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IEC/TC94（国内審議団体：NECA）

IEC/TC94国内委員会と中国標準化
委員会とのLiaison 構築

委員（MT6 Exper）　張　琳
副委員長（MT6 Convenor） 　濱田 健次郎

1．背景

　2016 年8月にJIS C 4523：制御用リードリレーの改正原案作成委員会が発足した（図1参照）。9月に開
催されたIEC/TC94/MT6マンチェスター会議で、IEC/TC94/MT3のElectromechanical elementary relays 
IEC 61810-Xとして制御用リードリレー規格（図2参照）の開発に各国が同意し、2017年5月のIEC/TC94/
MT6ウィーン会議で、日本が提案する作業原案（WD）を審議することが決定している1）。

　機構デバイスの適用対象である安全関連系システムの多くがIEC Guide 1042）に沿って作成されている。
　図3が、機能安全規格の体系における機能安全規格関連の関係3）で、分野規格及び製品規格が安全度水準：
SIL X（1～4）を規定する。図4は、リードスイッチ制御デバイスが適用される分野と要求される安全水準 
SIL Xである。
　2010年にIEC 61508-2が導入したSystematic capability の要求4）から、システムに要求するSIL Xと同
等の安全度水準の適用能力（SIL X capability）を有する機構デバイスが要求される。
　海外使用者は、この安全度水準の適用能力の第三者認証書を新規用途への条件としているが、国内には、
リードリレーなど機構デバイスの安全度水準の適用能力（SIL X capability）を認証する機関がまだないの
で、中国標準化委員会及び第三者認証機関とのLiaisonを構築するため訪問した。

1） 吉田清、元田繁喜、濱田健次郎、横山和也、張琳 ; “IEC/TC94/MT3&MT6英国Manchester 会議レポート ”、制電Vol.42-4（2016 年 10月発行）
2） IEC Guide 104:2010, the preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications
3） JEMIMA; 機能安全規格の技術解説、PA・FA 計測制御委員会 機能安全調査研究WG（2013 年 11月初版）
4）IEC 61508-2:2010, Systematic Capability is introduced and is defined as " a measure (expressed on a scale of SC 1 to SC 4) of the 
confidence that the systematic safety integrity of an element meets the requirements of the specified SIL, in respect of the specified element 
safety function..."

図 1‐ IEC 61810-X 規格開発の体制図

図 3‐ IEC Guide 104 の安全規格の体系図

図 2‐規格の位置付け

図 4‐リードスイッチデバイスの適用分野
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2．IEC/TC65（機能安全）中国国内委員会SAC TC124年次総会での技術交流

4．評価 5．今後の予定

3．IEC/TC9（鉄道）&IEC/TC94（継電器）中国国内委員会SAC TC217 & SAC TC278と
の技術交流

　2016年10月、年次総会の場に招待され、約100名を対象とした会場で発表した。発表は、ppt 資料30　
枚で英語/中国語を併記し、濱田/張が行った。
1 章：システム及び制御機器デバイスに対する安全要求事項
2 章：高安全性/高信頼性/保守性の高いリードスイッチ封入接点及び国際標準化
3 章：代表的な安全適用事例
4 章：制御用リードリレーの国際標準化

　日本が提案するリードリレーのIEC 61810-X 新国際規
格に機能安全性（安全度水準の適応能力）の評価項目を入れ
ることは、技術革新に繋がるとSAC TC 124の（機能安全）
中国標準化委員会から賛同を得た。分科会 SC4：原子力発
電技術委員会、SC10：防爆安全監督試験所や中国TC94国
内委員会 Expert がいる哈爾濱工業大学などから技術交流
希望のオファーがあった。また、SAC TC 217の（鉄道）中
国標準化委員長/秘書長からもLiaisonの同意を得た。

　2016年内にIEC 61810-X : Electrome-
chanical elementary relays ‒ Part X: Reed 
relaysのWDを作成するため、第三者認証
機関の北京功能安全中心及びTC94中国国
内委員会委員が居る哈爾濱工業大学を訪問
し、“SIL X capability の定義”、“安全度水準
の適応能力の評価手順”及び“要求事項”等に
ついて技術交流を行う。

IEC/TC94国内委員会と中国標準化委員会とのLiaison 構築

IEC/TC94（国内審議団体：NECA）

写真 1－重慶郵電大学講堂内での発表風景

写真 2－中国標準化委員会との交流（左：SAC TC278（IEC/TC94）、右：SAC TC217（IEC/TC9））
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