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

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

れるなど，我々を取り巻く環境は国際規模レベルで“安全性重視”へと変化しております。 
一方，国際規格の面では，機械分野の安全規格作成に関わる TC（Technical Committee）

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

れ，安全に関する規格が続々と発行されております。 
このように，法規制，規格において顕著に見られるように，安全性の確保は，環境問題と

ともに現代の社会が要求する必須要求事項の一つと位置付けられております。 
従来，我が国の機械産業において，その安全性については，作業者の訓練に拠るところが

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

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

保策が論じられる場合が多くなり，機械全体としての安全性が求められております。 
当会では，平成 4 年より ISO/TC199 の国内審議団体として，また平成 10 年より IEC/TC44

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

ISO/TC199 部会の平成 24 年度の活動成果を収めたものであります。 
本報告書が関係各位のご参考に供するよう，ご高覧いただければ幸いであります。 

 
 
平成 25 年 3 月 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 
会  長  伊 藤 源 嗣 
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はじめに 

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

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

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

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

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

れることはなく，新たな規格の開発には，我が国をはじめとした第３国の貢献が必要となる。   
このことは，国際社会への貢献―規格を世界の共通財産とする―の意味とともに，我が国

の技術を世界に広めることができるということを原則，意味する。 
標準化活動は，１年ごとにすべてが完了するわけではなく，数年継続し，その最終成果と

して規格化がなされるわけであるが，本部会が，本年度に取り扱った国際規格は，FDIS が 2
件，DIS が 3 件（うち 1 件は TR，1 件は昨年度回付），CD が 3 件，NWIP 関連が 9 件，定

期見直し案件が 2 件であり，発行された規格は 2 件であった。日本工業標準（JIS 原案）案

件については，本年度の作成はなかったが、JISC（日本工業標準調査会）で 3 件の原案が承

認された。 
本書は，上の国際規格等の審議経過等を報告するものである。  
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1 章 ISO/TC199 部会の目的 

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

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

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

り扱う 46 規格のすべてを所掌し，国際規格開発の審議をつとめ，各国と共同で国際規格の

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

ており，ISO/TC199 で開発された国際規格を JIS 原案として作成する。 
つまり，本部会では，その役割を二つ持っていることを意味する。一つは，国際規格の開

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

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

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

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

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

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

多くある。 
機械類の安全性規格は，次のように階層構造化されている。 

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

般的側面を規定する規格 
○タイプ B 規格（グループ安全規格）―広範な機械類に適用できる安全面又は安全防護物を

規定する規格 
―タイプ B1 規格―特定の安全面（例えば，安全距離，表面温度，騒音）に関する規格 
―タイプ B2 規格―安全防護物（例えば，両手操作制御装置，インタロック装置，圧力検

知装置，ガード）に関する規格 
○タイプ C 規格（個別機械安全規格）―個々の機械又は機械群の詳細な安全要求事項を規定

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

り，個別の製品規格である C 規格は取り扱わない。 
この部会では，これら二つの目的を達成するために，それぞれ国際規格及び JIS 原案とも

WG 等を設置して，その活動を推進している。 
部会構成については，次項に組織表を掲載するので，そちらを参照されたい。 
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2 章 ISO/TC199 部会構成表 

ISO/TC199 部会のもと，国際規格審議対応 WG として，3WG を設置して調査研究を実施

した。また，昨年度に引き続き，統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG を設置して，

ISO11161（統合生産システムの安全性）において使用可能なカメラと RFID を用いた保護

方策の技術的検討に着手した。さらに，機械工業界の機械安全の推進を図るため，リスクア

セスメント協議会を設置して機械工業界において共有しておくべき情報交換を行った。 

2.1 組織体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイプ A 規格，タイプ B 規格を所掌

する。46 規格を担当。 

タ イ プ B 規 格 ,ISO13857 及 び

ISO14120 の国際規格審議を担当。 
ISO13857/14120WG 

(主査・斉藤 剛／労働安全衛生総合研究所) 

ISO14119WG 
(主査・石川 篤／住友重機械工業) 

統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG 

（主査・清水尚憲／労働安全衛生総合研究所） 

タイプ B 規格,ISO14119 の国際規格

審議を担当。 

タイプ B 規格,ISO13849，ISO13850 

等の国際規格審議を担当。 

ISO/TC199 部会 
(主査・山田陽滋／名古屋大学大学院) 

支援的保護装置の規格案等の新規標

準開発 

RA 協議会 
（14 機械工業会と 2 機関で構成） 

 
 

ISO/TC199/WG8 
(主査・杉田吉宏／テュフラインランドジャパン) 

行政等の安全関連の情報共有，交

換。＊規格作成ではない。 
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2.2 ISO/TC199 部会委員名簿（敬称略，順不同） 

 氏 名 所  属 

主 査 山 田 陽 滋 名古屋大学大学院 
工学研究科機械理工学専攻 教授 

副主査 斉 藤   剛 (独)労働安全衛生総合研究所 
機械システム安全研究グループ 主任研究員 

委 員 向 殿 政 男 明治大学 
理工学部 教授 

同 平 尾 祐 司 長岡技術科学大学大学院 
 技術経営研究科 システム安全系 教授 

同 杉 本   旭 明治大学 
 理工学部 教授 

同 中 嶋 洋 介 大妻女子大学 
 人間関係学部講師 

同 高 橋   洋 厚生労働省労働基準局 
 安全衛生部安全課 副主任 

同 横 井 孝 志 (独)産業技術総合研究所 
ヒューマンライフテクノロジー研究部門 副部門長 

同 長 束 正 彦 (公社)産業安全技術協会 
 認証部 主任検定員 

同 大 槻 文 芳 (一社)日本工作機械工業会 
 技術部 部長 

同 三 浦 敏 道 (一社)日本ロボット工業会 
 技術部 課長 

同 大 村 宏 之 (一社)日本食品機械工業会 
 事業部 部長 

同 土 肥 正 男 IDEC㈱ 
規格安全ソリューションセンター室長 

同 坂 田 文 彦 ㈱荏原製作所 
技術・研究開発統括部技術・研究開発管理室長 

同 井 上 正 也 オムロン㈱ セーフティ事業部ソリューション課 
コンサルティングチーム 主事 

同 永 田   学 ㈱神戸製鋼所  溶接事業部門開発部 担当部長 兼 
開発部システム開発室長 

同 長谷川 佳 宣 パナソニックデバイスSUNX㈱ センサ・セーフティ商品

開発部セーフティ開発グループ 主事 

同 平 沼 栄 浩 セーフティープラス㈱ 代表取締役 

同 大 町 展 弘 セーフテクノ㈱ 代表取締役社長 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO 
品質統轄部EHSソリューション部 担当係長 

同 内 藤 博 光 エヌ・エス・エス㈱ シニアエンジニア 

同 石 川   篤 住友重機械工業㈱  
プラスチック機械事業部 技術部長 

同 曽 我 晃 男 ㈱ダイフク 
 生産統括生産システム開発部主席技師 
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 氏 名 所  属 

同 石 川 滋 久 テュフズードジャパン㈱ 
関西本部製品安全COM部長 

同 杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱テクノロジセンタ 
産業サービス部圧力機器・産業設備技術課室長 

同 新   幸之助 トヨタ自動車㈱ 
 安全健康推進部 

同 杉 原 健 治 パナソニック㈱ 事業開発センター 
オートモーティブシステム社 主事 

同 木 下 博 文 平田機工㈱ 
 技術本部システム開発部 グループマネージャ 

同 星 野 喜 弘 ㈱牧野フライス製作所 
 先行技術開発部A3グループ マネージャ 

同 多 田 義 久 三菱重工業㈱ 技術統括本部モノづくり革新推進部 
品質保証・製品安全センター 主席部員 

オブ 
ザーバ 内 藤 智 男 経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット 

事務局 川 池   襄 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部長 

同 吉 田 重 雄 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部課長 

同 関 口 浩一郎 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

同 山 岸 直 子 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

同 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部部長代理 

2.3 国際規格関係 WG 委員名簿 

2.3.1 ISO13857/14120 WG 

 氏 名 所  属 

主査 齋 藤  剛 (独)労働安全衛生総合研究所 
機械システム安全研究グループ 主任研究員 

委員 長谷川 佳 宣 パナソニックデバイスSUNX㈱ センサ・セーフティ商品

開発部セーフティ開発グループ 主事 

同 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 規格安全ソリューションセンター 
規格安全推進グループ 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部部長代理 

2.3.2 ISO14119WG 

 氏 名 所  属 

主 査 石 川   篤 住友重機械工業㈱ 
 プラスチック機械事業部 技術部長 

委員 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 規格安全ソリューションセンター 
規格安全推進グループ 
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 氏 名 所  属 

同 長谷川 佳 宣 パナソニックデバイスSUNX㈱ センサ・セーフティ商品

開発部セーフティ開発グループ 主事 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO 
品質統轄部EHSソリューション部 担当係長 

同 平 沼 栄 浩 セーフティープラス㈱代表取締役 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部部長代理 

2.3.3 ISO/TC199/WG8 

 氏 名 所  属 

主 査 杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱テクノロジセンタ 
産業サービス部圧力機器・産業設備技術課室長 

委 員 篠 木 富二生 三菱重工業株式会社 紙・印刷機械事業部 
製紙機械部 製紙機械設計課主任 

同 石 川 滋 久 テュフズードジャパン㈱ 
関西本部製品安全部COM部長 

同 関 野 芳 雄 IDEC㈱ 規格安全ソリューションセンター 
規格安全推進グループ 

同 長谷川 佳 宣 パナソニックデバイスSUNX㈱ センサ･セーフティ商品

開発部セーフティ開発グループ 主事 

同 中 谷 英 司 ㈱SOKUDO 
品質統轄部EHSソリューション部 担当係長 

事務局 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部部長代理 

2.3.4 統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG 

 氏 名 所  属 

主査 清 水 尚 憲 (独)労働安全衛生総合研究所  
 機械システム安全研究グループ上席研究員 

委員 福 田 隆 文 長岡技術科学大学 
技術経営研究科システム安全系 教授 

同 中 坊 嘉 宏 (独)産業技術総合研究所知能システム研究部門 
ディペンダブルシステム研究グループ主任研究員 

同 岡 田 和 也 IDEC㈱規格安全ソリューションセンター 
規格安全推進グループ 

同 村 田 記 一 オプテックス㈱ビジネス開発本部技術戦略部 部長 

同 大 塚   裕 オムロン㈱ IABカンパニーアプリケーション開発センタ

アプリ開発PMグループ 主管 

同 飯 田 龍 也 オムロン㈱IABカンパニーアプリケーション開発センタ 
技術部西部技術グループ主事 

同 畑   幸 男 コマツ産機㈱ 
品質保証部品質保証グループ グループ長 



6 

 氏 名 所  属 

同 柴 山 和 己 東芝三菱産業システム㈱産業第二システム事業部イノベ

ーション推進室新ビジネス開発推進グループ技術主管 

同 蛯 沢 博 英 東芝三菱産業システム㈱回転機システム事業部 
大型回転機第一部製造技術課主任 

同 岡 橋 寛 和 パナソニック電工SUNX㈱センシングコントロール事業部セ

ンシングコントロール商品企画部シニアスーパーバイザー 

同 木 下 博 文 平田機工㈱ 
 技術本部 システム開発部グループマネージャ 

同 志 賀   敬 富士重工業㈱群馬製作所 
人事部安全衛生課担当 

同 有 田   隆 富士通コンポーネント㈱マーケティング統括部 
第四マーケティング部長 

同 諸 隈 立 志 ユーシーテクノロジ㈱ 代表取締役 

オブザ

ーバ 山 本   博 (一社)日本電気制御機器工業会 技術参事 

同 井 尾 正 一 (一社)日本電気制御機器工業会 企画部長 

同 中 村   望 長岡技術科学大学 
 工学部機械創造工学課程システム安全系 

同 則 兼 昌 也 長岡技術科学大学 
 機械創造工学専攻 

事務局 佐々木 幹 夫 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

2.4 リスクアセスメント協議会 

 氏 名 所  属 

委員 杉 田 行 人 (一社)日本印刷産業機械工業会 調査部 

同 大 槻 文 芳 (一社)日本工作機械工業会 技術部 部長 

同 永 井 克 彦 
(一社)日本工作機械工業会 

（㈱牧野フライス製作所技術情報室 スペシャリスト） 

同 吉 良 雅 治 
(一社)日本産業機械工業会 
 産業機械第一部兼技術部 部長 

同 高 瀬 健一郎 (社)日本産業車両協会 専務理事 

同 山 口 茂 樹 
(一社)日本産業車両協会 

（日本輸送㈱ 技術本部物流システム技術部部長） 

同 松 田   諭 
(一社)日本産業車両協会（三菱重工業㈱汎用機・特車事業本部

技術・品質統括室主席技師） 

同 大 村 宏 之 (一社)日本食品機械工業会 事業部 部長 
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 氏 名 所  属 

同 中 右   豊 (一社)日本鍛圧機械工業会 事務局長 

同 靹   和 美 (一社)日本電気計測器工業会 調査・国際部 主任 

同 若 狭   裕 
(一社)日本電気計測器工業会 法規制・環境調査担当 

テクニカル・アドバイザー 

同 江 川 邦 彦 (一社)日本電機工業会 技術部 技術課長 

同 阿 部 倫 也 (一社)日本電機工業会 技術部 技術課 

同 戸 枝   毅 
(一社)日本電機工業会（富士電機㈱産業インフラ事業本部産業

プラント事業部産業機器技術部技術第二課主査） 

同 井 尾 正 一 (一社)日本電気制御機器工業会 企画部長 

同 外 山 久 雄 
(一社)日本電気制御機器工業会 
（日本認証㈱セーフティアセッサ特命担当） 

同 千 葉   誠 (一社)日本フルードパワー工業会 第二技術部 部長 

同 長 島 康 男 (一社)日本包装機械工業会 技術部長 

同 三 浦 敏 道 (一社)日本ロボット工業会 技術部 課長 

ｵﾌﾞｻﾞ

ｰﾊﾞ 杉 田 吉 広 テュフラインランドジャパン㈱テクノロジセンタ 
産業サービス部圧力機器・産業設備技術課室長 

同 首 藤 俊 夫 ㈱三菱総合研究所 安全科学グループ 主席研究部長 

事務

局 川 池   襄 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 部長 

同 佐々木 幹 夫 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

同 関 口 浩一郎 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

同 山 岸 直 子 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

同 宮 崎 浩 一 (一社)日本機械工業連合会 標準化推進部 部長代理 
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2.5 ISO/TC199 国際委員会組織 

ISO/TC199 の組織体制を下図に示す。現在 ISO/TC199 の直下に，8WG を設置している。 
参加国は，P メンバー（Participating member）27 カ国，O メンバー（Observing member）

22 カ国で構成される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WG8：Safe control systems 
 

WG6 ： Safety distances and 
ergonomic aspects 

 

Convenor：M.Gray 
Secretary：K.Proll 
 
Covenor：R.Kesselkaul 
Secretary：K.Proll 
 

WG7：Interlocking devices 
 

Covenor：T.Becker 
Secretary：C.Thom 
 

Chairman：C.Preusse 
Secretary：C.Thom 

Convenor：O.Haake 
Secretary：C.Thom 

WG9：Pressure sensitive protective 
devices 

WG5：General principles for the 
design of machinery and risk 
assessment  

ConvenorB W.Main 
Secretary：C.Thom 
 

WG10 ： Fire prevention and 
protection 

Convenor：Sefrin 
Secretary：DIN 

Convenor：P.Juhel 
Secretary：DIN－UNM 

ISO/TC199：Safety of machinery 

JWG1：TC 199／TC 44: Merging of 
ISO 13849-1 and IEC 62061 

WG11：Permanent means of access 
to machinery 

Convenor：DIN 
Secretary：DIN 
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3 章 ISO/TC199 部会及びＷＧ開催一覧 

3.1 ISO/TC199 部会開催状況 

開催日時 主な審議内容 

第 85 回： 

平成 24 年 6 月 7 日（木） 
●前回議事概要確認 
●JIS 原案の審議および承認 
（１）JIS B 9700 原案 
（２）JIS B 9707/9708 原案 
（３）JIS B 9715 原案 
●ISO/TC199－IEC/TC44 JWG 報告 
●ISO 投票等報告 
ISO/DIS14119，ISO/DIS13856-2，ISO13856-3 など 

第 86 回： 
平成 24 年 12 月 12 日（水） 

●前回議事概要確認 
●第 16 回 ISO/TC199 総会報告 
●WG 報告 
（１）WG6 報告（ISO14120 の改訂） 
（２）WG8 報告（ISO13850 の改訂） 
●投票等報告 
ISO/CD14120，ISO/CD13850，ISO13849-1:2006/Amd など 

第 87 回： 
平成 25 年 2 月 19（火） 

●議事概要確認 
●ISO/TC199 担当規格の現況について（投票報告等含む） 

3.2 国際規格対応 WG 開催状況 

3.2.1 ISO13857/14120WG 

開催日時 主な審議内容 
メール会合 ●ワーキングドラフト検討 

●CD 文書検討 

3.2.2 ISO14119WG 
開催日時 主な審議内容 

メール会合 ●DIS 内容確認 

3.2.3 ISO13849WG 

開催日時 主な審議内容 
メール会合 ●ISO13850 ワーキングドラフト検討 

●ISO13849-1:2006/AMD1 検討 
平成 24 年 10 月 15 日（月） ●ISO/13850 進捗状況 

●ISO/TC199/WG8 報告 
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3.2.4 統合生産システム調査研究 WG 

＊付録 2 に本年度の議事録を掲載するので，ここでは開催日時のみ掲載する。 
開催日時 会合名 

平成 24 年 5 月 10 日（木） 第 10 回統合生産システム（RFID 等）WG 
平成 23 年 7 月 13 日（水） 第11回統合生産システム（RFID等）WG 
平成 24 年 8 月 21 日（火） 第13回統合生産システム（RFID等）WG 

平成 24 年 9 月 11 日（火） 第14回統合生産システム（RFID等）WG 
平成 24 年 10 月 23 日（火） 第 15 回統合生産システム（RFID 等）WG 
平成 24 年 11 月 1 日（火） 第16回統合生産システム（RFID等）WG 

平成 24 年 12 月 4 日（火） 第17回統合生産システム（RFID等）WG 
平成 24 年 12 月 10 日（月） 第18回統合生産システム（RFID等）WG 
平成 24 年 12 月 19 日（水） 第 19 回統合生産システム（RFID 等）WG 

平成 25 年 1 月 16 日（水） 第 20 回統合生産システム（RFID 等）WG 
平成 25 年 1 月 15 日（火） 第 21 回統合生産システム（RFID 等）WG 
平成 25 年 1 月 21 日（月） 第22回統合生産システム（RFID等）WG 

平成 25 年 2 月 27 日（水） 第 23 回統合生産システム（RFID 等）WG 
平成 24 年 10 月 29 日（月） RA-SG（サブグループ） 

3.3 リスクアセスメント協議会 

開催日時 主な審議内容 
第 1 回： 
平成 23 年 6 月 14 日（木） 

●「労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び機械譲渡者等が
行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」につい
て 
講師：高橋 洋 様 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全  

課副主任 
●その他，質疑応答及び意見交換 

3.4 国際会議出席状況 

会合名 日程及び場所 参加者 
16th ISO/TC199 総会 日程：4 月 13 日～14 日 

場所：ドレスデン 
山田陽滋（名古屋大学大学院 
中嶋洋介（大妻女子大学） 
宮崎浩一（（一社）日本機械工業連合会 

8thISO/TC199/WG6 日程：10 月 1 日～2 日 
場所：ベルリン 

斉藤 剛（(独)労働安全衛生総合研究所） 

9thISO/TC199/WG6 日程：10 月 25 日 
場所：ウェブ 

斉藤 剛（(独)労働安全衛生総合研究所） 

ISO/TC199/WG8 関連 日程：1 月 21 日～23 日 
場所：フロリダ 

杉田吉広（テュフラインランド㈱） 



11 

4 章 平成 23 年度国際規格審議及び JIS 原案の作成 

本年度発行された規格は 2 件であり，国際規格審議文書としては，FDIS 投票が 2 件，DIS
投票が 3 件（うち 1 件は TR，1 件は昨年度回付），CD 投票案件が 3 件である。NWIP 関連

案件については本年度 9 件で，定期見直し案件が 2 件であった。 
JIS 原案の作成に関しては，新規のものはないが，本年度 JISC（日本工業標準調査会）で

審議され，承認された規格は 3 件である。 

表 4－1 発行された規格 

規格番号，発行年 規格タイトル 

ISO13849-2 Safety of machinery - Safety-related parts of  control 
systemsPart 2:Validation 

ISO/TR14121-2 Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical 
guidance and examples of methods 

表 4－2 FDIS 投票文書 

規格番号 投票期限 規格タイトル 
日本投票 

ISO13856-1 ・2012－11～2013－01 Safety of machinery - Prssure-sensitive 
protective devices - Part 1: General 
principles for design and testing of 
pressure-sensitive mats and 
pressure-sensitive floors 

・賛成＋コメント 

ISO13856-2 ・2012－11～2013－01 Safety of machinery - Pressure-sensitive 
protective devices - Part 2: General 
principles for the design and testing of 
pressure-sensitive edges and 
pressure-sensitive bars 

・賛成＋コメント 

表 4－3 DIS 投票文書 

規格番号 投票期限 規格タイトル 
日本投票 

ISO13856-3 ・2012－03～08 Safety of machinery - Pressure-sensitive 
protective devices - Part 3: General 
principles for design and testing of 
pressure-sensitive bumpers, plates, 
wires and similar devices 

・賛成＋コメント 

ISO14119 ・2011－09～2012－02 Safety of machinery - Interlocking 
devices associated with guards - ・賛成＋コメント 
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Principles for design and selection 
ISO/TR18670 ・2012－12～2013－03 Safety of machinery - How ISO 12100 

relates to ISO 13849-1 
― 

表 4－4 CD 投票文書 

規格番号 投票期限 規格タイトル 
日本投票 

ISO13849-1:2006/
AMD1 

・2012－10～2013－01 Safety of machinery - Safety-related 
parts of control systems - Part 1:General 
principles for design 

・賛成＋コメント 

ISO13850 ・2012－12～2013－03 Safety of machinery - Emergency stop - 
Principles for design ・賛成 

ISO14120 ・2012－04～07 Safety of machinery - Guards - General 
requirements for the design and 
construction of fixed and movable 
guards 

・賛成＋コメント 

表 4－5 NWIP 等 

規格番号 投票期限 規格タイトル 

日本投票等 

ISO18671 ・ISO/TC199 総会にて決議 
・NWIP 投票：未 

Guidance document regarding the 
relationship between ISO 12100 and 
any type-B-standard(s) 

・総会：反対 

ISO13851 ・ISO/TC199 総会にて決議 
・NWIP 文書：未回付 

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

ISO/IEC17305 ・ISO/TC199 総会の決議参照 
・NWIP 文書：未回付 

Safety of machinery - Safe control 
systems 

ISO19353 ・NWIP：2011－07～10 Safety of machinery - Fire prevention 
and protection ・賛成 

・可決された。 
ISO14122-1 
ISO14122-2 
ISO14122-3 
ISO14122-4 

➀NWIP：2012－01～04 
②WG11 設置：2012－06～06 

Safety of machinery - Permanent 
means of access to machines 
－Part 1:Choice of fixed means of access 

—Part 2:Working platforms and walkways 

—Part 3:Stairs, stepladders and guard-rails 

➀Confirm 
②賛成 
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—Part4: Part 4: Fixed ladders 

ISO13849-1:2006/ 
AMD1 

・2012－07～10 Safety of machinery — Safety-related 
parts of control systems — 
Part 1:General principles for design 

・賛成＋コメント 

表 4－6 定期見直し（SR）回答期間中の規格 

規格番号 回答期限 規格タイトル 
日本回答 

ISO14159 ・2012－04～09 Safety of machinery - hygiene 
requirements for the design of 
machinery 

・Confirm 

ISO13851 ・2012－04～09 Safety of machinery - Two hand 
control devices - Functional aspects 
and design principles 

・Revise 

表 4－7 発行予定の JIS 原案（JISC 審査終了） 

規格番号 規格タイトル 

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

スク低減 

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

JIS B 9718 機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止する

ための安全距離 

4.1 本年度審議した国際規格及び審議等内容 

ここでは，改定状況や概要などについて 14 件について示す。その他の案件については，

現況を上の表 4－１～表 4－7 に代える。 

4.1.1 発行された規格 

（ １ ） ISO13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 

2:Validation 

この規格は，ISO13849-1 と対になる規格であり，第 1 部の要求事項の妥当性確認を行う

ための規格である。改訂作業の方針は，ISO13849-1 の第 2 版（2006 年）の改定内容との整

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

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

“障害リスト”などが示されている。 
ISO13849-1:2006 で規定される内容がカテゴリから PL（パフォーマンスレベル）に代わ

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

はないと思われる。この規格の核心は，本文規定ではなく，前述した“十分吟味された安全
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原則”などを掲載する附属書にあり，この部分においてはほとんど変更がない。但し，附属

書 E として安全機能の妥当性確認の例が追加されている。 
表 4－8 投票関連経過 

CD DIS FDIS IS 
・期限：2009－1～4 

・回答：賛成＋C 

・結果：可決 

・期限：2010－5～10 

・日本：賛成 

・結果：可決 

・2012－7～9 

・日本：賛成 

・結果：可決 

・2012-10 発行 

表 4－9 ISO/FDIS13849-2 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/FDIS13849-2 24 1 3 

（２）ISO/TR14121-2 Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and 

examples of methods 

この標準情報（TR）は，リスクアセスメントの手法の紹介及び事例を集めたものである。

リスクアセスメント事例については，リスクグラフ，リスクマトリクス，スコアリング，定

量的手法などを用いて，木材加工機械，ベーグルスライサ，パンチプレスなどの例を掲載し

ている。特段の説明は不要であると思われるので，詳細については本文を参照されたい。 

4.1.2 FDIS（国際規格最終原案）関連 

（１）ISO13856-1，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part1:General 

principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors 

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

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

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

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

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

原理は，パート 1～パート 3 まで基本的には同様のものである。 
今回の改定作業の主な目的は，ISO13849-1:2006 との整合を取るための改定であり，大き

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

はなかったが，FDIS 段階で最終的に表 4-10 のコメントを出した。 
この規格の 4.13.4 では，産業環境で使用される装置又は機器に対して，汚染度 2 を要求し

ているが，IEC61439 によれば汚染度 2 はオフィス環境の装置又は機器に要求されるもので

あり，この規格では汚染度 3 を適用することが適切である。 
しかしながら，FDIS では，賛成の場合，技術的コメントを提出することができないため，

“Correction”として表 4-10 にあるコメント出したものであるが，実質的には技術的修正（Te）
にあたるものである。 
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表 4-10 日本から提出したコメント 

Clause No./ 
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment2 

Comment (justification for change) by the 
MB 

Proposed change by the MB 

4.13.4  Ed This sentence is open to 

misunderstanding. 

Why does the electrical equipment 

which is used in an industrial 

environment have to be in accordance 

with Pollution degree2 being generally 

used in an office environment? 

In all likelihood, “at least” or  

something is missing. 

Add “ at least”  to the sentence, 

for example. 

The electrical equipment shall be 

suitable for at least pollution 

degree2  in accordance with 

IEC61439… 

 

表 4-11 投票関連経過 

NWIP CD DIS FDIS 
2010－4～7 
回答：賛成 
結果：可決 

2010－7～10 
・回答：賛成 
・結果：可決 

2011－8～2012－1 
・日本：賛成 
・結果：可決 

・2012－11～2013－1 
・日本：賛成＋C 
・結果：可決 

表 4－12 ISO/FDIS13856-1 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/CD14119 19 0 10 

（２）ISO13856-2，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part1: General 

principles for the design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive 

bars 

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

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

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

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

害をもたらす危険な機械機能を停止させることを目的としたものである。 
今回の改定作業の主な目的は，ISO13849-1:2006 との整合を取るための改定であり，大き

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

はなかったが，FDIS 段階で最終的に表 4-13 のコメントを出した。 
この規格の 4.13.4 では，産業環境で使用される装置又は機器に対して，汚染度 2 を要求し

ているが，IEC61439 によれば汚染度 2 はオフィス環境の装置又は機器に要求されるもので

あり，この規格では汚染度 3 を適用することが適切である。 
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しかしながら，FDIS では，賛成の場合，技術的コメントを提出することができないため，

“Correction”として表 4-13 にあるコメント出したものであるが，実質的には技術的修正（Te）
にあたるものである。 

表 4-13 日本から提出したコメント 
Clause No./ 
Subclause 

No./ 
Annex 

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ 
Figure/Tabl

e/Note 
(e.g. Table 

1) 

Type 
of 

com-
ment2 

Comment (justification for change) by the 
MB 

Proposed change by the MB 

4.13.4  Ed This sentence is open to 

misunderstanding. 

Why does the electrical equipment 

which is used in an industrial 

environment have to be in accordance 

with Pollution degree2 being generally 

used in an office environment? 

In all likelihood, “at least” or  

something is missing. 

Add “ at least”  to the sentence, 

for example. 

The electrical equipment shall be 

suitable for at least pollution 

degree2  in accordance with 

IEC61439… 

 
表 4-14 投票関連経過 

NWIP CD DIS FDIS 
2010－6～9 
回答：賛成 
結果：可決 

2010－10～2011－1 
回答：賛成 
結果：可決 

・2011-11～2012-4 
・回答：賛成+C 
・結果：可決 

・2012－11～2013－1 
・回答：賛成＋C 
・結果：可決 

表 4－15 ISO/DIS13856-2 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/DIS13856-2 20 0 8 

表 4－16 ISO/FDIS13856-2 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/CD13856-2 19 0 10 

 

4.1.3 DIS（国際規格原案）関連 

（１）ISO13856-3，Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part3: General 

principles for the design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and 

similar devices 

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

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

プレート，ワイヤ及びその他類似のセンサに関する要求事項を規定し， ISO13856-1，
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ISO13856-2 と一連のシリーズをなす規格である。このタイプの装置は，人又はものとの接

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

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

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

なお，上述したようにこの規格は ISO13856 シリーズの一つであるが，改訂作業開始時期

が ISO13856-1 及び ISO13856-2 とは異なるため，まだ FDIS は回付されていない。 
表 4－17 投票関連経過 

NWIP CD DIS FDIS 
2010－9～12 
回答：賛成 
結果：可決 

2011－1～2011－4 
回答：未回答 
結果：可決 

2012－3～8 
・日本：賛成＋C 
・結果：可決 

 

表 4－18 ISO/DIS13856-3 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/CD13856-3 19 0 8 
 
（２）ISO14119 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for 

design and selection 

この規格の DIS 投票は，昨年度すでに終了しており本年度 FDIS の回付が予想されていた

が，第 16 回 ISO/TC199 総会において，この規格の附属書として新たに作成している“附属

書 J（参考） Evaluation of masking serial connection of guard locking devices with  
potential free contact”が本体と分離して，新たに TR として作成されることが決定された

ため，現在のところ未回付の状況である。 
将来的においては，ISO14119 は，“ISO14119”と“ISO/TR14119（番号未定）”の二つの

規格類が将来的には存在することとなるが，重複あるいは二重規定になるわけではない。 
なお，その他の状況について昨年度からの動きはないが，上の理由により昨年度掲載した

2ndCD から DIS までの変更等の内容について記載しておく。 
この規格は，1998 年に初版が発行され，現在，その第 2 版として改訂作業を実施してい

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

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

規格と異なる点は，附属書にインターロックの構成例が多く掲載されており，構成ガイドの

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

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

点はないと思われる。 
DIS の前段階である 2nd CD との比較については，2nd CD では，インターロック装置に
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使用されるスイッチをタイプ 1，タイプ 2 及びタイプ 3（非接触型）という 3 つに分類した

規定が設けられていたが，DIS の段階では，さらに一つ増えて下表に示すように 4 種類に分

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

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

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

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

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

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

さらに，“low level coded actuator”，“medium level coded actuator”，“high level coded 
actuator”の 3 種類に再分類されている。 

その他，変更された点として大きなものは，次である。 
― 附属書 J（参考） Evaluation of masking serial connection of guard locking devices 

with  potential free contact を本体と分離して TR として発行する。 
― 定義される用語が大幅増（9 個（1998 年版）→30 個（DIS 版）） 
― ガードロッキングの保持力の規定が追加 
― 附属書 G（参考） Application examples of interlocking devices used within a safety 

function が追加 
― 附属書 H（参考） Motivation to defeat interlocking device が追加 
― 附属書 I（参考）  Maximum static action forces が追加 

表 4-19 2nd CD と DIS の比較（一部） 

 2ndCD DIS 

タ

イ

プ 1 

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

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

タ

イ

プ 2 

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

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

タ
イ
プ
３ 

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

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

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

ア
ク

チ
ュ 

individually coded actuator 
one of an amount of coded actuators which is 
specially designed (e. g. by shape) to actuate a 

low level coded actuator 
coded actuator for which the number of code 
versions available need to be 1 to 9 
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 2ndCD DIS 
certain subtype of switches of a type and is not 
able to actuate any switch of an other subtype 
NOTE To achieve individual coding the number 
of code versions available will usually need to 
be ≥ 2 and ≤ 1 000. 

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

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

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

 

 

1 Guard 
2 Interlocking device 
3 actuator(cam) 
4 position switch 
5 actuating system 
6 output system 
 
a direction of opening 

表 4－20 ISO14119 投票経過等 

NWIP 1st CD 2nd CD DIS FDIS 
・期限 2008-12～

2009-3 
・回答：賛成 
・結果：可決 

・期限：2009-9～
12 

・回答：賛成＋C 
・結果：可決 

・期限：2010-6～9 
・回答：賛成＋C 
・結果：可決 

・期限：2011-9～
2012-1 

・日本：賛成＋C 
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 Approval Disapproval Abstention 
ISO/DIS14119 21 3 5 

4.1.4 CD（委員会原案）関連 

（１） ISO13849-1:2006/AMD1 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems -  

Part 1:General principles for design 

第 15 回 ISO/TC199 総会において，作成開始が決定された案件である。この Amendment
（アメンドメント）は，現行の ISO13849-1:2006 の規定内容についてより平易にすることを

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

理解し，適用することに対する困難さが指摘されたことによる。 
当初は，Corrigendum（修正票）を発行することで対処する予定であったが，ISO 中央事

務局より却下され，Amendment として発行することとなった。 
Amendment 文書作成の趣旨としては，上に記述したように，“規定内容をより平易にする

こと”であるが，なかには単純な修正提案等も出されている。 
昨年度から進展して，CD 文書が回付されたが，多くの修正があるためここではすべてを

示すことはできないが，例えば，カテゴリ 4 の場合の MTTFd 値が 100 年から 2500 年に大

幅に変更されている。 
表 4－23 ISO13849-1 と AMD のカテゴリ 4 の場合の MTTFｄの変更提案 

 ISO13849-1:2006 ISO13849-1:2006/AMD
提案 

4.5.2，D.2 及び附属書 K MTTFd の値＝100 年 MTTFｄの値＝2500 年 

 
➀ISO13849-1:2006，4.5.2 の現行規定 

表 4－22 ISODIS14119 の投票結果 
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②AMD 提案 

 
 
 なお，日本においては，この点を指摘し，次のコメントを提出した。 
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表 4－25 投票関連経過 

NWIP CD DIS FDIS 
・期限 2012-7～10 
・回答：賛成＋C 
・結果：可決 

・期限： 2012-10～

2013-1 
・回答：賛成＋C 

  

表 4－26 ISO/CD13849-1:2006/AMD1 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/CD13849-1:2006/AMD1 9 0 6 
 
（２）ISO/CD13850  Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design 

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

1996 年，第 2 版は 2006 年に発行されており，今般は第 3 版を発行するための作業である。 
この規格は，非常停止手段について設計上の原則を定めた規格である。この規格では，(1)

非常停止手段が有すべき機能，(2)非常停止装置自体の要求事項，(3)アクチュエータとして使

用されるワイヤおよびロープに対する要求事項等を定めている。 
改訂のポイントとしては，次が大きなものとなっていた。 

➀非常停止に停止カテゴリ 2 を認めるかどうか → 規定削除 
②ライトカーテンやインターロックなどを非常停止として認めるか →規定削除 
③ケーブルレスを認めるか → 導入。次の規定が追加された。 

4.5 Cableless operator control stations 

4.5.1 Emergency stop functions on portable cableless operator control stations 

Emergency stop devices on portable cableless operator control stations shall not be 

the sole means of initiating the emergency stop function of a machine. 

 
 

また，その他変更点として，次の④ 
及び⑤がある。 
④非常停止のシンボル 

表示する場合，右のものを使用する 
 

⑤附属書 B Protective shrouds of emergency pushbuttons：Test requirement が追加さ

れた。 
表 4－27 投票関連経過 

NNWIP CD DIS FDIS 

・期限 2011－6～9 
・回答：賛成+C 

 

・期限：2012－12
～2013－3 

・日本：未投票 
・結果：未投票 
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表 4－28 ISO/CD13850 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/CD14119 15 0 7 

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

construction of fixed and movable guards 

この規格の第 1 版は，2002 年に発行されており，現在は第 2 版のための改訂作業を実施

している。 
この規格は，固定式及び可動式ガードの設計要求事項を定めた規格である。但し，インタ

ーロック付きガードについては，この規格では取り扱わず IS014119 で規定することとなる。 
主に，スゥェーデンからの提案に基づいて改訂作業を実施しており，“EN953＋Amd”と

“ISO14120”の改定を同時に進めている。 
現在は，CD 投票が終了し，コメント処理段階であり，CD 発行までに WG 及び Web 会議

を開催して，作業を急ピッチで進めている。 

本改訂作業において，数々の改訂がなされているが，大きなものとしては ANNEX C（ガ

ード強度試験）であり，その試験関連の例が 2 件追加されている。 
なお，日本から CD 段階で提出したコメントは表４－29 に示す。 

 

図 4-1 ISO/CD14120 の衝撃試験 1 
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図 4-2 ISO/CD14120 の衝撃試験 2 
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表 4－30 投票関連経過 

CD DIS FDIS 

・2012－4～7 
・日本：賛成＋C 

  

表 4－31 ISO/CD14120 の投票結果 

 Approval Disapproval Abstention 
ISO/DIS14119 19 1 4 

 

4.1.5 NWIP（新規作業項目）関連 

NWIP として WG において現在，改定・新規作成が進められているもの，又は進められる

ことが予定されているものとして，ISO/TR18671（Bridging document／ISO12100 とタイ

プ B 規格），ISO13851（Two-hand control devices），ISO/IEC17305，ISO19353 及び

ISO14122-1~ISO14122-4 の 9 件がある。 
（１）ISO18671 Guidance document regarding the relationship between ISO 12100 and any type B 

standard(s) 

第 16 回 ISO/TC199 総会において，新たなアイテムとして追加されたものである。特段の

報告事項がないので，第 16 回 ISO/TC199 総会決議参照。 

●Resolution 211 (Montréal 6, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Guidance document regarding the relationship between ISO 
12100 and any type-B-standard(s) — Adoption of a preliminary new work 
item(ISO/PWI TR) 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ having noted the WG 5 progress report as given in document N 973 and 
presented by the WG Convenor; 

・ considering the corresponding proposal made by its WG 5; 
— accepts to adopt a preliminary new work item with the provisional title "Safety of 

machinery –How ISO 12100 relates to type-B standards" (foreseen deliverable: 
ISO Technical Report) to provide information for standard users how to apply 
type-B standards in conjunction with ISO 12100; 

— allocates the formal responsibility for this preliminary new work item to its WG 
5; 
— instructs its WG 5 to elaborate a corresponding draft TR foreseen to be sent out 

for TC balloting, afterwards; 
— asks ISO/CS to "activate" the ISO/PWI on request of the TC Secretariat when the 

foreseen DTR document is ready for TC balloting. 
The decision was taken by simple majority with 8 positive votes, 2 negative votes 
(JP, FR) and no abstentions. 
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（２）ISO13851 Safety of machinery - Two hand control devices - Functional aspects and design 

principles 

この規格 は，両手操作制御装置の設計原則を定めた規格であり，この規格では両手操作制

御装置の種類を，大きく I, II, III の 3 種類に分類し，さらに，III については，III A, III B, 
III C の 3 タイプに分類し，それぞれ当該装置がもつべき安全機能特性を示している。 

安全機能の特性としては，同時操作，入力信号と出力信号の関係，出力信号の停止，偶発

的操作の防止，機能不良（defeat）の防止），出力信号の再開始，同期操作が規定される． 
また，故障の場合における両手操作制御装置の部品の挙動は，ISO 13849-1 に規定されるカ

テゴリに従わなければならない． 
装置の選択については，機械のリスクアセス

メントに従い，必要とされる両手操作制御装置

を選択し，設計要求事項に従うこととなる． 
 なお，改訂の方向性については ISO13856 シ

リーズと同じく，ISO13849-1:2006 との整合+
αになると予想される。 
 

表 4－32 投票関連経過 

SR 以降の作業 
・期限：2012－4～9 
・回答：Revise 
・結果：Revise 

・改訂作業を実施することとなったが，当

面は作業を実施しない。 
・WG8 の担当であるが，作業が手一杯の

ため，現在の作業が終了したら始める。 

 
（３）ISO17305  Safety of machinery - Safe control systems 

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

値するドラフト文書は存在しない。現在，作業をサブグループに分けて実施中である。 
詳細は，不明のため第 16 回 ISO/TC199 総会の決議事項を記す。 

●Resolution 215 (Montréal 10, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Recommendation to its JWG 1 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ having noted the JWG 1 progress report as given in document N 996 and 
presented by the WG Convenor; 

・ considering the discussions led at the plenary meeting; 
— kindly requests its JWG 1 to incorporate maximum transparency in its process 

and by its members (including whom the members represent); 
— further requests its JWG 1 that the raw, unfiltered data from the survey will be 
made 
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available to the TC 199 Member Bodies on request via the TC Chairman or 
Secretariat; 

—  reminds its JWG 1 not to include new or additional functional safety 
requirements beyond what currently exists in ISO 13849 or IEC 62061 as 
initially stated in document N 861, unless the survey results indicate otherwise; 

The decision was taken by unanimity. 
 
（４）ISO19353  Safety of machinery - Fire prevention and protection 

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

の作成者となる。 
機械の火災回避，防止及び保護方策に関する規格。基本的には，3 ステップメソッドライ

クに技術方策（設計／エンジニアリングの方策，警報・消防設備の設置，使用上の情報）は

構成される。ISO12100 の本質的安全設計にあたる設計／エンジニアリングの部分は，難燃

剤の使用，火災要因となる物質の除去や制限，気体の散布濃度・拡散範囲の制限，オーバー

ヒートを抑える防止策等が規定され，ISO12100 の安全防護策にあたる警報・消防設備の設

置については，警報システムや消防設備等が規定されている。 
 本アイテムについては，積極参加国及びエキスパートが非常に少ない。何とか最低 5 か国

を集めて実施している。中心は，IFA の専門家である。 
表 4-33 投票関連経過 

NWIP WG10 CD DIS FDIS 
・期限：2011-7~10 
・回答：賛成 
・結果：可決 

・期限：2011-11~2012-1 
・回答：賛成 
・結果：承認 

   

 
（５）ISO14122-1～ISO14122-4  Safety of machinery - Permanent means of access to machines 

 次の 4 部から構成される。この規格を改訂するに当たり，梯子のサイズや強度試験など

が定められているが，これらが変更されるかどうか懸念される。 
 第 1 部：高低差のある 2 箇所間の昇降設備の選択 

第 2 部：作業用プラットフォーム及び通路  
第 3 部：階段，段ばしご及び防護さく 
第 4 部：固定はしご 

表 4-34 投票関連経過 

SR WG11 
期限：2012－1～2012－4 
回答：Abstention 
結果：Confirm 

・Confirm となったが，改定案が出されるため，

改訂を実施することとなり，WG11 を設置した。 
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4.2 統合生産システム（RFID 等）調査研究 WG について 

現在，技術的検討を実施中であり，詳細な報告事項はない（本年度会合の議事録参照）。 
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4.3 リスクアセスメント協議会 

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

本年度は，JIS 原案の作成は実施していないが，本年度 2 月に JISC（日本工業標準調査会）

の審議を経て，3 件の規格が承認された。3 件の規格の概要を次に示す。なお，これ以降の

内容は，平成 23 年度 ISO/TC199 部会成果報告書において掲載したものと同じものである。 
この 3 件以外の規格―ISO と JIS／JIS 原案の対応関係については，表 4－38 を参照され

たい。 

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

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

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

に発行した規格である。 
これらの国際規格の対応 JIS としては，表 4－ 35 に示すような関係にある。

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

が国においては存在している。 

表 4－35 ISO12100 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 

ISO12100:2010 

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

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

ISO14121-1:2007 ― 

ISO14121:1999 JIS B 9702:2000 

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

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

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

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

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

関係は，昨年度の報告書参照）。 
本 JIS 原案についても，ISO12100:2010 との一致規格として作成し，技術的な変更などは

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

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

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

防止するための安全距離 

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

格を統合し，ISO13857:2010 として発行した規格である。 
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この国際規格では，上肢及び下肢の安全距離の数値基準が定められているが，これらの数

値基準については，修正を施してはおらず，新たに，この規格の使い方を示した附属書 A（参

考）が追加されている。なお，下肢に対する安全距離については，リスクアセスメントによ

り上肢による接近が予見されない場合に，下肢に対する箇条を適用することになる。 
これらの国際規格の対応 JIS としては，表 4－36 に示すような関係にある。 

表 4－36  ISO13857 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 

ISO13857:2010 
ISO13852:1996 JIS B 9707:2000 

⇒ JIS B 9718 
ISO13853:1998 JIS B 9708:2000 

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

加えていない。 
但し，附属書 JA として日本人の保護構造物越え到達距離を追加している。 
なお，本 JIS 原案が正式な JIS として発行された場合，JIS B 9707:2000 及び JIS B 

9708:2000 は，廃止されることとなる。 

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

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

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

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

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

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

表 4―37  ISO13855 新版，旧版及び JIS の対比表 

新版 旧版 現行 JIS  新版対応 JIS 

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

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

は加えていない。 
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表 4－38 ISO/TC199 国際規格と JIS の対応表 

 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

1 ISO12100-1:2003 
（Ed1） 

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

JIS B 9700-1:2004 機械類の安全性

―基本概念，設計

のための一般原

則―第 1 部：基本

用語，方法論 

2 ISO12100-2:2003 
（Ed1） 

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

JIS B 9700-2:2004 機械類の安全性

－基本概念，設計

のための一般原

則―第 2 部：技術

原則 

1-1
及

び

2-1 

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

JIS B 9700:2013 

― 

3 ISO13849-1:2006 
（Ed2） 

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

JIS B 9705-1 機械類の安全性

―制御システム

の安全関連部―

第 1 部：設計のた

めの一般原則 

3-1 ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009 同上 ― ― 
4 ISO13849-2:2003 

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Safety-related parts of  
control systems - Part 
2:Validation 

なし 
＊ISO13849-2第 2版

が発行され次第，

JIS 原案作成開始 

機械類の安全性

―制御システム

の安全関連部―

第 2 部：検証 

5 ISO13850:2006 
（Ed2） 

Safety of machinery - 
Emergency stop - Principles 
for design 

JIS B 9703:2000 機械類の安全性

―非常停止―設

計原則 

6 ISO13851:2002 
（Ed1） 

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

JIS B 9712:2006 機械類の安全性

―両手操作制御

装置―機能的側

面及び設計原則 

7 ISO13852:1996 Safety of machinery - 
Safety distances to prevent 
danger zones being reached 
by the upper limbs 

JIS B 9707:2000 機械類の安全性

―危険区域に上

肢が到達するこ

とを防止するた

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

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

JIS B 9708:2000 機械類の安全性

―危険区域に下

肢が到達するこ

とを防止するた

めの安全距離 
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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 

7-1
及

び 
8-1 

ISO13857:2008 
（Ed1） 

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

JIS B 9718:2013 機械類の安全性

―危険区域に上

肢及び下肢が到

達することを防

止するための安

全距離 
8 ISO13854:1996 

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

JIS B 9711:2002 機械類の安全性

―人体部位が押

しつぶされるこ

とを回避するた

めの最小隙間 

9 ISO13855:2010 
（Ed2） 

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

JIS B 9715:2013 機械類の安全性

―人体の接近速

度に基づく保護

装置の位置決め 

10 ISO13856-1:2001 
（Ed1） 

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

JIS B 9717-1:2011 機械類の安全性

―圧力検知保護

装置―第 1 部：圧

力検知マット及

び圧力検知フロ

アの設計及び試

験のための一般

原則 

11 ISO13856-2:2005 
（Ed1） 

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

― ― 

12 ISO13856-3:2006 
（Ed1） 

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

― ― 

13 ISO14118:2000 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
Unexpected start-up 

JIS B 9714:2006 機械類の安全性

―予期しない起

動の防止 
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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 

14 ISO14119:1998 
（Ed1） 

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

JIS B 9710:2006 機械類の安全性

―ガードインタ

ーロック装置―

設計及び選択の

ための一般要求

事項 

15 ISO14119:1998 Amd1:2007 
 
（Ed1） 

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

なし 

― 

16 ISO14120:2002 
（Ed1） 

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

JIS B 9716:2006 機械類の安全性

―ガード―固定

式及び可動式ガ

ードの設計及び

製作のための一

般要求事項 

17 ISO14121-1:2007 
（Ed2） 

Safety of machinery - Risk 
assessment - 
Part1:Principles 

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

ISO12100-1，-2 と

ともに ISO12100 
:2010 として統合

されたため， JIS 
B 9700 の JIS 原案

作成に代える。 

機械類の安全性

―リスクアセス

メント―第 1 部：

原則 

18 ISO/TR14121-2:2012 
（Ed1） 

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

作成中止 機械類の安全性

―リスクアセス

メント―実践ガ

イド及び方法の

例 

19 ISO14122-1:2001 
（Ed1） 

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

JIS B 9713-1:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 1
部：高低差のある

2 箇所間の昇降設

備の選択 

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

（Ed1） 
Safety of machinery - 
Permanent means of access 

JIS B 9713-2:2004 機械類の安全性

―機械類への常
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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 

to 
machinery―Part2:Working 
platforms and walkways 

設接近手段―第 2
部：作業用プラッ

トフォーム及び

通路 

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

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

JIS B 9713-3:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 3
部：階段，段ばし

ご及び防護さく 

21-1 ISO14122-3:2001/AMD2010 同上 ― ― 
22 ISO14122-4:2004 

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

JIS B 9713-4:2004 機械類の安全性

―機械類への常

設接近手段―第 4
部：固定はしご 

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

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

JIS B 9709-1:2001 機械類の安全性

－機械類から放

出される危険物

質による健康へ

のリスクの低減

―第 1 部：機械類

製造者のための

原則及び仕様 

24 ISO14123-2:1998 
（Ed1） 

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

JIS B 9709-2:2001 機械類の安全性

－機械類から放

出される危険物

質による健康へ

のリスクの低減

―第 2 部：検証手

順に関する方法

論 

25 ISO14159:2002 
（Ed1） 

Safety of machinery - 
hygiene requirements for 
the design of machinery 

 機械類の安全性

－機械類設計の

ための衛生面の

要求事項 

26 ISO/ TR18569:2004 
（Ed1） 

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

予定なし 

― 

27 ISO19353:2005 
（Ed1） 

Safety of machinery - Fire 
prevention and protection 

予定なし 
― 
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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 

28 ISO11161:2007 
（Ed2） 

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

なし 統合生産システ

ム調査研究 WG
の作業進捗によ

る 

28-1 ISO11161:2007/AMD2010 
 

同上 
― ― 

29 ISO21469:2006 
（Ed1） 

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

未検討 

― 

30 ISO29042-1:2008 
（Ed1） 

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

同上 

― 

31 ISO29042-2:2009 
（Ed1） 

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

同上 

― 

32 ISO29042-3:2009 
（Ed1） 

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

同上 

― 

33 ISO29042-4:2009 
（Ed1） 

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

同上 

― 



46 

 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 

an exhaust system 

34 ISO29042-5:2010 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 
hazardous substances -- 
Part 5: Test bench 
method for the 
measurement of the 
separation efficiency by 
mass of air cleaning 
systems with unducted 
outlet 

同上 

― 

35 ISO29042-6:2010 
（Ed1） 

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

同上 

― 

36 ISO29042-7:2010 
（Ed1） 

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

同上 

― 

37 ISO29042-8:2011 
（Ed1） 

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

同上 

― 

38 ISO29042-9:2011 
（Ed1） 

Safety of machinery -- 
Evaluation of the 
emission of airborne 

同上 
― 
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 国際規格 対応 JIS 

番

号 

規格番号 規格名称 規格番号 規格名称 

hazardous substances -- 
Part 9: Decontamination 
index 

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

同上 

― 

40 ISO/TR18670    

41 ISO/TR18671    

42 ISO13849-1:2006/AMD1    
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おわりに 

本年度は，2件の国際規格又は標準情報が発行された。また国際規格については 19件（FDIS，
DIS，CD，NWIP 等）の国際規格審議を実施した。改訂作業については，ISO13850，ISO14120
などに加えて，新規作業項目として，ISO13849-1の Amendmentや ISO12100と ISO13849-1
を結ぶ Bridge document が進められた。また ISO12100 とタイプ B 規格を結ぶ Bridge 
document などの作業を実施することが決定された。 

JIS 原案の作成については，本年度新規に作成したものはなかったが，JIS B 9700，JIS 
B9715 及び JIS B 9718 が JISC（日本工業標準調査会）の審査を経て，来年度早々には発行

されることとなる。 
来年度は、国際規格審議については本年度の作業を継続し，また新規作業も追加されるこ

ととなる。 
JIS 原案については ISO14119 の第 2 版の発行が期待されることから，これに対応する JIS 

B 9710（インターロック）の改訂原案の作成，あるいは既に発行された ISO13849-2 の対応

規格として JIS B 9705-2（制御システムの安全関連部－第 2 部：妥当性確認）などの原案作

成に取り組むことを予定している。 
委員の皆様には，来年度におかれましてもこれらの活動にご協力お願いする次第です。



 

© ISO 2012 – All rights reserved A－110 

 

 
 

  



付録 3 
 

A－111 

ISO/TC199部会 第10回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成24年5月10日（木） 13:00～16:30 
場 所：労働安全衛生総合研究所 本部棟 第二会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 木下（平田機工） × 

福田（長岡技術科学大学） × 志賀（富士重工業） ○ 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

岡田（IDEC） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） ○ 

村田（オプテックス） ○ 【オブザーバ】 － 

大塚（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

飯田（オムロン） × 井尾（日本電気制御機器工業会） × 

畑（コマツ産機） ○ 【ゲスト】  

利根（DTS） ○ 荒田（光電製作所） ○ 

柴山（東芝三菱電機産業システム） ×   

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） ○ 【事務局】 － 

岡橋（パナソニック電工SUNX） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者12名 
配布資料 

1.  第 9回統合生産システムWG（RFID 等)議事録（事前配布） 
2.  模擬ラインＲＡ.ppt 
3.  RA評価表.xls 
4.  残留リスクと支援的保護装置RA.xls 
5.  保護方策等ＲＡ.xls 
6.  模擬ラインのＲＡ表.xls 

 
議事内容 

1. 利根様（DTS）が今回より委員として参加する。荒田様（光電製作所）が今回ゲスト参

加した。 
2．前回議事録は承認された。 
3．TMEIC様の生産現場の状況を蛯沢様から説明があった。（配付PPTの１～４ページ） 
4.  模擬ラインの仕様と想定生産品を決定した。 （配付PPTの６～７ページ） 
5.  運転モードとタスク・スキル（作業者）等の関係を再確認した。清水様が項目を整理して近日

中に委員全員と事務局（佐々木）にメールする。 
6.  畑様が今月中に模擬ラインに合ったタスクと作業者を見直して委員全員と事務局（佐々木）に

メールする。 
7.  これを受けて、次回WG前に志賀様・蛯沢様がアセスメント項目案を作成し委員全員と事務局

（佐々木）にメールする。 
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8.  次回のWGでは、以上の資料を検討し模擬ラインのアセスメントを実施する。 
9.  次回開催 6月22日（金）13時～16時30分 労働安全衛生総合研究所にて 

以上 
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ISO/TC199部会 第11回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成24年6月22日（金） 13:00～15:40 
場 所：労働安全衛生総合研究所 本部棟 第二会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニック電工SUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） ○ 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） ○ 

大塚（オムロン） ○ 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） × 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） ○ 井尾（日本電気制御機器工業会） ○ 

畑（コマツ産機） ○ 【ゲスト】 － 

利根（DTS） × 高安（オムロン） ○ 

柴山（東芝三菱電機産業システム） ○ 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者15名 
配布資料 

1.  第10回統合生産システムWG（RFID 等)議事録：配付済 
2.  タスクマトリックス修正版（清水様作成） 
3．模擬ラインのタスクと作業者（畑様作成） 
4．模擬ラインリスクアセスメント項目案（志賀様、蛯沢様作成） 

 
議事内容 

1. 荒田様（光電製作所）が今回より委員として参加する。 
2．前回議事録は承認された。 
3．光電製作所様会社と位置確認技術等の紹介があった。 
4. 覚書第2条4項についての補足事項説明（事務局） 

この項について、次の通り補足する。 

 「無償で実施権を許諾、設定する」範囲は、委員会で検討する規格を成立させるために最

低限必要な範囲に限定するものとし、必要によっては別途協議するものとする。 

5．事前に配布した清水様・畑様・志賀様・蛯沢様作成の資料を後述のサブグループ（SG）で整理

してメールで配布する。内容を確認して意見があれば出すこと。 
この内容に基づいて、SGで検討しリスク評価案を次回WGに提出する。 
最終的には、残留リスクについて支援的保護装置を用いて、どの程度リスク低減が図れるか評

価を行う。 
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6．今後のWG運営は従来のWGの下にリスクアセスメント検討サブグループ（RA検討SG）及び規

格検討サブグループ（規格検討SG）の2つのサブグループを置いて、検討の効率を上げることとす

る。福田様には両SGに対するアドバイスをお願いする。（図中敬称略） 
下記以外の委員も希望があれば参加していただく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規格検討SGは、7月中にキックオフの予定。 
 

7．次回開催予定他 
  本委員会：次回開催 8月7日（火）13時30分～16時30分 機械振興会館 

以上 

 
 

本委員会（清水主査） 
（統合生産システムWG） 
メンバ：WG委員全員 

RA検討SG 
リーダ：畑 
メンバ：蛯沢・志賀・清水 

規格検討SG 
リーダ：飯田 
メンバ：有田・岡田・清水 
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ISO/TC199部会 第13回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成24年8月21日（火） 13:30～16:50 
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） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） － 志賀（富士重工業） － 

岡田（IDEC） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） ○ 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（コマツ産機） －   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） － 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
配布資料 

1.  資料0302 規格案（たたき台）JIS_B_XXXX_本文Vol.2 飯田111207 
2.  資料0302 規格案（たたき台）JIS_B_XXXX_本文Vol.2（修正中） 
3.  資料0402 支援的保護装置一般要求事項（案）_岡田案 
4.  資料1101 JIS_B_XXXX_本文Vol.2(2012_08_21佐々木修正） 
5.  資料xxxx 規格案（たたき台）JIS_B_XXXX_目次案岡田 
6.  （たたき台）福田先生・清水 
以上再配布 

 
議事内容 

1. 規格検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．当初予定したメンバに村田様が追加で参加する。 
3. 本日の規格検討結果は添付「JIS_B_XXXX_本文Vol.2(2012_08_21WGで修正）」の通り。 
4. 最初に検討する章と担当は下記とする。 

4章 一般要求事項：岡田様（支援的保護システムの位置づけを明確にする） 
5章 システム要求及び検証：村田様 
6章 支援的保護システム：清水様 
7章 リスクアセスメント：後日検討 

5. 今後の検討日程は、概略添付「統合生産システムWG_日程_（第11回WG議事録添付資料）」

の通りとした。 
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7．次回開催予定 
平成24年10月23日(火)とする。 

以上 
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ISO/TC199部会 第14回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成24年9月11日（火） 13:30～16:50 
場 所：機械振興会館 6階6S-2会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 志賀（富士重工業） × 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） ○ 諸隈（ユーシーテクノロジ） × 

大塚（オムロン） ○ 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） × 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） × 井尾（日本電気制御機器工業会） ○ 

畑（コマツ産機） ○ 【ゲスト】 － 

利根（DTS） ○ 高安（オムロン） ○ 

柴山（東芝三菱電機産業システム） × 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者11名 
配布資料 

1. 資料1101 JIS_B_XXXX_本文Vol.2(2012_08_21佐々木修正）_システム要求事項_村田案 
2. 2012.09.11_統合生産＿非定常に対する各設備の操作＿打ち合わせ資料 
3. 統合生産システムRA前提再確認資料-2012.09.11 

 
議事内容 

1.  前回議事録は承認された。 
2． 資料1、2に基づいて安衛研の実験設備での作業フローの検討を行い、一例としてゾーン

1のロボットのメンテナンスを行う場合の作業フローを確認した。これに基づきRA検討

SGで設備全体のRA項目を詳細に検討し次回本委員会で報告する。 
3. 2項の検討内容は、ホワイトボードに書いたものを写真撮影して、別途清水様から全員

に配信する。 
4. 規格検討SGは、章毎の担当者を決めて検討を行っている。今回は村田様分について報告

があり、全員で検討を行った。検討結果を反映した規格案を、別途村田様から全員に配

信する。 
5. 規格の用語等について下記の通り確認した。 
5.1 検知対象は「人」であり、「作業者」等の用語は使用しない。 
5.2 「task zone」は、「作業区域」と訳す。 

5.3 「3.19 安全防護空間（safeguarded space）：保護方策によって決定される空間。保護方策によ
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って囲われる危険源には到達できない。」の定義が解りにくいので再検討する。まず、事務局で

他の規格に定義が無いか確認する。 

【事務局注】日本語訳は他の規格には無い。ISO 11161の定義及び日本語訳案は以下の通り。これによ

りWGで検討をお願いします。 
3.19 
safeguarded space 

space determined by the protective measures such that the hazard(s) covered by these measures cannot 
be reached 
保護方策によって囲われた危険源に到達することができない空間であり、保護方策の性質に

よって決定される空間。 

 
6．次回開催予定日時場所 

  本委員会：次回開催 11月1日（木）13時30分～16時30分 機械振興会館 
以上 
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ISO/TC199部会 第15回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成24年10月23日（火） 13:30～16:30 
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） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） × 岡橋（パナソニック電工SUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） ○ 志賀（富士重工業） － 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（コマツ産機） －   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） － 佐々木（日機連） ○ 

出席者5名 
配布資料 

1.  前回議事録 
2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 2(2012_08_21WGで修正）_IDEC岡田記入4章 
 

議事内容 
1. 規格検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．前回議事録は承認された。 
3. 主に第4章以降を検討し、別紙「 JIS_B_XXXX_本文Vol 2(2012_10_23WGで修正）」の

通りとした。 
4. 支援的保護システムにおける支援的保護装置の位置づけが曖昧である。本委員会に諮り

明確にする必要がある。 
5. 「安全防護空間」の用語定義が解りにくいとの本委員会での指摘について。 
   この用語の必要性も含めて、規格全体が出来てから3章の内容を見直す。 
 
7．次回開催予定 
平成24年12月4日(火)とする。但し、清水様の予定を確認して5日にする可能性あり。 

以上 
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ISO/TC199部会 第16回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成24年11月1日（火） 13:30～16:30 
場 所：機械振興会館 6階6-62会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） ○ 諸隈（ユーシーテクノロジ） ○ 

大塚（オムロン） ○ 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） × 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） ○ 井尾（日本電気制御機器工業会） × 

畑（コマツ産機） ○ 【ゲスト】 － 

利根（DTS） × 高安（オムロン） ○ 

柴山（東芝三菱電機産業システム） × 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者13名 
事前配布資料 

1. 前回議事録 

2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 2(2012_10_23WGで修正） 
3. 第一回統合生産システムリスクアセスメントSG打合せ 

議事内容 
1. 前回議事録は承認された。 
2．RA検討SGより第1回のSG打合せ資料について説明があり、全員で内容を検討した。そ

の結果は添付資料「第一回統合生産システムリスクアセスメントSG打合せ(2012_11_01WG
結果)」の通り。 
3. 規格検討SGより10月23日の打合せ結果（主に4章について）の説明があり、以下につい

て検討することとした。その他の検討結果は添付資料「JIS_B_XXXX_本文Vol 2(2012_11_
01WGで修正）」の通り。 
3.1 「オペレータ」は「作業者」と直すべきか、他の規格（JIS9700)を事務局で確認する。 

事務局注：JIS9700の改正では、従来通り「オペレータ」としている。 
3.2 支援的保護システムの定義を今後明確にする。 
4. 規格検討SGに角様が参加。両SGに参加希望があれば歓迎する。事務局に連絡のこと。 
5．次回開催予定日時場所 
  本委員会：次回開催12月19日（水）13時30分～16時30分 機械振興会館 

以上 
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ISO/TC199部会 第17回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成24年12月4日（火） 13:30～16:30 
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） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） × 志賀（富士重工業） － 

岡田（IDEC） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） ○ 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（コマツ産機） －   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） － 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
配布資料 

1.  前回議事録 
2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2012_11_14) 
 

議事内容 
1. 規格検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．前回議事録は承認された。 
3. 今回の検討結果は添付「JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2012_12_04WGで修正)」の通り。 
3.1 4章及び5章5.1.2.1.1までを検討した。 
3.2 基本的な方針として、規格本文は出来るだけ簡潔にし、詳細は附属書に記載すること

とした。 
7．次回開催予定 
平成25年1月16日(水)13時30分～16時30分とする。 

以上 
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ISO/TC199部会 第18回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成24年12月10日（月） 10:30～16:30 
場所：機械振興会館 5階 5S-3号室（日機連会議室） 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） － 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） － 有田（富士通コンポーネント） － 

村田（オプテックス） － 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） － 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） ○ 

畑（コマツ産機） ○   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
配布資料 

1.  前回議事録 
 

議事内容 
1. RA検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．前回議事録は承認された。 
3. 支援的保護システム適用前のラインは添付ファイル「2012.12.10_RA検討会.pptの図4」の

通りとする。 
この場合、機械個別の安全対策は出来ていることとし、IMSとしての危険源の同定を行う。 
4. 上記を踏まえて、支援的保護システム適用前のISO11161の要求事項に対する仕様は、添

付ファイル「2012.12.10_ISO11161_RA_要求事項ｰ検討結果.xls」の通りとする。 
5.  危険源等の同定は、図4について添付ファイル「危険源同定＿リスク見積-評価書式ｰ案_

2012.12.10検討会.xls」のフォーマットで行う。 
6. SG委員が個別に危険源の同定を行い、16日中に全員メールで発信し、則兼様がこれらの

データを整理する。畑様が、19日の本委員会で本日の検討結果と併せて説明を行う。 
7.  IMSの連動調整及びトライ作業（調整⇒トライ⇒連動⇒メンテ等）のフローは、畑様が

案を作成する。 
8．次回開催日時 
平成25年 1月15日(火) 10時30分～16時30分とする。 

以上 



付録 3 
 

A－125 

 
 



付録 3 
 

A－126 

ISO/TC199部会 第19回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成24年12月19日（水） 13:30～15:10  
場 所：機械振興会館 1階1-2会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所） × 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） ○ 諸隈（ユーシーテクノロジ） × 

大塚（オムロン） ○ 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） × 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） ○ 井尾（日本電気制御機器工業会） × 

畑（コマツ産機） ○ 【ゲスト】 － 

利根（DTS） ○ 高安（オムロン） ○ 

柴山（東芝三菱電機産業システム） × 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者12名 
事前配布資料 

1. 前回議事録 

2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2012_12_04検討結果) 
3. 2012.12.10_ISO11161_RA_要求事項ｰ検討結果 

 
当日配付資料（本議事録の別紙） 

1. 労働安全衛生総合研究所IMSラインの作業（案) 
2. RA検討資料 
 

議事内容 
1. 前回議事録は承認された。 
2．RA検討サブグループ経過報告を行い、下記を確認した。 
2.1 ゲートから入った部分にフリーゾーンを設けた。本日の打合せで、仮称「ゾーン０（ゼ

ロ）とした。ゾーン０の意味づけを明確にする必要がある。 
2.2 隣接するゾーン間のリスクを十分検討する必要がある。 
2.3 全体としては、現状の検討の方向を継続する。 
3. 規格検討サブグループ経過報告を行い、下記を確認した。 
3.1 4章及び5章5.1.2.1.1まで検討済み。 
3.2 附属書に記載するリスクアセスメントについては、RA検討サブグループの検討内容
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と整合を図ること。 
4. 次回開催日時 
 1月21日（月）13時30分～16時30分 

以上 
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ISO/TC199部会 第20回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成25年1月16日（水） 13:30～16:50 
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） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所） ○ 志賀（富士重工業） － 

岡田（IDEC） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（小松製作所） －   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） － 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
配布資料 

1.  前回議事録 
2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2012_12_04WGで修正) _飯田追記 
 

議事内容 
1. 規格検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．前回議事録は承認された。 
3. 規格原案の検討を行った。検討結果は添付資料「JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2013_01_16検

討結果)」の通り。 
3-1 6章まで検討したが、4章の一般要求事項と5章の一般要求事項との整合が必要と判断し、

次回再検討することとした。 
3-2 支援的保護システムと支援的保護装置との関係が不明確なため、「添付資料1」に整理

した。 
これに基づいて次回全体を見直す。 

4．次回開催予定 
RA検討SGとのすりあわせを行うために合同会議を開催する。 
2月25日～28日のいずれかで実施することを21日の全体会議で検討する。 

以上 
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ISO/TC199部会 第21回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成25年1月15日（火） 10:30～15:00 
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） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所） － 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） － 有田（富士通コンポーネント） － 

村田（オプテックス） － 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） － 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（小松製作所） ○   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者7名 
配布資料 

1.  前回議事録 
2. 危険源同定2013.01.15.pptx 
3. 危険源同定(案)書式で整理_2013.01.15＿畑.xlsx 

 
議事内容 

1. RA検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．前回議事録は承認された。 
3. 検討結果は下記の通り。 
3.1 リスクアセスメントの前提条件は、各ゾーン１名の作業者に限定する。⇒「ISO11161

の要求事項に対する制限仕様」に折り込む。                 
3.2 危険源等の同定に審議結果を入れて修正する。 
3.3 労働安全衛生総合研究所：自動生産ラインインターフェース図に段取、保守、生産の

危険源を追加する。（添付PPTの図4に追加) 
3.4 リスク査定書式に審議結果を入れてリスク査定案を追加する。  
以上、審議結果詳細は以下の添付資料参照のこと。 
a) 1月15日＿ISO11161委員会_危険域まとめ.pptx 
b) ISO11161_RA_要求事項ｰ2013.01.16(編集中).xlsx 
c) 危険源同定_リスク評価＿2013.01.15まとめ.xlsx 
4．次回開催日時 
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21日の本委員会の審議結果により決定する。 
以上 
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ISO/TC199部会 第22回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成25年1月21日（月） 13:30～15:10 
場 所：機械振興会館 1階1-2会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） × 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） × 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所） ○ 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） × 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） ○ 

大塚（オムロン） × 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） × 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） ○ 井尾（日本電気制御機器工業会） ○ 

畑（小松製作所） ○ 高安（オムロン） × 

利根（DTS） ×   

柴山（東芝三菱電機産業システム） ○ 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） × 佐々木（日機連） ○ 

出席者10名 
事前配布資料 

1. 前回議事録 

2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2013_01_16検討結果) 
3. 1月15日＿ISO11161委員会_危険域まとめ 
4．危険源同定_リスク評価＿2013.01.15まとめ 
5．ISO11161_RA_要求事項ｰ2013.01.16(編集中) 
6．統合生産システム規格構成イメージ図 
 

議事内容 
1. 前回議事録は承認された。 
2．則兼様から研究論文の発表があり、委員よりコメントがあった。 
3．リスクアセスメント検討サブグループの検討状況について、畑様より説明があった。 
4．規格検討サブグループの検討状況について、有田様から説明があった。質疑等は下記の

通り。 
4.1 5.1に「機械を停止するための機能を備えなければならない。」とあるが、「許可信号

を出す。」との意味の文章にすべきではないか。 
4.2 RFIDは「記憶媒体」ではなく、「識別票」である。 
4.3 「5.2.2 支援的保護装置に関する注意事項（仮題）」には、「電源喪失や故障時に

間違った情報を出さない／起動信号を出さない」等の内容とするべきである。 
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4.4 以上を踏まえて、次回までに規格を事務局案として修正する。 
4.5 「運転モード」の定義がないため、「統合生産システム規格構成イメージ図」が解り

にくい。畑様が次回までに定義案を作成する。 
 
4. 次回開催日時 
  2月27日（水）13時30分～16時30分 全体会議として開催する。 

以上 
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ISO/TC199部会 第23回統合生産システムWG（RFID等）議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日 時：平成25年2月27日（水） 13:30～16:00 
場 所：機械振興会館 6階6-62会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニックデバイスSUNX） × 

福田（長岡技術科学大学） ○ 木下（平田機工） × 

角（産業技術総合研究所） × 志賀（富士重工業） ○ 

岡田（IDEC） ○ 有田（富士通コンポーネント） ○ 

村田（オプテックス） × 諸隈（ユーシーテクノロジ） × 

大塚（オムロン） ○ 【オブザーバ】  

飯田（オムロン） ○ 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） ○ 井尾（日本電気制御機器工業会） × 

畑（小松製作所） ○ 高安（オムロン） × 

利根（DTS） ×   

柴山（東芝三菱電機産業システム） × 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者12名 
事前配布資料 

1. 前回議事録 

2.  JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2013_01_22佐々木検討rev1) 
 

議事内容 
1. 前回議事録は承認された。 
2．規格案箇条4、5の検討。（検討詳細は、添付「JIS_B_XXXX_本文Vol 3(2013_02_27WG
で修正)」参照） 
2.1 メンテナンス後の確認のための自動運転時に、柵内に人が存在することがある。 

この点を考慮する必要がある。 
2.2  「統合生産システム規格構成イメージ図 と運転モードの定義(2013.02.25)」（添付別

  紙）について畑様から説明があった。今後の検討の参考にする。 
（１）半自動運転の項目は除外する。但し、注記に「場合によっては手動運転と自動運転

の組合せがある」等記載する。 
（２）支援的保護システムから統合生産システムに対する信号名称は「操作確認信号」等

とし「許可信号」等の名称は使用しない。 
（支援的保護システムからの信号はあくまでも支援的に使われるものであり、安全確認は

統合生産システムの安全関連部が担保することになるため。） 
2.3 箇条5は、図1に合わせて再検討し、箇条12は、人に対する伝達情報に含まれる内容を
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挙げる形に文章を変更する。規格検討SGでメールベースで検討し次回WGに諮る。 
2.4 リスクアセスメント案の整理を、4月初めまでにRA-SGでメールベースで行い、委員

全員に送付する。 
4. 次回開催日時 
  4月25日（木 ）13時30分～16時00分  労働安全衛生総合研究所 

以上 
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ISO/TC199部会 統合生産システムWG（RFID等）RA-SG議事録 
 

一般社団法人日本機械工業連合会 

日時：平成24年10月29日（月） 10:30～16: 00 
場所：小松製作所 本社地下1階C会議室 
出席者（順不同、敬称略） 

氏   名 出欠 氏   名 出欠 

清水（労働安全衛生総合研究所） ○ 岡橋（パナソニック電工SUNX） － 

福田（長岡技術科学大学） － 木下（平田機工） － 

角（産業技術総合研究所：中坊代理） － 志賀（富士重工業） × 

岡田（IDEC） － 有田（富士通コンポーネント） － 

村田（オプテックス） － 諸隈（ユーシーテクノロジ） － 

大塚（オムロン） － 【オブザーバ】 － 

飯田（オムロン） － 則兼（長岡技術科学大学） ○ 

荒田（光電製作所） － 井尾（日本電気制御機器工業会） － 

畑（コマツ産機） ○   

利根（DTS） －   

柴山（東芝三菱電機産業システム） － 【事務局】 － 

蛯沢（東芝三菱電機産業システム） ○ 佐々木（日機連） ○ 

出席者5名 
配布資料 

1.  2012.09.11委員会メモ_ロボット1メンテ行動フロー整理.pptx（本議事録に添付） 
 

 
議事内容 

1. RA検討サブグループ（SG）として開催する。 
2．配付資料に基づき行動フローの確認を行い、フローを修正した。 
3．前回の本委員会での配付資料に基づき、設備の機能と作業内容、危険事象、作業者のス

キル等を再度整理した。 
4．以上の内容で畑様が資料を作成し直し、次回本委員会(11月1日）で説明を行う。 
5．次回のSGでRA関連資料の原案を完成させることを目標にする。それまでに可能な範囲でメー

ル打合せを行う。 
6．他の本委員会メンバにSG参加を呼びかける。 
7．次回開催予定 
平成24年12月10日(月) 10:30~16:30 

以上 
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平成 24 年 12 月 12 日 
 

ISO/TC199 総会報告 
 
開催日時：10 月 9 日（火）、10 日（水） 
1. 場  所：IRSST（モントリオール／カナダ） 
出席者（敬称略）：山田（名古屋大学）、中嶋（大妻女子大学）、宮崎（日機連） 
 
1 Opening of the meeting 
2 Roll call of delegates 
3 Adoption of the revised draft agenda 
4 Adoption of the minutes of the resolutions drafting committee 
5 Adoption of the minutes of the 15th plenary meeting held in Dresde,DE 
 ＊上記 1～5 は省略 
 
6 Report of the Secretariat / progress reached since the last meeting（前回総会からの

動き） 
（1）resolution204（Dresden）により、Fire prevention and protection が新規作業項目

に追加。 
（２）ISO/FDIS13849－2 の投票結果がでた。 
（３）ISO13849-1/Amd の投票結果がでた。 
（４）ISO/TR14121-2 が近々発行される予定 
（５）投票関連―ISO/CS 関連の動きと関連情報 
   Positive 投票の場合でも、理由が必要となる。理由がない場合、カウントされない。

市場適合性が必要。 
（６）投票関連―CD スキップ 

・CD をスキップして DIS に行く場合、WG の判断に基づく。 
・投票（TC レベル）で WD→CD→DIS となり、WG が CD から検討した方がよいと

した場合はどうなるのか？この場合でも TC の判断が上。但し、経験上あまりないと

のこと（セクレタリ）。 
基本的に CD をスキップする場合は、Editorial change がメインで、技術上の大きな

変更等がある場合は、CD へ（議長）。 
（７）規格の開発速度 

安全分野は進歩が速い分野と違う。また確実な技術が必要とされるので Flexible に（時

間をかけて開発できるように）対応したいという趣旨。これは、CEN では受け入れら

れたので ISO 側でも同様の要望を ISO/CS に出したいとのこと。ISO/TMB 担当者も了
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承（個人的には、無理だと思う）。 
（８）ISO/TC16 が解散。規格の担当は、ISO/TC2 へ移行。 
（９）Mr. Bataille（フランス）が引退した。 
●Resolution 206 (Montréal 1, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Flexibility in reduced standards development time  
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 
- having been informed on the decisions taken on ISO level to reduce the standards 

development time; 
- considering that development times required for standards on safety of machinery 

cannot be compared with those required for new products, technologies and services 
which are typically shorter because they do not need to reflect the state-of-the-art 
and proven solutions; 

- considering the huge impact of standards on safety of machinery in the industry; 
- considering that other areas of standardisation might have similar needs as those 

for safety of machinery; 
-  appreciates that ISO/TMB adopted so far flexible solutions; 
requests ISO/TMB not to further shorten the overall standards development time in 
future. The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 207 (Montréal 2, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Responsibility on initiation or skipping of the CD stage 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ considering the new ISO regulations allowing to skip the CD stage 
allocates the responsibility to its WGs to decide on whether or not the CD stage can be 
skipped unless the TC has taken a specific decision related to a particular work item. 
The decision was taken by unanimity. 
 
7 Business plan 
 特段の変更なし。米国より、スコープの修正要請があった。Road vehicle が入っていな

い。似たような分野で Hand-held も入っていないとの指摘があったが、特に、変更はない。

代わって、WG への明記が要請された。 
●Resolution 208 (Montréal 3, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Scope of documents elaborated by its Working Groups 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 
-  noting that the machinery sector covers a large variety of different machine 

families, e.g. hand-held and hand-guided machines, stationary machines, mobile 
machines and processing plants; 
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-  considering the importance of the Scope clause to specify the range of applicability 
of an International Standard or other deliverable; 

requests its WGs to consider the Scope of International Standards and other 
deliverables elaborated under their responsibility and to exclude in the Scope those 
kind of machine families the document is clearly not intended to address. 
The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 209 (Montréal 4, 2012-10-10) 
SUBJECT: ISO/TC 199 – Approval of revised TC 199 Business plan The ISO/TC 199 
"Safety of machinery" 

・ having noted the technical update carried by its Special TC Advisory Group 
(jointly with CEN/TC 114) without modification of the scope of the TC as 
requested by TC 199 resolution 192; 
・ noting that no (further) comments have been submitted by the TC 199 Member 

Bodies to the "new" draft BP as presented as doc. N 980; 
— approves TC 199 document N 980 as being the revised TC 199 Business plan; 
— instructs the TC Secretariat to submit the clean version of N 980 to ISO/CS for 
appropriate follow-up. 
The decision was taken by unanimity. 
 
8 CEN/TC114  Special TC Advisory Group 

9 月に開催した。ISO/TC199 に関連する Resolution として規格開発の時間に関するもの

がある。 
＊上記 1 の（７）参照。 
 
9 Conveners reports, status of all active items of the programme of work and actions to 
be taken（WG 報告） 
9.1 ISO/TC199/WG5（ISO12100,ISO14121 ブリッジ文書） 
（１）大きな仕事として、ISO/TR14121-2 の改訂が終了した。 
（２）ISO13849-1 と ISO12100 とのブリッジ文書についての進捗状況。WG5 としては、

TR としたいと要望し、承認された。 
（３）ISO12100 とタイプ B 規格とのブリッジ文書を新規項目として提案。承認された。 
●Resolution 210 (Montréal 5, 2012-10-10) 
SUBJECT: ISO/TC 199 – Guidance document regarding the relationship between ISO 
12100 and ISO 13849-1 — Adoption as forthcoming ISO Technical Report The ISO/TC 
199 "Safety of machinery" 

・ considering its resolution 194 by which its WG 5 was instructed to prepare a 
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document focusing on the relationship between ISO 12100 and ISO 13849-1; 
・ having considered document N 972 showing the preliminary outcome of the 

discussions already led within WG 5 (as from August 2012); 
— thanks its WG 5 for the good job done; 
— agrees to adopt the outcome of the WG 5 work titled as "Safety of machinery – How 

ISO 12100 relates to ISO 13849-1" to become an ISO Technical Report; 
— instructs the Secretariat to submit the latest document version provided by its WG 5 

to ISO/CS for launching the DTR ballot as soon as possible. 
The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 211 (Montréal 6, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Guidance document regarding the relationship between ISO 
12100 and any type-B-standard(s) — Adoption of a preliminary new work 
item(ISO/PWI TR) 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 
・ having noted the WG 5 progress report as given in document N 973 and presented 

by the WG Convenor; 
・ considering the corresponding proposal made by its WG 5; 

— accepts to adopt a preliminary new work item with the provisional title "Safety of 
machinery –How ISO 12100 relates to type-B standards" (foreseen deliverable: ISO 
Technical Report) to provide information for standard users how to apply type-B 
standards in conjunction with ISO 12100; 

— allocates the formal responsibility for this preliminary new work item to its WG 5; 
— instructs its WG 5 to elaborate a corresponding draft TR foreseen to be sent out for 

TC balloting, afterwards; 
— asks ISO/CS to "activate" the ISO/PWI on request of the TC Secretariat when the 

foreseen DTR document is ready for TC balloting. 
The decision was taken by simple majority with 8 positive votes, 2 negative votes (JP, 
FR) and no abstentions. 
 
9.2 ISO/TC199/WG6（ISO13857,ISO13854,人間工学 TR、ISO14120） 
（１）ISO13854 の改訂について 

中国が提案を出したいとのこと。具体的には進んでいないので特別の報告はないが、

人体計測データが必要。ISO7250-2 にデータが載っていることが ISO/TC159 関係者か

ら報告される。 
（２）ISO13857 関連 

計測方法について日本から TR 提案が出ている。 
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（３）ISO14120 
報告があったかどうか、記憶していない。 

＊コンビナが初登場。最初に今まで参加できなくてすいませんとのことでした。 
●Resolution 212 (Montréal 7, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Next revision of ISO 13854:1996 – Call for anthropometric data 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ having noted the WG 6 progress report as given in document N 993 and 
presented by the WG Convenor; 

・ considering the need for provision of recent anthropometric data, in particular, 
from Asia prior to undertaking any efforts in view of revising ISO 13854:1996; 

—  invites its Member Bodies to provide either the TC Secretariat or the 
Convenor/Secretariat to its WG 6 any recent relevant anthropometric data available; 
— requests its WG 6 to crosscheck the relevant anthropometric data available also with 
those  already published in ISO 7250 elaborated by ISO/TC 159/SC 3. 
The decision was taken by unanimity. 
 
9.3 ISO/TC199/WG7（ISO114119） 
（１）DIS 投票が終了した 
（２）Annex J について 

本体と分離して、TR を作成することが提案され、承認された。この TR はキーシス

テムに関する TR。タイプ C ライクの規格化か？→No（事例として） 
EU には、このタイプのインタロック装置の規格は存在しない。あるのは試験規格？

「GSET31」（BG,TUV などが試験の際に使用するもの）のみ。 
●Resolution 213 (Montréal 8, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Technical report on guard interlocking devices — Adoption of 
a preliminary new work item (ISO/PWI TR) 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ having noted the WG 7 progress report as given in document N 994 and 
presented by the WG Convenor; 

・ considering the corresponding proposal made by its WG 7 regarding Annex J 
of ISO/DIS 14119:2011; 

— accepts to adopt a preliminary new work item titled as "Safety of machinery 
Evaluation of fault masking in serial connections of guard interlocking devices 
with potential-free contacts"(foreseen deliverable: ISO Technical Report); 

—  allocates the formal responsibility for this preliminary new work item to its WG 
7 
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— instructs its WG 7 to elaborate a corresponding draft TR foreseen to be sent out 
for TC balloting, afterwards; 

— asks ISO/CS to "activate" the ISO/PWI on request of the TC Secretariat when the 
foreseen DTR document is ready for TC balloting. 

The decision was taken by unanimity. 
 

9.4 WGs on functional safety 
9.4.1 ISO/TC199/WG8（ISO13849、ISO13850） 
（１）ISO13849-1/Amd が CD ステージへ。 
（２）ISO/FDIS13849-2 は、投票終了 
（３）ISO13850（横浜でコメント処理会合を開催した） 
＊特段の事項はなかったと思う。 
 
9.4.2 ISO/IEC JWG1（ISO13849-1 と IEC62061 統合） 
（１）組織体制と進捗状況報告 

多々、意見が出たが、要は JWG1 の活動には透明性がない、ということ（Strategy が

ない）。 
JWG1 がやるべきステップは、 
➀まず必要なデータを集める（マーケットのニーズ等） 
②サーベイを行う。この段階で Benefit がないならこのワークは No。 
また、作業を進める前に TC に説明と意見の聴取が必要。 
＊マーケットサーベイのため、各国にアンケート調査が依頼されています。すでに第 1
回のアンケートが実施されていますが、回答状況等芳しくない状況です。 

（２）統合に関する意見 
・安全装置メーカ 1：旧 EN954-1 から ISO13849-1 に代わり適合することが必要とメ

ーカに伝えて、さらにまた数年後に規格が変わります、とは説明できない。 
・安全装置メーカ 2：どの規格がどの機械に fit するかを説明するほうが有益。 
・JWG1：統合のメリットは、トレーニングの工数が低減できる（コンビナ／セクレタ

リ）。 
など数々のコメントあり。 

●Resolution 214 (Montréal 9, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Questionnaire related to the work of its JWG 1 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

 referring to document N 964 containing the questionnaire elaborated by its JWG 
1 about the design of safety-related control systems for machinery; 

strongly encourages its Member Bodies to circulate the questionnaire to their national 
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experts, in particular, to the machine manufacturers and machine users and to ask 
them to respond by the end of November 2012 at the very latest using the web links 
given in the questionnaire or directly to the Secretariat to ISO/TC 199/JWG 1 
(a.butaye@unm.fr). 
The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 215 (Montréal 10, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Recommendation to its JWG 1 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ having noted the JWG 1 progress report as given in document N 996 and 
presented by the WG Convenor; 

・ considering the discussions led at the plenary meeting; 
— kindly requests its JWG 1 to incorporate maximum transparency in its process and 

by its members (including whom the members represent); 
— further requests its JWG 1 that the raw, unfiltered data from the survey will be made 

available to the TC 199 Member Bodies on request via the TC Chairman or 
Secretariat; 

— reminds its JWG 1 not to include new or additional functional safety requirements 
beyond what currently exists in ISO 13849 or IEC 62061 as initially stated in 
document N 861, unless the survey results indicate otherwise; 

The decision was taken by unanimity. 
 

9.5 ISO/TC199/WG9（ISO13856 シリーズ／圧力検知装置） 
特段の報告事項なし。進捗状況の報告。 

 
9.6 ISO/TC199/WG10（ISO19383／発火防止及び保護） 
進捗状況報告が行われた。賛成国に日本が入っています。 
＊第 83 回 ISO/TC199 部会で報告しましたが、セクレタリからの直接の要請で名前を貸

してあります。 
質疑応答：Atex との関係性は？ Atex は爆発性雰囲気での使用、この規格はこの環境で

使用される機械については適用しない。 
9.7 ISO/TC199/WG11（ISO14122／機械への常設接近手段） 
 新たに設置された。改訂作業を進めることとなる。 
 
10 Systematic reviews（定期見直し） 
（１）ISO13851（両手操作制御）／当面改訂は行わない 
（２）ISO14159（衛生）／当面改訂は行わない 
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●Resolution 216 (Montréal 11, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Outcome of the systematic review on ISO 13851:2002 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ noting the outcome of the Systematic review on ISO 13851:2002 as communicated 
with doc. ISO/TC 199 N 997; 

・  considering its resolution 199 taken at the Dresden 2011 plenary meeting 
regarding a possible revision of ISO 13851:2002 under VA ISO lead; 

— decides to confirm ISO 13851:2002 "Safety of machinery — Two-hand control devices 
—Functional aspects and design principles"; 

— affirms its invitation to the TC 199 Member bodies and its WG 8 to come up with a 
corresponding New Work Item Proposal for subsequent TC balloting. 

The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 217 (Montréal 12, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 – Outcome of the systematic review on ISO 14159:2002 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ noting the outcome of the Systematic review on ISO 14159:2002 as communicated 
with doc. ISO/TC 199 N 998; 

decides to confirm ISO 14159:2002 " Safety of machinery – Hygiene requirements for 
the design of machinery"; 
The decision was taken by unanimity. 
 
11 Further ISO-New work item proposal 
なし。 

 
12 Work of ISO/COPOLCPO/JWG1 on the revision of ISO/IEC guide51 
 旧バージョンと大きな変更はない。COPOLCO から多くのコメントが出たが、あまり変

更はしていない。 
文書は、各国の担当機関に回付される（弊会ではありません）。 
ISO ガイド 78 との関係は？オーバラップなし。両ガイドは Fit している。 

 
13 Ongoing activities in ISO and IEC committees of interest（関連 TC officer 報告） 
（１）Terminology Project 

Mr.Bataille が引退し、担当者がいなくなるので、WG5 がメンテナンスすることとなっ

た。文書が各国に回ってくる。チェックし、新規用語を追加して改訂する。 
（２）IEC/TC44 

Mr.Bataille が引退したので、議長が変わって報告。新たな担当者を決めた。 
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（３）リエゾンの変更 
 ISO/TC184 削除 

（４） リエゾンの追加 
ISO/TC131 

●Resolution 218 (Montréal 13, 2012-10-10) 
SUBJECT: ISO/TC 199 – Maintenance of the TC 199 terminology project 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery", 

・ considering its resolution 200 regarding the accessibility of the terminology 
database and the follow-up actions undertaken on this; 

・ considering that the multi-language table has essentially been completed since 
the Dresden 2011 plenary meeting; 

・ considering that Mr. Bataillé (FR) who attends to the terminology project during 
the past years retired by the end of September 2012; 

— thanks once again Mr. Bataillé (FR) for his persistent work on this project during the 
past years and wishes him all the best for his retirement; 

— decides to conclude for the time being the work on the multi-language table; 
—  allocates the responsibility for conducting maintenance activities on the 

multi-language table to its WG 5, when needed. 
The decision was taken by unanimity. 
●Resolution 220 (Montréal 15, 2012-10-10) 
SUBJECT: ISO/TC 199 – Update of its liaisons 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery", 
— decides to disband its liaison with ISO/TC 184 Automation systems and integration; 
— appoints Mr. Cloarec (FR) to become its liaison officer to ISO/TC 131 Fluid power 
systems and requests its Secretary to inform the Secretariat to ISO/TC 131 accordingly. 
— appoints Mr. Görnemann (DE) to become its new liaison officer to IEC/TC 44 Safety of 
machinery - Electrotechnical aspects and requests its Secretary to inform the 
Secretariat to IEC/TC 44 accordingly. 
The decision was taken by unanimity. 

 
14 次回会合 
日時：2014 年 4 月 8 日、9 日 
場所：日本 

 
15 その他 
 ISO/TC199 規格と各国の国内規格対応表を作る。 
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●Resolution 219 (Montréal 14, 2012-10-10) 
SUBJECT: ISO/TC 199 – Update of list of TC 199 deliverables issued by its individual 
Member Bodies 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery", 
requests its Secretariat to approach all TC 199 Member bodies to provide a list 
indicating all ISO/TC 199 standards adopted as National Standards. 
The decision was taken by unanimity. 
 
16 その他事項 
 各国休日の調査。米国より各国の祝日を調査し、祝日に会合の設定をしないようにした

いとの申し出があった。例えば、クリスマスとイースター以外の休日を 1 日連絡すること

となった。 
●Resolution 221 (Montréal 16, 2012-10-10) 
Subject: ISO/TC 199 — Guidelines for scheduling WG meetings 
The ISO/TC 199 "Safety of machinery" 

・ considering the discussion led at the plenary meeting and the presentation made 
by the USA; 

— asks its members to provide to the Secretariat information about the date(s) of one 
major national holiday and asks its Convenors to refer to the list when scheduling 
WG meetings; 

—  encourages the hosts of WG meetings to provide facilities for web/telephone 
conferencing, 

wherever reasonably possible; 
— asks its WG Convenors to consider the combination of WG meetings at the same 
venue. 
The decision was taken by unanimity. 
 
 

以 上 
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