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序 

 

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

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

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

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

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

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

に、新たなビジネスチャンスとも考えられます。 
 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平成 19 年

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

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

ど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。 

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

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

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

おります。 

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

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

からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。 

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

団法人日本電気制御機器工業会に「リスクアセスメント実証調査」を調査委託いたし

ました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  





 

 

はしがき 

 

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

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

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

され、機械安全分野において重要テーマとなっております。 

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

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

の中味についてはかなり知られるようになってきました。 

日本における労働災害は年々減少傾向にありますが、作業者の人的ミスや作業マニ

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

防止対策には明らかに限界があることも事実です。 

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

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

切にリスク低減が達成できないものがあります。 

本調査では、設計・製造者から与えられる残留リスク情報に対して人の注意力だけ

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

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

策を提案するものです。 

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

認技術とカメラによる画像識別技術を組み合わせ、実生産現場で実証実験をすること

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

問題点を抽出いたしました。本調査が、実現場で使用者が行う更なるリスク低減を支

援する装置の安全性を高めるための研究成果であり、ご参考に寄与すれば幸甚です。 
本調査の実施に当たり、多大なご尽力をいただきました企業、関係者の方々並び委

員各位に対して、厚くお礼を申し上げます。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本電気制御機器工業会 

会 長    舩 木 俊 之 
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はじめに 

 

本調査は、昨年度に引き続いてリスクアセスメント（RA）実証に関する調査を行い、更

なる安全化への技術の活用を考察したものである。つまり、(1)複数機械設備で構成される

生産システムを安全かつ効率的に運用するための技術的方策、(2)保全の様に有資格者が作

業に当たる等、適切な管理によって安全が保たれている作業における技術的支援について、

昨年度の成果を踏まえ、引き続き検討を進めたものである。 

ISO/IEC Guide 51 が述べるように、設備側が 3 ステップメソッドの要請(本質安全設計

方策、安全防護及び付加保護方策の実施と、それでも残るリスクについて使用上の情報を

提供)で安全確保を行った後、使用者による保護方策(追加保護方策、訓練、保護具，組織)

を行う中で、安全化を作業者の注意力に依存する部分に関して RFID 機器等の IT機器を用

いた支援を行なうことを試みている。このような支援のためには、(1)危険作業領域に入場

またはそこから退場することの検知、(2)作業領域にいる人の把握、(3)作業毎に適切な作

業者が従事しているかの把握が不可欠で、昨年度は、労働安全衛生総合研究所内の現場モ

デルで試験を行った。 

本年度は、実現場（A 社製造ライン）で実証試験をすることにより、IT 機器自体の性能

だけでなく、作業者の実際の動きや周辺機械や設備、環境の影響などを含めた検討を行っ

た。その詳細な結果は後述するが、概ね良好な結果が得られたが、未検知や誤検知も見ら

れた。しかし、これらの結果から、IT機器を組み合わせ（ビジョンセンサと RF-ID 機器を

組み合わせ）て使用する必要性とその効果や各機器を安全化支援のために使う際の設計上

の要求事項を明らかにすることができ、実用化に向けての不可欠な知見が得られた。 

また、本年度は『支援的保護装置』の概念の構築を試みた。この考察の中で、機械類の

安全性の基本規格である ISO12100 の中での位置づけを明確にすることができた。また、統

合生産システムの国際規格 ISO11161 においても、危険なエリア内に作業者が存在するとき

は設備を停止する、あるいは起動できないようにするということでは ISO12100 と同一の考

えであるが、複数の設備がある中で、それをどのように実現するかは規定されていない。  

したがって、リスクアセスメントによる危険源と危険エリアの特定、それに対応した各

機械での安全確保と支援的保護装置の設置の一連のプロセスを規格化することが、安全確

保を確実に行うために必要であると確認した。今回の実証試験で得られた結果は、我が国

からこの方法論と手順を ISO へ規格化提案する際の基礎知見となるものである。 

このように大切な試験研究であり、十分な成果を得たと考えているが、これには多くの

関係者の方々にご協力をいただいた。ここに改めて御礼を申し上げる。 

平成２３年３月 

 

リスクアセスメント実証調査委員会 

委員長  福田 隆文 
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第１章 調査の概要 

 

1.1 背景と目的 

機械設備は、危険源を同定して、その危険の程度を査定し、査定の度合に応じて安全

方策を実施して安全を確保する。従来の安全方策では、危険の見積もりにより危険エリ

アを設定し、そのエリアを遮蔽して立ち入らないように保護ガードを設けて安全を確保

していたが、実際の現場では、危険エリア内でメンテナンスやティ－チングなどの作業

を実施しており、そこに人が立ち入った場合、安全機能を働かせていた。人と機械とが

接近した作業は、日常的に必須なケースが多く、その作業を実施する上で、安全機能を

働かせるために複雑な手順・操作・管理を実施しているのが実情である。そのため、作

業性・効率性が悪いなどから、往々にして安全機能の無効化を行っているケースが散見

されるという大きな課題がある。また、危険エリア内での作業に関して設備を扱う人へ

の教育に重点を置く傾向もあるが、人は間違えるとの視点に立てば危険エリア内への侵

入および作業においては傷害が発生する可能性が大きい。 

本事業では、危険エリア内での人の存在検出に関する上記課題解決のために、個人の

特定（スキル、作業区分等）をも含んだ人の存在検知を可能にする新規性のある RFID

と共に、カメラなどの手段を併用したシステムを採用する。また、安全確保のためのフ

ェンスやガードを設けずに、前記併用手段を用いて人の存在を安全エリア内か危険エリ

ア内かを判別して安全機能を起動させる。モデルシステムとしては、有効性の検証を平

成 21年度に実施してきたが、本事業では、実現場にての実証を実施して、実現場で採用

するための課題の明確化とその対策を検討することが重要である。また、結果として人

と機械とが接近した作業における標準化に有効な安全要件事項を抽出することも目的と

する。 

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

求事項を定義した ISO11161 があるが、ISO11161 は危険エリアを設けてそこに立ち入っ

たら安全停止するという概念であり、人と機械とが接近した作業における有効な安全確

保手段を提供し得ていない。そこで、ISO11161 への支援的安全保護方策の提案を検討す

る。 

 

1.2 調査体制 

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

及び実務者で構成した「調査ワーキンググループ（RAWG）」を設け、調査員として NECA

職員を選任し、調査を行う。本委員会の役割は、調査の方針を決定し事業を統括すると共に、

ワーキンググループの作業内容について審議、承認する。 

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

てまとめる。 

（社）日本電気制御機器工業会に「調査委員会（委員長：福田隆文長岡技術科学大学教授）｣
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を設置し、調査内容および成果についての＜自己評価実施体制＞を敷いて自己評価を実施す

る。（図 1.2.1）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

図 1.2.1 本事業の調査体制と自己評価体制 

 

1.3 調査項目・スケジュール 

（１）事業名  

平成22年度「リスクアセスメント実証調査」事業  

（２）事業の目的  

本事業では、危険エリア内での人の存在検出に関する上記課題解決のために、個人の特

定（スキル、作業区分等）をも含んだ人の存在検知を可能にする新規性のある RFID と共

に、カメラなどの手段を併用したシステムを採用する。また、安全確保のためのフェンス

やガードを設けずに、前記併用手段を用いて人の存在を安全エリア内か危険エリア内かを

判別して安全機能を起動させる。モデルシステムとしては、有効性の検証を平成 21 年度

に実施してきたが、本事業では、実現場にての実証を実施して、実現場で採用するための

課題の明確化とその対策を検討することが重要である。また、結果として人と機械とが接

近した作業における標準化に有効な安全要件事項を抽出することも目的とする。 

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

求事項を定義した ISO11161 があるが、ISO11161 は危険エリアを設けてそこに立ち入った

ら安全停止するという概念であり、人と機械とが接近した作業における有効な安全確保手

段を提供し得ていない。そこで、ISO11161 への支援的安全保護方策の提案を検討する。 

（３）事業の内容  

リスクアセスメント実証調査に関し、以下の項目の調査活動を行う。 

①生産現場での検証 

実際に生産を行っている現場で、RFID やカメラ等を併用したシステムを構築し、平成

21 年度に判明した課題解決することに注力し、 適なシスムを構築する（現場としては、

異なる製造分野を 2箇所以上検討する）。 
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そのシステムを実生産現場において、存在検知の精度を左右する要素の抽出とその要素

に対する打ち手、検出できない、あるいは検出困難な死角に対する打ち手などが考えられ

るので、実証検証を行なう。 

なお、実証検証については、実現場において、当調査 WG メンバの意見を聴取しながら

専門機関に委託して実施する。 

②標準化検討 

人の特定をも含んだ人の存在検知を可能にする RFID の特徴をメインに、カメラなどの

追加手段を併用した前記構築したシステムの標準化を検討する（支援的保護装置の検討）。 

③ISO11161 の調査 

ISO11161 の 新 2007 年版の内容に対し、本プロジェクトの成果を反映すべき、調査を 

実施する。 

 

（４）スケジュール 

本事業の調査スケジュールを下表に示す。 

 

            表 1.3.1 本事業の調査スケジュール 

上半期 下半期       半期別･月別 

 

 

 

項   目 

22

年

／

7 

 

 

 

8 9 

 

 

 

10 11 12

23 

年 

／ 

1 

 

 

 

2 
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① 生産現場での実証検証          

② 標準化検討          

③ ISO11161 の調査          

④ 本委員会（◎） 

WG（○）開催 

 

○

◎

○

 

○

 

○

 

○

 

○

◎ 

○ 

◎ 

○ 

 

⑤ 報告書の作成・公表          
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1.4 活動結果 

 1.3 の活動計画に対し、平成 22年 8月からスタートし、調査本委員会および実証調査ワ

ーキンググループ(RAWG)委員会を以下の表の結果の通り実施した。調査本委員会の議事録

は添付資料５を参照。  

 

年　月 実　績

平成22年8月2日 第１回　計画の決定（役割含め）、WG活動の方向性承認

平成23年1月26日 第2回　報告書の方向性確認

平成23年2月28日 第3回　報告書の最終レビューと終了確認

年　月 実　績

平成22年7月22日 第１回　計画の策定、実証現場先検討等

平成22年8月31日 第２回　現場探索状況確認、検証項目検討、支援的保護装置検討　

平成22年9月30日 第３回　検証現場候補の詰め、支援的保護装置検討

平成22年10月13日 第４回　現地訪問とシステムの具体的検討

平成22年10月15日 第５回　現地実証実験先の情報共有化と検証システムの検討

平成22年11月18日 第６回　仮想実証実験先での事前機器取り付け検討

平成22年11月19日 第７回　仮想実証実験先での事前機器取り付け検討

平成22年12月22日 第８回　現地実証実験結果の情報共有化とまとめ方針検討

平成23年1月26日 第９回　報告書レビュー

平成23年2月28日 第１０回　報告書最終確認

実証調査ワーキンググループ(RAWG)委員会

実証調査本委員会

 
 

表 1.4.1 調査活動実績 
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1.5 用語と解説（本報告書で使用する用語と解説） 

（1）RFID 

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

う。一般的には、リーダ/ライタ、アンテナ、及び RF タグで構成される。 

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

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

（2）RF タグ 

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

タグを RFタグという名称で特別に定義する。 

（3）リーダ/ライタ 

  RF タグのデータを書込み、読み出しする装置。通常、アンテナと制御装置で構成する。 

（4）アンテナ 

  リーダ/ライタの一部で、RF タグとの物理的に電磁界ないしは電波の送受信を行う半

導体素子放射部分(空間結合素子部分)。本報告書においては、アクティブタグの情報を

読み出すアンテナを特別にアクティブリーダと呼ぶ。  

（5）交信 

RF タグとリーダ/ライタ(アンテナ)間の無線通信のことをいう。通信とは言わない。 

（6）パッシブタグ 

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

般的に 1m以下の近距離での交信が可能な RFタグのことをいう。 

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

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

と呼ぶ。 

 (7)アクティブタグ 

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

ンテナへ情報を送る RFタグをアクティブタグという。   

(8)RSSI 

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

号の強度を測定するための回路、あるいは信号のことをいう。 

(9)LF アンテナ 

内部に RFID のアンテナ用コイルを内蔵。今回の評価で使用した LF アンテナは 125kHz

帯。LF発信機とケーブルでつなぎ、LF アンテナから発する電波で RF タグのデータの受
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信を行なう。 

(10)LF ゲート 

LF アンテナを 2枚以上組み合わせて、LF アンテナ間を移動する RF タグのデータを受

信することで、LF アンテナを通過する RFタグ(RF タグを持つ人)の動きを検知すること

ができる仮想ゲートを本報告書では、LF ゲートという。 

(11)ステレオカメラ 

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

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

とで、奥行き方向の距離の把握も可能になっている。 

(12)ネットワークカメラ 

ネットワークカメラとは ITV 設備等の監視カメラに有線や無線の LAN 機能をつけたも

の。いわゆる Web カメラの一形態。本システムでは、設定したエリアへの人の出入り及

び存在の監視に使用。 

 

1.6 関連規格 

(1)ISO 12100:2010 

Safety of machinery -- General principles for design –- Risk assessment and risk 

reduction 

機械類の安全性－設計の一般原則－リスクアセスメント及びリスク低減 

(2)ISO 11161:2007 

Safety of machinery -- Integrated manufacturing systems -- Basic requirements 

機械の安全性－統合生産システム－基本的要求事項 

(3)ISO 13849-1:2006 

Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General 

principles for design 

機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 1 部：設計のための一般原則 

(4)IEC/TR 61496-4 Ed. 1.0:2007 (b) 

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4: Particular 

requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) 

機械の安全性－電気感光性保護機器－第 4 部：視覚的保護装置(VBPD)を用いる機器に関

する特定要求事項 
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第２章 調査成果の概要 

 

 本調査事業において実施したリスクアセスメント実証調査は、昨年度に行ったリスクア

セスメント実施に関する実態調査の結果に基づいて抽出された運用上の各課題について、

さらに検討を行った。また、昨年度は現場モデルでの調査であったが、今年度は実現場（A

社生産ライン）での実証実験結果や、安全に関する国際規格への提案を含めてその成果の

概要を本章で報告する。 

 詳細な内容については、今回新に提案した支援的保護装置の概要については第３章に、

実現場における実証実験については第４章に、国際標準化への考察については第５章に、

また、実験結果を踏まえた今後の課題と国際規格化については第６章に報告する。 

 

2.1 支援的保護装置の要件 

  使用者が作業現場で講じるリスク低減方策は、教育、管理、訓練、保護具等、人の注意

力に依存する対策が多く見受けられる。しかし、これらの対策の多くはヒューマンエラー

や意図的不安全行動を引き起こす人間特性を必ずしも考慮しておらず、作業者が意図しな

いエラーによって引き起こされる労働災害が多く発生している。そこで、本研究では、ヒ

ューマンエラーと意図的不安全行動の発生パターンを人間特性の観点から分類し、意図し

ないエラーに対して、支援を行う装置(支援的保護装置)の定義を行い提案した。 

 

2.2 実証調査結果 

 従来、作業者の注意力に依存した危険領域Ｘへの入退出管理に対して、RFID とステレオ

カメラを組み合わせた入退出監視システム（危険領域Ｘを対象とした入退出時のリスク低

減を行う際の支援的保護装置）導入による、支援的保護装置の実作業での有効性について

実証実験を行った。第 4章で詳細を報告するが、RFID とステレオカメラを組み合わせた装

置の実証試験において、運用や設置に関する条件は必要であるが、支援的保護装置として

適用可能性が確認できた（表 2.2.1）。 

検証項目と結果の概要は以下のとおりである。なお、労働災害発生の原因となる危険状

態とは、「①進入したのに、進入を検知しない」、「②退出していないのに、退出したと検知

した及び、退出した人数よりも多く退出検知した」事象である。 

(1) 入退出検知 

 RFID の危険側誤検知回数は、①：8 回、②：3 回、ステレオカメラの危険側誤検知回数

は、①：14回、②：33回、であった。しかし、RFID とステレオカメラが同時に危険側誤
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検知した回数は、①、②、ともに 0 回であった。この結果から、人の注意力のみに依存し

た入退出ゲートにおける安全管理を対象に、RFID とステレオカメラ併用による入退出管

理システムを使用することで、仮に意図しないヒューマンエラーが発生したとしても危険

側移行率が 0 になることを検証した。 

 

 (2)存在検知 

  危険エリアＸ内の存在検知に関する実態把握は、実証実験 4日間(8.5 時間×4日=34 時

間)のエリアＸ滞在時間は述べ 1時間 42分 48 秒、RFID による滞在時間は、1時間 18 分 

41 秒で整合率は 76.5%となった。滞在時間の差異は、入退出時の誤検知とタグの携帯方法

の違いに影響することが分かった。 

 

表 2.2.1 実証実験結果の概要 

支援的保護装置の要件の検証 

検証すべき要件項目 確認事項 検証結果 

入場検知 
危険エリアへの 

入場 

退場検知 
危険エリアから 

の退場 

現場での確認では，入退出をほぼ検知出来て

いた．ただし、入退出者の総数については、

設置方法により差異が生じた。 

人（資格、能力、権限）

の特定 

登録資格と実作業

内容 

LF アンテナ及びカメラを設置した出入り口か

らの入退出者については，人の特定ができて

いたことを確認できた． 

エリアの特定 
設定エリアでの 

存在検知 

LF アンテナ及びカメラを設置した出入り口か

らの入退出者については，エリアの特定がほ

ぼできていたことを確認できた． 

時間の特定 変化点、継続 ログデータにより特定できた． 

現場設備の状態検知 
動作、停止、スタン

バイ他 

現場の画像データより抽出し、プレスマシン、

ロボットの動作時に人が存在しないことを確

認できた。 

現場環境での耐性 

実験機器の EMC、雰

囲気、放射の影響耐

性（測定はしない）

機器の停止などの誤動作はなし．画像処理関

連では環境による誤検出があったため、原因

の究明と対策を検討していく． 
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2.3  国際標準化検討結果 

 本調査は、労働者保護の観点から「使用者側で講じられるリスク低減方策のあり方」

について検討を行い人の注意力のみに依存するにはリスクが高い危険源・危険状態に対し

ての設計・製造者へのリスク再評価の提案と支援的保護装置という新しい概念を使った安

全管理体制を提案した。この考え方は、新しい分野であり、リスクアセスメントに基づい

た保護方策を実施した設備に対して使用者側で行うべき追加の保護方策、あるいは、付加

保護方策の一つとして適用できる。 

複数の機械類を組み合わせた統合生産システム（IMS）の安全性要求事項に関する規格と

して ISO11161 がある。この規格は、複数の機械類と作業者が関わる一連の作業(非定常作

業を含む)に対するタスクゾーン（作業区域）のリスク低減方策を機械の配置と一連の作業

における作業者の行動パターンとの関係を規定している。設備が複雑になれば、複数の機

械を取り扱う中で特に非定常作業時の作業者の安全確保を行うために適切なシステムイン

テグレーションが必要となる。 

本調査の支援的保護装置は、人間特性を考慮したヒューマンエラーと不安全行動を前提

とした使用者側からのリスク低減方策であり、従来のように「人の注意力のみに依存する」

管理手法に比べて、危険側移行率を大幅に減少させることができる手法である。 

また、本調査では、併せてヒューマンエラーに対するリスク評価法も提案しており、こ

のリスク評価手法もあわせてIMSを対象とした国際安全規格ISO11161に対して労働者保護

の観点からの追加提案が可能と考える。 
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第３章 支援的保護装置の要件 

 

3.1 支援的保護装置の基本的な考え方・位置づけ 

 近年、日本の労働災害の発生件数は長期的な減少傾向にあるが、これらの背景には、産

業現場の適切な安全管理や安全教育・訓練の徹底による作業者の意識レベルや技術水準の

向上が大きく寄与している。しかしここ数年、雇用体系の多様化や、団塊世代の大量退職

等で働く環境が大きく変化しており、さらに作業者のヒューマンエラーや意図的不安全行

動、作業マニュアルの形骸化に起因する重篤度の高い労働災害が多発していることから、

従来から行われてきた「人の注意力に依存する労働災害防止対策」の大きな見直しが求め

られてきた。このため日本では ISO12100 をはじめとする国際安全規格の改定を踏まえて、

2001 年 6 月の「機械の包括的安全基準に関する指針」（2007 年 7 月改正）や、2005 年 11

月に改正された労働安全衛生法の公布に伴い、リスクアセスメント及びその評価結果に基

づく措置の実施が事業者（労働安全衛生法では、労働者保護の観点から現場の安全配慮義

務は事業者にあることとされている）の努力義務となっている。 

これらは、「人の注意力に依存する労働災害防止対策」から、「設備による安全確保を基

本とする労働災害防止対策」への大きな転換を意味している。これらの規格・指針では、

図 3.1.1 に示すように対象となる機械類のリスク低減は設計・製造者に優先順位があり、

使用者は、設計・製造者が適切にリスク低減を行った後、残存するリスクについて、現場

でさらにリスク低減を行うこととされている。 

設計・製造者から使用者への入力は、使用上の情報の提供（適用された保護方策に関連

する情報と、残存リスク情報を含む）であり、使用者から設計・製造者への入力は、注文

時の条件等の提示、使用後に得られた知見等（一般的には「機械の意図する使用」に関し

ての業界からの情報、及び特定の使用者からの情報等）となっている。 

本来は、設計・製造者側と使用者側の技術情報、対象となる作業者の人員配置、作業形

態等を考慮して、両者に対して適切な残存リスク管理を提案するシステムインテグレーシ

ョン機能が必要となるが、日本では、十分機能しているとは言い切れないのが現状である。 

また、設計・製造者が行うリスク低減については、基本的には空間分離（危険源と作業

者とを物理的に分離する）または、時間分離（危険源が稼働している時は作業者を稼働範

囲に近づけず、作業者が危険源に近づいた時は、危険源の稼働を停止させる）による安全

確保を基本としているため、危険な稼働部を動かしながら作業者が近接した位置で作業を

行う危険点近接作業や、非定常作業（運転確認・調整、加工、トラブル処理、保守・点検・

修理、清掃・除去等）については、ほとんどが残存リスクとして使用者側へ対応を任され
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ている。 
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使用者側では、これらの残存リスクに対して、作業手順の見直し、教育・訓練の強化、

追加の安全防護物、保護具等によりリスク低減に対する努力を行っているが、これらの残

存リスクの中には、適切に教育・訓練された作業者の注意力が前提となる作業形態によっ

てかろうじて安全レベルを維持している作業も多く見受けられる。しかし、この場合のリ

スク低減方策は、主として不確定性の高い人の注意力などに依存することになり、その事

が原因となる労働災害も数多く発生している。本研究では、これらの現状を踏まえて、労

働者保護の観点から「使用者側で講じられるリスク低減方策のあり方」について検討を行

ってきた結果、人の注意力のみに依存するにはリスクが高い危険源・危険状態に対しての

設計・製造者へのリスク再評価の提案と支援的保護装置という新しい概念を使った安全管

理体制を提案する。支援的保護装置とは、「設計・製造者による使用上の情報(残存リスク

情報)に対して、使用者が使用時に行う保護方策である教育・訓練、管理とともに使用され

るヒューマンエラー等を考慮した不確定性の高いリスク低減方策を支援するための保護装

置」と定義される。 

 

3.2 ヒューマンエラーと支援的保護装置の適用範囲 

 図 3.2.1 は、労働災害の原因となるヒューマンエラーと意図的不安全行動である違反を分

類したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1  ヒューマンエラーと意図的不安全行動の分類 
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保護装置とは、対象となる機械設備等について設計・製造段階で行うリスク低減方策の

うち、ステップ２の安全防護方策の中の保護方策に該当するものである。それに対して、

支援的保護装置とは、使用者が現場で行う保護方策のうち、行動の実行段階でのヒューマ

ンエラー等（スリップとラプスに相当するが、残存リスクの大きさによってはミステイク

も含む）による危険側誤りの確率を可能な限り減少させるための装置のことで、適切な人

的リスク低減方策（「教育・訓練・管理等 + 支援的保護装置」）を適用して、人の注意力

のみに依存しない安全管理を確立することを目的としている。 

 図 3.2.1 のヒューマンエラーのうち、「ミステイク」を防ぐには作業実行前の教育の徹底

による適切な知識習得、また「意図的な不安全行動」を防ぐには、作業開始前の教育の徹

底とともに適切な作業管理体制の確立が基本となるが、この２種類のエラーを発生させる

ためには作業者の明らかな実行の意思が必要となるため、注意力を維持しないといつ発生

するか分からないヒューマンエラーとは大きく異なっている。 

「ミステイク」の例を簡単に示すと、「Aボタンを押すべき状況で、Bボタンを押すと判断

して Bボタンを押してしまった(計画の段階で間違えている)。」といった場合である。 

また、「意図的な不安全行動」の場合には、「Aボタンを押さなければならないことは分か

っていたが、Bボタンを押した方がメリットが大きい(またはAボタンを押した方がデメリッ

トが大きい)と判断してBボタンを押した(計画の段階では、ルールを理解していたが、実行

段階でルールを逸脱することを理解しながら、誤った行動をした)。」といった例が挙げら

れる。 

また、これら実行の意思を伴わないと発生しないエラーに対して、作業の実行段階で発

生する“意図しない行為”として「スリップ」と「ラプス」がある。これらは、行動の実

行段階で発生する記憶や、注意力に関するエラーであり、作業者の明らかな実行の意思が

なくとも常に発生する可能性がある。 

 「スリップ」の例は、「Aボタンを押そうとして、うっかり B ボタンを押してしまった」

(計画の段階では正しかったが、行動の実行段階で間違えて行動した)。」といった場合で、

「ラプス」は、「Aボタンを押そうとしたが、途中で何を行動するのかを忘れてしまった(計

画の段階では正しかったが、行動の段階で何をするかを忘れた)。」といった行動である。 

そのため、「スリップ」や「ラプス」に関するエラーを発生させないようにするためには、

常に作業者は努力をして安全な作業状態を維持し続けなければならず、人間特性を前提と

すれば極めて不確定性要因が大きく、危険側移行率（危険状態へ遷移する割合）も高い状

態となる。そのため、万が一エラーが発生した場合にも作業者に危害をおよぼさないよう

にするための支援的保護装置を併用することにより、危険側移行率を大幅に低減させる必
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要がある。 

図 3.2.2 は、残存リスクに対して使用者が行っている人の注意力のみに依存するリスク低

減方策と、支援的保護装置の適用等を考慮したリスク低減方策の違いを示したものである。    

従来は、残存リスクの大きさに関係なく人の注意力のみに依存した対策を採用している

ため、どのリスクレベルでも安全作業を維持するための不確定性は大きく、また一定とな

っている。そのため残存するリスクレベルが大きければ大きいほど、エラーが発生した場

合の労働災害の重篤度は大きくなる。これに対して、支援的保護装置の適用等を考慮した

リスク低減方策では、残存リスクのレベルによって、人の注意力のみに依存するレベル、

人の注意力と支援的保護装置を併用するレベル、リスク再評価を設計・製造者へ提案する

レベルに分類される。これら３段階のレベルは、残存リスクのレベルが高いほど、支援的

保護装置の適用した低減方策により、不確定性の低いものとなり、危険側移行率を低くす

ることで、危害の発生確率を低く抑えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2  支援的保護装置の適用を考慮した使用者が行うリスク低減方策 

 

さて、図 3.2.3 は、支援的保護装置のクラス選択を行うための手法の一例である。ここで

は「障害のひどさ」、「災害発生の頻度」、「人の注意力による不確定性」の各リスク要素に

ついて分析した結果を 5 段階に分類し、それぞれのレベルにとって人的リスク低減方策の 
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図 3.2.3  支援的保護装置のクラス選択法（例） 

 

性能を 5 段階にクラス分けしている。ここで、支援的保護装置を併用するクラスは、B1か

ら B３となり、残存リスクの小さいクラス A は、従来どおり人の注意力のみで対応し、残

存リスクの大きいクラス C については、設計・製造者へのリスク再見積提案としている。

また、支援的保護装置の適用条件は、国際安全規格や指針で提案されているリスク分析と、

リスク低減方策の優先順位に沿って、設計・製造者による適切なリスク低減、使用者によ

る残存リスクを対象とした適切な安全管理が行われていることが前提となるため、すでに

検討された適切な保護方策にかわるものではない。 

 

3.3 支援的保護装置に関する国際標準化への展開 

 国際安全規格 ISO12100 のリスク低減プロセスでは、設計・製造者が適切にリスク評価・

低減を行い、残存するリスクを使用者に情報提供することで終了している。しかし、労働

災害は、これら設計・製造者から提供される残存リスク情報が不適切（または不十分）な

ために発生することがある。設計・製造者と使用者が適切にリスク配分を行うためには、

それぞれのリスク受容特性を考慮する必要があるが、国際安全規格 ISO12100 にはこの概念
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は十分検討されていない。労働者保護の観点から労働災害防止戦略を検討するには、設計・

製造者からのリスク低減プロセスの流れを明確にするだけではなく、使用者側のヒューマ

ンエラー等を考慮した安全管理評価と、そこで残留されるリスクに対して、設計・製造者

側へフィードバックする流れを明確にする必要がある。 

 また、ISO12100 が単体の機械類の安全性を対象としているのに対して、複数の機械類を

組み合わせた統合生産システム（IMS）の安全性を対象とした国際安全規格として 2007 年

に ISO11161(統合生産システム)が定義されている。この規格では、複数の機械類と作業者

が関わる一連の作業(非定常作業を含む)に対するタスクゾーン（作業領域）におけるリス

ク低減が基本となっているが、ここでのリスク低減プロセスは、ISO12100 が基本となって

いるとともに、設計・製造者と使用者の間に、システムインテグレーション機能（トータ

ルリスクマネジメント機能）を設置することを重要視している点が特徴となっている。 

 今日のように多種・多様化のニーズに対応した製品を製造するためには、単体の機械だ

けでは対応できず、それぞれの機械を組み合わせた IMS への需要はますます増えていくこ

とが予想されている。そこで適切なシステムインテグレーションを行うためには、使用者

側が従来のように、設計・製造者からのリスク低減の提案を受容するのではなく、使用者

側のリスク低減に関する要求事項を含めた適切なリスク分散を行うための評価方法の導入

と、それらのリスクに対して、適切なリスク低減方策が提案できる能力が求められる。本

稿で提案する支援的保護装置の導入は、人間特性を考慮したヒューマンエラーと不安全行

動を前提とした使用者側からのリスク低減方策の提案であり、従来のように「人の注意力

のみに依存する」管理手法に比べて、危険側移行率を大幅に減少させることができる手法

として、今後、IMS を対象とした国際安全規格 ISO11161 に対しても、労働者保護の観点

からの追加提案が可能と考える。 
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第４章 実証実験の詳細結果と考察・課題 

 

 昨年度は支援的保護装置としての装置の特性や可能性の検証をモデルシステムで実施し

たが、実現場での課題を抽出するために、今年度は A 社生産ライン(プレスライン-レイア

ウト図 4.4.1 参照)で実証実験を行った。実験した項目は以下の通りである。 

 

          表 4.1  実証実験での検証要件 

          

支援的保護装置の要件の検証 

検証すべき要件項目 確認事項 検出手段 検出手段２

入場検知 危険エリアへの入場 RFID（LF）、カメラ   

退場検知 危険エリアからの退場 RFID（LF）、カメラ   

人（資格）の特定 資格データ登録、情報量 RFID、超音波   

場所（地点）の特定 存在箇所の検知 1、精度 RFID（アクティブ）、超音波   

エリアの特定 エリアの設定、精度 RFID（LF、アクティブ）、超音波   

高さの特定 立つ、座る、寝る 超音波   

死角内での特定 死角エリアでの検知 RFID（アクティブ）   

動作状態の判定 動いている、止まっている RFID（振動・加速度センサ付）   

時間の特定 変化点、継続 RFID（LF，アクティブ）、超音波   

機械の状態検知 動作、停止、スタンバイ他 センサ コントローラ

危険度の判定 危険源との距離特定 RFID（アクティブ）、超音波 コントローラ

警告出力（表示・音声他） 装置出力 ソフト（RFID、超音波）、カメラ コントローラ

機械の緊急停止出力 装置出力のフィードバック セーフコントローラ コントローラ

機械の復帰条件 安全確認後 RFID（存在検知結果） コントローラ

機械の復帰指示出力 安全確認結果 セーフコントローラ コントローラ

異常時の処理 故障、エラー、意図的行動   コントローラ

現場環境での耐性 EMC、雰囲気、放射の影響耐性 RFID（LF，アクティブ）、カメラ コントローラ

行動ログ 装置の出力履歴 
RFID（LF，アクティブ）、超音波、

カメラ 
コントローラ
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その検証実験を実施するために以下のように設定した。 

(1) RFID、およびステレオカメラによる危険エリアへの入退出検知及び人の特定 

(2) （1）を検証するための WG メンバによる常時観察記録 

(3) （2）を補助するためのネットワークカメラ 

また、本現場検証におけるデータ抽出条件として以下を設定した。 

(1) 危険エリアへの入退出の抽出は、出入り口の途中で引き返すなどを除く、明らかに進

入または退出した場合のみとする。 

(2) また、設定した出入り口から進入し、その他の出入り口から退出した場合は除き、設

定した出入り口を通過した進入した場合のみを抽出する。 
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4.1 プレスラインでの実証システム 

4.1.1 概要 

(1)実証実験日時と内容 

  ・平成 22 年 12 月 4日(土) 09:00-16:00 打合せ、安全教育 1、機材搬入・設置等 

・平成 22年 12 月 6日(月) 14:00-17:15 安全教育 2、機材調整・テスト他 

・平成 22年 12 月 7日(火) 06:00-16:00 実証実験(1日目) 

・平成 22年 12 月 8日(水) 06:00-16:00 実証実験(2日目) 

  ・平成 22年 12 月 9日(木) 06:00-16:00 実証実験(3日目) 

  ・平成 22年 12 月 10 日(金) 06:00-17:30 実証実験(4日目)、機材片付け、撤収  

(2)実証実験場所 

  A 社生産ライン（プレスライン） 

(3)参加人数 

  ・12 月 4日(土)  

・A 社関連  1 名 （設備技術） 

・NECA RAWG メンバ 8名 

・12 月 6日(月) 

・A 社関連  1 名 （設備技術） 

・NECA RAWG メンバ 5名、機器メーカ 8名 

・12 月 7日(火) 

 ・A社関連  4 名（製造、保全、型保全、技術） 

・NECA RAWG メンバ 3名、機器メーカ 2名 

・12 月 8日(水)   

 ・A社関連  4 名（製造、保全、型保全、技術） 

 ・NECA RAWG メンバ 3 名、機器メーカ 1 名 

・12 月 9日(木)   

・A 社関連  5 名（製造、保全、型保全、技術） 

 ・NECA RAWG メンバ 3 名、機器メーカ 1 名  

  ・12 月 10 日(金)   

・A 社関連  5 名（製造、保全、型保全、技術） 

   ・NECA RAWG メンバ 6名、機器メーカ 1名 
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(4)プレスラインのレイアウト 

今回の実証実験場所としてご協力頂いた A 社のプレスラインの概略レイアウトを図

4.1.1 に示す。 

本現場は大型プレス機が数台並んだ箇所で、今回の実証実験はプレス機 1 とプレス機 2

間のエリアＸにて行なった。なお、プレスされる板金は一般的な大型プレス機を使った生

産ラインと同様にプレス機 1 からプレス機 2へロボットにて搬送され、さらに後方のプレ

ス機へと進む。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 4.1.1 プレスラインのレイアウト 

 

 本プレスラインへの出入りは、図 4.1.1 に示したＡ～Ｆの 6 箇所から可能である。 

  Ａ：LF アンテナやステレオカメラを設置した実験対象のドア（セーフティプラグ有） 

  Ｂ：現場の作業者が出入りするドア（セーフティプラグ有） 

  Ｃ：主に金型交換時に出入りするドア（セーフティプラグ有） 

  Ｄ：プレス機 2と隣のプレス機の横を行き来できるスペース（ライトカーテン有） 

  Ｅ：プレス機 1内で人が行き来できる箇所（ライトカーテン有） 

  Ｆ：プレス機 2内で人が行き来できる箇所（ライトカーテン有） 

 

エリアＸ 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｆ

プレス機 1 

プレス機 2 
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(5)プレスラインにおける実験用機材設置レイアウト 

 前記プレスラインに図 4.1.2 に示すように実験用機材を設置した。 
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 本プレスラインへの人の出入りは、図 4.1.1 のＡ～Ｆの 6箇所から可能であるため、本

来は全ての箇所に RF タグとステレオカメラ等とを組み合わせた実験用機材（ゲートシステ

ム）を設置して、そこを通過する人を全て検知する形で実証実験を行なうことが望ましい。 

しかし、現場の実態として、ゲートシステムをすべての箇所に設置することは物理的に

難しい。例えば、Ｃのドアは金型交換のために天井走行クレーンが移動するためにゲート

の設置は不可能であった。また、ＥやＦのプレス機へのゲート設置は機構的にできなかっ

た。そのため、Ａのドア部にゲートを設置して、このゲートを出入りする人の特定と人数

カウントをすることにした(今回の現場では、Ａのドア部からの入退出が頻繁に行われると

いうことから、本実証においては一か所の設置で十分と考えた)。 

なお、RFID に関しては、各 RF タグから返送される受信レベルを測定することで、エリ

アＸを始めとするプレスラインでの人の存在箇所を特定できる可能性があるのでエリアＸ

の各コーナー4箇所にアクティブリーダを設置することにした。 

また、本実証実験結果を検証するには、プレスラインの設備稼働状態やエリアＸにおけ

る実際の人の存在や動きを正確に把握しておかなければならない。そのために、プレスラ

インの稼動状態とエリアＸ内の人の状態を記録できるように，RAWG メンバが常時その状態

を記録し、さらにネットワークカメラ等をゲート、およびコーナー4 箇所に設置して、実

験時間内の映像データを収録した。 

図 4.1.2 の右下部にはデスクを配置して実験用の本部とし、データ収集用のＰＣや必要

機材を置いて、RAWG メンバによるデータの記録等もこの本部にて行なった。 

 

4.1.2 Ａのドア部に設置したゲート 

(1)ゲートの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.1.3 Ａドア部に設置したゲートイメージ(正面図) 
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      図 4.1.4 Ａのドア部に設置したゲートイメージ(上面図) 

 

図4.1.3にＡのドア部に設置したゲートイメージの正面図を、図4.1.4に上面図を示す。 

Ａのドア部の高さは約 2mであり、幅も約 2m となっている。その部分にゲートを設置す

るために、図に示すような専用治具を製作してそこにLFアンテナを2台、ステレオカメラ、

および参考データ収集のための共連れ検知用カメラと 3D 赤外線カメラを各 1 台設置した。

LF アンテナは当初、180cm×50cm の大きさで準備したが、ゲート内に装備されているロボ

ットのアームとワークの可動範囲が想定よりも広いために、LF アンテナと物理的に干渉す

ることが設置当日に判明し、急遽、現場で LFアンテナの形状を 200cm×20cm に変更するこ

とにした。 

写真 4.1.1 は実際の現場に 

設置したゲートである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.1.1 現場に設置したゲート 

Ａのドア部 

ゲート 

ゲート固定用 

支柱 
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(2) LF アンテナとステレオカメラの接続 

ゲートに設置した LF アンテナ 2台は床に置いた専用の各 LF発信機とケーブル接続し、

今回の実証実験現場の状態や運用イメージを踏まえて、LF アンテナと RF タグとの交信距

離を決定する感度調整を 12 月 6 日に実施した。ただし、この時点では運用される一般的な

状態をイメージした上での調整であり、RF タグの所持の仕方等のパターンを数多くシミュ

レーションした状態での調整ではない。そのため、実証実験を開始する 12月 7 日以降に、

万一、交信状態に課題が発生した場合には、その都度、感度調整内容を見直すことにした。 

写真4.1.2の○で囲んだひも状のケーブルが、実際の現場に設置したLFアンテナである。 

一方、ステレオカメラは、写真 4.1.3 に示したように、ゲートに調整可能な専用ポール

とパイプを設け、それに固定する形で装着した。なお、ステレオカメラは同軸ケーブルで

専用コントローラと接続し、ゲートの下を通過する人の入場情報と退出情報をタイムリー

に出力し、 終的にはそのログデータを上位の PCに格納する。 

 

 

 

 

                   写真 4.1.2  

ゲートに取り付けた LFアンテナ 

(○で囲んだ部分、ゲート内側用) 

 

 

 

 

    

 

                  写真 4.1.3 

ゲートに設置した各種カメラ 

                       （左から、ステレオカメラ、共連れ 

カメラ、3D 赤外線カメラ）            
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図 4.1.5 にはゲート関連の主要装着機器の接続イメージ図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 4.1.5 ゲート関連の主要装着機器の接続イメージ 

 

また、写真 4.1.3 に示した共連れカメラと 3D赤外線カメラは今回の実証実験を補完する

目的で参考に設置したものである。 

 

4.1.3 アクティブリーダ 

(1)アクティブリーダの概要 

アクティブリーダは個人が所持する RFタグから無線で発せられる ID情報（タグ ID、LF

アンテナ通過情報、バッテリ残量情報等）を受信するもので、RF タグからの電波を受信し

た際に前述の ID 情報以外に受信電波の電界強度（RSSI 値）等を付加して上位の PCにデー

タを送信する。 

① タグ ID 

個々の RF タグが有する固有 ID で、RF タグの識別、つまり個人を特定するために必

須となる情報。今回の実証実験では、タグ IDが No.00006075～No.00006092 の 18 個の

RF タグを A 社の現場関連メンバに配布し、携行を依頼した。 

② LF アンテナ情報 

   LF アンテナの受信領域を通過した際に RF タグが発信する情報で、過去に通過した

LFアンテナNo.の履歴と直近に通過したLFアンテナNo.の情報を合わせてアクティブ

リーダに送信する仕組みになっている。この LF アンテナ情報を確認することで、RF

タグを所持していた人が、どの LFアンテナから次の LFアンテナ側に移動したかの確

認が可能である。例えば、LF アンテナ１ LF アンテナ２という情報をアクティブリ

ーダが受信した場合は、RF タグを所持している人が LFアンテナ１の下を通り、LFア
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ンテナ２の下に移動してエリアＸに入場した、ということを判断できる。 

   なお、アクティブリーダが RF タグから受信した情報を上位の PCに送信した時刻が

PC 側のソフトで受信データと共に記録される。 

③ バッテリ残量情報 

RF タグに搭載しているバッテリの状態を示す情報を 3 段階でアクティブリーダに送

信する。 

④ 受信電波の電界強度（RSSI 値） 

RF タグからの情報をアクティブリーダが受信した際の受信電波の強度を数値化した

もの。基本的にこの数値が高いと RFタグの場所がアクティブリーダに近いことになる

が、中間に電波を遮るような障害物が存在するとこの数値が小さくなるので、一概に

距離と RSSI 値とが相関関係にあるとは言えない。 

(2)アクティブリーダの設置 

今回の実証実験では、図 4.1.2 に示すようにエリアＸの各コーナー合計 4箇所にアクテ

ィブリーダを配置した。写真 4.1.4 に現場に配置したアクティブリーダを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.1.4 現場に設置したアクティブリーダ 

 

なお、事前テスト時にゲート部で RF タグを持った人の写真を写真 4.1.5 に示すが、実際

の実証実験においては、作業着のポケットに RF タグを入れて携行した。前述の通り、RF

タグは LFアンテナの下を通過した際に LFアンテナの番号を内蔵したメモリに記憶し、タ

グID情報等と共に以前に通過したLFアンテナ番号と直近に通過したLFアンテナ番号情報

をアクティブリーダに送信する。なお、LF アンテナを通過した等のイベントが発生した場

アクティブ 

リーダ 
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合には、その直後にアクティブリーダに対して通過情報を送信する仕組みであるが、イベ

ントが発生していない場合にもRFタグ内で設定したタイマーによって約5分間隔でアクテ

ィブリーダに対して、自分の現在の状態を示す情報を送信する。これは定時送信と呼ばれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 4.1.5 ゲート部でかざした RFタグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 4.1.6 アクティブリーダ関連の接続イメージ 

 

次に4箇所に設置したアクティブリーダをLANケーブルでHUBを介して本部のPCに接続

し、PC 上の専用ソフトでアクティブリーダが RF タグから受信した全データを記録した。

図 4.1.6 にアクティブリーダ関連の接続イメージを示す。 

RF タグ 
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4.1.4 ネットワークカメラ 

(1)ネットワークカメラの概要 

今回の実証実験は、現場での WG メンバによる手書きのデータ記録、RFID によるゲート

部Ａのドア部での入退出記録と存在検知記録、およびステレオカメラによるゲート部での

入退出者の検知と人数カウントを行う。しかし、1 日 8 時間以上、そして 4 日間にも渡る

現場の様子を間違いなく人が記録することは難しい。また、実証実験終了後に RFID やステ

レオカメラの記録データを分析や検証するためには、実際の現場の状況がどうであったか

を確認する手段が必要となると想定し、実験システムを補完する目的でネットワークカメ

ラを 4台設置することにした。 

なお、ネットワークカメラで現場を４方向からみた１日分の映像データを 4 日間分記録

するが、コントローラのハードディスク容量も限られるため、検証する際に支障をきたさ

ないレベルの 1秒間隔で映像記録を撮ることにした。 

(2)ネットワークカメラの設置 

ネットワークカメラは、図 4.1.2 に示したようにエリアＸのコーナー4 箇所に設置し、

おおよそ対角線を中心としたエリアの映像を記録した。 

写真 4.1.6 は現場に設置したネットワークカメラである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 4.1.6 現場に設置したネットワークカメラ 

 

また、設置にあたっては、アクティブリーダと同時に設置ができる写真に示すような専

用の治具を準備した。 

図 4.1.7 にネットワークカメラ関係の接続イメージを示す。なお，ネットワークカメラ

専用治具 

ネットワークカメラ 
ネットワークカメラ 
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は支援的保護装置の一部ではなく、あくまでも実証実験のデータ確認用の補助機器である。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.7 ネットワークカメラ関連の接続イメージ 

 

4.1.5 実験本部 

今回の実証実験は、設置や準備を含めると延べ 6日間を要する。また、現場における各

種記録や PC 上での画像確認等を随時行なう必要があるため、現場の横（図 4.1.2 の右下部）

に実験本部を設置することにした。 

写真 4.1.7 にその様子を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 4.1.7 現場に設置した実験本部の様子 

 

4.1.6 実証実験での検証項目と検証内容 

(1)検証項目 

 今回の実証実験は支援的保護装置としての要件を検証することを第一の目的としている。 

本実証実験の計画時に策定した支援的保護装置の要件を表 4.1.1 に示す。 

なお、No.6 の動作状態の判定については、今回の現場の状況や作業スタイルから考えて、
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データの蓄積が難しいと判断して検証を中止した。 
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(2)検証内容 

 図 4.1.8 に今回の実証実験で計画した検証内容を示す。本実証実験は前項の支援的保護

装置としての要件検証をこの図で示すような形で行なうように計画した。 
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4.2 実証システムに使用したＩＴ機器の仕様 

4.2.1  RF タグの仕様 

今回の実証実験に使用した RF タグ（アクティブ機能とパッシブ機能内蔵の複合タグ）

の外観イメージを写真 4.2.1 に、主な仕様を表 4.2.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.2.1  本実験に用いた RF タグ     

 

表 4.2.1 本実験に用いた RFタグの主な仕様 

無線部(アクティブ機能部分) ハードウェア部 

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

送信周波数 426MHz 帯 電池寿命 3 年以上(1回/20 分送信) 

通信方式 単向方式 温度条件 -10～+50℃ 

空中線電力 1mW 外形寸法 65×36×9.5(mm) 

交信距離 見通し 50m 質量 約 20g(電池含む) 

交信速度 4800bps   

 

また、今回使用した RF タグの主な特徴は、アクティブ機能とパッシブ機能の両方

を有する複合型で、アクティブタグとしての交信距離は約 50m、パッシブタグとして

の交信距離は数 m である。 

アクティブタグは自ら電波を発信するために電池を内蔵しており、その電力を使っ

てアクティブリーダにデータを送信する。また、RF タグとしての純粋な機能の他に振

動センサや押しボタンスイッチ機能を搭載しているが、今回の実証実験においてはこ

れらの機能は使用しなかった。 
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□アクティブタグ機能 

● 特定小電力（426MHz  1mW） 

● 交信距離 見通し 50m 以上 

● 小型・薄型・軽量（65×36×9.5mm 約 20g） 

● リチウムボタン電池（CR2032）1 個 交換可能 

● 電池寿命約 3 年（1回/20 分送信） 

● 4 つの送信方法（それぞれ設定変更可能） 

① 定時送信機能（1 回/3 秒～24時間） 

② LF 受信回路内蔵（125kHz の近距離通信） 

③ 振動センサ（動いていることを検知） 

④ 押しボタンスイッチ 

 

□パッシブ機能 

● LF アンテナ（2ch）に対応  

① 2 つの LFID を記録（通過方向が分かる） 

② アンテナ通過 RF 送信回数（1～4 回） 

本実験に使用した RF タグの主な特徴について、図 4.2.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1  本実験に用いた RFタグの主な特徴 

  

4.2.2 LF アンテナと LF 発信機の仕様 

写真 4.2.2 に今回、使用した LF アンテナと LF 発信機（パッシブタグ機能）の外観イメ

ージを示す。前回の実験ではマット状になった LF アンテナを使用したが、今回の実験現

場には床面へのマットの設置が困難だったために、コイル線を頭上に這わせた形の LF ア

ンテナとなった。 

     

 

 

 

                   

         LF アンテナ            LF 発信機            

       写真 4.2.2  本実験に用いた LFアンテナと LF 発信機 
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 なお、表 4.2.2 に LF 発信機の主な仕様を示す。 

 

 表 4.2.2 本実験に用いた LF 発信機の主な仕様 

通信方式 電磁誘導 

周波数 125KHz 帯 

電磁結合到達距離 大 5.0m（ボリュームにて可変可能） 

アンテナ 巻き線コイル型 

電源 AC100V 

外形寸法 200×20cm 

質量 約 0.5kg（ケーブル除く） 

 

  次に、パッシブタイプ機能を有する LF アンテナ 2 台を活用した場合の基本的な動作概要を図

4.2.2 に示す。図に示すように、LF アンテナを 2 台使用することによって各々のアンテナを通過し

た順序、つまり人の移動方向を認識することができる。例えば、LFアンテナ１をRFタグが通過した

という情報を RF タグが内蔵のメモリに一度格納し、その LF アンテナ１の通過情報をアクティブ機

能でアクティブリーダ 1、2 に送信する。次に LF アンテナ２を通過した際に LF アンテナ 2 通過の

情報をアクティブリーダ１、２に送信することので、上位システム側での LF アンテナ１から LF アン

テナ２の方向に通過したという履歴の把握ができる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.2  LF アンテナの動作概要 
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4.2.4 アクティブリーダの仕様 

写真 4.2.3 に本実験で使用したアクティブリーダの外観を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.2.3  本実験に用いたアクティブリーダ 

 

また、アクティブリーダの主な仕様を表 4.2.3 に示す。 

 

 表 4.2.3 本実験に用いたアクティブリーダの主な仕様 

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

受信周波数 426MHz 帯 消費電流 MAX300mA 

受信変調速度 4800bps 温度条件 -10～+50℃ 

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

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

イーサネット   

 

本アクティブリーダは、電波法上は特定小電力無線局に該当し、その使用にあたっては

ユーザの免許開局申請は不要であるため、今回の実証実験時にも制約事項は無かった。た

だし、スタッカクレーン用のリモコンに近い周波数帯だったため、事前に電波干渉がない

かを理論的に検証した結果、相互に影響を及ぼすことはないと判断し、実証実験に臨んだ。 
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4.2.5 ステレオカメラユニットの仕様 

ステレオカメラユニットは、撮影部のステレオカメラと画像、データ処理を行なうコン

トローラで構成される。今回の実証実験においては、ゲート上部にステレオカメラを設置

して、ゲートを出入りする人の認識と人数カウントを行なった。 

(1)ステレオカメラ 

写真 4.2.4 に本実験でゲートに設置したステレオカメラの外観を、表 4.2.4 にその仕様を

示す。 

  

 

 

 

    写真 4.2.4  本実験に用いたステレオカメラ 

 

 表 4.2.4  本実験に用いたステレオカメラの仕様 

外形寸法・質量 300×40×70(mm)（突起部除く）、約 0.7kg 

(天井埋込の場合は、オプション金具が必要です。) 

映像出力 BNC コネクタ X 2ch 

（ケーブル長 5C-2C 相当で 100m まで） 

電源・消費電力 DC12V～DC24V±5% , 約 5W 

環境条件 使用環境：屋内で粉塵や塩害がなく、直射日光が当たらない場所

温度 : 0℃～40℃, 湿度 : 20%～80%(結露なきこと) 

(2)コントローラ 

 写真 4.2.5 に本実験でゲートに設置したステレオカメラユニット用コントローラの外観

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 4.2.5  本実験に用いたステレオカメラユニット用コントローラ 
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また、表 4.2.5 にステレオカメラユニット用コントローラの仕様を示す。 

 

表 4.2.5  本実験に用いたステレオカメラユニット用コントローラの仕様 

外形寸法・質量 215×66×164(mm)（突起部除く）、約 3kg 

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

映像出力 VBS1.0Vp-p 75Ω BNC コネクタ X 1ch 

接点入力 フォトカプラ入力 : 4 点(短絡時電流 18mA)  

接点またはオープンコレクタで接続してください。 

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

外部 I/F LAN,スイッチ＋液晶 

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

環境条件 使用環境：屋内で粉塵や塩害がなく、直射日光が当たらない場所

温度 : 0℃～40℃, 湿度 : 20%～80%(結露なきこと) 

 

4.2.6 ネットワークカメラの仕様 

ネットワークカメラは、Ethernet 接続可能な IP カメラで、現場の映像を広範囲に記録

することができる。今回の実証実験は、基本的に RFID とステレオカメラを活用したもの

であるが、検証時に現場の実際の状態とこれらの記録データとの照合が必要だと判断し、

システムを補完する目的でネットワークカメラを設置することにした。 

写真 4.2.6 に本実験でゲートに設置したネットワークカメラの外観を、表 4.2.6 に主な仕

様を示す。なお、本ネットワークカメラの特長は、180 度の広角映像が撮れることやひず

み補正機能によってより鮮明な画像を取り込むことができることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.2.6  本実験の補完用に使用したネットワークカメラ 
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表 4.2.6  本実験の補完用に使用したネットワークカメラの仕様 

外形寸法・質量 117×102×217(mm)、約 1kg 

有効画素数 約 500 万画素 

画角 水平約 170°垂直 127° 

レンズ、焦点 F2.0 ｆ=1.96mm 固定アイリス IR-CUT コーティング 固定  

通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ARP、IPｖ4、DHCP、DNS、NTP 

外部 I/F イーサネット１系統、又は NTSC1 系統 

電源・消費電力 PoE（IEEE802.3ａ準拠）、又は DC12V 

環境条件 温度 : -10℃～+45℃, 湿度 : 30%～90%(結露なきこと) 
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4.3 実証結果 

現場で収集したデータから有効データを抽出し、計数した結果を示す。 

現場で収集したデータは以下の通り。 

(1) RAWG メンバが直接、危険エリアに入退出した人をチェックしたリスト 

(2) ネットワークカメラ映像  

(3) ステレオカメラ画像 

(4) ステレオカメラログ 

(5) RFID ログ 

 

4.3.1 実証実験を行った設備の稼働状況 

 段取り、教示などで装置が停止している状態から、稼働状態に移行する時の人検知状況

について確認した。 

 実験期間中のすべての稼働開始時について危険エリア内に人が存在することはなく、そ

の時のステレオカメラ及び RFID が滞在者ありと判定することはなかった。 

 

表 4.3.1 設備稼働状況 

日付 設備稼働開始回数 

12 月 7 日 30 回 

12 月 8 日 24 回 

12 月 9 日 24 回 

12 月 10 日 26 回 
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4.3.2 入退出検知 

 入退出の実態把握は、RAWG メンバの記録とネットワークカメラ映像から、エリア Xへの

入退出を確認し、ステレオカメラ及び LFアンテナを設置した A のドア部からの入退出(い

つ、だれ、なに)を抽出した。抽出は、出入り口の途中で引き返すなどを除いて、明らかに

進入または退出した場合のみとした。また、A のドア部から進入し、その他の出入り口か

ら退出した場合は、進入のみを抽出した。そのため、進入人数と退出人数には差がある。 

 次に、抽出した入退出データに対して、ステレオカメラ画像およびステレオカメラログ

から、ステレオカメラが正しく入退出を検知していたかを確認した。検知の正否は、実際

の進入または退出に対して、入場者数カウントまたは退場者数カウントが正しくカウント

アップしているか否かで判定した。 

 さらに、抽出した入退出データに対して、RFID ログから、RFID が正しく入退出を検知し

ていたかを確認した。検知の正否は、人の特定も考慮して、入退出者が携行している RF

タグのタグ IDが発信した履歴に基づき RF タグが LF アンテナに反応して発信する「ゲート

送信」の内容に含まれる LF アンテナ反応履歴が、"エリア X 外のアンテナ(LF1)に反応"→"

エリア X 内のアンテナ(LF2)に反応"の順であれば進入、逆に"LF2 に反応"→"LF1 に反応"

の順であれば退出と判定した。 

  

表 4.3.2 入退出検知の結果サマリ 

 

進入 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 95 79 83.2% 82 91.1%

12月7日 24 24 100.0% 23 100.0%
12月8日 19 15 78.9% 15 88.2%
12月9日 28 19 67.9% 25 92.6%

12月10日 24 21 87.5% 19 82.6%

退出 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 93 66 71.0% 77 87.5%

12月7日 24 24 100.0% 23 100.0%
12月8日 19 17 89.5% 17 100.0%
12月9日 27 11 40.7% 21 80.8%

12月10日 23 14 60.9% 16 72.7%

※ 実証実験用に設置したAドア部からの進入及び退出についての集計
※ 不整合内容の詳細は各日の結果サマリを参照
※ RFID整合率は実態人数のうちRFIDタグ携行者の人数に対する割合  
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実証実験 4 日間(8.5 時間×4 日=34 時間)の進入者数はのべ 95 人、これに対するステレ

オカメラが正しく検知した回数は 79 回で、整合率は 83.2%であった。進入した RF タグ携

行者はのべ 90人で、RFID が正しく検知した回数は 82回、整合率は 91.1%とであった。一

方、退出者数はのべ 93 人、これに対するステレオカメラが正しく検知した回数は 66 回で、

整合率は 71.0%であった。退出した RFタグ携行者はのべ 88人で、RFID が正しく検知した

回数は 77回、整合率は 87.5%であった。 

実験日によって整合率に差があるのは、照度条件などによるステレオカメラの誤検知、

タグ携行方法の違い(タグの傾きなど)による RFID 誤検知などが原因と考えられる。誤検知

の内容については各日の検出結果の項に記載する。 

  

 抽出した入退出データについて、危険側誤検知の発生回数を確認した。危険側誤検知は、

危険エリア内に人が存在しているにもかかわらず，存在していないと判定してしまう場合

であり、入退出検知については下記のケースがある。 

・ 進入したのに、進入を検知しない。 

・ 退出していないのに、退出を検知した。(退出検知人数が実際より多いも含む) 

 ステレオカメラが危険側誤検知した回数、RFID が危険側誤検知した回数を計数した結果

を示す。 

ステレオカメラの危険側誤検知回数 

・ 進入したのに、進入を検知しない。  ：14 回 

・ 退出していないのに、退出を検知した。 ：33 回 

RFID の危険側誤検知回数 

・ 進入したのに、進入を検知しない。  ：8 回 

・ 退出していないのに、退出を検知した。 ：3 回 

 

 さらに、ステレオカメラが危険側誤検知したと同時に，RFID も危険側誤検知した回数を

計数した。 

 ステレオカメラおよび RFID がともに危険側誤検知した回数 

・ 進入したのに、進入を検知しない。  ：0 回 

・ 退出していないのに、退出を検知した。 ：0 回 

  

 今回の実証実験中に、ステレオカメラと RFID が同時に危険側誤検知となったケースはな

かった。 
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4.3.3 存在検知 

 エリア X内存在の実態把握は、RAWG メンバの記録とネットワークカメラ映像から、Aの

ドア部からエリア X へ進入し、A のドア部から退出した場合を抽出し、進入から退出まで

の間を滞在時間とした。抽出は、出入り口の途中で引き返すなどを除いた、（RAWG メンバ

記録とネットワークカメラ映像で捉えた）明らかに進入または退出した場合のみとした。 

 抽出した滞在時間にたいして、RFID ログから、RFID が正しく滞在を検知していたか確認

した。検知の正否は、人の特定も考慮して、滞在者が携行している RFタグのタグ IDが発

信した履歴について、抽出した滞在時間中の発信に受信漏れがなく、発信した内容に含ま

れる LF アンテナ反応履歴が、"エリア X 外のアンテナ(LF1)に反応"→"エリア X 内のアンテ

ナ(LF2)に反応"の順であれば、滞在を正しく検知したと判定した。 

 

表 4.3.3 存在検知結果サマリ 

滞在時間 実態 RFID 定時送信回数
[人秒] [人秒] 整合率 整合回数

総数 1:42:48 1:18:41 76.5% 11

12月7日 0:23:29 0:23:26 99.8% 4
12月8日 0:31:19 0:27:11 86.8% 0
12月9日 0:24:14 0:13:57 57.6% 4

12月10日 0:23:46 0:14:07 59.4% 3

※ ゲートAから進入し，退出した場合のみを抽出した結果  

 実証実験 4 日間(8.5 時間×4 日=34 時間)のエリア X 滞在時間はのべ 1 時間 42 分 48 秒、

RFID による滞在時間は 1時間 18 分 41 秒で整合率は 76.5%となった。また、滞在中の「ゲ

ート送信」および定期的に RFタグが発信する「定時送信」に受信できない場合はなく，実

滞在者の特定もできていた。エリア X 内からの発信を受信できないケースはなかった． 

 滞在時間の差異は、入退出が検知できなかった場合のみであり，誤検知に起因するもの

であり、それはタグ携行方法の違い(タグの傾きなど)による RFID 誤検知などが原因と考え

られる。 
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4.3.4 各日のデータ 

以下に各日毎の結果を示す。抽出した実験結果データの一部を添付資料 4に示す。 

 

(1) 12 月 7 日の結果 

 12 月 7日の入退出検知及び存在検知の集計結果を示す。 

表 4.3.4 12 月 7 日の結果 

■　入退出検知の結果サマリ 12月7日

進入 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 24 24 100.0% 23 100.0%

TagID 6075 2 2 100.0% 2 100.0%
6076 16 16 100.0% 16 100.0%
6079 5 5 100.0% 5 100.0%

NoTag 1 1 100.0%

退出 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 24 24 100.0% 23 100.0%

TagID 6075 3 3 100.0% 3 100.0%
6076 15 15 100.0% 15 100.0%
6079 5 5 100.0% 5 100.0%

NoTag 1 1 100.0% 0 0.0%

■　存在検知の結果サマリ

滞在時間 実態 RFID 柵内定送 滞在中
整合率 整合回数 交信抜け

総計 0:23:29 0:23:26 106.1% 4 なし

TagID 6075 0:01:51 0:01:55 103.6% 0 なし
6076 0:17:55 0:18:50 105.1% 3 なし
6079 0:02:19 0:02:41 115.8% 1 なし

NoTag 0:01:24

 

 

12 月 7日は、4名が出入り口(A)から入退出した。進入者数はのべ 24人、これに対する

ステレオカメラが正しく検知した回数は 24 回で整合率 100%であった。RF タグ携行者はの

べ 23人が進入し、RFID が正しく検知した回数は 23回で整合率 100%であった。一方、退出

者数はのべ 24 人、これに対するステレオカメラが正しく検知した回数は 24 回で整合率

100%であった。RF タグ携行者はのべ 23人が退出し、RFID が正しく検知した回数は 23回で

整合率 100%であった。滞在時間はのべ 23 分 29 秒で、RFID による滞在時間は 23分 26 秒で

整合率は 106.1%、滞在中の通信抜けは発生しなかった。 

 

12 月 7 日は、入退出、存在ともに誤検知なく、正しく実態を検知出来ていた。 
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(2) 12 月 8 日の結果 

 12 月 8日の入退出検知及び存在検知の集計結果を示す。 

表 4.3.5 12 月 8 日の結果 

■　入退出検知の結果サマリ 12月8日

進入 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 19 15 78.9% 15 88.2%

TagID 6076 13 10 76.9% 13 100.0%
6079 2 1 50.0% 0 0.0%
6086 2 2 100.0% 2 100.0%

NoTag 2 2 100.0%

退出 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 19 17 89.5% 17 100.0%

TagID 6076 13 12 92.3% 13 100.0%
6079 2 1 50.0% 2 100.0%
6086 2 2 100.0% 2 100.0%

NoTag 2 2 100.0%
　不整合原因
* 荷物(ハンド)を持って通過したため，カメラが検出した人数が増えた．(2回)
* 照度変化によりカメラが構造物を人と誤検知した.(5回)
* タグを非携帯またはLFに反応しない携帯方法のため，RFIDにて検知できなかった．(2回)

■　存在検知の結果サマリ

滞在時間 実態 RFID 柵内定送 滞在中
整合率 整合回数 交信抜け

総計 0:31:19 0:27:11 98.4% 0 なし

TagID 6076 0:17:35 0:17:36 100.1% 0 なし
6079 0:01:08 0:00:15 22.1% 0 なし
6086 0:08:54 0:09:20 104.9% 0 なし

NoTag 0:03:42 なし

 

 

 

12 月 8日は、4名が出入り口(A)から入退出した。進入者数はのべ 19人、これに対する

ステレオカメラが正しく検知した回数は 15回で整合率 78.9%であった。RF タグ携行者はの

べ 17人が進入し、RFID が正しく検知した回数は 15 回で整合率 88.2%であった。一方、退

出者数はのべ 19人、これに対するステレオカメラが正しく検知した回数は 17 回で整合率

89.5%であった。RFタグ携行者はのべ 17 人が退出し、RFID が正しく検知した回数は 17 回

で整合率 100%であった。滞在時間はのべ 31 分 19 秒で、RFID による滞在時間は 27 分 11

秒で整合率は 98.4%、滞在中の通信抜けは発生しなかった。 

 ステレオカメラによる入退出の誤検知が 7回発生した。このうち 2回は、荷物(ハンド)

を持っての入退出のため、荷物を人と誤検知し、入退出者数を多くカウントした。残りの

5 回は出入り口付近に日差しが入り、天井走行クレーンの通過に伴う照度変化により検知
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してしまい、入退出者数を多くカウントした。 

 RFID による進入誤検知は 2 回発生した。特定の RF タグ(TagID6079)のみで発生している

ため、タグの携行方法や出入り口の通過方法により LF アンテナに反応しなかったものと思

われる。そのため、入退出者数が少なくカウントされた。これに伴い、滞在時間の整合率

が下がっている。 

 

(3)12 月 9日の結果 

 12 月 9日の入退出検知及び存在検知の集計結果を示す。 

表 4.3.6 12 月 9 日の結果 

■　入退出検知の結果サマリ 12月9日
・ 11:00頃，ステレオカメラ設定変更

進入 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 28 19 67.9% 25 92.6%

TagID 6076 20 13 65.0% 19 95.0%
6079 5 4 80.0% 4 80.0%
6086 2 1 50.0% 2 100.0%

NoTag 1 1 100.0%

退出 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 27 11 40.7% 21 80.8%

TagID 6076 19 6 31.6% 17 89.5%
6079 5 3 60.0% 2 40.0%
6086 2 1 50.0% 2 100.0%

NoTag 1 1 100.0%
　不整合原因
* 危険エリア内で柵に沿って移動したため，カメラの検出ラインを通過しなかった．(17回)
* 照度変化によりカメラが構造物を人と誤検知した.(5回)
* 荷物を持って通過したため，カメラが検出した人数が増えた．(3回)
* タグを非携帯またはLFに反応しない携帯方法のため，RFIDにて検知できなかった．(2回)
* 柵内でLF1(柵外のマット)に反応または，柵外でLF2(柵内のマット)に反応した．(5回)

■　存在検知の結果サマリ

滞在時間 実態 RFID 柵内定送 滞在中
整合率 整合回数 交信抜け

総計 0:24:14 0:13:57 60.2% 4 なし

TagID 6076 0:15:16 0:12:47 83.7% 3 なし
6079 0:07:19 0:00:35 8.0% 1 なし
6086 0:00:36 0:00:35 97.2% 0 なし

NoTag 0:01:03

 

 

12 月 9日は、4名が出入り口(A)から入退出した。進入者数はのべ 28人、これに対する

ステレオカメラが正しく検知した回数は 19回で整合率 67.9%であった。RF タグ携行者はの

べ 27人が進入し、RFID が正しく検知した回数は 25 回で整合率 92.6%であった。一方、退
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出者数はのべ 27人、これに対するステレオカメラが正しく検知した回数は 11 回で整合率

40.7%であった。RFタグ携行者はのべ 26 人が退出し、RFID が正しく検知した回数は 21 回

で整合率 80.8%であった。滞在時間はのべ 24 分 14 秒で、RFID による滞在時間は 13 分 57

秒で整合率は 60.2%、滞在中の通信抜けは発生しなかった。 

ステレオカメラによる入退出の誤検知が 25回発生した。このうち 3 回は、荷物(ハンド)

を持っての入退出のため、荷物を人と誤検知し、入退出者数を多くカウントした。5 回は

出入り口付近に日差しが入り、天井走行クレーンの通過に伴う照度変化により構造物を検

知してしまい、入退出者数を多くカウントした。残りの 17回は、人の移動経路がステレオ

カメラの入退場検知ラインを通過していないための不検知であった。なお,誤検出が頻発し

たため 11時頃にステレオカメラの検知設定を見直した。 

 RFID による進入誤検知は 7 回発生した。このうち 2 回は特定の RFタグ(TagID6076)で一

時期のみ発生しているため、タグの携行方法や出入り口の通過方法により LFアンテナに反

応しなかったものと思われる。そのため、入退出者数が少なくカウントされた。残りの 5

回はエリア内でエリア外の LFアンテナに反応するなどの意図しない場所での LFアンテナ

への反応により、入退出者数が多くカウントされたケースで、複数の RF タグで連続的に発

生していることから、LFアンテナの感応領域設定が不正であると考えられる。これに伴い、

滞在時間の整合率が下がっている。  

  

(4)12 月 10 日の結果 

 12 月 10 日の入退出検知及び存在検知の集計結果を示す。 

12 月 10 日は、5名が出入り口(A)から入退出した。進入者数はのべ 24人、これに対する

ステレオカメラが正しく検知した回数は 21回で整合率 87.5%であった。RF タグ携行者はの

べ 23人が進入し、RFID が正しく検知した回数は 19 回で整合率 82.6%であった。一方、退

出者数はのべ 23人、これに対するステレオカメラが正しく検知した回数は 14 回で整合率

60.9%であった。RFタグ携行者はのべ 22 人が退出し、RFID が正しく検知した回数は 16 回

で整合率 72.7%であった。滞在時間はのべ 23 分 46 秒で、RFID による滞在時間は 14 分 07

秒で整合率は 59.6%、滞在中の通信抜けは発生しなかった。 

ステレオカメラによる入退出の誤検知が 12回発生した。このうち 2 回は、荷物(ハンド)

を持っての入退出のため、荷物を人と誤検知し、入退出者数を多くカウントした。残りの

10 回は、人の移動経路がステレオカメラの入退場検知ラインを通過していないための不検

知であった。 
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表 4.3.7 12 月 10 日の結果 

■　入退出検知の結果サマリ 12月10日
・ AM中，LF設定変更，11時頃確定させた．
・ 10:30頃 TagID6079 電池交換

進入 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 24 21 87.5% 19 82.6%

TagID 6075 2 2 100.0% 2 100.0%
6076 15 12 80.0% 12 80.0%
6078 2 2 100.0% 2 100.0%
6079 4 4 100.0% 3 75.0%

NoTag 1 1 100.0%

退出 実態 ステレオカメラ RFID
[人] 整合回数[回] 整合率 整合回数[回] 整合率

総数 23 14 60.9% 16 72.7%

TagID 6075 2 2 100.0% 2 100.0%
6076 14 9 64.3% 10 71.4%
6078 2 1 50.0% 2 100.0%
6079 4 2 50.0% 2 50.0%

NoTag 1 0 0.0%
　不整合原因
* 危険エリア内で柵に沿って移動したため，カメラの検出ラインを通過しなかった．(10回)
* 荷物を持って通過したため，カメラが検出した人数が増えた．(2回)
* タグを非携帯またはLFに反応しない携帯方法のため，RFIDにて検知できなかった．(9回)

■　存在検知の結果サマリ

滞在時間 実態 RFID 柵内定送 滞在中
整合率 整合回数 交信抜け

総計 0:23:46 0:14:07 59.6% 3 なし

TagID 6075 0:00:53 0:01:06 124.5% 1 なし
6076 0:20:37 0:11:11 54.2% 2 なし
6078 0:00:16 0:00:11 68.7% 0 なし
6079 0:01:54 0:01:39 86.8% 0 なし

NoTag 0:00:06

 

 

RFID による進入誤検知が 9 回発生した。これはエリア内でエリア外の LF アンテナに反

応するなどの意図しない場所での LF アンテナへの反応により、入退出者数が多くカウント

されたケースで、複数の RF タグで連続的に発生していることから、LF アンテナの感応領

域設定が不正であると考えられる。誤検知が頻発したため、11:00 頃に LFアンテナの感度

再調整を行い、それ以後は誤検知が発生しなかった。これに伴い、滞在時間の整合率が下

がっている。  
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4.4 実証結果における課題と対策 

今回の実証実験は,昨年度実施した検証に使用した機器をほぼそのまま使用しているた

め、すでに明らかになっている課題もそのまま見られた。一方、今回の実証実験は実際の

製造現場で 4 日間という比較的長い時間の実験になったため、新たな課題も見つかった。 

本項では、現場適用に際して危惧されていた項目に対する結果、新たに見つかった課題

および昨年から明らかになっていて現場でも発生した課題について記載する。 

  

4.4.1 現場適用で危惧された項目の結果 

 （１） 現場設置 

実際の製造現場への適用のため、検証に使用する機器は後付けとなり、設置場所が制限

されることになった。 

ステレオカメラについては、一次元方向の人の動きを検知する機器でありながら、二次

元的な人の動きがある場所に設置せざるを得なかった。この結果、入退出の不検知が発生

した。 

LF アンテナについては、現場床面が金属であり、作業者の安全も考慮すると、LFアンテ

ナを床に設置することができなかった。また、出入り口の間口が約 2mと広かったため、既

存の LF アンテナは使用できず、新たに幅の広い LFアンテナを作成し設置した。また、現

場ロボットの可動範囲との干渉から、昨年度に確認した LF アンテナ間隔や金属との距離を

十分確保せずに設置しなくてはならなかった。これらの設置状態のため、意図しない場所

での LF アンテナへの反応などが起きてしまった。 

アクティブリーダ(アンテナ)は、昨年度に確認したとおり、エリアの四隅に設置するこ

とができたが、配線場所に制限が多く、数十メートルの配線となり、一部は現場作業者の

邪魔になる部分があった。 

今後の実証実験にあたっては、現場設備の動きや人の動線なども考慮して、機器の選定、

設定をすべきである。 

  

 （２） 現場の電磁環境 

 実際の製造現場では、プレス機、ロボット、天井走行クレーンなどが稼働しており、そ

れらを操作する無線、連絡用の無線機、機器から発生する電磁波、電源ノイズなどの影響

が危惧されたが、ステレオカメラ、RFID ともに電気的なノイズによる誤動作や性能低下は

見られなかった。 

 また、アンケートの結果(添付資料 5)によると、使用した LF アンテナ、RFタグが発生す
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る電磁波の現場機器類への影響もなかったようである。 

  

 （３） 温湿度、振動、照度などの環境 

ステレオカメラは、昨年度に課題としていた周囲照度変化による誤検知が見られた。そ

のほかに現場の振動や温度変化などの影響も危惧されていたが、今回の現場では誤動作や

誤検出は発生しなかった。 

RFID については、現場環境による誤動作、誤検知および性能低下は見られなかった。 

  

 （４） RF タグの携行方法、ばらつき 

昨年度の検証から、LF アンテナ検知には RF タグに強い指向性があることが確認されて

おり、タグ携行方法によって検知できないことが危惧されていた。 

今回の実験では、タグ携行方法を一定になるようにお願いしていたが、実際にはポケッ

トの中で傾いたり、マグネットと一緒に携行されたりしたために、LFアンテナを検知しな

いことが発生した。 

RF タグ特性のばらつきについては、エリアへの出入りが特定の人(特定の RF タグ)に偏

っていたため、影響は確認できなかった。 

 

 （５） RFID 未検知領域 

実際の現場では、アクティブリーダが RFタグ信号を検知できない場所がある可能性が危

惧されていた。 

今回の実証実験では危険エリア内からの RFタグ信号の取りこぼしはなかったが、送信間

隔が 5分と長かったためエリア内での交信回数が少なく、十分な検証ができなかった。 

  

 （６） 応答性 

今回の現場では、作業者が出入り口から進入し、危険源(稼働中のロボットやプレス機)

に到達するまでに一秒程度であった。 

入退出検知により危険源への接近を知らせるためには、高速な応答が必須であると思わ

れる。 

 

 （７） 心理的課題 

タグを携行することや、カメラによる入退出管理は、人によっては監視されているとい

う精神的なストレスとなる場合がある。今回のアンケート結果(添付資料 5)でも 17 人中 7
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人(41%)が「意識した」または「監視されていると感じた」と答えている。 

今後の実証実験や将来の導入に当たっては、実際に作業する人に、検出内容や適用範囲

を明確に説明し、「監視されている」という感覚ではなく「見守られている」という認識を

持ってもらう必要がある。 

  

4.4.2 実証実験で明らかになった課題と対策案 

今回の実証実験で明らかになった課題を列挙する。 

 

(1) 設置、実験方法などの課題 

 ① ゲートが大きい 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 4.4.1 ゲート写真 

【原因】 

今回の実証実験現場では、床面が金属であり電磁的影響が懸念される、また作業者がマ

ットのふくらみで躓づく等の配慮も考慮すると、LF アンテナを床に設置することができな

かった。また、出入り口の間口が約 2m と広かったため、既存の LFアンテナは使用できず、

新たに幅の広い LFアンテナを作成し設置する必要があった。 

そのため、頭上に大きなアンテナを設置する必要があったため、大きなゲート(図 4.1.3

参照)となってしまった。 

【対策案】 

・LF アンテナの小型化または堅牢性向上、金属面取り付け対応による床面取り付けにす

る。[機器] 

・現場の状況に適合したアンテナ、カメラの選定、設置方法を考案する。[機器] 
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② データの不整合 

【内容】 

今回の実証実験では、実態に対する検知状況を確認したが、実態の記録が不正確だった

箇所もあり、かつ後日確認することも困難であった。 

【原因】 

 実験にあたり、後日の検証を考慮した記録内容や方法が不明確であり、必要な情報が正

しく記録できなかった。また、待機場所から人の出入り、カメラ画像を確認しにくかった

ため、記録に抜けやずれがあった。 

 

図 4.4.2 実験本部 

【対策案】 

・必要な記録内容を明確にする。 

・記録しやすい現場での居場所などを確保する。 

  

③ 存在検知データの不足 

今回の実証実験の目的の一つである、危険エリア内の存在検知について十分なデータが

得られなかった。 

実際に生産を行っている現場では、人が危険エリアにいる時間は平均約 1分とわずかで

あり、定時送信間隔が実験中の設定の 5分では、ほとんど危険エリア内での交信がおこな

われなかった。そのため実際の生産現場での不感帯エリアの有無が確認できなかった。今

後の実証実験では、危険エリア内での定時送信間隔を短くするなど、有効なデータ収集が

できる工夫が必要である。 

【内容】 

 存在検知として使用する RFID の受信データが 4日間で 11回と少なかった。 
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【原因】 

 現場では、エリア X 内での作業が平均約 1分と短時間であったため、RFID の送信間隔 5

分では、十分にデータ収集できなかった。 

【対策案】 

・タグの設定を変更する。[機器] 

・エリア内でのタグ発信間隔を短くする。[機器] 
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(2)ステレオカメラに関する課題 

① 入退出者を検知できない場合がある 

 今回の現場では、扉上部には枠があるため扉の真上にカメラを設置することができなか

ったため、危険エリア内にカメラを設置した。しかし、危険エリア内では、作業者は自由

な方向に移動できるため、通過検知が正しくできない場合があった。 

 もともと、通路など人の移動方向が一次元である場合の入退出検知カメラであるため、

今回のような平面的な動きには対応できなかった。しかしながら、製造現場では、通路の

ように一次元に人の動きを制限できる場所は少ないと考えられるので、二次元的な動きに

対応した入退出検知をすることが望ましい。 

【内容】 

 エリア内で柵に沿って行動すると、入退出が検知できない。 

 

  

図 4.4.3 柵に沿って移動したため計数しない例 

 

【原因】 

 通過検知が四角形の二辺、記画像の上(青)下(緑)線の通過であるため、人の動きによっ

て通過検知できない。 

【対策案】 

・通過検知を四角形の四辺にする。[機器] 

・カメラ設置場所を適切な位置に変更する。[設置] 
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② 出入りがない時に入退出を計数してしまう場合がある。 

 今回の実証実験現場は、屋内ではあるが日差しが差し込んだり、天井走行クレーンなど

の影があるなど、照度変化が激しい場所であった。また、カメラの視野内に扉などの高さ

のある物やゲートの足などの人の頭と形が似ている物があり、誤検知が頻発した。 

【内容】 

 扉が閉まっているなど、入退出が行われていない時に、入退出を計数する。 

 特に天井走行クレーンの影や照明の点灯時に計数が上がる。 

【原因】 

 1. 扉やゲートの足などを人と誤検知している。 

 2. 日差しや照明などの変化に反応している。 

 

 

 

 

 

図 4.4.4 照明点灯時の誤計測 

 

【対策案】 

・誤検知しやすいものを避けて設置する。[設置] 

・計数条件に「扉があいている場合」等の条件をつける。[システム] 

・照度変化の少ない場所への設置をする。[設置] 

・照度変化に対応できる機器、アルゴリズムを考案する。[機器] 
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(3) RFID 

① 意図しない送信 

 実証実験中に、RFタグについている押しボタンスイッチが押され、意図しない送信が頻

発したケースがあった（図 4.4.5）。押しボタンスイッチは実験中でも RF タグの動作を確

認できるように、有効としていたが、実験中に使用することはほとんどなかった。 

 今回は、ポケット内で一緒に入れていた別のものにより意図せず押されたが、タグ携行

者が興味本位で RFタグを操作する可能性もあるため、使用しない機能は無効化しておくこ

とが必要である。 

【内容】 

 RF タグ送信が頻発した。 

【原因】 

 ポケット内で押しボタンスイッチが押された。 

【対策案】     

・タグの設定を変更する。[機器] 

 

 

・ 

・ 

 

図 4.4.5 押しボタン SWが押された際の RFタグ受信例 
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4.4.2 昨年度に明らかになっていて、現場でも発生した課題 

(1)ステレオカメラ 

① 人でない物を計数してしまう場合がある。 

 昨年度の実験でも人でないものを人と検知してしまうという課題が見つかっていた。今

回の実証実験中にも同様の課題が見られた。 

【内容】 

 荷物(ハンドなど)を持って入退出すると、入退出者数が増える。 

【原因】 

 荷物(ハンドなど)を人と誤検知している。 

 

 

 

 

 

図 4.4.6 ハンドを計数した例 

 

【対策案】 

・人検出精度の向上(ヘルメット形状を認識するなど) 
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(2)RFID 

① ゲート通過を検知しない(LF) 

 RF タグの LF アンテナとの交信(パッシブ交信)には強い指向性があるため、タグの携行

方法によっては検知できないことがあった。さらに、マグネットなどと一緒に携行すると

交信特性に影響があり、検知できない場合もあった。 

 実際の現場では、携行方法を制限することは難しく、ヘルメットへの取り付けなど、RF

タグの向きや位置を固定できる方法を検討すべきかもしれない。 

【内容】 

 RF タグが LFアンテナからの信号を受信できない。 

 

 

 

 

 

 

時刻 実態 カメラ RFID 整合性
動き 人数 識別 人数 人数 識別 memo 人数 識別

8:24:48 ▲ 進入 1 6076 1 0 RFID未検知 ○ ×
8:27:05 ▼ 退出 0 6076 0 1 0 RFID未検知 ○ ×

※ タグを非携帯またはLFに反応しない携帯方法のため，RFIDにて検知できなかった．  

図 4.4.6 LF アンテナが検知できない例 

【原因】 

 タグの傾きやマグネットと一緒に持つなどにより、LFアンテナからの信号を受信できな

い。 

【対策案】     

・タグ携行方法を規定(ヘルメット内など) 

  

② 意図しない通過検知(LF) 

 LF アンテナの交信性能が周囲環境の影響をうけ易いため、設置、調整に注意が必要であ

ったが、現場で機器との干渉を避けるためにアンテナ形状を変更し、さらに、我々はエリ

ア X 内へ入ることができなかったため、現場に合わせた設置、調整が十分にできなかった。 

【内容】 

 エリア X内で LF1(エリア X 外のマット)に反応または、エリア X外で LF2(エリア X 内の

マット)に反応した。 

 エリア X外でゲート近くを通過で進入を検知した。 
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【原因】 

 LF の検出領域が重なっているため、意図しない場所で LFアンテナに反応する。 

金属などの影響で、LF の検出領域がゆがんでいるため、意図しない場所で LF アンテナ

に反応する。 

【対策案】     

・LF アンテナ形状、感度を現場に合わせる。 

  

表 4.4.1 に、課題と対策案をまとめる。 
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4.5 支援的保護装置の適応可能性についての考察 

今回の実証実験ではカメラ、RFID が同時に危険側誤動作に至った件数は 0 件であった。 

この結果は、今回の実証実験システムが、支援的保護装置として適応できる可能性につ

いて、支援的保護装置に必要な要求レベルを達成できる可能性があると考える。 

例えば、支援的保護装置が検知した情報を、一般制御システム及び安全制御システムの

補助情報として利用することを想定する。その一例として、入退出の検知情報を制御シス

テム全体の起動許可条件の補助情報として利用することを想定する（図 4.5.1）。 

この場合、支援的保護装置の情報は起動条件を補助する情報となる為、危険側誤動作に

至らないことが理想とされる。この想定システムに対し、今回の実証結果で支援的保護装

置の一部であるカメラ及び RFID にて個別に危険側誤動作が発生した場合でも、同時に危険

側誤動作が発生しない限り安全側に判断される結果が得られたことは、今回の実証実験シ

ステムが支援的保護装置としての役割を果たすことができる可能が高いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.1 支援的保護装置の活用イメージ例 

 

今回の実証実験では限られた時間での検証であった。よりデータの信頼性を向上させる

うえではより長期間での実証実験が望まれる。 

また、今回の検証では危険側誤動作にフォーカスしているが、実際に支援的保護装置を

導入した場合に、安全側誤動作の発生確立についても検証が必要と思われる。なぜなら、

安全側誤動作であっても、その誤動作確立があまりにも高い場合、支援的保護装置を導入

後の生産性が低いものとなり、現場判断で支援的保護装置の無効化が行われる可能性が高

くなることが想定されるからである。 

今後は、支援的保護装置が現場導入できるレベルとしての安全側誤動作回数についても

仮説設定と検証が必要と考える。支援的保護装置はあくまで保護装置とは一線を画するも

のであり、その位置付けにある支援的保護装置として誤動作に対する信頼性及び構成シス

テムの要求事項の定義について、今後検証と議論されることが望まれる。 

安全制御信号

一般制御信号 起動許可信号

支援的保護装置の検知情報

判定回路
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第５章 国際標準化への考察 

 

本調査は、労働者保護の観点から「使用者側で講じられるリスク低減方策のあり方」に

ついて検討を行い人の注意力のみに依存するにはリスクが高い危険源・危険状態に対して

の設計・製造者へのリスク再評価の提案と支援的保護装置という新しい概念を使った安全

管理体制を提案する。ここで支援的保護装置とは、「設計・製造者による使用上の情報(残

存リスク情報)に対して、使用者が使用時に行う保護方策である教育・訓練、管理とともに

使用されるヒューマンエラー等を考慮した不確定性の高いリスク低減方策を支援するため

の保護装置」と定義した。 

この考え方は、新しい分野であり、リスクアセスメントに基づいた保護方策を実施した

設備に対して使用者側で行うべき追加の保護方策、あるいは、付加保護方策の一つとして

適用できる。第４章で報告したように、RFID とステレオカメラを組み合わせた装置の実証

試験において、運用や設置に関する条件は必要であるが、支援的保護装置として適用可能

性が確認できた。 

機械安全分野のグループ A 規格である ISO12100 では、機械類のリスク低減方策として本

質安全設計方策、安全防護、付加保護方策、使用上の情報（残存リスクに対する対応）の

順に実施すると言う方針が示されている。ここでは、作業者保護の観点から使用者側が行

う労働災害防止戦略は、メーカからの残存リスクを元に検討するということになっている。

この中に、新たに使用者側のヒューマンエラー等を考慮した安全管理と、そこで残存リス

クに対する具体的な方策として支援的保護装置という概念を導入するのは有効であると考

える。 

 また、ISO12100 が主として機械類単体を対象としているのに対して、複数の機械類を組

み合わせた統合生産システム（IMS）の安全性要求事項に関する規格として ISO11161(統合

生産システム)がある。この規格は、複数の機械類と作業者が関わる一連の作業(非定常作

業を含む)に対するタスクゾーンのリスク低減方策を、機械の配置と一連の作業における作

業者の行動パターンとの関係の中で行う。設備が複雑になれば、複数の機械を取り扱う中

で特に非定常作業時の作業者の安全確保を行うために適切なシステムインテグレーション

が必要となる。この場合、使用者側が従来のように、設計・製造者からのリスク低減の提

案を受容するのではなく、使用者側のリスク低減に関する要求事項を含めた適切なリスク

分散を行うための評価方法の導入と、それらのリスクに対して、適切なリスク低減方策を

提案できる能力が求められる。本調査の支援的保護装置は、人間特性を考慮したヒューマ

ンエラーと不安全行動を前提とした使用者側からのリスク低減方策であり従来のように
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「人の注意力のみに依存する」管理手法に比べて、危険側移行率を大幅に減少させること

ができる手法である。例えば、個人識別では、タスク毎に作業者が決まっている場合、作

業者がうっかりして担当のタスク以外で危険区域に侵入すると ID タグによって個人識別

を行い担当者でなければ、設備の起動許可をしないようにする。また、モード切替などに

よって危険区域となったゾーン内に作業者の有無を検知し作業者が存在する場合には機械

の起動許可をしないようにするというようなシステムが考えられる。 

本調査では、リスクグラフ法を用いたヒューマンエラーに対するリスク評価も提案して

おり（第３章参照）、このリスク評価手法もあわせて IMS を対象とした国際規格 ISO11161

へ労働者保護の観点からの追加提案が可能と考える。 

また、カメラシステムを使用した検知装置に関しては、IEC/TR61496-4 が存在する。現

在、リファレンスパターンを利用する方式は改定作業中であり、また、ステレオカメラを

使用する方式が新規提案されている。この規格は、カメラシステムを安全防護装置の検知

装置として使用するための要求事項を示したもので、本調査で検証してきた支援的保護装

置と位置づけは違うが、今後、これらのカメラシステムと RFID を組み合わせることで、支

援的保護装置が安全防護としての危険区域内の存在検知インターロックシステムとして追

加提案ができる可能性もあると考える。 

 また、平成 22年 6 月にフィンランドで行われた SIAS2010 注 1において、各国のエキスパ

ートと危険点近接作業における安全対策を議論したところ、現在の ISO1210 は設計・製造

者の立場が中心となって規格提案されており、使用者側の立場をかならずしも十分に反映

されていないとの意見があった。そこで、今回提案した支援保護装置の説明を行ったとこ

ろ、今後検討に値するとの前向きな評価を得た。 

 

注１) SIAS(Safety of Industrial Automated Systems)；世界の製造業における産業オー

トメーションの安全に特化した国際会議で、ほぼ隔年で開催されている。直近では、

平成 22 年 6 月に第 6 回がフィンランドで開催された。毎回、大学、研究機関、認証機

関などの専門家のみならず、機械メーカ及びユーザ、ならびに労働安全関係者をも含

めた産業オートメーションの安全に係わる広範囲の分野から多くの参加者が開催国内

外から集い、親交を深めながら熱心な討議が行なわれている。 
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第６章 調査成果の総括 
本調査の成果をまとめ、今後の展望を述べる。 

6.1 研究目的と実証実験結果の総括 

リスクアセスメントに基づく安全対策が十分に行われたとしても、危険エリア内でメン

テナンスやティ－チングなどの危険源近接作業は必ず存在する。そのような場合には、安

全機能を働かせるために複雑な手順・操作・管理を実施している。しかし、作業性・効率

性が悪いなどから、安全機能の無効化を行っているケースが散見されるという大きな課題

がある。また、そもそも安全機能を切らなくては行うことが出来ない、試運転や調整など

の作業も皆無ではない。そこで、個人の注意力などによる安全確保に、RFID 機器、ステ

レオカメラ等を用いた支援的保護装置を使うことを考えた。以上の議論に中で、支援的保

護装置を「設計・製造者による使用上の情報(残存リスク情報)に対して、使用者が使用時

に行う保護方策である教育・訓練、管理とともに使用されるヒューマンエラー等を考慮し

た不確定性の高いリスク低減方策を支援するための保護装置」と定義し、いわゆるスリー

ステップメソッドの「安全防護及び鱶保護方策」との違いを明らかにした。 

 

6.2 今後の課題と国際規格化への展望 

規格の検討課題として、昨年度・本年度の調査から支援的保護装置の有効性と RFID 機器

及びステレオカメラ等により実現することの可能性が見いだせたが、これを規格として定

着させ、広く利用される確立した技術にすることを考えなければならない。第５章では、

技術的側面から考察したが、今後は、規格化提案までの各ステップと解決すべき技術課題、

規格の構成等の検討に入る段階である。検討事項として次の各項目がある。 

1.規格の構成（体系） 

2.支援的保護装置の定義 

3.支援的保護装置の使途 

4.支援的保護装置の構成 

5.支援的保護装置の要求事項 

6.要求仕様に対する試験法 

技術基準の検討課題として、規格の策定を通じて、技術的要求事項を明確化させること

は、設計事項を明確化させることであり、今回の実験で汎用的な機器を用いたために生じ

た誤検知、検知漏れを防止する基本となる。また、検知漏れをどのレベルまで許容するの

か、それをリスクアセスメントとどう関連づけるのか明確にすることが必要である。 

また、スリップのみを防げばよい B１とミステイクまで防ぐ B３を、今回のプレスライン



 

 
 

65

で例をあげれば、前者はトラブルシューティング時に不適切な作業者の接近に対する個人

識別機能での検知、後者はラインの起動時にあって操作者から死角となる危険領域の人の

検知である。もち論機械安全規格が要求する安全方策を実施していることが前提であり、

今回の試験ラインもそれは行われていたが、その上で、支援的保護装置は、これらのヒュ

ーマンエラーを災害に結びつけないようにする装置である。後者の場合には、支援的保護

装置が不確定性の低減に大きな役割を果たすことが期待されている。 

ISO11161 では、タスクゾーンに適切な要因がいること、そこまでの到達についても予め

定められた経路によることが前提となっているが、これらの条件からの無意識な逸脱に対

する保護は、本システムの有効な領域を考えられる。 

今後の展望として、2 年間の調査を通じて、人に頼る安全、つまり管理による安全が確

保されている作業を技術的に支援し、災害を減らすことを考えてきた。 初の段階では、

個人識別、入退出管理等を個別に考え、利用できる技術と製品でシステムを構築した。次

いで、これら技術方策を、「支援的保護装置」という形でまとめてみた。今後は、支援的保

護装置としての設計指針、規格化に向けて概念を規定に落とし込む作業を進めることが今

後の課題となる。規格化の審議は ISO/TC199 機械安全で行われることになる。 

今回、調査で明確にした支援的保護装置の定義、明らかになった技術的課題を、ISO/TC199

の国内審議団体に報告し、具体化に向けた審議ワーキングを発足するように働きかけるこ

ととする。 
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添付資料１ 本調査中に調査した IT 機器の概要と活用案 

 

実証実験を具現化するために必要となる「IT 機器の概要と活用案」の調査のために、下

記の 5社を訪問した。 

No 日 時 訪 問 先 目 的 

１ 平成 22 年 

6 月 11 日 

㈱日立製作所、㈱日立ビルシステム

日立ビルソリューション・ラボ 

RFID システムを活用したセキ

ュリティシステム見学 

２ 平成 22 年 

7 月 22 日 

古河機械金属㈱  

小山工場 

超音波を活用した IDシステム

見学 

３ 平成 22 年 

11 月 1 日 

㈱竹中工務店  

エンジニアリング本部 

人体通信を活用したセキュリ

ティシステム見学 

４ 平成 22 年 

12 月 22 日 

㈱日立製作所 

新橋デモセンター 

RFID システムを活用したセキ

ュリティシステム見学 

５ 平成 23 年 

2 月 28 日 

YRP ユビキタス・ネットワーキング

研究所 

UWB 方式 RFID システムの見学

 

１．㈱日立製作所 日立ビルソリューション・ラボ見学 

(1)日時 

  平成 22 年 6 月 11 日 10:30-12:00 

(2)場所 

  ㈱日立製作所、㈱日立ビルシステム 日立ビルソリューション・ラボ(亀有) 

 (3)参加者 

・㈱日立製作所/㈱日立ビルシステム 4 名 

・NECA RAWG メンバ 10 名 

(4)主な内容 

①本ラボは、昇降機、セキュリティ、環境･省エネの 3 分野の展示ラボである。 

  ②昇降機遠隔監視システム 

 ・全国のエレベータを一括監視する管制センターが設置されている。 

 ・異常発生時には 20 分以内に現場に急行する。 

 ・基本的に予知保全を実施している。 

③ハンズフリーセキュリティシステム(RFID)のデモ 
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・LF によるエリア限定機能・干渉防止機能（2 月に特許成立）は非常に完成度が高

く、特に 2 台の LF の検知領域の境目がほぼ直線になっているところが目を引い

た。通常の LF の場合には、二つの検知エリアが重なったり、不感帯になったり

するが、今回のシステムではそれが見られなかった。 

④ カメラによる共連れ防止の認証はシングルカメラを採用していた。ただし、ステ

レオカメラのタイプもあるとのこと。また、顔認識システムも準備されている。 

⑤ アクティブに関しては、微弱の交信距離は見通しが良いところで 10ｍレベルであ

まり長くなく、あくまでドア付近で人の認識ができればよいという考え方。 

＝＝＞これが延びれば、常時、人の追跡が可能になり、ベスト。 

⑥ 新機種のエアロスペースは WiFi（2.45GHz）で 3 点測距するタイプ。これに LF が

付加されれば良い。 

 

 

２．古河機械金属(株)訪問 

(1)日時 

平成 22 年 7 月 22 日 10:30-15:00  

(2)場所 

古河機械金属(株) 小山工場 

(3)参加者 

  ・古河機械金属(株) 4 名 

・NECA RAWG メンバ 8 名 

(4)主な内容 

  ①小山工場での製造製品のご紹介 

・ ウェーハ製造（別のグループ会社） 

・ ポンプ製品（汚水：汚泥移送用、納入先：水再生センター、シールド工事（ア

クアライン：SPD type）） 

・ キャリア製品 トラックの荷台に載せる車載用キャリア（ユニックキャリア） 

・ 鉄構製品（橋用） 

・ 環境製品（集じん装置他） 

  ②超音波方式 ID システムの見学 

・ 見学箇所：ポンプ工場 

・ 超音波方式 ID システム ZPS-3D のデモを見学 
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・ この工場におけるアンテナ設置高さ 6m。アンテナ設置間隔は 1.4m（通路にい

る人を見るため）。 

・ 位置精度は約 20～30cm。 

・ タグへの格納情報は数字で 8 桁。 

・ ICU からタグ ID を発して、タグの返事を待つ（タグは超音波を出して、天井の

アンテナで受信する）方式。 

・ システムとしては、タグ ID、日付、X,Y,Z 位置情報の合計約 30 桁がサンプリン

グ周期ごとに CSV ファイルで返ってくる。 

・ サンプリング時間は 速で 25msec（実態としては 1 秒間に 25 個をサンプリン

グする）。 

・ 愛知県の自動車工場の搬送（フォークリフト）で実績あり。 

・ ポカよけニーズでは、精度を 2-3cm にする。作業手順を間違えないように監視

する。この場合には、ツールにタグを付ける。 

   ・ 5m×5m のエリアにいる人が立っている、あるいは倒れている人を 10cm の精

度でとりたい場合には？＝＝＞マルチリーダ8個、シングルリーダ25個が必要。 

・ エリアの考え方/検出距離と必要アンテナ数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．(株)竹中工務店訪問 

(1)日時 

平成 22 年 11 月 1 日 09:30～11:00 

(2)場所 

(株)竹中工務店 エンジニアリング本部 東京都江東区新砂 

 

1.5～2m 
3m 

天井 
 

5m 

アンテナ 
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(3)参加者 

  ・(株)竹中工務店 3 名 

・NECA RAWG メンバ 4 名 

(4)内容 

  ①次世代セキュリティシステムの説明を受けた。 

   これはカメラによる監視画像と電界通信タイプの RFID による認証情報によるセキュ

リティシステムである。 

  ②デモンストレーションでは、人に電界通信タグを携行させ、床面に設置した電界通信

リーダライタによる存在検知と監視カメラによる人物の特定を行なった。基本的には

人物をカメラで検出し、その人の特定を電界通信タグで行う。 

  ③今回のデモンストレーションでは、カメラが人の髪の毛の色によって検知しなかった

り、人の体勢（例えば、かがむ等）によって検知しなかったりすることがあり、残念

ながら安定した画像認識ができなかった。 

 

 

４．(株)日立製作所訪問 

(1)日時 

平成 22 年 12 月 22 日 09:30～12:00 

(2)場所 

(株)日立製作所 情報・通信システム社 新橋デモルーム 

(3)参加者 

・(株)日立製作所 1 名 

・NECA RAWG メンバ 6 名 

(4)内容 

 ①Air Location システムの説明 

・ 汎用の無線 LAN（IEEE802.11b／g）を利用し、汎用のアクセスポイントと混

在が可能なシステムで高精度の位置検知が可能。 

・ 位置検知には三辺測量方式や RSSI 方式を採用している。 

・ 200 回/秒の高速な位置測位を実現している。 

 ②活用事例 

・ 資材管理 

・ 病院での医療機器管理 
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・ トンネル内での安全管理 

・ 催事会場での VIP 追跡、位置把握 

・ フォークリフトの動線管理 等 

 ③デモ 

・ デモルーム内で RF タグを持ち歩き、人の動線管理をするデモを見学。ビュ

ーワやソフトが充実しており、画面を見ても動線が分かり易い。 

・ 部屋への入退出は LF 機能によるドア内外の把握とアクティブ機能によるロ

ケーション把握が可能になっており、LF は 2 つのアンテナの交信領域の境

界線がかなり明確になっている。ただし、RF タグの向きによって交信エリ

アや交信距離が多少変化する。 

・ カメラシステムや指紋認識等のバイオメトリクス機器との組合せで、セキュ

リティ性や確実性が高くなっている。 

 

５．YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所訪問 

(1)日時 

平成 23 年 2 月 28 日 10:30～12:00 

(2)場所 

YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所(五反田) 

(3)参加者 

・YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所 2名 

・NECA  RAWG メンバ 6 名 

(4)内容 

 ①UWB による高精度測位システムに関する説明 

UWB は 3.1GHz～10.6GHz 帯を使用し、WLAN や WCDMA、あるいは Zigbee を活用し

た他のタイプと比較して、 

・ 低消費電力（19mA） 

・ 高速通信（250kbps～10Mbps） 

・ 高精度測位（誤差 30cm） 

等が特長である。 

  ②測位方法とシステム 

   ・3 点測位が基本で、一つの基準局と 3 箇所に設置した基地局に UWB タグから

到達する電波（パルスのピーク）の時間差によって位置を算出する。 
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   ・基準局と基地局とは毎回やり取りをしており、時刻を常に合わせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・現状、UWB タグの検出距離は実力で 30m。実用は 20m 程度。 

   ・UWB タグのサイズは、 

① 小型タイプ：10×10×10mm 

② 汎用タイプ：25×50×7mm 

・基地局のサイズは、180×135×40mm 

   ・UWB タグには充電電池を搭載しており、1sec/周期の発信で電池寿命は 3日間 

・現在、電波法上では UWB は認められていないために、実験局としてしか使用

できない。一般的に申請して 1 ヶ月。屋外での使用だとさらに期間がかかる。 

  ③デモンストレーション 

   10m×7m 程度の部屋でデモンストレーション（モデル）を見学した。 

   部屋には基地局 4台、基準局 1 台が設置されていた。 

台車にタグが付けられており、その台車を動かすとディスプレイに台車の位置

が表示される仕組みであり、ある程度の精度で位置表示ができるものの、電波

の反射や人の動きで、動かしていない台車の位置が変わっていた。 

     周波数が高いこの手のアクティブタグは障害物や電波の反射の影響を受けやす 

く、また、水分の影響も受けやすいことが分かった。 

  

 

 

 

 

基地局 基地局 

基地局

基準局

UWB タグ
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添付資料２ 生産者（製造現場）との交流会結果 

 

実証実験候補の調査活動として、実証実験を具現化するために必要となる実際の工場の

現場が必要であり、その現場を提供してもらうために安全に対する積極的な取り組みを行

なっている企業 3 社を選び、本 RAWG 活動の目的やシステムの説明を実施し、意見交換を行

った。 

No 日 時 訪 問 先 目 的 

１ 平成 22 年 

11 月 11 日 

A 社  

工場 

自動車製造・加工ラインでの

実証実験協力依頼 

２ 平成 22 年 

7 月 7日 

B 社 

本社 

工作機械製造ラインでの実証

実験協力依頼 

３ 平成 22 年 

7 月 14 日 

C 社  

本社・試作工場 

部品加工ラインでの実証実験

協力依頼 

 

１．A社 

(1)日時 

  平成 22 年 11 月 11 日 14:30-17:30 

(2)場所 

  A 社工場 

 (3)参加者 

・A 社 6 名 

・NECA RAWG メンバ 8 名 

(4)主な内容 

①RAWG の活動内容と訪問目的の説明を行なった。 

 特に、今回の訪問は実証実験への協力依頼であり、実験現場としての条件を満た

すかどうかという点を含めたヒアリングを行なった。 

②実証実験時期について 

 以下の通り、実証実験期間を決定した。 

【結論】12/4～12/11 とする． 

  ※ 送付できる機材は，4 日 8 時着指定で A 社に発送しておく 

  ・4 日(土) 8:00～17:00 の間に機材搬入，設置 

  ・6 日(月) 16 時から RFID 調整 

  ・7 日(火)～10 日(金) 実証実験 
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  ・11 日(土) 撤収 →可能なら 10 日に撤収 

 11/29 の週と 12/11 の週は工程稼働が遅番(16 時～25時)のみのため不可 

 機材搬入の要領，実証実験シフト表作成    

② 事前の手続きについて 

 工事業者用の安全教育(1 時間程度)が必要 

 構内作業届け提出 

 車両入門証申請 

③ 現場作業時の服装について 

 ヘルメット (A 社での準備も可) 

 作業着(半袖は NG) 各社のもので OK 

 安全靴(セーフティスニーカー可) 

④ 実験中の作業者のタグ携行方法について 

 作業上着のポケットに入れる． 

 出来ればクリップで留められるとよい 

 ＊RF タグの向きで LFマットとの交信距離が変動するため 

   向きが固定できることが望ましいが．．． 

 ＊RAWG で RF タグ用ストラップ選定，調達    

⑤ 運用，その他 

 RF タグは現場作業の可能性がある人すべてに，各自 1個を割り当てる． 

 (共有，貸し借りはしない) 

 RF タグは毎日電池交換のため，朝受け取っていただき，夕方返却いただく． 

⑥ 現場確認 

 実証実験現場の見学を行い，必要な機材などを確認した。 

 以下のものを追加で準備する． 

・ アクティブリーダ取り付けブラケット 

・ 配線ダクト(柵-PC 台間) 

⇒一般のダクトは全長 2mのため長さ不足 

・ アルミレール用結束バンド固定具(CM-1) 

・ 床配線モールなどケーブル保護具 

・ ゲートは一ヶ所とする． 
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２．B社 

(1)日時 

  平成 22 年 7 月 7 日 13:30-17:00 

(2)場所 

 B 社 本社 

 (3)参加者 

・B 社 2 名 

・NECA  RAWG メンバ ４名 

・その他 2 名 

(4)主な内容 

 ①NECA RAWG の活動内容と訪問目的の説明を行なった。 

  特に、今回の訪問は実証実験への協力依頼であり、実験現場としての条件を満たす

かどうかという点を含めたヒアリングを行なった。 

 ②議論、確認内容 

・ 工作機械であり、機械そのものを完全に囲んでいるため、人が入ることは少ない。 

   （人が近づく対策 + 中から物が飛び出さない） 

・ 大型の機械や装置であれば、人が閉じ込められる危険性があるので、実験対象

になる可能性はある。 

・ 現場にロボットはほとんどない。 

・ 作業やリスクマネージメントの観点から、人による権限の管理は実施している。 

＝＝＞人の特定に関連する。 

・ 搬送系においては完全に人をシャットアウトしているところがあり、実験する

意義があるかも知れない。 

・ 現場の安全は教育に依存している。 

・ 客先からの RA要求はまだ少ない。 

③ 結論 

後日、会社としての協力が難しいという理由でお断りの回答があり、実証実験に

は至らなかった。 
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３．C社 

(1)日時 

  平成 22 年 7 月 14 日 13:00-16：00 

(2)場所 

C 社 本社・試作工場（テクニカルセンター）（機械部品メーカ） 

 (3)参加者 

・C 社 3 名 

・NECA RAWG メンバ 4 名 

(4)主な内容 

  ①試作工場の見学をさせていただき、現場の安全に関して議論をした。 

  ②幾つかの機械操作では人の注意力に頼らざるを得ない運用がなされていたため、この

ような箇所で実証実験を行なう意義があると思われた。 

  ③しかし、現場が生産ラインではなく、試作工場ということで小型の機械が多く、かつ

現場が比較的狭いエリアであり、アクティブタグの特性上の問題（交信エリアが数

10m と広すぎる）から、C社の現場での実証実験は難しいと判断した。 

 

４．結論 

A 社との交流会を通じて、実際の現場の問題点に対して、本システムの実現がその問題

解決に有力であることを確認した。 

終的に、A 社への実証実験場所の提供依頼に対して、正式受諾の回答が得られ、平成

22 年 12 月 4 日～10日の期間で実証実験が可能となった。 
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添付資料３ A 社現場作業者への実験に関するアンケート集計 

 

 実証実験終了後，実証実験中、実際に RF タグを携行して参加いただいた方々にアンケー

ト調査を行った．その結果を示す． 

 

【調査対象】 実証実験中 RFタグを携行いただいた方 

【調査方法】 無記名方式 

【調査時期】 平成 23年 1月 28 日～2 月 10 日 

【回答者数】 17 名 

  Ａ部：5 人、Ｂ部：4 人、Ｃ部：2 人、Ｄ部：6 人 

 

 

 

R Fタグ携帯について

問題ない

53%

問題あり

12%

問題ないが

意識した

35%

タグ携行に「問題なし」「特に問題なし」が88% で、タグ携行の不都合はあ

まりない。ただし、「意識した」と「監視されている感じがした」(問題あり

回答の半数)を合わせた41% が精神的な面で意識していたと思われる。

RFタグを携行して作業された感想をお聞かせください。
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問題のある携帯場所

29%

12%

12%

35%

24%

0% 10% 20% 30% 40%

胸ポケット

ズボンのポケット

腕のポケット

ヘルメットの外

ヘルメットの中

RFタグを携帯する場所について、問題があると思われるところを教えてくだ

さい。(複数回答可)

我々が想定した携行方法には、それぞれ問題があると思われる。

ポケットでの携行の問題は、「落とす心配がある」「一緒に洗濯してしま

う」などの理由が挙げられている。ヘルメットへの取り付けについては、

「ぶつける」「場所がない」「ヘルメット交換する」などの理由が挙げられ

ている。

 

電磁波の影響について

影響なし

65%

不明

35%

影響あり

0%

今回の実験で使用したR FID は、125kH z帯と430M H z帯の電波を出す

（電波法には適合しています）機器でしたが、現場の装置、システム、

PC等に影響があったかを教えてください。

影響ありの回答はなく，現場の装置、システムへの影響はなかったと

思われる．
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ステレオカメラ設置について

問題ない

65%

問題あり

6%

意識した

29%

今回の実験では、カメラを用いた画像による入退出のチェックをしまし

たが、それに対しての感想をお聞かせください。

35% が「意識した」「監視されている感じがした」と回答している．
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添付資料４  国際規格 ISO11161 の検討資料 

 

 国際規格 ISO11161:2007「機械の安全性－統合生産システム－基本的要求事項」の概要

調査資料を示す。 

0

国際規格 ISO11161の概要

ISO12100-1/-2やISO14121のリスク低減手法に
IMS特有の要求を盛り込み

安全性だけでなく生産性に関しても言及した規格

作業者のタスク（作業）
タスクゾーン（作業区分）
機械の制御区分

機械単体に関しては、ISO12100-1/-2やISO14121に基づき
安全対策を施したものであることが前提

 

 

1

ISO12100に基づくリスクアセスメントプロセス

機械類の制限決定

終 了

リスクは受け入れ可能
となったか？

危険源の同定
ｈａｚａｒｄ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ

リスクの評価
ｒｉｓｋ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ

リスクの低減
ｒｉｓｋ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ リスクの見積り

ｒｉｓｋ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ

開 始

リスク分析

ｒｉｓｋ ａｎａｌｙｓｉｓ

リスクアセスメント

ｒｉｓｋ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ

はい

いいえ
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2

ISO11161に基づいたリスクアセスメントの流れ

IMS
（統合生産システム）

仕様の決定

リスクの見積もり

危険源及び
危険事象の同定

リスクの評価

リスク低減が必要な場合は保護方策を実施する

制限（レイアウト、異なる作業工程の関係と手動操作など）
機能性（生産性、安全関連制御部、運転モードなど）
作業任務の決定（作業内容、作業位置、保護具など）
IMSの空間に関する要求事項（レイアウト、接近性）

関連する安全規格に適合した機械、付属設備の
使用条件による危険源及び危険事象

設備のレイアウトによる危険及び危険事象
作業者の経路による危険及び危険事象

危害のひどさと危害発生確率の組み合わせによる見積もり

受け入れ可能なリスクであるかどうかの評価

 

 

3

ISO11161に基づいた保護方策の流れ

本質安全設計方策

IMSおよび区分の
設計上の要求事項

使用上の情報

設計の妥当性確認

安全防護および
制御区分

IMS仕様又は制限の変更
危険状態の抑制や作業者の介入を制限するための設備の変更
レイアウトの変更
作業者の介入の制限
運転モードの追加

タスクゾーンに対する安全防護
タスクから危険源を止めるべき範囲を制御区分として決定する
電気設備に関する安全性要求事項に対応する（IEC60204-1）
運転モード/状態表示
安全柵の設計
制御システムの安全関連部の検討

危害のひどさと危害発生確率の組み合わせによる見積もり

要求事項に対して適合してるかどうかの検証
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4

タスクゾーンの決定

作業内容の決定

危険源や危険区域
及び

関連する危険事象を
決定する

タスクゾーンを
決定する

作業者の動線と危険区域を重ねて作業者ができるだけ危険区域に進入しないという
本質安全設計方策につなげるためにタスクゾーンの決定は重要

作業に関する要求事項
作業位置
作業場所への接近方法

機械及び付帯設備の統合による危険事象

機械の保護方策の変更による危険事象

機械の使用方法変更による危険事象

 

 

5

ISO11161 リスク低減プロセスフローの検討

リスクの見積もり

危険源及び危険事象の同定

リスクの評価

IMS生産設備仕様の決定

IMS仕様の決定

設備制限の決定

作業者のタスクの決定

設備レイアウトの仮決定

機能性の決定

安全性評価を行った機械の導入

使用上の情報

設計の妥当性確認

安全防護及び付加保護方策

安全防護および
制御区分

安全防護装置の決定

安全機器の対応する制御区分

電気設備の安全対策
IEC60204-1

ガードの設計

安全機能中断時の保護方策

状態表示

リスクアセスメント完了

リスクアセスメントの流れ
保護方策の流れ

保護方策へ
はい

いいえ

リスクは受け入れ可能か

本質安全設計方策

IMSおよび
区分の設計上の

要求事項

設備レイアウトの
妥当性確認

作業内容の決定

危険源や危険区域及び関
連する危険事象を決定する

タスクゾーンの決定
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添付資料５  本委員会議事録 

 
Ⅰ.第一回「リスクアセスメント実証調査委員会」 議事録 
 
◇日時：平成 22 年 8 月 2 日(月) 14:00～17:00 
◇場所：(社)日本電気制御機器工業会 第一会議室 
◇参加者：委員長はじめ委員 7 名、オブザーバ 2 名 

◇概要： 
１．委員長より、開催のご挨拶があった。 

２．委員の自己紹介があった。 

３．本事業について、以下の議事に従い審議・決定した。 

 （１）7 月 22 日開催の WG の議事録の確認と本事業のマイルストーンについて、承認が

された。 

 （２）22 年度提案書について、通読後、本事業の計画・調査活動について承認がされた。 

 （３）調査活動の報告では、実証実験候補先の調査状況についてご報告があり、進捗状

況の把握と情報の共有化を行った。今後、具体的な候補現場を見いだすために、

調査を続行していくことと、実証実験先として、8 月末～9 月中旬までに決定し、

実施は 10 月中旬にしたい旨の説明があった。 

（４）支援的保護装置について、討議を行った。今後、要件について提案をいただき、

8 月末までに、第１次まとめをしたい旨の説明があった。 

４．次回の WG の会議日程と進め方について確認を行った。 
 （１）日時：平成 22 年 8 月 31 日 

（２）議題： 

①実証実験調査先の進捗状況の共有化と今後の予定の確認（作業分担） 

②支援的保護装置について討議 

以上 

 

 
Ⅱ.第二回「リスクアセスメント実証調査委員会」 議事録 
 
◇日  時：平成 23 年 1 月 26 日(月) 10:30～12:00 
◇場  所：(社)日本電気制御機器工業会 第一会議室 

◇参加者：委員長はじめ委員 8 名、オブザーバ 2 名 

◇概要 

１．委員長より、開催のご挨拶があった。 
２．前回までのＷＧ活動の進捗状況について、確認を行った。 
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本事業の①目的・内容、②事業体制、③委員会活動、④特定化システム調査、⑤進捗

状況の内容の説明と確認。 

３．実証実験先の活動報告では、データの分析結果などについて担当委員から説明を受け

共有化した。 

  ・実験結果に対する結果の纏め方 

  ・抽出された課題に対する検討 

  ・報告書への掲載方針     の検討を行い方針を決定した。 

４．報告書のストーリー（案）の審議では、目次（案）と執筆担当者を決定した。また、

報告書の第１回目の締め切りとして、2 月 10 日までに事務局へ提出することを確認し

た。 

以上 
 
 
 
Ⅲ.第三回「リスクアセスメント実証調査委員会」 議事録 
 
◇日  時：平成 23 年 2 月 28 日(月) 13:30～15:30 
◇場  所：(社)日本電気制御機器工業会 第一会議室 

◇参加者：委員長はじめ委員 7 名、オブザーバ 1 名 

◇概要 

１．委員長より、開催のご挨拶があった。 
２．報告書（案）について、担当委員から執筆ページごとに読み合わせを行い、報告書と

しての全体構成と内容を確認した。 

３．ISO11161 の検討を実施した。検討結果は、報告書第 5 章の「国際標準化への考察」の

中に反映して、検討資料は添付資料に記載していくこととした。 

４．報告書の取り組みについて 

本日確認した報告書を、担当ごとに精査し、3 月 2 日までに事務局へ送付のこと。 

その後、全員の資料を編集し、 終の報告書として作成をする。また、この内容をも 

って、実証実験先の承認をお願いすることにした。 

５．本事業の終了確認： 

委託事業事後評価表実績（案）に基づき、本事業の総括と評価を行い、報告書の 終

の詰めが残っているが、本事業の終了を確認した。 

６．今後の本事業の展開として、（社）日本機械工業連合会のワーキンググループとしての

方向性で検討しているとの紹介があった。 
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      電 話 ０３－３４３４－５３８４ 

 

      社団法人 日本電気制御機器工業会 

      〒105-0013 
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