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リスク低減の基本リスク低減の基本
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「機械安全」の基本的な考え方「機械安全」の基本的な考え方

作業経験にかかわらず安全確保

現場調整／保守時も安全確保

人は、

間違える

機械は、

故障する
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本質安全設計によるリスク低減本質安全設計によるリスク低減

・作業者と危険源が同一エリア・時間に存在しない設計

ワークの手動搬送

ワークの自動搬送
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労働災害防止の基本労働災害防止の基本

人間の

作業空間

機械の

作業空間
危険領域

災害防止
の原則

空間的な分離 時間的な分離

隔離の原則

ガードによる安全防護

停止の原則

インターロックによる安全防護

・危険は全て覆って隔離する

・必要 小限 開口する

・安全が確認できなければ停止

・停止を確認する仕組みを組み込む
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安全防護対策によるリスク低減安全防護対策によるリスク低減

固定ガード：隔離の原則
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安全防護対策によるリスク低減安全防護対策によるリスク低減

可動ガード：停止の原則

→ガードが開いたら止まる
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安全防護対策によるリスク低減安全防護対策によるリスク低減

可動ガード：停止の原則

→止まるまでガードが開かない
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停止の原則を実現するインターロック装置停止の原則を実現するインターロック装置

安全関連部
（ドアスイッチ、ライトカーテンなど)

非安全関連部
（PLCなど）

動
力
制
御
要
素

判断機能
（AND条件）

運転命令信号

安全確認信号

誤りが許されない

誤りが許される

独立

インターロック装置

制御部を安全関連部と非安全関連部に分け、制御部を安全関連部と非安全関連部に分け、
非安全関連部に異常が発生しても、安全関連非安全関連部に異常が発生しても、安全関連
部に影響を与えない構成にする必要がある部に影響を与えない構成にする必要がある
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電気的検知保護設備電気的検知保護設備(ESPE)(ESPE)
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電気的検知保護設備（電気的検知保護設備（ESPE)ESPE)

国際規格IEC61496-1～-4で規定されている電気的検知保護設備
(ESPE: Electro-Sensitive Protective Equipment）とは、

非接触で人体を検知し、人が危
険状態に陥る前に機械を安全な
状態に移行するための機器
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各国の国際規格との整合状況各国の国際規格との整合状況

WTO/TBT協定加盟国は国際規格に準拠する必要がある。
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ESPEESPEの用途の用途

用途として侵入検知と存在検知という２つのタイプに大別される

侵入検知侵入検知 存在検知存在検知

人の侵入を検知した
ら機械を停止する

危険領域内での人の
存在を検知し、人が存
在する間は機械を停
止し続ける

光のカーテン

光のマット
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国際規格上での国際規格上でのESPEESPEの分類の分類

規定 規定内容 代表装置

IEC61496-1 ESPE共通要求
事項

AOPDに関する
個別要求事項

AOPDDRに関す
る個別要求事項

VBPDに関する
個別要求事項

－

IEC61496-2 セーフティラ
イトカーテン

IEC61496-3 セーフティ
レーザス
キャナ

IEC61496-4 セーフティ
画像センサ

電気的検知保護設備
（ESPE）

能動的光電保護装置
（AOPD)

拡散反射形能動的光電
保護装置
(AOPDDR)

視覚的保護装置
(VBPD)
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ESPEESPEのタイプ分類のタイプ分類

ESPEタイ
プ

安全度 AOPD AOPDD
R

VBPD

－

○

低い

高い
－

（規格未
制定）

○

－

○

（参考）ISO13849-1:2006
との相関事例（注）

タイプ2 カテゴリ2，PL cまで対応
可

タイプ3 カテゴリ3，PL dまで対応
可

タイプ4 カテゴリ4，PL eまで対応
可

○：定義あり、 －：定義なし

IEC61496において、ESPEは安全度により３つのタイプに分類され、
検出方式によりタイプは異なる

注：ISO13849-1:2006とタイプとの相関性に関して示した公式文書は現時点ではなく、

本事例は市場に流通している一部製品から引用したもの。
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国際規格の国際規格の要求要求事項事項

故障耐性 部品故障時に危険状態が発生しない設計

外乱光耐性 多種の外乱光に対する耐久性
白熱光（ハロゲン）、蛍光灯、ストロボ光、etc...

ノイズ耐性 汎用製品よりも厳しい基準

その他 機械耐久性、電源電圧の影響、温湿度特性、
防水性、etc...

＋

検出方式毎
の個別要求

検出方式により予見される危険事象に対する
安全設計



故障耐性について故障耐性について

タイプ２

タイプ４

電子部品レベル：抵抗の場合
「オープン、ショート、抵抗値が公称値の１/２～２倍」
になった時の影響検証

製品レベル ：電源線や信号線の場合
「断線、ショート」
になった時の影響検証

タイプ３

１つの故障によって危険な状
態とならない

故障が２つまで累積しても危
険な状態とならない

故障が３つまで累積しても危
険な状態とならない

タイプ毎に故障耐性に対する要求レベルは異なる

参考：故障の例

回路の２重化や自
己診断により実現

FMEA手法

による確認
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ノイズ耐性についてノイズ耐性について

タイプ３・タイプ４は安全性を高めるため高いノイズ耐性が要求される

タイプ２ タイプ３／タイプ４

静電気放電
（IEC61000-4-2）

通常動作：
接触放電６ＫＶ、気中放電８ＫＶ

通常動作：
接触放電６ＫＶ、気中放電８ＫＶ

安全動作：
接触放電８ＫＶ、気中放電１５ＫＶ

ファストトランジェン
ト/バースト
(IEC61000-4-4)

通常動作：１ｋＶ 通常動作：１ｋＶ
安全動作：２ｋＶ

ファストトランジェン
ト/サージ
(IEC61000-4-5)

通常動作：１ｋＶ（コモン） 通常動作：１ｋＶ（コモン）
安全動作：２ｋＶ（コモン）

電磁界
（IEC61000-4-3）

通常動作：１０Ｖ／ｍ 通常動作：１０Ｖ／ｍ
安全動作：３０Ｖ／ｍ

伝導妨害
(IEC61000-4-6）

通常動作：
３Ｖ r.m.s （１～１０ｍの信号線）

１０Ｖ r.m.s （１０ｍを超える信号線、電源線、
接地線）

通常動作：
３Ｖ r.m.s （１～１０ｍの信号線）

１０Ｖ r.m.s （１０ｍを超える信号線、電源線、
接地線）

安全動作：
１０Ｖ r.m.s （１～１０ｍの信号線）
３０Ｖ r.m.s （１０ｍを超える信号線、電源線、

接地線）

※上記は、直流および交流50V未満の製品に対する要求レベル

通常動作・・・通常動作の継続が要求されるノイズレベル
安全動作・・・危険動作が発生してはいけないノイズレベル
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能動的光電保護装置（能動的光電保護装置（AOPDAOPD））



21

能動的光電保護装置（能動的光電保護装置（AOPDAOPD））

能動的光電保護装置（AOPD: Active Opto-electronic Devices）
とは、

投光部から照射され受光部との間に形成さ
れる光ビームが人体で遮光されたことを検
出し、機械を停止する信号を出力する装置

簡単に言うと、安全設計された光電センサ

出力ＯＮ

投
光
器

安
全
状
態

受
光
器

出力ＯＦＦ

危
険
状
態

投
光
器

受
光
器

機械稼働

機械停止
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AOPDAOPDの種類の種類

光軸数や検出性能により以下の３種類に大別される

マルチビーム
センサ

シングル
ビームセンサ

ライトカーテン

光軸数 複数光軸 １光軸

検知性能 指、手の検知 ボディの検知
ボディの検知

（使い方により指・手
の検知も可能）
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光の回り込み対策光の回り込み対策((有効開口角有効開口角))

壁・地面に反射して・・

投
光
器

受
光
器

光の回り込みにより危険な状態となることを避けるため、有効開口角が絞られ
ている

投受光器間距離

0.5ｍ 0.75ｍ 1.5ｍ 3.0ｍ以上

タイプ２ 27.7° 19.3° 10° 5°

5° 2.5°10°14.7°タイプ４有効開口角

IEC61496-2の有効開口角限度値

一般センサに比べ有効開口角が狭いため、振動・衝撃により遮光しないよう光軸をしっ
かり合わせ、場合によってはセンサが揺れないような振動対策が必要。

光の回り込み
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AOPDAOPDの使用例：侵入の使用例：侵入検知検知

指・手の侵入検知のため、ライト
カーテンを開口部に設置
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AOPDAOPDの使用例：侵入の使用例：侵入検知検知

ワークの出し入れがしやすいように、
左右の壁も無くし、代わりにライトカー
テンを上下方向から3本使用して指・手

の侵入を検知
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AOPDAOPDの使用例：侵入検知の使用例：侵入検知

手の侵入検知のため、シングル
ビームセンサを開口部に設置
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AOPDAOPDの使用例：侵入の使用例：侵入検知検知

ボディの侵入検知のためにシング
ルビームセンサ＋ミラーを設置
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AOPDAOPDの使用例：侵入検知の使用例：侵入検知

指・手の侵入検知のため、ライト
カーテンを開口部に設置

ロボットが部品投入位置に侵
入してくることを検知するため
に、ライトカーテンを設置



29

AOPDAOPDの使用例：存在検知の使用例：存在検知

作業者の存在検知のため、ライ
トカーテンを床面に水平に設置
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AOPDAOPDの選定例の選定例

開口部の
高さが狭い

開口部の
高さが広い

小型シングル
ビームセンサ

指検知用

足検知用

腕検知用

長距離ライトカー
テン

長距離シングルビーム
センサ、長距離マルチ
ビームセンサ

指検知用ライトカーテン

腕検知用ライトカーテン

足検知用ライトカーテン

マルチビームセンサ

機械や設備に

ワークセルや
一貫ラインに

ボディ検知用

腕検知用

ボディ
検知用

検知能力：φ14mm

検知能力：φ20～30mm

検知能力：φ40～70mm

光軸ピッチ：300/400/500mm
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拡散反射形能動的光電保護装置拡散反射形能動的光電保護装置
(AOPDDR)(AOPDDR)
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危険エリア

拡散反射形能動的光電保護装置拡散反射形能動的光電保護装置(AOPDDR)(AOPDDR)
拡散反射形能動的光電保護装置(AOPDDR：Active Opto-
electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection)
とは、

回転する投光部から光ビームを照射し、その反射
光が戻ってくる時間を計測することで人体を検知し、
機械を停止する信号を出力する装置

一般名称：レーザスキャナ
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AOPDDRAOPDDRの動作原理の動作原理

レーザビームを照射し、周囲の物体に当たって反射、受光するまでの時間
により物体までの距離を計算。

物体の位置：
レーザパルスの照射角度により計測

物体までの距離：
レーザパルスの反射時間により計測
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AOPDDRAOPDDRののTYPETYPE
国際規格では、AOPDDR（レーザスキャナ）の安全度はタイプ３

出力ＯＮ

投
光
器

光が有る＝安全と判断

受
光
器

出力ＯＦＦ

光が無い＝危険と判断

投
光
器

受
光
器

危険状態を低エネルギー状態に対応させる安全確認型の方が
安全度が高い。

出力ＯＮ

出力ＯＦＦ

安全確認型安全確認型

光が有る
＝高エネルギー状態

危険検出型危険検出型

光が無い
＝低エネルギー状態

光が有る＝危険と判断

光が無い＝安全と判断

ライトカーテンライトカーテン レーザスキャナレーザスキャナ
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AOPDDRAOPDDRの検知エリアの検知エリア

一般にパソコンを使って検知エリアを設定可能。

作業エリアの形状に合わせた柔軟な検知エリア形状柔軟な検知エリア形状にできる。

ただし遮へい物で隠れ
るエリアは検知不可
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AOPDDRAOPDDRの検知性能の検知性能

検知可能な物体の 小サイズ：
φ３０～２００ｍｍ（製品により異なる）

検知可能な物体の 小反射率：
1.8％以上（IEC61496-3要求事項）

光学面の汚れ、背景物体の反射率の違い、人為的な無効化
操作に対しても安全動作（IEC61496-3要求事項）

検出方式が反射形であるため、一般的に透過形のライトカー
テンなどに比べると埃などの影響を受けやすい

反射率1.8%の物体

は、黒靴革や黒ヴェ
ルベット布など
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AOPDDRAOPDDRの使用例：存在検知の使用例：存在検知

柵内に作業者が存在している
か否かを検知
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AOPDDRAOPDDRの使用例：警告用エリアとの併用の使用例：警告用エリアとの併用

作業者が危険エリアへ誤って侵入しないよう、機械停止用エリアの外側に警
告用エリアを設定。警告エリアに侵入した場合、表示灯などで警告。

警告用検知エリア

機械停止用検知エリア
＝危険エリア
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AOPDDRAOPDDRの使用例：の使用例：AGVAGVへの衝突防止への衝突防止

無人搬送車（AGV）に作業者が近づいてきた場合に、衝突する前にAGVを
停止させる。AGV停止させるための検知エリアの外側にスピード減速用の
検知エリアを設定し、AGVの急停止を防止するとともに、警報を鳴らし、侵入

者への待避を促す。

停止用検知エリア＝危険エリア

警報＆スピード減速用検知エリア
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AOPDDRAOPDDRの使用例：検知エリアの形状切り替えの使用例：検知エリアの形状切り替え

切り替え

作業中に検知エリアの状態が変化する場
合に、検知エリアの形状を切り替え、必要
なエリアを検知できるように対応

パレット

パレット
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AOPDDRAOPDDRの使用例：侵入検知の使用例：侵入検知

検知エリア

検知エリアを垂直にし、作業者の侵入を検知。

レーザスキャナや構造物の位置が変化し、意図しない侵入可
能領域が発生しないよう、参照境界モニタ機能が必要。

背景物（壁など）との距
離をモニタし、変化した
場合に出力をOFFする
機能
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視覚的保護装置視覚的保護装置(VBPD)(VBPD)
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視覚的保護装置視覚的保護装置(VBPD)(VBPD)

視覚的保護装置(VBPD：Vision Based Protective Devices)とは、

画像センシング技術を用いて人体を検知し、機械を
停止する信号を出力する装置

危険エリア

VBPDは3次元エリアの検知が可能

（AOPD,AOPDDRは2次元）
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視覚的保護装置視覚的保護装置(VBPD)(VBPD)

技術的に新しく、販売されている商品種類も非常に少ない。

国際規格もまだ制定途中の段階。
2種類の検出方式の規格を平行に制定中。

規定 規定内容

IEC61496-4-1 VBPDの個別要求事項

リファレンスパターンを用いたVBPDに関する追加
要求事項

ステレオカメラを用いたVBPDに関する追加要求事
項

IEC61496-4-2

IEC61496-4-3
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まとめ：まとめ：ESPEESPE比較比較
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まとめ：まとめ：ESPEESPE比較比較

AOPDAOPD AOPDDRAOPDDR VBPDVBPD

ライトカーテンなど レーザスキャナ 画像センサ

注：上記は、平均的な傾向で、機種により異なる。

検知エリア ２次元 ２次元
複雑形状も可

３次元
複雑形状も可

安全度 TYPE4/TYPE2 TYPE3 未定義

使い方 単純 複雑

商品バラエティ 非常に豊富 少ない

応答時間 早い 遅い

主要用途 侵入検知 存在検知 存在検知
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