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概要

1. 「安全」と「ディペンダブル」

2. ロボットの安全

3. 生活支援ロボットの安全の取り組み

4. システムのディペンダビリティに向けて
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「安全」 と 「ディペンダブル」

• いろいろ定義はあるでしょうが、、、
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ディペンダブル

安全
例えば、
可用性 etc.



ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１

ISO(TC199)：機械系 IEC(TC44)：電気系

(ISO 12100(ISO 12100(ISO 12100(ISO 12100））））
(ISO 14121)(ISO 14121)(ISO 14121)(ISO 14121)

機械類の安全性－基本概念，機械類の安全性－基本概念，機械類の安全性－基本概念，機械類の安全性－基本概念，
一般設計原則規格一般設計原則規格一般設計原則規格一般設計原則規格
リスクアセスメント規格リスクアセスメント規格リスクアセスメント規格リスクアセスメント規格

インタロック規格インタロック規格インタロック規格インタロック規格
ガードシステム規格ガードシステム規格ガードシステム規格ガードシステム規格
システム安全規格システム安全規格システム安全規格システム安全規格
安全関連部品規格安全関連部品規格安全関連部品規格安全関連部品規格
安全距離規格安全距離規格安全距離規格安全距離規格
非常停止規格非常停止規格非常停止規格非常停止規格
突然の起動防止規格突然の起動防止規格突然の起動防止規格突然の起動防止規格
両手操作制御装置規格両手操作制御装置規格両手操作制御装置規格両手操作制御装置規格
マットセンサ規格マットセンサ規格マットセンサ規格マットセンサ規格
階段類の規格階段類の規格階段類の規格階段類の規格

(ISO 14119)(ISO 14119)(ISO 14119)(ISO 14119)
(ISO 14120)(ISO 14120)(ISO 14120)(ISO 14120)
(ISO 13849(ISO 13849(ISO 13849(ISO 13849----1)1)1)1)
(ISO 13849(ISO 13849(ISO 13849(ISO 13849----2)2)2)2)
(ISO 13852)(ISO 13852)(ISO 13852)(ISO 13852)
(ISO 13850)(ISO 13850)(ISO 13850)(ISO 13850)
(ISO 14118)(ISO 14118)(ISO 14118)(ISO 14118)
(ISO 13851)(ISO 13851)(ISO 13851)(ISO 13851)
(ISO 13856)(ISO 13856)(ISO 13856)(ISO 13856)
(ISO 14122)(ISO 14122)(ISO 14122)(ISO 14122)

電気設備安全規格電気設備安全規格電気設備安全規格電気設備安全規格
センサ一般安全規格センサ一般安全規格センサ一般安全規格センサ一般安全規格
センサ応用規格センサ応用規格センサ応用規格センサ応用規格
電気的安全機能規格電気的安全機能規格電気的安全機能規格電気的安全機能規格
スイッチ類規格スイッチ類規格スイッチ類規格スイッチ類規格
ＥＭＣ規格ＥＭＣ規格ＥＭＣ規格ＥＭＣ規格
トランス規格トランス規格トランス規格トランス規格
防爆安全規格防爆安全規格防爆安全規格防爆安全規格

(IEC 60204)(IEC 60204)(IEC 60204)(IEC 60204)
(IEC 61496)(IEC 61496)(IEC 61496)(IEC 61496)
(IEC 62046)(IEC 62046)(IEC 62046)(IEC 62046)
(IEC 61508)(IEC 61508)(IEC 61508)(IEC 61508)
(IEC 60947)(IEC 60947)(IEC 60947)(IEC 60947)
(IEC 61000(IEC 61000(IEC 61000(IEC 61000----4)4)4)4)
(IEC 60076)(IEC 60076)(IEC 60076)(IEC 60076)
(IEC 60079)(IEC 60079)(IEC 60079)(IEC 60079)

ＡＡＡＡ

ＣＣＣＣ

ＢＢＢＢ

基本安全規格：基本安全規格：基本安全規格：基本安全規格：

全ての規格類で共通に利用でき全ての規格類で共通に利用でき全ての規格類で共通に利用でき全ての規格類で共通に利用でき
る基本概念る基本概念る基本概念る基本概念,設計原則を扱う規格設計原則を扱う規格設計原則を扱う規格設計原則を扱う規格

グループ安全規格：グループ安全規格：グループ安全規格：グループ安全規格：

広範囲の機械類で利用でき広範囲の機械類で利用でき広範囲の機械類で利用でき広範囲の機械類で利用でき
るような安全，又は安全装置るような安全，又は安全装置るような安全，又は安全装置るような安全，又は安全装置
を扱う規格を扱う規格を扱う規格を扱う規格

個別機械安全規格：個別機械安全規格：個別機械安全規格：個別機械安全規格：
特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格

製品例製品例製品例製品例 ：：：： 工作機械，産業用ロボット工作機械，産業用ロボット工作機械，産業用ロボット工作機械，産業用ロボット(ISO 10218(ISO 10218(ISO 10218(ISO 10218----1,1,1,1,----2)2)2)2)，，，，鍛圧機械，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など鍛圧機械，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など鍛圧機械，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など鍛圧機械，無人搬送車，化学プラント，輸送機械など

機械安全の国際規格の階層化構成
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ロボットの安全



ISO12100 機械安全規格における「安全」

from ISO12100
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定義：
� 安全:

許容できないリス
クがない状態

� リスク:

危害の重篤度，生
起確率と回避可能
性の組み合わせ

� 危害(Harm):

人の健康，物，環
境への物理的な被
害やダメージ



リスクアセスメントプロセス

Determination of the 

limits of the machinery

Hazard identification

Risk estimation

Risk evaluation

Risk reduction

Is residue risk acceptable?

Risk

assessment

Risk

analysis

No

Yes
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IEC61508 機能安全の要求プロセス

• V字モデル開発 • 全安全ライフサイクル
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電気(electric)電子(electronic)プログラマブル電子(programmable electronic)
（E/E/PE）系が対象。自動車分野の場合はISO26262。
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国際安全規格 - 導入の背景

販売
製造物責任

信頼
（適合マーク）

規格適合性認証

責任分担構造

ロボットメーカー
生産者

ロボットメーカー

一般消費者

認証機関
（第三者機関）

安全規格（ISO/IEC →JIS）

EUなどは特に積極的に推進，TBT協定

ロボットメーカー
生産者

ロボットメーカー

一般消費者

企業ブランドに頼る方法
• 現状の製品では十分
• では今後の製品では？
• 例えば自動運転車は可能？

信頼
（ブランド）

販売
責任

・ 企業や国は，安全の全責任を負えるか？

安全への
要求の増大
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リスク
アセスメント

（移動作業型、人間装着型、搭乗型）

生活支援ロボットの生活支援ロボットの生活支援ロボットの生活支援ロボットの
安全性検証手法の研究開発安全性検証手法の研究開発安全性検証手法の研究開発安全性検証手法の研究開発

安全技術を導入した安全技術を導入した安全技術を導入した安全技術を導入した
生活支援ロボットの開発生活支援ロボットの開発生活支援ロボットの開発生活支援ロボットの開発

●対人安全性基準の確立
●安全性基準に関する

適合性評価手法の研究開発

●ロボットの安全技術の開発
●ロボットの安全性検証安全性試験

適合性評価

密接密接密接密接
なななな

連携連携連携連携

（１）生活支援ロボットの対人安全性基準、試験方法及び認証手法の確立
（２）安全技術を搭載した生活支援ロボットの開発
（３）安全性基準の国際標準化提案、試験機関、認証機関の整備

認証スキーム（案）認証スキーム（案）認証スキーム（案）認証スキーム（案）

＜プロジェクト体制＞＜プロジェクト体制＞＜プロジェクト体制＞＜プロジェクト体制＞

移動作業型ロボット移動作業型ロボット移動作業型ロボット移動作業型ロボット

装着型ロボット装着型ロボット装着型ロボット装着型ロボット 搭乗型ロボット搭乗型ロボット搭乗型ロボット搭乗型ロボット

第三者認証機関（第三者認証機関（第三者認証機関（第三者認証機関（ISO/IEC Guide 65ISO/IEC Guide 65ISO/IEC Guide 65ISO/IEC Guide 65適合）適合）適合）適合）

ロボット製造者ロボット製造者ロボット製造者ロボット製造者
その他の試験機関その他の試験機関その他の試験機関その他の試験機関

※※※※機種の特殊な機種の特殊な機種の特殊な機種の特殊な
試験項目を試験試験項目を試験試験項目を試験試験項目を試験

第三者試験機関第三者試験機関第三者試験機関第三者試験機関
（安全検証センター）（安全検証センター）（安全検証センター）（安全検証センター）

※※※※共通な試験項目を試験共通な試験項目を試験共通な試験項目を試験共通な試験項目を試験

ＩＳＯ１３４８２ （非医療用パーソナルケアに関する安全要求事項）の制定

（ＴＣ１８４／ＳＣ２／ＷＧ７で審議中）

国際標準化

※本プロジェクト成果を国内審議団体を通じて提案

＜目的＞＜目的＞＜目的＞＜目的＞

生活支援ロボット実用化プロジェクト

実施期間
平成２１年度～平成２５年度



安全基準開発の流れ （例：衝突安全）

①①①① リスクの確定と対策リスクの確定と対策リスクの確定と対策リスクの確定と対策

②②②② 試験方法の開発試験方法の開発試験方法の開発試験方法の開発

③③③③ 基準値の確定基準値の確定基準値の確定基準値の確定

メーカで

� 各ロボットの仕様
� 対応すべき

リスクと対策

実機によるテスト

実機によるテスト

データ提供

集約

修正提案
例：
衝突試験

例：
走行安定性
試験

※生活支援ロボット安全検証センター（つくば）で試験設備を共同利用
安全基準のとりまとめ。国際標準化提案

� 被衝突者への衝撃 ・・・ センサで減速停止

� 搭乗者への衝撃 ・・・ シートベルト etc

� 機械の破損によるリスク ・・・ 素材

� 衝突時の衝撃の測定

� センサーの感度／誤作動

� 衝突時の加速度の上限値

� センサの許容誤差

（例えば．．）

設計変更

※

※原案提示

原案提示
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ロボット安全の国際標準化

ＩＳＯ13482（2013年秋策定予定）

機能安全全般

移動型 搭乗型 装着型

機能安全全般

ＩＳＯ13482パート２（2016年策定予定）

シリーズ化作業を提案予定。

安全検証を掘り下げ、より実務的な国際標
準に落とし込むことを目指す。

ＩＳＯ13482DIS（ドラフト）（2011年秋公開済）

※今後DIS投票、FDIS（ファイナルドラ
フト)投票を経て、発行予定

装着型

移動型 搭乗型

事業成果を用いて提案

ISO13482 ドラフト策定までの経過
2006年10月 活動開始

（日・韓・英・独等８か国が議論に参加）

2010年 ドラフト策定段階へ移行

（目次に日本案を反映）

ロボット分類別の評価検証手法開発
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システムのディペンダブルに向けて
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ディペンダブルディペンダブル

フレーム・論拠

ものさし

基準

生活支援ロボットの安全生活支援ロボットの安全

ISO国際標準

試験法/機能安全プロセス

生活支援PJ、ISO標準化提案


