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１．はじめに 
 

 ISO/TC184で扱う次世代ロボット 
の国際安全規格 



１．はじめに～ 
ISO/TC184/SC2で扱う次世代ロボット 

 

①産業用ロボット 

−製造環境のロボット，協調運転を許す． 

 

 

 

②サービスロボット 

−パーソナルケアロボット，人間をワークピースとみなす． 
 

−ロードマップを立て，NEDOプロジェクトと並行して活動． 

 

 

 

 

 

 

 

主査：山田陽滋（名古屋大学） 議長：Dr. Gurvinder S. Virk (UK) 

幹事：Dr. Chris Harper (UK) 

ISO/TC184/SC2/WG7 
（国際） 

WG7(国内対策委員会) 
 

メンバー参画 
 

 

メンバー参画 
 

 

議長：Jeff Frymann (USA) 主査：高橋浩爾（上智大学名誉教授） 

人間のQOL向上に直接貢献すべく行動するサービスロボットの一部 

ISO/TC184/SC2/WG3 
（国際） 

WG3(国内対策委員会) 
 

Pメンバー：20，Oメンバー：5 

21名 

29名 



Roadmap         2012.11現在 

産業用ロボットとロボティック機器安全要求事項 - Part1, Part2 ; WG3 （主査：米国） 

用語; WG1（主査：フランス） 

人間共存・協調ロボットの安全 
基準策定に関する調査研究 

議長：スウェーデン 
幹事：スウェーデン 
国内事務局：(社)日本ロボット工業会 

非医療用途パーソナルケアロボット安全要求事項 
要求事項 – Part1策定ワーキンググループ; WG7： (主査：英国) 

2007 2008 2009   2010   2011     2012  2013   2014    2015      

国内の 
ロボット標準化 

関連活動 

IEC TC62A 
（医用電気機器） 

生活支援ロボット実用化プロジェクト （ＰＬ：比留川博久） 

サービスロボット; WG8（主査：韓国） 性能規格等検討：サービスロボット関連 

設計と運用に関
する安全規格 

    試験装置開発・整備           改造 試験装置の開発 

試験項目の検討   先行試験   実機試験 数値の定量化  実機試験  試験方法の開発 

認証方法の開発 
コンセプト認証（groupⅠ）         模擬型式認証  模擬型式認証 

ロボット開発 
安全設計（groupⅠ） 実機開発   試験          改良   試験     

コンセプト認証（groupⅡ） 模擬型式認証     

標準化機関 

との戦略立案 

次世代 
ロボットの安全確保のためのガイドライン策定 （主査：向殿政男） 

標準化機関への
データ・情報提供 

安全設計（groupⅡ） 改良 試験     

ジョイント会議（CARS07,09) 検討グループ (WG7/SG) 

医療用途パーソナルケアロボット安全要求事項 

ISO13482向け試験方法の提案 
 – TS化; （日本主導で) 

   サービスロボット用語等標準化調査 

専門委員会安全性検討WG   
               （主査：山田陽滋） 

2010.10 総会決議 

検討グループ (JWG9) 

(移動ロボットが中心) 

ISO 
TC184/SC2 

（TC184:産業 
オートメーション 

システムと 
インテグレーション, 

SC2:ロボット) 

サービスロボット用語等標準化 

調査専門委員会安全性 

検討WG （主査：山田陽滋） 

(身体アシストロボットの安全規格  

 を分離化へ) 

2012.11 FDIS投票 

2013.8 IS出版予定 



２．次世代ロボットの安全に関する   
国際規格の紹介 

 
２-１ ロボットとロボティックな装置 － 

産業用ロボットの安全要求事項－Part１ロボット

（ISO 10218-1） 



  

5.10  Collaborative operation 

requirements 
 

5.10.1 General 
 

Robots designed for collaborative operation shall 

provide a visual indication when the robot is in 

collaborative operation and comply with one or more 

of the requirements in 5.10.2 to 5.10.6. 

労働安全衛生規則（産業用ロボツト）  

産業用ロボットにかかわる危険な労働として次の３種類． 
 

• 教示等： 可動範囲内において行う教示作業 

• 運転中： ロボットに接触することによる危険を防止 

• 検査等： 可動範囲内において行う点検・修理・調整 

協調運転要求事項 

定義された作業領域内で人間との協調 

運転のために設計されたロボットは、 

5.10.2の機能を持たねばならない。・・ 

協調運転モード 

 安全に減速された速度（250mm/sを超えない） 

 原則、ISO 13849-1のカテゴリー3に従う． 

アシストモード  

 ISO 13849-1のカテゴリー3に従う． 
ISO 10218-1:2006(E)より抜粋 

産業用ロボットの安全要求事項: ISO-10218-1 
      およびわが国における法規制との関係 



5.10.4 Speed and position monitoring 
 

The robot shall maintain a separation distance from the 
operator. 

This distance shall be in accordance with ISO 13855. Failure 
to maintain the separation distance shall result in a 
protective stop. This shall comply with 5.5.2 and 5.3. 

 

The robot shall operate at a reduced speed not exceeding 
250 mm/sec and its position shall be monitored. 

 

The reduced speed and position monitoring functions shall 
comply with 5.4. 

 

NOTE 1 The relative speeds of the operator and robot should 
be considered when calculating the safe separation 
distance. 

労働安全衛生規則（運転中の危険の防止）  

• 可動範囲（記憶装置の情報に基づき，マニプレータその他の産業用ロ

ボットの各部の動くことのできる最大の範囲をいう．） 

• （技術上の指針より）ロボットに労働者が接触することによる危険を防

止するため，次のいずれかの措置又は同等以上の措置を講ずること． 

• さく又は囲いを可動範囲の外側に設けること．インターロック機能を

設けること． 

• 光線式安全装置：可動範囲に労働者が接近した場合に直ちに非常

停止を作動させること． 

ロボットは，減速条件（ ≦ 25cm/秒） 

下で，人間との相対位置がモニタ 

できていれば，運転できる．相対 

速度も検出すべきである．その際， 

技術的にカテゴリ３相当以上の安全 

のレベルが求められる． 

 

・距離ゼロ（接触）でもよいとさ 

 れるが，力の規範はない． 

・ロボットの要素技術として 

 ビジョン，力制御が重要 

 と位置づけられる． 



ISO/FDIS 10218-1:2006(E) 
• 5.10.5 Power and force limiting 

by inherent design 
 

The robot shall be designed to ensure either a 
maximum dynamic power of 80 W or a 
maximum static force of 150 N at the flange 
or TCP (determined by the risk assessment). 
The robot design shall ensure that these 
values cannot be exceeded. 

 

NOTE 1 Use of this feature may be limited by 
exposure to additional hazards (e.g. pinch 
points, shearing hazards). 

労働安全衛生規則（適用範囲）  

次のものを（安全衛生規則の適用範囲から）除く 

• 定格出力（駆動用原動機を二以上有するものにあっては，

それぞれの定格出力のうち最大のもの）が８０W以下の駆動

用原動機を有する機械 

ロボット制御は，リスクアセスメント 

によって決められた有効な動力と 

力が過度でないことを確認して設計 

されなければならない．最大動力は 

80Wを超えてはならず，最大力 

は150Nで制限されねばならない． 

ISO 10218-1:2011(E) 

国際規格上は，80Wも150Nも本質安全規範ではなくなった． 



（参考）安衛則との不整合性をどう捉えるか 

• 国際的には 
– WTO/TBT協定（第２条）によって 

  第２項 正当な目的（安全、健康、環境等）の達成のために 

       必要である以上に貿易制限的であってはならない． 

  第４項 強制規格を作成するときは、国際規格を基礎とすること． 

  第９項 国際規格が存在しない場合又は国際規格に適合しない 

       場合において、当該規格案が貿易に著しい影響を 

       与える場合には、他国に通報する． 

 

⇒他国からの指摘があり、かつ、その指摘に合理的な妥当性が 

  認められる場合にのみ、安衛則を改訂する必要が出てくる．   

 

• 国内では 
– 安衛則の遵守が優先される． 



２．次世代ロボットの安全に関する   
国際規格の紹介 

 
２-２ ロボットとロボティックな装置  

－安全要求事項－ パーソナルケアロボット 

（ISO 13482） 



1. 移動型手伝いロボット(Mobile servant robots):  

    物体の受け渡しや情報の提供など，人間と関わりなが
ら作業を実行する，移動型のロボット  

 

2. 搭乗型ロボット(People carrier robots):  

    目的地まで搭乗者を搬送するロボット 

 

3. 身体アシストロボット(Physical assistance robots) 

    人間の身体能力を補うあるいは増強することにより，
人間が要求された仕事を実行する補助を行うロボット．
拘束タイプと拘束されないタイプのロボットがある． 

パーソナルケア (Personal care)ロボット 

市場創出の方向性の高いものを重点化して分類 
医療分野のパーソナルケアは考えない 

人間のQOL向上に直接貢献すべく行動するサービスロボットの
一部で，医療用途を除く． 



Robocoaster, KUKA 

http://www.popsci.com/scite
ch/ 
article/2004-07/next-gen-
military- 
man-wearable-machines 

BLEEX, UC Berkeley 

スコープの内か外か? 

http://www.nec.co.jp/robot/ 
childcare/index.html 

PaPeRo, NEC 

欧州機械指令 06/42/ECに準拠して議論を進める. 

境界領域上に分類されるロボットがある: 

産業用ロボット，産業車両，車いす，遊戯施設，おも
ちゃ，家電掃除ロボット等． 



ISO WG7-1: Robots and robotic devices  
－Safety requirements for non-industrial robots － 

Non-medical personal care robots 
Contents 

1. Scope 

適用範囲 

2. Normative references 

参照規格 

3. Terms and definitions 

用語と定義 

4. Risk assessment 

リスクアセスメント 

5. Safety requirements and protective measures 

安全要求事項と保護方策 

 



使用および予見可能な 

誤使用の明確化 

リスクの評価 

開始 

リスク分析 

リスクアセスメント 

 

本質的安全設計方策 

Y 

N 

ハザードの同定 

リスク見積り 

リスクは 

許容可能か？ 

意図したリスク低減は 

達成されたか？ 

リスクは 

許容可能か？ 

 

安全防護・付加保護方策 
意図したリスク低減は 

達成されたか？ 

 

使用上の情報（残留リスク） 
意図したリスク低減は 

達成されたか？ 

N 

N 

終了 

他のハザードは 

あるか？ 

Y 

N 

Y 

Y 

Y 

ステップ1： 

保護方策 ステップ2： 

ステップ3： 
N 

4．リスクアセスメント 



5. 安全要求事項と保護方策 
対象ハザード 細項目 

バッテリーの充電時のハザード   

エネルギーの蓄積と供給に関するハザード 
高エネルギーへの接触，蓄積エネルギーの不用意な解放， 
パワーの供給・遮断時の不具合 

ロボットの起動・再起動に伴うハザード 

静電気に起因するハザード 

ロボットの形状がもたらす傷害   

放出 
騒音，振動，有害物質，極高低温，非イオン化放射物（レーザ，
超音波等），イオン化放射物 

電磁ノイズ   

ストレス，姿勢や使用時のハザード   

ロボットの運動によるハザード(不安定性) 
機械的不安定性，本体の静的な不安定性，動的不安定性(運
転時物体搬送時，衝突・衝撃外乱時，移動ロボット搭降乗時)，
身体アシストロボット装脱着時の負荷搭載時の不安定性 

安全関連障害物との衝突 

人間・ロボット相互作用時の物理的接触に
よるハザード 

  

耐久性に起因するハザード 

不適正な自律動作によるハザード 

運動する部品との接触によるハザード 

注意を欠くことによるハザード 

環境条件が引き起こすハザード 

位置同定エラー・誘導エラーによるハザード 



• 身体的ストレス
や不快感のない
こと． 

• そのために，人
間工学的特性が
考慮されること． 

5.9 ストレス，姿勢や使用時のハザード 

ヒトの膝関節 

↓ 

瞬間中心が移動する 

装着型ロボットのジョイント 

↓ 

回転中心は1点（固定） 



5.13 耐久性(機械強度)に関するハザード 

• 装着型ロボット耐久性試験 

– 動的な歩行時の人の下肢に
かかる様々な方向の荷重に
対する機械強度 

– 試験負荷レベル：体重別 
(重量60kg、80Kg、100kg) 

• 衝撃耐性の試験評価 

図 耐久性試験機の開発研究 

   山田，本間ら，装着型ロボットの安全性評価試験方法の
開発, 第29回日本ロボット学会学術講演会, 芝浦工業大学， 

2011.9.8. 

各ハザードに対して，３ステップ法
に則り，リスク低減方策を考える． 



Contents (cont’d) 

6. Safety related control system requirements 

安全関連制御システムに関する要求事項 

7. Verification and validation 

適合性検証と妥当性確認 

8. Information for use 

使用上の情報 

• Annex A : List of significant hazards for personal 

care robots 

付録A:重要なハザード 

• Annex B : Safety criteria for personal care robots 

付録B:安全の規範 

 



6. 安全性能に関する要求事項 
(1) ロボットの停止機能 

停止カテゴリ2の積極的採用，ソフトウェアによる動作範囲の制限 

(2) 速度制限およびその安全関連系 

(3) 安全関連の環境センシング 

接触/非接触センシング，経路の状態検出か幾何学的な制限か，さらには環境に
タグ等のマーカを付設するか 

(4) 安定性制御 

(5) 力制限およびその安全関連系 

(6) 特異点回避 

(7) ヒューマンインターフェイス設計 

(8) 手動制御デバイス 

(9) 運転モード 

運転状態の表示，ラベル付け，単一箇所からの運転，意図しない運転／資格を持
たない者による運転に対する保護，運転モード 

(10) コマンドデバイス 

接続と切断，複数ロボットの運転，複数デバイスによる運転，無線運転 

(11) 接続/切断，複数ロボットへのコマンド，複数コマンドデバイス，無線コマン
ドデバイス 



6. (1) ロボットの停止機能 

• 停止カテゴリ0（C0）: 
(安全関連の)動力機構へ
の動力供給を遮断するこ
とによる停止． 

• 停止カテゴリ1 （C1） : 

動力機構を停止させるた
めの動力供給を維持して
機構を停止させ，その後，
動力供給を遮断すること
により停止状態とする制
御された停止． 

• 停止カテゴリ2 （C2） : 

動力機構への動力供給を
維持したままで停止状態
とする制御された停止． 

 

 

(参考)停止カテゴリ ＝ IEC 60204-1:2005＋α 

t

停止指令 

タイミング 

C0 
C2 

t

t

ロボットと動力源の接続状態 

ロボットの速度 

C1 

C0 

C1 

あり 

なし 

C2 

o 

o 

接続のまま 

厳密に停止しない 



6. (1) ロボットの停止機能 
• 保護停止（protective stop） 

• IEC 60204-1の停止カテゴリ２を許す 

– ロボットが停止した後も倒立状態
を監視 

– さらに意図しない運動が生じるよう
であれば，緊急停止に移行するよ
う要求 

• 保護停止に対する要求安全度水準 「2007年度サービスロボット安全性等標準化調査専門委
員会安全性検討ワーキンググループ報告書」から抜粋 

図6-2 緊急停止が新たな危険 

     を生じる（２） 

※1 

※2 

※1概ね，低出力 

   高出力の区別 

※2 拘束型， 

  非拘束型の区別 

運転走路の状態検出と環境のデザインを統合実現⇔自律性の議論 



6.(3) 安全関連の環境センシング 

• 基本的には静止障害物を
対象とする． 

 安全関連障害物 

• 環境センシング 

– 運転走路状態や運転経路の
センシング 

– 環境のセンシングが困難な
場合のために，タグ等による
環境との交信を許す． 環境のセンシング／構造化 

運転走路の状態検出と環境のデザインを統合実現⇔自律性の問題 



• （相対）制限速度 
– 人間の移動速度の見積もり 

– ベクトル表現の検討 

– アームと移動の速度加算 

• 接触の許容性 

– リスクの重篤度の見積もり 

 

 

 

 5.11 安全機能の例：障害物回避 

・移動ロボットでも状況に応じて，停止・運動の基準が多様に異なる 

減速→停止の安全機能 



6.(3) 安全機能のための人間検出 

・接近する人間との相対速度が不明であるので，これを検出・利用できる標準化技
術が必要．⇒ 技術の“state of the art” を導入し，同時にタイプBへ働きかける 



４．まとめと今後 



4. まとめと今後 
(1)まとめ 

①ISO/TC184で取り扱う次世代ロボットの国際安全規格動向 
産業用ロボットとサービス用「パーソナルケアロボット」 

 ISO10218-1と労働安全衛生規則における人間共存規定の比較 

②パーソナルケアロボットの安全要求事項：ISO13482の概要 
本文構成を示した． 「安全性能要求事項」の節がある． 

装着型ロボット，移動ロボットの事例から，安全要求事項の具体的な   
説明を行った． 

 

(2)今後 

①NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト」試験方法/耐性  
基準のTS化 

②移動ロボット・装着ロボットの規格切り離しと各論詳細検討 
 

   

 


