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日本機械工業連合会は、IEC（国際電気標準会議）において機械類の安全性（電気的側面）

を扱う技術委員会 IEC/TC 44 の国内審議団体として平成 10 年 6 月より活動しており、日本

からの規格提案も含め、我が国関係者の意見を反映させつつ国際規格の制定に積極的に関与

するとともに、制定された国際規格に整合した JIS 原案づくりにも努めております。 

この IEC/TC 44 関連活動は、当連合会の機械安全標準化特別委員会 IEC/TC 44 部会が、

財団法人 JKA の補助事業として進めております。 

関係の皆様には、IEC/TC 44 部会の活動にご理解とご協力を賜りここに御礼申し上げます。 

特に、JKA、部会委員、経済産業省、厚生労働省の皆様のご支援に、改めて御礼申し上げ

ます。 

国際標準は、年を追うごとに地球規模で着実に影響力を増しており、近年では、引き続き

中国が IEC 活動に積極的にかかわってきております。 

国際標準活動は、日本の機械産業の国際化と競争力の向上に資する活動であるとの認識を

持ち、産業界全体を巻き込んだ国際標準作りを更に積極的に推進することが重要になってお

ります。 

一方で、IEC/TC 44 の安全技術（規格）は日本の産業現場における労働安全と生産性の向

上にも寄与しており、日本機械工業連合会としても規格の制定にとどまらず、規格の普及・

定着のための活動を積極的に行ってきております。。 

このように、重要性が急速に増してゆく IEC/TC 44 活動に日本機械工業連合会は引き続

き尽力いたしますので、皆様の変わらぬご支援をお願い申し上げます。 

この報告書は、機械安全標準化特別委員会 IEC/TC 44 部会の平成 23 年度の活動報告であ

り、広く皆様にご高覧いただければ幸いです。 

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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ご挨拶 
一般社団法人 日本機械工業連合会 

機械安全標準化特別委員会 

IEC/TC 44部会 

主査 福田 隆文 

 

今年度は、3月11日の地震・津波とそれに続いた原子力発電所の事故で、わが国は経験をしたことのな

い一年を過ごしました。工学における安全とは何か、そもそも工学が我々にもたらす幸せとは何か、とい

う根幹的な問題も突きつけられました。機械も同じ工学の成果物であり、直接・間接に生活の利便性をも

たらすために使用されます。ですから、使用者に危害を及ぼすことは、機械の存在理由と真っ向から対立

します。 

私たち IEC/TC44委員会は機械安全の規格開発に携わっており、機械の事故防止を達成するのに必要な

技術的要求を精査し、規定化する任務を遂行しています。本TC は、機械安全の内、主に電気的側面、つ

まり安全防護物などに関する国際規格を制定しています。国際安全規格は、世界の安全の水準を上げると

共に、これら機器の通商を合理的に行うことにも有効です。通商を合理的に行うことを通じて、安全技術

が速やかに利用できる様にもなります。 

国内的には、国際安全規格をJIS化することを通じて、わが国の安全にも寄与しています。また、わが

国の製品を世界各地へ輸出するための安全設計の基準を提示しています。 

平成 23 年度の具体的な国際活動、それを受けての国内活動は、本文を見ていただきたいと思います。

トピックスとしては、中国が発案しわが国が協力して共同提案に至った工作機械の電気安全規格(IEC 

60204-34)が、技術仕様書（TS）として作成されることが決まったこと、ここ数年の懸案でした機能的な

安全を規定する IEC 62061と ISO 13849の統合化への動きが開始され、本TCからもエキスパートを派

遣して初回から参画したこと、等が挙げられます。 

定常的な活動に目を移しますと、IEC/TC44 では多くの規格の制定、改定がなされており、国際ワーキ

ングは毎月のように開催されており、当部会ではそれぞれの国際会議へエキスパートを派遣しています。

またその準備段階では、コメントの作成、各国の提案の検討などを行っています。毎月、複数のワーキン

グが会合を持って我が国の意見をまとめており、加えて年4回の全体会議で IEC/TC44各ワーキングの情

報共有化と調整及び戦略の検討を行っています。 

安全の議論は、機械の性能の議論に比べ消極的なものと考えられがちですが、冒頭に述べましたように、

機械の利用に不可欠な事項です。当部会は、機械安全の IEC 規格開発並びに JIS の整備を通じて、我が

国の、さらには世界の機械の安全性向上に寄与したいと考えています。 

関係各位のこれまでと同様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 
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第 1 章 国際組織 

1.1 IEC 加盟国一覧 

表 1 は，2012 年 3 月現在の IEC 加盟国一覧である。昨年より 1 ヶ国増えて 82 ヶ国である。Full Member

の資格で参加している国は変更が無く 60 ヶ国である。活動している TC/SC 数は 209 となってい

る。 
 日本の参加人数は，中国，ドイツに続いて昨年と同様に 3 番目に多いが差は少ない（表 2 参照）。

相変わらず中国の活動が目立っている。なお、加盟はしているが参加者がいない国は 9 ヶ国（内

オブザーバ参加 1 ヶ国）と昨年の 15 ヶ国（内オブザーバ参加 3 ヶ国）から減少した。 
 

表 1－IEC 加盟国一覧（IEC ホームページより） 

国名 国略号 会員資格 参加人数 オブザーバ人数

Albania AL Associate Member 2 0
Algeria DZ Full Member 2 0
Argentina AR Full Member 7 14
Australia AU Full Member 90 52
Austria AT Full Member 113 53
Bahrain BH Associate Member 0 0
Belarus BY Full Member 3 26
Belgium BE Full Member 104 67
Bosnia & Herzegovina BA Associate Member 0 2
Brazil BR Full Member 55 58
Bulgaria BG Full Member 7 142
Canada CA Full Member 89 25
Chile CL Full Member 0 0
China CN Full Member 179 0
Colombia CO Full Member 4 2
Croatia HR Full Member 10 59
Cuba CU Associate Member 4 1
Cyprus CY Associate Member 2 0
Czech Republic CZ Full Member 86 91
Denmark DK Full Member 122 52
Egypt EG Full Member 43 7
Estonia EE Associate Member 0 0
Finland FI Full Member 141 35
France FR Full Member 166 13
Georgia GE Associate Member 0 0
Germany DE Full Member 178 1
Greece GR Full Member 12 96
Hungary HU Full Member 45 97
Iceland IS Associate Member 1 1
India IN Full Member 79 78
Indonesia ID Full Member 18 50
Iran IR Full Member 5 41
Iraq IQ Full Member 6 0
Ireland IE Full Member 35 83
Israel IL Full Member 37 58
Italy IT Full Member 168 11
Japan JP Full Member 176 2
Jordan JO Associate Member 3 1
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国名 国略号 会員資格 参加人数 オブザーバ人数

Kazakhstan KZ Associate Member 5 
Kenya KE Associate Member 4 1
Korea, Republic of KR Full Member 146 30
Latvia LV Associate Member 0 0
Libyan Arab Jamahiriya LY Full Member 0 0
Lithuania LT Associate Member 0 0
Luxembourg LU Full Member 2 2
Malaysia MY Full Member 27 77
Malta MT Associate Member 4 0
Mexico MX Full Member 52 57
Moldova MD Associate Member 0 0
Montenegro ME Associate Member 0 0
Morocco MA Associate Member 0 0
Netherlands NL Full Member 124 36
New Zealand NZ Full Member 21 98
Nigeria NG Associate Member 3 0
Norway NO Full Member 85 81
Oman OM Full Member 3 25
Pakistan PK Full Member 68 0
Philippines, Rep. of the PH Full Member 1 6
Poland PL Full Member 69 107
Portugal PT Full Member 73 54
Qatar QA Full Member 0 1
Romania RO Full Member 106 58
Russian Federation RU Full Member 150 18
Saudi Arabia SA Full Member 8 11
Serbia RS Full Member 65 90
Singapore SG Full Member 10 88
Slovakia SK Full Member 11 89
Slovenia SI Full Member 15 78
South Africa ZA Full Member 73 49
Spain ES Full Member 140 36
Sri Lanka LK Associate Member 4 0
Sweden SE Full Member 141 37
Switzerland CH Full Member 124 22
Thailand TH Full Member 27 52
The Former Yugoslav Rep. 
of Macedonia 

MK Associate Member 1 0

Tunisia TN Associate Member 4 0
Turkey TR Full Member 27 61
Ukraine UA Full Member 31 132
United Arab Emirates AE Full Member 0 0
United Kingdom GB Full Member 172 6
United States of America US Full Member 163 0
Vietnam VN Associate Member 4 0

Full Members 60  Total 3 955 2 620
Associate Members 22 

Total 82 
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表 2－参加人数上位の加盟国（IEC ホームページより） 

国名 国略号 会員資格 参加人数 
China CN Full Member 179
Germany DE Full Member 178
Japan JP Full Member 176
United Kingdom GB Full Member 172
Italy IT Full Member 168

 
1.2 IEC/TC 44 参加国一覧 

表 3 は，2012 年 3 月現在の IEC/TC 44 参加国一覧である。 
 

表 3－IEC/TC 44 参加国（IEC ホームページより） 

国名 国略号 参加資格 会員資格 

Austria AT O-Member Full Member 
Australia AU O-Member Full Member 
Belgium BE P-Member Full Member 
Bulgaria BG O-Member Full Member 
Switzerland CH P-Member Full Member 
China CN P-Member Full Member 
Czech Republic CZ P-Member Full Member 
Germany DE P-Member Full Member 
Denmark DK P-Member Full Member 
Spain ES P-Member Full Member 
Finland FI P-Member Full Member 
France FR P-Member Full Member 
United Kingdom GB P-Member Full Member 
Greece GR O-Member Full Member 
Croatia HR O-Member Full Member 
Hungary HU O-Member Full Member 
Ireland IE O-Member Full Member 
Italy IT P-Member Full Member 
Japan JP P-Member Full Member 
Korea, Republic of KR P-Member Full Member 
Nigeria NG P-Member Associate Member 
Netherlands NL P-Member Full Member 
Norway NO O-Member Full Member 
Pakistan PK P-Member Full Member 
Poland PL O-Member Full Member 
Portugal PT P-Member Full Member 
Romania RO O-Member Full Member 
Serbia RS O-Member Full Member 
Russian Federation RU P-Member Full Member 
Sweden SE P-Member Full Member 
Singapore SG O-Member Full Member 
Turkey TR O-Member Full Member 
Ukraine UA O-Member Full Member 
United States of America US P-Member Full Member 

Participating countries 20 
Observer Countries 14  

議長：Friedrich Harless （独，Siemens AG） 
幹事：Nick Bradfield （英，British Electrotechnical Committee） 
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1.3 IEC/TC 44 の Working Group と Maintenance/ Project Team 
2012 年 3 月現在設置されている WG（Working Group）と MT（Maintenance Team）は 1.3.1 項及

び 1.3.3 項の通りである。今年度は，新たに 1.3.2 項の工作機械の規格を開発する PT60204-34 と

1.3.4 項の ISO とのジョイントワーキングを担当する JWG14 とが発足した。PT60204-34 は，中国

からの設置提案に日本が共同提案国として関わったものである。昨年度に引き続き，日本からは

殆どの WG/MT/PT に参加し，積極的に活動した。 
 

1.3.1 Working Group  
WG 7 - Safe control systems for machinery 
WG 10 - Electro-sensitive protective equipment - Particular requirements for vision based protective 

devices 
WG 11 - Requirements for semiconductor manufacturing equipment 
WG 13 - Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 

 
1.3.2  Project Team 

PT 60204-34 - Requirements for machine tools 
 

1.3.3 Maintenance Team 
MT 60204-1 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
MT 60204-31 - Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems 
MT 60204-32 - Requirements for hoisting machines 
MT 61310 - Review IEC 61310-1, -2 and -3 
MT 61496-1&2 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment  
MT 61496-3 - Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular 

requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse 
Reflection (AOPDDR) 

MT 62046 - Application of presence sensing protective equipment to machinery 
 

1.3.4  Joint Working Group 
  JWG 14 - Merging ISO 13849 and IEC 62061 
 

 
1.3.5  IEC/TC 44 の構成メンバ一覧 

表 4 は，2012 年 3 月現在の IEC/TC 44 の WG/MT の構成メンバ一覧であり，斜体字部分は日本

のエキスパートである。現在，日本のエキスパートは 16 名であるが，WG/MT に重複して参加し

ている人もいるため，延べ 31 名が登録されている。尚，今年度は新しい WG，PT，JWG が 1 件

立ち上がり，それに伴いエキスパート 4 名が追加された。更に，従来の WG に 2 名追加した。ま

た，退職により 1 名減となった。 
各 WG/MT/PT のエキスパート数は次の通り。括弧内はその内の日本のエキスパート数である。 
WG7 Safe control systems for machinery：28 名(1) 
WG10 Electro-sensitive protective equipment 

 - Particular requirements for vision based protective devices：18 名(4) 
WG11 Requirements for semiconductor manufacturing equipment：11 名(3) 
WG13 Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery：16 名(1) 
PT60204-34 Electrical equipment of machines - Part 34：10 名(2) 
MT60204-1 Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements：31 名(4) 
MT60204-31 Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems：7 名(2) 
MT60204-32 Requirements for hoisting machines：11 名(0) 
MT61310 Review IEC 61310-1, -2 and -3：2 名(0) 
MT61496-1&2 Electro-sensitive protective equipment：17 名(5) 
MT61496-3 Electro-sensitive protective equipment 

 - Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive 
to Diffuse Reflection (AOPDDR)：17 名(5) 
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MT62046 Application of presence sensing protective equipment to machinery：17 名(3) 
JWG14 Merging ISO 13849 and IEC 62061：25 名(1) 
合計延べ人数：210(31)名 

 

表 4－IEC/TC 44 の構成メンバ一覧（IEC ホームページより） 

（太斜体字は日本のメンバ） 

Group Group name Function Last Name First Name NC

TC 44 
Safety of machinery - 
Electrotechnical aspects 

Chairman Harleß Friedrich DE

TC 44  Secretary Bradfield Nick GB

WG 7 
Safe control systems for 
machinery 

Convenor Jones Derek GB

WG 7  Member Houtermans Michel CH
WG 7  Member Yu dong CN
WG 7  Member Bömer Thomas DE
WG 7  Member Lereverend Patrick DE
WG 7  Member Fischer Max DE
WG 7  Member Mysliwiec Bernard DE
WG 7  Member Meyer-Gräfe Karsten DE
WG 7  Member Schaefer Michael DE
WG 7  Member Gehlen Patrick DE
WG 7  Member Sundquist Matti FI 
WG 7  Member Vitikka Jani FI 
WG 7  Member Kangas Ilpo FI 
WG 7  Member Juhel Philippe FR
WG 7  Member Charpentier Philippe FR
WG 7  Member Bataille Jean FR
WG 7  Member Still Peter R. GB
WG 7  Member Shaw Steve GB
WG 7  Member Dosio Federico IT 
WG 7  Member Esposito Raffaele IT 
WG 7  Member Sugita Yoshihiro JP
WG 7  Member With Nick De NL
WG 7  Member Astrakhantsev Serguei RU
WG 7  Member Popov Viacheslav A. RU
WG 7  Member Daniels Stephen US
WG 7  Member Fisher David S US
WG 7  Member Webster Frank US
WG 7  Member Titus JB US

WG 10 

Electro-sensitive protective 
equipment - Particular 
requirements for vision based 
protective devices 

Convenor Webster Frank US

WG 10  Member Stein Manfred CH
WG 10  Member Hardegger Martin CH
WG 10  Member Wüstefeld Martin DE
WG 10  Member Häb Stephan DE
WG 10  Member Bömer Thomas DE
WG 10  Member Lohmann Lutz DE
WG 10  Member Castelli Fabrizio IT 
WG 10  Member Maria Giuseppe De IT 
WG 10  Member Mirandola Francesco IT 
WG 10  Member Hasegawa Yoshinori JP
WG 10  Member Murata Norikazu JP
WG 10  Member Sumi Yasushi JP
WG 10  Member Takahara Takayoshi JP
WG 10  Member Strawinski Tomasz PL
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Group Group name Function Last Name First Name NC
WG 10  Member Astrakhantsev Serguei V. RU
WG 10  Member Popov Viacheslav A. RU
WG 10  Member Fisher David S US

WG 11 
Requirements for 
semiconductor manufacturing 
equipment 

Convenor Evanston Chris US

WG 11  Member li tianxiao CN
WG 11  Member Mysliwiec Bernard DE
WG 11  Member Wüstefeld Martin DE
WG 11  Member Still Peter R. GB
WG 11  Member Esposito Raffaele IT 
WG 11  Member Mashiro Supika JP
WG 11  Member Nakatani Eiji JP
WG 11  Member Sugita Yoshihiro JP
WG 11  Member Astrakhantsev Serguei RU
WG 11  Member Fisher David S US

WG 13 
Requirements for the 
interfacing of cableless 
controllers to machinery 

Convenor Parry Philip GB

WG 13  Member Hochet Bertrand CH
WG 13  Member Bauder Frank DE

WG 13  Member Fey Adreas DE

WG 13  Member Heinke Berthold DE

WG 13  Member Leicht Tomas DE

WG 13  Member Schmid Gerhard DE

WG 13  Member Lindfors Hannu FI 

WG 13  Member Vandendriessche Jacques FR

WG 13  Member Still Peter R. GB

WG 13  Member Bianchin Stefano IT 
WG 13  Member Dosio Federico IT 

WG 13  Member Fabiani Antonio IT 

WG 13  Member Matsuo Kenji JP

WG 13  Member Gettman Kenneth E. US
WG 13  Member Webster Frank US

PT60204-34 
Requirements for machine 
tools 

Project 
Leader 

Huang Zuguang 
CN

PT60204-34  Member Yin Zhenyu CN

PT60204-34  Member Hu Tianliang CN

PT60204-34  Member Hua Chunlei CN

PT60204-34  Member Huang Lin CN

PT60204-34  Member Zhao Qinzhi CN

PT60204-34 
 Member Arnaiz 

Pedro 
Javier 

ES

PT60204-34  Member Enomoto Takeo JP
PT60204-34  Member Saijo Koichi JP
PT60204-34  Member Webster Frank US 

MT 60204-1 
Electrical equipment of 
machines - Part 1: General 
requirements 

Convenor Fisher David US

MT 60204-1  Member Carlantuono Giuseppe CH
MT 60204-1  Member huang zuguang CN
MT 60204-1  Member Gehlen Patrick DE
MT 60204-1  Member Lereverend Patrick DE
MT 60204-1  Member Rudnik Siegfried DE
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Group Group name Function Last Name First Name NC
MT 60204-1  Member Pilz Thomas DE
MT 60204-1  Member Thuemmler Jens DE
MT 60204-1  Member Juul Per DK
MT 60204-1  Member Honkanen Jyrki FI 
MT 60204-1  Member Alkio Juha FI 
MT 60204-1  Member Lindfors Hannu FI 
MT 60204-1  Member Vandendriessche Jacques FR
MT 60204-1  Member Still Peter R. GB
MT 60204-1  Member Frost Steven GB
MT 60204-1  Member Esposito Raffaele IT 
MT 60204-1  Member Dosio Federico IT 
MT 60204-1  Member Fabiani Antonio IT 
MT 60204-1  Member Hiranuma Eihiro JP
MT 60204-1  Member Sakai Masayoshi JP
MT 60204-1  Member Sugita Yoshihiro JP
MT 60204-1  Member Mashiro Supika JP
MT 60204-1  Member Choi Sang-won KR
MT 60204-1  Member Jongbloed Pouw NL
MT 60204-1  Member Hoogerkamp Paul NL
MT 60204-1  Member Popov Viacheslav RU
MT 60204-1  Member Nilsson Anders R SE
MT 60204-1  Member Miller Michael US
MT 60204-1  Member Janki Chuck US
MT 60204-1  Member Webster Frank US
MT 60204-1  Member Titus JB US

MT 60204-31 
Particular safety and EMC 
requirements for sewing 
machines, units and systems 

Convenor Hagemeyer Wolfgang DE

MT 60204-31  Member Hu Wenhai CN
MT 60204-31  Member Neumann Rita DE
MT 60204-31  Member Maier Rolf DE
MT 60204-31  Member Jung Arno DE
MT 60204-31  Member Akahane Koichi JP
MT 60204-31  Member Matsuyama Tsuyoshi JP

MT 60204-32 
Requirements for hoisting 
machines 

Convenor Schmid Gerhard DE

MT 60204-32  Member Zeng Yang CN
MT 60204-32  Member Nicolai Jörg DE
MT 60204-32  Member Koop Jürgen DE
MT 60204-32  Member Krause Gabriel DE
MT 60204-32  Member Lindfors Hannu FI 
MT 60204-32  Member Alkio Juha FI 
MT 60204-32  Member Vandendriessche Jacques FR
MT 60204-32  Member Still Peter R. GB
MT 60204-32  Member Fabiani Antonio IT 
MT 60204-32  Member Gettman Kenneth US
MT 61310 Review IEC 61310-1, -2 and -3 Convenor Derr Helga DE
MT 61310  Member Gettman Kenneth US

MT 61496-1&2 
Electro-sensitive protective 
equipment 

Convenor Webster Frank US

MT 61496-1&2  Member Hardegger Martin CH
MT 61496-1&2  Member Lohmann Lutz DE
MT 61496-1&2  Member Häb Stephan DE
MT 61496-1&2  Member Wüstefeld Martin DE
MT 61496-1&2  Member Bömer Thomas DE
MT 61496-1&2  Member Sanz Jorge ES
MT 61496-1&2  Member Jones Derek GB
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Group Group name Function Last Name First Name NC
MT 61496-1&2  Member Mirandola Francesco IT 
MT 61496-1&2  Member Castelli Fabrizio IT 
MT 61496-1&2  Member Hasegawa Yoshinori JP
MT 61496-1&2  Member Kurozumi Mitsuo JP
MT 61496-1&2  Member Murata Norikazu JP
MT 61496-1&2  Member Sumi Yasushi JP
MT 61496-1&2  Member Takahara Takayoshi JP
MT 61496-1&2  Member Popov Viacheslav RU
MT 61496-1&2  Member Fisher David S US

MT 61496-3 

Electro-sensitive protective 
equipment - Part 3: Particular 
requirements for Active 
Opto-electronic Protective 
Devices responsive to Diffuse 
Reflection (AOPDDR) 

Convenor Bömer Thomas DE

MT 61496-3  Member Möhrle Manuel DE
MT 61496-3  Member Greil Günter DE
MT 61496-3  Member Franitza Jörg DE
MT 61496-3  Member Brunner Rolf DE
MT 61496-3  Member Wüstefeld Martin DE
MT 61496-3  Member Häb Stephan DE
MT 61496-3  Member Jones Derek GB
MT 61496-3  Member Castelli Fabrizio IT 
MT 61496-3  Member Mirandola Francesco IT 
MT 61496-3  Member Hasegawa Yoshinori JP
MT 61496-3  Member Kurozumi Mitsuo JP
MT 61496-3  Member Murata Norikazu JP
MT 61496-3  Member Sumi Yasushi JP
MT 61496-3  Member Takahara Takayoshi JP
MT 61496-3  Member Strawinski Tomasz PL
MT 61496-3  Member Webster Frank US

MT 62046 
Application of presence 
sensing protective equipment 
to machinery 

Convenor Still Peter R. GB

MT 62046  Member Carlantuono Giuseppe CH
MT 62046  Member Greil Günter DE
MT 62046  Member Pilz Thomas DE
MT 62046  Member Görnemann Otto DE
MT 62046  Member Rohbeck Volker DE
MT 62046  Member Siirilä Tapio FI 
MT 62046  Member Werle Roland FR
MT 62046  Member Mirandola Francesco IT 
MT 62046  Member Castelli Fabrizio IT 
MT 62046  Member Donato Luciano Di IT 
MT 62046  Member Hasegawa Yoshinori JP
MT 62046  Member Kurozumi Mitsuo JP
MT 62046  Member Takahara Takayoshi JP
MT 62046  Member Janki Chuck US
MT 62046  Member Webster Frank US
MT 62046  Member Barbe Lewis C. US

JWG 14 
Merging ISO 13849 and IEC 
62061 

Convenor Juhel Philippe FR

JWG 14  Member Schneider Bernard CH

JWG 14  Member Chen Kaitai CN

JWG 14  Member Apfeld Ralf DE

JWG 14  Member Bömer Thomas DE
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Group Group name Function Last Name First Name NC
JWG 14  Member Fischer Max DE

JWG 14  Member Gehlen Patrick DE

JWG 14  Member Gödicke Dieter DE

JWG 14  Member Greil Günter DE

JWG 14  Member Meyer-Gräfe Karsten DE

JWG 14  Member Mysliwiec Bernard DE

JWG 14  Member Pilz Thomas DE

JWG 14  Member Juul Per DK

JWG 14  Member Lauridsen Erik Lund DK

JWG 14  Member Charpentier Philippe FR

JWG 14  Member Jones Derek GB

JWG 14  Member Shaw Steve GB

JWG 14  Member Still Peter R GB

JWG 14  Member Ceriani Paolo IT 

JWG 14  Member Dosio Federico IT 

JWG 14  Member Esposito Raffaele IT 

JWG 14  Member Okada Kazuya JP
JWG 14  Member Hedberg Johan SE

JWG 14  Member Fisher David S US

JWG 14  Member Webster Frank US
Total number of persons : 210 
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第 2 章 国内組織 

平成 23 年度は，70 名（内オブザーバ 4 名）の委員が一つ又は複数の国内委員会（本委員会及び

専門部会）に所属し国際及び国内規格の検討を行った。 
本委員会（IEC/TC44 部会）の委員名簿が表 5 である。専門部会（WG）委員の担当 WG 番号及

び国際エキスパートを兼務した委員の担当国内 WG 及び国際 WG/MT 番号を示してある。 
WG 専任委員名簿が表 6 である。こちらも各委員の担当国内 WG 及び国際 WG/MT の番号を示

してある。 
国内 WG の委員構成が表 7 である。表 7 は，表 5 及び表 6 を国内 WG ごとに並べ替えたもので

ある。 
平成 23 年度内（一部 22 年度末）に退任した委員名簿が表 8 である。 
現在の委員会は，メーカ及びメーカ団体，認証機関等及び学識経験者，更に一部の WG ではユ

ーザ委員を加えた構成になっている。よりよい規格作りのためにはユーザ委員の参加も必要であ

り，今後もユーザ委員の参加を促進する活動を行う。 
 

表 5－IEC/TC 44 部会委員名簿（平成 24 年 3 月末現在）（順不同） 

 氏名 所属 国内 WG 国際 WG/MT 
主査 福田 隆文 長岡科学技術大学 IEC61496 

IEC62061(62737) 
 

副主査 藤本 康孝 横浜国立大学大学院  IEC62745  
委員 高橋  洋 厚生労働省    
同 金子 辰巳 公益社団法人産業安全技術協会 IEC60204-1 

IEC61496 
IEC62046 

 

同 松尾 正明 社団法人日本印刷産業機械工業会 IEC62046  

同 大槻 文芳 社団法人日本工作機械工業会 IEC62046  

同 楠田冨士盛 一般社団法人日本鍛圧機械工業会   

同 吉田 孝一 一般社団法人日本電機工業会 IEC60204-1 
IEC62061(62737) 

 

同 野中 俊助 社団法人日本電気制御機器工業会 
（株式会社山武） 

  

同 櫛山 哲郎 一般財団法人日本品質保証機構 IEC62061(62737)  

同 赤羽 浩一 社団法人日本縫製機械工業会 
（ブラザー工業株式会社） 

 MT60204-31 

同 三浦 敏道 社団法人日本ロボット工業会   

同 土肥 正男 IDEC 株式会社    

同 西條 広一 オークマ株式会社 IEC60204-1 
IEC62046 
IEC62061(62737) 

PT60204-34 

同 松本  強 オムロン株式会社   

同 十川 修一 川崎重工業株式会社 
 

IEC62061(62737)  

同 降矢  裕 株式会社キトー IEC60204-32 
IEC62745 

 

同 黒住 光男 ジック株式会社 
 

IEC61496 
IEC62046 
IEC62061(62737) 

MT61496-1, 2,3
MT62046 

同 平沼 栄浩 セーフティプラス株式会社 IEC60204-1 
IEC60204-33 
IEC62061(62737) 

MT60204-1 

同 中谷 英司 株式会社 SOKUDO  IEC60204-33 WG11 

同 関口 雄一 テュフズードジャパン株式会社 IEC60204-1  

同 杉田 吉広 テュフ･ラインランド･ジャパン株式会社 IEC60204-1 WG7 



 

 氏名 所属 国内 WG 国際 WG/MT 
IEC60204-33 
IEC62061(62737)
IEC62745 

WG11 
MT60204-1 

同 真白すぴか 東京エレクトロン株式会社 IEC60204-1 
IEC60204-33 
IEC62061(62737) 

WG11 
MT60204-1 

同 坂井 正善 日本信号株式会社 IEC60204-1 MT60204-1 

同 石原 幸次 布目電機株式会社  IEC60204-1 
IEC60204-33 

 

同 長谷川佳宣 パナソニック電工 SUNX 株式会社 
 

IEC60204-1 
IEC61496 
IEC62046 
IEC62061(62737) 

WG10 
MT61496-1,2,3 
MT62046 

同 久保山勝典 富士電機機器制御株式会社   

同 早瀬 秀樹 三菱電機株式会社 
 

  

同 巽 昇二郎 株式会社明電舎 
 

  

同 小見山清志 株式会社安川電機   

同 内田 龍行 株式会社山武 IEC62061(62737)  
オブザ
ーバ 

内藤 智男 経済産業省   

同 北島 明文 経済産業省   
事務局 佐々木幹夫 一般社団法人日本機械工業連合会   
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表 6－専門部会（WG）専任委員名簿（平成 24 年 3 月末現在）（順不同） 

 氏名 国内 WG 所属 国際 WG/MT 
委員 畑  幸男 一般社団法人日本鍛圧機械工業会 

（コマツ産機株式会社） 
IEC60204-1 
IEC62046 

 

同 阿部 倫也 一般社団法人日本電機工業会 IEC60204-1 
IEC60204-32 
IEC62061(62737) 

 

同 岡田 和也 IDEC 株式会社 IEC60204-1 
IEC62061(62737) 

JWG14 

同 八木  寛 オムロン株式会社 
 

IEC60204-1  

同 永廣  勇 富士電機機器制御株式会社 IEC60204-1  

同 原田 浩一 三井精機工業株式会社 IEC60204-1  

同 西出 一雄 三菱重工業株式会社 IEC60204-1  

同 正木 一隆 象印チェンブロック株式会社 IEC60204-32 
IEC62745 

 

同 水野 逸人 トーヨーコーケン株式会社 IEC60204-32  

同 家重 孝二 株式会社日立産機システム IEC60204-32 
IEC62745 

 

同 神崎  潤 川崎重工業株式会社 IEC60204-33  

同 森谷 泰明 株式会社東芝 IEC60204-33  

同 鈴村 大二 ルネサスエレクトロニクス株式会社 IEC60204-33  

同 高原 孝義 オムロン株式会社 IEC61496 
IEC62046 

WG10 
MT61496-1,2,3 
MT62046 

同 嶋地 直広 北陽電機株式会社 IEC61496  
同 濱島 京子 独立行政法人労働安全衛生総合研究所  IEC61496  
同 諏訪 正樹 オムロン株式会社 

 
IEC61496  

同 山崎  浩 元 社団法人日本機械工業連合会 IEC61496  
同 角  保志 独立行政法人産業技術総合研究所 IEC61496 WG10 

MT61496-1,2,3 
同 村田 記一 オプテックス株式会社 IEC61496 WG10 

MT61496-1,2,3 
同 佐藤 貞示 社団法人日本印刷産業機械工業会 IEC62046  
同 菅  幸彦 東洋電機株式会社  IEC62046 

IEC62745 
 

同 中村 哲也 株式会社東京センサ IEC62046  
同 松室 康彦 株式会社ブリヂストン IEC62046  
同 外山 久雄 日本認証株式会社 IEC62061(62737)  

同 飯田 龍也 オムロン株式会社 IEC62061 
IEC62061(62737) 

 

同 石川 公忠 富士電機機器制御株式会社 IEC62061(62737)  

同 榎本 健夫 三菱電機株式会社 IEC62061(62737) PT60204-34 

同 野島 篤志 株式会社エニー IEC62745  

同 四元 清文 金陵電機株式会社 IEC62745  

同 久保 和雄 コマツ産機株式会社 IEC62745  

同 大野 一雄 東芝テリー株式会社 IEC62745  

同 川田 浩彦 北陽電機株式会社 IEC62745  

同 松尾 健治 株式会社安川電機 IEC62745 WG13 

同 松山  健 JUKI 株式会社  MT60204-31 

オブ

ザー

バ 

井深 成仁 東京エレクトロン株式会社 IEC60204-33  
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 氏名 国内 WG 所属 国際 WG/MT 
同 井上  誠 社団法人日本クレーン協会 IEC60204-32  
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表 7－WG 構成表（平成 24 年 3 月末現在）（順不同） 

WG 名 担当規格 構成メンバ 国際エキスパート 
IEC60204-1 機械の電気装置 

第 1 部：一般要求事項
 
IEC60204-1  
JISB9960-1  

 

主査：坂井 正善 
委員：金子 辰巳 

畑  幸男 
吉田 孝一 
阿部 倫也 
岡田 和也 
西條 広一 
八木  寛 
平沼 栄浩 
関口 雄一 
杉田 吉広 
真白すぴか 
石原 幸次 
長谷川佳宣 
永廣  勇 
原田 浩一 
西出 一雄 
羽田 健一 

平沼 栄浩 
坂井 正善 
杉田 吉広 
真白すぴか 

IEC60204-32 
 

巻上機械に対する要求

事項 
IEC 60204-32 
JIS B 9960-32  

主査：降矢  裕 
委員：正木 一隆 

水野 逸人 
家重 孝二 
阿部 倫也 

オブザーバ： 
井上  誠 

 

IEC 60204-33 半導体製造装置に対す

る要求事項 
IEC 60204-33 
JIS B 9960-33 

主査：杉田 吉広 
委員：神崎  潤 

真白すぴか 
平沼 栄浩 
中谷 英司 
森谷 泰明 
石原 幸次 
鈴村 大二 

オブザーバ： 
井深 成仁 

杉田 吉広 
中谷 英司 
真白すぴか 

IEC 61496 電気的検知保護設備 
IEC 61496 シリーズ 
JIS B 9704 シリーズ 

主査：黒住 光男 
委員：福田 隆文 

角  保志 
濱島 京子 
金子 辰巳 
村田 記一 
高原 孝義 
諏訪 正樹 
長谷川佳宣 
嶋地 直広 
山崎  浩 

長谷川佳宣 
黒住 光男 
高原 孝義 
村田 記一 
角  保志 

IEC 62046 人の存在検知に対する

保護装置の適用 
IEC 62046 
JIS/TS 62046 

主査：西條 広一 
委員：佐藤 貞示 

大槻 文芳 
畑  幸男 
金子 辰巳 

長谷川佳宣 
黒住 光男 
高原 孝義 
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WG 名 担当規格 構成メンバ 国際エキスパート 
高原 孝義 
長谷川佳宣 
黒住 光男 
菅  幸彦 
中村 哲也 
松室 康彦 

IEC 62061 
(62737/JWG14) 

安全関連の電気・電

子・プログラマブル電

子 制 御 シ ス テ ム ：

SRECS の機能安全 
IEC 62061 

主査：福田 隆文 
委員：吉田 孝一 

阿部 倫也 
櫛山 哲郎 
岡田 和也 
西條 広一 
飯田 龍也 
十川 修一 
真白すぴか 
黒住 光男 
平沼 栄浩 
杉田 吉広 
外山 久雄 
長谷川佳宣 
石川 公忠 
榎本 健男 
内田 龍行 

杉田 吉広(62061) 
岡田 和也(62737) 

IEC 62745 ケーブルレスコントロ

ーラに対する要求事項
IEC 62745 

主査：藤本 康孝 
委員：野島 篤志 

飯田 龍也 
降矢  裕 
四元 清文 
久保 和雄 
正木 一隆 
杉田 吉広 
大野 一雄 
菅  幸彦 
川田 浩彦 
家重 孝二 
松尾 健治 

松尾 健治 
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表 8－退任した委員（平成 22 年度末～平成 23 年度）（順不同） 

委員会名 氏名 退任時所属 
IEC/TC44 部会 山本 元芳 社団法人日本工作機械工業会 

IEC/TC44 部会 宮嶋  幸 社団法人日本鍛圧機械工業会 

IEC/TC44 部会 安達  栄 厚生労働省 

IEC/TC44 部会 松山  健 社団法人日本縫製機械工業会 
（JUKI 株式会社） 

IEC/TC44 部会 内藤 信吾 株式会社ダイフク 

IEC/TC44 部会 羽田 健一 株式会社明電舎 
IEC62061 宗田 靖男 オムロン株式会社 

 
IEC 62061 神余 浩夫 三菱電機株式会社 
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第 3 章 TC 44 の国際規格及び対応日本工業規格 
 
3.1 新規発行規格 
平成 23 年度に発行された国際規格（IEC 規格）を表 9 に，制定・公表された日本工業規格（JIS）

を表 10 に示す。今年度は国際規格の発行はなかった。 
 

表 9－発行された国際規格（IEC 規格） 

発行年月 規格番号 版 規格名 
－ － － － 

 
表 10－制定・公表された日本工業規格（JIS） 

制定・公表日 規格番号 版 規格名 
2011-07-25 JIS B 9960-1 追補 1 

(IEC 60204-1) 

2 機械類の安全性－機械の電気装置－一般要求事項 
追補 1 

2011-07-25 JIS B 9960-32 
(IEC 60204-32) 

2
機械類の安全性－巻上機械に対する要求事項 

2011-04-25 JIS B 9704-1 追補 
(IEC 61496-1) 

2 機械類の安全性－電気的検知保護設備－一般要求事項
及び試験 追補 1 

2011-04-25 JIS B 9704-3 
(IEC 61496-3) 

2 機械類の安全性－電気的検知保護設備－拡散反射形能
動的光電保護設備に対する要求事項 

2011-08-01 TR B 0030 
(IEC TR 62513) 

1 機械類の安全性－安全関連用途の通信システム利用指
針 

 

3.2 IEC 規格と対応 JIS 
平成 24 年 3 月末現在の，IEC 規格と対応する JIS を表 11 に示す。 
 

表 11－IEC 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 

1-1 IEC 60204-1 : 
2005 (Ed.5) 
 

Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines – 
 Part 1: General requirements 

JIS B 9960-1 : 2008

 

機械類の安全性 
－機械の電気装置－ 
第 1 部：一般要求事項 

1-2 IEC 60204-1 : 
2005 
(Ed.5 Amd.1) 

同上 Amendment 1 JIS B 9960-1 : 2008
追補 1 

同上 追補 

2 IEC 60204-11 : 
2000 (Ed.1) 

Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines -  
Part 11: Requirements for HV 
equipment for voltages above 
1000 V a.c. or 1500 V d.c. and 
not exceeding 36 kV 

JIS B 9960-11 : 
2004 

機械類の安全性 
－機械の電気装置－ 
第 11 部：交流 1000 V 又

は直流 1500 V を越え 36 
kV 以下の高電圧装置に

対する要求事項 
3 IEC 60204-31 : 

2001 (Ed.3) 
Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines – 
Part 31: Particular safety and 
EMC requirements for sewing 
machines, units and systems 

JIS B 9960-31 : 
2004 

機械類の安全性 
－機械の電気装置－ 
第 31 部：縫製用機械，

縫製ユニット及び縫製

システムに対する安全

性及び EMC 要求事項 
4-1 IEC 60204-32 : 

1998 (Ed.1) 
Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines – 
Part 32: Requirements for 

JIS B 9960-32 : 
2004 

機械類の安全性 
－機械の電気装置－ 
第 32 部：巻上機械に対



 

対応 JIS 国際規格 
番号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

hoisting machines する要求事項 
4-2 IEC 60204-32 : 

2008 (Ed.2) 
同上 JIS B 9960-32 : 

2011 
同上 

5 IEC 60204-33 : 
2009(Ed 1) 

Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines – 
Requirements for 
semiconductor fabricating 
equipment 

JIS B 9960-33 : 
2012（申出済） 

機械類の安全性 
－機械の電気装置－ 
第 33 部：半導体製造装

置に対する要求事項 

6-1 IEC 61310-1 : 
1995 (Ed.1) 

Safety of machinery - 
Indication, marking and 
actuation – 
Part 1: Requirements for visual, 
auditory and tactile signals 

JIS B 9706-1 : 2001 機械類の安全性－表

示 ，マーキング及び作

動－ 
第 1 部：視覚，聴覚及

び触覚シグナルの要求

事項 
6-2 IEC 61310-1 : 

2007 (Ed.2) 
Safety of machinery - 
Indication, marking and 
actuation – 
Part 1: Requirements for visual, 
acoustic and tactile signals 

JIS B 9706-1 : 2009 機械類の安全性－表

示 ，マーキング及び操

作－ 
第 1 部：視覚，聴覚及

び触覚シグナルの要求

事項 
7-1 IEC 61310-2 : 

1995 (Ed.1) 
Safety of machinery - 
Indication, marking and 
actuation – 
Part 2: Requirements for 
marking 

JIS B 9706-2 : 2001 機械類の安全性－表

示，マーキング及び作

動－ 
第 2 部：マーキングの

要求事項 
7-2 IEC 61310-2 : 

2007 (Ed.2) 
同上 JIS B 9706-2 : 2009 機械類の安全性－表

示，マーキング及び操

作－ 
第 2 部：マーキングの

要求事項 
8-1 IEC 61310-3 : 

1999 (Ed.1) 
Safety of machinery - 
Indication, marking and 
actuation –Part 3: Requirements 
for location and operation of 
actuators 

JIS B 9706-3 : 2001 機械類の安全性－表

示，マーキング及び作

動－ 
第 3 部：アクチュエー

タの配置及び操作に対

する要求事項 
8-2 IEC 61310-3 : 

2007 (Ed.2) 
同上 JIS B 9706-3 : 2009 機械類の安全性－表

示，マーキング及び操

作－ 
第 3 部：アクチュエー

タの配置及び操作に対

する要求事項 
9-1 IEC 61496-1 : 

2004 (Ed.2) 
Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) – 
Part 1: General requirements 
and tests 

JIS B 9704-1 : 2006
第 2 版 

機械類の安全性 
－電気的検知保護設備

－ 
第 1 部：一般要求事項

及び試験 
9-2 IEC 61496-1 : 

2007 
 (Ed.2 Amd.1) 

同上 Amendment 1 JIS B 9704-1 第 2 版

追補 
同上 追補 

10 IEC 61496-2 : Safety of machinery - JIS B 9704-2 : 2008 機械類の安全性 
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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 

2006 (Ed.2) Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) – 
Part 2: Particular requirements 
for equipment using active 
opto-electronic protective 
devices (AOPDs) 

 －電気的検知保護設備

－ 
第 2 部：能動的光電保

護装置を使う設備に対

する要求事項 

11-1 IEC 61496-3 : 
2001 (Ed.1) 

Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) – 
Part 3: Particular requirements 
for active opto-electronic 
protective devices responsive to 
diffuse reflection (AOPDDRs) 

JIS B 9704-3 : 2004 機械類の安全性 
－電気的検知保護設備

－ 
第 3 部：拡散反射形能

動的光電保護装置に対

する要求事項 

11-2 IEC 61496-3 : 
2008 (Ed.2)  

同上 JIS B 9704-3 : 2011 同上 

12 IEC TR 
61496-4 : 2007 

Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective 
equipment (ESPE) – 
Part 4: Particular requirements 
for equipment using vision 
based protective devices 

TR B 0025 : 2010 機械類の安全性－電気

的検知保護設備－ 
第 4 部：映像利用保護

装置を使う設備に対す

る要求事項 

13-1 IEC TS 
62046 : 2004 
(Ed.1) 

Safety of machinery - 
Application of personnel 
sensing protective equipment to 
machinery (PSPE) 

TS B 62046 : 2006 機械類の安全性－人を

検出する保護装置の使

用基準 
 

13-2 IEC TS 
62046 : 2008 
(Ed.2) 

同上 TS B 62046 : 2010 同上 

14 IEC 62061 : 
2005 (Ed.1) 

Safety of machinery - 
Functional safety of 
safety-related electrical, 
electronic and programmable 
electronic control systems 

JIS B 9961 : 2008 
 

機械類の安全性－ 
安全関連電気，電子及

びプログラマブルﾙ電

子制御システムの機能

安全 
15 IEC TR 

62513 : 2008 
Safety of machinery - Guideline 
for use of communication 
systems in safety related 
applications 

TR B 0030 : 2011 機械類の安全性－安全

関連用途の通信システ

ム利用指針 

第 4 章 国際活動 

4.1 概要 
国際標準化活動の概要は次の通りである。 

（1） IEC 60204-1 Ed.6 の作成に引き続き参画し，MT 60204-1 に全 3 回（延べ 4 名）参加し

た。 
（2） IEC 60204-31 Ed.4 の CDV にコメント付き賛成投票を行った。 
（3） IEC 61496-1,2 Ed.3 作成及び IEC 61496-4 開発のために，MT 61496-1,2,4-2,4-3/WG 10

に全 2 回（延べ 4 名）参加した。更に，61496-2 Ed.3 の CDV にコメント付き賛成投

票を行い，61496-4-2 の CD コメントを検討し提出した。 
（4） IEC 62061 Ed.1 Amd Ed.1 を検討する WG 7 に全 2 回（延べ 2 名）参加し。CDV にコ

メント付き賛成投票を行った。 



 

（5） IEC 62061 と ISO 13849-1 との関係他を検討する WG12 及び JWG14(JWG1)に全 2 回

（延べ 2 名）参加した。 
（6） IEC72745（ケーブルレスコントロール）を開発する WG13 に全 2 回（延べ 2 名）参

加した。 
 
4.2 IEC への対応 
 実施した IEC への対応を表 12 に示す。 
 

表 12－IEC への対応 

文書番号 締切日 文書内容 部会の対応 備考 
44/625/DC 2011-03-25 DRAFT FOR COMMENT - IEC 62046: 

SAFETY OF MACHINERY – 
APPLICATION OF PROTECTIVE 
EQUIPMENT TO DETECT THE 
PRESENCE OF PERSONS 

コメント提出  

44/626/Q 2011-03-25 DRAFT FOR COMMENT - IEC 62046: 
SAFETY OF MACHINERY – 
APPLICATION OF PROTECTIVE 
EQUIPMENT TO DETECT THE 
PRESENCE OF PERSONS 
（次版をISにするかTSにするか） 

IS にすることに

賛成で回答 
 

44/630/DC 2011-05-06 PROPOSED AMENDMENT TO IEC 
62061 

コメント提出  

44/632/NP 2011-03-04 NEW WORK ITEM PROPOSAL 
Safety of machinery —Requirements for the 
interfacing of cableless controllers to 
machinery 

賛成投票 
成立の場合エキ

スパートの人選

必要 

 

44/634/NP 2011-03-04 NEW WORK ITEM PROPOSAL 
Safety of machinery —Safety functions of 
control systems 

反対投票  

44/643/DC 2011-09-09 PROPOSAL TO REVISE IEC 61496-3 
SAFETY OF MACHINERY – 
ELECTRO-SENSITIVE 
PROTECTIVE EQUIPMENT – PART 3: 
PARTICULAR REQUIREMENTS FOR 
ACTIVE 
OPTO-ELECTRONIC PROTECTIVE 
DEVICES RESPONSIVE TO DIFFUSE 
REFLECTION (AOPDDR) 

コメント提出  

44/646/CD 2011-11-11 COMMITTEE DRAFT (CD) 
Safety of machinery – Electro-sensitive 
protective equipment – Part 4-2: Particular 
requirements for equipment using vision 
based protective devices (VBPD) - 
additional requirements when using 
reference pattern techniques 

コメントなしで

回答 
 

44/648/DC 2011-11-25 DRAFT FOR COMMENT – IEC 61496-4-3 コメント提出  
44/649/NP 2011-12-02 NEW WORK ITEM PROPOSAL 

IEC60204-×× Safety of machinery 
-Electrical equipment of machines - Part 
3X：requirements for machine tools 

賛成投票  
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文書番号 締切日 文書内容 部会の対応 備考 
44/651/CDV 2012-03-02 COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV) 

IEC 61496-2: Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective equipment – Part 
2: Particular requirements for equipment 
using active opto-electronic protective 
devices (AOPDs) 

コメント付き賛

成 
 

44/655/CDV 2012-05-04 COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV) 
IEC 62061 Amd 1 Ed. 1: Safety of 
machinery – Functional safety of 
safety-related electrical, Electronic and 
programmable electronic control systems 

コメント付き賛

成 
 

44/658/CDV 2012-05-25 IEC 60204-31: Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - Part 31: 
Particular safety and EMC requirements for 
sewing machines, units and systems 

コメント付き賛

成 
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4.3 IEC からの回付文書とそれへの対応 
  IEC から回付された文書とそれへの対応は，表 13 のとおりである。 
 

表 13－IEC からの回付文書とそれへの対応 
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文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 
44/637/RM 2011-04-22 － UNCONFIRMED MINUTES OF THE 

MEETING OF IEC/TC 44 HELD ON 
7th- 8th APRIL 2011 AT THE CZECH 
OFFICE FOR STANDARDS, 
METROLOGY AND TESTING 
(UNMZ) BISKUPSKY DVUR 5 110 02 
PRAGUE 

部会委員へ配

付 

44/638/MTG － － プラハ会議で使用した資料集 部会委員へ配

付 
44/639/RQ 2011-04-22 － RESULTS OF 44/625/DC and 44/626/Q 

REVISION OF IEC 62046 Ed 2 
(2008-02) 

部会委員へ配

付 

44/640/INF 2011-05-06 － COMMENT OF THE CHAIRMAN OF 
TC 44 ON DOCUMENT 44/634/NP - 
FRENCH NEW WORK ITEM 
PROPOSAL “SAFETY OF 
MACHINERY — SAFETY 
FUNCTIONS OF CONTROL 
SYSTEMS” 

部会委員へ配

付 

44/641/RVC 2011-05-27 － RESULT OF VOTING ON CDV 
Amendment 2 to IEC 61496-1: Safety of 
machinery – Electro-sensitive protective 
equipment - Part 1: General requirements 
and tests 

部会委員へ配

付 61496 国内

WG でコメン

ト反映状況を

確認 
44/642/INF 2011-06-10 － RESULT OF 44/630/DC - PROPOSED 

AMENDMENT TO IEC 62061 
部会委員へ配

付 62061 国内

WG で検討 
44/643/DC 2011-06-10 2011-09-09 PROPOSAL TO REVISE IEC 61496-3 

SAFETY OF MACHINERY – 
ELECTRO-SENSITIVE 
PROTECTIVE EQUIPMENT – PART 
3: PARTICULAR REQUIREMENTS 
FOR ACTIVE 
OPTO-ELECTRONIC PROTECTIVE 
DEVICES RESPONSIVE TO DIFFUSE 
REFLECTION (AOPDDR) 

部会委員へ配

付 61496 国内

WG で検討 

44/644/RVN 2011-06-24 － RESULT OF VOTING ON NEW 
WORK ITEM PROPOSAL 
Safety of machinery - Safety functions of 
control systems(IEC 62737/ED. 1) 

部会委員へ配

付 
WG12(IEC 
62737)対応エ

キスパートと

国内 WG 委員

委嘱 
44/645/RVN 2011-07-15 － RESULT OF VOTING ON NEW 

WORK ITEM PROPOSAL 
Requirements for the interfacing of 
cableless controllers to machinery 

部会委員へ配

付 
WG13(IEC 
62745)対応エ

キスパートと

国内 WG 委員

委嘱 
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文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 
44/623A/CC 2011-08-05 － COMPILATION OF COMMENTS ON 

COMMITTEE DRAFT 
Safety of machinery – Electro-sensitive 
protective equipment – Part 4-2: 
Particular requirements for equipment 
using vision based protective devices 
(VBPD) - additional requirements when 
using reference pattern techniques（3月
のMTでの検討結果） 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
 

44/646/CD 2011-08-05 2011-11-11 COMMITTEE DRAFT (CD) 
Safety of machinery – Electro-sensitive 
protective equipment – Part 4-2: 
Particular 
requirements for equipment using vision 
based protective devices (VBPD) - 
additional requirements 
when using reference pattern techniques
（2ndCD） 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 

44/647/CC 2011-08-05 － COMPILATION OF COMMENTS ON 
COMMITTEE DRAFT 
IEC 61496-2: Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective equipment - 
Part 2: Particular requirements for 
equipment using active opto-electronic 
protective devices (AOPDs)  

部会委員及び

WG 委員に配

付 
 

44/648/DC 2011-08-19 2011-11-25 DRAFT FOR COMMENT – IEC 
61496-4-3 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 
44/649/NP 2011-08-26 2011-12-02 NEW WORK ITEM PROPOSAL 

IEC60204-×× Safety of 
machinery-Electrical equipment of 
machines - Part 3X：requirements for 
machine 
tools 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 

44/650/INF 2011-09-16 － RESULT OF 44/643/DC - PROPOSAL 
TO REVISE IEC 61496-3 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
44/642A/INF 2011-09-30 － RESULT OF 44/630/DC - PROPOSED 

AMENDMENT TO IEC 62061 
部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 
44/651/CDV 2011-09-30 2012-03-02 COMMITTEE DRAFT FOR VOTE 

(CDV) 
IEC 61496-2: Safety of machinery - 
Electro-sensitive protective equipment – 
Part 2: Particular requirements for 
equipment using active opto-electronic 
protective devices (AOPDs) 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 
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文書番号 発行日 締切日 文書内容 対応内容 
44/652/CC 2011-10-14 － COMPILATION OF COMMENTS ON 

COMMITTEE DRAFT 
IEC 60204-31: Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - Part 
31: Particular safety 
and EMC requirements for sewing 
machines, units and systems 

部会委員及び

WG 委員に配

付 

44/653/RR 2011-11-25 － REVIEW REPORT 
IEC 62061 Safety of machinery – 
Functional safety of safety-related 
electrical, Electronic and programmable 
electronic control systems 
Date of publication as an IS:2013-05 

部会委員及び

WG 委員に配

付 

44/654/INF 2011-11-25 － REPORT TO THE SMB – JWG 
BETWEEN IEC/TC 44 and ISO/TC 199 
FOR THE MERGER OF IEC 62061 
AND ISO 13849-1 

部会委員及び

WG 委員に配

付 

44/655/CDV 2011-12-02 2012-05-04 COMMITTEE DRAFT FOR VOTE 
(CDV) 
IEC 62061 Amd 1 Ed. 1: Safety of 
machinery – Functional safety of 
safety-related electrical, Electronic and 
programmable electronic control systems 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 

44/656/INF 2011-12-02 － RESULT OF 44/648/DC - DRAFT FOR 
COMMENT ON IEC 61496-4-3 

部会委員及び

WG 委員に配

付 
WG で検討実

施 
44/657/INF 2011-12-09 － Result of 66/454/NP - IEC 61010-2-120: 

Safety requirements for Electrical 
Equipment for Measurement, Control 
and Laboratory use- PART 2-120: 
Particular Safety Requirements for 
Machinery 
NP審議への参加勧誘 

部会委員に配

付 
TC66 国内委員

会に協力申出 

44/658/CDV 2011-12-23 2012-05-25 IEC 60204-31: Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - Part 
31: Particular safety and EMC 
requirements for sewing machines, units 
and systems 

部会委員及び

工業会（エキス

パート）に配付

工業会で内容

検討後投票実

施 
44/659/RVN 2012-01-20 － RESULT OF VOTING ON NEW 

WORK ITEM PROPOSAL 
IEC/TS 60204-34 Safety of 
machinery-Electrical equipment of 
machines - Part 34：requirements for 
machine tools 

部会委員及び

工業会に配付 

44/660/AC 2012-03-02 － Administrative Circular 
Next meeting of TC 44 to be held in 
London, GB from 27th to 28th 
September 2012. 

部会で参加者

を決定する 
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4.4 出席した国際会議  
国際会議出席実績の詳細を表 14 に示す。延べ 18 名が国際会議で活躍した。出席報告書を資料

番号 4.4-1 から 4.4-12 として表 14 の後に順に示す。 

 
表 14－国際会議出席実績 

実施日 会議名 出席者 内容 開催地 
資料 
番号 

2011-04-07,08 プラハ会議 福田 
長谷川 
杉田 
佐々木 

THE MEETING OF IEC/TC 44 Prague/ 
Czech 

4.4-1 

2011-05-23~25 WG10/61496 長谷川 
村田 

IEC61496-1，-2Ed3 開発 
IEC61496-4-2MT，-4-3 開発 

Ostfildern/ 
Germany 

4.4-2 

2011-05-24~27 MT60204-1 杉田 IEC60204-1 Ed.6 CD 開発 London/ 
UK 

4.4-3 

2011-09-05~07 WG7 杉田 IEC 62061 と ISO 13849-1 との
関係の検討他 

Milan/ 
Italy 

4.4-4 

2011-10-04~07 MT60204-1 真白 IEC60204-1 Ed.6 CD 開発 Erlangen/ 
Germany 

4.4-5 

2011-10-18~20 WG13 松尾 IEC62745 開発 London/ 
UK 

4.4-6 

2011-12-19~20 WG12 岡田 IEC62061 と ISO13849-1 との
関係を検討 

Istanbul 
/turkey  

4.4-7 

2012-01-24~27 MT60204-1 杉田 
真白 

IEC60204-1 Ed.6 CD 開発 Paris/ 
France 

4.4-8 

2012-02-8~10 WG13 松尾 IEC62745 開発 London/ 
UK 

4.4-9 

2012-02-20~22 WG10 村田 
角 

IEC61496-4-2MT，-4-3 開発 Barcelona/ 
Spain 

4.4-10

2012-03-12~13 ISO/JWG1 岡田 IEC62061 と ISO13849-1 との
関係を検討 

London/ 
UK 

4.4-11

2012-03-14~15 WG7 杉田 IEC 62061Ed.2 開発 London/ 
UK 

4.4-12
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2011年4月 IEC/TC44 Plenary Meeting 出張報告 

 
出張者（報告者） 福田 隆文 （長岡技大） 

杉田 吉広 （TUVラインランドジャパン） 

長谷川 佳宣（パナソニック電工 SUNX） 

佐々木 幹夫（日機連） 
 

出張期間 2011年4月6日～10日 
 
会議開催日時 2011年4月7日9:00～17:00 (19:00～22:00 市内案内と夕食会) 

8日9:30～12:00 
会議開催場所 プラハ市（チェコ共和国） 

The Czech office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ)会議室 
 

出席者 ドイツ 8, フランス 4, イタリア 3, 英国 2, 米国 4, 中国 9, 韓国 1, スイス 1, スウェーデン 

1, デンマーク 2, フィンランド 1, チェコ 5, 日本 4, IEC Central Office 1, ISO/TC 199 1 計 

47名 

 
以下、会議の進行に従って、Agendaに書き込む形で報告する。 

 
Agenda  1.1 DOCUMENT
Item 

REFERENCE 
1.  Opening of the meeting 

 
○ TC44議長Harless氏の開会宣言、チェコUNMZへのお礼、日本

の災害に言及し、見舞いとこの状況下の参加に敬意表明。 
○ 参加者ルールはHeadと3名、今回参加人数の多い国は中国とドイ

ツと説明（意図はわからない）。 
 
○チェコ委員会代表の挨拶。 
 
○ 参加者が氏名、所属、TC44での役割の自己紹介 
 

 

2.  Approval of the Agenda 
 

○ 承認された。 

○ 6.5はHagemeye氏の都合により二日目に行う。 

 

44/624A/DA 

3.  To note the minutes of the meeting of IEC/TC44 held in Beijing, P. R. 
China on 22nd and 23rd September 2009. 
 

44/610/RM 

4.  Matters arising from the Minutes of the last meeting 
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○ エキスパート推移の報告：ヨーロッパ・アフリカ: 2, アジア・太平

洋: 2, 南北アメリカ: 2 

○ IEC現状：56加盟国/20アソソイエイテ国/83affiliates 

 

○以下のガイドが発行 

 104 ed. 4 2010-08: “The preparation of safety publications and 

the use of basic safety publications and group safety 

publications » 

 116 ed. 1 2010-08: “Guidelines for safety related risk 

assessment and risk reduction for low voltage equipment 117 

ed. 1 2010-10: Electrotechnical equipment - Temperatures of 

touchable hot surfaces » 

○ 次のガイドの改定作業が開始された。 

 51: “Safety aspects - Guidelines for their inclusion in 

standards » 
 110: « Home control systems-guidelines relating to safety » 

○ ISO/IEC専門業務指針１部の7th ed.が発行された。 

 スコープが修正された。 

 議長・秘書の責任が拡大された。 

 SBPの採択 

 CDVの扱いが柔軟になった。 

 IEC/TC114,115,116ができた。 

○ SMB SG エネルギー効率、スマートグリッドなどが盛り込まれ

る。 

○ ヤングプロフェッショナルプログラムの紹介。 

○ Web conferencing facilities, Go to meetingの紹介。 

 

5.  Report from ACOS – Mr Friedrich Harless 
ACOS: questionnaire in the context of the publication of IEC Guide 
104 and IEC Guide 116 
 
○ パワーポイントによるプレゼン 
○ CDVに求められる時間の低減を試行。 
○ Guide 104 と IEC Guide 116の扱いについて検討。 
 

44/614/DC 
44/627/INF 

6.  Reports from Working Groups 
 
To note the reports from the Convenors and consider any matters of 
principle with regard to the current work items 
 

44/---/INF* 
 

6.1 MT 62046 Application of PSPE to machinery IEC 62046: Safety of 
machinery - Application of personnel sensing protection equipment 
to machinery (PSPE) - Convenor: Mr Peter Still 

44/625/DC 
44/626/Q 
44/---/INF* 
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○ スクリーン上で44/626/INFが紹介された。 
○ ドイツ意見： 具体例が多く、義務か参考情報か不明確（コメント）。

義務的要求事項と、参考情報を明確に  → DC で基本的に分かれ

ているとPeter氏から回答。 
○ IS化, TS化について表明：IS化が多かったが主要国でTSが良い

との態度。 
―――＞ 

○ WGは IS化を目的にCDを作成する。 
○ IS化に基本的に同意 → CD公開後にプロジェクトを立ち上げる。 
○ 次のDecisionが採択された。 
 
Decision: TC 44 agreed that a project be established when a CD is 
available for the revision of IEC 62046 as an IS. 
 

44/---/RQ* 
 

6.2 WG7: Safe control systems for machinery - Convenor: Mr Derek 
Jones 
Proposed amendment to IEC 62061 
 

○ 改定作業は次の三段階で進める。 

phase 1 (issue of amendment): 進行中 

phase 2 (development of ed. 2): 進行中 

phase 3 (merging with ISO 13849-1): 計画 

 

44/630/DC 

6.3 MT 61310 (Parts 1,2 and 3): Safety of machinery – Indication, 

marking and Actuation – Convenor: Mrs Helga Derr 

 

○ コンビーナ欠席。Harless氏読み上げ。IS発行後活動なし。 

 

 
 

6.4 MT 60204-1: Safety of machinery: electrical equipment of 

machines - Part 1: General requirements – Convenor: Mr Dave 

Fisher. 

 

○ CDのための議論で9回の会合があった。CDが発行され、500コメ

ントが提出された。もう一度CD（2nd CD）で議論する。 

 

○  Draft of ISO 13850 (emergency stop) (TC199-N91) が

ISO/TC199/WG8で議論されている。要動向注視。 

 

○ 中国のプレゼンテーション：工作機械用-3XのNWIPの趣旨説明。

中日共同提案。 

○ 各国から多くの質問がでた。雰囲気としては、どちらかとい

うと否定的。日本からは、一つの規格で工作機械の電気安全が

規定されることはどうしても必要でなくとも、一つの stand 

44/616/RR 
44/617/CD 
44/---/CC* 
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alone 規格としてあることは有効である、と発言。 

○ ドイツから-1 の附属書として作成する案が提案(別紙１,杉田

委員が提案者から受領)。日本からは、60204-1 がメンテナンス

中で、新版案に今から入れても発行が遅くなる旨発言。 

○ TC39 との関わりの質問があり、TC39 審議団体の日工会が本

提案に既に関与していることを回答。 

○ 議長 Harless 氏から一通り質問、意見を聞いた後まとめる、

と宣言があり、その後も各国の意見を聞いた後、TS とすること

が提案され、以下の議決になった。 

○ 杉田委員が中国委員から聞いたところでは、ドイツが日中会議に参

加の意向。ドイツ附属書案提出のRudnik氏が社用で北京訪問時(5月)

に中国とミーティングの予定。 

 

Decision: TC 44 welcomed the NP presentation from CN and 

JP and the paper from DE and supports development as a TS 

as a standalone part of IEC 60204 and suggests that this also 

should direct the users to the specific normative  and 

informative requirements in other related IEC and ISO 

standards. It was noted that this may also lead to changes to 

IEC 60204-1. 

 

○ 必ずしも各国が”賛成”という雰囲気ではなかった。下記雑感

参照。 

 

6.5 MT 60204-31 Convenor: Particular safety and EMC requirements 

for sewing machines, units and systems – Convenor: Mr W 

Hagemeyer 

 

 

44/618/RR 
44/619/CD 
44/---/CC 

6.6 MT 60204-32: Requirements for hoisting machines – Convenor: Mr 
Gerhard Schmid. 
 
○ IEC 60204-1 ed. 6 が CDV に到達した時点でメンテナンス開

始。大体、2011 年 12 月メンテナンス開始-->CD-->CDV-->2015 年

にFDIS。 
 

 

6.7 WG 11: IEC 60204-33 Requirements for semi-conductor 

manufacturing equipment – Convenor: Mr Chris Evanston 

 

○ メンテナンス開始した。ただし、2013 年期限の IEC 60204-1 

ed. 6 の状況とリンクする。 

 

 

6.8 MT 61496-1 & 2: Electrosensitive protective equipment – Part 1: 

General requirements and tests - Part 2: Particular requirements 
44/611/RR 
44/615/CDV 
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for equipment using opto-electronic protective devices Convenor: Mr 

Frank Webster 

 

IEC 61496-1 Amd 1 

IEC 61496-2 

44/---/RVC 
 
44/620/RR 
44/621/CD 
44/---/CC 
 

6.9 MT 61496-3: Electrosensitive protective equipment - Particular 
requirements for Active opto-electronic Protective Devices response 
to Diffuse Reflection (AOPDDR) – Convenor: Mr Thomas Boemer  
 

 

6.10 WG 10: IEC 61496-4: Vision based protective equipment with 

reference pattern (VBPERP) – Convenor: Mr Frank Webster 

Revision of IEC 61496-4 into three parts 
IEC 61496-4-2 
 
Decision: TC 44 considered target dates for IEC 61496-4-1 and -4-3. 
It was noted that this involved complex work on interdependent 
standards as a result of this it is not expected that 4-1 and 4-3 will 
reach CDV by 2012-06. TC 44 therefore requests SMB that these 
projects be set at stage 0.  
 

44/612/RR 
 
44/613/CD 
44/---/CC 

6.11 Joint Liaison Group (functional safety) 
 
○ FR NWIP の説明があり、今後も推進して行く。以下の decision
を採択。 

 
Decision: TC 44 noted that the FR NWIP for the merging of 

IEC 62061 and ISO 13849-1 was out for vote in both IEC and 

ISO. TC 44 agreed: 

 

1. If the NP is voted positive in both TCs, IEC/TC 44 invites 
ISO/TC 199 to set up a JWG (mode 5) to immediately start 
with the work on this subject 

 
2. If the NP is voted positively only in IEC, TC 44/WG 7 is 

requested to deal with this subject solely under the 
responsibility of IEC/TC 44. The project will be implemented 
in the maintenance process of IEC 62061 and a sub group 
within WG 7 should prepare a DC document before the next 
meeting of IEC/TC 44 in autumn 2012. 

 
3. As a result the stability date for IEC 62061 Ed 2 should be set 

at 2016. 
 

44/628/INF 
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4. It was noted that to comply withy the ISO/IEC directives the 
DIS/CDV would be required within 24 months (the projected 
timescale is attached as an appendix). 

 

7.  Liaison matters 
To receive reports from liaison representatives and consider the need 
to add or delete any (liaison representatives in brackets). 
 

44/---/INF* 

7.1 IEC/TC 3 Information structures, documentation and graphical 
symbols. 
To appoint a liaison representative. 
 
○ スウェーデンがリエゾン代表。 
 

 
 

7.2 IEC/TC 16 Basic and safety principles for man-machine interface, 
marking and identification (Mrs Helga Derr) 
 

 

7.3 IEC/SC 17B Low-voltage switchgear and controlgear (Mr Peter Still) 
 
○ 機能安全応用について考慮して対応する。 
 

 

7.4 IEC/SC 17D Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Dr 
Dosio) 
 

 

7.5 IEC/SC 22G Adjustable speed electric drive systems incorporating 
semiconductor power converters 
To appoint a liaison representative. 
 
○ イタリアがリエゾン代表。 

 

 

7.6 IEC/TC 56 Dependability (Mr Bernard Mysliwiec) 
 

 

7.7 IEC/TC 64 Electrical installations and protection against electric 
shock (Mr Siegfried Rudnik) 
 

 

7.8 IEC/SC 65A Industrial-process measurement and control - system 
aspects (WG14 – Mr Bernard Mysliwiec) 
 

 

7.9 IEC/TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic 
quantities 
To note that TC 85 have appointed Mr Walter Gebhart as liaison 
representative. 
 

 

7.10 IEC/TC 94 All-or-nothing electrical relays (Mr Peter Still)  
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○ 報告事項なし 

7.11 IEC/TC 99 System engineering and erection of electrical power 
installations in systems with nominal voltages above 1kv a.c. and 
1.5kv d.c., particularly concerning safety aspects  
(Mr Siegfried Rudnik) 
 

○ IEC61936-1制定 

○ IEC60204-11次回改定との絡み; update要るか、誰が面倒見るかを

e-mail会議で協議する。 

 

 

7.12 ISO/TC 184/SC 2 Industrial automation systems and integration – 
Robots for industrial environments (Mr Steve Shaw) 
 

○ Draft作成作業開始 

 

 

7.13 CEN/TC 143/WG 1 Machine tools – Metal forming machine tools – 
Safety (Mr Otto Goernemann) 
TC09 EMC, functional safety 

 

○ ISO/TC39はISO 13849-1とIEC 62061の両者をC規格で使用して

いる。 

○ Goernemann氏によると、CEN/TC 143はISO/TC39に追随してい

るが,未だにEN 954-1を参照している。 

 

 

7.14 CEN/TC 114 – ISO/TC 199 Safety of machinery, (ISO/TC 199 Mr 

Siegfried Rudnik and Mr Jean Bataille, ISO/TC 199/WG 5 Mr 

Dave Fisher). 

 

○ ISO/IEC Guide 78が改訂中。今夏発行予定。 

 

 

7.15 CLC/TC 44X Safety of machinery – Electrotechnical aspects (Mr 

Peter Still – Chairman). 

 

○ Still 氏から同日午後、同所で開催の CLC へ欧州以外の委員の

オブザーバー参加を歓迎する旨の発言があった。杉田委員参加。 

 

 

8.  Strategic Planning 
 

 

8.1 Programme of work as recorded in the IEC database 
 

44/---/PW* 

8.2 To review TC 44 stability dates as recorded under “Publications 
issued” on the TC 44 website. 
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○ 見直した年限は次の通り。 

 60204-1: 2014 

 60204-33: 2013 

 62061: 2012 (amd 1), 2016 (Ed. 2), etc. 

8.3 Strategic Business Plan  (SBP) 
 
○ いくつかの修正を行った。 
○ B.2については、次のように修正した。 

A new work item under vote in IEC and ISO and if approved in 

both organizations will be progressed by JWG under mode-5 

co-operation. In the meantime IEC 62061 will be maintained with 

the intention of an ultimate stability date of 2016.（IEC,ISOで投票

のNWIが両方で承認されればモード5で進める。その間に2016年

を 終期限にIEC62061のメンテナンスを行う。） 

 
○ SBPは、 終的に別紙２のようになった。（別紙２は、会議後にセ

キュレタリーからいただいた。） 
 

SMB/4155/R 
 

9.  Any other business 
 

 

10.  Date and place of the next meeting 
 
○ 2012年9月24日からの週で英国ロンドンBSIにて開催 
 

 

11.  Close of meeting  
 

【雑感】 

Harless 氏は時々、compromise（妥協）という言葉を進行の中で使っていた。IEC60204-3X の

まとめでも、その後のコーヒーブレーク中での福田との話の中でも使っていた。日本語の妥協と

いうと「納得してはいないが仕方なく」、という意味合いがある。英語ではそうでもないのかも知

れないが、彼の意識としては compromise であって consensus ではないのだろうと思われる。 

それはともかくとして、TSとして-3X作成の方向となった工作機械の附属書案は、上記の様に、

多くの質問を出させた後に Harless 氏がまとめた結果である。実作業に加わる国はどこか、また

それらの国がどのような内容の記述をしようとしてくるか、それに対する中国の対応など、予断

を許さない。日工会としても、早急に中国との連絡を取っていただきたい。 
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別紙１ 

 

IEC60204 の附属書として工作機械の特別な要求事項を入れる案 

 

削除した。
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別紙２ 

 
STRATEGIC BUSINESS PLAN 

SMB/4155/R 

STRATEGIC BUSINESS PLAN (SBP)
 IEC/TC or SC 

44 

Secretariat 

United Kingdom 

Date 

2009-11 

Please ensure this form is annexed to the Report to the Standardization Management Board if it has been prepared during a meeting, or 
sent to the Central Office promptly after its contents have been agreed by the committee. 
 
Title of TC 
Safety of machinery – Electrotechnical aspects 
 
A  Background 
 
IEC/TC 44 held its first plenary meeting in Madrid in 1959 with the aim of developing safety related 
standards for electrical equipment associated with industrial machines, particularly machine tools 
and large machinery. The 50th anniversary of TC 44 was therefore celebrated in 2009. 
 
The scope of IEC/TC44 has regularly been reviewed and amended to reflect the demands of the 
business and technological environment in which TC 44 operates to ensure that it continues to meet 
the needs of the industry sectors it serves. 
 
The present activities comprise three main elements: 
 
 to prepare International Standards relating primarily to electrotechnical equipment and systems 

of machinery including machinery assemblies, not portable by hand while working.  
 to prepare International Standards for electrotechnical equipment and systems relating to the 

protection of persons from specific machinery hazards taking into account a coordinated system 
approach , 

 to co-ordinate with ISO all matters concerning safety of machinery. 
 
B  Business Environment 
 
B.1 General 
 
Continuing industrial globalization has considerable economical impact on regional markets related to 
machinery. The fastest growing markets are expected to be in Asia; also markets in Europe and North 
America are of major importance in the worldwide development of the machinery industry. The 
European market is expanding especially in the new eastern economies. The work of TC 44 has a 
general impact on basic safety strategy in ISO and IEC and TC 44 standards are referred to in many 
other International and regional Standards.  
 
The overall machinery business has dramatically changed during the last few years. Today, many 
business contracts are to local specifications. International Standards play an important role to assure 
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that the equipment produced locally and the ones shipped can be installed on site without any 
interface problems. The increased use of electronics in safety related applications of machinery around 
the world has been duly taken into account by IEC TC 44 with the recently published standards IEC 
62061 (functional safety) and IEC 61496 series (Electrosensitive Safety Protective Equipment).  
 
Worldwide market (sales for 2008) 
 
For machinery the worldwide market is approximately 1.580 billion Euros, the share of electrical 
equipment within this volume is about 30% and is growing. Geographic segmentation: 16% North 
America, 36% Asia/Pacific and 40% Europe (EU).  
 
 
The world market for the electrosensitive protective devices covered by the IEC 61496 series is 
approximately 350 million Euros. 
 
B.2 Market demand 
 
Customers for TC 44 standards include manufacturers, test houses, market surveillance authorities, 
and product committees of IEC and ISO. IEC 60204-1 is referenced in several hundreds of IEC, ISO 
and CEN standards. 
 
As all TC 44 standards are safety related, they are widely used both 
 
 by regulators for detailing their technical laws and regulations (e.g. European Machinery 

Directive 2006/42/EC) and  
 in B2B contracts.  
 
The publication of the horizontal safety standards in the IEC 61508 series by IEC/SC 65A created an 
urgent need for a machine sector standard, which was published in January 2006 as IEC 62061. 
 
Due to the extension of the scope of ISO 13849-1 there is unfortunately an overlap with IEC 62061. In 
order to resolve the problem IEC/TC 44 and ISO/TC 199 have produced a common TR which has been  
published in IEC as IEC/TR 62061-1 with identical text being published in ISO. For the next edition of 
both standards closer cooperation is taking place. A new work item for the merging of IEC 62061 and 
ISO 13849-1 is currently under vote in IEC and ISO and if approved in both organizations will be 
progressed by a JWG under mode 5 co-operation. In the meantime IEC 62061 will be maintained with 
a stability date of not earlier than 2016. 
 
In cases where inherent safety cannot be achieved by inherent safety measures with reasonable 
economic effort appropriate technical protective measures are required. For these applications the 
market requires more modern technical solutions and these can be satisfied by, for example, 
electrosensitive protective equipment (ESPE).  This market requirement is driving the maintenance 
work for IEC 61496 parts 1, 2, 3 and 4. 
 
A demand has been recognized for guidance on the application of presence sensing equipment to 
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machinery and work has taken place in coordination with ISO/TC 199 to satisfy this need resulting in 
the publication of IEC/TS 62046.  
 
B.3 Trends in technology 
 
The following technology trends are an ongoing process: 
 
 safety functions, 
 functional safety incl. software, 
 development and application of smart sensors, 
 remote diagnostics of plant and equipment, 
 use of communication networks (bus systems) for machinery safety related control functions, 
 cableless control, 
 switching devices on semiconductor basis. 
 
As far as already applicable for safety related aspects the present editions of TC 44 standards duly 
reflect the “state of the art”. Further new developments of these trends will be taken into account as 
soon as they are mature enough for safety related applications in the machinery field. This is 
particularly true with regard to IEC 61496-4 which is being split into three sub parts. The impact on 
TC 44 work will be that National Committees will continue to need to provide experts experienced in 
the latest state of the art in safety related software technology. 
 
B.4 Market trends 
 
TC 44 has to address the increased worldwide applicability of its standards. For machine 
manufacturers the global market does not only mean the removal of barriers to trade for single 
machines but globally operating customers (e.g. car manufacturers, chemical industry). They will 
expect common solutions which can be used not only in one country or region but worldwide in order 
that they can harmonize their sites and plants globally to: 
 
 rationalize their production procedures,  
 save costs by means of globally organized purchase of production equipment,  
 apply unified technical occupational health and safety provisions.  
 
The consequence of these market trends will be that TC 44 fosters its activities to increase worldwide 
applicability of its standards encouraging National Committees to actively contribute to the IEC TC 
44 standardization work and to implement these International Standards identically at national and 
regional levels.  
 
B.5 Ecological environment 
 
IEC/TC 44 considers that although the effect on the environment of electrical equipment within its 
scope is very small it should be considered in future work. TC 44 standards do not deal with the 
product requirements of components because these are dealt with in the relevant product TCs. Only 
enclosures may need specific ecological requirements in TC 44 standards. Provisions for energy 
efficiency and disposal /recycling are taken into account in the activities of TC 44.  
 
C  System approach aspects 
 
The publications of IEC/TC TC 44 are referenced in the ISO A-, B-, C- standards system for 
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machinery: 
 

A-standards describe the basic principles of machinery safety as well as a systematic risk 
assessment. These include TC 44 and ISO/TC 199 standards. 
 
B1- type standards deal with the requirements of risk reduction for the specific hazards 
associated with a machine or an assembly of machines, B2-type standards describe the 
requirements for specific safety devices (emergency stop, two-hand controls, light curtains etc.).  
 
C-type standards describe the requirements for specific machines. 

 
IEC 60204-1 is a typical example of a B1-type standard. If there is no C-type standard available for a 
certain kind of machine, this standard can also be applied directly for electrical hazards. 
 
IEC/TC 44 acts as supplier for the following IEC committees where TC 44 standards are referenced: 
TC 2, TC 3, SC 17B, SC 17D, SC 22 G, TC 26, TC 27, TC 64, TC 88, TC 105 
 
IEC/TC 44 is a customer of the following committees whose standards TC 44 reference: SC 17B, SC 
17D, TC 64, TC 99, TC 65, SC 65A, TC 77, TC 78, TC 89 and CISPR 
 
The major customers of TC 44 standards are Technical Committees dealing with machinery safety 
within ISO and CEN. An overview of such committees is given in the appendix. 
 
D  Objectives and strategies 
 
 To keep TC 44 standards up to date in order to reflect new/changing technologies and to be state of 

the art at the time they are drafted. 
 Establish mode 5 cooperation with ISO/TC 199 to merge IEC 62061 and ISO 13849-1 into a dual 

logo IEC/ISO standard. 
 To revise IEC 61496-4 (vision based protective devices) to convert it from a TR to a TS. 
 To increase worldwide awareness of TC 44 standards by: 

o Making Industrial customers who apply TC 44 standards directly aware through contact 
with NCs, workshops, presentations and other distributed material. 

o Technical Committees of IEC and ISO which reference TC 44 standards 
 
E  Action plan 
 
Action Target date 

 
 To revise IEC 60204-1 by among other things updating the 

requirements e.g. for safety related cableless control systems. 
Currently at CD 
stage 

 To merge IEC 62061 with ISO 13849-1. A new work item is currently 
under vote in IEC and ISO and if approved in both organizations will 
be progressed by a JWG under mode 5 co-operation. 

All work to be 
completed by 2016

 To consider ways of promoting TC 44 standards to NCs and industry 
(including countries outside the IEC) through workshops, 
presentations at international conferences  and machinery trade 
shows under the IEC logo, and the issue of promotional material in 
both hard copy and electronically. Consideration to be given to the 
needs of every country likely to be interested in harmonizing 
machinery applications. 

Ongoing 

 
F  Useful links to IEC web site 
 
 TC home page - TC/SC Officers, Scope, Liaisons, WG/MT/PT structure 
 Membership 
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 Publications issued 
 Work Programme 
 Maintenance programme 
 
Name or signature of the secretary 
 
Nick Bradfield 
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IEC 61496 Maintenance and TC44/WG10 May 2011 meeting 出席報告 

報告者：オプテックス株式会社 村田 記一 
パナソニック電工SUNX株式会社 長谷川 佳宣 

 
日時  ： 20１1年 5月 23, 24, 25, 26日 

場所  ： Pilz Office in Ostfildern, Germany 

Members 
USA:  Mr. Frank Webster, OMRON Sti 
Italy:  Mr. Francesco Milandola, Reer 
Germany: Mr. Martin Wustefeld, SICK AG 
  Mr. Wolfgang Henke, TUV SUD 
  Mr. Lutz Lohmann, Leuze Lumiflex 
  Mr. Thomas Boemer, IFA 
  Mr. Tomas Pilz, pilz （24日から） 
  Mr. Martin Wendler, pilz 
  Mr. Ruediger Frank, pilz 
  Mr. Hagen Binder, MMBG 
Spain:  Mr. Jorg Sanz Peredo, MTAS 
Switzerland: Mr. Martin Hardegger, CEDES 
Japan:  村田 記一, オプテックス株式会社 
  長谷川 佳宣, パナソニック電工SUNX 株式会社  計 14名 

 

 
[ Pilz社 ] 
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１． 会議日程 
 
５月２３日（月） 10:00-17:00 IEC61496-1、IEC61496-2、IEC61496-4-2CD 議論終了 
                IEC61496-4-3CD 議論開始 
５月２４日（火） 10:00-17:00  IEC61496-4-3CD 
５月２５日（水） 10:00-17:00  IEC61496-4-3CD 
５月２６日（木） 10:00-12:00  IEC61496-4-3CD 議論終了 Final Draftで意見取得へ 
         13:00-14:00 Pilz社 Safety Eye実演（希望者のみ見学） 
 
冒頭，Webster氏のぼやき 

ライトカーテンやレーザスキャナはいわゆるビジブルであり理解しやすいが，画像はソフトウエア

の処理や，見えないものが多く，それらが規格化の速度を遅くしている（と思う）。 
 
Pilz社がSafety Eyeを世に出して5年前になるが，いまだにマーケットが見えない。 
市場の状況について、各委員の意見を聞くシーンがあった。 

 
 
２． IEC61496-1 am2 Ed. 2.0 

Commentについての審議は前回で終了している。投票結果はすべてPositiveであったため今回の審

議はなし。仏語の翻訳が終了すると、発行に入るとのこと。 
  以降の予定 
   APUB：  May 2011 
   DEC：  July 2011 
   以後，本文に反映され IEC61496-1 Ed. 3となる予定。 

 
３． IEC61496-2 

・ 61496-2-ed3-CD(after-Istanbul).pdfの見直し 
・ Annex A.11 の文章の変更の件のみ。61496-2_A 11_German_Proposal_2011_05_15.pdf を既

存のA11と入れ替えた（内容についての審議はされず，そのまま受け入れられた）。 
・ ライトカーテンで、Blanking機能を使った場合、検知密度が低くなるため（Reduce Resolution）、

そのResolutionについては、ユーザーに示さなければならない。 
・ 前回の会議で、問題提起され、ドイツの委員会で、話し合いがなされ、提案書となった。 
・ 変更については、前回の会議で了承されていたため、方向性は委員に理解されており、提案は承

認された。 
・ この後、編集されて、CDVとなる。 

  以降の予定 
   CDV：  Jun 2011 
   Comment： Nov 2011 
   WG：  January 2012, 18-20（場所は未定） 
   FDIS：  May 2012 
   PPUB：  January 2013 
 
４． IEC61496-4-2CD 

・ 44-613-CC(61496-4-2)Observations.pdfの見直し（修正後の文書は未配布）。 
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・ 議事に入る前に、この規格の位置づけをどのように考えるのか？何を求めるのか？の議論があり、

Part 1 Generalも無い中で、これを一端CD2にして、Generalの議論とする。あるいは、CDV
として投票に掛けるか？などの意見が出たが、まとまらなかった。 

・ 前回の議論もれと、宿題になっていたのが、IT-05、16 だったが、イタリアの委員であるミラン

ドラ氏が、初日（22日）の午後からの出席となったため、そこからの議論となった。 
  IT-04 

・ パッシブパターンに似ているパターンが偶然存在すると、検知できなくなる場合がある。その発

生確率の計算が、ミランドラ氏の宿題であった。 
・ ミランドラ氏は、パターンの塊を分割し、白黒の2ビットで表現し、互いの確率を50%と仮定し

て、連続して特定の白黒パターンが発生する確率を算出した。２n の計算になるが、その手法に

ついても議論が発散して止まらなくなった。結論が出ないまま、Frankにより、確率についての

議論は終了された。 
・ 4.2.3.1 にCamouflageの言葉があり、擬似パターンの対策を義務付けている。ここに、例とし

て、ie. mimic the background appearance を追加することで終了。 
IT-16 
・ ハロゲンライトによる immunity testの要求により、Tolerance Zoneの外に隣接して、ライト

を置き、センサを狙ってon/offを繰り返すテストを追記した。 
そのほか 
・ パッシブパターン方式においてTolerance Zoneはないとして削除しDetection Zoneとすし，関

連する文や図を修正。距離測定は行わず、ターゲットの有無の検出のみであるため。 
  以降の予定 
   2CD：  Jun 2011 
 
 
５． IEC61496-4-3DC 

全体として、試験方法が多数あったものを整理し、

Tolerance ゾーンの考え方も、ドラフトで片側に限定さ

れていたものを、全方位に拡大した。PAPT と、アクテ

ィブ・イルミネーションの定義・位置づけも明確になっ

た。 
基本的に、パッシブタイプの画像センサの技術を基本

とするため、検知性能の確認試験には、コントラストが

低い状態と、極端に高い状態が、ワーストケースとして

定義された。IEC61496-3などで、反射率が低いテスト・

ピースがワーストケースと置かれていたセンサに対する

ものと、検知・感度の考え方が画像よりの考え方に変更された。 
［会議室風景］ 

このような変更、修正により、全体として画像センサの規格として調えることができ、検査項目も

整理され、DCとしてまとめることができた。 
 

  スケジュール ： 
２０１１年６月９日  主査Frankによる編集・配布（入手済み） 
２０１１年６月３０日 各国のTC44委員の意見提出 
２０１１年７月１５日 主査Frankより、TC44 Nickに提出 
今回の審議にて一応の目処がついたため，DC として発行する。よって 6 月のミーティングはキャン

セルとする。 
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・ 61496-4-3_WorkingDraft(Istanbul).pdfの見直し 
・ 前回のイスタンブール（3 月）の会議で、検討項目の半分程度進んでいたので、残りの検討項目

と、次回議論となっていたものを、２３日午前中から、検討始めた。 
  IFA01 

・ 3.4311 PAPT 定義 
technique that use a special projection to enhance the contrast of a scene 
「コントラストを強調するための技術」と定義。投光をパターン化するなどの定義はされていな

い。 
・ 4.2.12.9 PAPT 

ここでは、PAPTが、検出するためのコントラスト強調に不可欠のものであるなら、センサと一

体化して考える必要があると追記された。この場合は、詳細が定義必要になるが、それはメーカ

ーに任される。 
  PI07 

・ TTC（Typical Test Condition）として、normal operation のテスト条件として定義された。 
JP02, 03, 05, 28 
・ Fig2 変更 
・ Zone in Between(ZIB), configured detection zone、zone with limited detection capability など

の位置関係が不明確であった。また、tolerance zone が、ｚ方向だけではなく、xy方向にも存在

するはずなどの指摘が、日本だけではなく各国から要求され、図2は、分かりやすいように立体

図に変更された。位置の定義含めて、分かりやすくなった。 
Sick05 
・ 4.2.12.1 、 5.2.1.2 、5.1.2.12 ワーストケースの検出位置が不明確であったが、「画像セン

サを考えたとき、画面の端部が歪や、明るさの面で条件が悪くなる」と言う意見が出され、画面

のコーナー位置となった。 
・ 5.2.1.2 では、検査の位置は、detection zone の 遠位置と、zone with limited detection 

capabilityと、detection zoneの境界画面の2箇所の距離と、画面位置では、中央と端部の2箇

所に明確化された。 
・ 4,2,12,1には、ワーストケースの位置は、5.2.1.2 と、5.1.2.12 参照とされたが、別件で5.1.2.12

は削除された。 
Sick08 
・ 4.2.12.1 ステレオカメラには、距離計算に障害になる周期的構造物については、それにより感

度変化なきことと、修正された。 
・ periodic structure 周期的構造物 の定義に関しては、決める手法が提案されず、検討中となっ

た。 
PI09,JP07 
・ 4.2.12.2 － 4.2.12.6 テスト項目の集約化が提案された。コントラストには、minimum 

contrast / high contrast / extreme contrastの3種類あったが、low contrast / high contrast の2
種類に集約され、extreme contrast は、high contrast とされ、実質high contrast の試験が削

除された。 
・ extreme contrast は、回帰反射の test piece で感度試験を行う条件である。 
・ high contrast の項目には、noteとして、コントラスト大きさは、カメラのダイナミックレンジ

よりも大きくすること が追記された。 
・ また、active illuminationの記述は、この項目から削除された。 
JP08 
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・ 4.2.12.7 comment withdraw となったが、use coordinate system は、「メーカーによる制限下

において、決めることができる」と、追記された。 
Sick15 
・ 4.2.12.7 イメージセンサの検討項目として、画素数だけではなく、画素サイズも追記された。 
・ 画素のサイズにより感度が異なると言う意見が、複数からされたため。 
PI10 
・ 4.2.13.2 テストピースを complex test piece に統一したため、コーン、球体、円柱テストピー

スの項目は削除され、complex test pieceに統合された。 
JP10 
・ 4.2.13.2 complex test piece の項目で、「人体、あるいは、人体の一部の検出」となっていたと

ころを、「人体の一部の検出」に修正された。 
・ 日本が主張していたBodyの定義が無い との主張は、頭、手、足の検出を想定した complex test 

piece でシミュレーションされることになり、bodyのみの検出試験は、必要なしとされた。 
・ また、テスト・ピースの表面性は、black , white , retro-reflective の3種類となり、CTP(Complex 

Test Piece) と記載されているものは、この3種類の表面を持ったテスト・ピースと定義される 
・ BTP(Black Test Piece) については、IEC61496-3 で定義されている1.8%反射率の表面性にす

ると言う Pilz 社の提案があったが、画像センサでは反射率の低さは、感度の低さには関係なく、

５％未満の反射率とされた。 
Siick19 
・ 4.2.15 投光する場合は、IEC60825 の基準に沿って投光出力の 高値の制限を設けていたが、

AEL(Accessible Emission Limits)とした。 
Sick22 
・ 4.3.10 長期使用による性能劣化に関しては、「危険故障」にならないようにと、IEC61496-3 の

同項目の内容をフルコピー。 
Sick23 
・ 5.1.2 テスト条件は、メーカー指定となっていたが、typical contrast (5.1.2.4)と、周囲照度が

50-300lxと言う条件とした。 
Sick24 
・ 5.1.2.4 TTC(Typical Text Condition)として、 小検知条件は、メーカーが指定するとして、

General(5.1)に持っていき、テスト条件は、以下とした。 
   背景      GB(Gray Background) 拡散反射率 30% 

ターゲット   CTP(Complex Test Piece)とWTP(White Test Piece)の2種類 
周囲照度    50-300lx 

  Sick33 
・ 5.2.1.1 テスト条件について、nominal and worst caseと記載されていたが、基準が明確ではな

かったため、下記の条件を考慮してテストすることとの記載に変更。 
・ テストする場所は、detection zone の中で、background , zone of limited detection , tolerance 

zone 近傍の 3 箇所を記載。加えて、画像の中央と、端部とした。それ以外は、 悪の検知環境

を考慮して決めること、とした。 
JP15 
・ 4.2.12.4 active illumination の表現が、不明確であるとの主張したが、 終的に illumination

の有無にかかわらず、検知性能は規定されると言うことになり、PAPT含めて、投光技術の記述

は削除された。 
JP18 
・ 5.4.6.12 照明の種類の記述の中に、重複する記述があったもので、削除することでacceptedさ
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れた。 
JP19 
・ 5.4.6.3 テストシーケンスで、記載の矛盾点があったことを指摘したが、議論百出となり、 終

的には、5－６種類あったテストシーケンスは、シーケンス１，２，３の3種類に集約されても、

問題の無いことが分かった。 
・ これに伴って、テスト方法を記述したTable.2 が修正された。 
JP20 
・ 6.4.6.1.3 deterioration 「劣化」のつづり間違いの修正。皆で、辞書を引いて確認、修正され

た。 
JP21 
・ 5.4.6.5 「10万 luxで危険故障しないこと」との記述があり、試験を要求していたが、現実的に

実験室で10万 luxを発生することは困難であることを主張し、理解が得られた。 
・ 危険故障しないように分析analysisを行うだけとした。 
JP22 
・ 5.4.6.6 直接照明をセンサ（カメラ）に向けるテストでは、条件が厳しすぎるので「危険故障し

ないこと」とするように提案した。 
・ このテストでは the corner of the detection zoneと、検知ゾーン内部に照明をおいてスイッチを

入り切りした場合の誤動作について記述していた。 Sick39の指摘により、検知ゾーン内部に照

明を入れた段階で、これを検知するはずなので、検知して当然であり、照明は検知ゾーンの外に

出すべきであるとなった。 
・ 照明の位置は、tolerance zone に隣接して、configured detection zone の外側に置くと記述され

た。この条件では、Pilz 社のセンサは誤動作しないとのことで、ON-state にならないとの記述

は維持された。 
JP23 
・ 5.4.7 「霧」の記述で、室内用の規格にもかかわらず、気象現象を創造される smog、fog など

の表現は、誤解を受けるとの指摘に、 適な言葉探しが始まった。 
・ Pilz社によると、霧は考慮する必要性が低いが、蒸気を使う現場では、水蒸気によるけむりは発

生する可能性があり、考慮が必要とのこと。 
・ dust, smoke, steam, spray, etc. の表現となった。 
・ ところで、このような煙による誤動作の認証機関での検査方法には良い方法が見つかっていない。

IEC61496-3 の議論のときにも、安定して、繰り返し同じ条件でできる評価方法が見つからなか

った。 
Sick40 
・ 5.4.6.7 センサに対する直接光による誤報試験の項目で、照明の位置が無数にあり、テストが終

了しないとの指摘があり、照明の位置は、tolerance zoneに隣接した configured detection zone
の外となった。 

JP24 
・ 5.4.9 Occulusion のテストに関しては、Pilz 社の提案は、テスト・ピースの寸法の計算が複雑

であり、設置位置により大きさを連続的に変化させる必要があり現実的ではないとの指摘もあっ

た。 
・ Sickより、異なる手法が提案され承認された。 
・ 直径 5mm 長さ 0.3m 表面の反射率 18-22%の occlusion をシミュレートしたテストピースを

detection zone のなるべく、センサに近い位置におき、その影に入るように BTP(Black Test 
Piece)を配置し、検知性能が劣化していないことを確認する。この手法は、IEC61496-3 に記述

されている手法である。 
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JP25 
・ 7 aaa) 50luxの記述があるaaa)は、本文中に明確化されたため、削除された。 
Sick45 
・ 7 bbb) 周期的構造物 periodic structure についての注意事項をメーカーが記載しなければ

ならないとの項目であったが、周期的構造物の定義を決定することができなかったため、5.2.1.4 
influence of periodic structure の項目を追加し、TBDとした。 

Sick47 
・ Annex AA VBPDSTの位置が定義されていないとのことで、危険な場所から、detection zone 

間での 小設定距離を算出する計算式が、提案された。 
・ 一部の修正の上、承認された。 
・ ISO13855 が、現在、修正中であり、一部が変更になる可能性がある。 
JP26, 27 
・ BB.1 IEC61496-3 と同じ記述があり、一部の記述変更を提案した。 
・ VBPDST は、距離センサではなく、存在の有無検知センサであるため、ranging accuracy を 

The probability of detection に変更した。 
・ JP26は rejectされ、JP27は、acceptされた。 
JP28 
・ Tolerance zone には、ｚ方向だけではなく、xy方向も存在するとの主張であったが、図2の変

更時点で、既に考慮され、xy方向にも追加された。 
 
 
６． Safety Eyeデモ見学会 

・ 参加者 Frank Webster , Francesco Milandola , Martine Hardegger , 
Jorg Sanz Peredo , Mertin Wendler(Pilz) , Ruediger Frank(Pilz) ，長谷

川，村田 
 

・ 今回、PAPT（パターン投光）に関しては、補助的な位置づけとなった。

従って、PAPTの投光パターン、変調パターンなどを詳細に規定すること

は無かった。PAPT技術を、製品として使用する場合には、その波長によ

る反射率や、感度を検査することと規定された。 
・ Pilz社 Safety Eyeには、PAPTの技術は使われておらず、完全なパッ

シブタイプの画像センサであった。従って、Pilz社からは、PAPTに関す

る積極的な提案は無く、もし使うのであれば、波長は明確にする必要がある、と言う程度の記述

となった。 

センサー 

制御部 

・ センサ部は、直行する3個のカメラで構成されており、受光部は汚れを防ぐために数mmの穴で

できていた。見学者からは、被写界深度を広げるため、極端に明るい環境でも飽和しないように

絞りの役割を果たしているのでは？などの憶測が出ていたが、実際の効用は不明。このレンズ光

学系により、50luxでも検出できるセンサを確立しているとのこと。 
・ 制御部は、ラックに汲まれている 3 台のPC と、1 台のリレーユニットで構成されている。写真

のラックには2セット分の制御部が搭載されている。 
・ 感度は、高く見学者が数 cm角の金属棒をConfigured Detection Zoneに挿入していたが、反応

は早く検知感度は充分であると感じた。 
・ 床面からは、誤動作を防ぐために30cm程度Configured Detection Zoneを上げて設定していた

ため、床面に落ちたものは検出できないが、ボールペンを投げても、落下する間に検出していた。

コインを投げても検出していた。 
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・ マーカーには、設置時のみ配置するものと、運用時に貼っておくものの2種類がある。同一平面

に貼る必要は無く、運用時に貼るマークは、何かで隠されても位置を記憶しており、検出に問題

は無いとのことで、紙で隠して検出デモなども行った。 
マーカー 
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IEC 60204-1 MT報告書 

日時 :2011年5月24-27日 

場所: BSI, London, UK 

   

参加者:  

コンビナー: D. Fisher  

委員:  

UK: P. Still, S. Shaw, 

IT: F. Dosio, A. Fabiani, 

DE: S. Rudnik, J. Thuemmler, T. Kramer-Wolf, P. Gehlen  

FR: J. Vandendriessche 

SE: A. Nilsson,  

USC. Janki ,S. Daniels, M. Miller (25-27), 

NL: P. Hoogerkamp, 

FI: J. Honkanen, H. Lindfors (24-26), 

JP: Y. Sugita 

議事:  

CD of Edition 6 (44/617/CD)に対するコメント審議 

 

添付資料 

I. 60204-1e-1 Ed6- after London day 4.doc 

II. 44-617-CC after London day 4doc 

  

1. 概略 

1.1  コメントNo. 14 -163まで審議終了 

1.2  日本コメント、JP2 及び10 は審議されたが結論は持ち越し。 

 

2. 日本コメントに対する審議 

2.1 JP3 及び 4 (No. 36-37): sliding contact 及び rolling contactの定義追加 
=> 不採用、‘ Note: See also IEC 60050 for additional terms and definitions’ がNo, 32 (SE06)コメント審議
の結果として採用されたため。 

注記: 改定コメントリスト（添付資料 II）には上記記載されたが、改定CD（添付資料 I）には記載漏れ。 

2.2  JP1 (No. 41): エディトリアルコメント => 採用  

 

2.3  JP2: SCRの定義（削除） 

=> コンビナーは日本コメントに対し、理解を示した。  

ドイツから 下記の‘rated short-time withstand current (Icw) / IEC 61439-1の3.8.9.3章の定義を導入すれば

という提案があった。 

‘r.m.s value of short-time current, declared by the ASSEMBLY Manufacturer, that can be carried without 

damage under specified conditions, defined in terms of a current and time’ 

イタリア）(このTC17Dの委員) はこの提案に反対  

IEC61439-1 との整合を審議するまで結論持ち越し。 
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2.4  JP5 (No. 60): sliding contact 及び rolling contactの定義番号の追加 

=>不採用、 JP3 及び4 が不採用のため 

 

2.5  JP6 (No. 61): 4.1章にmechanical vibration の追加 

=> 採用 

  

2.6 JP7 (No. 72): 注記にEMC関連製品規格の例として、EN 50370-1, -2を追記  

=> 不採用、IEC規格にEN規格を記載することは不可。 

しかし、この注記を見直しすることで合意。変更文は小グループ（T. Kramer-Wolf、S. Rudnik、A. Fabiani

及び杉田）で検討、次回に提案予定。 

 

2.7  JP8 (No. 136): 6.3.3章の注記追加 

=> 不採用、設置場所に関する要求を記載することは不可 

 

2.8  JP9 (No. 158): 7.9章の変更 

=> AIP, ‘as necessary’ を追加し以下とすることで合意； 

‘devices for the suppression of overvoltages due to switching surges shall be connected as necessary for 

equipment requiring such protection.’ 

 

2.9  JP10 (No. 161): 図2を現在のものに戻す件 

=> コンビナ及び UK は賛成。しかし、ドイツ、イタリア及びスウェーデンは反対。図をもう少し簡略化

することで合意。審議は持ち越し。 

注記: 

ドイツの主張はこの図にPDSを導入すること。現状の図にPDSを追加することを提案。 

 
3. その他コメント審議結果 

3.1  SE04 (No. 29): 引用規格の年号 

=> 特定の章番号が参照されていない限り、年号なしとすることで合意（IECルールの採用） 

 

3.2  SE06 (No. 32): 3章に IEVに関する注記の記載 
=> AIP, IEC 60050を参考文献に追加。. 以下の注記を追加； 

 ‘ Note: See also IEC 60050 for additional terms and definitions’  

注記改定コメントリスト（添付資料 II）には上記記載されたが、改定CD（添付資料 I）には記載漏れ。 

3.3  SE09 (No. 52): interlock (for safeguarding)定義の見直し 

=> 不採用。この提案の背景：インターロックには安全目的以外のものもあること。IEC 60204-33, 3.41

章のインターロックの定義を採用することを提案、了承された。改定定義は以下の通り； 

 

3.35 

interlock 

arrangement of devices operating together to:  

 prevent hazardous situations, or 

 prevent damage to equipment or material, or 

 prevent specified operations, or 

 ensure correct operations 
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[IEC 60204-33: 2009, 3.41] 

 

3.4 DE04 (No. 58): シリーズ生産品の対する付属書Bの適用について 

=> AIP, 第2段落から付属書Bに関する記述削除、4.1章の 後に以下の段落を追記； 

It is recommended that, where the user is known, Annex B be used to facilitate an exchange of 

information between the user and the supplier(s) on basic conditions and additional user specifications 

related to the electrical equipment.  

NOTE Those additional specifications can: 

– provide additional features that are dependent on the type of machine (or group of machines) and 

the application; 

– facilitate maintenance and repair; and 

– improve the reliability and ease of operation. 

 

3.5 FI (No. 69): 付属書G を’情報’にする件 

=> 不採用、しかし4.4.1章は以下の用に改定された（下線部）； 

Immunity and/or emission tests are required on the electrical equipment unless the following conditions are 

fulfilled: 

 the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended 

EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no 

product standard exists);  

 the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of 

the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing etc.) or 

with Annex G if such instructions are not available from the supplier. 

NOTE The generic EMC standards IEC 61000-6-1 or IEC 61000-6-2 and IEC  61000-6-3 or 

IEC 61000-6-4 give general EMC emission and immunity limits. 

 

3.6 SE30 (No. 100): ‘power of removal’の定義追加 

=>不採用、しかし以下の注記を追加； 

NOTE 2 Removal of power means removal of the connection to the source of electrical energy but does not 

imply isolation. 

 

3.7  DE14 (No. 131): PDSが使用されているときの遮断時間に関する追記 

=> AIP, 付属書A1.5に下記を追加； 

Where power drive systems (PDSs) are used, the disconnection time for fault protection shall meet the 

relevant requirements of this Annex at the incoming supply terminals of the PDS. See Figure A.4. 

Figure A4 
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L3 

L2 

L11 

Fault loop 

impedance tester 

according to 

IEC 61557-3 

PE 

1 P
E

2 Machine 

3 Power supply 

ZFL 

To other circuits of the electrical 

equipment 
4 P

E

Power Drive System 

M 

3 ~ 

 

同様の文章をTTシステムについても記載。文章はドイツが次回までに提案予定。 

   

4. 次回以降スケジュール 

第11回：8月30日―9月2日、ロンドン 

第12回：10月4-7日、ドイツ 

第13回：1月23-26日又は1月30日-2月2日、アメリカ 

   

 

 

End of minutes 
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IEC 62061 WG7 報告書 
 
日時 :5-7 Sep. 2011 
場所 : CEI, Milan, Italy 
   
参加者:  
コンビナ: D. Jones  
委員:  

UK: S. Shaw, P. Still (6-7th) 
US: F. Webster, S, Daniels,  
IT: F. Dosio, R. Esposite, F. Mirandra (6-7th), 
DE: T. Boemer, P. Gehlen, B. Myslwiec, K. Meyer-Geraefe, G. Greil, P. Lereverend, M. 
Fischer, 
FR: P. Juhel, P. Charpentier,  
FI: M. Sundquist, 
JP: Y. Sugita 

議題:  
1. Discussion for phase 1 (review comments for amendment 1) 
2. Relations to new WG of FR NWIP 
3. Discussion for phase 2 

 
 
添付資料 

1. Draft agenda IEC/TC44/WG7(Sec)524 
2. IEC/TC44/WG7(Sec) 522 - Notes on the 34th meeting  
3. ISO/TC 199/IEC/TC 44 Joint Advisory Group - 2011-07-21 in Geneva. - (Sec)525 
4. IEC 62061 - (Sec)523_Comments_44-630-CC.doc 
5. Comments list after Milan meeting –未発行に付き未添付 
6. Revised amendment 1 after Milan meeting –未発行に付き未添付 
 

   
2. 結論 
2.1  アメンドメント１の CD に対するコメントの審議を終了し、修正した CD を CDV として発

行／回付することを決定した。 
2.2  フランス提案の新規格の WG が活動開始した後も WG 7 は存続し、エディション２の開発

を継続させることを確認した。 
2.3  次回 WG7 は 2012 年 3 月 13－15 日にロンドンの BSI で行う。 
 
3. コメントに対する審議 
3.1 日本コメント 

JP1 から 6 – 参照ページの誤記について: accepted. 参照ページ番号が異なっていた理由は、

コンビナが EN 規格をベースにアメンドメントを作成したため。EN 規格は IEC と異なるページ

番号体系である。 
JP7 – accepted. 第 2 文は提案どおり修正された。 
JP8 – not accepted. 左側縦線は新規に使いされた条項を表すものである。 
JP9 – AIP. 下記のように修正後、 終文は置き換えられた。; 
…. achieved by the SRECS shall be less than or equal to …. =>  …. achieved by the SRECS 

is less than or equal to …. 
JP10 (6.7.2.1) – accepted. 
JP11 (6.7.3.2) – accepted.  
JP12 (6.7.4.2.2) – accepted.  
JP13 (6.7.6.3) – not accepted. この NOTE は 6.7.6.3 に対するものであり、table 5 は 6.7.6

項に記載の通り、subsystem に適用される。. 
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JP14 (6.7.6.5) – AIP. 但し、この項及び table 6 は削除された。 
JP15 (6.7.8.1.2) – not acceped. 6.7.8.1 は一般事項であり、‘ (λT1<<1)’ は 6.7.8.2 項に記載し

ているだけで十分である。 
JP16 (Table A.1) – accepted. 
 

 
4. 新 JWG 関連 
プレナリーミーティングの議事録に記載の図に従い、2013 年までは WG７は存続し、エディショ

ン２の開発を継続する。 
WG7 での審議、検討内容は新 JWG の基本情報となる。 

初の JWG は 2011 年 12 月にパリで開催予定。 
 
 

 
5. エディション２で審議すべきポイントの再考 
前回ミーティングで決定したポイントのうち、WG7 で検討する項目、新 JWG で審議する項目と

に分類した。 
 
- WG7 で検討する項目（ ）内はドラフト作成担当者； 

 Consider ‘other measures’ related to Annex A/60204-1, etc. – Italy comment 
 Safety requirements spec – Methodology? How can we avoid the use of only the 

quantitative data to justify the use of components? Consideration of limitation for data e.g. 
limit MTTF to 100 years, etc. (Mr. Boemer, Mr. Fischer) 

 Use of standard components for safety related use. There is an IFA document. But there is 
no general rule to give. Maybe “standard components” clarified as data only provided. TB 
to send link to IFA document. 

 the issue of low demand for safety (availability may be continuous) 
 Full meaning for diagnostics function (e.g. fault reaction function). Clarify the relationship 

of diagnostics function to the safety function. (diagnostics by process etc?) (DJ, PS, SS, 
TB) 

 Diagnostic coverage. Integrator cannot use the existing method for DC calculation 
because they do not know the probability of detection or effectiveness….. Propose to use 
look up tables from 13849. New normative annex required. (DJ, PS, SS, TB) 

 May be some examples required for specific aspects. Extend Annex B to include worked 
example to Annex A (RE) 

 Extend Annex B to include worked example to Annex A (RE) 
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 Low demand mode. In our standard low demand is not addressed because of our scope 
and there should be a brief explanation of why. (61508 can be used for low demand). 

 But how do we prevent misuse of data for infrequently operated systems etc. 
 For mechanistic products do we need to consider T10d more deeply? i.e. change at end 

of life? Maybe an information for use issue. 
 Safety functions – Selection of operating modes – Is it a safety function? Big discussion 

required. Take into account IEC 60204-1 clause 9.2.3.5. 
 How to identify safety function (DJ, BM, PS, KMG, TB) 
 Functional decomposition of safety function 
 

- 新 JWG で検討すべき点； 
 Gap (risk assessment iteration) between EN ISO 12100 and the functional safety 

standards – What can we do to help? Suggest communicate with ACOS 
 Build on EN 954 categories as the basic knowledge level 
 Link to component product standards for data. How to approach the relevant standards 

committees? (ACOS?) 
 Better definition of requirements in CCF tables 
 Create some examples to show that calculation can be very simple for low complexity 

systems 
 E-stop and fault exclusion “plus” 

o Fault exclusion discussion: 
o Proposals: 
o Fault exclusion should only be given in the product standard? This cannot always 

be practical. Preference is for product standards to deal with fault exclusion where 
possible (will take precedence) and system standards should give rules and 
principles. There should be discussions with product standards groups to 
encourage their consideration of this issue. 

o Could have an Annex to collect the fault exclusions from product standards. 
Communicate with the product standard groups and ask them to check or 
comment on the fault exclusion from (e.g.) the 13849-2 annex.  

o The precise functionality must be considered for fault exclusion (e.g. latching 
function on the e-stop) (This is also true for B10d) 

o Proposal: Special clause for emergency stop? 
o Principle for E-stop+ ? i.e how to decide when a fault does not need consideration 

(physical impossibility?) 
o Does fault exclusion include systematic failure?  no – It must be clarified that the 

user has to take care of their responsibilities regarding systematic. No change 
required to existing systematic.  

o Guidance required (Annex? With fault exclusion?) on what is fault exclusion and 
why (examples?). It was decided that there is no general rule that can be applied 
for Fault Exclusion+. Only a product standard can allow no PL or SIL constraint 
with a fault exclusion. 

 Test interval? How to determine the required test interval that would mean we can rely on 
having the PFH we need. (e.g. for a circuit breaker used as a fault reaction function). 
Discussion required to resolve this issue. 

 
6. 次回スケジュール 
3-2: 2012 年 3 月 13－15 日於 BSI, ロンドン、イギリス 
 
 

End of minutes 
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IEC 60204 MT 報告書 
1. 日時 :2011 年 10 月 4 日～7 日 

 
2. 場所 : Siemens, Erlangen, Germany 

 
 

3. 参加者:  
3.1 コンビナ: US: D. Fisher  
3.2 委員: 

UK: P. Still 
IT: F. Dosio, R. Esposito, A. Fabiani (10/4,5,6), 
DE: T. Pilz (10/4,5,6), F. Rudnik, J. Thuemmler, P. Gehlen,  
SE: N. Anders 
NL: P. Hoogerkamp (10/4,5), P. Jongbloed (10/5,6,7) 
JP: S. Mashiro 

3.3 オブザーバー: 
 DE: F. Harless (10/5,6,7) 

 
4. 議題:  
4.1 Discussion on Comment to the CD 

 
5. 添付資料 
5.1 Comments list after Erlangen meeting  
5.2 Revised IEC60204-1e Ed6 after Erlangen meeting  

 
6. 結論 
6.1 CD に対するコメントの審議は#378（17 章の途中）まで終了した。 
6.2 修正した CD を再度 CD として出す意向が確認された。 
6.3 次回 MT は 2012 年 1 月 24－27 日に Clearwater Beach, Florida で行う。 

 
7. コメントに対する審議 
7.1 日本コメント 
 JP32 (10.9) – Not accepted リスクアセスメントの結果で選ばれるべきで、一概に 3 ポジショ

ンを推奨するべきでない →ただし 3 ポジションイネーブリング SW の要件について

IEC60947-5-8 を参照すべしとする NOTE が入った。 
 JP33 (13.4.5) – Accepted.  
 JP34 (16.4 2nd dash) – AIP. IT案と合わせ下記のように修正 

” certification mark or other marking that can be required by local or regional legislation, when 
required 

 JP34 (16.4 last dash) – Deferred for decision on SCR 
7.2 その他特に議論が集中したコメント 
 SE94 (10.2.1) – Table2 は本文のほかの部分と整合が取れていない。→Table2 の改善について

SE102 への対応も含め Sub Team で当たることになった。[P.H(NL) &S.M(JP)] 
 DE47 (10.7.1) – 60204-1 に「Emergency Stop の Accessibility、設置場所等の要求を入れるべき

か否か」について議論沸騰。DE、SW が「ISO13850 NWIP に参照を入れて要求は消すべし」

と主張したのに対し、UK, JP などが「ISO13850 の NWIP はまだ規格化されていないので、

現時点でそこに要求を移すとどの機械安全規格にもそのような要求事項がないことになる」と

主張。→結局 ISO13850 の CD が出てきたところでどうするか決めることになった。 
 IT32 (11.2.3) – IT はこの項の要求があいまいで、緩やかすぎるとして、文末にヒートシンク等

の近傍の電気機器の温度限界の測定または計算による確認を提案したが、「近傍の機器の温度限

界はその製造者が文書により提出する性質のもので測定で求まるものではないと UK, US は主
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張、それでも IT が粘って、周辺機器の温度上昇への配慮と、温度上昇のアセスメントに

IEC60890 を言及することになった。 
 FI328 (11.5) －FI のコメントそのものは「人間が入って作業できるような Enclosure 内部には

必ず accessible な unprotected live part が存在する」として受け入れられなかったが、そのよ

うな Enclosure 内の Gang way の幅などがさんざん議論された末、この段落を消して Gang way
に関する情報の参照先として IEC60364-7-729 をあげる NOTE を入れることになった。 

 SE108 (12.5) －SE ,IT が Control Circuit をこの要求事項の適用対象から除くことを主張。NE, 
SE が共同して power circuit cable に関する要求と control circuit を分けて後者は電圧降下の許

容値ではなく、パフォーマンス（接続された device に対する供給電圧が manufacturer の仕様

範囲を下回らない）にするよう提案が出され、合意された。 
 DE50 (13.5.1) －この項へのコメントをトリガーにして 8.2.2 について議論が再燃。「PE に接続

された金属EnclosureをPE代わりに使用することを IEC60364-5-54 の 543.32では許容してい

るが、たとえば大容量モーターのPEの接続先にしてはまずい」ということで8.2.2ではelectrical 
equipment の露出した金属部等、PE につなぐべきだが PE 代わりに使用すべきでないものをめ

いかくにしようということになった。 
 CH12 (16.4) TBD－意味が分からないコメントだが、中国を阻害しないよう意図を確認しまし

ょうということになった。 
☆ 終日には DE52 （17 章）の審議の後 IT47（18.1 g)）への議論にジャンプしそこから 8.2.8 d)
への London 会議での議論が再燃して一日費やした。「touch current と leakage current のどちらを

どの場合にどの規格の方法によって測定すべきか。」D.Fisher 氏は「touch current の測定方法は周

波数限定なのに対し leakage currentの測定方法は広い周波数帯を対象にするので後者の方が常に大

きいはずでだから後者で述べておけば安全側だ。」と主張。 
 

 
End of minutes
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第１回 IEC/TC44/WG13 会議報告 
（CD/IEC62745 の審議） 

 

 

作成：2011.10.24 
株式会社 安川電機 ロボット事業部 

ロボット技術部 制御技術部 

松尾 健治 

 

１．経緯と目的 
 

 本ワーキンググループ(IEC/TC44/WG13:注１)会議は、ワイヤレス通信機器に関する電気安全規格

IEC62745（注２）を新たに発行しようとするための活動である。イギリスからの提案により、2011 年 6 月

に審議可否投票が締め切られ、結果として、Ｐメンバー５ケ国以上という条件である６ケ国の賛同（注３）

を集め審議が IEC/TC44/WG13 にて実施されることになった。今回は、その第１回目の会議である。日本は、

本規格の発行にポジティブな立場をとっており、特に、「様々な産業分野でのケーブルレスコントローラに

は、違ったニーズと要求事項がある。様々な産業からの多くの意見を規格に反映すべきである」との観点

より、今後、日本の意見を国際規格に反映させることによって、安全なワイヤレス機器の普及を推進し、

産業の発展に貢献することを目的とする。 

 

 （注１）TC: Technical Committee, WG: Working Group の略 

 （注２）Project Number:IEC62745 Ｂ規格 
          Title: Safety of machinery -Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 
 （注３）賛成国：英国、フランス、スウェーデン、スイス、米国、日本 

     反対国：ドイツ、イタリア、フィンランド 

 

２．日程・場所 
 

 日程：２０１１年１０月１８日（火）～２０１１年１０月２０日（木）３日間 

 

 場所：Meeting room 513 at BSI ( British Standard Institute: 英国規格協会 ) 写真１、２を参照 

        389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK 
 

 
 

写真１：会議場である BSI の建物外観 
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写真２：会議場である BSI の正面玄関  

３．出席メンバー 
 本会議の出席メンバーを下記に示す。総勢７ケ国、８名のメンバーで開催された。メンバーの中には、

IEC 60204-1 EMS TG メンバーが３名含まれていた。また、２名は、IEC/TC44/WG13 未登録メンバーであっ

た。なお、イタリア、フィンランドおよびドイツは、本規格にネガティブであり、英国、フランス、スウ

ェーデンおよび日本はポジティブな立場を取っている。特に、英国の Still 氏の発言力が強く、本

CD/IEC62745 の原案作成に携わったようである。また、Still 氏は、リモート操作機器に e-stop をつける

ことは、否定的なようである。 

  

 英国：  Mr. Philip Parry (Health and Safety Executive) 主催者（議長） 

  ＠Mr. Peter Still (Schneider Electric Ltd.) →本規格の推進者 

         規格内容については、Still 氏が先導。他メンバーからの意見に対し、理解できたも 

のについては、規格内容を修正。 

 

 イタリア： ＠Mr. Antonio Fabiani (ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI SPA) 
         本規格にネガティブの立場であるが、規格内容の審議については、積極的に提案して 

くる。 

 

 フランス： ＠Mr. Jacques Vandendriessche (SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS) 
         英国の Still 氏と同じ会社のメンバー。基本的に Still 氏の主張に同調。 

 

 フィンランド： Mr. Hannu Lindfors (Konecranes Plc) ２日目まで参加 

         イタリア同様にネガティブの立場であるが、主張したいことははっきり主張してくる。 

 

 ドイツ： ＊Mr. Andreas Fey (Gross Funk GmbH)   
         本規格にネガティブの立場であるが、会議の中では、ポジティブな姿勢で臨んできて 

いる。 

 

 スウェーデン：＊Mr. Roger Jansson (ABB AB Corporate Research) 
         あまり主張しない。他メンバーの意見をじっと聞いている。 

 

 日本：  松尾 健治（株式会社 安川電機 ロボット事業部） 
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  ＠：IEC 60204-1 Cableless EMS TG メンバー 

  ＊：IEC TC44/WG13 未登録メンバー 

 
 

 

 

 

写真３：会議風景 1（左から Mr.Jansson, Mr.Vandendriessche, Mr.Still, Mr.Parry） 

写真４：会議風景 2（右から Mr.Lindfors, Mr.Fabiani, Mr.Fey）  
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４．議題 
 

 今回の会議の議題は下記のとおり。 

 
1. Opening of meeting - welcome and introduction.  

2. Roll call of experts and apologies for absence 

3. Check/amend experts’ contact details 

4. Approval of agenda 

5. Review of project timescales 

6. Discussion on reasons for this proposal and issues that it should address 

7. Review of comments submitted with votes – document 44/645/RVN 

8. Review/amend initial draft – document 44/632/NP  

9. Agree date and place of next meeting 

10.  Any other business. 
 
５．議事 
 

 ５．１ Opening of meeting - welcome and introduction 
  

  今回の会議に参加した７ケ国、８名の自己紹介が行われた。議長は、ＨＳＥ（英国労働安全衛生局）

の行政官である。他参加者は、クレーンメーカの人が多い。ロボット関係は、松尾のみであった。 

  また、IEC60204-1 の兼任メンバーもおり、審議中、常に、IEC60204-1 の規定内容との関係が話題とな

り、杉田委員より事前に入手した CD/IEC60204-1 Ed6 の資料が役に立った。 

 

 ５．２ Roll call of experts and apologies for absence 
 

  審議メンバーの出欠の確認が議長より行われた。審議基準である５ケ国以上の参加により、本審議が

有効であることが確認された。 

 

 ５．３ Check/amend experts’ contact details 
 

  審議メンバーの連絡先の確認が実施された。特に、事前配布の資料からの変更はなかった。 

 

 ５．４ Approval of agenda 
 
  事前に配布された４章に示す今回の会議議題が承認された。なお、CD/IEC62745 の内容に関するコメ

ントは、日本からのみの提出となったため、初日の審議は、日本から提出したコメントに沿って行わ

れた。また、２日目からは、急遽イタリアから新たにコメントが提出され、イタリアコメントおよび

日本コメントの同時審議となった。詳細は、５．８節で報告する。 
 
 ５．５ Review of project timescales 
 

  本規格の制定（発行）までのプロジェクト活動の日程の確認が行われた。日程は、下記のとおり。 

 

   CD (Committee Draft)：2012/03  →2012/2 中に CD を完成させることが当面の目標であることが確

認された。 

CDV (Committee Draft Voting)：2013/07 
DIS (Draft IS): 2013/07 (CDV=DIS) 
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FDIS (Final Draft IS)：2014/07 
IS (International Standard)：2015/01  
 

５．６ Discussion on reasons for this proposal and issues that it should address 

 

  ドキュメント番号 44/632e/NP、ANNEX 記載の本規格の提案理由（Reasons for proposal）に沿って審

議された。 

 

  特に、本規格制定にネガティブなイタリア、フィンランドから下記の意見が出されたが、結果として、

意見を聞いたのみで、審議継続となった。 

 

  （１）どのようにこの規格にアプローチするのかがわからない。 

  （２）ＣＥマークの整合規格になるであろうが、ＰＬやＳＩＬレベルを決めるのは否定的 

  （３）既に関連する多くの規格がある。ユーザが混乱するのではないか？ 

  （４）規定内容の９０％は、他からもってきて、残り１０％がオリジナルと言った風になるのではな 

いか？ 

  また、ここでは直接関係はないが、日本でも話題になった双方向通信の話も出た。 

イタリアでは、現行クレーンの２０％が双方向、残り８０％が単方向通信であるとの報告があった。 

 

 ５．７ Review of comments submitted with votes – document 44/645/RVN 
 
  ドキュメント番号 44/645/RVN 記載の投票時のコメントの審議が行われた。 

 

  イタリアからは、IEC60204-1 Ed6 9.2.5 節と比べて何が新しいのか？との意見が出た。 

  日本からは、本規格制定にはポジティブな立場であるが、他規格との違いや位置づけを明確にすべき 

であるとの要望を出した。また、国内委員は、どう実現したら良いのかなど混乱している事情も報告 

した。 

なお、Document 44/645/RVN 記載の各国の投票時のコメントの採否については、＜Voting Result on 

44-632-NP (with observations 19th am)＞を参照のこと。 
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 ５．８ Review/amend initial draft – document 44/632/NP 
 

  ドキュメント番号 44/632/NP に対する本規格内容に関する審議。 

 

初日は、日本からのコメントのみであったため、日本コメントをベースに審議。２日目からは、イ

タリアが急遽日本コメントに追従して出してきたため、日本コメントとイタリアコメントを同時に

審議する形となった。日本コメントの審議経過のみを下記に示す。なお、＜44_632_NP 

Commemts-JP(2011-10-13) (with responses 20th pm)＞に日本コメントの採否結果および＜

44_632_NP Comments-IT(2011-10-18) (with observations - 20th am)＞にイタリアコメントの採

否結果を示す。また、 終の修正ドキュメントを＜NWIP - Som - Requirements for the interfacing 

of cableless controllers to machinery (Oct 11-20th pm)＞に示す。 

 

結果として、日本から提出した２４コメント中、 

 

・受け入れ（一部含む）：１６コメント 

・却下        ：６コメント（JP21 を除き、特に問題なしと思われる） 

・その他       ：２コメント 

 

となった。 

 

  JP1: 1 章のScopeにおいて、本規格と他規格との違いや位置づけが不明確。Scopeを明確にすべき。 

 

   本件、イタリアからも再三出ている話であり、本文が加筆、修正された。 

 

  JP2: 1 章のScopeにおいて、この規格は、伝送コマンドおよび信号についてのみ述べたものである

のか？操作制御端末と機械制御システム間の無線通信における安全要求事項、ガイドライン、

保護手段や使用上の情報を規定したものなのではないか？ 

 

   本件、日本コメントが採用され、「伝送コマンドおよび信号について」の表現が削除された。ま

た、JP1 と併せ、本文が加筆、修正された。 

 

  JP3: 3.5 節の「control」という用語は、一般的な用語なので、定義不要。削除を提案する。 

 

   本件、イタリアの賛同も得て、日本提案どおり、本文より削除された。 

 

  JP4: 3.13 節のremote stationの用語定義は、CD/IEC60204-1 Ed6 では、portable control station

となっている。CD/IEC60204-1 Ed6 の用語に合わせることを提案する。 

 

   本件、「CD/IEC60204-1 Ed6 の portable control station とは、意味が異なる。Remote station

は 

固定されたステーションも含まれる。」とのことで、本文の定義内容が修正された。 

 

  JP5: 3.14 節のbase stationの用語定義は、CD/IEC60204-1 Ed6 では、machine control systemと

な 

っている。CD/IEC60204-1 Ed6 の用語に合わせることを提案する。 

 

    本件、下図に示すように base station と machine control system は異なる。との英国からの

反論に対して、フィンランドからも base station は、machine control system の一部であり、

日本提案に賛成するとの意見も出されたが、 終的には、本定義が残されることになった。 
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Machine 
Control 
System 

Base 
Station 

Remote 
Station 

Cableless Control System 

Operator 
Control 
System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JP6: 4.1 節のmechanical shockは、1章Scopeの内容と矛盾しないか？ 

 

   本件、日本提案どおり、タイトル（Inadvertent actuation）および本文が修正された。 

 

  JP7: 4.2節のserial data communicationにおいて、ここで規定されている内容は、CD/IEC60204-1 
Ed6とほとんど同じである。また、ハミング距離を規定しても通信の誤り検出率は上がらな
いと思う。「通信の信頼性については、CD/IEC60204-1 9.2.5に適合しなければならない。も
しくは、通信の信頼性は、CRC16やCRC32などの手法を用いて、誤り検出率が上げられなけれ
ばならない。それら手法は、リスクアセスメントにより決定されなければならない。」への
変更を提案する。 

 

   本件、かなりもめた。基本的に本文中において、IEC60204-1 参照の文章は入れられないがコピー

してもってくることは可能とのことで、日本コメントを一部取り入れ、結果として、IEC60204-1

より、内容がコピーされた。 

 
  JP8: 4.3節のPower removalにおいて、Power removeの手段を有することと安全は関係ない。Power 

removeしてもベースステーションが機械を停止されることが保障されない。本節削除するか
「power removeの結果、ハザードが発生しないようにしなければならない」とすべき。 

 

   本件、日本提案を一部取り入れられ、内容は、4.8 で規定されることになった。 

 

  JP9: 4.4節のPrevention of unauthorized operationにおいて、 IEC60204-1 Ed6の9.2.5.5と同じ内
容である。「IEC60204-1 9.2.5.5に適合しなければならい」を追加する。 

 

   本件、日本提案を一部取り入れられ、IEC60204-1 Ed6の規定を修正した内容に本文が修正された。 

 

  JP10: 4.5節において、手動リセットの必要性がわからない。参考として、下記の内容を提案する。 

通信を確立する下記手段が提供されなければならない。 

      -操作対象の機械を特定する明確な手段 

-操作を可能とするための特定された機械との接続手段（例：ログイン） 

      -接続を示す明白な手段 

 

   本件、日本提案を一部取り入れられ、本文が修正された。 

 

  JP11: 4.7節のEmergency stopにおいて、IEC60204-1 Ed6の内容と重複する部分が多い。本規定の
位置づけを明確にすべき。 
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          本コメントに加え、本規定項目とIEC60204-1の規定項目が競合もしくは矛盾した場合には、

どちらを優先するのか？を質問した。（回答）共にＢ規格であり、どちらを優先するという

ものではなく、基本的に競合＆矛盾が発生しないようにしていく必要がある。位置づけとし

ては、下図のようになるか？ 

 

 

 

 

 

 
IEC 62745

 
IEC 

60204-1 
9.2.5 

 
IEC 

60204-32 
 

 
EN13557 
Annex C 

 
Other 
IEC 

 
? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JP12: 4.8節のAutomatic stopにおいて、単一故障発生時の安全性を規定するのであれば、その安
全信頼性も規定すべき。下記規定を追加する。 

The safety reliability shall comply with PL=d with structure category 3 as described 

in ISO13848-1 or SIL 2 as described IEC 62061, unless the results of risk assessment 

determine. 

 

   本件は受け入れられなかった。「基本的に本規格は、Ｂ規格なので、安全カテゴリやＰＬを規定

すべきではない。」とのこと。 

 

  JP13: 4.8節のAutomatic stopにおいて、0.5sや2sといった時間は、対象となる機械およびその機
械の速度制限等でリスクは異なってくるので、規定すべきではない。これら時間は、「リス
クアセスメントによって決定されなければならない」とする。 

 

   本件、JP12 の回答を逆手にとり、日本提案が一部取り入れられ、2s の数字は削除された。また、

0.5s も推奨値(Should)となった。 

 

  JP14: 4.9 節のStop categoriesにおいて、1)タイトルと内容が不一致。タイトルを「適用可能な停

止カテゴリ」へ変更。2)本規定の複数の停止カテゴリを有する必要性がわからない。削除可 

 

  本件、１）は受け入れられなかった。２）については、明確になるよう、本文に修正が加えられ

 JP15:

 

た。 

 

  4.10節のStartにおいて、CD/IEC 60204-1Ed6 9.2.3.2の中で'start’の基本要求が記載され

 

ている。IEC60204-1 9.2.3.2への参照とする。 
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  本件、受け入れられた。 

Scope に“The provisions of this standard apply in addition to the 

 

 JP16:

 

結果として、４．１０は削除され、

requirements for electrical equipment in relevant parts of the IEC 60204 series”が追加された。 

  4.11節のResetにおいて、リセットの意味が不明確。明確にする。例えば、「リセットは、非

 

  本件、受け入れられ、本文が修正された。 

 JP17:

常停止や故障から機械を復旧するための操作である」 

 

 

  4.13 節のOperating commands from the base stationにおいて、本規格は、安全要求事項を

 

  「この規定は、クレーンでは非常に重要な内容である。」との理由で日本提案は、却下された。 

 JP18:

定めるものであり、Non-hazardに関する規定は不要。Non-hazardous～の文章は、削除。 

 

 

  4.14節のPrevention of unintended commandsにおいて、ディップスイッチが単一故障によ

 

  本件、受け入れられた。文章の位置が不適切ということで、前段落へ移動された。 

 JP19:

る意図しない通信を抑制するとは思わない。この文章を削除する。 

 

 

  4.15 節のBehaviour on loss of supplyにおいて、電源喪失は、通信遮断の一つである。 

   本件、受け入れられなかった。本ワーニングは、「communication loss の前の話である。」とのこ

本内容は、「安全には直接関わらないではないか？」とねばり、本文が修正された。結果として、

  JP20:

4.15 と 4.16 を “Behaviour on communication loss”として統合する。 

 

と。 

   

推奨規定（Should）となっているので、問題はないと思う。 

 

 

 4.17 節のMultiple remote stations この節で重要な点は、”single point of control”

 

  本件、タイトルの修正はできなかったが、本文が一部修正された。 

 JP21:

である。複数リモートステーションの組合せは、複数無線ステーションや有線と無線ステー

ションの組合せなど色々ある。タイトルを”single point of control”へ変更。 

 

 

  4.18節のMultiple machineにおいて、タイトルが不明確。“Single machine control”へ

また、次の文章を追加「一つのリモートステーションから同時に複数の機械を操作してはな

 

  本件受け入れられなかった。１台のリモートステーションで複数の機械を制御することがあると

こと。本件については、国内委員会で再度議論したい。 

 

 JP22:

変更。 

らない」 

 

の 

  4.19節のResponse timeにおいて、要求される応答時間の絶対値は、機械によって異なる。 

 

  本件、受け入れられ、本文に”The response time of the cableless controller shall be consistent with 

 

 JP23:

次の文章を追加。「応答時間は、リスクアセスメントによって決定されなければならない」 

 

the results of risk assessment, and shall be specified in the information for use.”が追加された。 

  7節のInformation for useにおいて、continuous or discontinuous の or が of に誤植さ
れているように思う。orに変更。 
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  本件、受け入れられ、本文が修正された。 

 JP24:

 

 

  手動操作モードと自動運転モードを有する機械がある。各モードにおける安全規定を追加す

 

  本件の議論の時にメンバーが４人となってしまい判断できないとのことで、次回の会議で再度提

することとした。 

 

５．９ Agree date and place of next meeting

べき。 

 

案 

 

 

 

 次回の第２回会議は、2012 年 2 月 8 日（水）～2 月 10 日（金）間、第１回会議と同じロンドン、 

 

 この第２回会議にて、ＣＤの内容がほぼ確定し、ＣＤＶ（ＤＩＳ）作成に向けて、今後、審議が継

される。 

 

５．１０ Any other business

 

ＵＫで開催予定。 

 

続 

  

 特になし。 

．今後の予定 

（１）第１回ロンドン会議内容の報告および規格内容審議のための国内委員会開催 

（２）第２回ロンドン会議に向けた日本コメントの審議＆作成 

（３）第２回ロンドン会議 2012 年 2 月 8 日（水）～2 月 10 日（金）松尾委員出席予定。 

．感想 

一般的に欧州が主催する規格会議では、欧州圏の団結が強く、アジアなどの欧州以外からの意見を規

ッ

（注４）英国<－>イタリア＆フィンランドが対決姿勢。 

是々非々）の立場をとっている。 

 

 

 

６
 

 

    2011 年 11 月 30 日（水）開催予定。 

 

 

    2012 年 1 月中旬に開催が必要。 

 

 

 

７
 

 

格に反映させることは非常に難しいが、本規格会議では、欧州各国で意見が分かれており（注４）、欧

州以外のメンバーは、日本からのみであったのにも関わらず、日本コメントも公平に審議された。現在

の状況であれば、今後ある程度、日本からの意見を規格に反映させることが可能であると感じた。 

また、本規格制定にネガティブの立場をとっているイタリアのコメントは、日本からのコメントとラ

プしている部分が多く、基本的にイタリアと日本が協調すれば規格内容をリードできるのではないかと

感じた。なお、他の国際規格会議に比べ、参加国および参加人員が少ないと思う。特に、北米からの参

加がなく、欧州主導で進められるが、今後の規格制定の各段階において、規定数の合意が得られるか不

安が残った。 

 

 

ドイツ、フランス、スウェーデン、日本が中立（
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IEC 62737 WG12 パリ会議報告書 

日時 :19-20 Dec. 2011 

場所 : UNM, Paris, France 

参加者:  

コンビナ: P. Juhel (Schneider) 

委員:  

FR: J. Bataille (INRS), P. Charpentier (INRS), L. Zerroki (FIM),  

S. Acoulon (Cetim), O. Cloarec (Artema), A. Butaye (UNM) 

DE: F. Harless (TC44 SIMENS), T. Bomer (IFA), G. Steiger (VDMA),  

H. Modden (VDW), O. Gornemann (SICK), M. Fisher (SICK), T. Pilz (Pilts) 

SE:  A.Odbratt(ABB) 

IT: F.Doiso (Federmacchine), R. Esposito (Phoenix Contact) 

NL: P. Hoogerkamp (MECID) 

CH: G.Carlantuono (SUVA), B.Schneider (HEIG-VD) 

US: F.Webster (STI OMRON), F Hayes (PMMI) 

CA: J.Paques (JJP), 

GB: Dreck jones 

JP: K.Okada (IDEC) 

議事事項:  

4. Roll call of experts 

5. Approval of the draft agenda 

6. Review of the minutes from Geneva meeting / status of the project 

7. Recall of the NP "Safety functions of control systems" 

8. The 4 main goals of the JWG 

9. Exchanges with NCs 

10. Design process model: to define the unifying thread 

11. Coordination within the ISO/IEC standardization network 

12. Organization by Task forces proposal 

13. Review of actions 

14. Date and place of the next meeting 

添付資料 

1. 199-44-Advisory/003/DA 

ISO199-IEC44-Advisory_003_DA_Agenda of 19-20 december meeting Paris.pdf 

2. 199-44-Advisory/002/MR  

ISO199-IEC44-Advisory_002_MR_Geneva_Minutes.pdf 

   

7. 結論 

7.1  今回のミーティングは非公式であり、ISO/IEC JWGの準備会議である。  

7.2  次回ミーティングにてNWIP内容を開示す。 

現在Mr. Stephen Kennedy (ISO TC199  事務局)にて内容確認中。 

7.3  Resolution 203に基づきJWGを以下に統合 

ISO/TC199/JWG1 Merging of IEC62061 and ISO13849-1 

7.4  現在、統合中の規格番号は決まっていない 

7.5  フランス提案の新規格のWGが活動開始した後もWG 7は存続し、IEC62061 ED２の開発を継続さ

せる。 
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7.6  スケジュールは、下図の通り 

準備期間2011年、1stdraft 2013年、初版発行2016年 

 

 

7.7  機械装置を対象とし高度な複雑系システムではなく中規模から低複雑系システムを対象とする 

7.8  8つのタスクフォースに分けて規格開発を行う。 

 当面は3つのタスクフォースを進める。 

7.9 JWGは2012年3月12－13日にロンドンのBSIで行う。 

 

8. The 4 main goals of the JWG 

・One standard reference 

To replace EN954-1ISO13849-1 IEC62061 keeping background compatibilities 

・Simplified rules for low complex systems 

To add simplified route of safety design 

・Practical safety specification 

To provide methods based on the risk analysis 

・Reliability approach 

To use reliability requirements defined by the component standard to provide guidance for reliability 

approach 

 

9. Design process model 

リスクアセスメントからリスク低減方策とその妥当性確認までの流れをフランス国内でまとめたもの。 

1. Risks review  → Risk Assessment 

2. Risk reduction 

3. Safety specification 

4. General design and architecture 

5. Component, subsystem reliability 

6. Design validation 

7. Confirmation assessment → EU指令と意味が違い、単に整合性の確認 
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10. Coordination within the ISO/IEC standardization net work 

機能安全関連 

ISO/TC199  

WG8 

WG5、 

IEC/TC44  

WG7 

MT60204-1 

     SC65A system aspect 

     TC56 Dependability 

Component関連 

ISO/TC199 WG7 ISO14119 

機械類(C規格) 

agriculture machine 

earthmoving machine 

industrial robots 

など 

 

11. Organization by Task forces proposal 

Group 

1. Relation with component standards WGs to collect the reliability data 

   Temporary manager: Mr. Dreck jones 

 

2. Relation with national committees (workshop, questioner) 

  Temporary manager: Mr. Alexsandre Butaye 

 

3. Relation with C standards WGs 

  Temporary manager: Mr. Hinerich Modden  

 

4. Management of the design process 

 

5. Safety specification(include risk assessment) 

  Temporary manager: Mr. Fred Hayes 

 

6. Software  

 

7. Vilification (functional safety assessment) 

 

8. Architecture (e.g. calculation method) 

 

・Task forceが多すぎる、それぞれの相互関係ができないのであればまとめる 

べきではないか。 

・ISO規格と IEC規格を統合する 後の機会であるので大事にまとめたい 
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等の意見あり。 

 

当面は、1～3をまとめる。 

 

 

 

12. Task force 

1. Relation with component standards WGs to collect the reliability data 

  Temporary manager: Mr. Dreck jones Room1A 

（参加者） 

T. Boomer, M. Fisher, A. Odbratt, R. Esposito, K.Okada 

 

（Keywords） 

Component、Mechanistic、Electronic-safety、Electronic-standard 

Mechanistic-safety、Mechanistic-standard 

   

General comment 

Simplify if possible Can we based on generic data 

B10 problem is B10d invite expert Fluid power components 

Biggest problem is pneumatic components 

 

Failure modes 

First thing for the product standard is to identify the failure modes 

May be accelerated testing useful but cannot be complementary dependent testing (electrical 

component Failure rate is 50%:50%) 

 

Output 

Cross technology group to consider B10 testing also to include same data users 

Also, Consider expanding the 13849 table to cover all components (generally). Then identify known 

issues (pneumatic values with fast cycle mechanics) and from expert task groups to resolve Ask 

ISO/TC199 WG8 to take account of this. 

 

To provide information on data for mechanistic components for low demand 

 

その他 

・危険側故障をどのように定義するのかが問題となる。 

・油空圧メーカの専門家にも声をかける（Dr. Geis（VDMA）） 

・ ISO/DIS20773で日本の SMCよりB10d評価手法が提案されている。 

・空圧機器ではFMEAが使用されている 

 

2. Relation with national committees(workshop, questioner) 

  Temporary manager: Mr.Alexsandre Butaye Room34 

(Questioner)  

３月 には完了し、説明用PPTは、各国仕様にてwebにアップする。 

具体案は次回ミーティングにて提示する。 
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3. Relation with C standards WGs 

  Temporary manager: Mr.Hinerich Modden  Room345 

関連するC規格に展開するに当たって、まず、リスク評価の手法を検討する。 

 

 

13. 今後のスケジュール 

第一回 ISO/IEC JWG 2012年3月12－13日  於BSI, ロンドン、イギリス 

第二回 ISO/IEC JWG 2012年5月31－6月1日 於イベルドン 、スイス 

第三回 ISO/IEC JWG 2012年9月19－20日  於  ストックホルム、スェーデン 

 

14. 会議風景 

 
UNM外観 

  
以上 
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IEC 60204-1 MT報告書 

日時：2012年1月:24-27日 

場所： Holiday Inn, Clearwater, FL, USA 

   

参加者：  

コンビナー： D. Fisher  

委員：  

UK: P. Still, 

IT: F. Dosio, A. Fabiani, R. Esposito 

DE: S. Rudnik, J. Thuemmler, P. Gehlen  

USA: J.B. Titus (24-26) , F. Webster, M. Miller (25-27), M. Douglas (25-27), 

NL: P. Jongbloed, 

FI: J. Honkanen, 

JP: 真白、 杉田 

議題：  

CD of Edition 6 (44/617/CD)に対して提出されたコメントの審議 

 

添付文書： 

III. 60204-1e-1 Ed6- after Clearwater 27 Jan.doc 

IV. 44-617-CC after Clearwater 27 Jan.doc 

  

15. 概略 

15.1   Definition of SCR was defined. Definition is derived from IEC 61439-1 から引用された、SCRの

定義が採用された。 

15.2  規定であった附属書 H (EMC 要求)が参考に変更された。 

 

5. 日本からのコメント審議 

5.1 エディトリアルコメントの JP36, 37及び38 は採用された。  

5.2  前回までのミーティングで結論の出なかったコメントの再審議 

5.2.1 JP7 (No. 7): EMC関連C規格（EN規格）例の記載 

 不採用。IEC規格で同様の規格が見つからなかったため。 

 別議論： ドイツはEMCの一般規格(IEC 61000-6-1, etc.)の削除を要求。規格使用者に対して

有益ではないため。しかし不採用。 

5.2.2 JP10 (No. 161) 第5版に掲載の図2を第6版でも採用する提案 

=>  不採用、ただし、イギリス、アメリカはこの提案の理を認め、。 

図の意図を明確にすべく変更が行われた。 

5.2.3 JP11 (No. 179)から JP 13 (No. 181) 8.2.1 項の補助ボンディングに関連するコメント 

 JP11 は審議持ち越し。記載事項の各部分が何を指しているのか明確化が必要であるというこ

とでは合意したが、次回まで提案待ち（提案者の指定なし） 

 JP12 不採用、附属書A（A.1.1. 第２段落）に以下のような、同様の記載があるため。 

Where this disconnecting time cannot be assured, supplementary protective bonding shall be 

provided in accordance with A.1.3 that can prevent a prospective touch voltage from exceeding 

50 V a.c. or 120 V ripple-free d.c. between simultaneously accessible conductive parts. 
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 日本提案の “Where two exposed-conductive-parts can be touched…”および ITから会議の場

で出された提案の “When it is foreseeable to touch two …”のような表現は「事故があって裁判

になった時無限のLiabilityを要求されることになりかねず受け入れがたい」との反応（特に

英・米の委員） 

 このコメント審議に伴い、図2が変更された。補助ボンディングの例が記載された。 

 JP13 JP11（No.179）に対する提案を待って議論 

5.2.4 JP2 (No. 57) 及びJP34 (No. 372) SCR 関連  

=>IEC 61439-1 に記載のある、rated conditional short-circuit current (Icc) をもとに short-circuit 

current ratingを定義することを決定した。IEC 61439-1の定義は以下の通り； 

- value of prospective short-circuit current, declared by the ASSEMBLY Manufacturer, that 

can be withstood for the total operating time (clearing time) of the short-circuit protective 

device  (SCPD) under specified conditions 

NOTE The short-circuit protective device may form an integral part of the ASSEMBLY or may 

be a separate unit. 

 

上記を修正し、以下のように3.57の定義とした； 

short-circuit current rating 

- value of prospective short-circuit current that can be withstood by the electrical 

equipment for the total operating time (clearing time) of the short-circuit protective device  

(SCPD) under specified conditions 

. 

[derived from IEC 61439-1: 2011, 3.8.9.4] 
 

上記定義の理解を助けるため、prospective short-circuit current (Icp)を3.46項に追加した； 

prospective short-circuit current (Icp) 

- r.m.s. value of the current which would flow if the supply conductors to the circuit are 

short-circuited by a conductor of negligible impedance located as near as practicable to 

the supply terminals of the electrical equipment 

[derived from IEC 61439-1: 2011, 3.8.7] 
 

上記に伴い、16.4項は以下のように修正された； 

short-circuit current  rating of the electrical equipment for each power supply  

 

IT14（No. 142）により、SCRの決定及び検証の要求が7,2,1項及び18.9項に追記された； 

7.2.1 The short-circuit current rating of the electrical equipment shall be determined. 

 

18.8 The short-circuit current rating of the electrical equipment shall be assessed by the 

application of design rules, by calculation or by test. 

Note: The short-circuit current rating may be determined in accordance with IEC 61439-1. 

 

この審議中、以下の規格及びTRが紹介されたが、本文中に引用することは見送られた。 

- IEC 60909-0: 2001 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation 

of currents  

- IEC/TR 61912-1: 2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Overcurrent protective 

devices – Part 1: Application of short-circuit ratings  
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6. その他の審議 

6.1 IT47(No.407) 、DE59 (No.424) ITは18.1 のg)が（周波数帯指定での測定）8.2.8の要求（DC or AC）

と矛盾との指摘。DEは18章への地絡電流検出の追加  

=>18.1 g)を消して代わりに「8.2.8の要求事項が満足されていることのverification」が18.1に追加された。 

6.2  DE66 (No. 440)/DE13 (No. 131): 附属書A、 PDS（ Power Drive System） がある場合の fault loop 

impedance (Zs) の測定回路 

=>ドイツ作成のTN 及びTTシステムに対する測定回路図が採用された 

6.3 FI (No. 473): 附属書H (EMC要求)を参考にする提案 

=> 参考にすることで合意（shallで書かれたところはshouldに言い換えても差し支えない内容または既に

本文中で要求事項となっているため)（ドイツは反対）。これにより、附属書内の要求項目は取り除かれた

（shall がshouldに変更). ドイツは参考となった場合、ドイツ国内規格ではこの附属書を規定とする可能

性があることを示唆した。 

6.4 SE133 （No.476）附属書G4でSeparationとSegregationが同じ意味で使われているように見える

のでSeparationに統一すべきとのコメント 

=>separation は距離的分離、segregation はバリアによる隔離の意味で使われているとして、segregation

のみが記載されているところはすべて併記する 

6.5 DE48 (No. 311): 非常停止デバイスの要求は開発中（ISO/TC199/WG8の ISO/CD13850でカバーする

べきとした提案 

=> ドイツは提案を取り下げた。先週行われたWG8のミーティングでCD発行が今年中には無理なため。 

 

7. 現在、結論が出ていない主要コメント 

 

7.1  17項、文書関連 

7.2  ケーブルレスコントロール（ 9.2.5項) 関連 

7.3  IEC 61439-1との整合関連 

7.4  Table２Colour-coding for actuators and their meanings（10.2）の改定 

7.5 8.2.1項補助ボンディング等  

  

8. 次回ミーティング 

14回ミーティング： 2012年5月14-16日イタリア、ミラノ 

 

 

 

 

End of minutes 
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第２回 IEC/TC44/WG13 会議報告 
（CD/IEC62745 の審議） 

 
 

作成：2012.02.13 
株式会社 安川電機 
 
 
 

 
１．経緯と目的 
 
 本ワーキンググループ(IEC/TC44/WG13:注１)会議は、ワイヤレス通信機器に関する電気安全規格

IEC62745（注２）を新たに発行しようとするための活動である。イギリスからの提案により、2011 年 6
月に審議可否投票が締め切られ、結果として、Ｐメンバー５ケ国以上という条件である６ケ国の賛同（注

３）を集め審議が IEC/TC44/WG13 にて実施されることになった。2011 年 10 月に第１回会議が開催され

た。今回は、その第２回目の会議である。日本は、本規格の発行にポジティブな立場をとっており、特に、

「様々な産業分野でのケーブルレスコントローラには、違ったニーズと要求事項がある。様々な産業から

の多くの意見を規格に反映すべきである」との観点より、今後、日本の意見を国際規格に反映させること

によって、安全なワイヤレス機器の普及を推進し、産業の発展に貢献することを目的とする。 
 
 （注１）TC: Technical Committee, WG: Working Group の略 
 （注２）Project Number:IEC62745 Ｂ規格 
          Title: Safety of machinery -Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 
 （注３）賛成国：英国、フランス、スウェーデン、スイス、米国、日本 
     反対国：ドイツ、イタリア、フィンランド 
 
２．日程・場所 
 
 日程：２０１２年０２月０８日（水）～２０１２年０２月１０日（金）３日間 
 
 場所：Meeting room 502 at BSI ( British Standard Institute: 英国規格協会 ) 写真１、２を参照 
        389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK 

 
 
 写真１：会議場である BSI の建物外観 

(地下鉄 Gunnersbury 駅より) 
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 写真２：会議場である BSI の正面の通り
 
３．出席メンバー 
 今回の本会議の出席メンバーを下記に示す。総勢６ケ国、９名のメンバーで開催された。 
 前回に引き続く参加者は６名、今回会議からの新たな参加者は３名であった。 
  写真３および写真４に参加者の会議風景を示す。 
  
 英国： ◎Mr. Philip Parry (Health and Safety Executive) 主催者（議長） 
  ◎＠Mr. Peter Still (Schneider Electric Ltd.) →本規格の推進者 
 
 イタリア： ◎＠Mr. Antonio Fabiani (ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI SPA) 
        ○Mr. Stefano Bianchin(autec safety remote control)  
 
 フィンランド：◎Mr. Hannu Lindfors (Konecranes Plc) ２日目まで参加 
 
 ドイツ： ◎＊Mr. Andreas Fey (Gross Funk GmbH)   
        ○＊Mr. Ralf Brauning (OMRON) 
 

スイス： ○Mr. Bertrand Hochet (Embedded Information Systems)  
 
 日本： ◎松尾 健治（株式会社 安川電機 ロボット事業部） 
 

◎：前回に引き続き参加 
○：今回より参加 

  ＠：IEC 60204-1 Cableless EMS TG メンバー 
＊：IEC TC44/WG13 未登録メンバー 
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写真３：会議風景 1（左から Mr.Brauning, Mr.Fey, Mr.Bianchin, Mr.Fabiani, Mr.Still, Mr.Parry）  
 
 
 
 

 
 

写真４：会議風景 2（右から Mr.Still, Mr. Lindfors, Mr.Hochet）  
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４．議題 
 
 今回の会議の議題は下記のとおり。 
 

10. Opening of meeting - welcome and introduction.  

11. Roll call of experts and apologies for absence 

12. Check/amend experts’ contact details 

13. Approval of agenda 

14. Approval of notes from 1st meeting of IEC/TC44 WG13 held on 18-19 October 2011 at BSI, London, 

UK  

15. Continue development of CD IEC 62745, including: 

a. Review of proposals submitted (see notes of meeting 1 – doc.N014) 

b. Discuss experts’ feedback on draft clause 9.2.5 of IEC 60204-1 and DGUV Test document 

GS-ET 07  

16. Agree date and place of next meeting 

17. Any other business. 

 
５．議事 
 
 ５．１ Opening of meeting - welcome and introduction 
  
  今回の会議に参加した６ケ国、９名の自己紹介が行われた。議長は、ＨＳＥ（英国労働安全衛生局）

の行政官である。他参加者は、前回同様クレーンメーカの人が多い。ロボット関係は、前回同様、 
松尾のみであった。 

 
 ５．２ Roll call of experts and apologies for absence 
 
  審議メンバーの出欠の確認が議長より行われた。審議基準である５ケ国以上の参加により、本審議が

有効であることが確認された。 
 
 ５．３ Check/amend experts’ contact details 
 
  審議メンバーの連絡先の確認が実施された。特に、事前配布の資料からの変更はなかった。 
 
 ５．４ Approval of agenda 
 

事前に配布された第２回ロンドン会議議題が承認された。特に変更はなかった。 
 
 ５．５ Approval of notes from 1st meeting of IEC/TC44 WG13 held on 18-19 October 2011 at BSI, 

London, UK 
 
  第１回ロンドン会議の議事録が承認された。また、ＣＤの制定までのプロジェクト活動の日程が当初

2012/3 であったが、2012/9/末に変更の提案があり、それまでにもう１回、ＣＤの審議を行うとのアナウ

ンスがあったが、イタリアより、9/末までの１回に審議でＣＤ内容を決定するのは難しいのではないか

との意見があり、かなり揉めた。特に、「IEC60204-1 での Cableless EMS の審議が、５月ミラノ、さら

に９月にも予定されており、この審議結果との整合性を取る必要がある。」というのが主な理由である。 
なお、次回開催については、Agenda 7 で決定することで、この議論は中断され、ＣＤ内容の審議に移っ

た。 
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５．６ Continue development of CD IEC 62745, including: 

a. Review of proposals submitted (see notes of meeting 1 – doc.N014) 

b. Discuss experts’ feedback on draft clause 9.2.5 of IEC 60204-1 and DGUV Test document 

GS-ET 07 

 

  第１回ロンドン会議で修正されたドキュメント IEC-TC44-WG13_N012 - IEC 62745 draft (with 
modifications after meeting 1 in London in Oct 2011).doc に対する本規格内容に関する審議。 

 
 （１）１日目の審議 
 
  まずは、Mr.Still 氏より、「Machine Control System」の図が提案された。日本、イタリアより意見が出

され、結果として下図のようになった。 
 
 

Wired 

 
 

Pendant 

 
 

Fixed 

Cableless 

 
 

Remote 
Station 

 
HMI Control  

 
Base 

Station 

Cableless Control 
System 

O
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CCS Machine Control System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  これに伴い、3.13,14 節の用語に、NOTE3/NOTE2 が追加された。さらに、4.6 節の「Stop categories」

の審議に入ったが、STOP の用語定義が明確でないため、3.15 節以降に各 STOP 用語定義が追加され

た。 
 
  1) 3.13 remote station に追記 
   NOTE 3 The remote station may be portable by hand, mobile (relative to the base station) or fixed. 
 
  2) 3.14 base station に追記 

NOTE 2 The base station may be installed on static or mobile machinery 
 
  3) 3.15 OFF-state の用語追加 （詳細は本文参照） 
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  4) 3.16 active stop の用語追加（詳細は本文参照） 
 
5) 3.17 passive stop の用語追加（詳細は本文参照） 
 
6) 3.18 automatic stop の用語追加（詳細は本文参照） 
 
7) 3.19 manual stop の用語追加（詳細は本文参照） 
 
これら、「STOP」関連用語の追加の際、各国の解釈が異なっており、議論にかなりの時間が費やされ

た。日本からは、「active stop」や「passive stop」は、機械の停止方法であり、「automatic stop」や

「manual stop」は、停止機能である。これら停止機能をどのように止めるかが前者の方法であると提

案。その他、イタリア、ドイツ、フィンランドからも色々な提案がなされ、結果として、次に示す写

真のような分類を行ったが良いのではないかとの話になり、別途整理することとなった。 
 

 
 
 
次に４．７節の「非常停止」の審議に入った。 
 日本から本節に関するコメント(JP4、JP5)を出していたので、本コメントの審議に入った。 
日本からは、リモートステーションへの非常停止機能装備は、強制的な規制にすべきではないと提

案(Shall から Should への変更、もしくは非常停止の装備はリスクアセスメントによる)したが、予想

どおり、かなり揉めた。英国は、基本的に主要な規定に Should は使うべきない、またリモートステー

ションには、非常停止機能は必須であるということから、ケーブルレスシステムでは非常停止を強制

的な規定にすべき、ドイツは、どちらかと言うと強制規定にすべき、イタリアは日本同様リスクアセ

スメントにすべきとの立場を示した。結果として、この日は時間切れで、翌日審議継続となった。 
英国は、IEC60204-1 において、かなりの時間（数年？）をかけて議論してきた内容であり、この議

論を再度蒸し返したくないというのが本音のようである。 
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（２）２日目の審議 
 
 昨日に引き続き JP4、JP5 の審議に入った。昨日から約８時間におよぶ激論となり、4.6,4.7 節が大

幅に書き換えられた。当初の非常停止を強制的な規定にしないという日本案は、別の形で一部受け入

れられる結果となった。具体的な審議経過は下記のとおり。 
 
１）まず、JP5 の非常停止機能は、非常停止としてマークされるべきであるとの提案に対して、 

イタリアも非常停止と呼ぶのであれば、マークされなければならない。もし、非常停止として

マークできないのであれば、4.7 節の「Emergency stop」というタイトルを変更すべきである

との日本に同調する意見が出された。本来なぜこのような規定にしたのか私自身理解できなか

ったので、その背景、真意を問いただした。この問いに対して、コンベナーの Mr.Parry 氏より、

次の説明があり、やっと理解できた。 
  （Mr.Parry 氏説明） 
  本文は、「ケーブルレスシステムの非常停止デバイスは、非常停止としてマークしてはならな 

い」としているが、これは、下図に示す、ＭＤ（欧州機械指令）の 1.2.4.3 節でケーブルレスシ

ステムでの非常停止デバイス（機器）は、非常停止デバイスと認められない。一方、非常停止

ファンクション（機能）は認められるという解釈、つまり、デバイス（機器）はＮＧであるが、

ファンクション（機能）はＯＫという解釈より、IEC62745 では、非常停止機能は規定するが、

それを非常停止デバイスとしてはならにという規定になったようである。 
 
1.2.4.3. Emergency stop 

 

Machinery must be fitted with one or more emergency stop devices to enable actual or impending 

danger to be averted. 

The following exceptions apply: 

・ machinery in which an emergency stop device would not lessen the risk, either because it would not 

reduce the stopping time or because it would not enable the special measures required to deal with 

the risk to be taken, 

・ portable hand-held and/or hand-guided machinery. 

 

The device must: 

・ have clearly identifiable, clearly visible and quickly accessible control devices, 

・ stop the hazardous process as quickly as possible, without creating additional risks, 

・ where necessary, trigger or permit the triggering of certain safeguard movements. 

 

Once active operation of the emergency stop device has ceased following a stop command, that 

command must be sustained by engagement of the emergency stop device until that engagement is 

specifically overridden; it must not be possible to engage the device without triggering a stop 

command; it must be possible to disengage the device only by an appropriate operation, and 

disengaging the device must not restart the machinery but only permit restarting. 

 

The emergency stop function must be available and operational at all times, regardless of the operating 

mode. 

 

Emergency stop devices must be a back-up to other safeguarding measures and not a substitute for 

them. 
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２）これに伴い、イタリアより、非常停止に加え、別の新しい停止規定、例えば、「General safe  

stop」という規定を作るのが良いのではないかとの提案があった。（下写真） 
 

 
 
 上記、非常停止機能は、非常停止としてマークし、非常停止機能全ての規定を満たさないが安全に

停止する機能も認める(General safe stop)。というものである。 
 非常停止を強制的な規定にしないという日本の提案は、これ以上合意を得ることは無理と判断し、

上記非常停止以外の手段も加えるというイタリア提案に日本も同調し、下記の 4.6 節、4.7 節の内容を

変更する提案を行った。 
 
 4.6 General stop 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  4.7 Safety stop 
   The remote station shall comply with one or more of the requirements in 4.7.1 to 4.7.2. 
 
   4.7.1 Emergency stop function 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
   4.7.2 Safety stop function 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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 この後も各国激論の末、下記の節構成で落ち着いた。詳細は、本文 4.6 節、4.7 節を参照のこと。 
 
 4.6 Safety-related stop 
 
    4.6.1 General 
   「リモートステーションは、Safety-related stop function を持たねばならない。」という規定 
 
    4.6.2 Additional requirements for emergency stop 
   非常停止機能の場合の追加規定 
 
   4.6.3 Automatic stop 
 
   4.6.4 Reset 
 
  4.7 Stop categories 
 
 なお、前記の「General safety stop」は、５月１４日よりミラノで開催予定の IEC60204-1 会議にて、

Mr.Fabiani 氏より提案される可能性がある。 
 
 
この後、KER1、JP1、JP2、JP3 の審議を行ったが、特に４．２節に対する日本提案(JP2,3)は、 
非常停止同様、かなり揉めた。経過は、下記のとおり。 

 
 ３）KER1 の審議 
  １章 Scope 内の「安全要求事項」から「機能安全要求事項」への表現変更要求であるが、機能安

全は、IEC62061 等で取り扱われるものであることから、却下された。 
 
 ４）JP1 の審議 
  EN 規格は、ローカル規格なので、２章の参照から外すべきであるとの提案に対して、現時点では、

議論を進める上で有用なので残しておくが、 終的には日本提案どおり削除することになった。 
 
 ５）JP2 の審議 
  下記二つの提案に対して、 
   (1)Change 1st sentence to : 

The data transfer between the remote station and the base station should satisfy all of the 
following requirements: 

   ⇒この提案は非常停止時と同様に却下された。 
 

(2) Add the following sentence 
This transmission reliability shall be determined by risk assessment. 
⇒この提案に対して、下記の文が追加された。 
 
Additional transmission reliability requirements can apply for safety functions of a cableless 
control system that rely on data transmission (for example, safety-related active stop, motion 
commands). 
 
 

 ６）JP3 の審議 
  これは、IEC60204-1 の規定内容と同じであるが、これらの値はケーブルレス制御システムにおけ

る(安全関連と非安全関連)すべての通信に十分な信頼性を確実にする 低限の要件である。との理

由により、却下された。 
 
   



資料 4.4-9 
 

 - 85 -  

（３）３日目（ 終日）の審議 
 
 １）JP6 の審議 
  IEC60204-1 と IEC62745 で取り扱う機械の範囲が異なるので、全てを参照することは出来ない。 
  とのことで、一部は取り入れられ、７．１節(Information for use)で規定することになった 
  詳細は、７．１節参照 
 
 ２）JP7 の審議 
  4.8 Automatic stop は 4.6.3 へ移動され、ほぼ日本の要求どおり、下記の規定が追加された。 
 

when a fault that can lead to a hazardous situation occurs in any part of the cableless control 
system; 

 
 ３）JP8 の審議 
  日本の意見が一部取り入れられ、７．１節に規定を追加されることになった。 

詳細は、７．１節参照 
 
 ４）JP9 の審議 
  日本の意見が基本的に受け入れられた。なお、この「Reset」の節は、独立した節ではなく、 

４．６節などの各停止を規定している節で規定されることになった。 
 
 ５）JP10 の審議 
  日本の意見が基本的に受け入れられた。結果として、ここの段落は、下記クレーンの場合に限ら

れるとの文章追加および内容の全面見直しがなされた。 
 

For machine operations that can be hazardous, for example crane movements, the following 
requirements shall be satisfied: 

 
また、NOTE1 として Hold-to-run の除外規定が追加された。詳細は、４．１２節参照のこと。 
もし、これで不都合があれば、再度、代案提案することは可能である。 
なお、イタリアからは、再三、日本提案である「Should」にすべきとの意見がだされた。 

 
以上の審議で時間切れとなり、JP11 以降は次回に持ち越されることになった。 
 
また、当初予定されていた「b Discuss ①experts’ feedback on draft clause 9.2.5 of IEC 60204-1 and  
②DGUV Test document GS-ET 07」の内容について、前者の①については、杉田委員からのコメント

審議(JP6,9)のみで終わり、後者の②については、未審議に終わった。 
 
結果として、この３日間は、日本からのコメント審議にほとんどの時間が費やされ、日本としては、

非常に有意義な会議であった。 
 
なお、日本から提出した１４コメントの審議結果は下記のとおり。 
 

・受け入れ（一部含む）：９コメント 
・却下        ：１コメント（JP3） 
・時間切れ未審議   ：４コメント 

 
 

＜添付資料１＞に日本コメントの採否結果を，修正ドキュメントを＜添付資料２(添付削除)＞に示す。  
但し、これらドキュメントは暫定版であり、 終版は後日、コンベナーより各国委員へ送付されるの

で、入手次第、国内委員へ配布する。 
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５．７ Agree date and place of next meeting 

 
  次回の第３回会議は、2012 年 5 月 23 日（水）～5 月 25 日（金）間、第１回、２回会議に引き続き、

同じロンドン、ＵＫで開催予定。 
（参考：IEC60204-1 ミラノ会議開催予定 5 月 14 日（月）～5 月 16 日（水）） 

 
  IEC60204-1 の審議結果にもよるが、本会議にて、ＣＤの内容がほぼ確定される可能性がある。 
  なお、遅くとも９月末までにＣＤ内容を決定する。 
 
 ５．８ Any other business 
 
  今回の会議にて、コメント提出は、韓国、日本のみであったため、次回は、各国ホームワークとして、

コメントを提出するよう依頼があった。また、コンベナーより、日本コメント提出への感謝の意が述

べられた。なお、イタリアより、「General safe stop」に関する整理をしてくるとの申し出があった。 
 
６．今後の予定 
 
 （１）第２回ロンドン会議内容の報告および規格内容審議のための国内委員会開催 
    2012 年 03 月 16 日（金）開催予定。 
 
 （２）第３回ロンドン会議に向けた日本コメントの審議＆作成 
    2012 年 5 月 11 日までに開催が必要。 
 
 （３）第３回ロンドン会議 2012 年 5 月 23 日（水）～2 月 25 日（金）松尾委員出席予定。 
 
７．感想 
 
  今回、コメント提出は、韓国（出席なし）１件、他は日本からのみであったため、日本コメントを中心

に議論された。今回は、特に非常停止機能の規定内容変更に対する日本からの提案が、物議を醸し出した

が、結果として 4.6 節の全面書き直しとなり、本規格の規定内容がより充実してきたのではないかと思う

し、十分日本の意見も主張できたのではないかと思う。 
 
 また、アジアからの出席は私一人、他は欧州メンバーであったにも関わらず、周りのメンバーより助け

られながら、公平に議論して頂いたことに感謝する。特に、コンベナーの Mr.Parry 氏にはお礼を申し上げ

たい。引き続き、IEC62745 の規定内容に対して日本の意見を取り入れ、より良い規格になるよう活動して

いきたい。 
 
（追伸） 
 技術的なことであるが、基本的に規定内容を Shall から Should に変更することは難しいので、提案する

場合には、Should に替わる具体的代案が必要と思われるので、委員の方は、出来るだけ具体的な代案を出

して頂けると幸いである。 
 

以上 
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Annex 
Date Document Project Nr. 
2012-02-06 44/632/NP-JP IEC 62745 

 
Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

＜添付資料１＞ 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

KEG
1  1 P T 

In the purpose 
statement, it is 
indicated that the 
intent of the 
document is to 
address the 
requirements for 
cableless controllers 
employed for safety 
functions.  In that 
case, the scope of the 
standard should 
specify that it is 
establishing 
functional safety 
requirements and the 
document should be 
comprehensive in its 
application of IEC 
61508 specifications. 

Change “functional 
requirements” to 
“functional safety 
requirements”. 

WG13 
Not accepted. 
Functional safety is 
dealt with in IEC 62061 
and ISO 13849, and 
appropriate references 
are (will be) made to 
these standards. 
The scope of IEC 62745 
is functional 
requirements. 

 
JP1 

 
 2 1st te 

This standard is the 
international 
standard. 
Therefore the local 
standard such as EN 
should not be referred.

Delete EN standard 
reference. 

Gettman - Where there 
are no IEC standards 
addressing the scope of 
a pertinent regional 
standard (e.g. an EN 
standard) it is 
permissible to include 
reference to that 
document.  However, 
just as a draft IEC 
standard should not be 
referenced, a draft 
prEN document should 
not be referenced except 
as a placeholder in 
anticipation that the 
referenced draft 
document will be 
published before the 
draft under 
consideration. 
 
WG13 
JP1 – Accept in 
principle. 
Clause 2 will be edited 
when the standard is 
nearer completion. 
 
KG – Accept in 
principle. 
See response to JP1. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP2 1st 4.2 1st te 

The requested 
reliability is different 
according to the 
machine. 
 
And also, these shall 
be determined by risk 
assessment of target 
machine. 
 
 
 

(1) or (2) as follows. 
 
(1)Change 1st sentence 
to : 
The data transfer 
between the remote 
station and the base 
station should satisfy 
all of the following 
requirements: 
 
(2) Add the following 
sentence 
 
This transmission 
reliability shall be 
determined by risk 
assessment. 

Gettman: 
1) The use of “should” 

is not appropriate 
for normative 
material indicating 
requirements.  
Also, there is no list 
of requirements to 
which the proposed 
change would 
reference. 

2) A risk assessment 
can be part of a 
determination of 
required level of 
reliability but not 
the full evaluation 
of reliability. 

 
WG13 
JP2 – Not accepted (1) 
and accept in principle 
(2). 
Additional text to 
clarify that further 
transmission reliability 
requirements might 
apply for safety 
functions that rely on 
data transmission (e.g. 
active stop, motion 
commands). 
 
KEG – Noted (1) and 
accept in principle (2) – 
see response to JP2. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP3 3rd 4.2 2nd 
3rd te 

The grounds of the 
error detection ratio 
and the hamming 
distance regulations 
value indicated here 
are uncertain. 
 
Especially, the 
relation between 
reliability and safety 
is not clear. 
 
And also, these values 
shall be determined 
by risk assessment of 
target machine. 
Because, the 
requested reliability 
value is different 
according to the 
machine. 
 
If reliability indexes 
are needed, indexes 
recommended in 
IEC61508-2 such as 
CRCs (CRC-16/32) is 
better. 

(1) or (2) as follows. 
 
(1) Delete indexes such 
as 10-8 and hamming 
distance 4.  
 
(2) Change and delete 
sentence 
 
the system shall 
provide a transmission 
reliability to reduce an 
erroneous frame being 
undetected (ex. CRCs) 
 
Delete the sentence of 
“the Hamming~” 
 
 

 
Not accepted. 
These values are 
well-established 
minima to ensure 
sufficient transmission 
reliability for all 
communication 
(safety-related and 
non-safety-related) of a 
cableless control 
system. 
Additional (risk-based) 
requirements will apply, 
as appropriate, in 
accordance with the 
required SIL (IEC 
62061) or PL (ISO 
13849) of any safety 
functions of the 
cableless control 
system. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP4 1st 4.7 1st te 

The necessity of the 
emergency stop 
function is different 
according to the 
machine. 
 
Therefore, it should 
not make it to 
mandatory 
regulations. 

(1) or (2) as follows. 
 
(1) Change the 
sentences. 
 
The remote station 
should include a 
separate and clearly 
identifiable means of 
manually initiating the 
emergency stop 
function of the machine. 
The base station should 
command the machine’s 
control system to 
perform the emergency 
stop function of the 
machine. 
 
(2)Add a sentence. 
 
 The provision of the 
emergency stop 
function shall be 
determined by the risk 
assessment. 

Gettman: 
Again, “should” is not 
appropriate for 
normative 
requirements. 
 
It does seem reasonable 
to indicate that where 
an e-stop is provided or 
required then it shall 
meet the indicated 
requirements. 
 
That said, it does not 
seem possible for a 
control, physically 
located remote from the 
machine, to be 
constructed so that a 
manually initiated 
e-stop is possible.  
Perhaps it would be 
more appropriate to 
indicate that a means 
for the operator to 
manually initiate an 
e-stop signal for 
transmission to the 
machine shall be 
provided. 
 
WG13 
JP4 – Noted/accept in 
principle. 
Clause rewritten with 
distinction between 
emergency-stop 
function and the more 
general “safety-related 
stop function” (new 
term introduced). 
 

JP5 1st 4.7 2nd te 

The emergency stop 
function by cableless 
is same safe related 
function as wired 
EMS. 
Therefore, this 
function shall be 
marked as an 
emergency stop 
function. 
 
 

Delete the following 
sentence 
 
“The device that 
initiates the emergency 
stop function shall not 
be marked or labelled 
as an emergency stop 
device, but~” 

Gettman: Agree 
 
WG13 
JP5 - Accept in 
principle. 
Only the same if it 
satisfies the additional 
requirements (for when 
device is marked as an 
emergency stop) that 
have been added in 
4.6.2.  
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP6  4.7 Whole Te 

Current statements 
do not harmonize with 
draft of IEC 60204-1 
(ed. 6) 

Add the following 
sentence 
 
Emergency stop devices 
on a remote station 
shall not be the sole 
means of initiating the 
emergency stop 
function of a machine. 
 
While the remote 
station is in control of a 
machine, emergency 
stop devices, where 
provided, shall be active 
and an indication shall 
be provided on the 
remote station that the 
emergency stop is 
active. 
 
Confusion between 
active and inactive 
emergency stop devices 
shall be avoided by 
means that can include, 
for example, 
appropriate design and 
information for use. For 
example, if a charging 
station for the remote 
station is provided near 
a machine, and the 
emergency stop 
function is inactive 
when it is placed in the 
charging station, the 
emergency stop device 
should be made 
inaccessible. 

Gettman: 
Agree with the 1st two 
new paragraphs and 
with the 1st sentence of 
the 3rd new paragraph.  
The example in the 
second sentence does 
not add any useful 
information for me and 
actually provides some 
confusion – why would 
you ever want an e-stop 
device to be 
inaccessible.  If there 
is a need for an e-stop 
capability and a 
particular configuration 
renders that capability 
inoperable, then the 
machine should be shut 
down! 
 
 
 
WG13 
JP6 – Accept in 
principle. 
The scope of IEC 
60204-1 is wider than 
the scope of IEC 62745, 
so there are limitations 
to how this content can 
be incorporated. 
However, it will be 
ensured that the 
requirements of IEC 
62745 are not in 
conflict, and where 
these requirements 
cannot be directly 
incorporated they will 
be adapted, e.g. as 
information for use 
requirements. 
 
KG – Accept in 
principle. 
See bulleted list in 
4.6.2.  

JP7 1st 4.8 2nd te 

‘when a fault occurs in 
any part of the 
cableless control 
system’ is broad 
requirement. It is not 
necessary to initiate 
automatic stop by 
fault that does not 
relate to safety 
function. 

Change to the following 
sentence. 
 
- When fault occurs in 
safety related part of 
the cableless control 
system 
 

Gettman: agree in 
principle 
 
WG13 
JP7 – Accept in 
principle. 
“That can lead to a 
hazardous situation” 
added. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP8  4.8 Whole te 

Automatic stop 
conditions are 
different in each 
machine and can be 
intended. 
 
Therefore, these 
conditions should be 
specified. 

Add a following 
sentence in note or body 
text. 
 
“All of the automatic 
stop conditions shall be 
specified.” 

Gettman: agree in 
principle 
 
WG13 
JP8 – Accept in 
principle. 
Text added to clause 7 
(information for use) 
requiring 
manufacturers to state 
all conditions that 
result in an automatic 
stop. 
 

JP9  4.11 1st Te 

Current statements 
do not harmonize with 
draft of IEC 60204-1 
(ed. 6) 

Add the following 
sentences. 
 
Restart after power loss 
or failure of parts of the 
cableless control system 
shall not result in a 
reset of an emergency 
stop condition 
previously initiated by a 
cableless emergency 
stop device. 
 
The instructions for use 
shall state that the 
reset of an emergency 
stop condition initiated 
by a remote station 
shall only be performed 
when it can be seen that 
the reason for initiation 
has been cleared. 
 
NOTE Depending on 
the risk assessment, in 
addition to the resetting 
of the emergency stop 
actuator on the remote 
station, one or more 
supplementary fixed 
reset devices can be 
necessary. 

Gettman: 
Agree with the 2 
paragraphs of 
normative text. 
Suggest changing the 
last part of the note to 
read: “…, it may be 
necessary to reset one 
or more supplementary 
fixed devices.” 
 
WG13 
JP9 – Accept. 
Some editing and 
transfer to clause 7 
(information for use). 
 
KEG – Accept in 
principle. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP10 4th 4.12 Last te 

“hold-to-run” should 
not be made 
mandatory 
regulations. 
 
The necessity of this 
function depends on 
each machine 

Change “shall” to 
“should” 
 
All controls that can 
initiate hazardous 
operations of the 
machine should be of 
the hold-to-run type, ~ 

Gettman: it seems if 
they can initiate 
“hazardous operations” 
and those type of 
operations need a 
“hold-to-run” type 
control then “shall” is 
the appropriate word.  
If not all “hazardous 
operations” need a 
“hold-to-run” type 
control then the 
circumstances when a 
different type of control 
may be used should be 
stated. 
 
WG13 
JP10 – Accept in 
principle. 
Changed hold-to-run 
requirement (and 
others) to apply only to 
hazardous operations 
such as crane 
movements. 
 
 

JP11 1st 4.21 1st ed 

The transmission 
power a cableless 
control system ~ 

Change to: 
 
The transmission power 
of a cableless control 
system ~ 

 

JP12 1st 4.21 1st te 

The meaning of the 
safe limit is not clear. 
 
And also, the safety 
limit and the 
operation distance are 
not necessarily 
related. 
 
When the operation 
distance exceeds the 
transmission limit, 
safety is secured. 
Because the 
automatic stop that 
provides in clause 4.8 
becomes effective. 
 
The configurable 
function of 
transmission 
power is not secured.

(1) or (2) as follows. 
 
 
(1) Delete this clause 
 
 
(2) Add the following 
condition. 
 
When the operating 
distance exceeds the 
safe limit,~ 

Gettman: 
It seems that the 
requirement is 
indicating that there is 
a possibility that a 
remote control could be 
moved to a position 
where the ability to 
adequately monitor and 
control the machine is 
compromised.  In that 
case, it seems 
reasonable to specify 
that the transmission 
limit for the remote 
control should be 
configurable so that the 
operator monitor and 
control the machine 
safely. 
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Type  
of comment 
(General/ 
Technical/E
ditorial) 

COMMENTS Proposed change OBSERVATIONS OF THE 
SECRETARIAT 
on each comment 
submitted 

Natio
nal 
Com
mitte
e 

Line 
numb
er 

Clause/ 
Subclau
se 

Paragraph 
Figure/ 
Table 

JP13  6 Title te 

Title: Validation and 
testing 
 
Validation and testing 
is same meaning? 
 
Verification and 
validation is more 
general. 

Change the title to 
“Verification and 
Validation”. 

Gettman:  Testing may 
be part of validation but 
there are some aspects 
of validation that are 
not testing.  In 
addition, in 61508 the 
concepts of 
“Verification” and 
“Validation” are 
separate and I believe 
performed in a serial 
manner, not in parallel.

JP14  -  te 

(A item not discussed 
at the 1st  London 
conference) 
 
There are machines 
that have operation 
modes such as 
automatic operation 
and manual operation 
mode. 

Adds the safety 
requirements for 
operation modes. 
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IEC 61496 Maintenance and TC44/WG10 February 2012 meeting 出席報告 

報告者：産総研 角保志 
オプテックス株式会社 村田 記一 

 
日時  ： 2012 年 2 月 20, 21, 22 日 
場所  ： Omron Barcelona Office, Spain 

Members 
USA:  Mr. Frank Webster, OMRON Sti 
                Mr. Jhon Drinkard, OMRON Sti 
                Mr. Amber,        OMRON Sti 
Italy:  Mr. Francesco Milandola, Reer 
                Mr. Fabrizio Castelli, Sick Italy 
Germany: Mr. Manuel Mohrle (代理 Mr. Martin Wustefeld), SICK AG 
  Mr. Wolfgang Henke, TUV SUD 
  Mr. Lutz Lohmann, Leuze Lumiflex 
  Mr. Thomas Boemer, IFA 
  Mr. Tomas Pilz, Pilz 
  Mr. Dietmar Dottling (代理 Mr. Martin Wendler), pilz 
  Mr. Hagen Binder, MMBG 
Spain:  Mr. Jorg Sanz Peredo, MTAS 
Switzerland Mr. Martin Hardegger, CEDES 
Japan:  村田 記一, オプテックス株式会社 
Japan:  角保志, 産総研  計 16 名 
 
 
７．会議日程 
 
２月２０日（月） 10:00-17:30  IEC61496-4-2CD 
２月２１日（火）  9:00-17:30  IEC61496-4-2CD 議論終了 

IEC61496-4-3CD 議論開始 
２月２２日（水）  9:00-12:00  IEC61496-4-3CD 時間切れにより、次回に議論延長 
 
 
２．会議のテーマと概要 
初に、主査の Frank より、今回の会議のテーマが、下記のように提示された。 

１）挨拶 
今回は、委員の休暇などの理由により、代理出席や、参考参加、新委員と初めての参加メンバーがい

たので、まずは挨拶を行った。 
角さんの紹介と、USA から、OMRON Sti から、技術者が 2 名参加。USA の国内委員ではないが、

オブザーバーとしての参加。しかし、規格に対しては詳細を良く知っており、ドイツ勢に対して効果

的な提案を多く行っていた。 
２）委員のお休み 

Martin(Sick)は休暇のためお休み、Mohrle 氏は代理出席。次回は、Martin が参加とのこと。 
Martin（Pilz）は、部署変更とのことで Dottling 氏が参加。正式な委員となったかどうかは、不明。 

３）他の TC の動向 
IEC62061CDV  2012 年 4 月 5 日 投票終了とのこと。 

４）IEC61496-1 Ed.3 、 IEC61496-2 Ed.3 CDV の動向 
IEC61496-1 Ed.3 ： IEC 本部の動きが遅く、催促している状態。Frank にもスケジュール予測付

かないとのこと。 
IEC61496-2 Ed.3 CDV ： こちらも作業が遅れている。投票機関が終了したが、まだ結果を受け取
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っていない。投票結果に反対意見がなければ作業は進む。 
ミランドラ氏は、Blanking についてのコメントの可能性を示唆した。 
 

５）IEC61496-4-2 
日本からは、コメント無しの了承であったが、各国からは、コメント多数。1 日半を議論に費やすこ

とになった。 
トレランス・ゾーンの位置づけなどを決めたが、具体的な製品がなく、評価のしようがないと言う意

見が多数。製品化して、規格を運用する実績などが必要と、ミランドラ氏も主張。 
-4-3 との関係は、前回の会議と同様 -4-3 の動向を決めてから、協調させることで合意。-4-1 の作成

も急がないこととして承認された。現在の状態では”General”を作成することはできない。 
ただし、今回の議論で共通項目であるテストピースや、使用環境の照度などは、なるべく同一の文章

を使うように、片方の議論をした後、両方の文章を合致させる作業も行った。 
６）IEC61496-4-3 

IEC61496-4-2 の議論が長引いた為、導入しかできなかったが、-4-2 や、4-1 との関係、周期的構造

物、距離計測値によるトレランス・ゾーン幅の決定などの大きな議論については、方向性決まった。 
周期的構造物に関しては、 初の案が出たと言う印象であり、要求事項として背景と検知物体の両方

に周期的構造物が有る場合を検討することと記載されていることを確認したうえで、今回の提案が背

景上の環境しか作っていないことも確認した。 
「検知確率からトレランスゾーンの幅を距離ばらつきの５σ以上とすること」については、日本の委

員の理解は深まったが、P 社とドイツ委員の間でも、考え方に違いがあり、今回は提案が仮承認され

た形となったが、次回 P 社より再提案となった。 
７）今後のスケジュール 

議論半ばで、時間切れとなったため、また、IEC61496-2 の投票結果がでるので、その結果を見て議

論が必要。 
4/18-20 ドイツ IFA において行うこととなった。ただし、Boemer 氏は 18 日は IFA で会議がある

ため、4/18 は、part2 についてのみの会議となる。 
4/18 10:00- IEC61496-2 投票結果を受けて 
4/19,20 9:00-17:00 IEC61496-4-3  
 
これだけでは議論の時間が足りない可能性があり、予備に以下の会議についても決めた。 
11/13-16 場所は未定 IEC61496-4-2CDV、IEC61496-4-3 
IEC TS61496-4-2CDV は、仏語の翻訳が必要であれば、10 月くらいに作業終了するはず。それに合

わせて、会議日程を決定した。 
 
 
８．IEC61496-4-2-CC 

US-1 
・ Part4-3 と同様で、検知性能は、210mm までではなく、200mm とする。 
DE01 
・ ｆｆｆ 
DK1 
・ Part4-2 と、Part4-3 は協調すべき。 
・ 再度、委員会で、検討したが、Part4-3 を先に議論して、その環境を Part4-2 にすることで合意。

Part4-1 General の作成は急がない。 
・ Introduction の部分から、「IEC61496-4-1 を参照する」を削除。 
JP1 
・ 日本からの意見なし。 
IT-1 
・ 「パターンの視界を遮る」の表現は、不明確。「（視界を）ブロックする」の表現に変更する。 
US-2 
・ イメージの定義が不明確。「2 次元の表現」と表記を変更。 
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IT-2 
・ 「標準的に規定されたパターン」の表現は、リファレンスパターンの性格を表現していない。「パ

ターン要素の標準的な組み合わせ」の表現に変更。 
IT-3 
・ 「実際のパターンの原理の上で、定義された」の表現は不明確。「標準的なパターンの繰り返し」

に表現を変更。 
IT-4 
・ レファレンスパターンの具体例を挙げるべきとの意見だったが、パターンの種類は多く、具体例を

挙げることは不可能との立場の委員が多かった。 
・ 終的には、アネックスに掲示して、informative とすることとなった。 
・ 具体例の提案は、意見を出しているイタリアからするべきとのドイツの意見もあったが、具体的な

内容は検討課題となった。 
・ 後まで、ミランドラ氏は、具体例にこだわっており、ブーマー氏が折れた形。 
IT-5 
・ トレランスゾーンを設定することによって、ユーザー設定の検知ゾーンの検知確率を上げると言う

原理。検知確率の計算をすべきとの要求。 
・ この方式は、レーザースキャンと異なり、距離センサではなく、検知確率計算の定義ができない。

ミランドラ氏の「検知確率の計算は必要」に対して、「検知確率の計算の手法を提案したら検討す

る」のブーマー氏のやり取りに終始した。 
DK2 
・ DK1 と同じ内容の要求。 
US-3 
・ 「カメラの近距離の「the zone of limited detection capability 」に物体があるとき、検知ゾーン

の検知確率を下げてはならない。検知確率が、下がった場合は、ロックアウトにすること」を変更

して追加。 
IT-6 
・ 環境による影響は、メーカーではなく、規格として規定すべき。「メーカーにより規定される」の

文章削除。4.2.12.4. も同様。Part4-3 も同様。 
IT-13 
・ 感知確率に対する 低限の要求事項が記載されていないと言う、主張であるが、ドイツより、検知

確率の定義ができない以上、要求事項を具体化できないと反論。 
・ イタリア委員より、具体的な文章の[提案を待つこととなった。 
US-4 
・ Rejected. 
US-5 
・ Rejected 
IT-7 
・ Part4-3 と同じ文章に変更。 
US-6 
・ 光学系の汚れなどは、この「長期の感度劣化」の項目に記載すべきではない。 
・ 「 低感度コントラストが上がること」を不具合検知項目として「汚れ」記述から変更。 
US-7 
・ Rejected 
US-8 
・ memo には、 低照度規定は不要のため Rejected と記載しているが、Frank 資料には、Accepted 

要求のために clause 追加と書かれている。どこに追加されたか、不明。 
DK3 
・ Part4-3 と同様の文章に変更。(as Determined …)（設計分析の中で、重要であると決められた((条

件のコンビネーション))）と、The relationship of … を追加。 
IT-8 
・ 検知ゾーンの形は、重要な項目であるため具体的なパラメーターを記載すべき。”relevant”は一般
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的な言葉。 
・ 「サイズと形状に加えて、ほかの重要なパラメータ」の表現に変更。 
IT-9 
・ 小検知物体サイズは、210mm－＞200mm に変更。 
US-9 
・ Rejected 
IT-10 
・ トレランスゾーンの幅をどのように決めるべきか、指標を（規格として）示すべき。 
・ Note にトレランスゾーンの決定に必要なﾊﾟﾗﾒｰﾀを列記。 
DK4 
・ 機械的要求が記載されていないとの要求であるが、検知ゾーンの寸法規定などは明確である。 
・ 要求が不明確であるため、Rejected 
US-10 
・ Rejected 
 
この項目で、2012 年 2 月 20 日 の打ち合わせは、17:30 まで超過して終了。 
ここから、議論再開。2012 年 2 月 21 日 9:00- 
IT-11 
・ Spherical テストピースは、体検知のためと明確化すべき。 
・ 文章を変更して、「検知限界を 55mm から 200mm の間にする場合は、球形のテストピースを使わ

なければならない」の追加記載し、「体検知をしたい場合は、直径 200mm とすること」を追記。 
・ Note にも、200mm は体の幅として考えていることを記載した。 
・ この議論しているときに、球形のテストピースをどのようにして空中に保持するのか？の議論にな

り、5.2.1.1. には、「カメラから見えないように支持する」と追記された。 
IT-12 
・ 寸法間違いがあったので、Part4-3 に合わせて、175mm に修正。 
・ Note に、「円錐形テストピースは、上腕を想定している」を追加。 
DK5 
・ 周囲環境の照度については、記載がなかったので、4.3.5 周囲照度 の項目を追加。 
・ イスタンブールの会議では、EN 規格から、50lux 必須と言っていたが、今回の発言では、100lux

との発言。 
・ 日本の委員会からも、EN 規格には、用途に応じて、50-1500lux まで、範囲が書かれていること、

50lux では真っ暗で作業できないことなどを主張。 
・ 他の陰からも、同様の意見が出た。 
・ しかし、要求事項は、間違って照度低下した場合でも、危険にならないことの条件として 100lux

を規定するのであり、ノーマルオペレーションではないとのこともあり、100lux と決まった。 
・ この規定を低くしすぎると、カメラを特殊にする必要があり、コストも上がるとの主張も行い、

Frank もコスト上がってもよいのか？と問題提起していただいた。 
・ 終的には、P 社のカメラも 50lux でも問題なく動くと正式に回答。また、この規格では、必要に

応じて照明を付加できるので、技術的な対策は取れるとの認識であり、100lux で承認された。 
DK6 
・ DK1 と同様の意見。DK1 参照。 
US-11 
・ ミスプリント。”they”－＞”then” 変更。 
US-12 
・ Rejected 
US-13 
・ Rejected 
US-14 
・ 「不意か照明なく、50lux にすること」は表現が不明確。 
・ この意味は、暗い部屋に、白熱電球だけで、100lx にすること。DK5 の内容を受けて、”50lx”－
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＞”100lx”と駿河、表現はそのままとする。 
・ ”lux”－＞”lx”に変更。この方が、一般的な照度単位 ルックスの表記。 
IT-14 
・ 汚染”pollution”の基準が無い。この規格で、汚染のテスト方法などを決めるべき。 
・ コンセプトは了承であるが具体的な汚染のテスト方法は、製品がないだけに、提案しても検証する

ことができない。 
・ Note に、「具体的なテスト方法は、開発中である」と追記。 
・ イタリアからは、「光の透過率を下げるような減衰フィルターを窓につけて、窓の汚れをシミュレ

ーションする、例えば、透過率を 1/3 にして、感度が充分であれば良しとする」のようなテストを

提案された。しかし、これはレーザースキャン Part3 に記載されている手法であり、委員からも、

これは反射型のセンサだから、窓が汚れると、投光パワーも受光感度も下がるので、厳しい条件に

なると言う技術的な理解から生まれたテスト手法。 
・ 今回のパッシブパターンの手法では、コントラストが低くなるとパターンを読みにくくなる。透過

率を下げることが、コントラストを下げることになるとは限らない。 
・ イタリアの委員からは、具体的にテスト方法を記載しないと、特に、小さい企業ではテストをする

ことができない。 
・ 反論としてドイツ（ブーマー氏）からは、汚染により、パターンが見えなくなるのであれば、検知

状態になるので、危険側には倒れないから良いではないか。といいながらも、ブーマー氏は、ミラ

ンドラ氏を説得する為には、何らかの提案をする必要があるのではないか？と考えている節がある。

原理は、テストハウスで、規格に記載されている要求を同じようにできること。ブーマー氏は IFA 

認証機関の技術者の立場もあり、テストハウスの現実論を考えているようである。ミランドラ氏に

は、具体的な提案を要求しながら、それが無理であることも理解している。 
・ Part3 の時には、（レーザースキャンの）メーカーに聞いて、（感度に対してクリティカルになる

条件を、技術的に検討してもらって）透過率 30%と決めた。（メーカーが無い状態で、どのように

決めると言うのか？） 
・ ３０－４５分の繰り返しの議論の上、Frank から、テスト方法は、開発中で、．．．の提案があり、

一旦は議論終了した。 
IT-15 
・ IT-14 と同じことが言える。具体的なパターンのずれのテスト方法は、製品がないだけに、提案し

ても検証することができない。 
・ ずれには、2 種類あり、１）カメラの固定位置がずれること、２）床にあるパターンがずれること。

それぞれで条件が異なるかもしれない。 
・ ずれることにより、検知ゾーンがずれると危険故障になる可能性がある。 
・ Note に、「具体的なテスト方法は、開発中である」と追記。 
IT-16 
・ IT-14 と同じことが言える。具体的なテスト方法は、製品がないだけに、提案しても検証すること

ができない。 
・ Note に、「具体的なテスト方法は、開発中である」と追記。 
・ 5.4.8 、 5.4.9 にも、テスト方法が開発中であることを Note に記載。 
US-15 
・ 「取説に、検知ゾーンとトレランスゾーンを隠すように、機械などを置かないこと。」を追記。 
・ 具体論がないため、aaaa) の記載を変更するにとどめる。 
DE02 
・ 全ての AA の方程式には、A* などの番号をつけること。と要求にはあり、Accepted されてい

るが、修正の跡がない。 
 
 
９．IEC61496-3-2 

DK1 
・ Part4-2 と、Part4-3 は協調するべき。 
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・ 重要な項目だけは、協調する用の努力する。 
DE01 
・ 検知確率については祇園する。 
DE02 
・ 周期的構造物については、議論する。 
JP1 
・ 周期的構造物に関しては、今回の大きな議論。いろいろな議論の上、考慮する。 
PL 
・ ポーランドからは、委員の参加がないので、「何が言いたいの？」の意見もあったが、良い意味で

あろうと、解釈することとした。 
JP2 
・ Rejected 
・ イスタンブールでも議論したことなので、結論が変わることはないの前提で、位置づけを議論した。 
・ 機能要求ではなく、設計要求の内容に近いが、以前の（私が参加する前に会議で）かなり議論され

たとのこと。P 社より、技術要求として提案された。この提案が、納得できるものであった為、

終的には、全員が納得したとのこと。 
・ アネックス CC 記載の 5 ピクセルないとコントラストが取れないなど、具体的なデータによる説明

もある。 
・ 「ベースライン長に対して検知ゾーンの 短位置は、5 倍以上とする」の意味は、平行にカメラ光

軸を置くため、2 つのカメラの中に入る画角はベースライン長の 5 倍程度になると言う設計上の問

題。カメラの画角が広くなれば、 短距離を縮めることができるはずであるが、実際に運用する距

離、現実的な時間で処理できる画素数などを考慮すると実際的な画角があるはずであり、この設計

値を P 社が示した結果、規格となった。機能要求が規格内容に入っていることは納得はできない

が、現実の設計がそうであれば、無駄に企業が設計するより、この規格とおりの設計をするとおの

ずと市場要求のセンサを設計することができるメリットを考えると、P 社が設計値を出したことに

感謝する意味で、表現を許可しても良いのではないか？と考える。 
・ また、記載位置が、Scope である。したがって、この技術要件以外の製品があればこの規格から外

れることになる。この規格の要求事項ではない。 
JP3 
・ 日本の提案は基本的には了承。P 社が一日調査して、技術用語として”stereo base” を、ベクトル

ではなく、距離の単位の意味として妥当な専門用語と回答。この言葉に変更された。 
・ ただし、4.316 の定義は、光軸間の距離としていたが、”entrance pupil”間の距離に修正された。 
・ この規格の scope は、2 台以上のカメラを、光軸を平行にしてステレオ技術として使うこと。した

がって、技術的には、光軸間距離でも、絞りの中心間距離でも数値は同一となる。ドイツの委員

（Lentz 氏）の中には、イメージセンサの中心と言う意見もあったが、製品を有している P 社の

判断に任せる形となった。 
・ あとで、カメラの絞りを狭くして、被写界深度を広くしているとの説明があった。 
JP4 
・ JP3 の内容とおり。 
US1 
・ JP3 の内容のとおり。 
JP5 
・ P 社より、前回の会議から、図１の改善を行ったとの説明があった。読みにくい部分が改善された。

が、JP5 に対しては、対応されておらず、次回会議までに再度修正されることとなった。 
DE03 
・ LC=Low Contrast のみ採用。 HC は、本文では使われていなかった。 
DE04 
・ JP5 による。 
JP6 
・ JP3 の議論の結論により、提案を削除した。 
DK2 
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・ DK1 の内容のとおり。 
JP7 
・JP3 のとおり。 
JP8 
・ P 社より、前回の会議から、図１の改善を行ったとの説明があったが、JP8 に対しては、対応され

ておらず、次回会議までに再度修正されることとなった。 
DE05 
・ 周期的構造物として、j)の項目に、（）記載として、「（背景、あるいは物体上に）」を追記。 
・ 5.2.1.4 周期的構造物のテスト として、文章を提案内容に変更。 
・ 具体例としてのパターンが適当か？の議論はあったが、これが議論の始まりとのことで、一旦は了

承され、これを元に今後議論することとなった。 
・ ただし、この要求は、背景に対するものであり、検知物体上に周期的構造物がある場合のテスト方

法については言及されていない。 
・ 提案は、P 社と提案を作ってきている Hergen 氏によるものだった。今回は、会議中隣に座ったの

で、提案内容について聞くことができた。 
・ 提案内容に自信があるわけではないが、文章化することが重要であるとの見地から作成したとのこ

と。検知物体表面の周期に関しては、提案できなかったようである。 
・ 4.2.12.10 も修正。 
US14 
・ 小コントラストに関する明確な基準は、具体論がない。 
DE06 
・ トレランスゾーンの幅は、5σ以上とすることで、一旦、合意。 
・ レーザースキャナーに比べて、検知原理が異なる、したがって、検知位置が異なる問題は、既に議

論されており、検知は「テストピースが検知領域に入ったとき」と解釈して、解決したとのこと。

気づかなかったが、確かに、各所に inside の言葉がある（ブーマー氏）。 
・ また、レーザースキャンでも、検知位置は、表面ではあるが、便宜上テストピースは検知ゾーンと

トレランスゾーンの協会位置に、テストピースの中心位置が来るように配置するとのこと

（Amber）。 
・ 何人かの委員に、考え方の講義を受けた。 
・ トレランスゾーンは、顧客には公開しない量であり、規格承認の為の計算上のゾーン（Frank）。 
・ ただし、レーザースキャナーの考え方に対して、P 社 ピルツ氏は、反対意見を示した。ブーマー

氏は考え方が違うと議論になったが、平行線をたどった。残念ながら、会議終了間近の議論であり、

内容が理解できず、休憩時間に聞くこともできなかった。次回の会議で、P 社より、具体的な提案

することとなった。 
・ ステレオ法を使った場合、レーザースキャナーに比べると距離精度が低く、５σを使うと、トレラ

ンスゾーンが広くなりすぎ、実用に耐えないのではないか？これは、画像センサを使った場合の課

題であり、次回の提案に、期待する。 
DE07 
・ DE06 の議論で集約。 
DE08 
・ 球形のテストピースに関しては、Part3-2 で議論したとおり、Note に 200mmが体の幅であり、

Body 検知を志向していることを記載。 
・ 文章も Part4-2 と協調する意味で、同一とした。 

 
ここで時間切れとなる。２０１２年 2 月２１日 12:00 
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ISO/TC199/JWG1 ロンドン会議報告書 
日時 :12-13 Mar. 2012 
場所 : BSI, London, England 
参加者:  
コンビナ: P. JUHEL（仏） 
事務局: A.BUTAYE（仏） 
委員:  

FR: T.Filley , P. Charpentier , L. Zerrouki, L. Zerroki, S. Acoulon, O. Cloarec, F Christine,  
DE: K. Becker, T. Bomer, G. Steiger, H. Modden, O. Gornemann, M. Fisher, 

 T. Pilz, M. Wimmer, O. Frager, J. Greis, S. Gerard, G. Greil, C. Preuβe, J. Berninger, B. 
Schneider, B. Mysliwiec, P.Gehlen 

UK: D. Jones, S. Shaw, M. Miller 
US: F.Webster, F Hayes, D. Mriuz,  
SE:  A. Odbratt, J. Hedberg 
IT: F. Doiso, R. Esposito,  
NL: P. Hoogerkamp  
CH: G.Carlantuono, B.Schneider  
AU: F Schrever 
IE: J. McAuliffe 
CH: A. Lee 
JP: K.Okada  

議事事項:  
1. Opening 
2. Registration and roll call of experts 
3. Approval of the draft agenda 
4. Presentation of the ISO livelink and ISO stages 
5. Review of the minutes from informal meeting 
6. Recall of the NP "Safety functions of control systems" 
7. Organization by sub-groups proposal / German proposal 
8. Risk analysis: 

a. Federico Dosio proposal 
b. Thomas Boemer: comments on document N 003 
c. Michael Hauke: IEC 62061 vs ISO 13849-1 
d. Oliver Frager: English translation of chapter 5 of the document 

9. Review of actions 
10. Date and place of the next meeting 

 
添付資料 

1. ISO/TC 199/JWG 1 N 003  
ISO-TC199-JWG1_N0003_ISO_IEC_17305_-_Proposed_methodology_of.pdf 

2. ISO/TC 199/JWG 1 N 004 
ISO-TC199-JWG1_N0004_Comments_of_Thomas_Boemer_on_the_propos.pdf 

3. ISO/TC 199/JWG 1 N 005  
ISO-TC199-JWG1_N0005_German_proposal_-_Creation_of_2_ad_hoc_.pdf 

4. ISO/TC 199/JWG 1 N 006  
ISO-TC199-JWG1_N0006_Risk_analysis_-_IEC62061vsISO13849-1_-_.pdf 

5. ISO/TC 199/JWG 1 N 007  
ISO-TC199-JWG1_N0007_Risk_analysis_-_English_translation_of_.pdf 

6. ISO/TC 199/JWG 1 N 008  
ISO-TC199-JWG1_N0008_Revised_agenda_of_the_meeting_of_JWG_1_.pdf 

1. 結論 
1.1  今回のミーティングは、ISO/TC199/JWG1 としての第 1 回会議として開催する。 
 
1.2  本規格の番号は ISO/IEC17305 となった。 
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1.3  NP は、現在フランスが、ISO/IEC ガイドに基づいて仮に文章をはめ込んで作成しただけなので、NP
として中身がなく配布はしない。サブグループ（SG）は各章で振り分けられているので、SG での成果を

集めて規格とする。 
 
1.4 スケジュールの変更無し 

準備期間 2011 年、1stdraft 2013 年、初版発行 2016 年 
 
1.5 ドイツから提案のあった、規格骨子の検討を行う SG と機械設備の安全関連部に本規格を適用した事

例を作成する SG に関しては承認された。ただし、機械設備の事例に関しては、SG3（Relation with machine 
sector）で扱う 
 
1.6  SG は、 終的に 10 グループとなった。 
 
1.7 ソフトウェアに関しては“Based on IEC61508 and condition of use of this method”とし、IEC61508
の手法を基本とすると方針が決められた。 
 
1.8  SG2 のアンケート(Questioner)は 3/19 までにまとめる（事務局）。主要国に対して ISO/TC199、
IEC/TC44 の事務局より調査依頼がある。（9 月までに集計）翻訳が必要であれば各国で対応する。アンケ

ートの目的は、現在、機械設備の安全関連部をどのように構築評価しているのか、ISO13949-1、IEC62061
は適用されているのかなどの市場調査である。この結果は本規格の方向性に反映される。 
 
1.9  次回は 2012 年 5 月 31－6 月 1 日にパリの UMN で行う。 
 
2. Registration and roll call of expert 

今回の参加者は非常に多く約 40 人であった。ドイツ、フランスは 10 人超の体制での参加であった。 

今回は、中国からのエキスパートの参加があった 

Anson Lee（OMRON Sti） 
 
3. Presentation of the ISO livelink and ISO stages 

前回、コンビナー（P. Juhel）から説明のあった本規格開発の背景と目的の再度説明と、フランス国内

でまとめたリスクアセスメントからリスク低減方策とその妥当性確認までの流れが規格の構成であり、

SG がそれぞれ対応していることの説明があった。 
1. Risks review (Step1) 
2. Risk reduction (Step2) 
3. Safety specification (Step3) 
4. General design and architecture (Step4) 
5. Component, subsystem reliability (Step5) 
6. Design validation (Step6) 
7. Confirmation assessment (Step7) 

 
4. Organization by sub-groups proposal / German proposal  

ISO-TC199-JWG1_N0005_German_proposal_-_Creation_of_2_ad_hoc_.pdf にあるドイツからの SG
を 2 つ追加するという提案についての審議があり、基本的に受け入れられた。 
ドイツは、ISO13849-1 と IEC62061 の要求事項を余すところ無くマージするために、それぞれの規格

の構成を比較し、単純にマージしたものを提示した。単純ではあるが、本規格の方向性に関わるので、

これを検討することも必要という結論で SG4 Synopsis document が設置された。 
コンビナーは、前回会議でも説明された 4 つの目標を目指すということで再度紹介した。目標は以下

の通りである。 
・One standard reference 

To replace EN954-1 ISO13849-1 IEC62061 keeping background compatibilities 
・Simplified rules for low complex systems 

To add simplified route of safety design 
・Practical safety specification 
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To provide methods based on the risk analysis 
・Reliability approach 

To use reliability requirements defined by the component standard to provide guidance for 
reliability approach 

 
また、機械設備のアプリケーション例に対する本規格の適用例を追加することに関しては、ボトムアッ

プアプローチということでこちらの検討をしながら結果のフィードバックを行うということは必要と

いう結論で SG3 Relation with machine sector で検討することとなった。 
ドイツ VDMA の Modden 氏から日本からも機械メーカの参加の要請があった。できればオークマの西

条氏を呼んでほしいとのこと。 
 
結果、 終的に SG は以下の 10 グループとなった。 
 
1. Relation with component standards WGs 
2. Relation with national committees  
3. Relation with machine sector 
4. Synopsis document 
5. Safety specification(include risk assessment) 
6. Safety design process 
7. Software－step 4,5,and 6 (design vilification ) 
8. Verification and validation(functional safety assessment) 
9. architecture －step 4 
10. System aspects 
 
当面は、1～6 を優先する。 
 
 

5. Risk analysis: 
イタリア F. Dosio 氏の提案リスク評価案に関する審議 

（ISO-TC199-JWG1_N0003_ISO_IEC_17305_-_Proposed_methodology_of.pd 参照） 

ISO13849-1、IEC62061、ISO/TR14121-2 のリスク評価を参考にしてこれらよりも良い指標となる様

に工夫したとのこと。 

Boomer 氏より Dosio 氏の提案に関して RCI（Risk Change Index）を使用して評価を実施している。 

（ISO-TC199-JWG1_N0004_Comments_of_Thomas_Boemer_on_the_propos.pdf 参照） 

RCI 評価によるとリスクのレベルの変化に寄与するレベルが指標毎に大きく違うことが問題であると

の評価結果となっている。本当に ISO13849-1、IEC62061 の手法よりすぐれているのかどうかと言う

ことで結論はでなかった。 
 

6. 今後のスケジュール 
 
第二回 ISO/IEC JWG 2012 年 5 月 31－6 月 1 日  於パリ（UMN）、フランス 
第三回 ISO/IEC JWG 2012 年 9 月 19－20 日  於  デュッセルドルフ、ドイツ 
第四回 ISO/IEC JWG 2012 年 12 月 18－20 日   於  ミラノ、イタリア 
第五回 ISO/IEC JWG 2013 年 3 月 19－21 日  於  ニュルンベルグ、ドイツ 
第六回 ISO/IEC JWG 2013 年 6 月 25－27 日  於  上海、中国 
 
  

以上 
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IEC 62061 WG7 報告書 

日時 : 14-15 Mar. 2012 

場所: BSI, London, UK 

   

参加者:  

コンビナー: D. Jones  

委員:  

UK: S. Shaw, P. Still,  

US: F. Webster, S, Daniels, D. Mariuz (14th), 

IT: F. Dosio 

DE: T. Boemer, P. Gehlen, B. Myslwiec, K. Meyer-Geraefe, P. Lereverend, M. Fischer, 

FR: P. Juhel,  

FI: M. Sundquist, I. Kangas, J. Vitikka, 

JP: Y. Sugita, K. Okada (observer, 14th) 

議題:  

1. 規格統合の状況 

2. フェーズ 2 に向けての議論 

 

添付資料 

7. Draft agenda IEC/TC44/WG7(Sec)532 

8. IEC/TC44/WG7(Sec) 530 - Notes on the 35th meeting 

9. TC44WG7_TaskGroup2.pdf (Sec) 533 

10. SFF_proposal_PG_PL_amd.doc (Sec) 534 

   

1. 規格統合の状況 

1.1  JWGミーティング報告 

 TC44及びTC199 側から40名以上の参加者(参加者は機械メーカー制御部品メーカー、工業会な

ど)。 

 ６つのグループに分かれて議論がなされた。 

 議論のターゲットは‘process’について。いかに安全関連制御回路を構築するかを主眼に置く。 

 より良い規格とするため、制御機器の規格を扱うTC及びC規格のTCにコンタクトすることが

合意された。 

 アンケート（Questionnaire）を用意して、各国内委員会に送付予定。 

 詳細は岡田さんのJWG1 報告書参照ください。 

1.2  ISO/TC199/WG5からの報告 

ISO 12100と ISO 13849-1 のブリッジドキュメントのドラフトが1月の ISO/TC199/WG8 ミーティ

ングで紹介された。 

リスクアセスメントは ISO 12100で取り扱う範疇であり、安全関連回路の規格で扱うべきではない。 

 

 

2. フェーズ 2 に向けての議論 (第2版) – 第35回ミーティング報告書による。 

2.1 Consider “other measures” related to Annex A (60204 etc – Italy comment)  (Mr Dosio) - A.2.6 of 

Annex A  

 

アネックスA、A.2.6項に以下を追記することで合意した。 
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Where functions performed by the electrical control system(s) have safety implications but application of 

IEC 62061 leads to a target OM (Other Measures), compliance with the requirements of other standards, 

for example IEC 60204-1 can lead to an adequate level of functional safety. 

 

Where the result is an empty box, risk reduction in accordance with IEC 62061 is not required. Other 

standards can apply. 

 

See also Figure 1 

 

2.2 Safety requirements spec – Methodology? How can we avoid the use of only the quantitative data to 

justify the use of components? Consideration of limitation for data e.g. limit MTTF to 100years etc ( Mr 

Bömer, Mr Fischer) 

添付資料3, TC44WG7_TaskGroup2.pdf (Sec) 533参照 

 

6.7.4.2.2.b) に以下を第3、第4ブレットとして追加することを合意した。 

- Requirements of a product specific standard such as the IEC 61496 series 

 

- In case of a subsystem with a technology where the systematic safety integrity is not completely 

covered by the requirements of this standard and where the systematic safety integrity is not covered 

by the requirements of a product-specific standard appropriate measures for systematic safety integrity 

shall be applied. This shall be determined by analysis and documented. 

 

第 4 ブレットの 後の文章に‘Documented’とあるので、10 章の表 8 を修正する（6.7.4.2.2 項を表 8 に

追記する）。 

 

2.3 Safe Failure Fraction. Due to the clarification of “no effect failure” in IEC 61508 ed2, the concept of safe 

failure fraction is now not needed for IEC 62061. Generally in practice it is the same thing as DC. A new 

annex to clarify this issue will be prepared. (Mr Gehlen, Mr Lereverend, Mr Jones). 

添付資料4, SFF_proposal_PG_PL_amd.doc (Sec) 534参照 

 

下記について合意した。 

1) この文書は非電子技術にも適用できる。 

2) 文章のタイトルを ‘Example to evaluate the safe failure fraction (SFF)’。 ‘ガイダンス’から’

例’への変更 

3) 修正を加えた後、新たなアネックスとする。 

 

以下が今回の議論点。 

a. オープンサーキット（コンタクト開）を安全側とする。 

b. ‘diagnostic’ の定義をするべきである。 

当文書の議論及び修正は完結していない。 

 

16. 次回ミーティング予定 

7月9-10日於 パリ、フランス 

9月24-26日於ロンドン、イギリス 
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会議風景 

 

 

End of minutes 



 

4.5 IEC/TC 44 規格の現況説明 

4.5.1 IEC 60204-1 (Safety of machinery - Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements) 
この規格は，機械の電気装置の安全要求事項すなわち，感電，火災の保護と正しい電気制御について規

定している。 
2009年2月からEd.6への改正作業（MT）が開始され，日本からは杉田，真白の2名がエキスパートと

して参加している。 
日本からのMTプロポーザル及び追加提案44/581/DC_JPも審議されている。 

2010年11月にCDが回付されたが， 2011年3月に集計したコメント数は約500件であった。このため審

議終了までにはまだ時間がかかるが，IS発行までは36ヶ月との IECの規定があり今後検討の迅速化が求

められる。 
 ケーブルレスに関する部分は，新しく発足したWG13での検討結果を反映する意向である。 

EN 60204-1 が，欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.2 IEC 60204-11 (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 11: Requirements for HV equipment for voltages 

above 1 000V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36kV) 
この規格は，高電圧（交流 1000V 超，直流 1500V 超）を用いる機械の電気装置の安全について規

定している。 
Ed.1が2000年7月に発行されてから改正されていない。2008年11月のサンパウロ会議でMRD（改

正期限）を 2011 年まで延期したがその後動きはない。この規格は IEC 61936-1 と関連があるらしく， 
IEC 61936-1 の改正を確認してから IEC 60204-11 改正に着手する模様である。 

EN 60204-11 が，欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.3 IEC 60204-31 (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 31: Particular safety and EMC requirements for 

sewing machines, units and systems) 

この規格は，工業用ミシンの電気安全とEMCを規定している。EMCの要求事項を含んでいるところが

IEC 60204 シリーズの他の部と異なるところである。 
2009 年 9 月に Ed.4 の検討を開始した。日本からも松山，赤羽の 2 名がエキスパートとして第 1 回 MT

に出席し，2011年12月にCDVが回付された。 
現行の IEC 60204-31 Ed.3は，2001年12月に発行されたものである。今回のMTは 新の IEC 60204-1 

Ed.5に整合させることを目的としている。 
EN 60204-31 が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.4 IEC 60204-32 (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 32: Requirements for hoisting machines) 
この規格は，低電圧（交流1000V以下，直流 1500 V以下）を用いる巻上機械の電気安全について規定

している。 
IEC 60204-32 は，すべての巻上機械に非常停止機能をもつことを要求している。IEC 60204シリーズの

中で非常停止機能を義務付ける規格は，現在のところ IEC 60204-32だけである。 
Ed.2 が 2008 年 3 月に発行された。2008 年 11 月のサンパウロ会議で，Ed.3 への改正期限を 2012 年とし

た。Cnvener にドイツを指名したが，まだ MT は開始されていない。日本のエキスパートは，候補者が今

のところおらず未定である。 
EN 60204-32 が欧州機械指令の整合規格である。 

 
4.5.5 IEC 60204-33 (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 33: Particular requirements for semiconductor 

manufacturing equipment) 

この規格は，半導体製造設備の電気安全を規定している。 
要求事項がSEMIの規格S22からも採られており IEC 60204-1 の規定と異なる部分がある。 
2009年12月に ISが発行された。 
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4.5.6 IEC 61310-1 (Safety of machinery – Indication, marking and actuation －Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile 

signals) 

この規格は，機械における安全情報の伝達手段（視覚，聴覚及び触覚）について規定している。 
IEC 61310-2，IEC 61310-3 とともに，ヒューマンマシンインタフェースに関する3部作の一つである。

このシリーズでは，-1，-2，-3の間に親子関係はなく各部が独立している。 
Ed.2が2007年2月に発行された。Ed.3への改正の動きは未だない。 
EN 61310-1 が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.7 IEC 61310-2 (Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 2: Requirements for marking) 
この規格は，機械のマーキングについて規定している。 
Ed.2が2007年2月に発行された。Ed.3への改正の動きは未だない。 
EN 61310-2 が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.8 IEC 61310-3 (Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3: Requirements for the location and operation of 

actuators) 

この規格は，機械の操作器（操作）について規定している。 
Ed.2が2007年2月に発行された。Ed.3への改正の動きは未だない。 
EN 61310-3 が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.9 IEC 61496-1 (Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment (ESPE) – Part 1: General requirements and tests) 

この規格は，電気的センサを使って人を検出する保護装置の一般要求事項（機能と試験方法）を定めて

いる。検知保護設備をタイプ2，タイプ3及びプ4の3種類に分類して性能を規定している。-1は，-2，-3，
-4の親規格である。 
現在Ed.3 CDの作成を行っており，黒住，長谷川の2名がエキスパートとして参加している。 
先行して審議を行っていた，Ed.2のAmd.1 Ed.2 CDV が成立し近日 IS発行の予定。この内容を反映して

Ed.3を発行する予定である。 
EN 61496-1 が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.10 IEC 61496-2 (Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment (ESPE) – Part 2: Particular requirements for 

equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs )) 
この規格は，通称光カーテンと呼ばれる保護装置の性能と試験方法を規定している。 
Ed.3 CDの作成が進んでいるが作業は遅れ気味である。 

4.5.11 IEC61496-3 (Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment (ESPE) – Part 3: Particular requirements for active 

opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDRs)) 
この規格は，通称レーザスキャナと呼ばれる保護装置の性能と試験方法を規定している。 
Ed.2が2008年2月に発行された。Ed.3への改正の動きは未だない。 

 
4.5.12 IEC/TR 61496-4 (Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Part 4: Particular requirements for equipment 
using vision based protective devices (VBPDs)) 
このTRは，映像センサ（カメラ）を用いて人を検出する保護装置の要求事項を規定している。 

日本の提案をベースにしており，背景パタン監視式の検出技術に対する要求事項が主要部分を占めてい

る。 

このTR はWG10 が作成し 2007 年 7 月に発行された。WG10 は今も存続しており，長谷川，杉田，高

原，村田，角の5名がエキスパートとして参加している。 
2008年11月のサンパウロ会議で，ドイツから IEC/TR 61496-4を再構築し IEC/TR 61496-4-3（ステレオ

カメラ式保護装置）の規格を作成する提案が出され，2010年1月 のWG10に具体的な規格の内容がドイ

ツから提出され現在審議している。それに合わせて，現在の IEC/TR 61496-4を IEC/TS 61496-4-2として

改訂する審議も行われている。 
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4.5.13 IEC/TS 62046 (Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons) 
このTSは，電気的検知保護設備の選定基準と使用基準を定めている。 
Ed.3のCD作成が2008年10月に始まった。長谷川，黒住，高原の3名がエキスパートとして参加して

いる。又，日本からは提案書44/582/DC_JPを提出している。 
このTSはガイドとしての性格を持っている。 
2011年1月にDCが回付されると同時に ISにするかTSにするかを問う文書が回付された。日本は IS

にすることで回答した。その結果2011年4月に ISとする事に決定した。 

4.5.14 IEC 62061 (Safety of machinery – Functional safety of safety – related electrical, electronic and programmable electronic 

control systems) 
この規格は，機械類の電気的（コンピュータ制御を含む）安全制御システムの安全性能を規定し，SIL1，

SIL2，SIL3の安全性レベルに対する要求事項を規定している。 
この規格は，IEC 61508を基礎にしており，IEC 61508 を機械の安全制御に適用し易いようにしてある。 

 Ed.1 は 2005 年に発行されており，改正を検討するWG7 が 2010 年 3 月から開催されている。現在は杉

田エキスパートが参加している。 
国際的には，ISO 13849-1:2006の内容（PLについて）が IEC 62061に競合（重複）するという問題を整

理するために，IEC 62061 と ISO 13849-1 のジョイント委員会（ISO/JWG1）が組織され2012年3月に第

1回の会合が開催された。日本からは IEC委員として岡田エキスパートが参加している。将来は IEC 62061
と ISO 13849-1 を統合し IEC/ISO規格とすることが検討されているが, ISOは積極的ではなく IEC内部に

も異論があり統合までにはまだ紆余曲折がありそうである。 
EN 62061が欧州機械指令の整合規格である。 

4.5.15 ISO/IEC 13850 (Safety of machinery―Emergency stop―Principles for design) 
この規格は，非常停止の設計原則を規定する規格である。 

ISO 13850:Ed.2が，2006年11月に ISO/IECのダブルロゴで発行されている。 

2008年11月のサンパウロ会議でMT 13850は解散した。今後 IEC/TC 44がこの規格のメンテナンスに

かかわるかどうか不明である。 

4.5.16 IEC TR 62513 (Safety of machinery – Guidelines for the use of communication systems in safety-related applications) 
このTRは，安全用バスの選定･使用ガイドである。 

2008年2月に発行されてから動きがない。 

このTRは日本電気制御機器工業会（NECA）が起案し，当部会から IEC/TC 44に提案したものである。 

4.5.17 IEC 62745 (Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery) 

 この規格は，クレーンなどで使用される無線等によるコントロールについて規定するもので，

第 1 回 WG（WG13）が 2011 年 10 月に開催された。検討結果は IEC 60204-1 の改訂作業に反映さ

れる予定である。日本からは松尾エキスパートが参加している。 



 

第 5 章 国内活動 

5.1 概要 
IEC/TC 44 部会の国内活動は，次の二つに大別される。 

・国内における国際規格審議 

・JIS原案の作成･審議 

本委員会（年4回）と専門部会（WG）は，国際規格とJIS原案とを併せて審議している。 

平成23年度の国内活動の成果は，次のように要約できる。 

1. JIS B 9960-1 第2版の追補が公示された。 

2. JIS B 9960-32 第2版が公示された。 

3. JIS B 9960-33 第1版の申出を行った。 

4. JIS B 9704-1第2版の追補が公示された。 

5. JIS B 9704-3第2版が公示された。 

6. TR B 0030（IEC/TR 62513）が公示された。 

 

5.2 JIS 関連の進捗 

5.2.1 発行された JIS 

表 15に示す5件のJISが発行された。 

 

表 15－発行された JIS 
JIS番号 対応国際規格 規格名称 種別

JIS B 9704-1追補1 IEC TR 61496-4:2007 
(Ed.1) 

機械類の安全性－電気的検知保護設備－第1部：一般要求

事項及び試験（追補1） 
追補 

JIS B 9704-3:2011 IEC 61496-3:2008 機械類の安全性－電気的検知保護設備－第3部：拡散反射

形能動的光電保護装置に対する要求事項 
改正 

JIS B 9960-1:追補1 IEC 60204-1:2005 
(Ed.5 Amd.1) 

機械類の安全性－機械の電気装置－第1部：一般要求事項 追補 

JIS B 9960-32:2011 IEC 60204-32:2008 
(Ed.2) 

機械類の安全性－機械の電気装置－第32部：巻上機械に

対する要求事項 
改正 

TR B 0030 IEC TR 62513 機械類の安全性－安全関連通信システムの使用指針 新規 

 

5.2.2 来年度発行予定 JIS 

表 16に示す1件のJISを申出済であり，平成24年度に発行される見込みである。 

 

表 16－申出済 JIS原案 

JIS番号 対応国際規格 規格名称 種別

JIS B 9960-33 IEC 60204-33:2009 
(Ed.1) 

機械類の安全性－機械の電気装置－半導体製造装置に
対する要求事項 

新規 
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5.2.3 原案作成中及び作成予定 JIS 

原案作成中及び作成予定のJISはない。 

 

表 17－作成中及び作成予定の JIS原案 

JIS番号 対応国際規格 規格名称 種別 進捗 

― ― ― ― ― 

 

5.2.4 JISの制定・改正動向 

IEC/TC 44 関連JISの制定･改正動向を表 18に示す。 

 

表 18－IEC/TC44 関連 JISの制定・改正動向 
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JIS番号 対応国際規格 規格名称 JISの制定･改正動向

JIS B 9704-1 

:2000 

JIS B 9704-1 

:2006 

JIS B 9704-1 

第2版追補 

IEC 61496-1 

Ed.1：1997-08 

Ed.2：2004-02 

Amd.1：2007 

機械類の安全性－電気的検知保護設備－第1部：

一般要求事項及び試験 

Safety of machinery - Electro-sensitive protective 

equipment (ESPE) –Part 1: General requirements and 

tests 

第2版追補発行済 

JIS B 9704-2: 

2000 

JIS B 9704-2 

:2008 

IEC 61496-2 

Ed.1：1997-11 

Ed.2：2006-04 

機械類の安全性－電気的検知保護設備－第2部：

能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項

Safety of machinery - Electro-sensitive protective 

equipment (ESPE) –Part 2: Particular requirements for 

equipment using active opto-electronic protective 

devices (AOPDs) 

第2版を発行済 

JIS B 9704-3 

: 2004  

JIS B 9704-3 

:2011 

IEC 61496-3 

Ed.1：2001-02 

Ed.2:：2008 

機械類の安全性－電気的検知保護設備－第3部：

拡散反射形能動的光電保護装置に対する要求事項

Safety of machinery - Electro-sensitive protective 

equipment (ESPE) –Part 3: Particular requirements for 

active opto-electronic protective devices responsive to 

diffuse reflection (AOPDDRs) 

第2版を発行済 

JIS B 9706-1 

: 2001 

JIS B 9706-1 

:2009 

IEC 61310-1 

Ed.1: 1995-01 

Ed.2：2007-02 

機械類の安全性－表示 ，マーキング及び操作－第

1部：視覚，聴覚及び触覚シグナルの要求事項 

Safety of machinery - Indication, marking and actuation 

–Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile 

signals 

第2版を発行済 

JIS B 9706-2 

: 2001 

JIS B 9706-2 

:2009 

IEC 61310-2 

Ed.1: 1995-01 

Ed.2: 2007-02 

機械類の安全性－表示，マーキング及び操作－第

2部：マーキングの要求事項 

Safety of machinery - Indication, marking and actuation 

–Part 2: Requirements for marking 

第2版を発行済 
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JIS番号 対応国際規格 規格名称 JISの制定･改正動向

JIS B 9706-3 

: 2001 

JIS B 9706-3 

:2009 

IEC 61310-3 

Ed.1: 1999-02 

Ed.2: 2007:02 

機械類の安全性－表示，マーキング及び操作－第

3部：アクチュエータの配置及び操作に対する要

求事項 

Safety of machinery - Indication, marking and actuation 

–Part 3: Requirements for location and operation of 

actuators 

第2版を発行済 

JIS B 9960-1: 

1999 

JIS B 

9960-1:2008 

9960-1追補 

IEC 60204-1 

Ed.4： 1997-10 

Ed.5: 2005-10 

 

機械類の安全性－機械の電気装置－第1 部：一般

要求事項 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

- Part 1: General requirements 

追補1を発行済 

JIS B 

9960-11 

:2004 

IEC 60204-11 

Ed.1: 2000-07 

機械類の安全性－機械の電気装置－第11 部：1000 

V a.c.又は 1500 V d.c.を越え 36 kV を越えない電圧

に対する要求事項 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

- Part 11: Requirements for HV equipment for voltages 

above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 

kV   

 

JIS B 

9960-31 

: 2004 

IEC 60204-31 

Ed.3: 2001-12 

 

機械類の安全性－機械の電気装置－ 

第31部：縫製用機械，ユニット及びシステムに対

する安全性及びEMC要求事項 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

–Part 31: Particular safety and EMC requirements for 

sewing machines, units and systems 

 

JIS B 

9960-32 

: 2004 

JIS B 

9960-32 

:2011 

IEC 60204-32 

Ed.1: 1998-08 

 

機械類の安全性－機械の電気装置－ 

第32部：巻上機械に対する要求事項 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

–Part 32: Requirements for hoisting machines 

第2版を発行済 

JIS B 

9960-33 

:20xx 

 

IEC 60204-33 

Ed.1: 2009-12  

機械類の安全性－機械の電気装置－ 

半導体製造装置に対する要求事項 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

–Requirements for semiconductor fabricating 

equipment 

申出済 

JIS B 9961 

:2008 

IEC 62061 

Ed.1: 2005-01 

機械類の安全性－安全関連電気，電子及びプログ

ラマブル電子制御システムの機能安全 

Safety of machinery - Functional safety of safety-related 

electrical, electronic and programmable electronic 

control systems 

 

TS B 62046 

:2006 

TS B 60046 

:2010 

IEC/TS 62046 

Ed.1：2004 

Ed.2：2008-02 

機械類の安全性－人を検出する保護装置の適用 

Safety of machinery - Application of personnel sensing 

protective equipment to machinery (PSPE) 

第2版発行済 
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JIS番号 対応国際規格 規格名称 JISの制定･改正動向

TR B 

0025:2010 

IEC TR61496-4 

:2007 

機械類の安全性－電気的検知保護設備－第4部：

映像利用保護装置を使う設備に対する要求事項 

Safety of machinery - Electro-sensitive protective 

equipment (ESPE) –Part 4: Particular requirements for 

equipment using vision based protective devices 

公表済 

TR B 0030 

:2011 

 

IEC TR 62513 

:2008-02 

機械類の安全性－安全関連用途の通信システム利

用指針 

Safety of machinery - Guideline for use of 

communication systems in safety related applications 

公表済 

 

5.3 国内会議の開催記録 
平成23年度の国内会議の開催実績を表19に，各会議の議事録は表19の後に順に示す。 

 

表 19 平成 23年度 IEC/TC 44部会 国内会議開催実績 

会議名 開催日 主な内容 資料番号

平成23年6

月16日（木） 

第56回 

1．プラハ会議報告 

2．国際WG/MT，国内WGの状況報告 

3．中国からの新規格提案の経過報告 

4．JIS申出予定報告と改正原案準備状況報告 

5-1 

平成 23 年 9

月14日（水） 

第57回 

1．国際WG/MT，国内WGの状況報告 

2．JIS申出予定報告と改正原案準備状況報告 

3．JIS B 9960-33分科会報告及び原案説明 

5-2 

平成 23 年 12

月14日（水） 

第58回 

1．国際WG/MT，国内WGの状況報告 

2．JIS申出予定報告と改正原案準備状況報告 

3.  IEC 62061の概要説明 

5-3 

IEC/TC 44部会 

（本委員会） 

平成 24 年 3

月22日（木） 

第59回 

1．国際WG/MT，国内WGの状況報告 

2．JIS申出予定報告と改正原案状況報告 

3．IEC 60204-34 対応PTの発足と現状報告 

4．統合生産システムWG（RFID等）現状報告 

5-4 

平成23年5月

17日（火） 

第34回 

1. NP文書審議 

2. 各国コメントレビュー 

3. -3Xの現状確認 

5-5 

IEC 60204-1 WG 

平成23年7月

5日（火） 

第35回 

1. NP文書審議 

2. 各国コメントレビュー 

3. -3Xの現状確認 

5-6 

 



 

会議名 開催日 主な内容 資料番号

平成23年9月

13日（火） 

第36回 

1. NP文書審議 

2. 各国コメントレビュー 

3. -3Xの現状確認 

5-7 

平成 23 年 11

月9日（水） 

第37回 

1.  第12回MT報告と審議 

2. 今後のMTへの対応方針審議 

5-8 

平成24年2月

8日（水） 

第38回 

1.  第13回MT報告と審議 

2. 今後のMTへの対応方針審議 

5-9 

平成23年4月

14日（木） 

第21回 

1． IEC 60204-33 の JIS 原案審議 
5-10 

平成23年5月

18日（水）  

第22回 

1．IEC 60204-33 の JIS 原案審議 
5-11 

平成23年6月

29日（水） 

第23回 

1． IEC 60204-33 の JIS 原案審議 
5-12 

平成23年7月

26日（火） 

第24回 

1． IEC 60204-33 の JIS 原案審議 
5-13 

IEC 60204-33WG 

平成23年8月

25日（木） 

第25 回 

1．IEC 60204-33 の JIS 原案審議 
5-14 

IEC 60204-3X 対策

WG 

平成23年5月

19日（木） 

第3回 

1． 現状確認とTS案の審議 
5-15 

平成23年4月

22日（金） 

第43回 

1．MT/WG報告と審議 
5-16 

平成23年6月

14日（火） 

第44回 

1． MT/WG報告と審議 
5-17 

平成 23 年 10

月6日（木） 

第45回 

1．回付文書44/646/CD及び44/648/DC審議 
5-18 

平成 23 年 11

月24日（木） 

第46回 

回付文書44/651/CDV審議 
5-19 

IEC 61496WG 

平成24年2月

13日（月） 

第47回 

1． 各国のDCコメント審議 
5-20 

平成23年4月

20日（水） 

第22回 

1．WG7出席報告とコメント審議 
5-21 

平成23年9月

30日（金） 

第23回 

1． WG7出席報告審議 

2． Amd.1 CDV審議 

5-22 

IEC 62061WG 

平成24年1月

13日（金） 

第24回 

1． WG12報告と今後の対応方針審議 

2． Amd.1 CDV審議 

5-23 

IEC 62745WG 平成23年9月

29日（木） 

第1回 

1． 第1回WG13対応審議 
5-24 

- 115 - 
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会議名 開催日 主な内容 資料番号

 平成 23 年 11

月30日（水） 

第2回 

1. 第1回WG13出席報告審議 

2. 今後のWG13対応審議 

5-25 

 平成24年1月

24日（火） 

第3回 

1. 第2回WG13対応審議 
5-26 

 平成24年3月

16日（金） 

第4回 

1. 第2回WG13出席報告審議 

2. 今後のWG13対応審議 

5-27 



資料 5-1 
第 56回 IEC/TC44部会 議事録（案） 

社団法人 日本機械工業連合会 

平成23年6月20日作成 

開催日時： 平成23年6月16日（木） 13:30～16：30 

開催場所： 機械振興会館6階 6D-1号室 

出 席 者： （敬称略、順不同） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

福田主査（長岡技科大） ○ 松本（オムロン） ○ 蔵田（明電舎） ×

藤本（横浜国立大学） ○ 十川（川崎重工） ○ 小見山（安川電機） ○

安達（厚生労働省） ○ 降矢（キトー） ○ 須藤（山武） ×

金子（産業安全技術協会） × 黒住（ジック） ○   

松尾（日本印刷産業機械工業会） × 平沼（セーフティプラス） ○ 【オブザーバ】 - 

大槻（日本工作機械工業会） ○ 中谷（SOKUDO） × 内藤（経済産業省） ×

安部(日本鍛圧機械工業会)  ○ 関口（テュフズード） ○ 北島（経済産業省） ×

吉田（日本電機工業会） ○ 杉田（テュフラインランド） ○ 山本（日本工作機械工業会） ○

野中（日本電気制御機器工業会） ○ 真白（東京エレクトロン） × 【事務局】 - 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 坂井（日本信号） × 石坂（日機連） ○

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 川池（日機連） ○

三浦（日本ロボット工業会） ○ 長谷川（パナソニック電

工SUNX） 

○ 吉田（日機連） ○

岡田（IDEC）代理出席 ○ 佐藤（富士電機機器） 

代理出席 

○ 須藤（日機連） ○

西條（オークマ） × 早瀬（三菱電機） × 佐々木（日機連） ○

                                        出席者28名 

１．配布資料 （メールで事前配付） 
第56回 IEC/TC44部会議事次第案 rev1 
資料5601    第55回TC44部会議事録案 
資料5602-1  IEC_TC44関連の動き110307rev2 
資料5602-2  44_625_DC IEC62046 Comments_JP(2011_02_24). 
資料5602-3  44_626e_Q_JP(2011_02_24) 
資料5602-4  44_630_DC_JP 
資料5602-5  44_632_NP_JP 
資料5602-6  44_634_NP_JP 
資料5603    IECTC44Plenary meeting_20110407&08_出張報告（再送付） 
資料5604-1  IEC60204-1 第34回SWG議事録 
資料5604-2  IEC 60204-1 MT 10th meeting report_J_200110524 
資料5604-3  60204-1e-Ed 6 after London day 4 
資料5604-4  44-617-CC after London day 4 
資料5605-1  第43回 IEC61496WG議事録 
資料5605-2  第44回 IEC61496WG議事録 
資料5605-3  IEC 61496 Maintenance and TC44 WG10 Istanbul meeting 出席報告 
資料5605-4 IEC 61496 Maintenance and TC44 WG10 May 2011 meeting 出席報告_11612 
資料5606-1  WG 7 report_J_20110316 
資料5606-2  WG7 34th meeting docs 
資料5606-3  第22回 IEC 62061 SWG 議事録 
資料5607   第3回 IEC60204-3x対策WG議事録案 
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資料 5-1 
資料5608   JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料5609-1  IEC60204-33第21回SWG議事録 
資料5609-2 IEC60204-33第22回議事録 - REV 
資料5609-3  IEC60204-33 JP Proposal for corrigendum 
資料5610-1  審議会建議(抄） 
資料5610-2  審議会建議の概要 

（以下，回付済 IEC/TC44文書） 
44/624A/DA Revised draft agenda for the meeting of TC44 to be held on 7th- 8th April 2011 at the Czech office 

for Standards, Metrology and Testing (UNMZ), Biskupsky Dvur 5, 110 02 Prague. 
44/631A/CC  COMPILATION OF COMMENTS ON COMMITTEE DRAFT IEC 60204-1 Ed 6 
44/632/NP    NEW WORK ITEM PROPOSAL Safety of machinery – Requirements for the interfacing of 

cableless controllers to machinery 
44/633/PW    Programme of work of the Committee, as recorded by the IEC Central Office in its database 

44/634/NP    NEW WORK ITEM PROPOSAL Safety of machinery — Safety functions of control systems 

44/635/INF   LIAISON REPORTS FOR THE MEETING OF IEC/TC 44 TO BE HELD ON 7th- 8th APRIL 

2011 AT THE CZECH OFFICE FOR STANDARDS, METROLOGY AND TESTING 

(UNMZ) BISKUPSKY DVUR 5 110 02 PRAGUE 

44/636/INF   CONVENORS REPORT FOR THE MEETING OF IEC/TC 44 TO BE HELD ON 7th- 8th 

APRIL 2011 AT THE CZECH OFFICE FOR STANDARDS, METROLOGY AND TESTING 

(UNMZ) BISKUPSKY DVUR 5 110 02 PRAGUE 

44/637/RM   UNCONFIRMED MINUTES OF THE MEETING OF IEC/TC 44 HELD ON 7th- 8th APRIL 

2011 AT THE CZECH OFFICE FOR STANDARDS, METROLOGY AND TESTING 

(UNMZ) BISKUPSKY DVUR 5 110 02 PRAGUE 

44/638/MTG  DOCUMENTS OF THE MEETING OF IEC/TC 44 HELD ON 7th- 8th APRIL 2011 

44/639/RQ    RESULTS OF 44/625/DC and 44/626/Q REVISION OF IEC 62046 Ed 2 (2008-02) 

44/640/INF   COMMENT OF THE CHAIRMAN OF TC 44 ON DOCUMENT 44/634/NP - FRENCH NEW 

WORK ITEM PROPOSAL “SAFETY OF MACHINERY — SAFETY FUNCTIONS OF 

CONTROL SYSTEMS” 

44/641/RVC  Amendment 2 to IEC 61496-1: Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment - Part 

1: General requirements and tests 

44/642/INF   RESULT OF 44/630/DC - PROPOSED AMENDMENT TO IEC 62061 

44/643/DC   PROPOSAL TO REVISE IEC 61496-3 SAFETY OF MACHINERY – ELECTRO-SENSITIVE 

PROTECTIVE EQUIPMENT – PART 3: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR 

ACTIVEOPTO-ELECTRONIC PROTECTIVE DEVICES RESPONSIVE TO DIFFUSE 

REFLECTION(AOPDDR) 

 
2.  議事内容 

2.1 新任委員紹介等 

 藤本委員に副主査をお願いする。大槻委員（日本工作機械工業会：交代），安部委員（日本鍛圧機械

工業会：交代），櫛山委員（日本品質保証機構：前年度オブザーバ），赤羽委員（日本縫製機械工業会：

交代），関口委員（テュフズードジャパン：新任），蔵田委員（明電舎：交代），内藤委員（ダイフク）

は退任。岡田様（土肥委員の代理），佐藤様（久保山委員の代理）が出席。 

2.2 前回議事録の確認 
  原案通り承認。 
 
2.3  TC44の動き全般報告（事務局：佐々木） 

 資料5602に基づき説明を行った。 
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資料 5-1 
44/632/NPと44/634/NPともに，規格作成は賛成多数であった。44/634/NPは日本のみ反対した。

44/632/NPは参加国不足で成立していない。今後参加国の追加募集があると思われるが，どのよう

な手順を踏むのか現段階では不明。日本としては，両NPにキスパートを派遣する。 
 
2.4  プラハ会議報告 （福田主査） 
資料5603に基づき説明を行った。 
（１）60204-3Xはハーレス議長の裁定でTSとして開発することに決定。これに関して，ドイツが中

国と5月にミーティングを行うとの情報があったが，杉田委員がドイツに確認した結果，ミー

ティングは行われなかったとのことである。 
（２）前記についてPilz氏から長谷川委員に対して，なぜ日本が中国と組んでいるのかとの質問があ

り，アジア圏の一員として協力していると説明した。 
 
2.5  国際規格関連の審議 

2.5.1  IEC60204-1国内WG（5/17）報告，MT（5/24-27）報告（杉田委員） 
 資料5604に基づき説明を行った。 
 
2.5.2  IEC61496国内WG（4/22・6/14）報告      （黒住委員） 

WG10/MT（3/22-25・5/23-25）報告     （長谷川委員） 
 資料5605に基づき説明を行った。 
（１）-4部分の議事録は村田エキスパートが作成。会議では村田エキスパートの意見が大幅に採用さ

れ，日本の存在感が大きくなった。 
（２）-4-2は対象製品がないため，-4-3との整合を取る作業のみを行った。 

 
2.5.3  IEC62061WG7（3/16-18）報告，国内WG（4/20）報告（杉田委員） 
 資料5606に基づき説明を行った。 
（１） TC199では，Joint WGについては状況報告のみであり，あまり関心が無い。 
（２） NPについては，日本のエキスパート派遣をWGで検討する。 
（３） 前回部会で確認した，「TC199部会で計画しているアンケート調査への参加」は，TC199部

会が動き出していないため未実施。動き出せば参加する。 
 
2.5.4  IEC 60204-3X 対応WGの現状報告（大槻委員） 
資料5607に基づき説明を行った。 

-1との整合等，60204全体として妥当なものになるよう検討を進めることを，部会として検討WG
に依頼した。 

 
2.6  JIS関連の審議 

2.6.1  JIS/TS/TR申し出（予定）（事務局：佐々木） 
 資料5608に基づき説明を行った。 
（１） 申出済3件について，5月24日産業機械技術専門委員会実施し改正／公表が承認された。 
（２）JIS B 9960-33 の申出は，年内に行う。 

 
2.6.2  JIS B 9960-33 分科会（4/14・5/18）報告（杉田委員） 
 資料5609に基づき説明を行った。 
（１） 今月のWGで附属書Eの検討を終わる予定。これで一通り本体の審議を終了する。 
（２） 9月の部会で申出の承認を得る予定。 
（３） IEC60204-33のタイプミス等の修正部分の指摘を，WGコンビナに送ったが反応はない。 

 
3 その他（次回開催予定日 他） 
3.1 「機械譲渡時における機械の危険情報の提供」について（安達委員） 
（１）建議の背景と今後の計画の説明があった。秋口を目途に法令等具体化する予定。 
（２）委員各位で意見のある方は，安達委員へ直接連絡する。 
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3.2 産業安全運動100年記念行事紹介。 

10月12日－14日に全国産業安全衛生大会に合わせて東京国際フォーラムで開催。入場無料。 
 
3.3 次回開催日時：9月14日（水）13：30～16：30 

以上 

 



資料 5-2 
第 57回 IEC/TC44部会 議事録（案） 

社団法人 日本機械工業連合会 

平成23年9月20日作成 

開催日時： 平成23年9月14日（水） 13:30～16：55 

開催場所： 機械振興会館6階 6D-4号室 

出 席 者： （敬称略、順不同） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

福田主査（長岡技科大） ○ 松本（オムロン） ○ 巽（明電舎） ×

藤本（横浜国立大学） ○ 十川（川崎重工） ○ 小見山（安川電機） ○

高橋（厚生労働省） ○ 降矢（キトー） ○ 須藤（山武） ○

金子（産業安全技術協会） × 黒住（ジック） ×   

松尾（日本印刷産業機械工業会） × 平沼（セーフティプラス） × 【オブザーバ】 - 

大槻（日本工作機械工業会） ○ 中谷（SOKUDO） × 内藤（経済産業省） ×

安部（日本鍛圧機械工業会）  × 関口（テュフズード） ○ 北島（経済産業省） ×

吉田（日本電機工業会） × 杉田（テュフラインランド） × 内田（山武） ○

野中（日本電気制御機器工業会） × 真白（東京エレクトロン） ○ 【事務局】 - 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 坂井（日本信号） × 石坂（日機連） ○

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 川池（日機連） ○

三浦（日本ロボット工業会） × 長谷川（パナソニック電

工SUNX） 

○ 吉田（日機連） ○

土肥（IDEC） ○ 久保山（富士電機機器） ○ 須藤（日機連） ○

西條（オークマ） ○ 早瀬（三菱電機） ○ 佐々木（日機連） ○

                                        出席者25名 

１．配布資料 （メールで事前配付） 
第57回 IEC/TC44部会議事次第案 
資料5701    第56回TC44部会議事録案 rev1 
資料5702-1  IEC_TC44関連の動き110914 
資料5702-2  44_643_DC Comments-JP 
資料5703-1  IEC60204-1 第35回議事録REV2 
資料5703-2  44-617-CC after London Sept 2.doc 
資料5703-3  60204-1e-Ed 6 after London Sept 2 
資料5703-4  IEC60204-1 第36回議事録 
資料5704   WG 7 report_J_20110905 
資料5705    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料5706-1  IEC60204-33第23回議事録 
資料5706-2  IEC60204-33第24回議事録 
資料5706-3  IEC60204-33第25回議事録 
資料5707    進捗確認20110910 
資料5706-4  2011-9-5 JIS_B_9960-33_本体Ver.20 
資料5706-5  2011-9-5 JIS_B_9960-33_解説Ver.3 
参考資料1  2011年度中間 特別委員会TC44資料（一部訂正） 
参考資料2  2011_3_7_特別委員会TC199資料 
【以下 IEC/TC44回付文書】 
44/623A/CC：COMPILATION OF COMMENTS ON COMMITTEE DRAFT 

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment – Part 4-2: Particular requirements for equipment 
using vision based protective devices (VBPD) - additional requirements when using reference pattern techniques 

- 121 - 
 



資料 5-2 
44/644/RVN：RESULT OF VOTING ON NEW WORK ITEM PROPOSAL 

Safety of machinery - Safety functions of control systems 
44/645/RVN：RESULT OF VOTING ON NEW WORK ITEM PROPOSAL 

Safety of machinery - Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 
44/646/CD：COMMITTEE DRAFT (CD) 

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment – Part 4-2: Particular requirements for equipment 
using vision based protective devices (VBPD) - additional requirements when using reference pattern techniques 

44/647/CC：COMPILATION OF COMMENTS ON COMMITTEE DRAFT 
IEC 61496-2: Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for 
equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) 

44/648/DC：DRAFT FOR COMMENT – IEC 61496-4-3 
44/649/NP：NEW WORK ITEM PROPOSAL 

IEC60204-×× Safety of machinery-Electrical equipment of machines - Part 3X：requirements for machine tools 
 
2.  議事内容（文中敬称略） 

2.1 新任委員紹介等 

 高橋委員（厚生労働省：交代），巽委員（明電舎：交代・本日欠席），内田委員（山武：次回から交代・

本日はオブザーバ参加）。 

2.2 前回議事録の確認 
 資料5701 原案通り承認。 
 
2.3  TC44の動き全般報告（事務局：佐々木） 

 資料5702に基づき説明を行った。 

(1) 1.5 国内会議 9月13日60204-1WG 記入漏れ。 

(2) 60204-1MTのエキスパートに真白委員を追加。今後は2名体制とし，日本から少なくとも1名，

通常は2名出席することとする。 

(3) WG12（IEC62737）の第1回会合は，12月19，20日にパリで開催される。国内WGは9月30

日に開催（62061と同じ委員が担当）。60204-1 MTには，このWGの結果が影響しそうである。 

(4) IEC62745WGの委員リストを部会委員に配付する。（この議事録に添付） 

(5)  62745（ケーブルレスコントロール）については，現場での使用状況（特に安全配慮をどのよ

うにしているか）についての情報が不足している。委員各位で情報をお持ちの方は，事務局に

連絡してください。 

(6) 福田主査：参考資料1及び2は，機械安全標準化特別委員会（TC44/199 の上部組織）で配付。

TC44/199の全体像が書いてある。特に199の動きについて，44部会委員に知って

もらうために配付した。 

(7) 福田主査：ISO12100のWG5に日本から委員を出す必要があるのではないか。 

事務局 川池：現在のものは検討内容が事前に把握できたこと及びエキスパートの個人的な事

情で参加できず。従って，今後ともエキスパートを出さないと言うことではない。 
 
2.4  国際規格関連の審議 
2.4.1  IEC60204-1国内WG（7/5・9/13）報告 及び IEC60204-1MT（8/30-9/2）報告（事務局：須藤） 
資料5703-1,2,3,4に基づき説明を行った。 

(1) 10月のMTは，杉田及び真白エキスパートが出席する。 
(2) WG13の動向がMT60204-1のケーブルレス関係の検討に影響があるのではないか。 
(3) MTでのコメント検討は9章まで終了。一部別途検討が必要な事項あり。 
(4) 福田主査：この規格は幅広く使われる規格であり，委員各位も殆ど関係してくると思われる。

規格を使う立場で気がついたことがあれば，事務局へ連絡してください。 
(5) 事務局 須藤：JIS9960-1改正時に，本体と解説を分けて解説を充実させることと，ホームペー
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ジで公開しているチェックリストを充実させて中小企業にもっと使ってもらう

事を国内WGに提言した。 
 
2.4.2  IEC62061WG7（9/5-7）報告（事務局：須藤） 
 資料5704に基づき説明を行った。 

(1) WG7の報告に記載されている「新 JWG」とWG12の関係が不明確である。WG12で確認する

よう国内WGで検討する。 
(2)  福田主査：ISO13849と IEC62061について，日本のスタンスを明確にする必要がある。委員

各位から意見が欲しい。 
(3) 9月30日のWGでAmd の JIS化などを検討予定。 
 

2.4.3  IEC 60204-3X 対応WGの現状報告（大槻委員） 
 資料44/649/NP及び資料5707に基づき説明を行った。 
 
2.5  JIS関連の審議 

2.5.1  JIS/TS/TR申し出（予定）（事務局：佐々木） 
 資料5705に基づき説明を行った。 

JIS B 9960-33の申出は，遅くとも10月中に行う予定。 
 

2.5.2  JIS B 9960-33 分科会（6/29・7/26・8/25）報告及び原案説明（事務局：須藤） 
 資料5706-1,2,3,4,5 に基づき説明を行った。 

解説4.7で，6Vを危険電圧としているのはおかしいとの意見があり，事務局が，修正等について

WG委員の意見を確認し，その後申出を行うことで本日承認を得た。 
 
3 その他（次回開催予定日 他） 
3.1 高橋委員：機械メーカ向け機械災害予防セミナーの案内及び機械による労働災害発生状況の説明

を行った。（セミナーの案内は，正式のものが出来次第日機連からも案内を出すことと

する。） 
3.2 福田主査：時間に余裕のある日は，委員共通の基礎を持つために勉強会を行いたい（本日委員各

位の賛同を得た）。次回時間の余裕があれば，13849，62061，61508の関係について自

分が説明する予定。 
3.3 事務局 佐々木：ガイド51についてのご意見を幾つかいただき，ACOS委員に提出した。ご協力

に感謝します。 
 
3.4 次回開催日時：12月14日（水）13：30～16：30 

以上 
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（敬称略・順不同） 
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主 査  横浜国立大学大学院      藤 本 康 孝 
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 同   ㈱日立産機システム        家 重 孝 二 
 同   安川電機㈱        松 尾 健 治 
事務局  (社)日本機械工業連合会       佐々木 幹 夫 
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第 58回 IEC/TC44部会 議事録（案） 

社団法人 日本機械工業連合会 

平成23年12月15日作成 

開催日時： 平成23年12月14日（水） 13:30～16：10 

開催場所： 機械振興会館6階 6D-3号室 

出 席 者： （敬称略、順不同） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

福田主査（長岡技科大） ○ 松本（オムロン） ○ 巽（明電舎） ○

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 十川（川崎重工） ○ 小見山（安川電機） ○

高橋（厚生労働省） ○ 降矢（キトー） × 内田（山武） ×

金子（産業安全技術協会） × 黒住（ジック） ○   

松尾（日本印刷産業機械工業会） ○ 平沼（セーフティプラス） ○ 【オブザーバ】 - 

米谷（日本工作機械工業会）代理

出席 

○ 中谷（SOKUDO） × 内藤（経済産業省） ○

楠田（日本鍛圧機械工業会）  × 関口（テュフズード） ○ 北島（経済産業省） ×

吉田（日本電機工業会） × 杉田（テュフラインランド） ○   

野中（日本電気制御機器工業会） × 真白（東京エレクトロン） ○ 【事務局】 - 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 坂井（日本信号） × 石坂（日機連） ○

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 川池（日機連） ○

三浦（日本ロボット工業会） ○ 長谷川（パナソニック電

工SUNX） 

○ 吉田（日機連） ○

土肥（IDEC） ○ 久保山（富士電機機器） ○ 佐々木（日機連） ○

西條（オークマ） ○ 早瀬（三菱電機） ○   

                                        出席者28名 

１．配布資料 （メールで事前配付） 
第58回 IEC/TC44部会議事次第案 rev1 
資料5801    第57回TC44部会議事録案 rev2 
資料5802    IEC_TC44関連の動き111214 
資料5803-1  第1回 IEC62745議事録 
資料5803-2  第2回 IEC62745議事録 
資料5803-3  1st meeting of IEC-TC44-WG13（出張報告書）TC44部会配付用 
資料5804-1  第23回 IEC 62061 SWG 議事録 
資料5804-2  ISO TC 199 French miror committee secretaryからのメール 
資料5804-3  ISO199-IEC44-Advisory_002_MR_Geneva_Minutes 
資料5804-4  JWG items 
資料5805-1  IEC60204-1 第37回議事録 
資料5805-2  60204-1MT Erlangen report_J_20111012 
資料5806-1  第45回 IEC61496議事録 
資料5806-2  第46回 IEC61496議事録 rev1 
資料5807    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料5808    IEC62061について（当日コピー配付：本議事録に添付） 
【IEC/TC44回付文書】 
44/642A/INF: RESULT OF 44/630/DC - PROPOSED AMENDMENT TO IEC 62061 
44/650/INF: RESULT OF 44/643/DC - PROPOSAL TO REVISE IEC 61496-3 SAFETY OF MACHINERY – 

ELECTRO-SENSITIVE PROTECTIVE EQUIPMENT – PART 3: PARTICULAR 
REQUIREMENTS FOR ACTIVE OPTO-ELECTRONIC PROTECTIVE DEVICES 
RESPONSIVE TO DIFFUSE REFLECTION (AOPDDR) 
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44/651/CDV: COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV) -IEC 61496-2: Safety of machinery - Electro-sensitive 

protective equipment – Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic 
protective devices (AOPDs) 

44/652/CC: COMPILATION OF COMMENTS ON COMMITTEE DRAFT-IEC 60204-31: Safety of machinery 
- Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing 
machines, units and systems 

44/653/RR: REVIEW REPORT : IEC 62061 Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, 
Electronic and programmable electronic control systems 

44/654/INF: REPORT TO THE SMB – JWG BETWEEN IEC/TC 44 and ISO/TC 199 FOR THE MERGER OF 
IEC 62061 AND ISO 13849-1 

44/655/CDV: COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV) - IEC 62061 Amd 1 Ed. 1: Safety of machinery – 
Functional safety of safety-related electrical, Electronic and programmable electronic control systems 

44/656/INF: SAFETY OF MACHINERY – ELECTROTECHNICAL ASPECTS RESULT OF 44/648/DC - 
DRAFT FOR COMMENT ON IEC 61496-4-3 

44/657/INF: Result of 66/454/NP - IEC 61010-2-120: Safety requirements for Electrical Equipment for 
Measurement, Control and Laboratory use- PART 2-120: Particular Safety Requirements for 
Machinery 

【参考資料】 
ISO-TC199-WG5 N0211 Bridging document between ISO 12100 and ISO 13849-1 -- 1st working draft 
Consultation on ISO/IEC Guide 51 - Committee Draft 2011-11 

 
2.  議事内容（文中敬称略） 

2.1 新任委員紹介等 

2.1.1 長谷川委員の経済産業省産業技術局長賞受賞を改めて紹介し，長谷川委員からご挨拶をいただい

た。 

2.1.2 新任委員紹介： 楠田委員（日本鍛造機械工業会：交代・本日欠席），前回欠席の巽委員からご

挨拶をいただいた。大槻委員（日本工作機械工業会）は，米谷委員が代理出席した。 

2.2 前回議事録の確認（資料5801） 
  出席者の欄で，藤本委員の箇所に「副主査」が記入漏れ。次回より訂正する。その他は原案通り承

認された。 
2.3  TC44の動き全般報告（資料5802・事務局：佐々木） 

2.3.1 IEC/TC44回付文書44/657/INFについては，TC66の事務局（電気学会）にたいして，TC44とし

て国内対応が必要であれば検討を行う旨申入れ済。 

2.3.2 1.6 国内会議：2011-11-30 62745WGの内容は，「第1回WG13出席報告と第2回WG13の対応検

討」である。 

2.3.3 3.10.1 IEC/TS61496-4-2：MT予定の 下段「2011年1月」を2012年1月」に訂正する。 

2.3.4 米谷委員代理から IEC60204-3Xの状況について補足説明があった。NP投票は，賛成13・反対6

（事務局注：France，Germany，Italy，Sweden，Switzerland，United Kingdom）・棄権2で成立し

たが，エキスパート参加国が3ヶ国（Japan，China，America）で，規定の5ヶ国に至らず。投票

締め切りから一ヶ月以内にエキスパート参加国が規定数にならない場合はリジェクトされる。中

国と連絡を取り合ってエキスパート参加国を増やすための対応を行う。 

2.4  国際規格関連の審議 
2.4.1  IEC62745国内WG（9/29,11/30）及びWG13（10/18-20）報告（資料5803-1,2,3・藤本副主査） 

以下について確認した。 
(1) IEC60204-1の改定と関係するので，60204-1国内WGとの連携を図ること。（事務局注：両

方のWGに杉田委員が参加している。） 
(2) 次回の部会で，国内WGの方針・方向性を藤本副主査から説明すること。 

2.4.2  IEC62061(62737)国内WG（9/30）報告（資料5804-1,2,3,4・福田主査） 
(1) 62737（WG12）が発足し12月に第1回の会合がある。やっと62061と ISO13849-1 との統

合を検討する JWGが動き始めようとしている。JWG14も発足し，近くWG12が移行する

見込である。 
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(2) TC44と ISOTC199 との JWGについて杉田委員補足説明： 

TC199では，JWG1が正式に発足した。これからエキスパートを募って，1～2月にWGを

開催する予定である。 
(3) 日本の立ち位置を明確にし，62061の具体的な使い方を技術的に詰めて62061の有用性も確

認する必要があるとの意見があった。 
2.4.3  IEC 60204-1国内WG（11/9）及びIEC 60204-1MT（10/4-7）報告（資料5805-1,2・真白委員） 

(1) Table2の色使いについて意見があれば出すこととする。（事務局宛メールで） 
 
以下，事務局注。 

Ed6: 案 Table 2 – Colour-coding for actuators and their meanings 

Colour  Meaning Explanation Examples of application 

RED Emergency 
Actuate in the event of a hazardous 

situation or emergency 

Emergency stop 

Initiation of emergency function 

YELLOW Abnormal 
Actuate in the event of an abnormal 

condition 

Intervention to suppress abnormal 

condition 

Intervention to restart an interrupted 

automatic cycle 

BLUE Mandatory 
Actuate for a condition requiring 

mandatory action 
Reset function 

GREEN Normal Actuate to initiate normal conditions  

WHITE   
START/ON (preferred) 

STOP/OFF 

GREY 
No specific meaning 

assigned 

For general initiation of functions except 

for emergency stop (see note) 

START/ON 

STOP/OFF 

BLACK   
START/ON 

STOP/OFF (preferred) 

NOTE Where a supplementary means of coding (for example shape, position, texture) is used for the identification of 

actuators, then the same colour WHITE, GREY, or BLACK may be used for various functions (for example WHITE for 

START/ON and for STOP/OFF actuators). 

 
(2) SCCRを表示することを削除することを提案しているが難航している。JIS B 9960-32 作成時

に意見を集約しているが（第27回60204-1WGでの審議結果は添付ファイル参照），改めて

委員各位の意見を次回部会に持ち寄って検討する。 
 
以下，事務局注。 
添付ファイルにある第27回60204-1WG での結論は以下の通り。 
 結論  

上記の様な課題が多く有るので、IEC規格として、どのような算出をするか？を決めてから

でないと、短絡電流定格を表示出来ないと判断しています。Under considerationの算出方法

が確定するまではSCCRの代わりにメインブレーカの短絡遮断容量表示でもよいという規

定に変更要求する（Ed.6 MTで）。  
 

【JIS B 9960-32での表記】 
16.4 装置のマーキング 
装置の短絡電流定格又は主遮断器の定格短絡遮断容量 
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注記 短絡電流定格と定格短絡遮断容量とは異なる概念である。いずれにおいても，これ

が電源回路の推定短絡電流（短絡ループの電圧及びインピーダンスによって決まる。）を

超えていることが安全上必要であり，このことを確認するために表示を要求している。 
 
【IEC60204-1での表記】 

Ed5:  
16.4 Marking of equipment 

Equipment (for example controlgear assemblies) shall be legibly and durably marked in a way that is 
plainly visible after the equipment is installed. A nameplate giving the following information shall be 
attached to the enclosure adjacent to each incoming supply: 
……………………………………….. 
- short-circuit rating of the equipment 
 

Ed6: 案 
16.4 Marking of enclosures of electrical equipment 
 The following information shall be legibly and durably marked in a way that is plainly visible after 

the equipment is installed on enclosures that receive incoming power supplies: 
……………………………………………………… 
- short-circuit rating of the equipment for that supply 
 

3.57 short-circuit rating (of the electrical equipment) 
prospective symmetrical fault current of a supply to which the electrical equipment can be connected 
without damage exceeding defined criteria 

NOTE The definition of criteria is under consideration by IEC/TC44. 
 

2.4.4 IEC61496国内WG（10/6,11/24）報告（資料5806-1,2・黒住委員） 
(1) -4-3は，DCコメント集に対する検討を村田委員（エキスパート）が行っており，必要があ

ればWGを開催する。 
(2) -4-2Ed3CDV：Ed2から大きな変更はなく，JPコメントはEditorialのみである。このコメン

ト付きで賛成投票を行うことを本日の部会で議決した。 
2.5  JIS関連の審議 

2.5.1  JIS/TS/TR申し出（予定）（資料5807・事務局：佐々木） 
申出済の JIS B 9960-33は2011年2月28日の産業機械技術専門委員会で審議される予定。 
本年度残り期間での申出予定はない。 

3.  IEC62061の概要（資料5808・福田主査） 
62061の理解を深めるために，IEC61508及び ISO13849-1との比較を含めて説明があった。 

4.  労働安全衛生規則改正について（高橋委員） 
労働安全規則の一部改正の内容とパブリックコメントについて紹介があった。 
(1) 本部会に関係する改正点 

リスクアセスメント促進のために，機械譲渡者等にたいして，機械の危険情報の作成と機械を

使用する事業者への通知を，努力義務とする。機械ユーザからユーザへの譲渡も対象となる。 
(2) パブリックコメント：期間11月25日～12月24日 
(3) 本改正の説明も含めた機械災害予防セミナーを開催中。メーカの参加が少ないので積極的に参

加して欲しい。 
5 その他（次回開催予定日 他） 

次回開催日時：2012年3月22日（木）13：30～16：30 
以上 
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第 59回 IEC/TC44部会 議事録（案） 

社団法人 日本機械工業連合会 

平成24年3月26日作成 

開催日時： 平成24年3月22日（木） 13:30～16：15 

開催場所： 機械振興会館6階 6D-3号室 

出 席 者： （敬称略、順不同） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

福田主査（長岡技術科学大学） ○ 松本（オムロン） ○ 巽（明電舎） ×

藤本副主査（横浜国立大学） ○ 十川（川崎重工業） ○ 小見山（安川電機） ×

高橋（厚生労働省） × 降矢（キトー） ○ 内田（山武） ×

金子（産業安全技術協会） × 黒住（ジック） ○   

松尾（日本印刷産業機械工業会） × 平沼（セーフティプラス） ○ 【オブザーバ】 - 

大槻（日本工作機械工業会） ○ 中谷（SOKUDO） × 内藤（経済産業省） ×

楠田（日本鍛圧機械工業会）  × 関口（テュフズード） ○ 北島（経済産業省） ×

吉田（日本電機工業会） × 杉田（テュフラインランド） ○ 【ゲスト】清水（労働安

全衛生総合研究所） 

○

野中（日本電気制御機器工業会） × 真白（東京エレクトロン） ○ 【事務局】 - 

櫛山（日本品質保証機構） ○ 坂井（日本信号） ○ 石坂（日機連） ×

赤羽（日本縫製機械工業会） ○ 石原（布目電機） ○ 川池（日機連） ○

三浦（日本ロボット工業会） ○ 長谷川（パナソニック電

工SUNX） 

× 吉田（日機連） ○

関野（IDEC）土肥代理出席 ○ 久保山（富士電機機器） ○ 佐々木（日機連） ○

西條（オークマ） ○ 早瀬（三菱電機） ○   

                                        出席者24名 

１．配布資料 （メールで配付） 
第59回 IEC/TC44部会議事次第案 
資料5901  第58回TC44部会議事録案 
資料5902  IEC_TC44関連の動き120322 
資料5903-1  第24回 IEC62061議事録 
資料5903-2  20111219-20 IEC62737 WG12 パリ会議報告_修正 
資料5903-3  20120312-13 TC199 JWG1 ロンドン会議報告 
資料5903-3-1 ISO-TC199-JWG1_N0003_ISO_IEC_17305_-_Proposed_methodology_of 
資料5903-3-2 ISO-TC199-JWG1_N0004_Comments_of_Thomas_Boemer_on_the_propos 
資料5903-3-3 ISO-TC199-JWG1_N0005_German_proposal_-_Creation_of_2_ad_hoc_ 
資料5903-3-4 ISO-TC199-JWG1_N0006_Risk_analysis_-_IEC62061vsISO13849-1_-_ 
資料5903-3-5 ISO-TC199-JWG1_N0007_Risk_analysis_-_English_translation_of_ 
資料5903-3-6 ISO-TC199-JWG1_N0008_Revised_agenda_of_the_meeting_of_JWG_1_ 
資料5903-4  WG 7 report_E_20120314_J 
資料5903-4-1 Documents_TC44WG7_London_March2012 
資料5904-1  第3回 IEC62745議事録 
資料5904-2  2nd meeting of IEC-TC44-WG13（出張報告書） 
資料5904-3  第4回 IEC62745WG議事録 
資料5905-1  IEC 60204-1 MT 13th meeting report_J_final_modofied_20120208 
資料5905-2  第38回 IEC60204-1議事録 
資料5903-5  IEC 62061 Amd 1 Ed 1 0 CDV-Comments-JPrev 
資料5906-1  第47回 IEC61496議事録 rev1 

- 129 - 
 



資料 5-4 
資料5906-2  44_656_INF_replyJP_12218（資料5906-1 の添付資料） 
資料5907    JIS_TS_TR申し出（予定） 
資料5908  日機連報告(2012.3.22)TC44部会 
資料5909  44_658_CDV IEC60204-31 Ed 4.0 Comments_JP 
資料5910-1  2012_3_8_特別委員会TC199資料 
資料5910-2  2011年度 特別委員会TC44資料（正） 
【IEC/TC44回付文書】 
44/658/CDV : COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV) - IEC 60204-31: Safety of machinery - Electrical 

equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, 
units and systems 

44/659/RVN : RESULT OF VOTING ON NEW WORK ITEM PROPOSAL - IEC/TS 60204-34 Safety of 
machinery-Electrical equipment of machines - Part 34：requirements for machine tools 

44/660/AC ：Administrative Circular - Next meeting of TC 44 to be held in London, GB from 27th to 28th 
September 2012 

 
2.  議事内容（文中敬称略） 

2.1 前回議事録の確認（資料5901） 
  原案通り承認された。 
2.2  TC44の動き全般報告（資料5902・事務局：佐々木） 

2.2.1 1.6 国内会議 一件記入漏れあり、下記追記をお願いした。 

    2012年2月13日 61496WG 各国DCコメント検討 

2.3  国際規格関連の審議 

2.3.1  WG12(12/19-20),JWG1(3/12-13),WG7(3/14-15)報告 IEC62061国内WG（1/13,3/21）報告 

（資料5903-1,2,3,3-1~6,4,4-1,5・福田主査） 

(1)  3月21日の国内WGは延期となったため、JWG1/WG12の報告を受けていない。次回部会で報告

する。 

(2)  WG7報告を杉田委員から行った。参加委員の出席日で13thとあるのは14thの間違いである。 

(3) 44/655/CDV(IEC 62061 Amd.1 Ed.1.0)はコメント（資料 5903-5）付き賛成とすることを議決した。 

(4) 各委員が JWG1について国内WGで検討して欲しい事項があれば、事務局に提出していただく。 
2.3.2  WG13(2/8-10) 報告、IEC62745国内WG（1/24,3/16）報告、国内WGの方針・方向性の説明 

（資料5904-1,2,3,4・藤本副主査） 
(1) 日本はポジティブな立場でWGに参画しており、コメント提出は大半が日本からであり、多くが

採用されている。 
(2) 現在はクレーンに関係する議論が中心となっているが、この規格はクレーン以外にも広く使われ

ることになるので、部会委員の方から広く意見を出していただきたい。 
(3) 非常停止については、今の検討内容が60204-1 10.7項と矛盾するとの指摘があった。また、非常

停止が必要なケースを具体的に挙げて検討する必要があるとの指摘もあった。国内WGで検討し

WG13に問題提起する。 
2.3.3  IEC 60204-1国内WG（2/8）報告 IEC 60204-1MT（1/24-27）報告 SCCR表示の削除について

の検討（資料5905-1,2・坂井、杉田、真白委員） 
(1) SCCR表示についてメーカ・ユーザの立場から何が問題なのかを、4月18日の国内WGまでに

各委員より事務局及び坂井委員宛に出していただく。 
(2) 定義に合う使用部品が国内で入手できないのであれば、この改正には反対であるとの意見があっ

た。 
2.3.4  IEC61496国内WG（2/13）報告 WG10/MT61496（2/20-22）報告（資料5906-1,2・黒住委員） 

(1) 2月のWG/MT報告は4月に行われるので、次回部会で報告を行う。 
2.3.5 IEC/TS60204-34の現状報告（大槻委員） 

(1) エキスパートは、当初の日本・中国・アメリカに加えて韓国・スペインが参加し、5ヶ国でPT
が構成された。 

(2) NP投票で80以上のコメントが出ており、これを検討する予備会議を日中で、第1回PTの前（5
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月9・10日）に瀋陽で行う。 
2.3.6  IEC60204-31 CDV報告（資料5909・事務局：佐々木） 

(1)  本改定は、60204-1 Ed.5への整合のためである。 
(2)  CDV投票は、コメント（資料5909）付き賛成とすることを議決した。 

2.4  JIS関連の審議 
2.4.1  JIS/TS/TR申し出（予定）（資料5907・事務局：佐々木） 

申出済の JIS B 9960-33は2011年2月28日の産業機械技術専門委員会で審議された。 
本年度残り期間での申出予定はない。尚、来年度の申出予定は今のところ無い。 

3.  統合生産システムWG（RFID等）現状報告（資料5908・安衛研：清水） 
(1)  支援的保護装置の必要性をもっと明確にする必要があるとの意見があった。 

4 その他（次回開催予定日 他） 
4.1  川池より：日本が必要とする IEC規格で、現在ないものは何か次回部会で検討したい。取り上げ

たものは部会有志で議論し、結果を部会に報告する。 
4.2  次回開催日時：2012年6月7日（木）午後 

TC199との同時開催を検討するため開催時間の詳細は未定。 
以上 

 



資料 5-5 
ＩＥＣ６０２０４－１ 第３４回ＳＷＧ議事録案 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

 

日 時  平成２３年５月１７日（火） １３：００～１６：１０ 

場 所    機械振興会館５階 ５Ｓ－１号室 

出席者  （順不同，敬称略） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

坂井主査(日本信号) × 八木(オムロン) × 西出(三菱重工業) ○ 

金子(産業安全技術協会) × 長谷川(パナソニック電
工SUNX) 

○ 永廣（富士電機機器制御） × 

吉田(日本電機工業会) × 平沼(セーフティプラス) × 関口（ﾃｭﾌｽﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○ 

阿部(日本電機工業会) × 杉田(テュフラインランド) ○ 畑（日本鍛圧機械工業会，コ
マツ産機）， 

× 

岡田（IDEC） ○ 原田(三井精機工業) × 須藤(日機連) ○ 

西條(オークマ) ○ 石原(布目電機) ○ 佐々木(日機連) ○ 

          
  出席者 ９名 

議事次第： 

開始時間目安 番号 議題 関連資料 
13:00  (05) 0 新任委員紹介  
13:05  (05) 1 前回議事録確認 資料34-1 
13:10  (35) 2 44/632/NP通読，審議 資料34-2 
13:45  (60) 3 中国提案の現況説明（西條） 資料34-6 
 4 44/631A/CCレビュー 資料34-3 

資料34-4 
資料34-5 
資料34-7 

14:45  (15)  休憩  
15:00  (70) 4 44/631A/CCレビュー（続き） 

コメント番号82 (SE23)まで終了。 
 

16:10    閉会  
 

今回電子配布資料 

委員名簿 

資料34－1 第33回SWG議事録 

資料34－2 44/632/NP 

資料34－3 44_631A_CCコメント提出国及びコメント数 

資料34－4 44_631A_CC 

資料34－5 44_617_CD 

資料34－6 IEC 60204-3X日中打ち合わせ議事録(案) 

資料34－7 IEC60204-1 Ed.6 CD word版（国際コメント追記版） 

 

議事内容 

0. 新任委員紹介（委員名簿） 

新任委員 関口雄一氏（出席）及び畑幸雄氏（欠席）を紹介した。 

1. 前回議事録の確認（資料34－1） 
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確認した。 

2. 44/632/NP通読・審議（資料34－2） 

44/632/NP（requirements for the interfacing of cableless controller to machinery）を通読し，投票方針を審議し

た。当分科会としては，賛成投票を投じることに意見が集約した。IEC60204-32, IEC60204-33 分科会の意

見を総合して事務局が投票方針を決め，IEC/TC44国内委員会の追認を求めることが了解された。投票にコ

メントを付加できる場合は，“NPが成立した場合，日本はエキスパートを派遣する用意がある”旨のコメ

ントを付すことも了解された。（投票期限：2011-6-10） 

NPに関連して委員から次のコメントがあった。 

・44/632/NPが出てきた背景は不明である。MT60204-1 で話題になったことはない。TC44 Plenaryにおいて

もNPに関する討議はなかった。英国代表はNPが出ていることに注意を喚起しただけで，賛成の呼び

掛けはなかった。 

・NP添付のドラフトは，ケーブルレス技術に関して IEC60204-1, IEC60204-32, EN1557 の内容を包括し，

更に追加事項を含んでいると思われる。 

・NPの提案者（convener候補）はHSEの人であり，製品及び現場に詳しく，かつ特定メーカの利益を代

表しないという信頼感があると思われる。 

・ケーブルレス技術は発展段階にあるので規格のメンテナンスは頻繁に行う必要がある。規格を

IEC60204/EN13557から切り離して独立させることは，タイムリーにメンテナンスをする上で好都合であ

る。 

・ケーブルレスの独立規格を作ると，コントローラメーカにとっては製品を売りやすくなる。 

・ケーブルレスの独立規格ができた場合，機械メーカ（e.g. オークマ，MHI）に不利益を招くことはない

と思われる。 

・ケーブルレスシステムの市場は拡大しているが，怪しげな商品もある。B規格を作って安全性を標準化

することは社会のニーズに合っている。 

3. IEC/TS60204-3X中国提案に関する報告（資料32－6） 

西條委員から machine tool をカバーする新規格（中国提案）の現状説明があった。６月上旬に西條，杉

田他が訪中し NP 原案の詰めを行い６～7 月に NP 投票に付すべく準備を進める。なお，シーメンスも新

TSに関心を示しており中国と接触している。NPは中，日，独の共同提案になる可能性も否定できない。 

杉田委員の観測によれば，TC44内には中国提案にあからさまに反対する者はいないので，NP成立の可

能性はある。中国はConvenerを取りたいと思っているが尹震宇氏にはConvenerは無理だ（力がない）。中

国がConvenerの名目だけを取り，実務は日本又はドイツが務めるというパターンも考えられる。ドイツが

実務を補佐することになると中国の希望通りのTSは出来ないだろう。 

4. 44/631A/CCのレビュー（資料34－3, 4, 5, 7） 

44/631A/CCの，コメント番号1～82を漏れなくレビューした。 

44/631A/CCは，2011-5-24から始まるMT60204-1（杉田氏出席予定）で審議される文書である。 

国内分科会で44/631A/CCを審議する目的は，MTを前にして杉田氏を含む委員全員が各国コメントの理

解を共有することである。各国コメントに対して特に賛成･反対の結論は出さなかったが，各位の感触は杉

田氏に伝わったと考えられる。杉田氏には，この国内レビューを回想しながらMTで自説を述べていただ

きたい。 

1～82のコメントは，IEC60204-1 Ed.6 CD word 版（資料34-7）に黄色の蛍光ペンを付けて記入してある。

このwiord版をOHPで上映し，委員には自分のパソコン上で44/631A/CCと照合して戴いた。 

 

5 次回予定 

2011-5-24のMT報告及び2011-6-10のNP投票結果報告が出た後に開催する（6月下旬から7月）。日程

は別途調整する。 
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会議風景 

 

 

 

以上 
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ＩＥＣ６０２０４－１ 第３５回ＳＷＧ議事録案 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

日 時  平成２３年７月５日（火） １３：００～１６：３０ 

場 所    機械振興会館５階 ５０７号室 

出席者  （順不同，敬称略） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

坂井主査(日本信号) ○ 八木(オムロン) × 西出(三菱重工業) × 

金子(産業安全技術協会) × 長谷川(パナソニック電
工SUNX) 

○ 永廣（富士電機機器制御） × 

吉田(日本電機工業会) × 平沼(セーフティプラス) ○ 関口（ﾃｭﾌｽﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○ 

阿部(日本電機工業会) × 杉田(テュフラインランド) ○ 畑（日本鍛圧機械工業会，コ
マツ産機）， 

○ 

岡田（IDEC） ○ 原田(三井精機工業) × 須藤(日機連) ○ 

西條(オークマ) ○ 石原(布目電機) ○ 佐々木(日機連) ○ 

          
  出席者 11名 
議事次第： 

開始時間 番号 議題 関連資料 
13:00  (10) 1 前回議事録確認 資料35-1 
13:10  (70) 2 第10回MTの報告（杉田） 

及びMT文書（after London）確認（全員） 
 

資料35-2 
資料35-3 
資料35-4 

14:20  （5） 3 44/632/NP投票集計結果の報告（事務局）  
14.25  (15) 4 中国提案の現況報告（西條）  
14:40  (20)  休憩  
15:00  (90) 5 44-617-CC after London day 4 の未審議コメント

165(SE48)～293(IT-27)のレビュー（全員） 
資料35-3 
資料35-4 

16:40  閉会  

 
 

今回電子配布資料 

資料35－1 第34回SWG議事録 

資料35－2 IEC 60204-1 MT 10th meeting report_J_200110524.doc（席上紙配布あり） 

資料35－3 コメント追記版 60204-1e-Ed 6 after London day 4.doc 

資料35－4 44-617-CC after London day 4.doc 

参考資料35-1 44_632_NP正木翻訳 cableless_control.xls（興味ある方はご覧ください。審議はなし。） 

 

議事内容 

0. 新任委員挨拶 

新任の畑幸男氏からご挨拶を戴いた。 

1. 前回議事録の確認（資料35－1） 

確認した。修正なし。 

2. MT報告，審議済みMT文書の確認（資料35－2，35-3，35-4） 

- 135 - 
 



資料 5-6 
資料35-2をベースに，第10回MT（2011-5-24 to 27 London）の模様を杉田様からご説明戴いた。 

資料35-3（CD修正結果）及び資料35-4（MT結論付きコメント集）を映写し，MT審議済み分（箇条8

の頭まで）を確認した。 

採用された主な日本提案 

・ 4.1： hazardの原因要素としてmechanical vibrationを追加する。 

・ 3.35： interlockの定義； -33の定義にすることをMTで杉田氏が提案し採用。 

・ 7.9： 開閉サージの保護機器の接続； shall be connected across the terminals of all equipment requiring 

such protection as necessary.に変更する。 
継続審議となった日本提案 

・ 3.57： SCRの定義を削除せよ。 

・ 8.1： 図2をEd.5のものに戻せ。 

紛糾した主な事項 

・ 4.4.2  Electromagnetic compatibility (EMC)，Annex G との関連など。 

・ removal of powerの定義・表現 
 

3 44/632/NP投票集計結果の報告（事務局） 

投票集計結果は次のとおりであった。 

賛否： Pメンバー国16中の13が賛成。成立。 

Expertの参加： 4カ国がオファー（不成立。5カ国必要）。 

国内TC44部会としては，IEC/TC44からの正式報告待ち。Expertの追加募集があった場合は応募する（希

望者はいる）。 

国際WGが発足した場合，国内の受け皿を新規に立ち上げるか，IEC60204-1WGが担当するかは，国際

expertsの顔ぶれなども勘案して事務局が検討する。 

 

4 TS 60204-3x 中国提案の状況（西條委員報告） 

6 月の中旬に西條，榎本，日工会事務局 1 名が，北京で中国側と NP 草案を詰め，合意した。規格案に

ついては中国側もかなり妥協し，日本の意見を受け入れた。 

予定では，中国が既にNP文書を IECに送ったはずである。 

 

5 44-617-CCのレビュー（箇条 8～箇条9の分）（資料35－3，35-4） 

44-617-CC after London day 4の未審議コメント165(SE48)～293(IT-27)をレビューした。資料35-4のコメ

ント内容を転載した資料35-3（CDドラフト）をプロジェクタで写して，皆で確認した。 

国内WGとして統一意見をまとめた訳ではなく，各国コメントを確認し合い，感想を述べ合った。 

主な着目点 

・ 補助ボンディングの要求に関し，日本以外からも多くのコメントがある。文が解りにくい，不適切

だという意見が外国にも多い。（箇条8） 

・ 日本（石原，須藤他）は，接地漏えい電流10mA は危険とは言えないと考えるが，外国勢は危険だ

と考えているようだ。10mA を超える場合に補助ボンディングが必要だということに，外国勢は異

論が無いようだ。日本の認識に欠落があるのだろうか？（8.2.8） 

・ 停止カテゴリの定義・説明に関し，ドイツからボリュームある提案が出ている。杉田氏によれば，

この提案は ISO13850 にも出ているとのこと。同じことを二つの規格で言うのは好ましくないとも。

（9.2.1） 

・ スウェーデンから，停止の種類と停止カテゴリの対応表が提案されている。（9.2.1） 

・ 削除したAnnex E（非常操作）の内容を本文に復活させる提案が出ている。（9.2.3.4） 

・ ケーブルレス制御関連では多くのコメントが出ている。次回のMT審議対象範囲だ。MTの審議は，
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NPでどのようなWGが発足するかに左右される。 

 

6 次回のMT予定 

2011-8-30 to 9-2 London であるが，杉田氏の出席可能性は未知。（事務局は杉田氏の出席を切望） 

 

7. 次回の国内WG予定 

2011-9-13（火）13:00～16:30を予定。 

会議風景 

 

 

以上
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ＩＥＣ６０２０４－１ 第３６回ＳＷＧ議事録案 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

日 時  平成２３年９月１３日（火） １３：００～１６：００ 

場 所    機械振興会館５階 ５０７号室 

出席者  （順不同，敬称略） 

氏   名 氏   名 出欠 出欠 氏   名 出欠

坂井主査(日本信号) ○ 八木(オムロン) × 西出(三菱重工業) × 

金子(産業安全技術協会) × 長谷川(パナソニック電
工SUNX) 

× 永廣（富士電機機器制御） ○ 

吉田(日本電機工業会) × 平沼(セーフティプラス) × 関口（ﾃｭﾌｽﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○ 

阿部(日本電機工業会) × 杉田(テュフラインランド) × 畑（日本鍛圧機械工業会，コ
マツ産機）， 

○ 

岡田（IDEC） × 原田(三井精機工業) × 須藤(日機連) ○ 

西條(オークマ) × 石原(布目電機) ○ 佐々木(日機連) ○ 

          
  出席者 ７名 
議事次第： 

開始時間目安 番号 議題 関連資料 
13:00  (10) 1 前回議事録確認（さらりと） 資料36-1 
13:10  (110) 2 MT文書確認 

8～9章（コメント164～293）レビュー 
資料36-2 
資料36-3 
資料36-7 
資料36-8 
資料36-9 

15:00  (10)  休憩  
15:10  (20) 3 JIS B 9960-1 補足･解説的文書作成のおすすめ（須

藤） 
資料36-4 
参考資料36-1 

15:30  (20) 4 JIS B 9960-1 適合性チェックリスト改善のおすす
め（須藤） 

資料36-5 
資料36-6 
参考資料36-2 

15:50  (10) 5 その他（中国提案，ケーブルレスの現況報告）
（佐々木） 

 

16:00  閉会  
 

配布資料（電子配布） 

資料36－1 第35回SWG議事録 

資料36－2 44-617-CC after London Sept 2.doc 

資料36－3 60204-1e-Ed 6 after London Sept 2.doc 

資料36－4 JIS B 9960-1補足＆解説文書発行のすすめ.doc 

資料36－5 JIS B 9960-1適合性チェックリスト改善のすすめ 

資料36－6 JIS B 9960-1適合性チェックリストへのコメント 

資料36-7 接地漏えい電流が10mAを超える保護導体の条件 

資料36-8 44_617_CD_JPの採択状況 

資料36-9 第11回MT60204-1の把握例 
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参考資料36-1 IEC60204-1／JISB9960-1読者の実状・意向調査報告書 

参考資料36-2 JISB9960-1適合性チェックリスト 

 

1. 前回議事録の確認（資料36－1） 

確認した。修正なし。 

 
2. MT文書確認（資料36-2，36-3，36-7，36-8，36-9） 

8～9章のコメント164～293のMT審議結果をレビューし感想を述べ合った。 

8.2.8の漏えい電流が10mAを超える保護導体の要求がIEC60364-5-54，IEC61410，IEC60479-1を典拠

にしていることを確認した（資料36-7）。 

日本から提出したコメントの採択状況及びMT見審議の日本コメント（JP32～JP38）を確認した（資

料36-9）。 

8～9章のコメント164～293のMT審議結果のまとめを確認した（資料36-39）。 

 
3 JIS B 9960-1補足･解説的文書作成のおすすめ（資料36-4，参考資料36-1） 

事務局の須藤より，次回のJIS B 9960-1改正に当たっては，本体と解説的部分を2分冊化することを前

提に補足・解説的文書の作成を進めることを提案した。 

 
4 JIS B 9960-1適合性チェックリスト改善のおすすめ（資料36-5，資料36-6，参考資料36-2） 

事務局の須藤より，JIS B 9960-1適合性チェックリスト（参考資料36-2）の改良活動を進めることを提

案した。 

 

5 その他（中国提案，ケーブルレスの現況報告） 

事務局の佐々木より，中国提案（IEC60204-3X）及びケーブルレス制御の新規格（IEC62737）の動向を

説明した。 

 

6 次回のMT予定 

2011-10-4 to 7，杉田氏，真白氏が出席予定。 

 

7. 次回の国内WG予定 

2011-10-25（火）13:00～16:30を予定。 

会議風景 

 

 
以上



資料 5-8 
IEC/TC44部会－IEC 60204-1 第37回WG 議事録 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

日 時  平成23年11月9日（水） 13:00~15:00 

場 所    機械振興会館5階 5S-3号室 

出席者  （順不同，敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 氏   名 出欠

坂井主査（日本信号） × 八木（オムロン） ○ 石原（布目電機） ○ 

金子（産業安全技術協会） × 
長谷川（パナソニック電工S
UNX） 

○ 西出（三菱重工業） ○ 

吉田（日本電機工業会） × 平沼（セーフティプラス） ○ 永廣（富士電機機器制御） × 

阿部（日本電機工業会） × 杉田（テュフラインランド） ○ 関口（ﾃｭﾌｽﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○ 

岡田（IDEC） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 
畑（日本鍛圧機械工業会，コマ

ツ産機） 
○ 

西條（オークマ） × 原田（三井精機工業） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
事前配付資料 

1．資料3701 60204-1MT Erlangen report_J_20111012 

2．資料3702 44-617-CC after Erlangen Oct 7 

3．資料3703 60204-1e-Ed 6 after Erlangen Oct 7 

4. IEC60204-1第36回議事録 

 

議事内容 

1. 前回議事録の確認 

 訂正事項なしで確認した。 

2．10月4日～7日開催のMT結果報告 

 真白委員から報告書（資料3701 ）の説明があり，質疑を行った。その結果下記事項を決定した。 

2.1 10.2.1 – Table2 は本文のほかの部分と整合が取れていないため，Table2の改善についてP. Hoo

gerkamp 氏(NL) &真白委員(JP)がSub Teamで当たることになった。本WG委員で改善の提案が

ある方は，次回MT以前に真白委員に情報を入れること（他委員にもCcで送付）。また，真白委

員宛にNLより情報が入ったときは委員全員に情報提供する。 

2.2 SCRの表示を削除する日本提案は通らない可能性がある。（委員会終了後，杉田委員から5月の

MTで，「IEC61439-1 との整合を審議するまで結論持ち越し」としているとの情報があった。） 

何らかの対案を出す必要があるため，12月のTC44部会に諮り，機械メーカの意見を集めて次回

WGで審議する。 

3．その他報告事項 

3.1  ISO/WG8の状況について（杉田委員） 

13850のNWIPは成立した。コメントが多く（231件：重複が多い）CD発行までには時間がかかり

そうである。 

3.2 60204-3Xについて（事務局：佐々木） 

コメントを付けてNWIPに賛成投票済。 

4．JIS B 9960-1の次回改正時に解説を充実させることについて 

4.1 規格添付（或いは分冊）の解説にするか一般の解説本にするかは今後検討するとして，解説を
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充実させることは必要である。特に解りづらい部分は具体例を挙げるなどする必要がある。 

4.2 各委員より解りづらい部分をメール発信してもらい，今後JISの検討過程で具体的な検討を行う。

また，ISの審議に反映できないかも検討する。 

5．次回MT：2012年1月24～27日 フロリダ：杉田委員・真白委員出席予定 

6. 次回WG開催日：2012年2月8日（水）13:30~16:30 機械振興会館にて 

以上 
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IEC/TC44部会 第38回 IEC60204-1WG 議事録 

 

一般社団法人日本機械工業連合会 

 

日 時  平成24年2月8日（水） 13:30~15:00 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  （順不同，敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 氏   名 出欠

坂井主査（日本信号） ○ 八木（オムロン） × 石原（布目電機） ○ 

金子（産業安全技術協会） × 
長谷川（パナソニック電工SU

NX） 
○ 西出（三菱重工業） × 

吉田（日本電機工業会） × 平沼（セーフティプラス） ○ 永廣（富士電機機器制御） ○ 

阿部（日本電機工業会） ○ 杉田（テュフラインランド） ○ 関口（ﾃｭﾌｽﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） ○ 

岡田（IDEC） ○ 真白（東京エレクトロン） ○ 
畑（日本鍛圧機械工業会，コマツ産

機） 
○ 

西條（オークマ） ○ 原田（三井精機工業） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者13名 
事前配付資料 

1．IEC 60204-1 MT 13th meeting report_J_final 

2．44-617-CC after Clearwater 27 Jan 

3．60204-1e-Ed 6 after Clearwater 27 Jan 

4. IEC60204-1第37回議事録 

 

議事内容 

1. 前回議事録の確認 

1.1 訂正事項なしで確認した。 

1.2 事務局より報告 

前回のTC44部会で 

（１）Table2の色使いについて意見があれば出していただくようお願いしたが，現在までに意見

は出ていない。 

（２）SCCRを表示することを削除することについて，改めて委員各位の意見を次回部会に持ち寄って検

討する事をお願いした。 

2．1月24日～27日開催のMT結果報告 

  杉田様・真白様から報告書の説明があり，質疑を行った。その結果下記事項を決定した。 

2.1 SCRに関する記述は，MTで話題になった下記の規格を各自読んで，次回のWGで再度検討する。 

規格は速やかに事務局で入手し全委員へ配付する。 

 IEC61439-1:2011 IEC60909-0:2011 IEC/TR61912-1:2007 

2.2 8.2.1項は，解釈や書き直しの案等を各自検討して次回WGに持ち寄り日本としての見解をまと

める。 

5．次回MT：2012年5月14～16日：杉田委員・真白委員出席予定 

6. 次回WG開催日：2012年4月18日（水）13:30~16:30 機械振興会館6-62会議室 

以上 
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ＩＥＣ６０２０４－３３ 第２１回 SＷＧ 

第６回 JIS B 9960-33原案作成分科会 

議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成２３年４月１４（木） １０：３０～１７：００ 

場 所  機械振興会館５階 ５Ｓ－１会議室 

議題 １．前回議事録の確認修正（資料21-1） 

２．JIS B 9960-33原案審議13.5.3から）（資料21-2，2011-4-12 JIS_B_9960-33_ver.9本文） 

3．IEC 60204-33 corrigendum提案書作成（資料21-3） 

 

出席者  順不同，敬称略 

氏名 所属 出欠 

杉田 吉広（主査） テュフラインランドジャパン ○ 
○ 石原 幸次（委員） 布目電機株式会社 
○ 真白 すぴか（委員） 東京エレクトロン株式会社 
× 中谷 英司（委員） SOKUDO株式会社 
× 平沼 栄浩（委員） セーフティプラス株式会社 

神埼  潤（委員） 川崎重工業株式会社 × 
× 鈴村 大二（委員） ルネサスエレクトロニクス株式会社 
× 森谷 泰明（委員） 株式会社東芝 
○ 須藤 次男（事務局） 日本機械工業連合会 
○ 佐々木幹夫（事務局） 同上 

出席数：5名 

配布資料（網かけは電子配布のみ） 

資料21-1 前回議事録 

資料21-2 2011-4-12 JIS B 9960-33本文Ver.9（13.5.2までの修正済） 

資料21-3 Japanese proposal for corrigendum IEC60204-33 

 

議事内容 

1 前回議事録確認（資料21-1） 

確認した。修正なし。 

2 JIS B 9960-33審議（資料21-2） 

2.1 審議範囲 

13.5.3～18.18.4を審議した。ひとまず本文（箇条2及び附属書を除く）の審議･修正を完了した。 

2.2 主な修正事項（修正結果は2011-4-15 JIS B 9960-33本文Ver.10のとおり） 

13.6.3： 注記（訳もれ追加） 

14.2： 遠方に設置する電動機→本体から離して設置する電動機 

16他： マーキング→表示（3.46の定義に標示とある件再考必要） 

16.4： 装置の表示→装置の主銘板 

17.2,j),8)： 訳もれ追加。 

18.4.1他：時計→タイマ 

18.4.1他：確度→精度 

18.5: 張力緩和試験→ストレインリリーフ試験 

- 144 - 
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18.12他： 試験用手指→テストフィンガ（附属書Dを審議するときに再確認する。） 

全般： ことを推奨する→ことが望ましい。（shouldの訳とit is recommendedの訳を，“望ましい”に

統一する。JIS Z 8301の指針に合わせる。申出済のJIS B 9960-32もそのようにした。） 

3 IEC 60204-33 corrigendum提案書作成（資料21-3） 

事務局が準備した版にJP11及びJP13を追加した。追加･修正の意見は2011-4-20までに戴く。杉田主査

は2011-4-22までにWG11 Convener及びTC44 Secretary (CC)に送付する。 

今回は，明瞭な誤記訂正に留め，技術的変更提案があれば，別途Amendment proposalを作成する。 

 

3 次回予定 

第1候補：2011-5-18（水）10:30～17:00機械振興会館 

出席者が3名に満たない場合は第2候補日に開催する。 

第2候補：2011-6-15（水）10:30～17:00機械振興会館 

 

会議風景 

 

以上
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ＩＥＣ６０２０４－３３ 第２２回 ＳＷＧ 

第７回 JIS B 9960-33原案作成分科会 

議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成２３年５月１８（水） １０：３０～１６：３０ 

場 所  機械振興会館５階 ５Ｓ－４会議室 

議題 １．前回議事録の確認（資料22-1） 

２．JIS B 9960-33原案審議（附属書Aから） 

（資料22-2，2011-5-13 JIS_B_9960-33_本文ver.11.doc） 

３．44/632/NP投票方針の審議（資料22-3,  44/632/NP 

 

出席者  順不同，敬称略 

氏名 所属 出欠 

杉田 吉広（主査） テュフラインランドジャパン ○ 
○ 石原 幸次（委員） 布目電機株式会社 
○ 真白 すぴか（委員） 東京エレクトロン株式会社 
○ 中谷 英司（委員） SOKUDO株式会社 
× 平沼 栄浩（委員） セーフティプラス株式会社 

神埼  潤（委員） 川崎重工業株式会社 × 
× 鈴村 大二（委員） ルネサスエレクトロニクス株式会社 
× 森谷 泰明（委員） 株式会社東芝 
○ 須藤 次男（事務局） 日本機械工業連合会 
○ 佐々木幹夫（事務局） 同上 

出席数：6名 

配布資料（網かけは電子配布のみ） 

資料22-1 前回議事録 

資料22-2 2011-5-13 JIS B 9960-33本文Ver.11（箇条7の 期まで黄色部分事務局再修正） 

資料22-3 44/632/NP Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery 

 

議事内容 

1 前回議事録確認（資料22-1） 

確認した。修正なし。 

2 JIS B 9960-33原案審議（資料22-2） 

2.1 審議範囲 

附属書A～附属書Dの審議･修正を終了した。修正結果は2011-5-18 JIS B 9960-33本文Ver.12のとおり。 

懸案事項 

(1) supplementary protective bondingの日本語訳が，原案で“追加保護ボンディング”になっている理由を

事務局が調査する。（JISB9960-1及びJISB9960-32でもそのようになっているが，JISC60364では“補助

保護ボンディング”になっている模様。） 

(2)  表C.6他のinstallation categoryがover voltage categoryと同じ意味であることを，出典の付記も含めて

注記で解説する（杉田主査）。 

石原委員の調査結果（会議終了後報告があった。） 

over voltage category 

IEC60664-1:2007 の 4.4.3.2 
- 146 - 

 



資料 5-11 

- 147 - 
 

この JIS 版 JISC60664-1:2009 では「過電圧カテゴリ」。 

required rated impulse withstand voltage (over voltage category) 

IEC60364-4-4:2007 の 443 

この JIS 版 JISC60364-4-44:2006(IEC60364-4-4:2003) では「インパルス耐電圧」（過電圧カテゴリ）。 

measurement category 

IEC61010-1:2010 

UL61010-1:2008 

この JIS 版 JISC1010-1:2005(IEC61010-1:2001)では 6.7.4 の箇条では「測定カテゴリ」。 

installation category 

IEC60204-33 

「設置カテゴリ」 が他の規格で使用されている例は見つける事が出来ませんでした。何れも同意

の用語として使用されています、取敢えず、ご報告致します。 

 

3 44/632/NPの審議 

IEC60204-33においては9.3.5でcableless controlについて簡単に触れていることを踏まえて，半導体製造

産業の立場からcableless control規格の必要性について意見を交換し，分科会としてNPに賛成することに

合意した 

委員から出た主な意見 

・ケーブルレス制御を半導体産業に適用するには特別の条件が必要である。半導体産業は，一般の機械

加工産業と異なりプロセス産業に近い。一瞬の停止も大きなダメージとなるので意図しない停止を極

度に嫌う一面がある。信号が切れた場合は機械を止めるというのでは使えない。むしろ信号が切れな

いことを保証する必要がある。 

・ケーブルレス制御の安全性は，周辺環境の影響を受けやすい。不特定多数が近傍で異なるケーブルレ

ス制御を行う可能性は十分考えられ，混線を確実に防止することが難しい。予想外の妨害が発生する

可能性があり，半導体産業ではケーブルレス制御は非常に危険である。 

・規格を作る場合は，半導体産業（プロセス産業）という特殊条件のもとで生産機能要求と安全性とを

両立できるような規格にする必要がある。このためには広い層から知見の深い専門家を結集する必要

がある。 

4 次回予定 

6月下旬から7月上旬の開催を目指して事務局が日程調整をする。次回の課題は，附属書E，参考文献

及び引用規格（箇条2）。 

 

会議風景（次ページ） 

 

以上 
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ＩＥＣ６０２０４－３３ 第２３回 ＳＷＧ 

第８回 JIS B 9960-33原案作成分科会 

議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成２３年６月２９（水） １０：３０～１６：３０ 

場 所  機械振興会館５階 ５０７会議室（日機連） 

議題   １．前回議事録の確認（資料23-1） 

２．JIS B 9960-33原案 附属書E審議（資料23-2，資料23-3） 

３．“接地系統”関連用語の変更審議（資料23-5） 

４．審議済み分の遡及審議（資料23-4） 

５．44/632/NP（ケーブルレス）投票集計結果，他 

 

出席者  順不同，敬称略 

氏名 所属 出欠 

杉田 吉広（主査） テュフラインランドジャパン ○ 
○ 石原 幸次（委員） 布目電機株式会社 
○ 真白 すぴか（委員） 東京エレクトロン株式会社 
○ 中谷 英司（委員） SOKUDO株式会社 
○ 平沼 栄浩（委員） セーフティプラス株式会社 

神埼  潤（委員） 川崎重工業株式会社 × 
○ 鈴村 大二（委員） ルネサスエレクトロニクス株式会社 
○ 森谷 泰明（委員） 株式会社東芝 
○ 福田 隆文（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ） 長岡技術科学大学大学院 
○ 須藤 次男（事務局） 日本機械工業連合会 
○ 佐々木幹夫（事務局） 同上 

出席数：10名 

配布資料（網かけは電子配布のみ） 

資料23-1 前回議事録 

資料23-2 2011-6-16 JIS_B_9960-33_本文ver.14.doc（審議済み分附属書Dまで事務局が黄色の蛍光

ペンのとおり修正，附属書Eの灰色網かけ修正） 

資料23-3 JIS B 9960-33附属書Eの構成チェック.doc 

資料23-4 JISB9960-33懸案・疑問事項一覧表.doc 

資料23-5 接地系統という用語の変更について.doc 

議事内容 

1 前回議事録確認（資料23-1） 

確認した。修正なし。 

2 JIS B 9960-33原案附属書E審議（資料23-2） 

ver.14の附属書Eは，JIS C 60364-1:2010の表現に合わせてある。ver.14の次の訳語はJIS C 60364-1:2010

と異なるが，委員の同意を得た。 

・distribution：給電線（JIS C 60364-1:2010は，幹線） 

・installation：負荷設備（JIS C 60364-1:2010は，設備） 

次の訳語を修正した（JIS C 60364-1:2010と異なる結果となった。） 
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・earthing system： 接地系統 → 接地系 

・line conductor： 線導体 → 相導体（交流系），ライン導体（直流系） 

・origin of the installation： 設備の源点 → 負荷設備の原点 

図E.8及び図E.9の留意事項a)及びb)の翻訳をJIS C 60364-1:2010とは異なるように整理した。 

その他，若干の整理を行った。 

 

3 “接地系統”関連用語の変更審議（資料23-5） 

このJISでは“接地系統”という用語は用いないことになった。 

資料23-5の事務局案を修正し，次の結論となった。 

① TN system(s) 及びTN supply system(s)の訳としての“TN接地系統”は，すべて“TN系統”に修

正する。（TT，IT，TN-C なども同様。）（JIS C 60364-1 と同じになる。） 

② 附属書EのTypes of system earthingの訳は，“接地系の分類”とする。“電源系統の接地方式”に

変更する（Ver.14 のとおり）。 

③ 6.3.3 の注記 4 のthe type of supply and earthing systemの訳は，“電源及び接地系の種類”“電源及

び接地方式（接地系統）の種類”に変更する。 

④ 5.2 の protecting earthing systemの訳語はVer.13のまま，“保護接地系統”とする。 
 
4 審議済み分の遡及審議（資料23-4） 

 
一連番号 箇条番号 懸案事項 審議（合意）結果 
1 附属書C “設置カテゴリ”を“過電圧カ

テゴリ”に変更するか？ 
“設置カテゴリ”を残し，事務局案の
注記1を微修正する。 

2 Pollution degree
の訳語 

“汚損度”を“汚染度”に戻す
か？ 

“汚染度”に戻す。 

3 11.4.9 
エンクロージ
ャ扉を開いた
ときの無障害
幅 

平沼委員の別解釈 この規格では図2の解釈が妥当。変更な
し。 

4 11.4.8 全身が入れるエンクロージャの
無障害幅0.7mの意味 

事務局解釈に異議なし。次の訳文に異
議なし。 
“例えば，再設定，調整，保全作業の
ために人が入ることを想定するエン
クロージャは，エンクロージャ内部に
少なくとも0.7 mの無障害幅及び少な
くとも2.1 mの無障害高を確保しなけ
ればならない。” 

5 Continuityの訳
語 

“導通性”を変更するか？ “電気的連続性”に変更する。 

6 Test fingerの訳
語 

“試験指（テストフィンガ）”
を“テストフィンガ（試験指）”
に変更するか？ 

変更しない。 

7 Supplementary 
bondingの訳語 

“追加ボンディング”を“補助
ボンディング”に変更するか？

変更しない。-1及び-32も“追加ボンデ
ィング”だから，敢えて変更の必要な
い。 

8 6.5.3 
プローブ開口 

オブスタクルのプローブ開口の
周囲を絶縁する目的は，人体の
充電部接触防止か，プローブに
よる充電部短絡防止か？ 

人体の感電保護よりもプローブによる
短絡の保護が重要。事務局が訳文に補
った“人体が”を削除する。 

9 7.2.9 
表1&表2 

Maximum primary protection 
percentage of ratingの翻訳は，“変
圧器1次側定格電流に対する1次

よくない。次のように変更する。 
“変圧器1次側定格電流に対する1次側
保護機器の定格作動電流の 大値
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側保護機器の作動電流の 大値
（％）”でよいか？ 

（％）”  

10 7.8相順の保護 相順保護のためのハードウェア
機器とはなにか？ 

“ハードウェア機器（例えば，検相器）
による保護”とする。 

11 7.10 a) Self ventの意味不明。 Ventはventilationではない。圧力逃しの
ことである。 
次の注記を追加する。 
注記 ベントには，防爆弁，破裂板など

がある。 
12 8.2.1.2 本文と注記がつながらない。 ISが悪い。MTではISを是正する。JIS

は原案通りとする。 
13 18.2.1 “試験以外の時も外部導電性部

分をPEに接続することは好ま
しくないことがある”という記
述は，8.2.1.4及び8.2.6に矛盾す
る。 

誤訳である。次の訳が正しい。 
電気装置の試験においては，電気装置
を外部導電性部分に接続することは
不適切又は好ましくない場合がある。

14 14.1 第3段落の次の文： ブレーキ
の作動がリスクを増加させる
のはおかしい。 
“機械的ブレーキの作動によ
って巻き込まれなどの危険状
態を生む可能性を増加させる
場合は，ブレーキ解除手段を備
えることが望ましい。” 

次のように意訳する。 
“機械的ブレーキの作動によって停
止したときに巻き込まれなどの危険
状態から脱するために，ブレーキ解除
手段を備えることが望ましい。” 

15 15.2.2の 後の
ハイフン 

次の文は，意味を汲み取り難い。
－ 外部から供給する照明電
源回路（例えば，工場の照明用
電源）。外部電源による照明は，
エンクロージャ内においてだ
け，定格電力の総和が3 kW以
下の作業灯に限る。 

次のように変更する。 
－ 外部から供給する照明電源
回路（例えば，工場の照明用電源）。
外部電源を照明に用いることは，照明
電源回路がエンクロージャ内にあり，
半導体製造装置用の作業灯であって
定格電力の総和が3kW以下の場合に限
る。 

16 E2.1.2(IS の
E1.3) 

附属書Eの審議で合意済み ― 

17 同上 同上 ― 
18（追加） 全般 Inadvertentの訳：“不注意”より

“不用意”が適当ではないか？
不用意な（inadvertent）及び“不用意に”
（inadvertently）に変更。 

 

5 44/632/NPの投票集計結果 

cableless controlのNPは，賛成国数は成立条件を満たしたが，expert派遣国数が4で，基準の5に達しな

かった。Expert募集が出ると思われる。募集が出た場合は，日本も派遣することを事務局は考えている。

Cablelessの国内WGは，国際WGが発足した時点で立ち上げる。 

 

6 次回予定 

2011-7-26（火）13:00～16:30を予定する。次回は，解説の審議に入る。 

事務局宿題（次回まで） 

・ JIS本体の，変更履歴をクリアした版（Ver.16）を作製する。 

・ 解説の草案を準備する。 

JIS原案 終修正結果：資料23-2修正 2011-6-29 JIS_B_9960-33_本文Ver.15.docのとおり。 

会議風景（次ページ） 
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以上 



資料 5-13 
ＩＥＣ６０２０４－３３ 第２４回 ＳＷＧ 

第９回 JIS B 9960-33原案作成分科会 

議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成２３年７月２６（火） １３：００～１６：３０ 

場 所  機械振興会館５階 ５０７会議室（日機連） 

議題    １．前回議事録の確認（資料24-1） 

２．JIS B 9960-33解説草案審議（REV1資料24-3） 

３．JIS B 9960-33本体の遡及審議（REV3資料24-2） 

４．その他 

出席者  順不同，敬称略 

氏名 所属 出欠 

杉田 吉広（主査） テュフラインランドジャパン ○ 
○ 石原 幸次（委員） 布目電機株式会社 
○ 真白 すぴか（委員） 東京エレクトロン株式会社 
○ 中谷 英司（委員） SOKUDO株式会社 
○ 平沼 栄浩（委員） セーフティプラス株式会社 

神埼  潤（委員） 川崎重工業株式会社 × 
○ 鈴村 大二（委員） ルネサスエレクトロニクス株式会社 
× 森谷 泰明（委員） 株式会社東芝 
○ 須藤 次男（事務局） 日本機械工業連合会 
○ 佐々木幹夫（事務局） 同上 

出席数：8名 

配布資料（網かけは電子配布のみ） 

資料24-1 前回議事録 

REV3 資料24-2 2011-7-25 JIS_B_9960-33_本文ver.17.doc 

REV1 資料24-3 2011-7-25 JIS B 9960-331解説草案Ver.2（追加箇所：3.11，8.5，8.6，8.7） 

議事内容 

1 前回議事録確認（資料24-1） 

確認した。修正なし。 

2 JIS B 9960-33解説草案審議（資料24-3） 

事務局作成の解説草案を審議，修正した。 

(1) 修正結果は，REV2 資料24-3 2011-7-26 JIS B 9960-331解説草案Ver.3のとおりとなった。 

(2) 解説の6.1に，杉田様が，この規格とSEMI規格との関係を書き加えることになった。 

(3)テンプレートの解説箇条4，5及び7は削除する（書かない）。よって，書いた分の解説箇条は，あと

で適宜繰り上げる。 

(4) 解説3.4に曲げスペースの説明図（解説図1）を追加した。 

(5) 解説3.5の中性線の色の審議で，委員より，米国では中性線の色は白または灰が標準であるとの解説

があったが，このJISの解説には特にこの情報を追加しなかった。（事務局には目から鱗であったが，

米国のことをJISで紹介してもしょうがないという意見あり。） 

(6) 解説3.7の危険電力の審議の結果，石原氏提供情報（JIS C 6950-1の危険エネルギーレベルの定義）

を解説に追加し，本体3.34に注記を追加した。 

(7) 解説3.9の審議の結果，本体8.2.1.2の注記1及び注記2を削除した。 
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3 JIS B 9960-33本体の遡及審議（REV1資料24-2） 

時間が無く，本体の遡及審議に入れなかった。次回に先送りした。 

 

4 次回予定 

2011-8-25（木）13:00～16:30を予定する。次回の成果をIEC/TC44部会に上程し，制定申出を行う。 

会議風景 

 

 

 

以上 



資料 5-14 
ＩＥＣ６０２０４－３３ 第２５回 ＳＷＧ 

第１０回 JIS B 9960-33原案作成分科会 

議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成２３年８月２５（木） １３：００～１６：００ 

場 所  機械振興会館５階 ５Ｓ－４会議室 

議題 １（5分）：前回議事録の確認（資料25-1） 

２（90分）：JIS B 9960-33本体遡及審議（資料25-2，資料25-3，資料25-6） 

特に審議お願したい箇所は，資料25-3にまとめてあります。 

細かい修正の全ては，資料25-2の変更履歴をご覧ください。 

休憩（15分） 

３（30分）：JIS B 9960-33解説草案審議（資料25-4） 

４（30分）：追加提案文書の審議（資料25-5） 

５（10分）：その他 

出席者  順不同，敬称略 

氏名 所属 出欠 

杉田 吉広（主査） テュフラインランドジャパン ○ 
○ 石原 幸次（委員） 布目電機株式会社 
○ 真白 すぴか（委員） 東京エレクトロン株式会社 
○ 中谷 英司（委員） SOKUDO株式会社 
○ 平沼 栄浩（委員） セーフティプラス株式会社 

神埼  潤（委員） 川崎重工業株式会社 × 
○ 鈴村 大二（委員） ルネサスエレクトロニクス株式会社 
× 森谷 泰明（委員） 株式会社東芝 
○ 須藤 次男（事務局） 日本機械工業連合会 
○ 佐々木幹夫（事務局） 同上 

出席数：8名 

配布資料（網かけは電子配布のみ） 

資料25-1 前回議事録 

資料25-2 2011-8-11 JIS_B_9960-33_本文ver.18.doc 

資料25-3 2011-8-11JIS B 9960 終チェック項目表.doc 

資料25-4 2011-8-11JIS_B_9960-33_解説Ver.4.doc 

資料25-5 2011 8-25 電源接地系と感電電圧REV2 

資料25-6 鈴村氏意見 

資料25-7 杉田氏のSEMI解説文 

議事内容 

1 前回議事録確認（資料25-1） 

確認した。修正なし。 

2 JIS B 9960-33本体遡及審議（資料25-2，資料25-3，資料25-6） 

事務局が資料25-3に纏めた18の遡及項目を審議し，添付表（会議風景写真の次）の審議結果欄に示す

結論を得た。 

委員から別の審議項目の提起はなかった。 

3 JIS B 9960-33解説の審議（資料25-4，25-7） 
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杉田様寄稿のSEMI関連解説文（資料25-7）を，文体を修正して解説5.1に入れた。 

事務局が次の追加修正を行って解説を完成する。 

・ 12.5.2でa)を削除した経緯を解説の箇条3に追加する。 

・ 感電の例（資料25-5修正）を解説の箇条5に追加する。 

・ 空欄の委員名簿を埋める。 

4 追加提案文書の審議（資料25-5） 

事務局が資料25-5を提案し，ご意見を戴いた。 

追加することに反対はなかったが，TT系統はΔ結線の例にする方がよいとの意見があった。 

修正して解説に加えることとした。 

 

5 今後の予定 

・ 今回をもって原案作成分科会の会合は終了する。今後はメールベースで連絡する。 

・ 原案は8月末までに須藤が整理し委員に送付する。 

・ 原案を佐々木からTC44部会委員に送付し2011-9-14のTC44部会（JIS原案作成委員会本委員会）で

申出承認を受ける。 

・ 承認後，9月末を目処に佐々木が申出を行う。 

・ 申出後の事務局担当は佐々木となる。JISCの審議は2回行われる。JISC審議対応には委員に協力

をお願いすることがある。 

・ 申出前に原案修正意見があれば須藤に連絡戴く。 

・ IEC 60204-33国内委員会は，おそらくIEC/TC44のMT60204-33が活動を開始するときになる。再開

国内委員会に鈴村様，森谷様が参画されるかどうかは，その時の事務局員とお二人の話し合いに

よる。 

会議風景 

 
 

次ページに添付別紙（審議結果）あり。 
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本体遡及審議の結果 

確定してから新しい修正を加えて下さい）に修正内容を書き込んで提出して下さい。 

 

 箇条 変更・追加した文案 事務局の意図 審議結果 
1 序文 [追加] 

注記 この規格では，交流電圧の値（V）
は，特に断らない限り実効値
（r.m.s.）を意味する。 

本文中に“実効値”と
“r.m.s.”が混在して
いたので，序文にこ
の注記を追加して，
以下の本文中に出
てくる“実効値”と
“r.m.s.”を削除した。 
 

承認 

2 3.15 [追加した注記の再確認] 
注記 3 この規格において，危険区域という

用語は，次の3.16の注記だけで用い
る。入力電源電圧（例えば，200V）
が露出する部分を指すのではない。

注記 4 半導体製造装置には，入力電源電圧
（例えば，200V）よりも遥かに高い
電圧を内部で発生して半導体製造
に用いるものがある。上の定義でい
う“高電圧の設備，システム及び装
置の危険な充電部分”は，このよう
な内部で発生する高電圧部分を指
す。入力電源電圧が高電圧（交流で
は 1000 V 以上）であることをいう
のではない。 

注記3は，危険区域
の補足説明。注記 2
の続きのようなも
の。 
注記4は，高電圧の
設備の補足説明。 

承認 

3 3.34 [追加した注記の再確認] 
注記 この用語は，電気エネルギーが姿を変

えた力学的エネルギー又は熱エネル
ギーの危険性も意識しており，感電
の危険性だけを意識するものではな
い。240VA 以下であっても，危険電
圧（3.35 及び 3.37 参照）に感電する
ことは危険である。逆に，危険電圧
以下であっても電流が大きければエ
ネルギーとして危険である。JIS C 
6950-1の1.2.8.9では，60秒以上継続
して240VA以上取出し可能な電力レ
ベルを危険エネルギーレベルと定義
している。 

感電の危険源を意
味する危険電力で
ないことを明確に
するために追加し
た。 

微修正して承認 

4 3.74 [ISの英文] 
NOTE This definition does not imply any 
particular state of other stopping devices, for 
example mechanical or hydraulic brakes. 
[JISの文] 
注記 この定義は，他の停止装置（例えば，

機械的ブレーキ又は油圧ブレーキ）に
対して特定の状態になることを示唆
するものではない。 

翻訳表現に悩んで
いた。 終案とし
て，この訳でよい
か？ 

承認 

5 4.2 [ISの英文] 
• conform to relevant IEC standards where such 
exist; 
• as an alternative, conform to a relevant standard 
that is developed by a national standards 
organization and/or meet construction and test 

国内規格だから
JIS 製品を IEC 製
品より優先。（IS
では IECが国家規
格に優先。） 
優先順序はこのま

IECを先，JISを後（IS
の順序）にする。 
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requirements of this document 
as is appropriate to the application. 
[JISの文] 
－ 日本工業規格に適合する。及び／又はこ

の規格が規定する構造要求及び試験要
求に適合し用途に適する。 

－ 関連する IEC 規格（あれば）に適合す
る。 

までよいですか？

6 5.3.3 [ISの英文] 
e) disconnect all live conductors of its power 
supply circuit. However, for TN supply systems, 
the neutral conductor may or may not be 
disconnected except in countries where 
disconnection of the neutral conductor is 
compulsory. Where the neutral conductor can be 
disconnected it shall be disconnected 
simultaneously with the phase conductors; 
[JISの文] 
e) 電源回路の全ての充電導体を断路できる。
ただし，電源がTN（TN-S）系統 で供給さ
れる場合，半導体製造装置が日本国内及び
中性線の断路について特定の規則がない
国で用いるものである場合は，中性線を断
路してもしなくてもよい。中性線を断路す
る場合は，相導体と同時に断路しなければ
ならない。PE 導体，PEN 導体は，いかな
る接地系においても断路してはならない。

点線部分を IS の表
現に近づけた。日本
の海外工場で TN 電
源を使う場合を考
慮した。 
よろしいか？ 

承認 

7 7.2.8.1 [注記 4の追加] 
注記 4 過電流保護機器の短絡定格は，定格

短絡遮断容量と同等である。 

7.2.81 本文に短絡定
格が出ているので
注記4を追加した。
本文には（注記4参
照）を追加した。 

修正して承認 

8 8.2.2 [解釈の確認] 
ISの英文 
NOTE In Europe, there are no harmonised 
standards for non-copper cables with 
cross-sectional areas less than 16 mm2. 
JISの文 
注記 欧州機械指令の整合規格の中には，断
面積 16 mm2以下の銅以外の保護導体を許容
する規格はない。 
 
 

Harmonize は，MD
との harmonize と解
釈した。 

MD とは関係ない。下
記に修正。 
 
注記 欧州において
は，断面積 16 mm2

以下の銅以外の保護
導体を許容する整合
規格はない。 
 

9 9.2.3 [解釈の確認] 
ISの英文 
a) not include controls that enable it to be defeated 

or bypassed; 
JISの文 
a) EMO機能を無効にする（又はバイパスす
る）ような不正工作を加えることができる
制御要素を含んではならない。 

代替案 
a) EMO 機能を殺
すような細工を加
えられる制御要素
を含んではならな
い。 
 
別な名訳はない
か？ 
鈴村氏提案 
EMO 機能の無効化
又はバイパス化が
可能な制御要素を
含んではならない。 

鈴村氏の案を採用。 
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10 9.3.4.3 [解釈の確認] 

ISの英文 
Enabling control shall be so arranged as to 
minimize the possibility of defeating, for 
example by requiring the de-activation of the 
enabling control device before operation of 
the fabrication equipment can be reinitiated. 
It should not be possible to defeat the 
enabling function by simple means (such as 
taping a button down). 
 
事務局 新案（注10)を追加） 
イネーブル制御は，例えば，半導体製造装

置機械の運転を再開する条件が整うまでの
間イネーブル機能が効かない（偽装のイネー
ブル接点信号も効かない）ようにしておくこ
となどによって，イネーブル機能を偽装 10)

して運転される可能性を 小化しなければ
ならない。簡単な手段によってイネーブル機
能を偽装できないようにすることが望まし
い。 
注 10) 偽装（defeating）とは，正しい意図

によるイネーブル操作をせずに，悪
意をもってイネーブル状態を作り
出すことをいう。例えば， 

－ おもし，ひもなどを用いてイネー
ブル（ポジション 2）操作状態を
ねつ造する。 

－ イネーブル信号の接続端子をジ
ャンパ接続することによって，イ
ネーブル制御機器が無効状態（取
り外し又は電源オフ）であっても
イネーブル信号をねつ造する。 

 
JIS B 9960-1の文（Sの翻訳） 
イネーブル制御は，例えば，機械の運転を

再開してよいときまでイネーブル機器を作
動しない状態（イネーブル機能が効かない状
態）にしておくことなどによって，イネーブ
ル機能の不正使用される可能性を 小にし
なければならない。簡単な手段によっては，
イネーブル機能の不正使用ができないよう
にすることが望ましい。 

 
JIS B 9960-32（9.2.6.3）の文（F氏，M氏によ
る） 
イネーブル制御は，例えば，イネーブル機

能を一度解除しなければ機械の運転を再開
できないようにすることなどによって，イネ
ーブル機能を無効化して運転される可能性
を 小にしなければならない。簡単な手段に
よってはイネーブル機能の無効化ができな
いようにすることが望ましい。 

Defeatingの解釈他，
これでよろしい
か？-1 及び-32 の文
と比較されたい。 
 
イネーブル機器を
使った経験ある方，
イネーブル機器に
詳しい方，適切な表
現をお願いします。 

事務局案を破棄。 
書き文案に決定。 
 
イネーブル制御は，例
えば，イネーブル機能
を一度解除しなければ
機械の運転を再開でき
ないようにすることな
どによって，イネーブ
ル機能を無効化して運
転される可能性を 小
にしなければならな
い。簡単な手段（例え
ば，テープでボタンを
押さえること）によっ
てイネーブル機能の無
効化ができないように
することが望ましい。

11 12.5.2 [解釈の確認] 
[ISの英文] 
Flexible cords, cables and power cord sets which 
meet all the requirements of 12.5.1 are permitted 

ISのandの意味は何
か？ 
各項目ごとに when
が出てくるので，“い

下記の表現に決定。 
a)を削除した理由を解
説に書く。 
将来 IS の修正を提案
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inside electrical enclosures for internal wiring: 
a) when equipped with an attachment plug and 

powered from a receptacle outlet inside the 
electrical enclosure to connect one or more 
assemblies to primary power inside the 
enclosure; and 

b) when the insulation on the individual 
conductors of the flexible cord or cable are 
suitable for the application without depending 
on the outer sheath (jacket) insulation; and 

c) when the flexible cord, power cord set, 
receptacles, and appliance coupler are all used 
in accordance with their ratings; and 

d) when the cable type is appropriate for its 
method of installation. 

[JISの文] 
可とう性のコード，ケーブル，及び12.5.1の
要求事項を全て満足する電源コードセッ
トは，次の場合にはエンクロージャ内の配
線に用いてもよい。 

ずれの場合にも”と
いう感じがするが，
when の後が条件を
示しているので“全
てを満たす場合に
は”とするべきか？ 
候補 
①次のいずれの場
合にも・・・ 
②次の全てを満た
す場合には・・・ 
 
鈴村氏意見 
①が妥当 

する。 
 

12.5.1 の要求事項を
全て満足する可とう性
のコード，ケーブル，
及び電源コードセット
は，次のすべてを満足
する場合にはエンクロ
ージャ内の配線に用い
てもよい。 
a) 削除 
b) 可とうケーブル内
又はコード内の芯線
の個別絶縁が使用目
的に適していて，芯
線の絶縁がケーブル
シース（外装）の絶
縁に依存しない。 

c) 可とう性コード，
電源コードセット，
コンセント及び器具
用カプラの全てを定
格内で用いる。 

d) ケーブルの種類
が，その配線方法に適
している。 
 

12 13.1.1.8 [追加] 
注 11) 導体のディレーティングとは，定常運
転において導体に流れる電流（定格電流）
をその導体の許容電流値より引き下げて
用いることをいう。例えば，許容電流10 A
の導体を定格電流 5 A の回路に用いる場
合，ディレーティング率は50 %である。デ
ィレーティングによって電気品の信頼性
が向上する。周囲温度及び束線を考慮する
ディレーティングに関しては，附属書Cを
参照。 

導体のディレーテ
ィングを説明する
注 11)を追加した。 
JSA から片仮名排斥
を受けた場合の伏
線。 
附属書 C にも注意
を引いた。 

事務局案を破棄。 

13 18.9.2 [例と注記を追加したい] 

例 電源線が接続されている端子の温度上
昇を検証する。ある半導体製造装置が連続
運転後に熱平衡に達した。このときの室温
は 25 ℃であった。端子の温度を測定する
と 50 ℃であった。電線製造業者が指定す
る電線の 高許容温度は，周囲温度 40 ℃
に対して 60 ℃である。この端子の温度上
昇がこの規格の要求（表 6）を満たすかど
うかを検証する。 
[検証] 
基準周囲温度 40 ℃から連続運転後の室温
25 ℃を差し引く。 
 差 = 40－25 = 15 ℃ 
この差を連続運転後の端子測定温度 50 ℃
に加える。 
 周囲温度40℃換算の端子温度 = 50 + 15 
= 65 ℃ 
換算端子温度 65 ℃と電線製造業者が指定

文だけでは解りに
くかったので，例と
注記を入れた。 
私の理解に間違い
あれば修正願いた
い。 

事務局案を破棄。 
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する 高許容温度 60 ℃を比較する。 
 65 ℃ ＞ 60 ℃ 
故に，不合格である。 

注記1 18.9は，室温40℃（又は製造業者が
指定する 高室温）においても，半導体製
造装置の構成品の温度が，それらの許容
高温度を超えないことを検証する意図を
もっている。 

注記 2 発熱部品が換気の悪いエンクロージ
ャ内にある場合，部品の周囲温度は室温と
異なるが，エンクロージャ内温度を差し引
くより室温を差し引くほうが，より厳しい
評価となる。 

14 B.1.2.2 [事実確認] 
注記 5 日本では RA の許容値を法律で定め
ている。（U0が 300 V を超える場合は RA

＜10Ω） 

[電技]に照らして正
しいか？再確認願
いたい。石原さん
か？ 

正しい。現文で問題な
し。 

15 C.1 
第 3 段
落 

[解釈の確認] 
[ISの英文] 
The 90 °C and 105 °C ampacity columns are 
provided to allow bundled conductors to operate 
hotter than those with 60 °C or 75 °C ratings, and, 
thereby, when derated, to have more usable 
ampacity. The derating Tables, C.4 through C.7 
reflect the application limitations of the 
conductors. 
Devices are normally rated for conductor 
temperatures of 60 °C or 75 °C. 
[JISの文] 
電気機器が許容する導体温度定格は，通常

60℃又は75℃であるが，表C.1及び表C.2に
は 90℃及び 105℃に対する電流容量欄があ
る。これらの欄は，端子温度が60℃又は75℃
以下であれば束ねた部分の導体温度が 60℃
又は 75℃より高い温度になることを許容す
るために用意されている。束ねる線数及び周
囲温度に対するディレーティング（表C.3及
び表 C.4）を適用すれば更に実際的な許容電
流になる。 

私の理解では点線
部を追加したよう
になる。 
確認願いたい。 

端子温度は関係なし。
下に戻し一部修正し，
下記のとおりとする。
 
電気機器が許容する

導体温度定格は，通常
60℃又は 75℃である
が，表 C.1 及び表 C.2
には 90℃及び 105℃に
対する電流容量欄があ
る。これらの欄は，束
ねた状態で導体が
60℃又は 75℃より高
い温度になっても用い
る場合のために用意さ
れている。束ねる線数
及び周囲温度に対する
ディレーティングは
（表C.3及び表C.4）を
適用する。 
 

16 C.4 [追加した注記の再確認。念押し] 
注記 表C.6～表C.8において用いる用語“設

置カテゴリ（installation category）”は，
設置環境の電磁妨害によって装置の
電源回路に発生するインパルス過電
圧の大きさを分類する数字である。カ
テゴリの数字が大きいほどインパル
ス過電圧が大きい（過電圧が加わる充
電部は，より大きな沿面距離を必要と
する）。 

“ 設 置 カ テ ゴ リ （ installation 
category）”という用語は，SEMI S22
でも用いている。“設置カテゴリ”は，
JIS C 60364-4-44 及び JIS C 60664-1
で用いる“過電圧カテゴリ（over 
voltage category）“と同義語である。
各カテゴリに対応する定格インパ

ルス耐電圧の値は，JIS C 60364-4-44

この注記でよい
か？ 

承認 
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の表 44B に規定されている。 
17 
( 追

加) 

B.1.2.3 [追加した注記を削除したい] 
注記 過電流保護機器を TT 系統の間接

接触保護に使用できるのは，RA

が非常に低い場合だけである。一
般に漏電遮断器の IaはmAのオー
ダであるのに対し，過電流保護機
器の IaはAのオーダ（始動時の負
荷電流よりも大きく設定する必
要がある。）であるから，一般に
過電流保護機器によって式(1)の
条件を満たすことは困難である。
例えば，Ia ＝ 50 Aとした場合は，
RAを 1 Ω 以下にしなければなら
ないが，1 Ω以下の接地抵抗を得
ることは，一般には簡単でない。
したがって，TT 系統の間接接触
保護は，一般に RCD によって行
われる。 

こ の 注 記 は ，
JISB9960-32 から転
用したものである
が，-33 の附属書 B
にはマッチしない。 
削除したい。 
又は次の注記にし
たい。 
注記 TT 系統の日本
では，接触電圧を
瞬時たりとも50V
以下に抑えるこ
とができる RCD
による自動遮断
が広く用いられ
る。過電流検出だ
けによる自動遮
断が用いられる
ことは少ない。 

注記を削除する。 

18 表B.1 この附属書は，TTを論じているのにTNの
遮断時間が載っているのはおかしい。表 A.1
の表現と異なり，ややこしい。 

TN の欄を削除するか，そのままにして次
の注記を追加したい。 
注記2 TN系統に対する許容遮断時間は，参

考として示したものであり，TT 系統
には関係ない。 

 事務局案を却下。 
（TN 用の値を特別の
TT 系では用いてよい
ことが表内に書いてあ
る。） 

 

以上 
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１１日工会第１８８号 
２０１１年５月２７日 

委    員    殿 
（社）日本工作機械工業会 

 

技術委員会・標準化部会 電気・安全規格専門委員会 

第3回 IEC 3X 対策WG 議事録 

 
１．日 時 平成２３年５月１９日（木） １３：３０～１７：００ 
 
２．場 所 機械振興会館 6F60号 会議室 
 
３．出 席（順不同・敬称略）   
  主 査 ○西條 広一（オ ー ク マ） 
  委 員 ○小島 輝久（ブラザー工業）  ○中谷 尊一（シチズンマシナリー） 

      ○岡本 洋一（森精機製作所）  ○榎本 健男（三 菱 電 機） 

      ○石原 寛信（ヤマザキマザック）  ×杉田 吉広（テュフラインランドジャパン） 

      ○井上 正也（オ ム ロ ン）  ○吉田  隆（富士電機機器制御） 

事務局 ○佐々木 幹夫、○須藤 次男（日機連） 
    ○山本 元芳、×米谷 理史、○奥谷 自平（日工会） 

  以上 12 名 
 

４．配付資料 

・No.29 第2回IEC 3X 対応WG  議事録 

・No.30  第1回IEC 60204-3X 日中打ち合わせ議事録 

・No.31  IEC/TC44 Plenary Meeting 出張報告（抜粋）＋Minutes 

・No.32  Safety of Machinery – Electrical  Equipment of Machines – Part 3X: 

Requirements for Machine Tools（TC44 Plenary Meeting プレゼン資料） 

・No.33  IEC 60204-3X（SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF 

 MACHINES – Part 3x: Requirements for Machine tool）（新中国提案） 

・No.34  IEC 60204-3Xへの意見まとめ（杉田委員、榎本委員） 

・No.35-1  IEC 60204-3X 機器・装置の関連規格一覧表（修正履歴あり） 

・No.35-1  IEC 60204-3X 機器・装置の関連規格一覧表（修正済み） 

・No.36  IEC 60204-1 と3Xとの比較 

・No.37 IEC 60204-1及び3X 引用規格一覧 

・No.38  Annex CC（シンボルマーク比較表） 

・No.39  JIS B 6015:2005（工作機械－電気装置通則） 

・No.40 ドイツ提案 IEC 60204-1 Annex について 

・No.41  TC44フォローアップ（メールまとめ） 
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５．審 議 
(1) 本日の議題及び 配布資料の確認等 
 西條主査から、本日の議題について説明が行われた後、引き続き、事務局から配布資料について説明が

行われた。 
 
(2) 第1回 IEC 60204-3X日中会合 報告 
 西條主査から、資料No.31を基に、さる2月17日（木）～18日（金）に機械振興会館にて開催された

第1回 IEC 60204-3X（以降3X）日中会合の概要について、報告が行われた。 
・日本からの代表として、西條主査、福田教授（IEC/TC44(電機機器の安全)国内対策委員会 委員長）、 
本WGメンバー及び事務局の計15名が参加した。 

・中国からは、Zhao氏を筆頭に、3Xの原案作成の中心メンバーであるYin氏、Huang氏及びFeng氏を

含む8名の出席があった。 
・3Xの作成・提案に関しては、日中共同の作業グループをつくり規格原案を作成する。なお、IEC/TC44 
にてNWIP（新規提案文書）として提案する際には、日中の共同提案とすることを事前にSAC（中国 
国家標準化管理委員会）から承認を得ているとのこと。 

・3Xについては、IS（正式規格）及びTS（技術仕様書）どちらにするか審議を行った結果、日本か 
らはTSによる提案を進めたが、 終的に中国側の判断に一任することとした。 

・ 終的に提案形式については、4月7日～8日にチェコ・プラハで行われる IEC/TC44プレナリーミ 
ーティングには完成度の高いTSを発表することが困難のため、規格骨子とスコープについてプレゼ 
ンテーションを行い、その後、規格原案をTC44に提案する方針にて進めることとした。 
 

（3）IEC/TC44プレナリーミーティング 報告 
 佐々木委員から、資料No.32 及び 33 に基づき、去る 4 月 7 日（木）～8 日（金）にチェコ・プラハに

て行われた IEC/TC44プレナリーミーティングにおいて、中国が行った3Xのプレゼンの概要について、

説明が行われた。 
・日本の代表として、福田先生、杉田委員、長谷川氏（パナソニック電工）及び佐々木委員の4名 
が参加した。また、中国からは9名の参加があり、日中会合にも参加していたZhao氏、Yin氏及び 
Huang氏も参加していた。 

・3Xのプレゼンについては、Agendaに議題として盛り込まれなかった。 
・中国からは、第1回日中会合の打合せ結果に沿う形で、3Xのスコープ、構成及びAnnexの内容に 
限定したプレゼンが行われた。 

・3Xプレゼン後の質疑応答について、各国からは本規格の内容ではなく、必要性に関する質問が多く 
 挙がった。これに対し日本からは、「一つの規格で、工作機械の電気安全が規定されることは必要

では 

なくとも、一つの stand alone 規格としてあることは有効である」旨、回答した。 

・上記の質疑の中で、ハーレス氏（IEC/TC44 議長）から、「ISO/TC39（工作機械）の了解（協

力）は得ているか？」との質問が挙がった。これに対して日本からは、「ISO/TC39 の審議団体

である日工会が協力している」と回答した。 

 

・また、ドイツから 3X を IEC 60204-1 の附属書とする提案（資料 No.40）があった。杉田委員

からは、 

現在 IEC 60204-1 がメンテナンス中で本提案を今から組み込んでも、発行が遅くなる旨の発言

があり、 

ひとまずドイツ提案は取り下げられた。 

・審議の結果、3X の今後の方針については、ハーレス氏の採決により、TS として進めることが
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決定した。（ただし、Minutes では、「要求事項については、工作機械のものに限定する。」と記

載されている。） 

 

(4) ISO/TC39(工作機械)への対応について 

西條主査から、資料 No.41 を基に、プレナリーミーティングで指摘のあった、ISO/TC39 側（工

作機械）への対応案について説明が行われた。 

 ・5 月 16 日~20 日にスイス・チューリッヒにて開催されている ISO/TC39/SC2 国際会議に出席

してい 

る Knapp 氏に、同会議に出席している日本メンバーから、3X の件を同氏に伝えたところ、「中

国か 

ら 3X への協力要請の連絡があった」との回答があったとのこと。 

 

 以上、審議の結果、今後メールにて、「3X は新たな要求事項を盛り込んだ規格ではなく、現在

ある複数の規格から、工作機械特有の要求事項を１つにまとめた規格であるため、規格の進捗に

ついては静観してほしい」旨、依頼することとした。 

 

(5)  3X 新原案へのコメントの審議 

 資料 No.34 を基に、現在 5 月 20 日を期限に、中国から意見が求められている IEC 3X の 新原

案（資料 No.33）へのコメントについて審議を行った。 

・IEC 3X（資料 No.33）及びドイツ提案（資料 No.40）については、同等に対応を行い、コメン

トを提出する旨、中国へ連絡することとした。 

・3X へのコメントについては、初めに①3X で扱うべき項目（工作機械特有のもの）と、②現在

改正作業を行っている IEC 60204-1 への提案項目（工作機械に限定されない機械全般のもの）

とで振り分け、 

 5 月 20 日までに中国側に、「②の項目は、工作機械に限定されない機械全般のもののため、3X

には盛り込まず、IEC 60204-1 メンテナンスチームに提案すべきである。」と回答することとし

た。 

 なお、①及び②については、審議の結果、以下のように振り分けとなった。 

 ―①3X で審議するもの: 

  4.4.2、4.4.3、4.4.7、5.2、5.3.1、8.2.6、9.1.2、9.2.3、9.2.5.5、9.4.2.1、10.6、11.2.1、

11.2.3、11.3、 

11.4、17.1、17.2、18 

 ―②IEC 60204-1 へ提案するもの 

  4.4.5、4.4.8、5.1、7.1、7.2.3、7.3.5、7.3.2、9.2.5.4.2、10.4、14.5 

  
(6) 3X 工作機械に適用する電気機器とその対応規格の審議 
 西條主査から、資料 No.35-1 及び-2 を基に、首記のリストについて、前回 WG からの修正点を中心に

説明が行われ、修正等あったら、西條主査及び事務局まで送ることとした。 
 
 
(7) Annex CC（シンボルマークの一覧）の審議 
 資料No.38及び39を基に、シンボルマークの記載に関し、3XとJIS B 6015との比較を行った旨、説

明が行われた後、意見交換を行った。 
・本Annexに対し日本からは以下の2点を提案することした。 
―JIS B 6015に記載があるが、3Xには記載がないシンボルマークを追加してほしい。 
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―JIS B 6015と3Xとで、同じ用語でシンボルマークが異なっているものについて 
 どちらに合わせるのか審議を行いたい。 

・No.27,28及び29は中国発案の記号とのこと。 
・NO.38,39は、IEC方式に倣い、シンボルを横（左90°回転）にするよう提案する。 
 
以上、審議の結果、事務局にて次回 WG までに、資料 No.38 に「同じ用語でシンボルマークが異なっ

ているもの」をピックアップし、追加したものを作成することとした。 
 
(8) 第2回3X日中会合について 
事務局から、次回（第2回）の IEC-3X日中会合の概要について、説明が行われた。 
・日程は6月14日（火）～17日（金）（計4日間）に、中国・北京市（詳細未定）にて開催を予定し 
ている。未だ中国からは、Agendaが届いていない。 

・日本からの代表として、は西條主査、榎本委員、事務局1名の派遣を予定している。 
 
(9) 次回の日程について 
次回の日程は、仮日程を6月9日（金）11:00～17:00 機械振興会館にて開催を予定し、3Xへのコメン

ト（資料NO.34）の内容を中心に審議を行うこととした。詳細は決定次第、事務局から連絡することとし

た。 
 

以上 
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IEC/TC44部会－IEC 61496  第43回WG 議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年4月22日（金） 14:00～16:30 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

黒住主査（ジック） ○ 諏訪（オムロン） ○ 

福田（長岡技術科学大学） × 長谷川（パナソニック電工SUNX） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） × 

濱島（労働安全衛生総合研究所） ○ 山崎（元日機連） × 

金子（産業安全技術協会） × 【事務局】 － 

村田（オプテックス） ○ 須藤（日機連） ○ 

高原（オムロン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者8名 
配布資料（メールで事前送付済） 

（１）前回議事録 （第42/16回 IEC61496/61496-4議事録） 

（２）44-613-CC(61496-4-2)Observations 

（３）44-615-CC(61496-1Amd2)(after-Istanbul) 

（４）44-621-CC_61496-2Ed3(after-Istanbul) 

（５）44-61496-4-3(partialResolution-of-Comments_Istanbul) 

（６）61496-1-A2-Ed2-CDV(after-Istanbul) 

（７）61496-2-ed3-CD(after-Istanbul) 

（８）61496-4-3_WorkingDraft(Istanbul) 

（９）TS 61496-4-2 for 2CD-Istanbul 

（10）IEC 61496 Maintenance and TC44 WG10 Istanbul meeting 出席報告_追記 

（11）委員名簿（当日配布・本議事録に別添） 

 

議事内容 

1. 前回議事録は承認された。 

2．本年度から2つに分かれていたWG（61496及び61496-4）を，1つにまとめた。 

委員名簿を確認。 

3. MT/WG出席報告に基づき，長谷川委員，村田委員より説明。 

4．次回MT/WGでの対応（61496-4-3について） 

4.1 PAPT（Pattern Projection techniques）を記述すべきではないとの意見を出す。 

検知性能を記述すれば規格として十分であり，PAPT等の検知方法まで踏み込む必要は

無い。 

4.2 active illuminationは，必要性についてPilzの意図を確認する必要が有るが，センサの一部として

使用する場合は，危険側故障を起こさないことを確認する記述が必要。 

4.3 次回MT/WGへの出席 

村田委員：出席 

長谷川委員，黒住委員：どちらか一人が出席で調整願う 

6. 次回WG開催予定 

2011年6月14日（火）14：00～16：30 

5月MT/WG報告他 
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以上 
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IEC/TC44部会－IEC 61496  第44回WG 議事録 

社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年6月14日（火） 14:00～16:15 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

黒住主査（ジック） ○ 諏訪（オムロン） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニック電工SUNX） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） ○ 

濱島（労働安全衛生総合研究所） ○ 山崎（元日機連） × 

金子（産業安全技術協会） × 【事務局】 － 

村田（オプテックス） ○ 須藤（日機連） ○ 

高原（オムロン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者9名 
配布資料（メールで事前送付済） 

（１）前回議事録 （第44回IEC61496議事録） 

（２）IEC 61496 Maintenance and TC44 WG10 May 2011 meeting 出席報告_11612 

（３）44-61496-4-3(Final-Resolution-of-Comments) 

（４）61496-4-3-DC(FinalWorkingDraft-rev5) 

（５）61496-4-3-DC(FinalWorkingDraft-rev5)withMarkups 

 

議事内容 

2. 前回議事録は承認された。 

2． May 2011 meeting 出席報告 

長谷川委員，村田委員より報告があり，61496-4-3DC案について次のコメントを村田委員より

コンビナに対して提出することとした。 

（１）Fig2：tolerance zoneの上部はこの図ではtoleranceが無いように見える。はっきりともっ

と上部まで広げること。 

（２）AnnexBBの数式が，PDFでは不鮮明で判読できない。 

（３）5.1.2.4のタイトルのフォントが違っている。 

3． 44/643/DCを検討した。コメントを出すこととし，メールベースで作業を行うこととした。 

4. 次回WG開催予定 

2011年10月6日（木）14：00～16：30 

-4-3DCの検討を主に行う予定のため，DC発行が遅れた場合は日程変更をする。  

以上 
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IEC/TC44部会－IEC 61496  第45回WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年10月6日（木） 14:00～16:30 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

黒住主査（ジック） ○ 諏訪（オムロン） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニック電工SUNX） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） ○ 

濱島（労働安全衛生総合研究所） × 山崎（元日機連） ○ 

金子（産業安全技術協会） × 【事務局】 － 

村田（オプテックス） ○ 佐々木（日機連） ○ 

高原（オムロン） × 関口（日機連） ○ 

出席者9名 
配布資料（メールで事前送付済） 

1．前回議事録 （第45回IEC61496議事録） 

2．44/646/CD（IEC/TS 61496-4-2 Ed.1） 

3．44/648/DC（DRAFT FOR COMMENT – IEC 61496-4-3） 

4．44/650/INF（RESULT OF 44/643/DC） 

5．44/651/CDV(COMMITTEE DRAFT FOR VOTE IEC 61496-2 Ed 3) 

6．44/646/CD及び44/648/DCに対する，委員からのコメント（当日配布） 

 

議事内容 

3. 前回議事録は承認された。 

2． 44/648/DC（DRAFT FOR COMMENT – IEC 61496-4-3）検討。 

事前に村田，角，omronの各委員から提出されていたコメントを検討した。 

(1) omronのコメントはJP1のみ採用とする。 

(2）村田，角委員のコメントは本日の検討結果を反映して1週間程度で再度作成していただく。 

(3) これらのコメントを事務局でまとめて，委員各位にメール送付し確認願う。 

(4) 以上で問題が無いことを確認した後，IEC/TC44 に回答する。 

3．44/646/CD（IEC/TS 61496-4-2 Ed.1）検討。 

事前にomronの委員から提出されていたコメントを検討した結果，コメントなしでIEC/TC44 

に回答することとした。 

4．次回WGでは，44/651/CDV(COMMITTEE DRAFT FOR VOTE IEC 61496-2 Ed 3)を検討す

る。今回同様，事前にコメントを事務局に提出願う。 

5．次回WG開催予定 

2011年11月24日（木）14：00～16：30 

以上 
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IEC/TC44部会－IEC 61496  第46回WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年11月24日（木） 14:00～15:15 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

黒住主査（ジック） ○ 諏訪（オムロン） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニック電工SUNX） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） ○ 

濱島（労働安全衛生総合研究所） × 山崎（元日機連） × 

金子（産業安全技術協会） × 【事務局】 － 

村田（オプテックス） ○ 佐々木（日機連） ○ 

高原（オムロン） ○   

出席者8名 
配布資料（メールで事前送付済） 

1．前回議事録 （第45回IEC61496議事録） 

2．44/651/CDV（IEC 61496-2 Ed.3） 

3．44/651/CDV に対する，委員からのコメント（当日配布） 

 

議事内容 

4. 前回議事録は承認された。 

2． 44/651/CDV（IEC 61496-2 Ed.3）へのコメント検討。 

事前に長谷川委員及び事務局から提出されていたコメントを検討した。 

(1) 本日確認したコメントは添付別紙の通り。全てEditorialである。この内容で事務局がTC44

への提出用コメントを作成し，メールで委員に配付して再度確認の上コメント付き賛成投票

を行う。 

(2）Annex AのA.11がドイツ提案の文章（61496-2_A 11_German_Proposal_2011_05_15.pdf）に

変更されていないが，変更しなくても特に問題は無いので，日本からは指摘をせずにMT

の状況を見守る。 

(3) 以上を，次回TC44部会で報告し承認を得ることとする。 

3．次回WG開催予定 

44/646/CD(61496-4-2)，44/648/DC(61496-4-3)も含めて，コメント集が発行された時点で必要があ

れば開催する。 

以上 

 

 
 
以下，コメントの検討結果。 
（コメントの検討結果は省略）
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IEC/TC44部会－IEC 61496  第47回WG 議事録 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時  平成24年2月13日（月） 14:00～16：45 

場 所    機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

黒住主査（ジック） ○ 諏訪（オムロン） ○ 

福田（長岡技術科学大学） ○ 長谷川（パナソニック電工SUNX） ○ 

角（産業技術総合研究所） ○ 嶋地（北陽電機） ○ 

濱島（労働安全衛生総合研究所） × 山崎（元日機連） ○ 

金子（産業安全技術協会） × 【事務局】 － 

村田（オプテックス） ○ 宮崎（日機連） ○ 

高原（オムロン） × 佐々木（日機連） × 

出席者9名 
配布資料（メールで事前送付済） 

1．前回議事録 （第46回IEC61496議事録） 

2．44/656/INF  

3．44_656_INF_replyJP_12212 

 

議事内容 

5. 前回議事録は承認された。 

2. 村田様が作成した資料「44_656_INF_replyJP_12212」に基づいて44/648/DCに対する各国コメ

ント(44/656/INF)の検討を行い，国際会議に臨むにあたってJPとして意思統一を行った。意味

不明なコメントは，現地で内容確認の上判断することとした。 

検討結果は添付「44_656_INF_replyJP_12218」のとおり。 

3．山崎様から-4-2作成経緯の説明があった。 

4．次回WG開催予定 

村田様と角様が帰国後，メールで開催日を決定する。 

以上 
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第 22 回 IEC 62061 SWG 議事録 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

 

日  時： 平成23年4月20日（月）13:00～17:00 

場  所： 機械振興会館5F 507号室（日機連会議室） 

出 席 者：  順不同，敬称略 

福田(長岡技科大)主査 × 十川（川崎重工業） ×
外山（日本認証） ○ 長谷川(パナソニック電工SUNX) ○ 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 西條(オークマ) ×
真白（東京エレクトロン） ○ 岡田（IDEC） ○ 
平沼栄浩（セーフティプラス） × 榎本（三菱電機） ○ 
吉田（日本電機工業会） × 阿部倫也（日本電機工業会） ×
杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 宗田（オムロン） ×
黒住（ジック株式会社） ○ 川池（事務局 ○ 
内田（山武） ○ 須藤（事務局） ○ 
石川（富士電機機器制御） ○ 佐々木（事務局） ○ 

出席数：13名 

議 題： 
開始時間目安 番号 議題 関連資料 
13:00  (5)  メンバー確認 ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄ 
13:05  (10) 1 前回議事録確認 資料 22-1 

13:15  (15) 2 WG 7(2011-3-16 to 18)出席報告（杉田） 資料 22-2 

13:30  (20) 3 WG 7(2011-3-16 to 18) Derek Jones のminutes確認 資料 22-3 

13:50  (50) 4 EU symposium関連文書の解説 資料 22-4-1 

資料 22-4-2 

資料 22-4-3 

資料 22-4-4 

資料 22-4-5 

14.40  (20) 5 44/630/DCの検討 資料 22-5-1 

資料 22-5-2 

15:00  (15)  休憩  

15.15  (60) 5 44/630/DCの検討（つづき）  

16:15  (30) 6 44/634/NP の検討 資料 22-6-1 

資料 22-6-2 

16:45  (15) 7 その他  

17:00    閉会  

 
配布資料（網かけは電子配布のみ） 

メンバーリスト2011-4-20 Ver.9 

資料22-1 第21回 IEC62061 SWG議事録 

資料22-2 杉田 WG 7 report_J_20110316.doc 

資料22-3 Derk Jones Sec)522_Minutes of 34th meeting March 2011 St Augustin1.doc 

資料 22-4-1 櫛山翻訳 1 Comments received following EU Symposium 9th September-対訳.doc 

資料 22-4-2 櫛山翻訳 2 2010-09-09_EU_Symposium_Safety_Comments_v02 参考和訳.doc 
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資料 22-4-3 櫛山翻訳 3 EU Symposium follow up 参考和訳.doc 

資料 22-4-4 櫛山翻訳 4 CECIMO aftermath_EU_Symposium_29092010 参考和訳.doc 

資料 22-4-5 櫛山翻訳の原文(sec) 517_ EU Symposium questions and summary.zip 

資料 22-5-1  44_630_DC_JP 事務局案.doc 

資料 22-5-2  44_630e_DC.pdf 

資料 22-6-1  44_634_NP検討支援資料.doc 

資料 22-6-2  44_634e_NP.pdf 
 

メンバー確認 

平成２３年度のメンバーを，配布のメンバーリストで確認した。三菱電機の神余委員から榎本委員に交

替。メンバーの所属等の変更を修正した。 

 

議事内容：  

１ 前回議事録確認（資料22-1） 

確認した。修正なし。 

 

2 WG7の報告（資料22-2） 

杉田委員から，WG 7 (2011-3-16 to 18) 出席報告を頂いた。 

 

3 WG 7(2011-3-16 to 18) Derek Jones のminutes確認（資料 22-3） 

資料 22-3 を閲覧し，Convener の認識を確認した。ISO13849-1/IEC62061 統合規格作成 WG 立ち上

げに対する杉田委員の発言を確認した。 

EU symposiumからのコメント等を含め，IEC62061 Ed.2 で検討する予定の 27 項目を輪番で読み上

げ確認した。 
 

4 EU symposium コメントのレビュー（資料 22-4） 

資料 22-4-1～4 は，櫛山委員にコメントの大部分を翻訳して戴いたものである。櫛山委員が翻訳し

たコメント毎にざっと目を通し，欧州でどのような意見が顕在化しているか認識した。 
 

5 44/630/DCの検討（資料22-5-1，資料22-5-2） 

資料 22-5-1（事務局コメント案）を，確認し修正した。修正版は議事録添付のとおり。委員からの

再修正申立て期限は 4 月 26 日（火）12 時とする。 終コメントは 5 月連休前に IECへ提出する。 
 

6 44/634/NPの検討（資料22-6-1，資料22-6-2） 

審議の結果，反対投票を投じることとなった。 

反対理由： 

1. 統合規格が出来ても ISO13849-1 と IEC62061 が廃止される可能性は薄く，徒に多くの類似規格

が乱立することになり，産業界の混迷は却って深まる。 

2. 統合規格を作成しながら IEC62061 の改正作業を同時進行することは無意味である。 

投票に添付する英文案 

Japanese National Committee for IEC/TC44 casts a negative vote on 44/634/NP with the following comments. 

1. The launch of the new integrated standard will not mean the withdrawal of ISO 13849-1 and IEC 62061. It will 

add up one more conflicting standard in the market and amplify the confusion. 

2. It is senseless that we proceed with the work of the maintenance of IEC 62061 and the creation of the new 

standard in parallel. 
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上記文案の委員からの再修正申立て期限は 4 月 26 日（火）12 時とする。投票（反対コメント付き）

は 5 月連休後にTC44 部会の追認を経て IECへ提出する。 
 

7 国内SWGの今後の予定 

2011-7月頃44/634NPの票決発表を受けて開催日を検討する。 

 

会議風景 

 

 

 

（添付資料省略） 
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第 23 回 IEC 62061 SWG 議事録 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

日  時： 平成23年9月30日（月）13:00～16:10 

場  所： 機械振興会館5F 507号室（日機連会議室） 

出 席 者：  順不同，敬称略 

福田(長岡技科大)主査 ○ 十川（川崎重工業） ○ 
外山（日本認証） ○ 長谷川(パナソニック電工SUNX) ○ 
櫛山（日本品質保証機構） ○ 西條(オークマ) ×
真白（東京エレクトロン） ○ 岡田（IDEC） ○ 
平沼栄浩（セーフティプラス） ○ 榎本（三菱電機） ×
吉田（日本電機工業会） × 阿部（日本電機工業会） ×
杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 飯田（オムロン） ○ 
黒住（ジック株式会社） ○ 宗田（オムロン） ×
内田（山武） × 須藤（事務局） ○ 
石川（富士電機機器制御） × 佐々木（事務局） ○ 

出席数：13名 

議 題： 
開始時間目安 番号 議題 関連資料 
13:00  (5) 1 前回議事録確認 資料 23-1 

13:05  (20) 2 WG 7(2011-9-5 to 7)出席報告（杉田） 資料 23-2 

13:30  (20) 3 WG 7(2011-9-5 to 7) Derek Jonesのminutes 確認 資料 23-3 

13.50  (60) 4 Amendment-1CDV draftの検討 資料 23-4 

資料 23-5 

資料 23-6 

資料 23-7 

14:50  (15)  休憩  

15.05  (30) 5 draftJIS B 9960-1 追補の検討 資料 23-8 

資料 23-8B 

15:35  (15) 6 JWG の検討  

15:50  (10) 7 Phase 2 Proposal の検討 資料 23-9 

16:00  (15) 8 議事録のまとめ  

16:00  (１５) 9 その他  

16:30    閉会  

 
配布資料 

資料23-1 第22回 IEC62061 SWG議事録 

資料23-2 資料23-2 WG 7 report_J_20110905.doc 

資料23-3 Sec(530)Minutes of 35th meeting_Milan2011.doc 

資料23-4 (Sec)527_Comments resolution_44-630-CC.doc 

資料23-5 Sec(528)IEC 62061 amendment for CDV_changes shown.doc 

資料23-6 Sec(529)_IEC 62061 amendment for CDV_clean copy.doc 

資料23-7 IEC 62061 Amendment 1ビジュアルREV 1.doc 

資料23-8 JIS B 9960-1 追補1下書き 
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資料23-8B JIS B 9960-1追補1解説 

資料23-9 IEC62061 Phase 2 Proposal 

 

議事内容：  

1．新任委員紹介 

飯田様（オムロン株式会社）が今回から参加する。 

2．前回議事録確認（資料23-1） 

確認した。修正なし。 

3．WG7の報告（資料23-2） 

杉田委員から，WG 7 (2011-9-5 to 7) 出席報告をしていただいた。 

4．WG 7(2011-9-5 to 7) Derek Jonesのminutes確認（資料 23-3） 

資料 23-3 を閲覧し，Convenerの認識を確認した。 

5．Amendment 1 MT draftの検討（資料23-4～23-7） 

資料参照し、ドラフトの内容を確認した。 
6．JISB9961追補 1の検討（資料23-8、23-8B） 

事務局より資料を説明し、Amendment CDV 成立後に追補の発行の是非を検討する資料にすること

になった。 

資料 23-8Bは委員に配布する。 
7．JWGの検討 

WG12の位置づけ（IEC側の目論見）を理解した。 

WG12は2011-12-19 to 20に開催され、岡田様が出席する。 

杉田様から ISO/TC199の resolution 203の紹介があった。 

8．Amd.1 or Phase 2 proposalの検討（資料23-9） 

不等号の向きについて何が正しいか各位検討することになった。 

これ以外にもAmd 1 draftについて各位コメントを検討しておく。 

9．本日付での須藤事務局員の退職にあたり，長年の貢献に対して感謝の意を表することを決議した。 

10．次回予定他 

2011-1-13（金）13:30～16:30とする。 

CDVの回付時期によっては変更する。 

次回から62061WGと62737WGとは同時開催とする。 

以上 
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IEC/TC44 部会－IEC62061（62737）第 24 回 WG 議事録 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

 

日  時： 平成 24 年 1 月 13 日（金）13:30～15：00 

場  所： 機械振興会館 5 階 507 号室（日機連会議室） 

出 席 者：  順不同，敬称略 

福田（長岡技科大）  ○ 平沼（セーフティプラス） ×
吉田（日本電機工業会） × 杉田（テュフラインランドジャパン） ○
阿部（日本電機工業会） ○ 外山（日本認証） ○
櫛山（日本品質保証機構） ○ 長谷川（パナソニック電工 SUNX） ○
岡田（IDEC） ○ 石川（富士電機機器制御） ○
西條（オークマ） ○ 榎本（三菱電機） ○
飯田（オムロン） ○ 内田（山武） ×
十川（川崎重工業） ○   
真白（東京エレクトロン） ○ 【事務局】  
黒住（ジック） ○ 佐々木（日機連） ○

出席数：15 名 

配付資料（メールで事前送付済） 

1. 44/655/CDV（IEC 62061 Amd 1 Ed 1.0） 

2. Proposed methodology of risk analysis for the determination of the SPr 

3. 第1回WG12出席報告書 

 

議事内容 

6. 前回議事録は承認された。 

7. 前回議事録 8 項で，「不等号の向きを検討する」となっているが，前回の WG で

検討の結果，「記載されているとおりで問題ない」とした事を，本日再確認した。 

8. 第 1 回 WG12 出席報告を報告書に基づき岡田様が行った。規格作成についての日本と

しての見解等は，ドラフトを見た上で決める。 

9. 44/655/CDV(IEC62061 Amd1 Ed 1.0)検討 

・コメントは添付の通りとする。但し，榎本様のコメントの文章表現は，2 月末まで

に榎本様が再検討する。 

・3 月の TC44 部会で報告・承認をいただいた後，賛成投票を行う。 

5. 次回開催日時・場所 

3 月 21 日（水）13 時 30 分～16 時 30 分 

機械振興会館会議室 5S-3 号室 

以上 
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（添付資料省略）
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IEC/TC44部会 第1回 IEC 62745 WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年9月29日（木） 13:30～16:30 

場 所   機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

藤本（横浜国大） ○ 大野（東芝テリー） ○ 

野島（エニー） ○ 菅（東洋電機） ○ 

飯田（オムロン） ○ 嶋地（北陽電機）代理出席 ○ 

降矢（キトー） ○ 家重（日立産機システム） ○ 

四元（金陵電機） ○ 松尾（安川電機） ○ 

久保（コマツ産機） ○   

正木（象印チェンブロック） ○ 【事務局】 － 

杉田（テュフラインランドジャパン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者 13 名 

配布資料（メールで事前送付済） 

1. 44/632/NP   NEW WORK ITEM PROPOSAL 

2. 44/645/RVN   RESULT OF VOTING ON NEW WORK ITEM PROPOSAL 

3. Membership of IEC TC44 WG13 (07-09-2011) 

4. Draft agenda (1) for1st meeting of IEC TC 44 WG13 (London - BSI) 

5. IEC 62745概要（松尾委員作成）：当日配布 

議事内容 

1. 出席した委員各位の自己紹介を行った。 

 

2. 第1回WG13対応検討 

松尾委員より作成資料を説明（資料の電子ファイルは本議事録と同時に配付）があり，各委員との

質疑応答を行った。その結果，次の通り決定した。 

1．10月7日までに44/632/NPに対するコメントを松尾委員へ送る。（Ccで委員全員及び事務局にも

送る。） 

2．委員からのコメントは，松尾委員が整理して10月13日に発信する。委員各位で内容を確認し，

問題があれば直ぐに返信する。その結果を持って，松尾委員が第1回WG13に臨む。 

3．野島委員への調査依頼事項：衝撃に対する機器保護のPATが本規格に影響する可能性があり，

関係するPATを調査し報告していただく。（10月13日期限） 

 

3. 次回開催日時場所 

11月30日（水）13時30分～16時30分 機械振興会館507（日機連会議室） 

以上 
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IEC/TC44部会 第2回 IEC 62745 WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成23年11月30日（水） 13:30～16:45 

場 所   機械振興会館5階 507号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

藤本（横浜国大） ○ 大野（東芝テリー） ○ 

野島（エニー） ○ 菅（東洋電機） ○ 

飯田（オムロン） ○ 川田（北陽電機） ○ 

降矢（キトー） ○ 家重（日立産機システム） × 

四元（金陵電機） ○ 松尾（安川電機） ○ 

久保（コマツ産機） ○   

正木（象印チェンブロック） ○ 【事務局】 － 

杉田（テュフラインランドジャパン） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者 13 名 

配布資料（メールで事前送付済） 

1. 1st meeting of IEC-TC44-WG13（出張報告書） 

2. 44_632_NP Commemts-JP(2011-10-13) (with responses 20th pm) 

3. 44_632_NP Comments-IT(2011-10-18) (with observations - 20th am) 

4. NWIP-Som-Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery (Oct 11-20

th pm) 

5. Voting Result on 44-632-NP (with observations 19th am) 

6．第２回国内委員会資料（安川電機 松尾） 

7．44_632_NP Commemts-JP(2012-01-20) 

8．IEC-TC44-WG13_2nd_meeting 

 

議事内容 

1. 前回議事録は承認された。 

 

2．第1回WG13の結果を松尾委員が出張報告書に基づき説明し，質疑を行った。その結果第2回WG1

3に向けて次の作業を行うこととした。 

【各委員からのコメント収集】 

  ・規格全般に関するコメント 

  ・Emergency stopに関するコメント←ここが重要 

  ・Validation and testingに関するコメント 

・本日検討した内容も改めて記載する。 

・コメントは配付済のフォーマット［ファイル名：44_632_NP Commemts-JP(2012-01-20)］に記入する。 
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提出期限：2012/1/20（金） 

メールで藤本主査，松尾委員，事務局へ送付のこと。 

その後，松尾委員が取りまとめを行い各委員へ送付する。 

次回62745WGで検討後第2回WG13前に松尾委員からUK事務局へ提出する。 

 

3. 次回開催日時場所 

2012年1月24日（火）13時30分～16時30分 機械振興会館内 

調整がつけば，シーメンスの安全無線モバイル表示器のデモを行う。 

以上 
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IEC/TC44部会 第3回 IEC 62745 WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成24年1月24日（火） 13:30～17:10 

場 所   機械振興会館5階 5S-1号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

藤本（横浜国大） ○ 大野（東芝テリー） ○ 

野島（エニー） ○ 菅（東洋電機） ○ 

飯田（オムロン） ○ 川田（北陽電機） ○ 

降矢（キトー） ○ 家重（日立産機システム） × 

四元（金陵電機） ○ 松尾（安川電機） ○ 

久保（コマツ産機） ○ 【事務局】  

正木（象印チェンブロック） ○ 川池（日機連） ○ 

杉田（テュフラインランドジャパン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者 13 名 

配布資料 

委員からのコメント集（1月20日松尾様作成） 

 

議事内容 

  1．シーメンス「モバイルパネル」紹介（シーメンス：雨宮様） 

現在上市されているケーブルレス商品についての理解を深めた。 

 

2. 前回議事録は承認された。 

 

3．本日配付のコメント集を検討し，次回WG13での対応方針を確認した。一部コメントの変や削除等及

び英訳は松尾様が行い，2月3日までにWG13に送付する。同時に本WG委員にも送付願う。 

 

3. 次回開催日時場所及び議事 

2012年3月16日（金）13時30分～16時30分 機械振興会 6階 6-62号室 

第2回WG13報告及びCDが発行された場合はその検討 

以上 
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IEC/TC44部会 第4回 IEC 62745 WG 議事録 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

日 時  平成24年3月16日（金） 13:30～16:00 

場 所   機械振興会館6階 6-62号室 

出席者  順不同，敬称略 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

藤本（横浜国立大学） ○ 大野（東芝テリー） ○ 

野島（エニー） ○ 菅（東洋電機） ○ 

飯田（オムロン） ○ 川田（北陽電機） × 

降矢（キトー） ○ 家重（日立産機システム） ○ 

四元（金陵電機） ○ 松尾（安川電機） ○ 

久保（コマツ産機） ○ 【ゲスト】福田（長岡技術科学大学） ○ 

正木（象印チェンブロック） ○ 【事務局】  

杉田（テュフラインランドジャパン） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者 13 名 

配布資料 

1．2nd meeting of IEC-TC44-WG13（出張報告書） 

2．第４回国内委員会資料（安川電機 松尾） 

議事内容 

  1．前回議事録は承認された。 

2. 出張報告書に基づいて松尾様よりWG13での審議経過の報告があった。 

3．4.6.1の下記文章赤字部分は意味が違うのではないか。次のWG13で確認する。 

When active operation of the device has ceased following initiation of the safety-related stop 

function, the effect of the command shall be sustained engagement of the device until it is 

reset by a manual action at the remote station. It shall not be possible to generate the stop 

4. 2nd meetingの結果を反映した規格案が遅くとも今月中に届く見込。規格案は松尾様が受領次第事

務局経由で委員各位に送付する。 

5. 修正された規格を各自確認して再度コメントを出す。「6．Validation and testing」までを検討範囲と

する。コメントは松尾様、藤本様、事務局に送っていただく。（提出期限：4月27日） 

3. 次回開催日時場所及び議事 

2012年5月9日（水）13時30分～16時30分 機械振興会 5階 507号室 

 コメント案審議 

2012年7月4日（水）13時30分～16時30分 機械振興会 5階 507号室 

 3rd meeting報告                                                         以上 

 



 

第 6 章 主な成果文書 

 

平成 23 年度の成果文書としては JIS B 9960-33 があるが，Draft の一部を次ページに掲載する。こ

のほかにも，多くの成果文書があるが，紙数の都合で収録していない。
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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本機械工業連合会（JMF）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を

経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注

意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及

び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 9960（機械類の安全性－機械の電気装置）の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS B 9960-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS B 9960-11 第 11 部：交流 1 000 V 又は直流 1 500 V を超え 36 kV 以下の高電圧装置に対する要求

事項 

JIS B 9960-31 第 31 部：縫製機械，縫製ユニット及び縫製システムの安全性と EMC に対する要求

事項 

JIS B 9960-32 第 32 部：巻上機械に対する要求事項 

JIS B 9960-33 第 33 部：半導体製造装置に対する要求事項 

 

 



B 9960-33 

日本工業規格（案）       JIS 
 B 9960-33：0000 
 (IEC 60204-33：2009) 

機械類の安全性－機械の電気装置－ 

第 33 部：半導体製造装置に対する要求事項 

Safety of machinery-Electrical equipment of machines- 

Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment 

 

序文 

この規格は，2009年に第1版として発行された IEC 60204-33を基に，技術的内容及び構成を変更することな

く作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格には，半導体製造環境特有の電気的安全要求事項が反映されている。半導体製品の製造は，特別な

クリーンルーム内で行われることに特徴があり，半導体製造装置自体にも一般機械とは異なる特徴がある。この

規格は，JIS B 9960-1で要求される安全性レベルを確保したうえで，半導体製造装置特有の設計条件及び運転条

件に柔軟に適応するための要求事項を規定している。 

この規格は，電気的安全に関する要求事項を規定するものであって，安全に直接影響しない半導体製造装置

の機能的な側面については規定しない。 

注記 この規格では，交流電圧の値（V）は，特に断らない限り実効値（r.m.s.）を意味する。 

 

1 適用範囲 

この規格は，半導体製品の製造，測定，組立及び試験のために使用する半導体製造装置（3.28の定義参照）の

電気装置（3.20の定義参照）に適用する。 

注記1 この規格では，“電気”という用語は，電気，電子及びプログラマブル電子に関する事項を含む（す

なわち，電気装置は，電気装置，電子装置及びプログラマブル電子装置を含む。）。 

注記2 この規格では，“人”という用語は全ての個人をいい，半導体製造装置のユーザ又はその代理者か

ら，当該装置の使用，保守などの仕事を割り当てられ指示された人を含む。 

この規格が規定する電気装置は，電源接続点から始まる下流の部分であって（5.1参照），電気装置を安全に設

置・運転するための説明書類も含む。 

注記3 建築物の電源設備に関する要求事項は，JIS C 60364規格群に規定されている。 

この規格は，公称電源電圧が交流1 000 V以下，直流1 500 V以下，公称周波数が200 Hz以下で作動する電気

装置に適用する。これより高い電圧及び周波数を用いる半導体製造装置に対しては，特別な要求事項が必要とな

ることがある。 

注記4 電気装置内部で生成する電圧が交流1 000 V又は直流1 500 Vを超えても，電気装置の公称入力電

圧が交流1 000 V又は直流1 500 Vを超えない半導体製造装置は，この規格の適用範囲である。 

この規格の適用範囲には，電気的危険源に対する保護方策，及び電気以外の危険源に対する保護のため 
 
（以下省略）
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2011年度の IEC/TC44文書の中から，IEC 60204-34のNP文書を次ページに掲載する。添付の規格案は

省略してある。 

尚，文書は PDF 文書を Word 文書に直しているので原文と書式が一部異なっているものがあるが，内

容は同一である。 
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                               44/649/NP 
NEW WORK ITEM PROPOSAL 

Proposer        Chinese NC 

Date of proposal     2011-5-23 

TC/SC         44 

Secretariat       UK 

Date of circulation    2011-08-26 

Closing date for voting  2011-12-02 

A proposal for a new work item within the scope of an existing technical committee or subcommittee shall be submitted to the Central Office. The 

proposal will be distributed to the P-members of the technical committee or subcommittee for voting on the introduction of it into the work 

programme, and to the O-members for information. The proposer may be a National Committee of the IEC, the secretariat itself, another technical 

committee or subcommittee, an organization in liaison, the Standardization Management Board or one of the advisory committees, or the General 

Secretary. Guidelines for proposing and justifying a new work item are given in ISO/IEC Directives, Part 1, Annex C (see extract overleaf). This 

form is not to be used for amendments or revisions to existing publications. 

The proposal (to be completed by the proposer) 

Title of proposal 

IEC60204-×× Safety of machinery-Electrical equipment of machines - Part 3X：requirements for machine tools 

Technical Specification 

Scope (as defined in ISO/IEC Directives, Part 2, 6.2.1) 

This part of IEC 60204 specifies safety requirements for electrical ,electronic and programmable electronic 

equipment and systems used in machine tools, including a group of machine tools working together in a 

coordinated manner． 

This part of IEC60204, machine tools means all machine tools for the working of metal, wood 、plastics and 

stone ,operating by removal of material or by pressure. 

Purpose and justification, including the market relevance, whether it is a proposed horizontal standard (Guide 108)1) and relationship to Safety 

(Guide 104), EMC (Guide 107), Environmental aspects (Guide 109) and Quality assurance (Guide 102) . (attach a separate page as annex, if 

necessary) 

In recent years, international trade in machine tools is increasing rapidly. For example, in 2007, the volume of 

export is about 70,860 Million US dollars in 29 countries and territories (Source：Gardner). And in 2008, the 

volume of export is about 79,200 Million US dollars in 20 countries and territories (source: ATM). Although 

international machine tool trade is severely hit by international financial crisis, the trade is rebound and continue its 

upward trend, in the end 2009 and 2010. However, machine tool industries face barriers to international trade 

from time to time caused by differing technical requirements that are valid in different countries, especially for 

safety requirements. And international machine tool trade is constrained by these barriers. In the future, 

development of machine tools is mainly focused on high-speed, high-accuracy, composite-processing, safety and 

function safety, intelligence, green manufacturing etc., and the safety requirements are more necessary. 

The purpose of proposed standard is to promote the harmonization of national specification and requirements 

concerning the numerical control systems (NC or CNC), interface used for electrical equipment in machine tools, 

protection against electric shock (including IP code), preparation documents used in electrical equipment of 

machine tools, etc. 

The main interests expected to benefit from the proposed standardization are machine tool makers, machine tool 

users, numerical control system producers. Also machine tools designers will benefit from good design regulation. 
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And, recessions of the export volumes of some countries, partly caused by these barriers, will be removed or 

reduced by international standardization. Therefore, the proposed standard will help to solve these problems． 

Target date for first CD 2011....................... for IS/ TS ..2014...................... 

Estimated number of meetings 6  Frequency of meetings: 2 per year  

Date and place of first meeting: 

......Beijing....... 

Proposed working methods  E-mail  

Relevant documents to be considered 

IEC60204-1” Safety of machinery-Electrical equipment of machines-Part 1:General requirements” this standard 

serve as the foundation of the proposed standard. 

1) Other TC/SCs are requested to indicate their interest, if any, in this NP to the TC/SC secretary 

Liaison organizations  ISO/TC39 

Preparatory work 

Ensure that all copyright issues are identified. Check one of the two following boxes 

A draft is attached for comment* 

* Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to 

provide supporting documentation. 

We nominate a project leader as follows in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1, 2.3.4 (name, address, fax and e-mail): 

Zuguang HUANG 

Beijing Machine Tool Research Institute 

No.4, Wangjing Road,Chaoyang District,Beijing,P.R.China 

Fax:+86 10 6473 9740 

E-mail:hzg36@163.com 

Concerns known patented items (see ISO/IEC Directives, Part 2)   no 

Name and/or signature of the proposer 

Chenguang GUO 

Secretary,Chinese NC of the IEC 

Fax:+86 10 8226 0660 

E-mail:guocg@sac.gov.cn 

Comments and recommendations from the TC/SC officers 

1) New working group: 

2) Draft suitable for direct submission as 

 

3) General quality of the draft (conformity to ISO/IEC Directives, Part 2) 

Substantial redrafting needed  

4) Relationship with other activities 

In IEC 

this standard will be a stand alone part of the IEC60204 family similar in concept to IEC60204-32. 

In other organizations 

 

5) Proposed horizontal standard 

 

Remarks from the TC/SC officers 

National committees are encouraged to comment on the details of this proposal taking into account the 

discussion at TC 44 in Prague on 7th – 8th April 2011 (44/637/RM minute 6.4). 
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Approval criteria: 

• Approval of the work item by a simple majority of the P-members voting; 

• At least 4 P-members in the case of a committee with 16 or fewer P-members, or at least 5 P-members in the case of 

committees with more than 17 P-members, have nominated or confirmed the name of an expert and approved the new work 

item proposal. 

Elements to be clarified when proposing a new work item 

Title 

Indicate the subject matter of the proposed new standard or technical specification. 

Indicate whether it is intended to prepare a standardor a technical specification. 

Scope 

Give a clear indication of the coverage of the proposed new work item and, if necessary for clarity, exclusions. 

Indicate whether the subject proposed relates to one or more of the fields of safety, EMC, the environment or quality assurance. 

Purpose and justification 

Give details based on a critical study of the following elements wherever practicable. 

a) The specific aims and reason for the standardization activity, with particular emphasis on the aspects of standardization to be covered, the 

problems it is expected to solve or the difficulties it is intended to overcome. 

b) The main interests that might benefit from or be affected by the activity, such as industry, consumers, trade, governments, distributors. 

c) Feasibility of the activity: Are there factors that could hinder the successful establishment or general application of the standard? 

d) Timeliness of the standard to be produced: Is the technology reasonably stabilized? If not, how much time is likely to be available before 

advances in technology may render the proposed standard outdated? Is the proposed standard required as a basis for the future development of 

the technology in question? 

e) Urgency of the activity, considering the needs of the market (industry, consumers, trade, governments etc.) as well as other fields or 

organizations. Indicate target date and, when a series of standards is proposed, suggest priorities. 

f) The benefits to be gained by the implementation of the proposed standard; alternatively, the loss or disadvantage(s) if no standard is established 

within a reasonable time. Data such as product volume of value of trade should be included and quantified. 

g) If the standardization activity is, or is likely to be, the subject of regulations or to require the harmonization of existing regulations, this should be 

indicated. 

If a series of new work items is proposed, the purpose and justification of which is common, a common proposal may be drafted including all 

elements to be clarified and enumerating the titles and scopes of each individual item. 

Relevant documents 

List any known relevant documents (such as standards and regulations), regardless of their source. When the proposer considers that an existing 

well-established document may be acceptable as a standard (with or without amendments), indicate this with appropriate justification and attach a 

copy to the proposal. 

Cooperation and liaison 

List relevant organizations or bodies with which cooperation and liaison should exist. 

Preparatory work 

Indicate the name of the project leader nominated by the proposer. 

 

 
（以下省略）



 

＊国際規格、国際規格原案等については、著作権の関係上掲載していない。 
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