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 [要 約] 

機械類に使用する安全装置等の安全性能を規定しているISO 13849-1:2006の改正に伴い、

ISO/TC130/WG5 では印刷産業機械の安全規格（ISO 12643）にこれらの規定を盛り込むため

の審議が行われている。本調査研究は、印刷産業機械の設計、製造者として ISO 

13849-1:2006 の要求事項に適合するための指針について検討を行ったものであり、これら

の成果を報告書に取りまとめた。 

本規格は、機械類に使用する部品等の信頼性評価に関する従来のカテゴリ評価に加え、

部品等の信頼性を長期使用時の寿命という考えまで拡大し、それらを確率論的に求めたパ

フォーマンスレベル（PL）による評価を行うことを求めている。これらの規格に適合する

ためには、印刷産業機械業界として PL 評価に関する標準的な手法を確立し安全性のレベル

アップを図ることが必要である。委員会では、PL 評価の手法を確立するため、認証機関

（BG・ドイツ職業保険組合）における事例を基に検討を行うとともに、PL 評価の試行等に

より取り組み課題を抽出した。本報告書は、これらの内容及び今後の取り組み指針につい

て検討を行った結果を取りまとめ示した。 

 

第 1 章 調査研究の目的及び概要 

 1.1 調査研究の背景と目的 

ISO 13849-1:2006（B 規格）の改正に伴い、ISO/TC130/WG5 では印刷産業機械の安全規

格である ISO 12643-1～5（C 規格）に、ISO 13849-1:2006 の要求事項を盛り込むための

審議が進められている。 

本調査研究は、ISO 13849-1: 2006 の規格が要求するパフォーマンスレベル（PL）を

取上げ、印刷産業機械業界として PL 要求値に対する評価方法を確立し、各社における

評価レベルの統一化を図るとともに、印刷産業機械の製造者が ISO 13849-1: 2006 の要

求事項に適切に対応するための指針を示し、今後のガイドライン策定のための基本的な

内容を整理することを目的とした。 

1.2 調査研究の概要 

印刷産業機械の設計、製造者として、ISO 13849-1:2006 の要求事項に適合するため、

規格の内容を吟味し、PL 評価の取り組み課題を抽出のうえ、試行的に印刷産業機械の安

全制御システムのモデル回路を作成し PL 評価を行った。これらの評価に関する書類につ

いては、認証機関に検証を依頼する等により、ISO 13849-1:2006 の対応指針を策定し報

告書に取りまとめた。 

具体的な事業内容は以下のとおり。 
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(1) PL の評価方法に関する調査 

ISO 13849-1:2006 が要求する安全制御システムの PL 評価に関連する基本的事項。 

① ISO 13849-1:2006 の安全制御システムの要求性能レベルに関する調査及び印刷産

業機械の安全規格（ISO 12643-1～5）が求める PL 要求値に関する調査。 

② 印刷産業機械の実機による PL 要求値の検証。 

③ PL の各種計算システムの評価。 

(2) 安全制御回路モデルによる PL 評価実証調査 

印刷産業機械業界として適切な PL 評価の取り組みを推進するため、当委員会において、

印刷産業機械の回路図を想定した安全制御システムのモデル回路を作成し、PL 評価を試

みた。それらの検証は認証機関に依頼した。 

モデル回路は、機種別に設置した、オフセット枚葉印刷機（Ａグループ）、WEB オフセ

ット輪転機（Ｂグループ）、断裁機（Ｃグループ）の３グループごとに作成のうえ、ISO 

13849-1:2006 の手順に従い PL 評価を行った。 

実施手順及び実証は以下のとおり。 

① 機種別の安全制御システムのモデル回路を作成。 

② モデル回路の PL 要求値を求める。 

（ISO 12643 規格に基づき PL 要求値を求めることにしたが、ISO 12643 規格に規定

がない場合、リスク分析により PL 要求値を求めた） 

③ 安全制御回路モデルの PL 評価の試行。 

・モデル回路のブロック展開 

・PL 評価の計算（手計算または PL 評価自動計算システムを使用） 

・レポート作成 

④ PL 評価の実証 

各グループがレポートにまとめた PL 評価資料の検証については、印刷産業機械の

認証に実績のあるドイツの認証機関 BG（ドイツ職業保険組合/以下 BG）に調査を依

頼し、具体的な回答を得た。 

(3) 指針・ガイドライン策定 

上記(1)～(2)の調査研究成果に基づき、印刷産業機械の製造者が ISO 13849-1:2006

の要求事項に適合した PL 評価の取り組みを推進するための指針を示し、今後のガイドラ

イン策定を念頭においた取りまとめを行った。 

 

第 2章 ISO 13849-1:2006 の要求内容について 

2.1 ISO 13849-1:2006 の概要 

ISO 13849-1:2006“Safety of machinery --- Safety-related part of control systems 
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--- Part 1: General principles for design1）”は、機械の安全制御部に関連する部分

の設計指針であり、初版は 1999 年に発行され、我が国メーカーも対応してきている。今

回の改正では、昨今の電子化され、またソフトを使用した安全関連制御部が増えたこと

を反映して、ソフトウェア開発における V モデル、信頼性指標である PL(Performance 

Level、全制御部の作動の確実性を示す指標)の導入等がなされた。 

ISO 13849 は機械安全規格の体系のなかでは B 規格(グループ安全規格)である。機械

制御の安全関連部の作動信頼性を規定しているという点では IEC 61508 の傘下規格であ

る IEC 62061 と重複している部分があり、両者の整合化が課題となっている。また、ISO 

13849でも、PL=eに対応するソフトウェアの設計に関してはIEC 61508を参照している。 

主な改正点は次の事項である。 

① リスクの数量的な低減という視点が強く打ち出された。これは、ISO 13849-1:2006

の図 2に示されている。従来でも、リスクグラフでカテゴリを決定する際に、本質的

安全方策でどこまで行うかを考慮していたので、実質同じであるが、リスクを連続量

としてとらえる図を用いて説明している。 

② ①を受け、カテゴリの考え方に信頼性の指標である PL が導入された。また、従来の

カテゴリ(だけ)による方法では、カテゴリ 1、2、3、4で構造の違いは規定されていた

が、それが必ずしもリスク低減と一致していたか明確でなかったことが、PL 導入のい

きさつの一つと思われる。 

③ いままでソフトウェアを用いる制御回路の扱いの規定がなく、また電子回路を用い

た安全制御回路の扱いが明確でなかったので、これらの事項を規定された。 

 

ISO 13849 は制御システムの安全関連部の設計・評価に関する規格であり、上述のよ

うに、評価に PL が規定された。PL は、安全関連部の一時間当たりの危険側故障の平均

確率を基に考える。ただし、安全側の故障は考えず、危険側故障のみを評価する。定義

は表 2.1 のとおりである。手順は次のようになる。 

(1) 始めに、危険源同定の結果を受け、リスク低減方策を実施する。 

(2) その結果、制御による本質的安全設計方策あるいは安全防護及び付加防護を行う

ことになった時に、この規格に従った検討を行うことになる。 

(3) リスクグラフ(ISO 13849-1:2006 附属書 Aの図 A.1 参照)あるいは他の妥当な方法

により、安全制御部の有すべきパフォーマンスレベル(PLr)を決定する。または、

個別 C 規格で規定されているので、それに従う。印刷産業機械では、ISO 12643

に規定されている。 
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(4) PLr に適合する設計を行う。 

 

表 2.1 パフォーマンスレベル(PL) 

PL 
一時間当たりの危険側故障発生の平均確率 

Average probability of dangerous failure per hour [1/h] 

a ≥ 10-5 to <10-4 

b ≥ 3×10-6 to <10-5 

c ≥ 10-6 to <3×10-6 

d ≥ 10-7 to <10-6 

e ≥ 10-8 to <10-7 

 

2.2 ISO 12643 への適合及び印刷産業機械の PL 要求値 

機械の設計に当たっては、リスクアセスメント結果に基づき、さらに附属書 Aに示さ

れるリスクグラフによって、要求パフォーマンスレベル PLr を決定し、その要求に合致

した制御の安全関連部を構築することになる。現実的には、印刷産業機械の安全に関す

る C規格 ISO 12643 シリーズに規定されている PLr を少なくとも達成することが求めら

れる。ISO/DIS 12643-1～5 には規定の要求パフォーマンスレベルが掲載されている。 

2.3 実機による検証 

実機による調査を行った結果、次の点が明らかになった。 

① ハードウェアの面では、現在有効な規格ではカテゴリで規定されており、設計、

製造もそれに従っているが、設計上の検討はすでに開始され、相当程度に進んでい

た。従って、規格の趣旨を理解し、相応の準備をすれば設計実務上の対応は可能と

思われる。 

② ソフトウェアの妥当性の検証は体系的に精緻に行われており問題点はないと思

われるが、規格の定める Vモデル(ISO 13849-1:2006 の Fig.6)との整合性は今後検

討が要るように思われる。これは、一社の問題ではなく、工業会としてモデルを構

築する必要があろう。 

③ 一方、回路が定まっても信頼性データによっては達成できるパフォーマンスレベ

ルが異なることがある。スイッチなどの信頼性データは供給者から提供されるべき

ものであり、各社、あるいは工業会から要求し、早めに入手することは必須である。 

2.4 まとめ 

ISO 13849 の改正は一見大幅なもので戸惑うところもある。しかし、構造そのもの
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はカテゴリをそのまま引継ぎ、その上で信頼性の要素を上乗せしているもので、計算

の煩雑さはあるが、準備すれば対応可能と思われる。 

 

第 3 章 関連業界における ISO 13849-1:2006 の取り組み状況について 

3.1 欧州、日本の電気メーカーの取り組み（MTTFd、B10d） 

MTTFd 及び B10d のデータについて、主なものは ISO 13849-1 の C5 にある記述のとお

り、主として SN 29500 が拠り所とされている。その他、MIL-HDBK-217E があり、典型値

については本規格に掲載されている。電気部品メーカーのうち安全関連製品を提供して

いるメーカーデータについては、約 50 社が SISTEMA Library を作成し、データが公表

されている。 

最近では日本の主要電気部品メーカーも、MTTFd、DC、 CCF 等のデータを提供できる

ようになってきた。 

3.2 BG の ISO 13849-1:2006 の PL 計算の手引き 

BGIA Report 2/2008 は、機械の安全関連制御システムの構築に関する実用的な応用事

例や助言をはじめ数多くの貴重なヒントが盛り込まれている手引きである。本レポート

は、ISO 13849-1:2006 の要求事項が実際の技術手法で実行できるものであることを示し

たものであり、本規格が国内及び国際レベルで統一して適用され、実施されるための重

要な手引きとなる。 

3.3 入手可能な PL 評価計算ソフトの紹介 

PL ソフトについては、BGIA Report 2/2008 を作成・発行した BGIA の SISTEMA が、専

門性の観点から、そして前述のとおり Library 提供を含めて主流である。 

SISTEMA 以外には、ドイツ PILZ 社の PASCal 及びドイツ SIEMENS 社の SET 等が PL ソフ

トとして提供されている。 

 

第 4 章 印刷産業機械における PL 評価の検証について 

4.1 PL 評価の検証 

設計者が印刷産業用機械の制御回路の安全関連部の PL 評価を行うためには、適切な

例題が大きな助けとなる。また、評価は多くの場合、専門の第三者(認証機関)により行

われるので、評価者への出す資料の種類、書き方も重要なノウハウである。これらの資

料と経験を蓄積することを目的に、代表的な三機種について、回路の設計、認証に必要

な書類の作成等を行い、BG に提出して、評価を受けた。 

4.2 印刷産業機械の安全性評価の試行 
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印刷産業機械の機種別のグループを設置し、モデル回路による PL 評価の試行を行うと

ともに、その評価書類を作成のうえ BG に送付し、BG より検証の結果を文書で得た。ま

た、BG の担当者を当委員会に招いて、ISO 13849 全般の講演及び評価結果についての討

論を行った。 

【選定対象機器及び担当グループ】 

・オフセット枚葉印刷機におけるホールドトゥラン機能・デリバリ侵入防止機能・非

常停止押しボタン（Aグループ） 

・WEB オフセット輪転印刷機の安全カバー停止回路（Bグループ） 

・断裁機のバックゲージ部（Cグループ） 

【報告書の記載内容】 

（1）BG への提出レポート（和文、英文）：各機械の危険源から、制御によるリスク低

減が妥当なものをいくつかを抽出して、安全制御回路を設計した。回路図及び安全

機能の説明、計算書などを作成し、必要に応じてカタログ等を添付し、認証取得と

同様な準備を行い、レポートとして BG に提出した。 

（2）BG からの指摘（和文、独文の順）：BG から送付された「評価書」をそのまま記載

した。 

（3）BG との討論内容 

（4）修正レポート：評価書、討論結果（4.2 の(3)）を踏まえ、認証取得を想定してレ

ポートを修正した結果である。 

（5）考察 

である。 

4.3 BG による検証結果について 

枚葉機（A グループ）では、チャレンジ的な回路も組み込んだため、審査側に意図を

伝えるのが難しかった。これは、印刷機では定型的な回路であっても審査官はメーカー

担当者よりも広範な機械を扱っているので、安全機能とその実現については、詳細の説

明が必要であることがわかった。今回のように、チャレンジ的な回路を実機で使う場合

にはなおさらであると思われる。一方、そうであっても、説明することで理解を得るこ

ともできたわけで、その意味では、今回のような検証等を通じて、テクニカルコミュニ

ケーションの方法を取得することは、大きな効果があると思われる。また、工業会で標

準的な書式を作ることも有効であると考えられる。 

輪転機（Bグループ）では、安全機能の説明の伝達で苦労した。BG はある程度解釈（類

推）して査定したようであった。しかし、十分に設計意図が伝われないなかでの認証は、
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不的確との判定になりかねない。そのような極端なことはないにしても、望ましいこと

ではなく、また文書化しておいても、万が一の際に設計の妥当性の証明として活用でき

ないこともありうる。日本人は文書化が苦手といわれるが、もともと持っている設計技

術に見合った説明能力と文書化能力で、国際競争力が増すと考えられ、PL の認証の問題

に限らず、向上が必要なスキルであることが再認識させられた。 

断裁機（Ｃグループ）については、オーソドックスな回路であり、特に大きな指摘事

項はなかったが、カタログのコピーを添付しても必ずしも提出者の意図が伝わるとは限

らないことを体験した。今回のように IEC 61800-5-2 など認証を取得したものを使う際

には、認証書のコピーを取り寄せ添付することが、その後の審査をスムーズに進める上

で大切なようである。これは、審査時に問われてから対応してもかまわないという意味

で本質ではないが、円滑に審査を進めることは、審査側、受審側にとって好ましいこと

で準備すべきことであろう。また、準備のなかで、設計者にとっても、設計の妥当性の

確認にもなる。 

共通的事項を再度まとめると次の各項目となる。 

① PL 設計妥当性検証試験では、回路構成、計算結果に対する否定的なコメントはな

かった。むしろ、設計の意図を正確に伝えることがキーポイントであった。その意

味で、当初の文書と妥当性確認結果受領、討論後の文書を見比べ、設計者の文書化

の要点を理解してほしい。 

② 制御システムのなかの安全関連部は、設計した安全機能とそれを担保する回路は

略さずに記すこと必要であった。これは、回路図そのままという意味ではなく、安

全機能の作動の仕組みがわかるものである。また、その作動説明の文書も必要であ

った。今回、当初の文書では、添付資料などについて、なぜ添付したのか理解され

ずに評価されていた点があった。規格適合品を使用した場合には、そのコンポーネ

ントの認証書をメーカーから取り寄せ、添付することが必要あると感じられた。 

③ MTTFd についても、カタログのコピーを付けるのではなく、試験成績書等の形で

取り寄せ、添付することが望ましいと考えられる。討論会でも、BG 側から「ファッ

クスでもよいので、メーカーの書面を付けること」を推奨していた。認証側として

は、対象機器で使われているコンポーネントのデータと明示的にわかるものを求め

ているものと思われる。 

④ DC については、複数のグループで根拠を示すことが要求された。特に、「カテゴ

リ４の構成であるからという理由では 99％とはならない」ことを強調していた。 

4.4 総括 
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本改正の中心機関でもある BG との間で、ISO 13849-1:2006 で導入された PL の解釈に

大きさ相違がなかったことが確かめられ、そのこと自体、一つの成果であった。 

 

第 5 章 調査研究のまとめ 

本調査研究では、印刷産業機械業界において PL の要求を理解するのに必要な諸項目の整

理を行った。得られた主な成果（ISO 13849 改定の要約も含む）は、次のとおりである。 

1. 信頼性指標が導入され、さらにソフトウェアについての規定が加わった。これは、最

近の電子化された回路の採用、PLC の採用などに対応している。 

2. ソフトウェアの要求事項を抽出したが、求められる文書化の詳細は今回の調査だけで

は明らかにし切っていない。これは、印刷産業機械に限ったことではない。IEC 61508

規格における認証評価などの例を参考にしつつ、検討を継続する必要がある。 

3. ISO 12643 の規定は PLr となったが、従来の規格で規定していたカテゴリから特に問

題なく、ほぼそのまま移行できそうである。 

4. PLr を満たす制御の安全関連部設計の「教科書」は必要で、現状ないが将来は我が国

独自のものが用意されることが望ましい。 

5. このような現状下では、BG レポート翻訳は貴重な「教科書」であり、これは印刷産業

機械工業会だけでなく、広く各業界において使える。いち早く翻訳した（レポートの

第８章は現時点では部分訳である）ことは、我が国工業へ大きく貢献できる。有効活

用頂きたい。 

6. 設計実務では計算ツールが必要である。その観点から入手可能なものを比べた。 

7. 特に、SISTEMA は有用なツールの一つであるので、使い方を具体例を用いて平易に解

説した。資料編を参照されたい。この資料により、SISTEMA が使いやすくなったと思

われる。 

8. BG・ベッカー氏による PL の検証では、回路構成、計算結果に対する否定的なコメント

はなかった。むしろ、設計の意図を正確に伝えることがキーポイントであった。その

意味で、当初の文書と妥当性確認結果受領、討論後の文書を見比べることで、参考と

なるものと考える。 

9. 同じく、説明に関しては、制御システムのなかの安全関連部は、略さずに記すこと必

要であった。これは、回路図をそのまま記載するという意味ではない。制御回路の安

全関連部の作動説明は、詳しく説明する必要があった。今回、当初の文書では、BG と

しての経験からある程度の推定をして評価していたように思われる点があった。安全

機能、その具現法をきちんと表現しきるスキルは、電気設計と同じように重要である。 



 10

10. DC については、根拠を示すことが要求された。 

なお、ベッカー氏の一般講演のなかで言及されていたが、IEC 62061 との整合化は今

後の課題である。実際、ISO、IEC 両団体でも、リエゾンを作って議論中である。この動

向は、次の ISO 13849 の改正につながるので、注視が必要でるとともに、我が国からも

積極的な提案がなされてしかるべきである。 

 

 

  

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
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