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Checklist for conformity and comments
Table B.1 – Checklist for conformity and comments

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Items to be checked
Identification
Brand and type designation
No. of model, version, type, subgroup
Expiry date
Up-to-date check / for example. date of publication of the
handbook coverage of product modifications
Supplier and provider of special tools, material, etc and
technical assistance
Contact details of supplier/service agency
Certification references
Requirements of specific product standards

FSS CORP.
識別
商標、及び型式指示
モデル、バ－ジョンなど
有効期限

Example(評価例)
Relevant clauseCompliance Comments
4.8.1, 5.2, 5.3
P
表紙に記載
P
表紙に記載
P
非該当

発行日、改版など

P

表紙、裏表紙に記載

製造業者、供給業者情報

P

表紙、裏表紙に記載

製造業者、サ－ビス代理店等の情報
認証情報
製品規格情報

F
P
P

サ－ビス拠点記載なし
操作取扱説明書にDoC有り
記載あり

P

P
P
P

記載あり
例：メカハザ－ド箇所の補書でロック
アウト・タグアウトの記載がない
記載あり
操作説明書(付録A.4)に記載
記載あり

P

記載あり

N

一部記載あり

P

仕様書に騒音データ記載あり

N
N

記載なし
記載なし

4.3, 4.5,5.3, 5.5,
Technical specification of the product and its residua 製品仕様と残留ハザ－ド
Functions and range of application
5.9.4
製品の機能、及び適用範囲
(主
Safe and correct use; principal residual hazards, general 安全で正しい使用について
要リスク、一般警告と使用説明)
warnings about product or use
2.3 Dimensions — mass — capacity
寸法、室料、容量
2.4 Chemical composition
化学合成品 (MSDS etc.)
2.5 Performance data
性能情報の記載
2.6 Supply data for power, gas, water and other
電力、ガス、水などの供給データ
consumables (for example. detergents, lubricants)
2.7 Energy consumption and methods of measurement used エネルギー消費量、及び測定方法
2.8 Emission of noise, waste water, etc., with methods of
雑音、廃水などの測定方法
measurement used
2.9 Expected product life and intended disposal
製品寿命と廃棄
2.10 Information on personal protection (for example. clothing) 保護具についての情報
2.11 Information on dangers to particular vulnerable groups
特定の使用者層への危険に関する情報
(for example. Potential allergy or strobe effects)

2.
2.1
2.2

F

N/A

-

Preparing the product for use

製品使用の準備

Safety precautions before installation

設置前の安全上の注意

F

3.2

Unpacking

開梱形態、方法

N

3.3

Safe disposal of packaging

包装材料の安全な廃棄

N

設置や廃棄の作業が明確でない
（メーカーorユーザー）
*作業区分リストの提供
記載なし
開梱についての項目を設けて記載す
る必要あり

3.4

Installation and assembly (for example. special tools,
space for maintenance and repair)
Storage and protection during intervals in normal use
Repackaging to prevent damage in transport
Information on operations to be carried out only by
skilled persons. Separation of this information from
instructions for use to users. Comprehensiveness of
instructions for use to experts

設置及び組立（特殊工具、保守・修理空間）

N

設置作業に必要なスペース記載なし

使用期間内の保管及び保護
輸送中に損傷を防止する再包装
使用対象者の限定
・無資格者による操作の制限
・集団別に取説を分離
・専門家に対する必要な指示

P
N

記載あり
記載なし

N

対象者による分冊がされているが、
取出ロボットの安全管理者は誰が
指定するかなどの記載がない

3.
3.1

3.5
3.6
3.7

4.

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

Operation of products
製品の操作
– structure from basic to sophisticated operations/functions
– meaningful separation between basic product and
optional
Basic functions
– Complete for correct intended use
意図された正しい使用の正確な記述
– Complete for safe intended use
意図された安全な使用の正確な記述
– Complete for reasonably foreseeable misuse
十分予測される誤使用の正確な記述
– Conformity with minimum list in relevant product standa 関連製品規格に規定される要求への適合
Secondary functions (identical to 4.1 above)
オプション機能について4.1項に従って記載
Optional modules and extras
選択可能な機能及び拡張機能の説明
Personal protection
人身保護具
Quick references
クイックリファレンス
– by reminder cards, stickers or labels
リマインダカード、ステッカー、ラベル
– by reference to handbook, etc.
参照するハンドブック等
Disposal of waste products
廃棄物の処分
Information needed by user
Explanations of visible and audible signals
Distinctions between characteristics of normal and
faulty/dangerous operation
Trouble-shooting advice (for example. in the form of
Frequently. Asked Questions and fault detection
procedures) – intelligible to consumers and paying due

ユーザーが必要とする情報
視覚、及び聴覚的表示
何をなすべきか、何をさせるべきかの明
確な表示
トラブルシューティング(よくある質問や故
障対策など）が、理解可能で安全性に正
当な注意を払っている
製品のメンテナンス

6.2

Maintenance of the product
Safety precautions (for example. personal protection,
special
Product maintenance by non-skilled persons

6.3

5.
5.1
5.2
5.3

6.
6.1

N
P
P
N
P
N

記載されているが、内容が不十分

P

適切

P

適切

P

記載あり

安全措置（例えば、品心保護、特殊工具）

N

保守、及び清掃

P

Product maintenance by skilled persons

有資格者による保守、及び清掃

P

6.4

Safety/deterioration checks during maintenance

安全性/劣化の点検

P

7.
7.1

Critical safety and health information
Warning messages
– correct locations
• on product and/or
• on packaging and/or
• in instructions for use
– if relevant, visibility at point of sale
– correct use of terms
– correct use of signal words

安全性、及び健康情報
警告メッセージ
正しい表示場所
製品
梱包箱
説明書
購入時に分かり易いこと
用語の正確な使用
シグナルワードの正確な使用

P
P
P
P
P
P
P
P
P

記載あり
記載あり
記載が不十分 *PPE指令準拠
記載あり

交換部品の廃棄方法の記載不十分

安全防護策の具体的方法が不十分
寸法や材質、インターロックの方法
記載あり
どの作業にどのような資格・スキル
が必要か表で示すと良い（推奨）
記載あり
記載あり

7.2
7.3
7.4
7.5

8.
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

– use of simple/standardized phrases
– durability of warnings
– conformity with requirements in relevant product
standard(s)
Safety signals
Information on residual risk
Safe disposal of product at the end of its useful life

単純な/標準化された語句の使用
警告表示の耐久性

P
P

関連する製品規格要求事項への適合性

P

安全シグナル
残存リスクについての情報
製品寿命時の安全な処分

P
N
N

Environmental impacts of using the product

製品使用時の環境的側面

N

記載あり
ロオクアウト・タグアウトの記載が必要
記載なし
グリスの付着したウエスなどの適切
な廃棄方法の記載が必要

Consistency in design of information and of whole
‘product’ offered
Integrated design of product and instructions for use –
No
Consistent terminology on the product itself; on the
packaging; in accompanying material, on Web site
resources and in marketing media
Structure of text and graphics
– structure follows communication principles
– meaningful headings used
– unnecessary material excluded to avoid information
overload (for example. sales promotion, extensive
repetition, too many documents)
Location(s) and presentation of instructions for use
Numbered pages and/or paragraphs, with table of
contents and/or index appropriate to length and
complexity of text. Use of keywords

提示された情報、及び「製品」全体のデ
ザインの一貫性
P

適切

P

適切

P
P
P

適切
適切
適切

P

不適切
※L上の自己防衛的な説明が多い

N

マニュアルの保管場所の記載なし

P

索引があればより良い（推奨）
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製品に対応する取扱説明書の様式
用語、及び情報：製品本体、包装、又は
使用する用語、及び情報に矛盾がない
説明であること
テキストとグラフィックの構造
コミュニケーション法則に従った構造か
意味のある見出しか
不必要な資料を除外し、情報過多を回避
しているか
使用説明書の場所、及び提示方法
目次、索引： 複雑さに応じて目次、又は
索引を付けているか、またキーワードな
どを使用しているか

