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序 
 

米国においてはすでに PL 法が施行され，ＥＵでは機械の安全性確保策である CE マーキ

ング制度が実施され，さらにわが国においても PL 法ならびに機械の包括的安全基準が出さ

れるなど，我々を取り巻く環境は国際規模レベルで“安全性重視”へと変化しております。 

一方，国際規格の面では，機械分野の安全規格作成に関わる TC（Technical Committee）

－ISO/TC199（機械類の安全性）及び IEC/TC44（機械類の安全性―電気的側面）が設置さ

れ，安全に関する規格が続々と発行されております。 

このように，法規制，規格において顕著に見られるように，安全性の確保は，環境問題と

ともに現代の社会が要求する必須要求事項の一つと位置付けられております。 

従来，我が国の機械産業において，その安全性については，作業者の訓練に拠るところが

大きく，産業現場作業者の努力に頼る例が多く見られましたが，今日では，両 TC で作成さ

れる規格をはじめとして，制御装置の信頼性に拠るだけではなく，構造の面からの安全性確

保策が論じられる場合が多くなり，機械全体としての安全性が求められております。 

当会では，平成 4 年より ISO/TC199 の国内審議団体として，また平成 10 年より IEC/TC44

の国内審議団体として，活動してまいりましたが，本報告書は，これら両 TC のうち

ISO/TC199 部会の平成 23 年度の活動成果を収めたものであります。 

本報告書が関係各位のご参考に供するよう，ご高覧いただければ幸いであります。 

 

 

平成 24 年 3 月 

 

一般社団法人日本機械工業連合会 

会  長  伊 藤 源 嗣 
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はじめに 

本部会は，平成 4 年度に設置され，本年度でおよそ 20 年の歴史を持つこととなった。

ISO/TC199（機械類の安全性）は，当初，欧州で開発された EN（欧州規格）を一地域の財

産として保有するのではなく，ISO として世界各国の共通財産とすべく設置された。現在で

は，この欧州規格を ISO 化する段階は１サイクルまわり，本 TC の主な作業は，これら規格

のメンテナンスが中心となっている。このサイクルにおいて，欧州は EU 指令の枠組みを離

れることはなく，新たな規格の開発には，我が国をはじめとした第３国の貢献が必要となる。   

このことは，国際社会への貢献―規格を世界の共通財産とする―の意味とともに，我が国

の技術を世界に広めることができるということを原則，意味する。 

標準化活動は，１年ごとにすべてが完了するわけではなく，数年継続し，その最終成果と

して規格化がなされるわけであるが，本部会が，本年度に取り扱った国際規格は，FDIS（回

付準備中）が 1 件，DIS が 2 件，CD が 1 件，NWIP が 3 件，定期見直し案件が 5 件であり，

発行された規格はなかった。日本工業標準（JIS 原案）案件については，3 件の原案作成が

終了した。 

本書は，上の国際規格のうち昨年度からの継続審議案件を含めて 7 件，また調査研究テー

マとして統合生産システムにおける RFID とカメラを利用した保護方策の検討を行った内容

について報告するものである。 
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1 章 ISO/TC199 部会の目的 

本部会は，国際標準化機関 ISO における技術委員会の一つである ISO/TC199（機械類の

安全性）に対応した国内委員会の役割を務めるものであり，JISC（日本工業標準調査会）か

ら命を受けた我が国における唯一の正当国内審議機関である。本部会では，ISO/TC199 で取

り扱う 43 規格のすべてを所掌し，国際規格開発の審議をつとめ，各国と共同で国際規格の

開発に努めている。また，ISO で開発された規格を国内規格原案として作成する役割も担っ

ており，ISO/TC199 で開発された国際規格を JIS 原案として作成する。 

つまり，本部会では，その役割を二つ持っていることを意味する。一つは，国際規格の開

発であり，もう一つは JIS 原案の作成である。国際規格については，ISO/TC199 国際委員会

で開発する規格対応が主な作業となり，国内審議とともに，TC 総会や WG へ参加し，国際

規格開発を実施する。JIS 原案の作成については，ISO/TC199 で国際規格として開発された

規格を JIS 原案として作成することが主な作業となっており，原則 ISO との整合規格として

開発する。 

これら JIS は，例えば，JIS B 9700-1,-2，JIS B 9702 などの A 規格，JIS B 9705-1,JIS B 

9703，JIS B 9707 などの B 規格として JIS Z 8051 に基づき，すでに発行されているものも

多くある。 

機械類の安全性規格は，次のように階層構造化されている。 

○タイプ A 規格（基本安全規格）―すべての機械類に適用できる基本概念，設計原則及び一

般的側面を規定する規格 

○タイプ B 規格（グループ安全規格）―広範な機械類に適用できる安全面又は安全防護物を

規定する規格 

―タイプ B1 規格―特定の安全面（例えば，安全距離，表面温度，騒音）に関する規格 

―タイプ B2 規格―安全防護物（例えば，両手操作制御装置，インタロック装置，圧力検

知装置，ガード）に関する規格 

○タイプ C 規格（個別機械安全規格）―個々の機械又は機械群の詳細な安全要求事項を規定

する規格 

本部会は，上の機械類の安全性規格のうち，A,B 規格をその範囲として，作業を行ってお

り，個別の製品規格である C 規格は取り扱わない。 

この部会では，これら二つの目的を達成するために，それぞれ国際規格及び JIS 原案とも

WG 等を設置して，その活動を推進している。 

部会構成については，次項に組織表を掲載するので，そちらを参照されたい。 



2 章 ISO/TC199 部会構成表 

ISO/TC199 部会のもと，国際規格審議対応 WG として，4WG，JIS 原案作成 WG として，

3WG を設置して調査研究を実施した。また本年度は，統合生産システム（RFID 等）調査研

究 WG を設置して，ISO11161（統合生産システムの安全性）において使用可能なカメラと

RFID を用いた保護方策の技術的検討に着手した。さらに，機械工業界の機械安全の推進を

図るため，リスクアセスメント協議会を設置して機械工業界において共有しておくべき情報

交換を行った。 

2.1 組織体制 

 
タイプ A 規格，タイプ B 規格を所掌

する。43 規格を担当。 

タ イ プ B 規 格 ,ISO13857 及 び

ISO13855 の国際規格審議を担当。 

ISO11161 に対するガイド（TR）

を作成するための調査研究担当 

ISO13857/13855WG 

(主査・斉藤 剛/労働安全衛生総合研究所) 

統合生産システム（RFID 等）調査研

究 WG 

JIS B 9700 原案の作成を担当。 

ISO14119WG 

(主査・石川 篤/住友重機械工業) 

JIS B 9700WG 
(主査・内藤博光/ソニー) 

タイプ B 規格,ISO14119 の国際規格

審議を担当。 

タイプ B 規格,ISO13849－2 等の国

際規格審議を担当。 

ISO/TC199 部会 

(主査・山田陽滋／名古屋大学大学院) 

リスクアセスメント協議会 

（14 機械工業会と 2 機関で構成） 

行政等の安全関連の情報共有，交

換。＊規格作成ではない。 

(主査・杉田吉宏/テュフラインランドジャパ

ン)

ISO13849WG 

JIS B 9707/9708WG 
(主査・横井孝志/産業技術総合研究所) 

JIS B 9715WG 
(主査・斉藤 剛/労働安全衛生総合研究所) 

JIS B 9707/9708 原案の作成を担当。 

JIS B 9715 改正原案の作成を担当。 
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2.2 ISO/TC199 部会委員名簿（敬称略，順不同） 

 氏 名 所  属 

主 査 山 田 陽 滋 名古屋大学大学院 

副主査 斉 藤   剛 (独)労働安全衛生総合研究所 

委 員 向 殿 政 男 明治大学 

同 平 尾 祐 司 長岡技術科学大学大学院 

同 杉 本   旭 明治大学 

同 中 嶋 洋 介 大妻女子大学 

同 高 橋   洋 厚生労働省 

同 横 井 孝 志 (独)産業技術総合研究所 

同 長 束 正 彦 (公社)産業安全技術協会 

同 大 槻 文 芳 (社)日本工作機械工業会 

同 三 浦 敏 道 (社)日本ロボット工業会 

同 大 村 宏 之 (社)日本食品機械工業会 

同 土 肥 正 男 IDEC㈱ 

同 坂 田 文 彦 ㈱荏原製作所 

同 井 上 正 也 オムロン㈱ 

同 永 田   学 ㈱神戸製鋼所 

同 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱ 

同 平 沼 栄 浩 セーフティープラス㈱ 

同 大 町 展 弘 セーフテクノ㈱ 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO  

同 内 藤 博 光 ソニーファシリティマネジメント㈱ 

同 石 川   篤 住友重機械工業㈱ 

同 曽 我 晃 男 ㈱ダイフク 

同 石 川 滋 久 テュフズードジャパン㈱ 

同 杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱ 

同 新   幸之助 
トヨタ自動車㈱(H24年1月～） 

（H23年4月から12月は，星野康晴） 

同 杉 原 健 治 パナソニック㈱ 

同 木 下 博 文 平田機工㈱ 
同 星 野 喜 弘 ㈱牧野フライス製作所 
同 浦 島   直 三菱重工業㈱ 

オブ 
ザーバ 

内 藤 智 男 経済産業省 

事務局 川 池   襄 (一社)日本機械工業連合会 
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 氏 名 所  属 

同 吉 田 重 雄 (一社)日本機械工業連合会 

同 山 岸 直 子 (一社)日本機械工業連合会 

同 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.3 国際規格関係 WG 委員名簿 

2.3.1 ISO13857/13855WG 

 氏 名 所  属 

主査 齋 藤  剛 (独)労働安全衛生総合研究所 

委員 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱ 

同 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.3.2 ISO14119WG 

 氏 名 所  属 

主 査 石 川   篤 住友重機械工業㈱ 

委員 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 
 

同 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱ 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO  

同 平 沼 栄 浩 セーフティープラス㈱ 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.3.3 ISO13849WG 

 氏 名 所  属 

主 査 杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱ 

委 員 篠 木 富二生 三菱重工業㈱ 

同 石 川 滋 久 テュフズードジャパン㈱ 

同 曽 我 晃 男 ㈱ダイフク 

同 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱ 
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 氏 名 所  属 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO  

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.3.4 統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG 

 氏 名 所  属 

主査 清 水 尚 憲 (独)労働安全衛生総合研究所 

委員 福 田 隆 文 長岡技術科学大学 

同 中 坊 嘉 宏 (独)産業技術総合研究所 

同 岡 田 和 也 IDEC㈱ 

同 村 田 記 一 オプテックス㈱ 

同 大 塚   裕 オムロン㈱ 

同 飯 田 龍 也 オムロン㈱ 

同 畑   幸 男 コマツ産機㈱ 

同 柴 山 和 己 東芝三菱産業システム㈱ 

同 蛯 沢 博 英 東芝三菱産業システム㈱ 

同 岡 橋 寛 和 パナソニック電工SUNX㈱ 

同 木 下 博 文 平田機工㈱ 

同 志 賀   敬 富士重工業㈱ 
同 有 田   隆 富士通コンポーネント㈱ 

同 諸 隈 立 志 ユーシーテクノロジ㈱ 

オブザ

ーバ 
山 本   博 (社)日本電気制御機器工業会 

同 井 尾 正 一 (社)日本電気制御機器工業会 

同 中 村   望 長岡技術科学大学 
同 則 兼 昌 也 長岡技術科学大学 

事務局 佐々木 幹 夫 (一社)日本機械工業連合会 
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2.4 JIS 原案作成 WG 委員名簿 

2.4.1 JIS B 9700WG 

 氏 名 所  属 

主査 内 藤 博 光 ソニーファシリティマネジメント㈱ 

委員 斉 藤   剛 (独)労働安全衛生総合研究所 

同 長 束 正 彦 (公社)産業安全技術協会 

同 大 村 宏 之 (社)日本食品機械工業会 

同 坂 田 文 彦 ㈱荏原製作所 

同 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱  

同 平 沼 栄 浩 セーフティープラス㈱ 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO  

同 石 川   篤 住友重機械工業㈱ 

同 濱 野 祐 治 テュフラインランドジャパン㈱ 

同 星 野 康 晴 トヨタ自動車㈱ 

同 星 野 喜 弘 ㈱牧野フライス製作所 

同 井 上 洋 一 ビューロベリタスジャパン㈱ 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.4.2 JIS B 9707/9708WG 

 氏 名 所  属 

主査 横 井 孝 志 (独)産業技術総合研究所 

委員 斉 藤   剛 (独)労働安全衛生総合研究所 

同 大 村 宏 之 (社)日本食品機械工業会 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.4.3 JIS B 9715WG 

 氏 名 所  属 

主査 斉 藤   剛 (独)労働安全衛生総合研究所 
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 氏 名 所  属 

委員 横 井 孝 志 (独)産業技術総合研究所 

同 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 

同 松 本   強 オムロン㈱  

同 長谷川 佳 宣 パナソニック電工SUNX㈱ 

同 杉 原 健 治 パナソニック㈱ 

同 木 下 博 文 平田機工㈱ 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.5 リスクアセスメント協議会 

 氏 名 所  属 

委員 雨 宮 礼 一 (社)全国木工機械工業会 

同 杉 田 行 人 (一社)日本印刷産業機械工業会 

同 大 槻 文 芳 (社)日本工作機械工業会 

同 永 井 克 彦 (社)日本工作機械工業会 

同 吉 良 雅 治 (社)日本産業機械工業会 

同 高 瀬 健一郎 (社)日本産業車両協会 

同 山 口 茂 樹 (社)日本産業車両協会（日本輸送㈱） 

同 松 田   諭 (社)日本産業車両協会（三菱重工業㈱） 

同 大 村 宏 之 (社)日本食品機械工業会 

同 楠 田 冨士盛 (一社)日本鍛圧機械工業会 

同 靹   和 美 (社)日本電気計測器工業会 

同 若 狭   裕 (社)日本電気計測器工業会 

同 江 川 邦 彦 (一社)日本電機工業会 

同 阿 部 倫 也 (一社)日本電機工業会 

同 戸 枝   毅 (一社)日本電機工業会（富士電機システムズ㈱） 

同 井 尾 正 一 (社)日本電気制御機器工業会 
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 氏 名 所  属 

同 外 山 久 雄 (社)日本電気制御機器工業会 

同 千 葉   誠 (社)日本フルードパワー工業会 

同 長 島 康 男 (社)日本包装機械工業会 

同 三 浦 敏 道 (社)日本ロボット工業会 

ｵﾌﾞｻﾞ

ｰﾊﾞ 
杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱ 

同 首 藤 俊 夫 ㈱三菱総合研究所 

事務

局 
川 池   襄 (一社)日本機械工業連合会 

同 佐々木 幹 夫 (一社)日本機械工業連合会 

同 山 岸 直 子 (一社)日本機械工業連合会 

同 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 

2.6 ISO/TC199 国際委員会組織 

ISO/TC199 の組織体制を下図に示す。現在 ISO/TC199 の直下に，7WG を設置している。 

参加国は，P メンバー（Participating member）27 カ国，O メンバー（Observing member）

22 カ国で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WG8：Safe control systems 

 

WG6 ： Safety distances and 

ergonomic aspects 

Convenor：M.Gray 

Secretary：K.Proll 

Covenor：R.Kesselkaul 

Secretary：K.Proll 
WG7：Interlocking devices 

 

Covenor：T.Becker 

Secretary：C.Thom 

Chairman：C.Preusse 

Secretary：C.Thom 

Convenor：O.Haake 

Secretary：C.Thom 

WG9：Pressure sensitive protective 

devices 

WG5：Risk assessment 

 

ConvenorB W.Main 

WG10 ： Fire prevention and 

protection 

JWG1：TC 199／TC 44: Merging of 

ISO 13849-1 and IEC 62061 

ISO/TC199（Safety of machinery） 

Secretary：C.Thom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretary：DIN 

Convenor：Sefrin  

 

 

Secretary：DIN－UNM 

Convenor：P.Juhel 
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3 章 ISO/TC199 部会及びＷＧ開催一覧 

3.1 ISO/TC199 部会開催状況 

開催日時 主な審議内容 

第 82 回：平成 23 年 6

月 28 日（火） 

●ISO/TC199 総会報告 

●ISO/TC199/WG8 報告 

(1)ISO/DIS13849-2  (2)ISO13850 

●ISO 投票報告 

(1)NWIP，Safety of machinery – Safety functions of control 

systems 

(2)SR ISO/NP14120  (3)SR ISO13857  (4)ISO/WD13850 

●国内 WG の新規設置について―ISO11161 対応―RFID とカメラ

を使用した支援的保護装置について 

●改定・新規 JIS 原案 WG の設置について 

(1)JIS B 9700WG（設計のための一般原則―リスクアセスメント

及びリスク低減） 

(2)JIS B 9715WG（人体部位の接近速度に基づく保護装置の位置

決め） 

(3)JIS B 9707/JIS B 9708（上肢及び下肢が危険区域に到達する

ことを防止するための安全距離） 

第 83 回：平成 23 年

11 月 1 日（火） 

●JIS 原案作成 WG 報告 

(1)JIS B 9700WG (2)JIS B 9715WG (3)JIS B 9707/9708WG 

●ISO 投票報告 

(1)投票済み規格 

①ISO/NP13850  ②ISO/NP19353 

(2)未投票規格 

①SR ISO14122-1～ISO14122-3  ②SR ISO29042-1 

③ISO/DIS13856-1  ④ISO13849-1Amendment 

⑤ISO/DIS14119 

⑥Establishment of JWG with IEC/TC 44 "Merging of ISO 

13849-1 and IEC 62061 

●「～機械メーカー向け～ 機械ユーザーへの機械危険情報の提供

に関するガイドライン」の委託事業のセミナーの案内 

第 84 回：平成 24 年

3 月 6（火） 

●JIS 原案作成 WG 報告 

（1）JIS B 9700WG （2）JIS B 9715WG（3）JIS B 9707/9708WG 

●ISO/TC199/WG8 報告 

●統合生産システム（RFID）WG 報告 
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開催日時 主な審議内容 

●ISO 投票報告 

（1）ISO/DIS14119  （2）SR ISO29042-1 

（3）SR ISO14122-1～ISO14122-3  （4）ISO/DIS13856-1 

（5）Establishment of JWG with IEC/TC 44 "Merging of ISO 

13849-1 and IEC 62061 

（6）ISO/DIS13856-2 

3.2 国際規格対応 WG 開催状況 

3.2.1 ISO13857/13855WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 9

月 27 日（火） 

●日本人の人体計測データの取扱いについて（TR 化へ向けた検討） 

（１）WG6 への既出文書の確認，TR 文書目次案の検討 

― 提出文書 

A NEW METHOD FOR THE EVALUATION OF SAFETY 

DISTANCES IN REACHING UPWARD AND OVER 

PROTECTIVE STRUCTURES IN ISO/DIS 13857 他 

― 目次案 
序文 
1 適用範囲 
2 引用規格 
3 用語及び定義 
4 保護構造物越えの到達に対する安全距離 
4.1 3 次元動作計測装置及び測定方法 
4.2 21 歳から 25 歳までの日本人男性 13 人を被験者とした場合の測定結果 
4.3 コンピュータマネキンを用いた到達距離推定方法 
4.4 欧米人寸法データを用いた場合の到達距離推定結果 
5 4 歳以上の人を対象とした開口部通過の到達に対する安全距離 
5.1 測定方法及び測定装置 
5.2 15 歳から 69 歳までの日本人男女 28 人を被験者とした場合の測定結果 
6 子供を対象とした開口部通過の到達に対する安全距離 
6.1 測定方法及び測定装置 
6.2 1 歳から 6 歳までの日本人男女 129 人を被験者とした場合の測定結果 
附属書 A 5.2 の被験者の人体寸法データ 
附属書 B 6.2 の被験者の人体寸法データ 

 

●ISO/TC199/WG6 への対応について 

第 2 回：平成 23 年

11 月 17 日（木） 

●日本人の人体計測データの取扱いについて（TR 化へ向けた検討） 

 ― TR 化のための文書案などの検討 

●ISO/TC199/WG6 出席に向けた準備 

第 3 回：平成 24 年 2

月 15 日（水） 

●ISO/TC199/WG6 の出席報告等 

●TR 文書の今後の作業スケジュールなど 
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3.2.2 ISO14119WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 11

月 16 日（水） 

●ISO/2ndCD 14119 における日本コメントの採否の確認 

●ISO/DIS14119 本文及び附属書の検討 

第 2 回：平成 24 年 1

月 27 日（金） 

●ISO/DIS14119 に対する日本コメント案の検討及び作成 

 特に，附属書に対するコメント案の検討 

メール会合 ●日本コメント最終案の作成・確認 

3.2.3 ISO13849WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 8

月 11 日（木） 

●ISO/NP13850 の検討 

 ― 日本コメントの検討 

 ― WG に寄せられたコメントの検討 

●ISO/DIS13849-2 の状況報告 

メール会合 ●ISO/NP13850 の日本コメント案の作成 

メール会合 ●ISO/NP13850 の日本コメント最終案の作成 

 

3.2.4 統合生産システム調査研究 WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 6

月 15 日（水） 

●安全関連機器と生産現場の現状に関する情報共有 

●ISO11161 について 

●「労働安全衛生研究」に掲載された論文説明 

第 2 回：平成 23 年 7

月 13 日（水） 

●ISO11161 概要説明 

●車体溶接ラインの安全管理について 

●WG 活動基本計画の説明 

第 3 回：平成 23 年 8

月 23 日（火） 

●トランスファープレス（5000t KOMATSU 製），タンデムプレス，

機械加工工程での安全対策紹介 

●個別機器及び支援的保護装置（システム）に対する要求仕様 

●カメラと RFID の検出結果の連携を取って判定するプログラム 

第 4 回：平成 23 年 9

月 20 日（火） 

●事例紹介（プレスラインでの安全確保）  

●安衛研にあるモデルラインの説明 

●RFID 関係の要求仕様案 

第 5 回：平成 23 年

10 月 27 日（木） 

●委員会において発生した技術についての覚書（案） 

●SafSec の具体的な使い方の調査 

●安衛研で設置する操作パネルについて 

●RFID 関連の要求仕様 
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開催日時 主な審議内容 

●非定常作業時の作業者区分・作業工程・機械の状態のリスト化 

●カメラの要求仕様の作成 

●今年度実施する実験の内容 

第 6 回：平成 23 年

12 月 8 日（木） 

●ISO11161 概要説明 

●安全センサとしてのセンサ技術の検討中間報告 

●RFID 要求仕様再確認 

●覚書（修正案）の確認 

第 7 回：平成 24 年 1

月 23 日（月） 

●覚書（2011 年 12 月 14 日付け）修正案の取り交わし 

●安衛研で導入を進めている「操作・表示システム」の状況 

第 8 回：平成 24 年 2

月 24 日（金） 

●安衛研に設置しているシステムの現状と来年度の導入計画 

●安衛研の設備でリスクアセスメント実施計画 

第 9 回：平成 24 年 3

月 23 日（金）予定 

●デモシステムの確認とリスクアセスメント実施 

3.3 JIS 原案作成 WG 開催状況 

3.3.1 JIS B 9700WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 9

月 20 日（火） 

●第 1 章適用範囲～第 4 章リスクアセスメント及びリスク低減のた

めの方法論までの審議 

第 2 回：平成 23 年

10 月 28 日（金） 

●5 章 リスクアセスメント 

― 5.1 一般～5.5.3.4 ヒューマンファクタまでの審議 

第 3 回：平成 23 年

12 月 2 日（金 

●第 5 章リスクアセスメント及び第 6 章リスク低減 

― 5.5.3.5 保護方策の適合性～5.6.3 リスクの比較 

― 6.2.11.8 手動制御に関する原則～6.3.2.7 その他の保護装置 

第 4 回：平成 24 年 1

月 26 日（木） 

●第 6 章リスク低減 

― 6.1 一般～6.2.11.7.3 ソフトウエアの側面 

― 6.3.3 ガード及び保護装置の設計に関する要求事項～6.3.5.6 

機械類への安全な接近に関する方策 

― 6.4 使用上の情報～6.4.5.3 使用上の情報の作成及び編集 

第 5 回：平成 24 年 2

月 10 日（金） 

●附属書 A（参考）及び附属書 B（参考）までの審議 

3.3.2 JIS B 9707/9708WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 9

月 27 日（火） 

●第 1 章適用範囲～第 4 章上肢及び下肢による接近を防止するため

の安全距離 

コメント [M1]: Pending 
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開催日時 主な審議内容 

― 第 1 章適用範囲～4.1.2 リスクアセスメント 

第 2 回：平成 23 年

11 月 17 日（木） 

●第 4 章上肢及び下肢による接近を防止するための安全距離 ～ 

附属書 B 下肢による自由な接近を防止するための距離 

― 4.2 上肢による接近を防止するための安全距離 ～ 

附属書 B 下肢による自由な接近を防止するための距離 

第 3 回：平成 24 年 2

月 15 日（水） 

●全体の見直し 

●附属書 JA の作成 

3.3.3 JIS B 9715WG 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年

10 月 3 日（月） 

●JIS B 9715 改正原案作成の進め方について。次の順番で審議する。 

(1)1 章から 3 章まで確認（適用範囲，用語）。 

(2)附属書の検討。特に計算例の検証。 

(3)4 章以降の要求事項の審議 

●第 1 章適用範囲～第 3 章用語，定義，記号及び略号 

第 2 回：平成 23 年

11 月 7 日（月） 

●附属書 A 使用事例～附属書 D 総合システム停止性能の測定及び算

出 

第 3 回：平成 24 年 1

月 18 日（水） 

●第 4 章方法論～第 6 章能動的光電保護装置に対する最小距離の計

算 

― 第 4 章方法論～6.4 接近方向に対して角度をもった検出区域 

第 4 回：平成 24 年 2

月 17 日（金） 

●第 6 章～第 9 章施錠なしインターロックガード 

― 6.5 検出区域の上方を越える迂回の取扱い～第 9 章施錠なし

インターロックガード 

3.4 リスクアセスメント協議会 

開催日時 主な審議内容 

第 1 回：平成 23 年 7

月 27 日（水） 

●機械メーカ向け―機械ユーザへの機械危険情報の提供に関するガ

イドラインについて 

(1)ガイド作成の背景  (2)ガイドラインの説明 

●第 28 条の 2 に基づく安全対策に必要とされる情報が重要である。 

●ガイドラインの内容 

(1)残留リスクマップ 

(2)残留リスク一覧 

(3)機械ユーザが行う運用段階に情報が対象 

(4)残留リスク情報をまとめる上での必要条件 

(5)対象となる機械を残留リスクマップの中で特定する。 
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開催日時 主な審議内容 

(6)機械ユーザには，第 28 条の 2 に基づいて，機械の有害性を調

査する義務がある。つまり受領義務があるので，メーカからの

提供が必要。 

●その他 

3.5 国際会議出席状況 

会合名 日程及び場所 参加者 

15th ISO/TC199 総会 日程：4 月 13 日～14 日

場所：ドレスデン 

宮崎浩一（（一社）日本機械工業連合会 

8thISO/TC199/WG8 日程：5 月 9 日～10 日 

場所：ローマ 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 

ISO/TC199/WG8 関連 日程：5 月 26 日～27 日

場所：フランクフルト 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 

ISO/TC199/WG8 関連 日程：9 月 7 日 

場所：フランクフルト 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 

9th ISO/TC199/WG8 日程：11 月 2 日～3 日 

場所：ヴァルドキルヒ 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 

ISO/TC199－

IEC/TC44JWG（準備

会合） 

日程：12 月 19 日～20

日場所：パリ 

岡田和也（IDEC㈱） 

10thISO/TC199/WG8 日程：1 月 16 日～18 日

場所：マイアミ 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 

14th ISO/TC199/WG6 日程：1 月 10 日～11 日

場所：ストックホルム 

横井孝志（(独)産業技術総合研究所） 

斉藤 剛（(独)労働安全衛生総合研究所 

1st SO/TC199/JWG1 日程：3 月 12 日～13 日

場所：ロンドン 

岡田和也（IDEC㈱） 

15th ISO/TC199/WG6 日程：3 月 19 日～20 日

場所：マインツ 

横井孝志（(独)産業技術総合研究所） 
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4 章 平成 23 年度国際規格審議及び JIS 原案の作成 

本年度発行された規格は 0 件であり，国際規格審議文書としては，FDIS 投票が 0 件（回

付準備中は 1 件），DIS 投票が 2 件，CD 投票案件が 1 件である。NWIP 案件については本

年度 3 件で，定期見直し案件が 5 件であった。このうち，実質的に審議が可能なものは，DIS

の 3 件と CD1 件，NWIP の 3 件であった。 

その他，ワークアイテムとして登録されてはいないが，改定・作成作業を進めている規格

は，3 件ある。 

JIS 原案の作成に関しては，3 件の JIS 原案の作成を実施した。 

表 4－1 発行された規格 

規格番号，発行年 規格タイトル 

― なし 

表 4－2 FDIS 投票文書（回付待ち） 

投票期限 規格番号 

日本投票 

規格タイトル 

・FDIS 投票期限：未回

付（回付見込み） 
ISO13849-2 

・日本投票：賛成予定

Safety of machinery ―

Safety-related parts of  control 

systems―Part 2:Validation 

表 4－3 DIS 投票文書 

投票期限 規格番号 

日本投票 

規格タイトル 

・ DIS 投 票 期 限 ：

2011-09-22 か ら

2012-02-22 

ISO14119 

・日本投票：賛成 

Safety of machinery -- Interlocking 

devices associated with guards -- 

Principles for design and selection 

・ DIS 投 票 期 限 ：

2011-08-25 か ら

2012-01-25 

ISO13856-1 

・日本投票：賛成 

Safety of machinery -- 

Pressure-sensitive protective 

devices -- Part 1: General principles 

for design and testing of 

pressure-sensitive mats and 

pressure-sensitive floors 

ISO13856-2 ・ DIS 投 票 期 限 ：

2011-11-10 か ら

2012-04-10 

Safety of machinery -- 

Pressure-sensitive protective 

devices -- Part 2: General principles 
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・日本投票：賛成予定 for the design and testing of 

pressure-sensitive edges and 

pressure-sensitive bars 

表 4－4 CD 投票文書 

投票期限 規格番号 

日本投票 

規格タイトル 

・ CD 投 票 期 限 ：

2011-01-23 か ら

2011-04-23 
 

13856-3 

・日本投票：賛成 

Safety of machinery - 

Pressure-sensitive protective 

devices - Part 3: General principles 

for design and testing of 

pressure-sensitive bumpers, plates, 

wires and similar devices 

表 4－5 NWIP 文書 

投票期限 規格番号 

日本投票 

規格タイトル 

・ NWIP 投票期限：

2011-03-16 か ら

2011-06-16 

ISO14120 

・日本回答：Revise（改

訂） 

Safety of machinery - Guards - 

General requirements for the 

design and construction of fixed and 

movable guards 

・ NWIP 投票期限：

2011-03-16 か ら

2011-06-16 

ISO17305 

・日本回答：賛成 

Safety of machinery - Safe control 

systems 

・ NWIP 投票期限：

2011-07-21 か ら

2011-10-21 

ISO19353 

・日本回答：賛成 

Safety of machinery - Fire 

prevention and protection 

表 4－6 定期見直し（SR）回答期間中の規格 

回答期限 規格番号 

日本回答 

規格タイトル 

・ SR 期 限 2011-07-15 
2011-12-15 

ISO14122-1 

・日本回答：Confirm 

Safety of machinery - Permanent 

means of access to machines - Part 1: 

Choice of fixed means of access 

・ SR 期 限 2011-07-15 
2011-12-15 

ISO14122-2 

・日本回答：Confirm 

Safety of machinery -- Permanent 

means of access to machinery -- Part 

2: Working platforms and walkways 
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・ SR 期 限 2011-07-15 
2011-12-15 

ISO14122-3 

・日本回答：Confirm 

Safety of machinery -- Permanent 

means of access to machinery -- Part 

3: Stairs, stepladders and guard-rails 

・ SR 期 限 2011-07-15 
2011-12-15 

ISO29042-1 

・日本回答：Confirm 

Safety of machinery -- Evaluation of 

the emission of airborne hazardous 

substances -- Part 1: Selection of test 

methods 

・ SR 期 限 2011-01-15 
2011-06-15 

ISO13857 

・日本回答：Abstein（棄権）

Safety of machinery -- Safety 

distances to prevent hazard zones 

being reached by upper and lower 

limbs 

表 4－7 ISO/TC199/WG において改訂/作成作業を開始した規格 

規格番号 規格タイトル 

ISO13850 Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design 

ISO13849-1Amd Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — 

Part 1:General principles for design 

ISO/TRXXXX Bridging document ISO12100-ISO13849-1 

表 4－8 作成した JIS 原案 

規格番号（仮） 規格タイトル 

JIS B 9700 機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及

びリスク低減 

JIS B 9707/9708 機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止

するための安全距離 

JIS B 9715 機械類の安全性―人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置

決め 

4.1 本年度審議した国際規格及び審議等内容 

ここでは，改定状況や概要などについて実質的に審議可能であった規格案 7 件（昨年度報

告書再掲載含む）について示す。その他の案件については，現況を上の表 4－１～表 4－7

に代える。 

4.1.1 発行された規格 

本年度において，IS として発行された規格はなし。 
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4.1.2 FDIS（国際規格最終原案）関連（ISO/FDIS 回付待ち） 

（１）ISO/DIS13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — 

Part 2:Validation 

本規格は，2010 年に DIS が回付されており投票も終了しているが，未回付の状況で，現

在回付準備を進めている段階である。本年度における報告事項はないが，昨年度報告書に記

した事項の一部を掲載しておく。 

この規格は，ISO13849-1（Safety of machinery — Safety-related parts of control systems 

— Part 1:General principles for design）と対になる規格であり，第 1 部の要求事項の妥当

性確認を行うための規格である。この規格の初版は，2003 年に発行されているが，この版は

第 2 版の改訂作業である。改訂作業の方針は，ISO13849-1 の第 2 版（2006 年）の改定内容

との整合である。第 1 部の第 2 版では大幅な改訂が施されており，これに合せるための改訂

である。 

この規格は，本文において妥当性確認のプロセスと要求事項が規定され，附属書において

“基本安全原則”，“十分吟味された安全原則”，“十分吟味されたコンポーネント”，“障害リ

スト”などが示されている。 

ISO13849-1:2006 で規定される内容がカテゴリから PL（パフォーマンスレベル）に代わ

ったため，それにあわせて本文規定が大きく変わっているが，この変更自体は大きな問題で

はない。この規格の核心は，本文規定ではなく，前述した“十分吟味された安全原則”など

を掲載する附属書にあり，この部分においてはほとんど変更がない。但し，附属書 E として

安全機能の妥当性確認の例が追加されている 

表 4－9 ISODIS13849-2 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 

ISO/DIS13849-2 19 2 7 

4.1.3 DIS（国際規格原案）関連 

（１）ISO／DIS14119 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards 

—Principles for design and selection 

この規格は，1998 年に初版が発行され，現在，その第 2 版として改訂作業を開始した規

格である。この規格は，ガードと共同して働くインターロック装置の安全要求事項を定める

ものであり，一般的なインターロックの原理や無効化防止方策などが規定される。他の規格

と異なる点は，附属書にインターロックの構成例が数多く掲載されており，インターロック

構成ガイドの意味もなしている。 

1998 年版と比較すると，大きな修正が施されているように思われるが，これは各箇条の再

構成と要求事項が詳細になっているためであり，規定している内容の骨子に大きな変更点は

ないと思われる。 

DIS の前段階である 2nd CD との比較については，2nd CD では，インターロック装置に

使用されるスイッチをタイプ 1，タイプ 2 及びタイプ 3（非接触型）という 3 つに分類した
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規定が設けられていたが，DIS の段階では，さらに一つ増えて表 4－10 に示すように 4 種類

に分類されている。さらにインターロック装置の無効化を最小化する方法のうち，“容易に利

用可能なものによりインターロック装置の不正な作動を防止する方法”が規定されているが，

そのうちの一つとしてコード化されたアクチュエータを準備するとある。コード化されたア

クチュエータには“indivisually coded actuator”と“uniquelly coded actuator”の二つが

あり，“コード化された（coded）”の意味として，前者では 100 種類のコード化が要求され，

後者では 1000 超のコード化が要求されていたが，このアクチュエータの種類も 2 種類から

さらに，“low level coded actuator”，“medium level coded actuator”，“high level coded 

actuator”の 3 種類に再分類されている。 

日本は，当初アクチュエータのコード化のパターン数による分類には，この数値が必須と

誤解される恐れがあるので削除すべきとのコメントを CD 及び 2ndCD 段階で提案したが，

削除はなされず日本の提案を通すには困難と判断し，なるべく自由度をもたせるような規定

内容に変更するようなコメントを再提出したが，メーカによる対応が可能であるため，コー

ド化パターン数の記述を受け入れることとした。 

表 4－10 2nd CD と DIS の比較（一部） 

 2ndCD DIS 

タ

イ

プ 1 

Type 1 interlocking device 
uncoded cam-operated interlocking 
device, in which actuator and actuating 
system are separate from each other and 
suitable designed to go together 

Type 1 interlocking device 
uncoded cam-operated interlocking device, in which 
actuator and actuating system are separate from each 
other and suitable designed to go together 
＊コード化：なし 

タ

イ

プ 2 

Type 2 interlocking device 
coded tongue-operated interlocking 
device, whose actuator and actuating 
system are separate from each other and 
suitable designed to go together 

Type 2 interlocking device 
coded tongue-operated interlocking device, whose 
actuator and actuating system are separate from each 
other and suitable designed to go together 
＊コード化：要 

Type 3 interlocking device 
uncoded non-mechanically actuated position switch, 
whose actuator and actuating system are separate 
from each other 
NOTE 1 Proximity switches are examples of Type 3 
interlocking devices. 
NOTE 2 For examples see Annex C. 
＊コード化：なし 

タ
イ
プ
３ 

Type 3 interlocking device 
uncoded or coded non-mechanically 
actuated position switch, whose actuator 
and actuating system are separate from 
each other 
NOTE 1 Magnetically actuated reed 
switches or RFIDs are examples of Type 3 
interlocking devices. 
NOTE 2 For examples see Annex H and I. Type 4 interlocking device 

coded non-mechanically actuated position switch, 
whose actuator and actuating system are separate 
from each other 
NOTE 1 RFID tag operated switches are examples of 
Type 4 interlocking devices. 
NOTE 2 For examples see Annex D. 
＊コード化：なし 

low level coded actuator 
coded actuator for which the number of code versions 
available need to be 1 to 9 

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ 

individually coded actuator 
one of an amount of coded actuators 
which is specially designed (e. g. by 
shape) to actuate a certain subtype of 
switches of a type and is not able to 
actuate any switch of an other subtype 
NOTE To achieve individual coding the 
number of code versions available will 
usually need to be ≥ 2 and ≤ 1 000. 

medium level coded actuator 
coded actuator for which the number of code versions 
available need to be 10 to ≤ 1 000 
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 2ndCD DIS 

uniquely coded actuator 
coded actuator which is designed (e. g. by 
shape) to be the only one able to actuate a 
single switch 
NOTE To achieve unique coding the 
number of code versions available will 
usually need to be > 1 000. 

high level coded actuator 
coded actuator for which the number of code versions 
available need to be > 1 000 

その他，変更された点として大きなものは，次である。 

― 定義される用語が大幅増（9 個（1998 年版）→30 個（DIS 版）） 

― ガードロッキングの保持力の規定が追加 

テスト方法：ロック状態にて 10±0.25mm/sec のスピードでドア開方向に故障するまで

牽引する。このとき，牽引力を F１max，安全係数 S を 1.3，保持力を Fzh

と示す。 

製品に表示する保持力は Fzh 以下でなければならない 

― 附属書 G（参考） Application examples of interlocking devices used within a safety 

function が追加 

― 附属書 H（参考） Motivation to defeat interlocking device が追加 

― 附属書 I（参考）  Maximum static action forces が追加 

― 附属書 J（参考） Evaluation of fault masking serial connection of guard interlocking 

devices with potential free contacts が追加 

 

 

 



表 4－11 DIS に対する日本からのコメント 

MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

JP1 B.1.2 1st dash Ed Editorial error Positive mechanical action switch → Direct 
mechanical action switch 

JP2 B.1.2  Te Type 2 interlocking device also has a break contact 
(direct opening contacts) same with that of type1 
device. So “Direct opening contact” should be added 
to B.1.2 “advantage”  

Add the below to “advantages” on B.1.2 

- direct opening operation of the break contact of the 
switch 

JP3 B.1.3 1st  dash Te It is very difficult to judge “easy to defeat” without 
criteria. 
1st dash should be changed to the different 
expression. 
For example, “need  strict- managing the spare 
parts” 

See please “example” on the left comment. 

JP4 B.1.3 2nd dash Te Damage from misalignment as disadvantage is 
applied to not only this type of device but the others.

Delete 2nd dash 

JP5 B.1.3 3rd dash Te From the point of device manufacturer’s view, the 
expression of 3rd dash needs to be weakened, 
because there is the case that this type of device is 
not degraded by giving appropriate measures to 
pollution. 

Change 3rd dash to the below, for example. 
- can be degraded by pollution if no appropriate 
consideration 

JP6 B.1.3 4th dash Te From the point of device manufacturer’s view, It is 
very difficult to judge impact force from actuator 
causing harm if no criteria. 

Delete 4th dash 

JP7 C.3 1st dash Te 1st dash is strange. 
This type of device is “no coding” originally. 
It is not adequate for interlocking device, If “no 
coding” be disadvantage 

Delete 1st  dash. 

JP8 C.3 2nd dash  Te It is very difficult to judge “easy to defeat” without 
criteria. 
2nd dash should be changed to the different 
expression. 
For example, “need strict-managing the spare parts”

See please “example” on the left comment. 

JP9 D.1.3 2nd dash Te This standard admits using the low level coded 
device as interlocking devices. 

Delete 2nd dash. 
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MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

“Low level coded” means “characteristics”, not 
disadvantage. 

JP1
0 

Annex J  Fig 1 Ed Circled number(① ,②…) is used on figure, but in 
turns, enclosed number((1),(2)…) is used on “key”. 

Change circled number into enclosed number. 

JP1
1 

Annex J Table J.1 Te DC shown in Fig,G.2 should be considered as just 
only “reference”. Because it is possible to make a DC 
higher by adequate measures, for example, 
exclusion of short-circuit fault etc.   

Add “note” under table J.1.For example,  

Note : It is possible to make the value of DC higher, 
depending on wiring condition.  
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表 4－12 ISODIS14119 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 

ISO/DIS14119 21 3 5 

（２）ISO/DIS13856-1，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - 

Part1:General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and 

pressure-sensitive floors 

この規格は，2001 年に初版が発行され，現在，その第 2 版として発行すべく改定作業を

開始した規格である。この規格は，保護装置として工場で使用される圧力検知マットおよび

圧力検知フロアに関する要求事項を規定し，ISO13856-2，ISO13856-3 と一連のシリーズを

なす規格である。このタイプの装置は，人又はものとの接触を検知したことにより，人に危

害をもたらす危険な機械機能を停止させることを目的としたものである。この規格の検知の

原理は，パート 1～パート 3 まで基本的には同様のものである。 

今回の改定作業の主な目的は，ISO13849-1:2006 との整合を取るための改定であり，大き

な改定点はない。日本からのコメントについては，WD，CD 段階で採用されており，DIS

段階でのコメントはない。 

また，規格の概要および整合を図っている点については，昨年度の報告書に記載してある

のでそちらを参照されたい。 

ここでは，投票結果についてのみ示す。 

表 4－13 ISO/DIS13856-1 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 

ISO/CD14119 19 1 9 

（３）ISO/DIS13856-2，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - 

Part1: General principles for the design and testing of pressure-sensitive edges 

and pressure-sensitive bars 

この規格は，2005 年に初版が発行され，現在，その第 2 版として発行すべく改定作業を

開始した規格である。この規格は，保護装置として工場で使用される圧力検知式のエッジお

よびバーセンサに関する要求事項を規定し，ISO13856-1，ISO13856-3 と一連のシリーズを

なす規格である。このタイプの装置は，人又はものとの接触を検知したことにより，人に危

害をもたらす危険な機械機能を停止させることを目的としたものである。 

今回の改定作業の主な目的は，ISO13849-1:2006 との整合を取るための改定であり，大き

な改定点はない。日本からのコメントについては，WD，CD 段階で採用されており，DIS

段階でのコメントはない。 

また，規格の概要および整合を図っている点については，昨年度の報告書に記載してある

のでそちらを参照されたい。 

なお，DIS 投票については，終了期限が 2012 年 4 月 10 日で現時点では投票結果はでてい

ないため，ここでは CD 段階での投票結果についてのみ示す。 
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表 4－14 ISO/CD13856-2 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 

ISO/CD13856-2 16 1 3 

4.1.4 CD（委員会原案）関連 

（１）ISO/CD13856-3，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices – 

Part3: General principles for the design and testing of pressure-sensitive ubh     

bumpers, plates, wires and similar devices 

この規格は，2006 年に初版が発行され，現在，その第 2 版として発行すべく改定作業を

開始した規格である。この規格は，保護装置として工場で使用される圧力検知式のバンパー，

プレート，ワイヤ及びその他類似のセンサに関する要求事項を規定し， ISO13856-1，

ISO13856-2 と一連のシリーズをなす規格である。このタイプの装置は，人又はものとの接

触を検知したことにより，人に危害をもたらす危険な機械機能を停止させることを目的とし

たものである。 

今回の改定作業の主な目的は，ISO13849-1:2006 との整合を取るための改定であり，大き

な改定点はない。日本からのコメントについては，WD，CD 段階で採用されており，DIS

段階でのコメントはない。 

また，規格の概要および整合を図っている点については，昨年度の報告書に記載してある

のでそちらを参照されたい。 

なお，DIS 投票については，終了期限が 2012 年 8 月 15 日で現時点では投票結果はでてい

ないため，ここでは CD 段階での投票結果についてのみ示す。 

表 4－15 ISO/CD13856-3 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 

ISO/CD13856-3 15 1 6 

4.1.5 NWIP（新規作業項目）関連 

本年度，NWIP として立ち上げられた規格案は，ISO14120 及び ISO19353 の改定案 2 件

と ISO17305 の新規案 1 件である。 

これら 3 件の規格については，WD 作成中のためここでの報告は省略し，付録に関連資料

を掲載することにより代える。但し，ISO17305 については，掲載に値する文書が存在しな

いため，省略する。 

（１）ISO14120 Safety of machinery – Guards - General requirements for the design and 

construction of fixed and movable guards 

主に，スゥェーデンからの提案に基づく改訂作業を実施する。EN953＋Amd と ISO14120

の改定を同時に進めることが決定されている。ドラフト文書は，付録を参照されたい。 

（２）ISO19353 Safety of machinery - Fire prevention and protection 

ドイツからの提案に基づく改定作業を実施する。規格の使用対象者は，タイプ C 規格の作

成者となる。ドラフト文書は，付録を参照されたい。 
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（３）ISO17305 Safety of machinery - Safe control systems 

ISO13849-1 と IEC62061 統合化作業のための文書。現時点では目次素案のみで，参考に

値するドラフト文書は存在しない。 

4.1.6 その他，WG において作成等が開始された項目 

NWIP として回付されてはいないものの，WG において現在，改定・新規作成が進められ

ているものとして，ISO13850，ISO13849-1:2006/Amd，及び ISO/TR(Bridging document 

ISO12100－ISO13849-1)の 3文書がある。ISO13850 と ISO13849-1:2006/Ａmd については，

ISO/TC199/WG8 が担当し，Bridging document については ISO/TC199/WG5 が担当してい

る。ISO には，規格策定に関するタイムフレームがあり NWIP から IS 発行までの期間を 24

ヶ月，36 ヶ月，48 ヶ月の 3 オプションのうちいずれかを選択して規格開発を進める。選択

したタイムフレーム内で規格の発行がなされないと ISO 中央事務局より作業項目から削除

されるため，ある程度の作業を実施し，文書を作成した段階で NWIP として登録される。 

（１）ISO13850  Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design 

第 15 回 ISO/TC199 総会において，改定作業の開始が決定された規格である。第 1 版は

1996 年，第 2 版は 2006 年に発行されており，第 3 版を発行するための作業である。 

改訂のためのドラフト文書については，2011 年 6 月に発行されており，各国からおよそ 230

のコメントが提出されている。 

改訂のポイントとしては，次が大きなものとなる。 

― 非常停止に停止カテゴリ 2 を認めるかどうか 

― ライトカーテンやインターロックなどを非常停止として認めるか  

方向性としては，認める方向にあると思われるが，決定事項ではないのでこれ以上の記述

は省略する。ここでは WD 段階で日本から提出したコメントを示し，改訂の方向性等につい

ては付録に WD を添付したのでそちらを参照されたい。 
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表 4－16 WD に対する日本からのコメント 

MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

JP-
1 

4.1.1 1st para Te The emergency stop devices shall be limited in 
devices that are operated by persons with intention to 
operate directly. 

Propose to change as below; 

The purpose of the emergency stop function is to 
be initiated by operation of persons in order to 
eliminate the hazard or reduce the harm that may 
arise from the behaviour of persons or 
unpredictable hazardous event of technical 
equipment, including 
protective devices. 
NOTE The emergency function can be activated 
automatically by protective devices such as active 
opto-electronic protective devices (AOPD), pressure 
sensitive protective equipment (PSPE), overload 
protections or overcurrent protections to eliminate 
the hazard or reduce the harm that may cause 
damage to human and/or the machine, but clause 
4.4 is NOT applied for those devices. 

JP-
2 

4.1.4 2nd para, 2nd 
indent 

Ed Clause 4.1.4 was changed to 4.1.5. Propose to change as below; 

selection of the stop category (see 4.1.5), and 

JP-
3 

4.1.4 5th para, d), 
e), f) 

Ed There are no a) to c) in this paragraph. Change d) - f) to a) - c) 

JP-
4 

4.1.4 7th para Te It is difficult to make operators understand the 
emergency stop devices zones by only a mark. 

 

Propose to change as below; 

The emergency stop devices shall be marked 
according to the zones of effect and the emergency 
stop devices zones of effect shall be identifiable on 
the control panels or desks and near each 
emergency stop device (sketch or screen display). 

JP-
5 

4.1.5  ed There are two clause 4.1.5 Change second 4.1.5 to 4.1.6 and 4.1.6 to 4.1.7 

JP-
6 

4.1.5 
(second) 

1st sentence Ed 4.1.4 was changed to 4.1.5 Propose to change as below; 

The choice of the stop category, according to 4.1.45, 
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MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

shall be determined by the risk assessment of the 
machine. 

JP-
7 

4.2.2 2nd para Te Mechanical latching is required by IEC 60947-5-5. Propose to change as below; 

Mechanical latching is mandatory required. See IEC 
60947-5-5. 

JP-
8 

4.4.1 2nd para Ed Indents start from g) Change start from a) 

JP-
9 

4.4.1 2nd para Te No reference standard is mentioned for pushbuttons, 
etc. 

Propose to change as below; 

a) pushbuttons (e.g. mushroom-type or palm-type) 
in accordance with IEC 60947-5-5; 
b) wires, ropes, bars in accordance with IEC 
60947-5-5; 
c) handles in accordance with IEC 60947-5-5; 
d) foot-pedals without a protective cover only in 
specific applications in accordance with IEC 
60947-5-5. 

JP-
10 

4.4.1 3rd para Te PSPE, AOPD, AOPDDR and VBPD (hereinafter called 
protective devices) shall be excluded from the 
emergency stop devices. 

The emergency stop devices shall be limited in 
devices that are operated by persons with intention to 
operate directly. 
It could lead to the following matters and 
inconsistencies when protection devices are included 
in emergency stop devices. 

1) According to Figure 4 in ISO 12100, 
interlocking movable guards are equivalent to 
protective devices.  Why are “interlocking 
movable guards” excluded? 

2) It is not likely to be “be easily actuated” for 
protective devices, because it is difficult to 
understand the monitored area and they have 
muting function or blanking function. 

Propose to delete 3rd para and after. 



 30

MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

 Proposed change by the MB Comment (justification for change) by the MB

3) There are no certain criteria for judgment 
whether one of those devices shall be a 
protection device or an emergency stop 
device.  There is possibility that PLr=c is 
selected according to the NOTE in 4.1.2 even 
PLr as protective device is higher than PL=c 

4) According to 4.1.2, protective devices shall 
not have muting function because having 
muting function violates the requirement that 
the emergency stop function shall be 
available and operational at all times and 
override all other functions and operations in 
all operating modes.  Fixed guards which do 
not have muting function should be used 
instead of protective devices when muting 
function is not necessary. 
It is impractical for protective devices to 
comply with the requirements in 4.1.2 

5) It is impossible for AOPDDR to comply with 
the requirement regarding the location of the 
resetting in 4.4.5 because AOPDDR can 
monitor wide area that the location of the 
reset is likely to be covered.  Where should 
be the reset device for AOPDDR located? 

6) Which part is “actuator” in 4.4.6 for protective 
devices?  Protective devices themselves 
shall be painted in red? 

7) It can lead to misunderstanding that a 
protective device that is installed as an 
emergency stop device can be removed by an 
operator as far as at least one emergency 
stop device remains on the machine based on 
the requirements in 4.4.8. 

JP-
11 

4.4.4 1st sentence Te Protective devices shall not be included in the 
emergency stop devices as mentioned in comments 
for 4.4.1. 

Propose to delete this clause.  
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MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

It is impossible for an AOPDDR which has multiple 
monitored areas to comply with this requirement. 

 

JP-
12 

4.4.7 1st sentence Ed The statement of this clause is not mandatory 
therefore this should be stated as Note. 

Propose to change as below (note of clause 4.4.6); 

NOTE 3  The actuator and the background should 
not be labelled with text. Where labels are provided, 
the symbol IEC 60417-5638 (DB:2002-10) shall be 
used, see Figure 2. 

JP-
13 

4.4.8 1st para Te It leads to misunderstanding that emergency stop 
devices themselves can be disable but not operation 
panel, box or something that an emergency device is 
installed on. 

 

Propose to change as below;  

When emergency stop devices are installed on 
detachable operation panels (e.g. pluggable 
portable teaching pendants), at least one or more 
emergency devices other than them shall be remain 
fixed mounted on the machine. 

 

JP_
14 

4.4.11 1st para, 2nd 
sentence 

Te This requirement is not clear since in order to avoid 
inadvertent operation of emergency stop button, 
button shall be recessed from shroud, but this 
sentence requires a button should not be recessed. 

Propose to replace 2nd sentence as below; 

The shrouding of emergency stop devices shall not 
recess more than 3mm from the front of the shroud.

JP-
15 

Annex B Title Te Current title does not describe contents of this annex Propose to change the title as below; 

Actuation/Latching of emergency stop device with a 
shroud：Requirements and tests 

JP-
16 

Annex B Requiremen
ts 2) 

Te Method to check of compliance for this requirement is 
not stated. 

Propose to add the following after requirement 2) 

Compliance is checked by inspection 

JP-
17 

Annex B Last para Te Criteria of compliance is not clear Propose to add the following after last para; 

The latched status must be confirmed after removing 
test body from the actuator. 

JP-
18 

Annex B Fig. B.1 

Total mass 
of test body 

Te Operating force (latching force) mat vary by the size of 
actuator thus total mass of test body shall be 
determined by the actual operating force of actuator 

Propose to revise the statement as below; 

Total mass (test body + additional mass): less than 
maximum operating force declared by the 
manufacturer.  



（２）ISO13849-1:2006/Amd Safety of machinery — Safety-related parts of control 

systems —Part 1:General principles for design/Amendment 

第 15 回 ISO/TC199 総会において，作成開始が決定された案件である。この Amendment

（アメンドメント）は，現行の ISO13849-1:2006 の規定内容についてより平易にすることを

目的としたものである。これは，EU の製造業者から，特に中小企業において，この規格を

理解し，適用することに対する困難さが指摘されたことによる。 

当初は，Corrigendum（修正票）を発行することで対処する予定であったが，ISO 中央事

務局より却下され，Amendment として発行することとなった。 

文書の作成は，本年度から開始され，各国及び ISO/TC199/WG8 のエキスパートより膨大

な量のコメントが出されており作業初期段階である。Amendment 文書作成の趣旨としては，

上に記述したように，“規定内容をより平易にすること”であるが，なかには単純な修正提案

も出されており，趣旨を逸脱しているのではないかと思われるコメントもある。 

なお，この文書は作成が終了した時点で発行されるものではなく，ISO13849-1:2006 の次

の版の発行にあわせて，同時に発行される予定である。 

日本から提出したコメントは，次の 4 点のみである。 

なお，ドラフト文書については，作成中のため本書には掲載していない。 

表 4－17 日本から提出したコメント 

箇条 日本コメント 
Introduction 
Table 1, C 
 

Combination of ‘Complex electronics, e.g. programmable’ and ISO 13849-1 limited to 
PL=d, however clause 3.3. of ISO/TR23849 allows to use IEC 61508 for complex 
SRECS then PL shall not limit to d. 

Normative 
reference 

Add ISO/TR 23849 
 

clause 6.3, 
Combination 

Example of this combination is mentioned in 8.2.6 of ISO/TR 23849, e.g. paragraph 
after figure 3 and last paragraph of 8.2.6. It means that average probability of 
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of SRP/CS to 
achieve 
overall PL 

 SRP/CS to 
achieve 
overall PL 

dangerous failure is addition of average probability of dangerous failure of subsystem 
B1/B2/Q1/Q2 and K1. This shall be mentioned in clause 6.3. 
dangerous failure is addition of average probability of dangerous failure of subsystem 
B1/B2/Q1/Q2 and K1. This shall be mentioned in clause 6.3. 

Annex C, 

Table C.1 

Note ‘a’ at the bottom of table C.1 seems this B10d value is the value after considering 
fault exclusion. This note is not clear whether a switch with direct opening can omit 
from calculation of MTTFd, or not. Annex I.4.2,  switch with direct opening is omitted 
from calculation of MTTFd. Therefore note ‘a’ need to be clarified.  

（３）

第

内で制御

メントに

性確認を

この二つ

日本から

なお，内

るので，

 33

15 回 ISO/TC199 総会において，作成開始が決定された案件である。この文書は，WG5

システムのリスクアセスメントと機械のリスクアセスメントの関係―リスクアセス

おける危険源同定から安全関連制御システムによる保護方策への道筋，さらに妥当

するために再度リスクアセスメントに戻るフローがわかりづらいとの指摘，また，

の規格で使用される用語の整合性をつけるために開始されたものである。 

ISO/TRXXXX Bridging document ISO12100－ISO13849-1 

は，この文書作成に対して次のコメントを提出した。 

容については，完成には程遠いが，参考のためドラフト文書を付録に掲載してあ

そちらを参照されたい。 
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表 4－18 日本から提出したコメント 

MB
1 
 

Clause No./
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Table

/Note 
(e.g. Table 1) 

Type 
of 

com-
ment

2 

Comment (justification for change) by the MB Proposed change by the MB 

JP1 4 

and 

Fig.1 

 Te The document N211 seems to be well arranged to 
explain the relationship between ISO12100 and 
ISO13849-1. However, It has problems with the 
following points: 

1) As mentioned in N 212, ISO13849-1 is applied 
only in the design phase of SRP/CS when a 
safeguard which relies on a control system is 
adopted in the step 2 in the risk assessment and 
reduction process described in ISO 12100. In order 
to show this fact in Figure 1 of N211, the 
discrimination of the hazard (i.e., “Does the hazard 
depend on a failure of SRP/CS?”) is introduced. 
However, the point what determines whether 
ISO13849-1 is needed or not is the discrimination 
of the selected safeguard. The concept that new 
hazard which depends on a failure of SRP/CS is 
generated after the implementation of safety 
function seems to be less common. 
2) Fig.1 of N211 does not show clearly that the 
determination of PLr is based on the risks reduced 
by the protective measures applied already (other 
than the subjected safety function). This point 
should be emphasized more to solve the 
misunderstandings as mentioned in the 
introduction of N211. 

The above problems may come from some 
simplifications introduced into Fig.1 of ISO12100 
and Fig.1 of ISO13849-1 to focus the scope of each 
standard. The simplifications can be considered to 
hide the relationship between the two standards 
and then give misleading information to the readers 
as a result. Therefore, in order to explain clearly 

Attached figures 1, 2 and 3 are proposed as 
alternative. 

Figure 1 is based on Figure 1 of ISO12100 but 
different in the step 2 from ISO12100 to 
express its relationship with ISO13849-1. 
Furthermore, considering N212, it is 
explicitly described that the reduced risk is 
estimated and evaluated after 
implementation of protective measures. 

Figure 2 shows the detailed risk reduction 
process done in the step 2 and where 
ISO13849-1 is located in the risk assessment 
and reduction process of ISO12100. It is 
revealed that ISO13849-1 is applied only to 
the design phase for interlock guards and the 
protective devices which rely on SRP/CSs. 

Figure 3 is based on Figure 3 of ISO13849-1 
but differs in the following two points: 1) the 
first step (the first box) is to identify the 
safety functions required for the safeguard 
selected here, which include not only the 
safety-related stop function but also the low 
speed control, the standstill monitoring, 
muting function, etc.; and 2) it is emphasized 
that the PLr of each safety function is 
determined on the basis of the latest risk 
estimation result up to this point in the risk 
assessment/reduction iterative process. 

The purposed three figures would provide the 
readers with a better understanding of the 
relationship between ISO12100 and 
ISO13849-1, i.e., how to go from a hazard 



and correctly their relationship, it is needed to 
describe the detail of the whole process risk 
assessment and reduction including design and 
evaluation of safety functions. 
 
＊N211 の図 1 は，次を参照 

identified in a risk assessment in ISO12100 to 
the design for protective measures using a 
safety control system in SIO13849-1 and back 
to the risk assessment process. 

    

 

 
＊提案図 1，2，3 は，次の欄参照 
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提案図 1 
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提案図 2 
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提案図 3 

JP2 5 2nd dash  Te “PLr” is correct In this paragraph. Use “PLr” 
instead of “PL”. 
 “PLr” is the required performance level for the 
control system, and “PLr” is not equal to PL of the 
actual control system. Therefore determination of 
PL of actual system is not necessary at the stage of 
PLr estimation. 
Therefore, whole paragraph should be rewritten.  

Replace with 
- At the stage of identifying the PLr , the grade 
of the planned control system design is not 
known to the designer at that time.  “PLr” is the 
required performance level for the control 
system, and “PLr” is not equal to PL of the 
actual control system. Therefore determination 
of PL of actual system is not necessary at the 
stage of PLr estimation. 
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JP3 5 3nd dash  Te ISO13849-1 classifies average probability of 
dangerous failure per hour of the safety related 
control system into five levels. PLr is PL where a 
safety related control system has to achieve, and it 
is determined by risk assessment. The probability of 
failure of safety related control system is not 
considered as a risk factor to determine PLr. 
Because PLr of the safety related control system 
cannot be determined by failure probability of its 
own. Therefore, parameter Q is not considered in 
the risk assessment to determine PLr according to 
ISO13849-1. 
But failure probability of the safety related control 
system has to be considered in risk assessment 
according to ISO/TR14121-2. Parameter Q is used in 
risk assessment as failure probability of the safety 
related control system. Figure 2 shows the relation 
between risk graph of ISO/TR14121-2 and one of 
ISO13849-1. 

Replace with 
ISO13849-1 classifies average probability of 
dangerous failure per hour of the safety 
related control system into five levels. PLr is 
PL where a safety related control system has 
to achieve, and it is determined by risk 
assessment. The probability of failure of 
safety related control system is not considered 
as a risk factor to determine PLr. Because PLr 
of the safety related control system cannot be 
determined by failure probability of its own. 
Therefore, parameter Q is not considered in 
the risk assessment to determine PLr 
according to ISO13849-1. 
But failure probability of the safety related 
control system has to be considered in risk 
assessment according to ISO/TR14121-2. 
Parameter Q is used in risk assessment as 
failure probability of the safety related control 
system. Figure 2 shows the relation between 
risk graph of ISO/TR14121-2 and one of 
ISO13849-1. 

JP4 5 Figure 2  See JP3 

Figure 2 may create more confusion.  

JP proposes new figure 2 that is made from 
combination of risk graphs of ISO13849-1 and 
TR14121-2. 

According to proposed figure 2, Q3 shows initial risk. If 
the control system achieves PLr indicated right field of 
this figure, this means that risk has been reduced. 
Then Q1 shows risk after risk reduction. 

The proposed figure 2 can show the relation between 
PLr and machine’s risk, and also can show the relation 
risk between before and after protective measure 
applied to control system. 

 

 

 

 

Refer attached proposed figure. 

 39



 40

    Figure 2 proposed in JP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14121-2/ISO 13849-1: risk parameter
Possibility of 
occurrence

ISO 13849-1

severity of 
injury

frequency to 
exposure

possibility of 
avoidance

PLr

S1  slight

F1  seldom
A1     possible

O1 O2 O3

1 1 2 a

A2 impossible 1 1 2 b

F2      often
A1     possible 1 1 2 b

A2  impossible 1 1 2 c

S2  severe

F1  seldom
A1     possible 2 2 3 c

A2 impossible 2 3 4 d

F2      often
A1     possible 3 4 5 d

A2 impossible 4 5 6 e

ISO 14121-2/ISO 13849-1: risk parameter
Possibility of 
occurrence

ISO 13849-1

severity of 
injury

frequency to 
exposure

possibility of 
avoidance

PLr

S1  slight

F1  seldom
A1     possible

O1 O2 O3

1 1 2 a

A2 impossible 1 1 2 b

F2      often
A1     possible 1 1 2 b

A2  impossible 1 1 2 c

S2  severe

F1  seldom
A1     possible 2 2 3 c

A2 impossible 2 3 4 d

F2      often
A1     possible 3 4 5 d

A2 impossible 4 5 6 e

Q1 Q2 Q3



Q3 shows initial risk. If the control system achieves PLr indicated right field of this table, this 

means that risk has been reduced. Then Q1 shows risk after risk reduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14121-2/ISO 13849-1: risk parameter
Possibility of 
occurrence

ISO 13849-1

severity of 
injury

frequency to 
exposure

possibility of 
avoidance

PLr

S1  slight

F1  seldom
A1     possible
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O1 O2 O3

1 1 2 a

A2 impossible 1 1 2 b

F2      often
A1     possible 1 1 2 b

A2  impossible 1 1 2 c

S2  severe

F1  seldom
A1     possible 2 2 3 c

A2 impossible 2 3 4 d

F2      often
A1     possible 3 4 5 d

A2 impossible 4 5 6 e

ISO 14121-2/ISO 13849-1: risk parameter
Possibility of 
occurrence

ISO 13849-1

severity of 
injury

frequency to 
exposure

possibility of 
avoidance

O1 O2 O3 PLr

1

seldom
A1     possible

S   slight

F1  
1 1 2 a

A2 impossible 1 1 2 b

     often
A1     possible

F2 
1 1 2 b

A2  impossible 1 1 2 c

seldom
A1     possible

S2  severe

F1  
2 2 3 c

A2 impossible 2 3 4 d

     often
A1     possible

F2 
3 4 5 d

A2 impossible 4 6 e5

Q1 Q2 Q3

Q3 shows initial risk. 
Q1 shows risk after risk 

reduction. 
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4.2 統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG について 

現在，技術的検討を実施中であり，詳細な報告事項はないが実施内容の概要を次に掲載す

る。 
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4.3 リスクアセスメント協議会 

本年度においては，連絡会合を 1 回開催したのみであるため，報告事項についてはなし。 
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4.4 JIS 原案の作成 

本年度は，3 件の JIS 原案の作成を実施した。その概要を次に示す。なお，ここで示す以

外の規格―ISO と JIS／JIS 原案の対応関係については，表 4－22 を参照されたい。 

（１）JIS B 9700 原案，機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及び

リスク低減 

この規格の原国際規格は，2003 年に発行された ISO12100-1:2003，ISO12100-2:2003，

及び 2007 年に発行された ISO14121-1:2007 の 3 規格を統合し，一つの規格として 2010 年

に発行した規格である。 

これらの国際規格の対応 JIS としては，表 4－ 19 に示すような関係にある。

ISO14121-1:2007 に対応した JIS は，存在せず ISO14121:1999 に対応した JIS B 9702 が我

が国においては存在している。 

表 4－19 ISO12100 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 原案 

ISO12100-1:2003 JIS B 9700-1:2004 

ISO12100-2:2003 JIS B 9700-2:2004 

ISO14121-1:2007 ― 
ISO12100:2010 

ISO14121:1999 JIS B 9702:2000 

⇒ JIS B 9700 原案 

この規格は，機械安全規格階層構造において最上位のタイプ A 規格に位置し，機械類の安

全設計の基本概念や一般原則，またリスクアセスメントに関して規定した文書であり，規格

改定の基本方針としては，単純に 3 規格を統合し，編集上の処理を施したもののみとなって

いる。但し，用語については一部追加，修正，要求事項についても若干の変更はなされてい

るが大きな違いはない（ISO12100-1,ISO12100-2 及び ISO14121-1 と ISO12100:2010 との

関係は，昨年度の報告書参照）。 

本 JIS 原案についても，ISO12100:2010 との一致規格として作成し，技術的な変更などは

加えていない。 

なお，本 JIS 原案が正式な JIS として発行された場合，JIS B 9700-1:2004，JIS B 

9700-2:2004 及び JIS B 9702:2000 は，廃止されることとなる。 

JIS 原案については，付録を参照。 

（２）JIS B 9707/9708 原案，機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを

防止するための安全距離 

この規格の原国際規格は，ISO13852:1996 及び ISO13853:1998 年に発行された二つの規

格を統合し，ISO13857:2010 として発行した規格である。 

この国際規格では，上肢及び下肢の安全距離の数値基準が定められているが，これらの数

値基準については，修正を施してはおらず，新たに，この規格の使い方を示した附属書 A（参
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考）が追加されている。なお，下肢に対する安全距離については，リスクアセスメントによ

り上肢による接近が予見されない場合に，下肢に対する箇条を適用することになる。 

これらの国際規格の対応 JIS としては，表 4－20 に示すような関係にある。 

表 4－20  ISO13857 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 原案 

ISO13852:1996 JIS B 9707:2000
ISO13857:2010 

ISO13853:1998 JIS B 9708:2000
⇒ JIS B 9707/9708 原案 

本 JIS 原案についても，ISO13857:2010 との一致規格として作成し，技術的な変更などは

加えていない。 

但し，附属書 JA として日本人の保護構造物越え到達距離を追加している。 

なお，本 JIS 原案が正式な JIS として発行された場合，JIS B 9707:2000 及び JIS B 

9708:2000 は，廃止されることとなる。 

JIS 原案については，付録を参照。 

（３）JIS B 9715 原案，機械類の安全性―人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決 

   め 

この規格の原国際規格は，2002 年に発行された ISO13855 の第 2 版として 2010 年に発行

した規格である。 

この国際規格は，ライトカーテンや圧力検知式保護装置，両手操作制御装置などを危険区

域から距離をとって設置するための公式が規定されているが，これら公式について変更はな

い。但し，新たな要求事項として，6.5 検出区域の上方を越える迂回の取扱い，6.6 間接

接近―障害物により制限された検出区域から危険区域への経路，が追加されている。 

表 4―21  ISO13855 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 原案 

ISO13855:2010 ISO13855:2002 JIS B 9715:2006 ⇒ JIS B 9715 原案 

 なお，本 JIS 原案についても，ISO13857:2010 との一致規格として作成し，技術的な変更

などは加えていない。 

JIS 原案については，付録を参照。 
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表 4－22 ISO/TC199 国際規格と JIS の対応表 

 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

1 ISO12100-1:2003 
（Ed1） 

Safety of machinery - Basic 
concepts , general principles 
for design - Part 1: Basic 
terminology, methodology 

JIS B 9700-1:2004 機械類の安全性

―基本概念，設計

のための一般原

則―第 1 部：基本

用語，方法論 
2 ISO12100-2:2003 

（Ed1） 
Safety of machinery – Basic 
concepts, general principles 
for design - Part 2 : 
Technical principles 

JIS B 9700-2:2004 機械類の安全性

－基本概念，設計

のための一般原

則―第 2 部：技術

原則 
1-1
及

び
2-1 

ISO12100:2010 Safety of machinery — 
General principles for 
design — Risk assessment 
and risk reduction 

JIS B 9700 原案 

― 

3 ISO13849-1:2006 
（Ed2） 

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

JIS B 9705-1 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 
3-1 ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009 同上 ― ― 

4 ISO13849-2:2003 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Safety-related parts of  
control systems - Part 
2:Validation 

なし 
＊ISO13849-2第 2版

が発行され次第，

JIS 原案作成開始

機械類の安全性

―制御システム

の安全関連部―

第 2 部：検証 
5 ISO13850:2006 

（Ed2） 
Safety of machinery - 
Emergency stop - Principles 
for design 

JIS B 9703:2000 機械類の安全性

―非常停止―設

計原則 
6 ISO13851:2002 

（Ed1） 
Safety of machinery - Two 
hand control devices - 
Functional aspects and 
design principles 

JIS B 9712:2006 機械類の安全性

―両手操作制御

装置―機能的側

面及び設計原則 
7 ISO13852:1996 Safety of machinery - 

Safety distances to prevent 
danger zones being reached
by the upper limbs 

JIS B 9707:2000 機械類の安全性

―危険区域に上

肢が到達するこ

とを防止するた

めの安全距離 
8 ISO13853:1998 Safety of machinery - 

Safety distances 
to prevent danger zones 
being reached 
by the lower limbs 

JIS B 9708:2000 機械類の安全性

―危険区域に下

肢が到達するこ

とを防止するた

めの安全距離 
7-1
及

び 
8-1 

ISO13857:2008 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Safety distances to prevent 
danger zones being reached 
by the upper limbs and the 
lower limbs 

JIS B 97XX 原案 機械類の安全性

―危険区域に上

肢及び下肢が到

達することを防

止するための安

全距離 
8 ISO13854:1996 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Minimum gaps to avoid 
crushing of parts of the 
human body 

JIS B 9711:2002 機械類の安全性

―人体部位が押

しつぶされるこ

とを回避するた

めの最小隙間 
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 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

9 ISO13855:2010 
（Ed2） 

Safety of machinery - 
Positioning of protective 
equipment with respect to 
the approach speeds of parts 
of the human body 

JIS B 9715 原案 機械類の安全性

―人体の接近速

度に基づく保護

装置の位置決め 

10 ISO13856-1:2001 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Pressure-sensitive 
protective devices - 
Part1:General principles for 
design and testing of 
pressure-sensitive mats and 
pressure-sensitive floors 

JIS B 9717-1:2011 機械類の安全性

―圧力検知保護

装置―第 1 部：圧

力検知マット及

び圧力検知フロ

アの設計及び試

験のための一般

原則 
11 ISO13856-2:2005 

（Ed1） 
Safety of machinery -  
Pressure-sensitive 
protective devices - 
Part2:General principles for 
the design and testing of 
pressure sensitive edges and 
pressure sensitive bars 

― ― 

12 ISO13856-3:2006 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Pressure-sensitive 
protective devices - 
Part3:General principles for 
the design and 
testing of pressure-sensitive 
bumpers, 
plates, wires and similar 
devices 

― ― 

13 ISO14118:2000 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Unexpected start-up 

JIS B 9714:2006 機械類の安全性

―予期しない起

動の防止 
14 ISO14119:1998 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Interlocking devices 
associated with guard - 
Principles for design and 
selection 

JIS B 9710:2006 機械類の安全性

―ガードインタ

ーロック装置―

設計及び選択の

ための一般要求

事項 
15 ISO14119:1998 Amd1:2007 

 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Interlocking devices 
associated with guard - 
Principles for design and 
selection 
Amendment1:Design to 
minimize defeat 
possibilities 

なし 

― 

16 ISO14120:2002 
（Ed1） 

Safety of machinery – 
Guards - General 
requirements for the design 
and construction of fixed 
and movable guards 

JIS B 9716:2006 機械類の安全性

―ガード―固定

式及び可動式ガ

ードの設計及び

製作のための一

般要求事項 
17 ISO14121-1:2007 

（Ed2） 
Safety of machinery - Risk 
assessment - 
Part1:Principles 

JIS B 9702:2000 
（ISO14121:1999） 
＊ ISO14121-1 は，

ISO12100-1，-2 と

と も に

ISO12100:2010 と

機械類の安全性

―リスクアセス

メント―第 1 部：

原則 
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 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

して統合された

ため，JIS B 9700
の JIS 原案作成に

代える。 
18 ISO/TR14121-2:2007 

（Ed1） 
Safety of machinery - Risk 
assessment - Part2：Practical 
guidance and examples of 
methods 

作成中止 機械類の安全性

―リスクアセス

メント―実践ガ

イド及び方法の

例 
19 ISO14122-1:2001 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Permanent means of access 
to machinery―Part1:Choice 
of a fixed means of access 
between two levels 

JIS B 9713-1:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 1
部：高低差のある

2 箇所間の昇降設

備の選択 
19-1 ISO14122-1:2001/AMD2010 同上 ― ― 
20 ISO14122-2:2001 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Permanent means of access 
to 
machinery―Part2:Working 
platforms and walkways 

JIS B 9713-2:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 2
部：作業用プラッ

トフォーム及び

通路 
20-1 ISO14122-2:2001/AMD2010 同上 ― ― 
21 ISO14122-3:2001 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Permanent means of access 
to machinery - 
Part3:Sairs,stepladders and 
guard-rails 

JIS B 9713-3:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 3
部：階段，段ばし

ご及び防護さく 
21-1 ISO14122-3:2001/AMD2010 同上 ― ― 
22 ISO14122-4:2004 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Permanent means of access 
to machinery - Part4:Fixed 
ladders 

JIS B 9713-4:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 4
部：固定はしご 

22-1 ISO14122-4:2004/AMD2010 同上 ― ― 
23 ISO14123-1:1998 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Reduction of risks to health 
from hazardous substances 
emitted by machinery - Part 
1:Principles and 
specifications for machinery 
manufacturers 

JIS B 9709-1:2001 機械類の安全性

－機械類から放

出される危険物

質による健康へ

のリスクの低減

―第 1 部：機械類

製造者のための

原則及び仕様 
24 ISO14123-2:1998 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Reduction of risks to health 
from hazardous substances 
emitted by machinery - 
Part2: Methodology leading 
to verification procedures 

JIS B 9709-2:2001 機械類の安全性

－機械類から放

出される危険物

質による健康へ

のリスクの低減

―第 2 部：検証手

順に関する方法

論 
25 ISO14159:2002 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
hygiene requirements for 
the design of machinery 

 機械類の安全性

－機械類設計の

ための衛生面の

要求事項 
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 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

26 ISO/ TR18569:2004 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Guideline to their 
understanding and use of 
safety of machinery 
standards 

予定なし 

― 

27 ISO19353:2005 
（Ed1） 

Safety of machinery - Fire 
prevention and protection 

予定なし 
― 

28 ISO11161:2007 
（Ed2） 

Safety of machinery - 
Safety of integrated 
manufacturing systems of 
industrial automation 
systems - Basic 
requirements 

なし 統合生産システ

ム調査研究 WG
の作業進捗によ

る 

28-1 ISO11161:2007/AMD2010 
 

同上 
― ― 

29 ISO21469:2006 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Lubricants with incidental 
product contact - Hygiene 
requirements 

未検討 

― 

30 ISO29042-1:2008 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances - 
Part 1: Selection of test 
method 

同上 

― 

31 ISO29042-2:2009 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances - 
Part 2: Tracer gas 
method for the 
measurement of the 
emission rate of a given 
pollutant 

同上 

― 

32 ISO29042-3:2009 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances  - 
Part 3: Test bench 
method for the 
measurement of the 
emission rate of a given 
pollutant 

同上 

― 

33 ISO29042-4:2009 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances - 
Part 4: Tracer method 
for the measurement of 
the capture efficiency of 
an exhaust system 

同上 

― 

34 ISO29042-5:2010 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 5: Test bench 
method for the 
measurement of the 
separation efficiency by 

同上 

― 
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 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

mass of air cleaning 
systems with unducted 
outlet 

35 ISO29042-6:2010 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 6: Test bench 
method for the 
measurement of the 
separation efficiency by 
mass of air cleaning 
systems with ducted 
outlet 

同上 

― 

36 ISO29042-7:2010 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 7: Test bench 
method for the 
measurement of the 
pollutant concentration 
parameter 

同上 

― 

37 ISO29042-8:2011 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 8: Room method for 
measurement of the 
pollutant concentration 
parameter 

同上 

― 

38 ISO29042-9:2011 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 9: Decontamination 
index 

同上 

― 

39 ISO/TR23849:2010 Guidance on the 
application of ISO 
13849-1 and IEC 62061 
in the design of 
safety-related control 
systems for machinery 

同上 

― 
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おわりに 

本年度は，15 件の国際規格審議（FDIS（回付準備中），DIS，CD，NWIP）を実施すると

ともに，3 件の JIS 原案の作成を実施した。国際規格については，改訂作業に加えて，新規

作業項目として，ISO13849-1 の Amendment や ISO12100 と ISO13849-1 を結ぶ Bridge 

document などが新たに追加された。また，ISO13849-1 と IEC62061 の統合化のための作

業も開始されている。 

その他，現在改訂作業中の規格もあり，来年度も作業を継続することとなる。 

本年度，国際規格として本年度発行されたものはなかったが，来年度には ISO13849-2 や

ISO14119 などの第 2 版の発行が期待され，またこれらに対応する形で JIS 原案についても，

新たに JIS B 9710（インターロック）や JIS B 9705-2（制御システムの安全関連部－第 2

部：妥当性確認）などの原案作成に取り組むことになる。 

委員の皆様には，来年度におかれましてもこれらの活動にご協力お願いする次第です。 
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付録 1 国際規格案等 

付録 1（その 1） ISO/NP“Revision of 14120 – NWIP submitted by FRANCE and SWEDEN 

付録 1（その 2） ISO/WD19353 Safety of machinery – fire prevention and protection 

付録 1（その 3） ISO/WD13850 Safety of machinery – Emergency stop – Principles for 

design 

付録 1（その 4） ISO/TC199/WG5 Safety of machinery – How ISO12100 relates to 

ISO13849-1 and IEC62061 – Bridging document – Version1 

付録 2 JIS 原案参考資料 

付録 2（その 1） JIS B 9700 原案，機械類の安全性―設計のための一派原則―リスクアセ

スメント及びリスク低減 

付録 2（その 2） JIS B 9707/9708 原案，機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達

することを防止するための安全距離 

付録 2（その 3） JIS B 9715 原案，機械類の安全性―人体の接近速度に基づく安全防護物

の位置決め 

付録 3 ISO/TC199 総会出席報告 
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