規格化できるように作業を進める。 

・Da Vinci Surgical System について(MY) 

- 同システムの概要、特にどのような安全思想で設計されているかについて解説がなされ

た。 

- 発表に先立って、Intuitive Surgical 社にとってこの会議で利害相反に当たることがな

いか旨質問があった。議長は無いと思うと回答。 
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・策定する規格案の Scope と定義について（鎮西） 

- 前回(2009/10)の会合で作成した Scope と Definition のうち、特に Medical care robot  

(MCR)と medical robot (MR)の相違について問題提起した。 

- Interventional device に相当するものを MR、それ以外を MCR としていたが、その区別 

が必要であるか、自明でない。侵襲度の高いものがよりリスク対策が難しいという訳で 

はない。侵襲の有無は医療機器としての規制の有無とは関係がない。そこで、侵襲の有

無で何らかの区別する必要が生じるまでは、定義から侵襲の有無に関する文言を外すこ

とを提案した。 

- 医療機器の定義は、国際整合が図られている GHTF の定義をそのまま用いる。 

- 現時点では、da Vinci を含めて自律性や programmability をもつ品目は余り多くないの 

で、robot だけを対象にすると役に立たない規格になってしまう。そこで、前記の robot 

の定義に当てはまらない robotic device についても定義に含めることを提案した。 

- これらの提案については、出席者の合意を得ることができた。次回までに細部の注釈を 

整理する。 

・幾つかの既存システムのリスク分析 

- ハザード分類は 2009/10 の会合では韓国の分担になったが今回は誰も来ていないので、 

da Vinci, Cyberknife, HAL, Lokomat について、考えられる主なハザード、その対策の 

抽出を試みた。 

- 詳細な資料がないので想像によるしかないが、ハザードは大きく幾つかに分類できそう 

である。その分類をやりかけのところで会期を終了した。 

・今後の予定 

- FDA Workshop on Medical Care Robot (2/19, メリーランド州)の breakdown session 

の割当を行った。 

- 次回は 6/19-20, Paris（当初は 6/26-27 であったが、同時期にジュネーブで CARS2010 

が開催されており、専門家を集めるにはずらした方がよいとされた（帰国後に、CAOS と 

いう整形外科のロボット関連の学会がパリで 6/19 まで開催されていることが判明。さら 

に変更する可能性がある） 

- 議長は各国から医療の専門家の出席を求める意向。  

 

3.3.8 ISO/TC184/SC2/WG8（サービスロボット）ベルリン会議 

（１）日時 

2009 年 6 月 25 日（木） 9:00～12:30 

（２）場所 

Room 60, Zentrum für innovative Gesundheitstechnologie (ZiG), Müller-Breslau-Straße  

Technical University of Berlin, Berlin, German 
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（３）出席者 14 名 

議  長   Seungbin Moon（韓国） 

委  員    Kwang-Ho Park（韓国） 

            Gurvinder S Virk（英国） 

        Sanja Dogramdzi（英国） 

            太田康裕（日本） 

        Theo Jacobs（ドイツ) 

オブザーバ   Otto Goernermann（ドイツ） 

        Chris Harper（英国） 

        Michel Parent（フランス） 

増田良介（日本） 

谷 和男（日本） 

        Gu-Min Jeong（韓国） 

Kwan-Woong Gwak（韓国） 

Dong-Won Yang（韓国） 

（４）議事次第 

1) 歓迎とお詫び 

2) 議事次第およびその他の事項の合意 

3) 前回会議の決議の再確認 

4) WG および他機関からの報告 

5) 次回開催について 

6) 閉会 

（５）議事内容 

・決議 67（WG8 内部の組織－決議 62，63，64 に続く）－継続 

WG8 内部の WG は、WG8 レベルでの進展を見せていないため、解消することと決定した。WG8

の各国は、下記に列挙した事項その他を自国に持ち帰り、各国内団体において近い将来重

要となるであろう事項を議論し、次回会合においてその報告をしてほしい。各国からの報

告を検討した後で、我々は WG8 内部の適切な組織（task group のような）を発足させるこ

とを考えよう。 

関心事項の例：性能、ソフトウェア、ロボット倫理、ハラル（宗教の戒律にかなった）食

物処理、座標系、ロボットコンテンツ。 

日本からは、少なくとも移動ロボット用語の 8373 積残し分について何か出すことになるで

あろう。現存規格を拡張した形にできるかどうか。国内委員会で検討したい。 

・決議 68（掃除ロボット）－完了 

ICE SC59F で掃除ロボットの性能の標準化作業が始まった。彼らは 近 WG5（家庭用掃除ロ
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ボットの性能測定法）を発足させ、韓国の Sungsoo Rhim を議長に指名した。 

・決議 69（CLAWAR 2009 における特別セッション）－完了 

2009 年 9 月 9-11 日にトルコのイスタンブールで開かれる CLAWAR 2009  

http://www.clawar2009.org/en/ において国際ロボット標準化活動に関する特別セッショ

ンを開き、4件の論文を発表する。 

・決議 70（ICCAS-SICE 2009 におけるオーガナイズドセッション）－完了 

2009 年 8 月 18-21 日に日本の福岡で開かれる ICCAS-SICE 2009  

http://www.sice.or.jp/ICCAS-SICE2009/index.html においてロボット標準化活動に関す

るオーガナイズドセッションを開く。ISO TC184/SC2 より 2件の発表を行う可能性がある。 

・決議 71（ISO 規格活動の発表）－継続 

我々は、学界とロボット産業界の注意を喚起するために、下記のロボット産業展および学

会において ISO 標準化活動の発表を行うことを奨励する。SC2 の各 WG の議長は、それぞれ

のグループの活動についてぜひ発表を行ってほしい。方策は SC2 事務局で考える。 

- IREX 2009, Nov. 25-28, Tokyo, Japan, 

http://www.nikkan.co.jp/eve/irex/english/index.html 

- Robobusiness 2010, USA, www.robobusiness.com 

- RobotWorld 2010, Seoul, Korea, http://www.robotworld.or.kr/ 

- ICRA 2010, Alaska, USA, May 4-8, http://icra2010.grasp.upenn.edu/ 

- IROS 2010, Taipei, Taiwan, Oct. 18-22, 

http://www.jddemo.net/robot/constructing.php 

- 2011 International Robot, Vision and Motion Control Show, Chicago, USA, 

    http://www.robots-vision-show.info/robots_vision_show_info.html 

適切な候補者は次回以降の会合において指すこととする。 

・決議 72（ロボット倫理）－完了 

英国 West England 大学の Sanja Dogramadzi よりロボット倫理に関する発表が行われた。 

 

・決議 73（IPA における研究活動） 

ドイツ Fraunhofer IPA の Theo Jacobs より Fraunhofer IPA におけるサービスロボットの

研究について発表が行われた。 

・決議 74（ロボットコンテンツ）－完了 

韓国 Kookmin 大学の Gu-Min Jeon よりサービスロボットのコンテンツに関する発表があっ

た。） 

・決議 76（次回開催）－完了 

次回  2009 年 10 月 22 日（木）午前。東京 

    （月－水：WG7，木午後－金：WG1） 
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次々回 2010 年 2 月 15 日の週。米国 

後続回 2010 年 6 月 21 日の週。パリ 

後続回 2010 年秋。ヨーロッパのどこか。同時に SC2 全体会議を開く。 

 

3.3.9  ISO/TC184/SC2/WG8（サービスロボット）ソウル会議 

（１） 日時 

2009 年 10 月 22 日（木） 9:00～12:00 

（２） 場所  

機械振興会館 62 号室（東京都港区芝公園 3-5-8） 

（３） 出席者 9 名 

議   長 Seungbin Moon（韓国） 

委   員 Soon-Geul Lee（韓国)  

Chris Harper (UK)  

Michel Parent（フランス） 

谷  和男（日本） 

増田良介（日本） 

      太田康裕（日本） 

      神徳徹雄（日本） 

三浦敏道（日本） 

（４）議事次第 

1）歓迎とお詫び 

2）議事次第およびその他の事項の合意 

3）前回会議の決議の再確認 

4）WG および他機関からの報告 

5）次回開催について 

6）閉会 

（５）議事内容 

・決議 76（WG8 内部の組織－決議 67 に続く）－継続 

各国の報告を検討した後、我々は下記の話題について研究グループを作ることとした。 

SG2（性能）リーダー：SeungBin Moon 

SG5（座標系）リーダー：Kazuo Tani 

SG6（ロボットサービスコンテンツ）リーダー：Soon-Geul Lee 

委員の呼びかけは次回会議の前に行う。 

・決議 77（研究グループの役割）－完了 

各研究グループは、今後の WG8 の会合で規格作成の作業状況を報告してほしい。 
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・決議 78（新規提案の計画）－継続 

各研究グループは、2010 年 6 月までに、現行規格がサービスロボットを含むように更

新できるか新規規格が必要かについての推奨案を提出してほしい。 

・決議 79（委員リストの検討－決議 55 に続く）－完了 

実働委員のリストを確認した。各国委員団の長を明確にした。規格化の過程を促進する

ために、我々はオンラインミーティングで意見を集める必要がある。委員団長は各国の

意見を表明してほしい。 

・決議 80（移動台座標系）－完了 

Moon 氏から移動台座標系の提案が示された。 

・決議 81（学術活動と規格活動の間のバランス－決議 71 に続く）－完了 

学術活動と規格活動の間でバランスをとる問題について議論し、規格活動に集中するこ

とに合意した。ISO 活動の普及についての個別の活動は、学術面・業界面両方において

盛んにやってほしい。 

・決議 82（OMG の活動）－完了 

Kotoku 氏より OMG の活動について説明があった。 

・決議 83（WG8 の今後の方針）－継続 

WG8 の今後の方針について議論し、次回の会合で議論を継続することとした。 

・決議 84（次回の会合）－継続 

次回の会合は、2010 年 2 月 12 日（金）米国フロリダ州オーランドで開催する。 

2010 年の会合は、7 月 25 日（金）フランス、パリで開催する。秋の会合は、SC2 全体

会議とともにヨーロッパの場所で開催する。2011 年 1 月の会合はニュージーランドで

開催する。  

 

3.3.10  ISO/TC184/SC2/WG8（サービスロボット）オーランド会議 

（１）日時 

2010 年 2 月 12 日（金） 14:00～17:00 

（２）場所  

Shades of Green, Orlando, Florida, USA 

（３）出席者 15 名 

議   長 Seungbin Moon（韓国） 

委   員 Soon-Geul Lee（韓国)  

Chris Harper（UK） 

Sanja Dogramdzi （UK)  

      太田康裕（日本） 

谷 和男（日本） 
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オブザーバ Yun Koo Chung（韓国） 

Jeff Fryman（米国） 

Otto Goernermann（ドイツ） 

（４）議事内容 

 1 議長は SG への委員参加募集の結果を報告し、決議 85 を決定した。 

決議 85（SG の委員リスト―76 に続く）―完了 

SG への委員参加募集の結果、以下のように委員を指名した。 

SG 2（性能） リーダー：Seungbin Moon 

Sungsoo Rhim, Kwan-Woong Gwak, Dong-won Yang, Young Sook Jeong, Yasuhiro Ota, 

Kazuo Tani,Ryosuke Masuda, Toshimichi Miura, Yoshihiro Sugita 

SG 5（座標系） リーダー：Kazuo Tani 

Soon-Geul Lee, Seungbin Moon, Ryosuke Masuda, Toshimichi Miura, Yoshihiro Sugita,  

SG 6（ロボットサービスコンテンツ） リーダー：Soon-Geul Lee 

Gu-Min Jeong, Yun Koo Chung, Hong Seong Park, Mi Sook Kim, Kazuo Tani, Ryosuke 

Masuda, Tetsuo Kotoku, Toshimichi Miura, Yoshihiro Sugita 

2 Yasuhiro Ota による発表にもとづき WG 8 の将来方向を議論し，決議 86 を決定した。 

決議 86（WG 8 の将来方向）―完了 

Yasuhiro Ota による ISO TC 184/SC 2/WG 8 の方向と里程標についての発表に感謝する。

WG 8 の役割を議論し、各 SG から提案された次の全体会議に向けた計画を了承した。各

SG の第一次提案を全体会議で報告する。 

3 WG 8 の現時点における暫定報告が議長より示され、決議 87 とした。 

決議 87（WG 8 暫定報告）―完了 

議長から WG 8 の暫定報告が示された）。 

4 各 SG のリーダーはそれぞれの分野の第一次報告を発表し、関係事項について議論し

た。決議 88 を決定した。 

決議 88（各 SG からの報告）―継続 

各 SG からの報告について、リーダーの尽力に感謝するとともに、次の会議で新事項を

報告するよう要請した。 

5 各 SG の意図を議論し、決議 89 を決定した。 

決議 89（WG 8 の各 SG の意図）―完了 

各 SG の意図は次回の全体会議で報告する。各 SG の目標は以下のとおりである。 

性能：ISO 9283 を更新するとともに独自の性能尺度を調査する。 

座標系：ISO 9787 を改訂し移動ロボットを含むように拡張する。 

ロボットサービスコンテンツ：ロボットサービスコンテンツに関する技術報告を展開す

る。 
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6 Yun Koo Chung が OMG の活動を発表した。決議 90 に示す。 

決議 90（OMG の活動）―完了 

Yun Koo Chung の OMG の活動についての発表を感謝する。 

7 ISO/IEC JTC 1/SC 24/WG 7（画像処理）との連携について議論した。これはロボット

応用のための顔同定規格の策定を考えているからである。 

決議 91（ISO/IEC JTC 1/SC 24/WG 7 との連携） 

我々は ISO/IEC JTC 1/SC 24/WG 7（画像処理）と連携をもつこととし、Yun Koo Chung

をオブザーバに指名した。 

8 議長は、ASTM が郊外探索救助ロボットについての規格を策定していることを報告し

た。 

決議 92（ASTM 規格）―完了 

ASTM（American Society for Testing and Materials）が Committee E54 on Homeland 

Security Applications and its subcommittee E54.08 Operational Equipment を立

ち上げたということである。 

(http://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/E5408.htm). 

E45 08 は 3 本のロボット関連の規格を制定した。 

・E2521-07a Standard Terminology for Urban Search and Rescue Robotic Operations 

・E2566-08 Standard Test Method for Determining Visual Acuity and Field of View 

of On-Board Video Systems for Teleoperation of Robots for Urban Search and Rescue 

Application. 

・E2592-07 Standard Practice for Evaluating Cache Packaged Weight and Volume of 

Robots for Urban Search and Rescue 

また、以下の規格を策定中である。 

・WK24611 Evaluating the Reaching and Grasping Capabilities of Teleoperative 

Ground Robots Manipulators to Facilitate Emergency Response Operations 

・WK14437 Evaluating the Performance of Radio (Wireless) Communication Links used 

for the Control and Telemetry Systems on Urban Search and Rescue Robots 

・WK19786 Robot Navigation During Teleoperation 

・WK21815 Evaluating the Manipulation Capabilities of Ground Robots for Urban 

Search and Rescue Applications 

・WK21819 Evaluating the Performance of the Power and Energy Subsystems of Remotely 

Controlled Battery-Powered Ground Robots for Urban Search and Rescue 

9 議長は、ISO 概念データベースが ISO と IEC の開発した用語の定義を調べるのに使え

ることを報告した。決議 93 に示す。 

決議 93（ISO 概念データベース） 



81 

 

ISO の概念データベースが http://cdb.iso.org でアクセスできる。ISO/IEC 文書で展開

された用語の定義が、このデータベースで調べられる。 

10 次回会議の場所を議論し、決議 95 のように決定した。 

決議 95（次回会議） 

2010 年 6 月会議 6 月 25 日（金）フランス，パリ。 

2010 秋会議 SC2 全体会議と一緒に開催。 
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４．まとめ 
今年度は、災害対応ロボットの安全基準を明確にするため、実証レベルにある災害対

応ロボットの構造・機能・性能等についての具体的調査、災害対応ロボットの運用時の

安全確保のための仕様・機能等の要件及び安全基準の検討に必要な情報等の具体的調査

及び災害対応ロボットの安全基準の骨子策定のために必要な基本要件・項目のうち、安

全とその責任等について検討を行った。 
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、安全基準策定の際に反映させるための

検討材料とした。 
来年度は、実際に災害対応ロボットのリスクアセスメントを実施すると共に、今年度

の調査研究成果に基づき、災害対応ロボットの安全基準の基本要件・規定項目等につい

て検討を行う予定である。 
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、我が国ロボット産業のためにも、今

後も引き続き実施していく必要がある。 
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