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序

我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業においてはき

わめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的規模で規格

の国際共通化が進められております。

しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直しを行う

必要性が高まっています。当会ではこれに対応するため、従来から機械工業に係わる国内規

格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参りました。

近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、安全、品質、環

境など安心のための基本要素をはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されてきて

おります。当会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマ

ネジメントにかかわる規格や、機械工業の横断的な規格についての取り組みを強化している

ところです。

具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリスク

アセスメントの普及活動、機械安全への取り組みが競争力強化につながる方策の検討、各専

門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標準化の推進などです。これらの事業成果

は、関連業界共通のガイドライン、日本発の国際規格への提案や国際規格と整合した日本

工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶものであります。

こうした背景に鑑み、当会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして株式会社

三菱総合研究所に「設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査

研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄

与すれば幸甚です。

平成２３年３月

社団法人 日本機械工業連合会

会 長 伊 藤 源 嗣
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は し が き

機械安全に関しては、欧州を中心に ISO/IEC 国際標準により安全の基本概念から個別機械

の安全にいたるまで、体系化された標準が構築されている。これは中国を含むアジア各諸国にお

いても、世界的な安全確保の共通認識となってきている。我が国では、機械ユーザにおける機械

を使用する人間の作業安全対策が中心であったため、機械による安全対策を中心とする国際標

準の考え方が未だ浸透していないのが現状である。これを踏まえ、国際競争力を維持するために

も機械安全の本質を理解し、生産現場における設備機械の安全性確保にどのように繋げるかが

重要と思われる。

機械安全の本質を理解するためには、企業経営者の理解、社会基盤の整備、教育制度など多

くの解決しなければならない課題がある。しかし、課題解決の方策を議論する前提として、製造企

業の生産現場が抱える問題点を明確にする必要がある。

本調査研究では、複数の機械が組み合わされた生産設備ラインをシステムと捉え、安全性確保

の問題点の洗い出し、課題を明確化し、生産設備ラインの安全性確保にも寄与することを目指し

た。

本調査を実施するにあたり、財団法人 JKA 並びに社団法人日本機械工業連合会のご高配に、

心より感謝申し上げる次第である。

平成 23 年 3 月

株式会社 三菱総合研究所

代表取締役社長 大森 京太
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1. はじめに

1.1 調査研究目的

複雑な設備（生産ラインシステムや工場生産設備）をプランニング、レイアウトし、単体機械やロ

ボットを工場に設置し、システムとして稼働させるまでには、機械メーカ及び機械ユーザがそれぞ

れの立場から関与する他に、単体機械やロボットをシステム（設備）としてインテグレーション（統

合）する役割の職務者あるいは組織（システムインテグレータ）が必要であると考えられる。

設備のリスクアセスメント等を含めた設備の安全性を確保するためにライフサイクル全体をサポ

ートするセーフティ・システム・インテグレーションは、そのシステムインテグレータの役割として実

施することが最も効果的と考えられるが、我が国におけるその実態は把握されていない。

本事業では、設備安全の推進に向けて確実なリスクアセスメントを推進するため、我が国にお

ける機械設備のシステムインテグレータのセーフティ・システム・インテグレーションの実態を調査

し、設備の安全性の面からセーフティ・システム・インテグレーションの役割を明確にし、セーフテ

ィ・システム・インテグレーションがビジネスとして成立しうるか検討することを目的とする。なお、本

調査における「設備」とは生産ラインシステム、工場生産設備として定義し、本報告書では扱う。ま

た、システム全体に対するリスクアセスメント等の安全性に関する活動を行う機能を「セーフティ・

システム・インテグレーション」と名付ける。
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1.2 調査研究項目

(1) システムインテグレータに求められる役割とセーフティ・システム・インテグレーション

製造業における一般的な工場の生産設備について、企画、基本計画、基本設計、詳細設計、

調達、建設、試運転、運転といった各フェーズにおいて、機械ユーザ(User)、機械メーカ

(Supplier)、システムインテグレータ(Integrator)が果たすべき役割と、システムインテグレータが

行うと考えられるセーフティ・システム・インテグレーションを調査する。

調査のポイントのポイントとして、各フェーズにおける作業概要を示すとともに、どのような作業

が行われ、誰が行うのか明らかにする。また、特に、セーフティに関係する以下の作業に関しては、

各ステークホルダのどの組織が、どのようなスキルを持って行うのが望ましいのかについて調査す

る。

 リスクアセスメント (Risk Assessment)

 ドキュメンテーション (Documentation)

 検証 (Verification)

 妥当性確認 (Validation)

 変更管理 (Configuration Management)

(2) セーフティ・システム・インテグレーションの事例調査

自動車の生産ライン、食品あるいは飲料の生産ライン等の設備を企画し稼働させるにあたって、

（１）で整理した各フェーズにおいて、どのような立場の組織が、システムインテグレータとして関与

しているかについて、機械ユーザの生産設備部門、生産設備エンジニア企業等へのヒアリング調

査等により調査を行う。調査のポイントとして、特に安全性を確保するための活動（リスクアセスメン

ト等）に着目して調査することとする。



3

2. 我が国における設備のインテグレーションにおける安全の課題

2.1 設備とは

本調査で扱う「設備」とは、工作機械や搬送機械等の単体機械が使用される場所に設置され

運用される状態を称し、多くの場合は、複数の機械と連動した生産ラインシステム、工場生産設備

を指す。つまり、欧州における機械指令（Machinery Directive 98/37/EC）の対象範囲と同等と

考える。したがって、本調査では発電プラント、化学プラント、鉄道システムなどインフラ系の設備、

システムは対象にしない。

図 2-1 設備の例

（左：自動車生産ライン1 右：食品製造工場2）

2.2 設備のインテグレーションにおける我が国の安全に関する法的な現状

設備のインテグレーションに関しては、我が国の労働安全衛生法（以下、労安法）に基づくと、

事業者（機械ユーザ）が、設備のリスクを低減させる責任を有している。しかしながら、設備に関す

るリスクアセスメントの手法や、保護方策が明確になっていないことが、設備の安全性の課題であ

る。

設備に関する明確なリスクアセスメントの手法や保護方策が明確になっていない理由の一つと

1 http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_sangyousinkou/industrial_products.htm
2 http://shinsashima.rcctv.jp/family.html
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して、平成 13 年に通達として発表され、平成 19 年に改正された「機械の包括的な安全基準に関

する指針」が挙げられる。この指針は、労安法第 3条第 2項及び、労安法第 28条の 2を参照し、

機械の設計・製造段階及び使用段階において、機械の安全化を図るため、すべての機械に適用

できる包括的な安全確保の方策に関する基準として定めている。この指針は、ISO 12100（機械

類の安全性－設計の一般原則－リスクアセスメント及びリスク低減）に基づいて作成したものであ

るが、ISO 12100 自体は、欧州の機械指令の思想のもと作成されており、機械指令は機械類の

安全を確保しながら自由な流通を保障することを目的としている。したがって、ISO 12100 は、機

械類として「複数機械の集合体」も対象にしているが、実質、単体機械の安全性確保であり、工場

に設置してからの設備の安全性確保、つまりセーフティ・システム・インテグレーションに関しては

言及していないのではないかという意見も存在する。

2.3 企業における設備の安全性に対する認識

企業の経営者及び製造現場において、設備の安全性確保に対する認識が不足しているので

はないかという意見も存在する。「機械の包括的な安全基準に関する指針」や ISO 12100等の普

及により、単体機械のリスクアセスメントに関しては徐々に定着しはじめ、企業によっては、機械メ

ーカから単体機械を受け入れたときに、リスクアセスメントを行うことが根付いている。しかしながら、

工場に機械を設置し、複数の機械を組み合わせた状態でのリスクアセスメントを誰が行うか、につ

いては、それを担当する部署や担当者の存在が不明確であったり、そのような役割を担う部署が

あっても、その部署に所属している担当者に、設備の安全性を確保するという認識が無かったり

する。設備は、単体機械を組み合わせることで、新たな一つの機械を生み出すことである。新しい

機械には責任者が必要であるが、現状、設備の責任者は不在ということもあるようである。このよう

な実態は、新たな一つの機械が生まれたという意識が企業内に無いためと考えられる。
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労働安全衛生法

（事業者等の責務）

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、

快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する

ようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力

するようにしなければならない。

２ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸

入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらのものの設計、製造、輸入又は建設

に際して、これらのものが使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ

ばならない。

（事業者の行うべき調査等）

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、

蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その

結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険

又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調

査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他のもので労働者の危険又は健康障害を生

ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業

種に属する事業者に限る。
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機械の包括的な安全基準に関する指針

1 趣旨

機械による労働災害の一層の防止を図るには、機械を労働者に使用させる事業者において、そ

の使用させる機械に関して、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 28

条の 2 第 1 項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険

又は健康障害を防止するため必要な措置が適切かつ有効に実施されるようにする必要がある。

また、法第 3 条第 2 項において、機械その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、

機械が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めなければならないとされてい

るところであり、機械の設計・製造段階においても危険性又は有害性等の調査及びその結果に基

づく措置（以下「調査等」という。）が実施されることならびに機械を使用する段階において調査等

を適切に実施するため必要な情報が適切に提供されることが重要である。

このため、機械の設計・製造段階及び使用段階において、機械の安全化を図るため、すべての

機械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する基準として本指針を定め、機械の製造等を

行う者が実施に努めるべき事項を第 2 に、機械を労働者に使用させる事業者において法第 28 条

の 2 の調査等が適切かつ有効に実施されるよう、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

（平成 18 年危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第 1 号。以下「調査等指針」とい

う。）の 1 の「機械安全に関して厚生労働省労働基準局長の定める」詳細な指針を第 3 に示すもの

である。
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2.4 我が国の実態と疑問点

前節のような意見とともに、そもそも我が国において、工場に設置してから稼働するまでの役割

分担、つまり、設備をインテグレーションするシステムインテグレータの実態と、システムインテグレ

ーションの際の、設備の安全確保、セーフティ・システム・インテグレーションに関しては、実態が

明らかでないことが課題として挙げられる。

参考事例としてして、平成 21 年度に日本機械工業連合会で行った調査「機械安全の実現の

ための促進方策に関する調査研究報告書（Ⅰ）－機械安全を設備安全に展開するための課題と

方策に関する検討－」に基づくと、一般論としてのシステムインテグレータの役割は、機械設備メ

ーカと機械ユーザとのインタラクションをマネジメントするのが役割と考えられる。図 2-2 に設備の

ライフサイクルにおけるシステムインテグレータ位置付けを示す。

図 2-2 設備のライフサイクルにおけるシステムインテグレータ位置付け

（出典：機械安全の実現のための促進方策に関する調査研究報告書（Ⅰ）－機械安全を設備安全に展開する

ための課題と方策に関する検討－に三菱総研加筆）
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以上のような企業の実態と、法的な側面をもとにすると、具体的には、以下のような疑問点が挙

げられる。本調査では、これらの実態と疑問点を明らかにしていく。

 設備として単体機械のインテグレーションを行っているシステムインテグレータは誰なのか

（機械ユーザ、機械メーカ他）。

 業界によってインテグレーションを行う組織、役割分担は異なるのか。

 インテグレーションを行う際、どのような安全性確保、セーフティ・システム・インテグレーシ

ョンに関する活動を行っているのか。

 セーフティ・システム・インテグレーションを行う上での課題は存在しうるのか。

 諸外国のセーフティ・システム・インテグレーション事例、取り組みはどのようになっている

のか。

 設備の安全確保、セーフティ・システム・インテグレーションに関する規格。

 セーフティ・システム・インテグレーションのみのビジネスは我が国で成り立つのか。
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3. セーフティ・システム・インテグレーション

3.1 セーフティ・システム・インテグレーションに関連する規格

本節ではセーフティ・システム・インテグレーションに関連する国際規格等と、企業の事例を紹

介する。

3.1.1 ISO 11161

ISO 11161(機械の安全性－統合生産システム－基本的要求事項)とは、標題の通り、単体機械

の安全性に関する規格ではなく、複数の機械を組み合わせた統合生産システム(IMS：

Integrated Manufacturing Systems)の安全性に関する規格である。

これまで、安全確保のためには、機械システム内を全て一括で停止させる安全の考え方が基

本であったが、ISO 11161 は、生産性を考えながら設備内の機械の停止を実施し、停止しない部

分の安全をリスクアセスメントに基づき対策を決定していくことに言及した規格である。ISO 11161

では、IMS 特有の概念として、次の 3 つが挙げられる。

 Task（作業）

Task とは、人間が機械を操作するという単なる人間の作業だけではなく、機械と機械の間の連

携、ロボットへのティーチングなども含まれる。このタスクを抽出し、それぞれのタスクにおける、

Task zone（制御範囲）を決定し、リスクを見積もることになる。

 Task zone（作業範囲）

Task zoneとは、オペレーターや機械がタスクを行なうことができる IMS 内および、または周囲

のいずれかの事前に決められた空間。

 Span of control（制御範囲）

Span of control とは、各作業ごとに運転しても良い機械（又は作業者が危険になった場合に

停止するべき機械）は、付帯設備も含めてどれだけあるのかを定義することである。
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また、ISO 11161 の特徴として、機械ユーザと機械メーカの役割だけではなく、明確に、システ

ムインテグレータによるセーフティ・システム・インテグレーションが規格で定義されている。ISO

11161 では、システムインテグレータとは以下の通り定義されている。

ISO 11161 : 2007

Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements

3.10 integrator

entity who designs, provides, manufactures or assembles an integrated manufacturing

system and is in charge of the safety strategy, including the protective measures,

control interfaces and interconnections of the control system

NOTE The integrator may be a manufacturer, assembler, engineering company or the

user.

統合生産システム（IMS）の設計、供給、製造、組立を行い、保護方策、制御インターフェース、

制御システムの接続を含む安全戦略を担当するもの。

システムインテグレータの役割に関しては、ISO 11161 の目次と要求事項をもとに、インテグレ

ータが実施すべきことと規定されている内容を整理して、表 3-1に示す。リスク低減方針を決定す

る段階から、実際にリスクアセスメントを実施、防護策の検討を行って、設計の妥当性を確認する

段階まで、生産システム構築の全てにわたってインテグレータの関与が求められていることがわか

る。
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表 3-1 ISO11161 に基づくシステムインテグレータの役割

適用された防御方法が適切にリスクを低減しているかについて、妥当性を確認する。防御方法の妥当性確認

設計が要求を満たしているかを決定する。要求を満たしていなければ、レイアウト、機
能、仕様の修正等を行う。

要求に対する設計の妥当性確認設計の妥当性確認

ISO 12100-2に従い、IMSの概要と技術的なドキュメンテーションを提供する。概要使用情報

コンポーネントだけでなく、全ての機器を停止できるように設計し構築する。緊急停止

必要に応じて追加の防護方策を行う。安全防護デバイスのリセット

全てのハザードを同定するためのリスクアセスメントを実行し、適切な安全防護を採

用する。

自動操作機器の安全防護の一時停止安全防護が一時停止

した時の防護方策

安全防護とスパンコントロール

設計が要求機能を満たしているかを分析し、満たしていない場合には、レイアウト、

機能、仕様等の修正を行う。

機能分析タスクゾーン

それぞれの機械に対して、機械の位置によりハザードが発生していないかを評価す
る。

機械の位置によるハザード

サプライヤの防護方策が妥当であるかを決定する。機械と機器のハザード

それぞれのタスクに対するハザードとハザード状況を同定する。ハザードとハザード状況の同定

レイアウト、アクセス要求も含めてスペース要求を決定する。スペース要求

人間とIMSとの相互作用について特定しドキュメントとして記録する。ワークタスクの決定

IMS使用方法、スペース要求、ライフサイクル等を含め、IMSの仕様を決定する。制限IMSの仕様リスクアセスメント

ISO12100-1の体系にしたがい、ハザードを除去するかリスクを低減する。リスク低減

ハザードを同定し、リスクの推定・評価を実施。リスクの推定・評価

予見可能なタスクと、ロケーション、アクセスの要求事項を決定。タスクの決定

適切なリスク低減のために、ユーザ、サプライヤと協議する。リスク低減方針

インテグレータが実施すべきことプロセス

適用された防御方法が適切にリスクを低減しているかについて、妥当性を確認する。防御方法の妥当性確認

設計が要求を満たしているかを決定する。要求を満たしていなければ、レイアウト、機
能、仕様の修正等を行う。

要求に対する設計の妥当性確認設計の妥当性確認

ISO 12100-2に従い、IMSの概要と技術的なドキュメンテーションを提供する。概要使用情報

コンポーネントだけでなく、全ての機器を停止できるように設計し構築する。緊急停止

必要に応じて追加の防護方策を行う。安全防護デバイスのリセット

全てのハザードを同定するためのリスクアセスメントを実行し、適切な安全防護を採

用する。

自動操作機器の安全防護の一時停止安全防護が一時停止

した時の防護方策

安全防護とスパンコントロール

設計が要求機能を満たしているかを分析し、満たしていない場合には、レイアウト、

機能、仕様等の修正を行う。

機能分析タスクゾーン

それぞれの機械に対して、機械の位置によりハザードが発生していないかを評価す
る。

機械の位置によるハザード

サプライヤの防護方策が妥当であるかを決定する。機械と機器のハザード

それぞれのタスクに対するハザードとハザード状況を同定する。ハザードとハザード状況の同定

レイアウト、アクセス要求も含めてスペース要求を決定する。スペース要求

人間とIMSとの相互作用について特定しドキュメントとして記録する。ワークタスクの決定

IMS使用方法、スペース要求、ライフサイクル等を含め、IMSの仕様を決定する。制限IMSの仕様リスクアセスメント

ISO12100-1の体系にしたがい、ハザードを除去するかリスクを低減する。リスク低減

ハザードを同定し、リスクの推定・評価を実施。リスクの推定・評価

予見可能なタスクと、ロケーション、アクセスの要求事項を決定。タスクの決定

適切なリスク低減のために、ユーザ、サプライヤと協議する。リスク低減方針

インテグレータが実施すべきことプロセス

機械メーカは機械に関する知見、機械ユーザは作業のノウハウを有している。この両者の情報

を共有化し、インテグレートするのもセーフティ・システム・インテグレーションの機能としては重要

である。この情報共有に関しても、ISO 11161に、安全等に関する情報の流れとして示されている。

表 3-2 は、ISO 11161 の Annex B (informative)“Flow of information between the

integration, user and suppliers”を訳したものである。表 3-2 から分かるように、情報は必ず、

インテグレータを通じて情報交換しており、機械メーカと機械ユーザが直接情報交換は行ってい

ない。したがって、ISO 11161 の考え方に基づくと、設備を構築する上ではインテグレータは欠か

せない存在と言える。また、今までの機械メーカは、機械の売り切りのビジネスモデルであり、リス

クアセスメントに関しても、機械単体としてのリスクアセスメントが主であった。しかし、ISO 11161

に記されているように、インテグレータには、機械単体を設置し、接続した段階でのリスクアセスメ

ント、運用における稼働率等の監視など、「機械単体の安全」、「設置したときの安全」、「運用の安

全」を確保することが求められる。つまり、今までの機械の売り切りのビジネスではなく、設備のライ

フサイクル全体を関与するビジネスモデルの構築が必要である。
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表 3-2 セーフティ・システム・インテグレーションを行う上での情報流れ

（出典：ISO 11161 Annex B (informative)

“Flow of information between the integration, user and suppliers”日機連仮訳）

安 全の組み込み

に関わるタスク

情報の流れ 情報の大分類 情報の分類

システムの機能 U → I → S システムの性能 稼働率（稼働性能）

保守性

シ ステムの限界

と制約条件

U → I → S システムの制約 バッチの変更、シフトの数

生産品の仕様

作業者のＫＨ（ノウハウ）と資格

環境

設置予定の場所と床面の状態

生産のための組織

S → I サ ブ シ ス テ ム

（システムを構

成する機械類な

ど）の技術情報

性能

インターフェース

ノイズのレベル/振動

廃棄物（ごみ、切り屑など）

エミッション（放射）

危険源の特定 S → I

I → S

U → I

システムの構成

にかかわる危険

源

―

リ スクアセスメ

ント

S → I → U システム構成に

関連付けたリス

ク

Ｓは個々の機械の残留リスク

Ｉはシステムとしての残留リス

クを追加する

I=インテグレータ、 S=サプライヤー/メーカ（機械・システムの供給者）、U=ユーザ
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システムインテグレータの業務は、機械メーカが行うリスクの低減処置と比較してさらに複雑に

なると考えられる。機械メーカは機械単体とそれを操作する作業者に対するリスクアセスメント、及

びリスクの低減を行う。これに対し、システムインテグレータは複数の機械と複数の人間が一つの

タスクゾーンに存在するため、作業員と機械の相互関係が複雑になることが原因である。ISO

11161 を要約し、システムインテグレータが行うリスク低減処置の概要を図 3-1 に示す。

I リスクアセスメント

II 設計の修正による
リスクの低減

安全装置・機器の設置

IV ドキュメントの作成

III IMS 全体の安全性評価

終了リスクの低減

他の危険源の存在

リスクの見積もり

リスクが低減された場合

リスクが低減されなかった場合

図 3-1 ISO11161 に基づくシステムインテグレータの業務内容

以下に、システムインテグレータの業務内容とし行うべきⅠ～Ⅳの説明を以下に示す。

Ⅰ リスクアセスメント

生産ライン全体の安全対策を行うには、機械を設置、稼働の際に発生する可能性のある事故

を予測し、労災の未然防止を実施する必要がある。そのためにはリスクアセスメントを行うことが必

要である。



14

(1) IMS の仕様

労働者を含めた(a)IMSの規定、(b)機能、(c)タスク、(d)IMSに必要な領域、(e)IMS内の移動

手段について明記することが ISO 11161では、求められている。各項の詳細事項について、以下

に列挙する。

(a) IMS の規定

IMS で生産する製品、必要とするスペース、工場の解体を含め、IMS を規定する。この際、下

記の項目を考慮することが求められている。

 各機械それぞれの機能の説明

 人の機械の接近や配置を含めた IMS の全体図

 異なるタスクや機械の仕様書にある相互関係の説明

 背要所にある相互作用も含めた、連続タスクの分析

 機械と人間が接する箇所の説明

 タスク手順

 土台面の状態

 材料処理のための土台やスペース

 実用的な点検部分

 同様の作業者、システムによる実用的な事故記録

 同様なシステムの設置調査

 労働環境の特徴

(b) タスク

労働者と IMS の関わりを明記することが求められている。また、直接作業を行う人だけでなく、

通行人の存在も考慮することが求められている。

 製造過程の明記

 タスクの位置付け

 品質管理や点検、不具合の調整等で人が IMS 内に侵入する頻度や滞在時間

 安全に作業を行うための機械の駆動速度
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 主導、自動、試運転時の機械モード

 グローブやゴーグル等の保護用品の必要性

 リフトやハンドツールなどの補助的な機器の必要性

 作業時の姿勢や工程の複雑さに対する人間工学的な観点

 排気ガスや騒音、振動、湿度等の労働環境

 機器の設置や製造、点検、IMS の解体時に予想される機械の誤使用

(c) IMS に必要な領域

機械の設置場所以外でも、資材の搬送や作業場に移動するための通路が必要であり、このス

ペースにおける安全も考慮することが義務づけられている。

 入出や非常時の通路

 労働者が侵入する可能性のある場所

 タスクと工程

 安全に作業するための通路

 輸送機や通行人の往来

(d) IMS 内の移動手段

労働者、製品、及び機器等が安全に、かつ簡単に移動させるため、以下の項目に関する通路

の設置が求められている。

 作業者

 原材料、完成品、廃棄物

 フォークリフトなどの輸送機器

 点検や調整

 作業場

(2) 危険源の同定

IMS の設計によって発生する危険源を同定する。危険源とは「労働者が事故に巻き込まれる

可能性を持つ因子」のことを指すとともに、予想される事故用語とともに使用される。例えば、感電
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の危険源、切断の危険源、のように用いられる。IMS 内の危険源を取り上げ、労働者が触れない、

又は危険源に近づかない設計をすることによって、事故を未然に防止することが可能である。

ISO11161 ではシステムインテグレータが行う危険源の同定作業を、以下の(a)～(d)の 4 段階

に分けている。

(a) それぞれのタスクに対して危険源と危険な状況を定義

 人が機械に接触する状態で作業をするときの危険源

 隣接したエリアからの影響を含めた、IMS 内での機械配置による危険源

 人が作業を行う場所を通過する IMS の通路で発生する危険源

(b) 2 つ以上の機械から構成される場合に発生する危険源の同定

個々の機械は、機械メーカが ISO 12100 に基づいてリスクアセスメントを実施しする。このため、

機械単品では規格に基づいた保護対策が行われている。しかし、システムインテグレータは IMS

全体の安全を検証しなくてはならないため、機械メーカによって施された保護装置を検証する必

要がある。それぞれの機械に対し、IMS 内の機械のインテグレートによって機械使用時の状態が、

機械メーカが予測した使用方法と適合しているか検証し、異なる部分ではリスクアセスメントを実

施することが求められている。再検証の例として以下の方法が挙げられている。

 機械ユーザによる保護装置が効果的でない場合

例) 段差が存在するため、防護柵の高さが不足している場合

 IMS 内に複数の機械を設置することによって、機械に接することが不可能。

例) コンベヤを設置することによって、機械の設置場所に立ち入れない

(c) 機械を設置することによって新たな危険源が発生しないか判断

例として以下の方法が挙げられている。

 個々の機械と IMS の相互関係による危険源

 稼働中の IMS 近辺で始動することによる危険源

 落下の危険が伴う高所作業の危険源
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(d) それぞれの作業エリアを結ぶ通路で発生する危険源を同定

(3) リスクの見積もり

次に、抽出した危険源に存在するリスクの推定を行う。各危険源それぞれに対してリスクの推

定を行い、発生する事故の規模を予想することで、どの箇所にどのような保護装置が必要である

か判断することができる。国際規格では、リスクの大きさは「(a)事故の大きさ」と「(b)労働者が危険

源に触れる確率・事故が発生する確率・機械や労働者が危険を避ける、又は制限できる確率」の

関数で定義される。

(4) リスクの評価

危険源を特定しリスクの見積もりを行うことによって、発生する事故のランク付けを行う。この結果

から、それぞれの事故が持つリスクが許容範囲か否かを判断する。

(5) 許容可能なリスクの判定

リスクの評価を行い、事故のリスクが低いと判断された場合は安全対策を施さずにリスクアセスメ

ントを終了する。事故のリスクが高いと判断された場合は、保護柵の設置や電動ロック等の安全装

置を設置する。その後、安全対策を実施した場合のリスクアセスメントを再度行い、リスクの再評価

を行う。事故のリスクが許容可能なリスクに低減されるまで、(1)〜(5)の手順を繰り返す。

Ⅱ 設計の修正によるリスクの低減処置

リスクアセスメントによって危険源の同定を行い、設計段階の IMS 内で発生が予想される事故

の場所と被害の大きさを推定することが可能となる。次に、これらの事故を未然に防止するための

安全対策を施す必要がある。ISO 11161では以下の方法でリスクの低減を行うことを求めている。

 IMS 全体又はタスクゾーンの再設計

 保護装置の設置と制御時間の設定

(1) IMS 全体又はタスクゾーンの再設計

リスクを低減させるためには、IMS や構成要素である機械に安全策を実施し、危険源を取り除

くための安全設計を行うことが最も効果的である。ISO 11161 ではリスクを低減に関して、以下に
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示す、(a)～(d)の 4 つが記載されている。

(a) リスクの低減方法に関わる基礎事項

 IMS の設計を変更する

 機械を変更又は修正して、危険な状況を減少又は抑制する

 機器の設置場所、タスクゾーン間の通路等の再設計

 人が侵入する場所を制限する

 設計を変更後、(b)〜(d)の手順に移る前にリスクアセスメントを再度行い、リスクの再評価を

行う

(b) タスクゾーンの再決定

 要求タスク、位置、機械への接近方法

 危険な領域と状況

 タスクゾーンに関して以下の事項を設計図に記す

    —保守点検や作業場へ移動するときの IMS 内での道順

−安全のために停止する必要がある機械の設置場所

−機械停止時に作業員が IMS の停止を妨げる行動を取った場合

直ちに製品の品質等に影響尾及ぼす箇所

−安全な状況で調整や点検、修理、清掃、その他の作業を行う方法

−現設計図で上記の作業が行われるとき、IMS 全体が機能する方法

(c) 設計

 単体あるいは複数の機器や機械

 タスクゾーンに関係する機器

 様々な保守機器や制御装置の作動領域

 他のタスクゾーンと接する箇所

 タスクゾーンの位置とタスクを行うための通路

(d) 機能の分析

 IMS の全体図や機能、限界の修正



19

 人の侵入によるリスクを低減するために、機器を再設置又は修正

 新たな通路や方法を設計

 人が侵入する可能性のある通路を修正

(2) 保護装置の設置と制御時間の設定

(a) タスクゾーン間の安全対策

 機械に安全設計を行った結果、十分にリスクが低減されない場合は、保護機器を設置し

なければならない。

 異なるタスクゾーンが重なる箇所で事故のリスクがある場合は適切な保護機器を設置しな

ければならない。

 出入り口間で事故の危険がある場合は、適切な保護機器を設置しなければならない。

(b) 安全装置の作動領域

 タスクゾーンに関わる、様々な制御装置あるいは保護機器の作動範囲はリスクアセスメント

と対応する個別機械安全規格(Type-C)に基づいて定義する。

 緊急停止、ゲートロック等の装置については、タスクゾーンを定義する。

(c) 電動機機

IMS 内の電動機器は IEC 60204-1(機械の安全性－機械の電気機器)の規定を満たさなけれ

ばならない。

(d) 機械の操作方法

 タスクゾーン内又は IMS に関係する全ての機械あるいは機器には少なくとも自動モードと

手動モードの２種類を設置しなければならない。

 IMS 内に複数のモードが存在する場合(自動、セットアップ、故障原因の詮索、清掃、点

検)、ISO 12100-2:2003 の 4.11.10 に基づいた設計をしなければならない。

(e) 保護機器

 タスクゾーン内で安全に作業が行えるよう、ISO 12100-2:2003 の 5.2 に基づいた保護装
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置を設計しなければならならない。

 ISO 14119（機械の安全性－ガードと連動するインタロック装置－設計及び選択の原則）

及び ISO 14120（機械の安全性 - ガード - 固定式及び可動式ガードの設計及び製造

のための一般要求事項）に基づいた設計、構成を行わなければならない。また、各機械又

は IMS 全体での必要事項が他にない場合、下記の項目を適用しなければならない。

 人の出入りが必要ない場所では保護機器の高さは、固定、あるいは調整可能な場合で

も 1400mm 以上でなければならない。

 人の出入りが必要な場所では保護機器の高さは、固定、あるいは調整可能な場合でも

1000mm 以上でなければならない。

 保護機器と床との段差は 200mm を超えてはならない。

(f) 保護機器が停止した場合の安全対策

 下記の項目に基づいて手動操作が必要な作業を行わなければならない。

 保護された領域外から、又は IMS全体、又は一部が停止状態のときに行わなければな

らない。

 手動操作が難しい場合には、ISO 11161 の 8.4.2 に基づいて適切なモードを設置しな

ければならない。

 手動操作が難しい場合には、操縦者が安全な位置で作業できるように しなければなら

ない

 安全装置が停止した場合に備えて、リスクアセスメントの時点で決定した、十分な保護

機能を持つ他の安全方法を設置しなければならない。

例 −連続動作が必要な保護装置(両手操作が必要な機器等)

−動作速度を落とす

−回転モーメントを減少させる

−問題解決を行うための安全な出入りと安全な場所の確保

 保護装置が本来の機能を停止させた場合、少なくとも下記の状況を分析できるようにしな

ければならない。

 保護装置が停止したと判断できる表示を行わなくてはならない。加えて、作業員に安全装

置が停止していることを知らせるために、下記の内一つ、又は両方を満たさなければなら
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ない。

 安全機能や装置の周辺、動作部分など、停止することによって危険な状態が発生する

箇所の状態表示

 タスク状態、機器の位置や温度などの状態表示

 自動機器に対しては、安全装置の停止によって発生する全ての危険源や危険な状況

を同定するためにリスクアセスメントを行い、適切な安全機器を設置しなければならな

い。

(g) 機械の停止および無効化

ISO 13849-1（機械類の安全性－制御システムの安全関連部）と IEC 62061（機械の安全性

－安全関連電気/電子/プログラム可能電子制御システム）に基づいて、安全装置の定期的な停

止と無効化を行う。この際、作業員が危険(騒音、放射線、ガス等)にさらされるような状況を作って

はならない。

(h) 操作・制御

下記事項は、安全に関するそれぞれの制御機能で要求される機能の設計図と安全性の統合

に必要な設計図を制作するために使用しなければならない。

 リスクの減少に必要な全ての安全機能を含む、機械のリスクアセスメント結果

 操作モード、作業時間、人と機械の接点を含めた機械操作時の特徴

 制御システムの設計に関係して、安全の影響がある機能との関連性

 IMS の制御システム機能に関連する安全性はリスクの低減手順によって定義されなけれ

ばならない。また、適切な設置を行うために ISO 13849-1、ISO 13849-2 ならびに IEC

62061 に基づいて行わなければならない。

 遠隔操作が行われる場合、リスクアセスメントによって追加した保護装置が必要であるか判

断しなければならない。

(i) 安全装置周辺の再起動

ISO 13849-1 に基づいて操作を初期化する。また、危険な状況で安全 機能の初期化を行っ

てはならない。危険領域に人がいないことを確認できる安全な場所で安全装置の初期化を行わ
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なくてはならない。目視による安全確認が困難な場合は、システムインテグレータは下記のような

保護機器を加えなくてはならない。

 危険区域に人がいないことを確認できる保護機器

 上記の方法が実用的でない場合

 および(b)の機能を備えた安全装置

 作業者が保護された領域から安全に退出するため

 (b) 作業者が保護された領域内から再起動を停止するために警報器を設置する。

(j) 起動、再起動

ISO 13849-1 に基づいて、IMS 全体あるいは一部の起動/再起動を行わなくてはならない。ま

た、リスクアセスメントで表示あるいは警告音による警報機の使用が必要となったときは、下記の項

目を全て適用しなければならない。

 起動/再起動を行った場合は、警報機能を直ちに運転させる。

 予め決められた警告期間が経過するまで警報器は動作し続けなければならない。

 警報時間の終わりに、起動/再起動が完了していなければならない。

 安全区域内で起動/再起動を防止する方法を提供しなければならない。

 作業員が上記の方法を行う、又は脱出するのに十分な警報期間を設けなければならな

い。

(k) 非常停止

IEC 60204-1 と ISO 13850（機械の安全性－非常停止－設計原則）に基づいた緊急停止の

設計を行う。システムインテグレータは、IMS を構成している機械が停止するだけでなく、機器が

停止することによって新たな危険が発生しないように、全ての機器が停止するように設計しなけれ

ばならない。

(l) 事故に巻き込まれた人の救出及び脱出方法

ISO 12100-2:2003, 5.5.3 に基づいて、脱出および事故に巻き込まれた作業員の救出方法を

用意しなければならない。
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Ⅲ IMS全体の安全性を評価

以上、リスクアセスメント、リスク低減のための再設計、安全機器の設置によってリスクの低減を

行った。この結果、IMS 全体の安全性が達成されたか否かを判断するために、以下の 2 つにつ

いて検証を行う。

 IMS の設計と要求が一致しているか。一致していない場合、システムインテグレータは下

記の項目に基づいて再設計を行う。

 IMS の全体図、機能、限界の修正

 作業員が侵入に関するリスクを減少させるために機器の再設置、修正を行う。

 新たな出入り口や方法を決定する。

 作業員が侵入する通路の修正

 選択されて適応された保護装置によって十分にリスクが低減されているか検証を行う。

Ⅳ ドキュメントの作成

ISO 12100-2:2003 に基づき、システムインテグレータはリスク低減のために行った処理を記し

た技術文書と IMS の概要図を作成しなければならない。技術文章に記す内容の例として、下記

の項目が挙げられている。

 IMS の機能性

 IMS の使用年数、想定内の使用条件

 下記の項目を記述、あるいは図示すること

 IMS の全体図

 機器の設置位置と方向

 タスクゾーンと残留リスク

 様々な安全制御装置と保護機器の駆動域（保護機器の初期化、特別な機器、非常停

止、制御室、隔離方法)

 保護装置からの安全距離の設置と機械の停止時間の説明

 保護方法

 製品の流れ
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 IMS を構成する様々な機械と関連する機器に関する文章

 初めに設置された構成機械の保護方法の変更点
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3.1.2 ANSI B11.20 及び ANSI B11.TR3

(1) ANSI B11.20

ANSI B11.20 （Safety Requirements for Integrated Manufacturing systems ：統合生

産システムのための安全要求）では、用語の定義として、インテグレータを以下のように定義して

いる。規格の定義によると、安全に関する機能についても、インテグレータの守備範囲として考え

られている。

3.28 integrator

A supplier who applies or installs safeguarding, safety-related control interfaces,

interconnections or the safety-related functions of the control system into a machine

production system.

安全装置、安全に関する制御インターフェースや接続装置、または制御システムの安全に関す

る機能を、機械生産システムに適用またはインストールするサプライヤ

(2) ANSI B11.TR3

ANSI B11.TR3（Risk Assessment and Risk Reduction – A Guide to Estimate,

Evaluate and Reduce Risk Associated with Machine Tools：リスクアセスメントとリスク低減―

マシンツールに関するリスクの低減と評価と見積りのガイド）では、設備のリスクアセスメントとして、

ハザードの同定とともにタスク（作業）も定義し、タスクとハザードの組み合わせでリスクを評価する

ことを要求している(図 3-2)。
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Re-evaluate

Machine limits

START

Determination of the limits of mach inery

Task & h azard identification
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Has tolerable risk been
achieved?
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Can the r isk be redu ced by
administra tive co ntrols/other

measures?

Risk reducti on by desig n

Risk reduction by
safeguarding, protect ive

d evices

Risk reduction by
admin istrative controls and
other pro tective measures

Do o ther task/hazard
combinations exits?

Documentati on

DONE

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

ハザード同定の他にタスクの定義が要求されている

ANSI B11.TR3 Figure1に基づきMRIで作成

図 3-2 ANSI B11.TR3 におけるリスクアセスメントのプロセス

具体的には、リスクアセスメントの基本的な流れは ISO 12100 と一致しているが、危険源の同

定のほかにタスク（作業）の定義を行うことが要求されている。危険源の同定とともにタスクも定義し、

タスクと危険源の組み合わせでリスクを評価することが必要とされる。どのようなタスクが考えられる

か、という点に関して、表 3-3 に示すようなタスクカテゴリの例が示されている。なおタスクとは、

ANSI B11.TR3 によると、“Any specific activity that is done on or around the machine

during its lifecycle”（機械のライフサイクルにおいて機械とその周辺で行われる特定の活動）と

されている。
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表 3-3 ANSI B11.TR3 のタスクカテゴリ

packing and transportation 梱包と搬送

unloading/unpacking 開封

systems installation システムインストール

start up/commissioning 立ち上げ／コミッショニング

set up and try out セットアップと試運転

operation (all modes) 運転（全モード）

tool change 工具交換

planned maintenance 定期保守

unplanned maintenance 非定常保守

major repair 修理

recovery from crash クラッシュからの修復

trouble shooting トラブルシューティング

housekeeping 清掃

decommissioning デコミッショニング

disposal 廃棄
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また、ANSI B11.TR3 には、リスクアセスメントとリスク低減のドキュメンテーションについても定

義されている。表 3-4 にその内容を示す。

表 3-4 ANSI B11.TR3 で要求しているドキュメンテーションの内容

a) the machine for which the assessment
has been made (e.g., specifications, limits,
intended use);

a) アセスメントを実施した機械（例：使

用、制限、使用目的）

b) any relevant assumptions which have
been made (e.g., loads, strengths, safety
[design] factors);

b) 関連する仮定（例：荷重、強度、安全

係数）

c) the hazardous situations (task/hazard
pairs) identified;

c) 同定されたハザード状況（タスクとハ

ザードの組み合わせ）

d) the information on which risk
assessment was based;

d) リスクアセスメントの基準とした情報

- the data used and the sources (e.g.,
accident histories, experiences gained
from risk reduction applied to similar
machines)

-使用したデータと情報源（例：事故履

歴、類似の機械のリスク低減から得られ

た経験）

- the uncertainty associated with the data
used and its impact on the risk
assessment

-使用したデータに関する不確かさとリス

クアセスメントへの影響

e) the objectives to be achieved by
protective measures;

e) 防御方策により達成する目標

f) the protective measures implemented
to eliminate identified hazards or to
reduce risk (e.g., from standards or other
specifications);

f) 同定したハザードの除去またはリスク

の低減のために組込まれた防御方策

（例： 規格またはその他の仕様）

g) residual risks associated with the
machine.

g) 機械の残留リスク
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3.2 企業の事例

3.2.1 米国の航空宇宙・防衛産業企業

機械ユーザとしての設備のインテグレーション時におけるセーフティ・システム・インテグレーシ

ョンの事例として、平成 21 年度に日本機械工業連合会の委託事業で弊社が実施した「米国にお

ける機械安全推進方策の動向に関する調査研究」3においてヒアリング先として訪問した航空宇

宙・防衛産業企業での設備導入時のセーフティ・システム・インテグレーションの事例を紹介する。

米国も我が国と同様、法律で雇用主（機械ユーザ）に対して職場の設備の安全性を確保すること

が義務付けられている。昨年訪問した企業は、機械のリスクアセスメントだけではなく、作業のリス

クアセスメントを分けて実施しており、我が国においても参考になると考えられる。

 オペレーショングループが新しい機械を購入する場合 Environment,Health&Safety

Manager(以下、EH&S M)に申請をする。そして、EH&S M が機械のハザードを確認し、

ガードの必要性を確認している。また、EH&S M は、作業場に機械を設置することにも関

与している。EH&S M がサインをしなければ、その機械を稼働させることはできない。

 機械を工場に設置したら、機械単体のリスクアセスメントを行う。そして、リスクのスコアによ

って、追加のアセスメントが必要であるかを判断する。追加のアセスメントが必要な場合、

再度、深くリスクアセスメントを行い、リスクが下がらなければ、追加の安全装置が必要であ

るかを検討したり、トレーニングで補うかを検討したりする。

 次に、Job Safety Analysis（以下、JSA）を行い、従業員のプロセスを見ていく。そして、

特定したハザードが低減しているかどうか、別のコントロールデバイスを追加すべきかを検

討する。

 社内には 100 の作業プロセス（インスペクション、オペレーション、メンテナンス等）があり各

プロセスにおいてアセスメントを行う。そのアセスメントの結果は、イントラネットに掲載され

ることで、社内で公開され、社員であれば誰でもアクセスできる。

 外注業者が、ある作業プロセスに入り込んで作業を行う場合、そのプロセスの JSA の結果

を共有し、その結果に従って作業を行ってもらう。

3 http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2010/21anzen_07.html
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 JSAでハザードを見落とさないように、オペレーターがアセスメントプロセスチームにアセス

メントの結果を提出して、オペレーターと、ハザード分析のプロフェッショナルであるアセス

メントプロセスチームで、その結果を議論する。

 仮にアセスメントが問題で事故が発生した場合は、何が問題であったか、リスクの定量化

に問題があったかを再調査する。
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図 3-3 米国の某企業における設備のリスクアセスメントのプロセス
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3.2.2 シーメンス

システムインテグレータとしてのセーフティ・システム・インテグレーションの事例として、シーメン

ス社の“Functional Safety Services for the Manufacturing Industry”を紹介する。

このシーメンスのサービスは、リスクの識別と検証から、システム立ち上げ及びモダニゼーション

（改善）に至るまでをカバーする生産ラインシステムの安全に関する包括的なサービスとしてのパ

ッケージをサポートしている。シーメンスは、このサービスによって、災害を防止する有効な手段を

提供し、障害プロセスと機能安全と運用プラントの安全性を効率的にするとともに、検証の記録、

CE マーキングや生産ラインシステムの安全運転のために必要な様々なサービス用意していると

のことである（図 3-4）。以下がその一例である。

 安全機能の定義

 安全要件の仕様

 プログラミング

 検証と妥当性確認

 メンテナンス

 近代化

 セーフティ・ライフサイクルの導入

またこのサービスでは、以下のような規格を適用することを紹介している。

 IEC 62061：機械の安全性－安全関連電気/電子/プログラム可能電子制御システム

 ISO 13849-1：機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 1 部：設計のための一

般原則

 ISO 14121：機械の安全性－リスクアセスメント
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図 3-4 Functional Safety Services for the Manufacturing Industry（シーメンス）

（出典：＜http://www.industry.siemens.com/industrysolutions/global/en/cross_industry_solutions/auto

mation_it/safety-services/manufacturing/Pages/Default.aspx＞）
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3.3 事例のまとめ

規格や企業の事例からセーフティ・システム・インテグレーションの実態を検討すると、インテグ

レータとセーフティ・システム・インテグレーションは以下のように定義できる。

 「インテグレータ」とは、顧客（機械ユーザ）の要求事項に従い、工場の生産ラインシステム

を構築するために、複数機械のレイアウト、設計、調達、配置、教育までのライフサイクル

全体を取り纏める組織。

 「セーフティ・システム・インテグレーション」とは、生産ラインシステムを構築する同時に、リ

スクベースの考え方に基づいて、そのインターフェースで生じる問題を現場に持ち込ませ

ず、安全に作業する現場を作ること。

またセーフティ・システム・インテグレーションを 3 ステップメソッドにおいてどの段階に関与する

かについては、図 3-5 が参考になると考えられる。

リスクの見積もり

リスクの低減

リスクの低減

リスクの低減

残
留
リ
ス
ク

本質安全設計

安全ガードや追加保護方策

警告表示、警告装置、指示書

開発者、設計者提供による保護方策

ユーザ実施よる保護方策

作業体制、手順指示、個人防護装置、訓練

図 3-5 ステップメソッドにおける機械メーカと機械ユーザの関与

（出典：Industrial Safety Integration社＜http://www.industrialsafetyintegration.com/reports/Industri

al%20safety%20integration.pdf＞三菱総研訳）
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図 3-5 に基づくと、単体機械そのもの本質的な安全設計は、機械メーカ自身が行うべきである

が、インテグレータが行うセーフティ・システム・インテグレーションとは機械を工場に設置して設備

として、ハード面の安全対策として、3 ステップメソッドの 2nd ステップにおいて、リスクに応じた

適切な安全防護を提案、提供し、3 ステップメソッドの 3rd ステップにおいて、適切な警報標識、

警報装置等を提案提供する役割を担っていると考えられる。

以上までの文献調査もとにセーフティ・システム・インテグレーションの機能を定義すると以下の

ように考えられる。

 機械を接続して生産ラインを構築すること

－機械のタスク、ロケーションとアクセスの要求事項を決定）

 システムとしてのリスクアセスメントを行うこと

－タスクゾーン内部のハザードを同定

－同定したハザードのリスクを推定・評価

 リスクの低減策を提案すること

 妥当性を確認すること（V モデルに基づいた検討）

－設計要求の実現について妥当性を確認（Validation of the design）

 ドキュメンテーション

－生産ラインシステムの概要と技術的なドキュメンテーションを提供

 生産ラインシステムのサポート

セーフティ・システム・インテグレーションを行う際は、V モデルを適用することが効果的と考えら

れる。V モデルとは、システムの企画段階から、その廃棄・終了までのプロセスを V 字で表現した

ものである。このVモデルでは、システムの構想から引渡しまでの流れを初期段階で計画し、その

計画を履行した事をトレーサビリティーがとれたドキュメントとして残し、それらを論拠としてシステ

ムの機能、安全性を証明していくことが求められる。V モデルによる検討を設備安全に適用し、体

系立てた活動を行うことで、要求された機能と安全性をシステムとして満足する事を合理的に明

示及び保証することが可能になると考えられる。特に、前述した ISO 11161 では、、機械単体を

設置し、接続した段階でのリスクアセスメント、運用における稼働率等の監視とライフサイクル全体

に関与することがもとめられているため、インテグレータになるためには、今までの機械の売り切り

のビジネスから脱却し、設備のライフサイクル全体での関与するビジネスモデルの構築が必要で
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ある。

システムの構想

製造・生産

システムの引渡し

設計
設計方案検討

運用・保守方案検討

要求仕様を
満たす事を確認

システムに潜在する危険源、脆弱性
を多角的な観点から特定/リスク
評価し、対処方針/方案を検討

- 要求仕様を明文化
- システム基本計画の策定
- ｼｽﾃﾑ安全計画の立案
- 運営体制を組織
- 文章管理体系の確立 etc.

要求仕様を
満足するか検証

設計思想が
製品製造に反映
されているか検証

ハ
ザ
ー
ド
検
出

リ
ス
ク
評
価

リ
ス
ク
削
減
案
検
討

実際の運用環境/
手法を勘案し、
システム全体として
安全性をどう担保
するかに注目

導入の検証
試験方案検討/試験実施
訓練内容検討/訓練実施

設計思想に基づいた
製品が製造された事を
確認する項目が網羅
されているか検証

リスク削減案を
検証/訓練する
内容が網羅され
ているか確認

要求仕様満足を
確認する項目が
網羅されているか
検証Verification

Verification

Validation

Validation

（三菱総研作成）

図 3-6 V モデル
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4. セーフティ・システム・インテグレーションの実態調査

4.1 ヒアリング調査項目

自動車の生産ラインシステム、食品あるいは飲料の生産ラインシステム等の生産ラインシステム

（工場生産設備）を、構想・企画してから稼働させるにあたって、システムのライフサイクルの各フェ

ーズにおいて、どのような立場の組織（企業、社内の部門）が、システムインテグレータとしての役

割を果たし、セーフティ・システム・インテグレーションを行っているかについて、機械ユーザの生

産設備部門、生産設備エンジニアリング企業等へのヒアリング調査を行った。調査にあたっては、

特に安全性を確保するための活動（リスクアセスメント等）に着目して調査を行った。以下にヒアリ

ング調査項目を示す。

 業界（自動車、食品等）によって、機械ユーザ、機械メーカ、生産設備エンジニアリング企

業の役割、作業範囲、責任範囲が異なるのか。（例えば、機械メーカが単体の機械を納品し、機

械ユーザの生産技術部門がインテグレートしてオペレーションする業界もあれば、インテグレータが機械

の発注から据え付け、動作確認まで行って、機械ユーザはオペレーションだけする業界もあると考えられ

る。）

 生産ラインシステム（工場生産設備）の安全性に関する要求事項は、機械ユーザから提示

されるのか、それとも機械メーカ、生産設備エンジニアリング企業から提案するのか。また、

安全性に関する要求事項を提案する際は、どのような規格を参照しているのか。

 機械ユーザ、生産設備エンジニアリング企業として機械メーカから機械を調達するときは、

機械メーカに対してリスクアセスメントを要求するなど、安全性に関してどのような要求をし

ているのか。

 最近の傾向として、機械ユーザから生産ラインシステム（工場生産設備）の安全性向上に

対して、どのような要求が増えているか。また、その依頼の背景は何か。

 セーフティ・システム・インテグレーションを行う上で、リスクアセスメント、ドキュメンテーショ

ン、ベリフィケーション（検証）、バリデーション（妥当性確認）、変更管理は、誰がどのように

行っているのか。

 機械ユーザの生産ラインシステム（工場生産設備）で事故や故障が発生したとき、機械ユ
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ーザ、機械メーカ、生産設備エンジニアリング企業間での事故や故障の情報の流れはど

のようになっているのか。

 セーフティ・システム・インテグレーションの役割、責任に関して、日本と海外で異なるの

か。

 セーフティ・システム・インテグレーションとして活躍する人材に対して、安全に関する人材

育成プログラムは用意されているのか。要求される資格等はあるか。

ヒアリング調査先の個別企業名については、守秘義務上、割愛させていただくが、以下に、調査

先、及び属性（機械ユーザ、生産設備エンジニアリング企業等）のみを示す。また、得られた意見

は、あくまでも回答者個人の経験に基づく一意見であり、各社を代表した意見ではない。

表 4-1 ヒアリング調査先企業と属性

調査先の業種 属性

生産工場建設企業 A 社 生産設備エンジニアリング企業

ロボットインテグレータ B 社 ロボットインテグレーション企業

食品生産設備エンジニアリング企業 C 社 生産設備エンジニアリング企業

生産設備エンジニアリング企業 D 社 生産設備エンジニアリング企業

部品メーカ E 社 機械ユーザ
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4.2 ヒアリング調査結果

4.2.1 業界による機械ユーザ、機械メーカ、生産設備エンジニアリング企業の役割

機械ユーザから生産設備エンジニアリング企業に対して、生産ラインシステムの発注があった場

合、レイアウトから設計、インテグレーション、据え付けは、機械ユーザ、機械メーカ又は生産設備

エンジニアリング企業のどちらが担当するのかについて伺った。ヒアリング調査結果は以下の通り

である。ヒアリング調査の結果、業界や企業規模によって生産ラインシステムのインテグレーション

を担う企業、組織は異なるのが実態であった。

(1) 自動車製造業界

 日系の自動車会社が米国に工場を建設する際、A 社は建屋だけを担当する場合が多く、

生産ラインについては、自動車会社側でレイアウトや基本設計、据え付けを行っている。

米国の自動車会社もレイアウト、基本設計は自動車会社側で行う。（A 社）

 自動車の部品サプライヤの場合、建屋だけではなく、生産ラインの据え付けまで一括で依

頼されるケースもあるが、基本的には、生産ラインの設計は、発注者側で行う。（A 社）

 自動車メーカの場合、工場のレイアウトは自動車メーカの生産技術部が行い、B 社はその

通りに据え付けを行っている。（B 社）

(2) 食品・飲料製造業界

 発注者である食品工場が製造プロセスのフローを提出し、A 社でレイアウトなどを行う。（A

社）

 食品会社はロボットに関するノウハウがあまり蓄積されていないので、自動化や省人化とか

漠然とした要求しか出せない。その場合、B 社がレイアウトしたりしてインテグレーションを

行っている。（B 社）

 某大手食品・飲料企業は、自社で改造も行ったりしている。そしてアセスメントもしっかりと

行っている。C 社は、機械メーカには出来ない総合的な取りまとめを行っており、発注者の

要求事項を聞いて、採算性のチェックや、工場のレイアウト、機械の発注、据え付け、調整、

試運転を行い、発注者に引き渡している。(C 社)
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(3) 大手部品企業の場合

 部品生産設備の発注形態は以下 3 ケース存在する。

 機械メーカから単体機械を購入し、E 社でインテグレートする。

 E 社で設備を設計し、製作、据え付けは外注する。（このケースが一番多い。）

 E 社で仕様書を作成し、設計、製作、据え付けは外注が行う。

 いずれのケースにしろ、設備の設計、手配を担当するE社の設備開発本部か工場の設備

課が、設備を工場に引き渡すまで責任を持たって担当している。外注設計の場合、E社の

エンジニアリング部署が受け皿である場合や、外部の会社が行う場合もある。

以上のように自動車製造企業や大手食品・飲料企業、大手部品企業などは、生産ラインシステ

ムやロボット等の技術、ノウハウを蓄積できているとともに、生産技術部門を有しているため、自社

でレイアウト、基本設計を行っており、生産設備エンジニアリング企業は、発注者の要求通りに発

注、据え付け等を担当しているとのことである。一方、中小の食品・飲料企業を含め中小の機械ユ

ーザの場合は、自社内に生産ラインシステムやロボット等の技術、ノウハウが不十分であるため、

生産設備エンジニアリング企業が、仕様に基づいてプランニングから据え付けまで一括で担って

いるとのことである。

4.2.2 セーフティ・システム・インテグレーションを担う企業、組織

4.2.1 節に示した通り、生産ラインシステムのインテグレーションを担う企業、組織は、業界、会社

規模によって様々であるが、インテグレーションを行う際に国内の工場の場合、セーフティに関す

る業務（リスクアセスメント等）、セーフティ・システム・インテグレーションは、どの企業、組織が責任

を持って行うのかについて伺った。また、機械ユーザが発注するときに安全性要求事項の有無や、

インテグレータに対して機械を提供する機械メーカからリスクアセスメントの結果が提供させるかに

ついても伺った。ヒアリング調査結果は以下の通りである。ヒアリング調査の結果、インテグレーシ

ョンを担う企業、組織と同じく、業界や企業規模によって異なるのが実態であるとともに、発注者側

から明確な仕様書が提出されないという状態とのことであった。

(1) 発注者側からの安全要求事項

 機械ユーザからの安全性要求事項として、安全柵の設置とかインターロック等に関しては

仕様書に記されている。基本的には、発注者（機械ユーザ）が要求している安全性要求を
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満たすだけである。(B 社)

 機械ユーザからリスクアセスメントに関する要求はない。リスクアセスメントはエンドユーザ

が行っているのだろう。ただし、安全柵が低いとか、狭いとか分かる範囲で気がついたとこ

ろは指摘する。(B 社)

 大手食品・飲料企業では、自社の安全基準が整備されており、各々の機械に対して、どの

ようにアセスメントすべきかについても定められている。それに従って、当社は、機械を発

注し、導入している。(C 社)

 一般的な食品会社（中小企業）では、安全基準は特に持たっていないので、当社が発注

企業の作業プロセスを確認した上で、当社が持たつ安全のノウハウを付加した仕様書を

作成し、機械を発注、導入している。(C 社)

 多くの場合、設備ユーザから安全に関する要求仕様が出てくることはない。D 社から、レイ

アウトと制御システムについて提案することが求められることが多く、その中に、機械設備

間のインターフェースやゾーニング、スパムコントロールも含めて提案することになる。（D

社）

 多くの発注者の場合には、使用部品リスト、安全部品リストが提出され、それを使用して構

築という注文が多い。安全に関する明確な要求仕様はでてこない。（D 社）

(2) 機械メーカからのリスク情報

 ロボットメーカから残留リスクに関する情報提供は特にない。当社がロボットを動かして不

具合を見つけて問い合わせたときに、教えてもらう感じである。(B 社)

 初めて扱う機械などに関しては、機械メーカにアセスメントシートを提出させたり、当社が実

際に機械を見て、アセスメントを行ったりしている。(C 社)

 機械単体に関しては、機械メーカが行う場合もあるが、ほとんどの機械メーカはリスクアセ

スメントを行っていない。リスクアセスメントが行われていない場合は、E 社でリスクアセスメ

ントを行う。E 社でリスクアセスメントするケースが圧倒的である。（E 社）

以上のように、自動車製造企業や大手食品・飲料企業、大手部品企業などは、自社の安全基

準を有しており、それに基づき生産ラインシステムの安全性要求事項を、生産設備エンジニアリン

グ企業に要求しているようであるが、中小企業になると自社の安全基準を持たっておらず、生産

設備エンジニアリング企業側でサポートするとのことである。しかしながら、中小規模の生産設備
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エンジニアリング企業、ロボットインテグレータの場合は、十分にサポートできず機械ユーザ側の

要求に応えるだけとのことであった。一方、機械ユーザや生産設備エンジニアリング企業が機械メ

ーカにリスクアセスメントの要求をしても、リスクアセスメントを行っている企業はわずかであり、リス

ク情報が伝わってこない、機械ユーザ側で全てリスクアセスメントを行うといった状況とのことである。

リスクアセスメントという言葉は広まったものの、単体機械でもリスクアセスメントを行える企業は数

少ないのが現状と考えられる。

4.2.3 セーフティ・システム・インテグレーションを行う上での課題

生産設備エンジニアリング企業がセーフティ・システム・インテグレーションを行う上での、責任上、

資金面、人材面等の様々な面の課題について伺った。

(1) 機械ユーザ（発注者側）の課題

前節までの回答と同じく、安全性の要求や安全性への意識は、機械ユーザの企業規模や経営

者のポリシーに影響されるとの回答であった。また、仕様書が曖昧かつ、そういう状態に慣れてし

まっているため、安全性に関しても十分な要求が出来ない状態になってしまっていると考えられ

る。

 日本の工場だと敷地の関係で無理したレイアウトを行っており、機械と機械の間隔が狭か

ったりする。そういう影響があり、十分な安全対策が出来ていないかもしれない。（A 社）

 日本企業の仕様書は、大規模な工場建設にも関わらず、1、2 枚であったりすることもある。

日系企業の場合、出入りの業者や現場の担当者が優秀であり、仕様書を見なくても作業

できる能力があるので、仕様書が曖昧になっているのだと思う。（A 社）

 作業者の作業慣れで安全機能を外している機械ユーザが存在する。（B 社）

 安全性と生産性も相反することがあり、何を優先するかはユーザ（発注者）のポリシーにな

る。コストと効率と安全性の議論は常に戦いになる。（C 社）

 中小企業に関しては、会社の規模、経営者のポリシーによるが、アセスメントが出来ていな

いところもある。数名規模の会社だと忙しく手が回らないため、アセスメントという概念も乏

しい。（C 社）
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(2) セーフティ・システム・インテグレーションの認知度

そもそもセーフティ・システム・インテグレーションの自体の認知度が低いために、その重要性が

認められず、ボランティア的な活動、無償サービスになっている実態もあった。

 システムインテグレーションという業務が認識されていないことが問題であると考えられる。

そのために、インテグレーションに関する費用も見積もれないし請求もできない。(D 社)

(3) 人材面の課題

生産ラインシステムの発注を受ける生産設備インテグレータや、自社内でインテグレーションす

る機械ユーザ側も、人材面で十分ではなく、発注者側の機能的な要求事項を満たすだけで精一

杯であるという意見や、社内で十分な教育が行き届いていないという課題が挙げられた。

 従業員が少数のインテグレータでは、コスト面が厳しく、エンドユーザの仕様を満たすので

精一杯である。（B 社）

 教育の課題に関して言えば、全国各地の工場で行いたいが、物理的に制約があることで

ある。どうしても教育は東京中心になってしまう。(E 社)

(4) 業界特有の課題

食品業界のように、衛生面と安全性の両方が重要な業界もあり、両方のバランスを保つことが重

要との意見もあった。

 食品機械だと衛生面も重要であり、分解洗浄が必要であったりするが、安全性の面からも

考慮すると相容れない事項は多く発生する。（C 社）

4.2.4 リスクアセスメントや検証・妥当性確認に関して

設備としてインテグレートするときのリスクアセスメントや検証・妥当性確認(Verification &

Validation)は、どの組織、又は誰が担当しているのかについて伺った。

(1) 生産設備エンジニアリング企業の事例

生産設備エンジニアリング企業が設備インテグレートする場合は、リスクアセスメントや検証・妥
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当性確認は、生産設備エンジニアリング企業が行うことが分かった。ただし、リスクアセスメントや

検証・妥当性確認の内容のレベルに関しては、様々であり、それらのノウハウが蓄積された企業、

それだけの人員が確保できるかで回答が異なった。

 ティーチングやインテグレーションを行う際に、顧客の安全性要求事項を満たす作業とし

て、ロボットの可動範囲や、安全柵を設けるほか、作業者の使い方などを、経験をもとに予

想、シミュレーションできる範囲で提案している。（B 社）

 当社でインテグレートしたロボットの残留リスクに関しては、仕様書や取扱説明書に明記し

ている。（B 社）

 某大手食品・飲料企業では、アセスメントの手順やアセスメントシートが標準化されており、

C 社と共有している。機械メーカにもそれを伝え、メーカにもアセスメントを要求している。

アセスメントはエンジニアリング全体を担当している人が行っている。（C 社）

 機械を統合したときに機械単体では見つけられない新たなハザードが発生するかもしれな

いので、当社がアセスメントを行い、対策を行っている。（C 社）

 D 社で製造した単体機械の他に、他社の専用装置が使用される。その際にはインターフ

ェースも含めて、D 社がマネジメントすることになる。（D 社）

 リスクアセスメントについてはリスクアセスメント管理規定に従って、引合段階から、受注、

構想、設計、据付の各段階で実施している。アセスメントの条件については D 社が定めて

いる。顧客の生産技術部とは、アセスメントの結果をレビューするステップを設けている。

（D 社）

(2) 機械ユーザの事例

機械ユーザが設備をインテグレートする場合は、機械ユーザが行っている。ただし、今回ヒアリン

グ調査の対象にした機械ユーザは安全に対して高い意識を持っており、一般的な事例とは言え

ないかもしれない。またこの企業は、Safety Engineer(SE)という社内資格制を設け、安全に関

する専門業務に担当させているとともに、リスクアセスメントや検証・妥当性確認の担当、役割、責

任を明確にしている。

 E 社でにおける設備の開発フェーズは、企画構想設計、詳細設計、製造となっているが、

リスクアセスメントは詳細設計の後に行う。作る前に行うことが社内基準で求められる。リス
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クアセスメントは改造したとき、4M 変更時点でも行うことにしている。設備開発本部が改造

を担当した場合は、必ず行っている。（E 社）

 設備の改造の承認に関しては、改造規模のレベルで定められており、そのレベルによって

設備開発本部の許可が必要なものもあれば、工場の判断で行ってよいものがある。基本

的には大きな改造、企画構想設計段階の見直しが必要な場合に関しては、設備開発本

部の許可が必要である。（E 社）

 設備開発本部の Safety Engineer(SE)は、設備のリスクアセスメントのレビューを行って

いる。工場にもSEを配置して、リスクアセスメントの妥当性確認を行っている。SEは、設計

レビューにも参加している。（E 社）

 Verification & Validation の結果は、設備開発本部の設計担当の課長かユニットリーダ

が承認を担当する。（E 社）

4.2.5 事故情報の共有

設備の事故情報を、納めた機械メーカや生産設備エンジニアリング企業に報告しているのかに

ついて伺ったところ、設備を有している企業内では事故情報を共有しているようだが、その情報は、

必ずしも生産設備エンジニアリング企業や機械メーカに報告されていない現状も見受けられた。

その理由としては、自社内で修理を行っていたり、すでに機械を改造しており、機械メーカから納

められた時点での状態でないため、機械メーカの責任の範囲外にあるからとのことだった。

 エンドユーザが事故を起こした場合、その情報は B社に伝わってくる。ただし、自動車メー

カのようなロボットに精通した企業は自社で修理等の対応をしているようである。ロボット教

育を受けていないような企業の場合は、事故のたびに連絡が来る。メンテナンスサービス

は有償でなく、無償でサービスしている。（B 社）

 プラントに不具合があった場合は、C 社にクレームや相談がくる。機械メーカに相談しても

個別機械の現象に対する対応しか出来ないため、機械メーカではなく、エンジニアリング

会社に連絡が来る。（C 社）

 外部から購入した機械に安全上問題がある場合は、機械メーカに申し入れをし、対策に

ついて回答させる。ただし、標準品を購入して、そのまま使うことはあまりなく、自社の設備

にあわせて改造していることもあり単純に機械メーカの責任とはいえない部分もある。
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4.2.6 安全に関する社員教育

安全に関する社内教育に関して伺ったところ、企業によって実施の有無、内容ともに様々であっ

た。様々である実態は、企業の財務体制、規模、人員によって影響はあるものの、日本の企業で

あっても安全に関する教育は可能であり、機会を設けることで知識としては身につけられる環境に

はあると考えられる。

 （米国のオフィスでは）従業員が建設現場に行く、行かないは関係なく、社員教育として

OSHA の教育プログラムを活用している。（A 社）

 安全に特化したエンジニアの養成は行っていない。ニーズがあれば検討するかもしれない。

（C 社）

 社内の人材を育成するためには、いかに動機付けをするかが重要である。そのためには

機会を与えることが必要であるが、現状の仕事を整理しなければならない。しかし、現実的

には注文処理に追われて、なかなか整理ができず人事育成も進まない。（D 社）

 システムインテグレータである設備の設計者、安全担当、工場の SE に対しては、設計技

術者研修を行っている。SE に関しては年に 2、3 回の研修を行っている。設計者、SE に

対してはセーフティーアセッサー資格の学習をさせている。正社員、社内の派遣社員は平

等に受けさせている。海外工場の外国人社員に対しても、日本に来てもらって教育してい

る。（E 社）

4.2.7 セーフティ・システム・インテグレーションのビジネス化

我が国においてセーフティ・システム・インテグレーションをビジネス化することが出来るかにつ

いては、時期尚早と考える企業が多かった。その理由としては、安全性に対する企業、社会全体

の気運が十分でないことや、セーフティ・システム・インテグレーションの認知度、重要性が現状に

おいては十分ではないことが挙げられた。

 日本で欧米並みの安全性が求められるのは将来いつ頃になるのか予想はできないが、エ

ンドユーザが要求するのであれば、セーフティインテグレーションは必要になるだろが、今

のところそこまで達していないだろう。（B 社）

 欧米のインテグレータが行っているようなことのニーズや気運が高まれば、日本でもビジネ

スとしては成功するかもしれないが、日本でも有効に機能することが立証できなければ、認
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められないだろう。（C 社）

 日本では、どこかが実際にインテグレーションの仕事をやっているが、それをどこも認識し

ていない。業として認められていない。海外では、インテグレータが実際に存在している。

(D 社)
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5. 課題の明確化と検討項目

5.1 課題の明確化

文献調査やヒアリング調査に基づき、我が国における設備の安全性確保における現状と課題

を以下にまとめる。

課題 1： 設備のインテグレーションの役割を担う企業、組織は、業界や会社規模によって異なっ

ているのが現状である。また、本来、設備の安全性を確保すべき役割を担っている部署

や担当者が存在しているにも係わらず自覚していないこともあり、役割や責任関係が不

明確な状態である。

課題 2： 一部の機械メーカの中には「安全は当然」であるという認識が低いところがあり、機械ユ

ーザが「安全装置を取り外して安価にして欲しい」と要求した際に、応じてしまう機械メ

ーカ存在する。現状において、機械ユーザ、機械メーカ、インテグレータの間で「安全

は当然」を是とする共通認識が醸成されているとは言えず、そのしわ寄せがインテグレ

ータに影響を及ぼしている。

課題 3： 企業間の安全に対する意識、取り組みの格差が生じている。また一方で、その差を縮

める即効性の高い解決策や支援体制も存在しない。その理由として、組織の面に関し

ては、発注者側である機械ユーザ及び受注者側である生産設備エンジニアリング企業

の安全に対する取り組みの水準が、会社規模、経営者の考え方、生産ラインシステム構

築当者の力量、経験に依存している状態である。また、教育面に関しても、十分な教育

が行えず、生産ラインシステム構築担当者の経験を部下に伝える程度に留まっている。

課題 4： リスクアセスメントという言葉は定着してきたが、個別機械のリスクアセスメントを行える企

業も限定的である。また、設備に関してのリスクアセスメントになると、その方法が我が国

においては十分にガイドライン等の見える形にもなっていない。

課題 5： 日本の製造現場では、導入された機械を現場で頻繁に「改善」し、生産効率の向上を

追求してきた。その改善を活かした形での体系立てられた変更管理の手法が存在しな

い。
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(1) 課題 1

設備のインテグレーションの役割を担う企業、組織は、以下に示すように様々であった。

A のタイプ（図 5-1）は、主に機械ユーザの生産技術部門等が生産ラインシステムに導入する

機械を個別に発注し、受入て、インテグレーションを行っているパターンである。このパターンは、

大手企業かつ自社に生産技術部門を有しており、製造工程も企業秘密のノウハウであり、外部に

委託できない企業に多く見受けられる。

ユーザ

メーカ メーカ メーカ

発注
納品

図 5-1 インテグレーションの役割を担う企業、組織（A タイプ）

B のタイプは、外部の生産設備エンジニアリング企業を活用して、生産ラインシステムを一括又

は一部分の構築を依頼するタイプである。このパターンは、生産技術部門を有していない企業や、

大手の企業で子会社としてエンジニアリング企業を有している場合に多く見られる。ただし、生産

技術部門を有している大手企業であっても、外部に委託した方が、コストが下げられるという理由

で、このタイプを活用するケースもある。

インテグレータ

ユーザ

メーカ メーカ メーカ

発注

発注納品

インテグレート

インテグレータ

ユーザ

メーカ メーカ メーカ

発注

発注

納品
発注 支給

インテグレー
ト

図 5-2 インテグレーションの役割を担う企業、組織（B タイプ）
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Cのパターンは、機械ユーザが複数の機械メーカに機械を発注し、その中の代表企業に設備を

インテグレートさせるパターンである。

ユーザ

メーカ メーカ

発注インテグレート

支給

メーカ

図 5-3 インテグレーションの役割を担う企業、組織（C タイプ）

いずれのケースにせよ、役割と責任を自覚しインテグレートする組織がインテグレータである。

そして、そのような組織が、セーフティ・システム・インテグレーションを行うべきと考えられる。しか

し、現状は、設備の安全性を確保すべき役割を担っている部署や担当者が存在しているにも係

わらず自覚していないことや、設備の導入の判断は経営層で検討するものの、設備の安全性の

判断に関しては、現場レベルに委ねてしまうなど、安全の問題に対する経営層の関与が足りない

のではないかと考えられる。

(2) 課題 2

一部の機械メーカの中には「安全は当然」であるという認識が低いところがあり、機械ユーザが

「安全装置を取り外して安価にして欲しい」と要求した際に、応じてしまう機械メーカが存在する。

「安全は当然」というのは、機械メーカにとっては「安全な機械を供給して当然」ということである。も

ちろんインテグレータにとっても、ユーザが「安全装置を取り外して安価にして欲しい」と要求した

からといって、危険な設備を提供してもよいということにはならない。しかしながら、現状では、機械

ユーザ、機械メーカ、インテグレータの間で「安全は当然」を是とする共通認識が醸成されていな

いためインテグレータには、しわ寄せが生じている。例えば、インテグレータが「安全は当然」という

意識から、安全装置が備えられていない機械に安全装置を装備したり、安全に関する活動が、費

用として考慮されずボランティア的になっている問題が指摘されている。
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(3) 課題 3

発注者側である機械ユーザにとってみると、組織的な問題として、中小企業で財務的に厳しい

企業は安全性要求をそれほど求めなかったり、セーフティ・システム・インテグレーションに関して、

経営者の安全性に対する意識でコストアップになる等の理由から消極的であったりと、様々要因

で設備の安全性が左右される状態である。

一方の中小企業の生産設備エンジニアリング企業側も必ずしも全ての企業が、安全に関して

高い知見を持っているわけでははく、人手の足りない中小の生産設備エンジニアリング企業では、

顧客の性能要求を満たすのでがいっぱいであり、人材教育も行き届いていないとの課題であった。

特に教育に関しては、上司が経験した範囲での知見を部下に伝えるなど、安全に関する体系的

な教育プログラムを有していないため、国際的な事情に追いついていない企業も存在する。

(4) 課題 4

リスクアセスメントの実施に関しても十分とは言えない状況であり、上記の課題にも示したとおり、

中小企業であると人手も十分とは言えずリスクアセスメントを実施することは厳しいと状況と考えら

れる。まして、設備全体のリスクアセスメントになると、手順も明らかでないため、体系化された知見

と、経験を有していなければ出来ないのが現状と言える。また、セーフティ・システム・インテグレー

ション自体がビジネスや、何らかのサポート支援をする組織が存在しないため、外部に委託するこ

とは難しい状況である。

(5) 課題 5

我が国の製造現場においては、より高い生産性を実現するために、改善活動の一環という位

置付けもあり、製造現場が自らの手で設備を改造することが認められてきた。この改造という名の

変更は頻繁に行われ、我が国の産業の生産効率を向上させてきたと考えられるが、それにより事

故が発生することもある。しかしながら、頻繁な改造に伴う我が国の現場に馴染む変更管理、リス

クアセスメントのあり方に関しては十分に検討されていない。
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5.2 検討項目

前節で示した課題を解決していくために検討するべきことを以下に示す。

(1) セーフティ・システム・インテグレーションの機能と価値の明確化

検討すべき項目の一つ目としては、セーフティ・システム・インテグレーションに必要とされる機

能を明確にすることである。その中では、セーフティ・システム・インテグレーションのプロセスや手

法を検討するとともに、既存の業務プロセスと融合させ効率的なセーフティ・システム・インテグレ

ーションの模範例を示すことが必要である。また、企業内のどの部署がセーフティ・システム・イン

テグレーションをマネジメントしていくのかや、セーフティ・システム・インテグレーションに必要とさ

れる機能を実現するには、どのような人材が望ましいか、についても検討が必要である。その際に

は、前節の課題 5 にも記したように、改善を是とした日本に現場に馴染む変更管理、リスクアセス

メントのあり方を検討することが必要である。そして、セーフティ・システム・インテグレーションの価

値を企業にとって魅力的に明確化することも必要である。

(2) セーフティ・システム・インテグレーションの価値の認知度向上

セーフティ・システム・インテグレーションを我が国に広めて行くには、認知度の向上が必要で

ある。そのためには、ISO11161 の背景を深掘りしていくことや、欧米でセーフティ・システム・イン

テグレーションを行っている組織、企業に対して、セーフティ・システム・インテグレーションの価値

を出来るだけ定量的（経済的）に示してもらうことや、セーフティ・システム・インテグレーションが求

められる社会的背景を調査することが必要と考えられる。そうすることで、企業等にとってみれば

単に「安全性向上活動＝コストアップの活動」としか受け止められない現状の意識を変えることが

できるのではないかと思われる。

(3) セーフティ・システム・インテグレーションの定着と普及

セーフティ・システム・インテグレーションの価値と認知度を向上させた次には、定着と普及が

必要である。定着と普及を検討する際には、機械ユーザ、機械メーカ、インテグレータのそれぞれ

の立場に対して効果的な方策をたてることが必要である。例えば、機械ユーザであれば、経営層

と生産技術部門が、機械の導入から設備としてのセーフティ・システム・インテグレーションへの関
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与、そしてその結果に対する承認等のあり方を明確にすることが考えられる。また、機械メーカで

あれば、オペレーションのノウハウが不足しているため、如何にそのノウハウを獲得し、機械ユー

ザの発注要求に対して、設備の安全性に関する提案・指摘を可能にすることが必要であろう。そ

して、インテグレータの場合は、機械ユーザと機械メーカの橋渡し役として、システムのライフサイ

クル全体に関与し、両者のノウハウを集約するとともに、様々な業界におけるセーフティ・システ

ム・インテグレーションのグッドプラクティスを獲得し、セーフティ・システム・インテグレーションの利

点を広めるていくことが必要と考えられる。また、機械ユーザ、機械メーカ、インテグレータの中か

ら、活動が優れた優良企業による講演活動などを行ってもらうことや、優良企業へのインセンティ

ブを検討することも必要と考えられる。

(4) セーフティ・システム・インテグレーションのための専門人材の活性化と活用

セーフティ・システム・インテグレーションを行う人材育成に関しては、平成 19 年度に日機連が

調査を行った「機械安全の実現のための促進方策に関する調査研究－機械安全専門人材の活

用及び育成方策に係る調査研究」の延長として、欧米におけるセーフティ・システム・インテグレー

ションに関連する大学教育や企業教育の実態を調査し、その教育カリキュラムを分析した上で、

我が国において、どのような組織（大学、企業、工業会等）に対して教育のするのが効果的である

か、そして、その対象にあったレベルのカリキュラムを具体化することが必要と考えられる。その際

には、教育を受けた人のキャリアプランや、企業における処遇も考慮することが必要である。また、

専門人材同士の情報交換や、中小企業における製造現場の安全確保支援として、専門人材の

外部支援を行っていくなどの専門人材のネットワーク構築も必要である。
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お わ り に

本調査から、セーフティ・システム・インテグレーションとは、単に機械メーカや機械ユーザのそ

れぞれが個別に努力して取り組むだけではなく、システムインテグレータなど、個別機械に知見が

ある機械メーカと作業に関するノウハウが有している機械ユーザの橋渡し役・情報共有が極めて

重要であり、機械メーカと機械ユーザの知見を融合することが必要である。

我が国においては、「機械の包括的な安全基準に関する指針」によって事業者（機械ユーザ）

によるリスクアセスメントが普及し始めた段階といえるが、十分定着したとは言い難い。その理由の

一つとして、機械メーカからの機械のリスク情報が十分に機械ユーザに伝わっていないためリスク

アセスメントを十分に行うことが難しいという意見も挙げられている。それを解決するためにも、セ

ーフティ・システム・インテグレーションを普及、定着させていくことは、現状の課題を乗り越えるた

めにも重要な要素と考えられ、今後も引き続き、セーフティ・システム・インテグレーションにスコー

プをあて、価値の見える化、認知度向上に努めていくことが求められていると考えられる。

今回の調査が、日本における機械安全レベルの向上に、多少なりとも貢献することができれば

幸いである。
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設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 議事録

ヒアリング先 生産工場建設企業 A 社

1. A 社に関して

 A 社は生産設備建設企業である。現在、日本事務所を構え、日本人のエンジニアを配置し、

数多くの日系メーカの米国工場建設を行っている。また、建屋だけでなく、設備のレイアウト、

プラントの設計等も行っている。建屋と設備、プラント設計の両方を出来る会社は、日本にお

いても米国においても数少ない。

 米国のエンジニアリング会社は巨大なプラントを得意としている。そのため、日系企業が依頼

する中小規模のプロセスプラントや食品工場は、米国のエンジニアリング会社にとって、中途

半端な規模のプロジェクトであるため、あまり手を出さない。

 日系企業は、欧米、韓国企業に比べ意志決定に時間がかかるため、米国のエンジニアリン

グ会社だと相手にされないこともあるようである。

 A 社は、安全に関して非常に自信を持っており、米国での建設においても事故率は他社より

も低い。A 社が設計、建設した工場で、爆発事故などの大規模な事故は起きていない。

 A 社には社長直属の Safety Manager が存在する。

 建設現場に行く、行かないは関係なく、社員教育として OSHA の教育プログラムを活用して

いる。

2. 自動車工場の建設に関して

 米国は企業誘致が盛んであり、特に地方になると、条件次第（従業員人数等）で土地を無償

で提供してくれる場合もある。その関係で、日本にある工場よりも大規模な工場を建設する企

業が多い。日本の工場だと敷地の関係で無理したレイアウトを行っており、機械と機械の間

隔が狭かったりする。そういう影響があり、十分な安全対策が出来ていないかもしれない。

 日系の自動車会社が米国に工場を建設する際、A 社は建屋だけを担当する場合が多く、生

産ラインについては、自動車会社側でレイアウトや基本設計、据え付けを行っている。また、

日本の生産ラインをそのまま米国に移設したいという要求もある。

 自動車の部品サプライヤの場合、建屋だけではなく、生産ラインの据え付けまで一括で依頼

されるケースもあるが、基本的には、生産ラインの設計は、発注者側で行う。A 社は、その通

り据え付け、OSHA の要求を満たてしているか最低限の確認は行っている。
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 米国の自動車会社もレイアウト、基本設計は自動車会社側で行う。

 建屋に関しては、建屋に関する OSHAの要求事項は全てA 社で対応するが、生産ラインの

OSHA 等の安全性要求については、基本的には自動車会社の方で対応してもらう。しかし、

明らかに発注者である自動車会社が提示したレイアウトで OSHA の要求事項が満たされて

いない点を発見したら、A 社で指摘を行い、改善してもらうように要求する。

 契約書、仕様書や基本設計は発注者側で用意するが、日系企業の場合、契約書や仕様書

などが日本の法規制対応になっている。そのため、A 社では、その工場の建設に必要な米

国の法規制を全て洗い出し、それを遵守するためにトレーサビリティーがとれた内容に書き

換え、翻訳し、発注元の自動車会社に提供している。

 日本企業の仕様書は、大規模な工場建設にも関わらず、1、2 枚であったりすることもある。

日系企業の場合、出入りの業者や現場の担当者が優秀であり、仕様書を見なくても作業で

きる能力があるので、仕様書が曖昧になっているのだと思う。

 米国企業だと、電話帳のような仕様書が提出される。逆に、そのレベルの仕様書を用意しな

い限り現場が動いてくれない。

 韓国系企業も担当したことがあるが、日本企業に比べ、仕様書が英文でしっかり書かれてお

り、米国の法規制も調べており、海外進出に対して積極的な姿勢が感じられる。

3. プロセスプラントの建設に関して

 プロセスプラントについては、建屋と設備が切り離せないため、A 社がプロセスプラントの設

計、建設を行っている。プロセスプラントに関しては OSHA/PSM が適用される。

 発注者から提供される仕様書を確認してリスクレベルに応じて、提供される法規、規格を全

て洗い出す。例えば電気関係だとNEC（National Electrical Code）、防火関係だとNFPA

などを確認する。

 発注者からプロセスダイアグラムや P&ID から提供され、そのプロセスにハザードがあるかチ

ェックを行う。そして、設計段階で A 社から専任の担当者を発注者側のメーカに派遣し、メー

カの担当者と１～2 週間かけて HAZOP を行う。

 今まで問題が起きたことはないが、仮に HAZOP で抜け落ちていたことが原因で事故が起き

た場合、建設業者側で責任を全て負うことはない。一歩的に責任を負うような契約は基本的

にはない。

 建屋、設備を設計する段階で OSHA の査察があり、ドキュメントのチェックが行われる。完成
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段階だけ査察にくるわけではない。

 メンテナンスに関しては、発注者側で行う。

4. 食品工場に関して

 食品になると OSAH 以外に HCCAP が適用される。

 プラントのレイアウトは、発注者である食品工場が製造プロセスのフローを提出し、A社でレイ

アウトなどを行う。

5. 他のステークホルダの関与について

 契約に関しては、互いに弁護士を通じて契約書を取り交わすことも行うが、希に弁護士同士

で契約書を詰めてしまい過剰な要求になることもある。基本的に発注者側のメーカと A 社で

確認し、取り交わす。米国では、一方的に責任を押しつけるようなアンフェアな契約書は、裁

判になったときに無効になることがあるので、お互いに責任を分担するように契約を結んでい

る。

 AIA141 という契約書が米国では一般的である。

 設計段階で保険会社からの査察もあり、ドキュメントや図面がチェックされる。A 社に発注す

る段階で、保険会社を選定していない発注者に対しては、保険会社を選定するように要請す

る。日系企業だと日本語で対応できる日系の損保会社を選択することが多い。ただし、査察

を行うのは、米国法人の社員であり、安全に関しては高い知見や経験を持っている人であ

る。

 保険会社は安全に関して様々な要求事項を提示する。その安全の要求は法律以上で、非

常に厳しいため、全ての要求に応じると保険料率は下がるものの、建設費が膨大になってし

まう。そのため、保険料率と建設費のバランスが重要になってくる。

 保険会社の監査は OSHA よりも厳しい。

6. その他

 日系企業だとマスタープランがしっかり書かれてないときがある。そのため、日系企業の仕事

をするときはマスタープランのスケジュールをしっかり書くようにアドバイスしている。日系企業

の場合、稼動予定日間際のラストスパートで頑張れるが、米国企業はそれに追いついていく

ことは難しい。
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 用地選定や環境選定など建設する前の作業もお手伝いする。そこまで、しっかりすることで

お客さんとの信頼関係を築いている。

 メンテナンスは空調設備や冷却塔などの定期点検を行っている。空調は建屋付帯設備とい

う扱いである。生産ラインや設備は発注者側である。

 アメリカでは生産ライン以外は建屋という区分になる。クレーンも建屋である。

 発注者が個別でクレーンなどの設備を買うよりも、A 社などで大量に購入する方が、コストも

安くなる。

 工場稼働後に追加の安全対策を依頼されることも希にある。それは、発注者の自主的な安

全対策のようである。

 訴訟されることを日本企業は恐れているので、発注者からコストを抑えるために安全対策を

外して欲しいという依頼はない。

 Job Hazard AnalysisはA社では担当したことはない。それは発注者側でなければ行うこと

は難しいだろうし、そこまで要求されたことはない。

以上
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設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 議事録

ヒアリング先 ロボットインテグレータ B 社

1. ロボットインテグレータ B社の役割に関して

 B 社は従業員 3 名の会社であり、安全を専門に行う社員は存在しない。基本的には、ロボッ

トの設置、据え付けは下請け企業（設置工事業者）に行ってもらい、B 社はティーチングを行

っている。

 設置、据え付け、ティーチングの後に関しては発注者（エンドユーザ）が行い、基本的には責

任もエンドユーザになる。

 自動車メーカはロボットを使うノウハウが蓄積されているので、B 社の役割は設置とロボットの

プログラミング程度である。

 自動車メーカの場合、工場のレイアウトは自動車メーカの生産技術部が行い、B 社はその通

りに据え付けを行っている。自動車会社はロボットを大量に購入するので、B 社が買うよりも

安価で購入できる。

 食品会社や化粧品会社はロボットに関するノウハウが足りないので、自動化や省人化とか漠

然とした要求しか出せない。その場合、B 社がレイアウトしたりしてインテグレーションを行っ

ている。

 契約形態は、エンドユーザとB社とが直接、契約し、B社からロボットメーカに発注する。その

場合、ロボットメーカは B 社の下請け工場にロボットを持ってくるだけである。その際、ロボット

メーカから残留リスクに関する情報提供は特にない。B 社がロボットを動かして不具合を見つ

けて問い合わせたときに、教えてもらう感じである。

 エンドユーザと B 社の間に商社が入って、商社が B 社に発注することもある。商社が入ると

責任問題が複雑になることもある。責任の分担は契約段階では曖昧であり、事故が起こって

から検討しているのが現実である。

 ロボット運用中に不具合がありプログラミングのミスとかであれば、B 社の責任になるが、それ

以外は基本的にはエンドユーザの責任である。

 発注者立ち会いの検収が終わったら、プログラムミスでも発注者で背負ってくれこともある。

プログラムをエンドユーザが変えたら完全にエンドユーザの責任である。

 万が一、B 社がインテグレートしたロボットで事故が起きたときのための保険はかけていな

い。
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2. エンドユーザからの安全性要求に関して

 エンドユーザからの安全性要求事項として、安全柵の設置とかインターロック等に関しては

仕様書に記されている。基本的には、お客さんが要求している安全性要求を満たすだけで

ある。

 B 社のように従業員が少数のインテグレータでは、コスト面が厳しく、エンドユーザの仕様を

満たすので精一杯である。エンドユーザの安全性要求は、エンドユーザの安全規格に乗っ

取っているだけある。

 エンドユーザからリスクアセスメントに関する要求はない。リスクアセスメントはエンドユーザが

行っているのだろう。ただし、安全柵が低いとか、狭いとか分かる範囲で気がついたところは

指摘する。

 ティーチングやインテグレーションを行う際に、顧客の安全性要求事項を満たす作業として、

ロボットの可動範囲や、安全柵を設けるほか、作業者の使い方などを、経験をもとに予想、シ

ミュレーションできる範囲で提案している。

 安全性に関する国際規格に関しては確認していない。現状では、顧客の要求事項を満たす

だけになっている。安全は重要であるが、複数機械のインターでフェースの安全性など深く

は考えたことはない。

 B 社でインテグレートしたロボットの残留リスクに関しては、仕様書や取扱説明書に明記して

いる。

3. エンドユーザの安全性の意識に関して

 日本の場合は現場の作業者の能力が高いので、ロボットの動作を予測して作業を行ってい

るため事故があまりないのであろう。アメリカの労働者は、単に機械的な作業を行っている人

たちなので、ロボットの動作を予測できないこともある。

 B 社の製品ではないが、安全機能を外しているエンドユーザは存在する。作業者が慣れで

行っているようである。

 エンドユーザが事故を起こした場合、その情報は B 社に伝わってくる。ただし、自動車メーカ

のようなロボットに精通した企業は自社で修理等の対応をしているようである。ロボット教育を

受けていないような企業の場合は、事故のたびに連絡が来る。メンテナンスサービスは有償

でなく、無償でサービスしている。
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 エンドユーザが、B 社がインテグレートしたロボットを改造し、使用していることもある。

4. その他

 B社のようなインテグレータに発注するメリットは、2台、3台程度のロボットのインテグレートが

できるからである。2 台、3 台規模のインテグレートだと大手のロボット会社だと割に合わない

事業である。

 日本で欧米並みの安全性が求められるのは将来いつ頃になるのか予想はできないが、エン

ドユーザが要求するのであれば、セーフティインテグレーションは必要になるだろが、今のと

ころそこまで達していないだろう。安全性を高くするとコストも高くなるので、コストや生産性と

の兼ね合いが関係するだろう。

以上
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設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 議事録

ヒアリング先 食品生産設備エンジニアリング企業 C 社

1. 食品生産設備エンジニアリング企業C社の役割に関して

 C 社は建設業に属する。いわゆるエンジニアリング会社である。

 食品に特化したプラント建設を行っている。C社は、機械メーカには出来ない総合的な取りま

とめを行っており、発注者の要求事項を聞いて、採算性のチェックや、工場のレイアウト、機

械の発注、据え付け、調整、試運転を行い、発注者に引き渡している。また、部分的な改造

やラインの入れ替え等も請け負っている。総合的なプラントも設備も元請けとして行ってい

る。

 飲料だけではなく、食品に関しては幅広く（お菓子、水産加工等）行っている。

2. 設備の安全性を確保する取り組みに関して

 機械の選定に関しては、食品に関する安全と、作業者の安全を第一に考えており、そのあた

りを考慮した仕様書を C 社で作成し、機械メーカに発注している。機械メーカ側の安全基準

や安全装置を確認し、標準品をそのまま工場に導入することもあれば、安全やユーザのニー

ズ等を考慮して標準品の機械に機能を付加して工場の導入することもある。

 安全ガード等は必ず付加して工場に導入している。

 某大手食品・飲料企業では、自社の安全基準が整備されており、各々の機械に対して、どの

ようにアセスメントすべきかについても定められている。それに従って、C 社は、機械を発注し、

導入している。

 某大手食品・飲料企業でアセスメントの手順やアセスメントシートが標準化されており、C 社と

共有している。機械メーカにもそれを伝え、メーカにもアセスメントを要求している。

 アセスメントはエンジニアリング全体を担当している人が行っている。安全だけを担当してい

る人はいない。

 アセスメントの結果は、某大手食品・飲料企業と C 社で議論しており、アセスメントの結果の

おかしい部分に関しては修正している。アセスメントの修正は、設計段階、設置段階、運用

段階で行われる。

 運用マニュアル（運転方案）はC社で作成している。運用マニュアルを作成していることもあり、

運用に関するノウハウは有しているので、運用を意識した設計は当然行っている。
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 一般的な食品会社（中小企業）では、安全基準は特に持っていないので、C 社が発注企業

の作業プロセスを確認した上で、C 社が持つ安全のノウハウを付加した仕様書を作成し、機

械を発注、導入している。

 初めて扱う機械などに関しては、機械メーカにアセスメントシートを提出させたり、C 社が実際

に機械を見て、アセスメントを行ったりしている。

 個別の機械を工場に導入して、ラインとして統合するのは C 社の仕事である。機械を統合し

たときに機械単体では見つけられない新たなハザードが発生するかもしれないので、C 社が

アセスメントを行い、対策を行っている。それが C 社の役割と思っている。ただ現状、一品一

様な機械が多いためシステマチックに出来ているわけではないが、そういう思想で取り組ん

でいる。

 ハザードを分析してログを残すというようにシステマチックには行っていないが、プロジェクト

の一連の流れの中で、打ち合わせのたびにそういう議論は行っている。

 食品機械だと衛生面も重要であり、分解洗浄が必要であったりするが、安全性の面からも考

慮すると相容れない事項は多く発生する。絶えず発注者と議論を重ね、C 社から提案できる

ことは提案、発注者からの要求事項で不適な部分は指摘し、最適な設備を構築している。

 安全性と生産性も相反することがあり、何を優先するかはユーザ（発注者）のポリシーになる。

コストと効率と安全性の議論は常に戦いになる。

 製造作業、設備運用に関するアセスメントの支援に関しては、発注者の要求がない限り行っ

ていない。基本的には、製造作業の責任は食品メーカである。そしてC社にアセスメント支援

の依頼をすれば、コストがかかってくることもあるので、発注者の要求次第である。あくまでも

製造作業、設備運用は食品メーカ責任なので、C社としては線を引いて責任を明確にしてい

る。

 安全対策は、安全とコストとのバランスがあるため、発注者との契約や責任範囲に関しては C

社から提案し、切り分けを行っている。コミッショニングの部分をはっきりさせないと C 社の立

場も危うくなる。説明責任を果たすことを、会社の考えとしている。

 安全に特化したエンジニアの養成は行っていない。ニーズがあれば検討するかもしれない。

 プラントに不具合があった場合は、C 社にクレームや相談がくる。機械メーカに相談しても個

別機械の現象に対する対応しか出来ないため、機械メーカではなく、エンジニアリング会社

に連絡が来る。

 C 社が施工したプラントで大きな事故が発生した事例はないが、人が怪我したというような労
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災に関わるようなクレームは報告されてこない。

3. 大手企業と中小企業の違いに関して

 某大手食品・飲料企業であれば自社で改造も行い、そしてアセスメントもしっかりと行う。ユー

ザが行うアセスメントもあり、責任も明確である。その他の企業に関しては、機械メーカが抑え

ていない危険が露呈して事故が発生した場合は、仕様書や契約書を一つずつ確認して対

応している。

 中小企業に関しては、会社の規模、経営者のポリシーによるが、アセスメントが出来ていない

ところもある。数名規模の会社だと忙しく手が回らないため、アセスメントという概念も乏しい。

 中小企業は財務上の体力がないため、生産ラインを新しくしたり、改良したりすることは望ま

ない。最低限の安全性だけ望む。

 発注者側の要求と予算次第では欧米が求めるようなドキュメンテーションは可能ではあるが、

日本の現状を考えると中小企業だとそこまでは求めることは出来ないであろう。絶えずコスト

と時間との戦いである。

 外資系の食品会社の外国人担当者だと、日本の法律を越えた安全性を求めてくる。そういう

ところと議論をすると日本とのギャップを感じる。ただ日本国内の工場でもあるし、コストも限ら

れているため、どこまでコストと安全性のバランスをとるかが非常に難しい部分でもある。

4. セーフティインテグレータのビジネスの成立性に関して

 安全に特化したエンジニアリング会社は、今のところ日本には存在しないだろう。

 HCCAP は国が主導して各メーカに取得を働きかけたため気運が高まった。設備の安全に

関しても制度的に要求すれば気運が高まるだろうが、今のところはユーザ次第だろう。

 欧米のインテグレータが行っているようなことのニーズや気運が高まれば、日本でもビジネス

としては成功するかもしれないが、日本でも有効に機能することが立証できなければ、認めら

れないだろう。

 ある特定の地域の工場に対してエンジニアリング会社が、アンケートをとるなり、定期的に監

査に入ったりするような制度があるとよいだろう。外部からコンサルティングするのがよいだろ

う。

 建設業の安全は制度的に整備されており、コンサルタントも存在するが、製造プロセスに関

する安全に関しては存在しない。
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以上
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設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 議事録

ヒアリング先 生産設備エンジニアリング企業 D 社

1. D 社の業務内容

 自動車、FPD、半導体を三本柱として、エンジニアリングから機械設備の設計開発、生産設

備の据付までを事業としている。で事業展開している。

 D 社ヒアリング担当者が、1988 年にドイツで仕事をしていたときに、安全に関する基本的な

考え方や思想を肌身で感じ、生産性よりも安全性が優先されることを肌身に感じた。

 日本で設計した生産設備をドイツで立ち上げ、VDの検査にも立会い稼動に結び付けてきた。

これまでに、数十件を担当している。

 日本では、D社の三本柱の事業に関して、エンジニアリングから据付まで請負えるところは他

にないだろう。

2. システムインテグレーションの業務

 D 社の製品は、ほとんどが生産システムとしての提供である。D 社の単体機械の他に、他社

の専用装置が使用される。その際にはインターフェースも含めて、D 社がマネジメントするこ

とになる。ただし、その分の費用はサービス。

 他社の専用装置のインターフェース等のマネジメントに関しては、まさにシステムインテグレ

ーションの業務であるといえるが、その部分に関しての費用は請求できていない。これは、シ

ステムインテグレーションという業務が認識されていないことが問題であると考えられる。その

ために、インテグレーションに関する費用も見積もれないし請求もできない。

 システムインテグレーションという業務を明確に定義し、業界で明確に認識することができれ

ば、その部分の費用を見積もることもできると考えられる。費用を見積もることで、インテグレ

ーションの費用をサービスするにしても、費用を請求するにしても、生産システムを構築する

ために必要な機能として、インテグレーションを定着していくことができると考えられる。

3. 安全性の確認と責任

 実際には、設備ユーザの生産技術部門と一緒にマネジメントすることが多い。それに関して

の責任は、D 社の担当分は D 社、その他のプロセスについては各メーカの責任となる。トー

タルの責任については、設備ユーザの生産技術部門が持つことが普通。
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 多くの場合、設備ユーザから安全に関する要求仕様が出てくることはない。D 社から、レイア

ウトと制御システムについて提案することが求められることが多く、その中に、機械設備間の

インターフェースやゾーニング、スパムコントロールも含めて提案することになる。

 機械設備ユーザの使用条件が影響するため、通常、機械メーカでは責任は持ちきれない。

メーカからユーザに責任の引継ぎをすることになる。そのために、D 社では、操作説明書の

作成、使用者教育を実施している。

 安全性に関するコミッショニングは、テスト仕様書に基づきテストを実施し、その結果を報告

することになる。生産性については、通常は 24 時間の稼動で目標を達成することである。販

売の契約書の中で実施を規定している。

 アメリカ以外ではテストケースの作成は、D 社が行っている。アメリカでは、IEC 602044に基

づく安全要求仕様として明確に提示される。

 いずれにしろ、D 社にて安全仕様書を作成し、それを顧客に承認（approved）してもらうとい

う手順は国内外で共通である。

 完成した生産システムで何かしらの問題が発生した場合、D社の製造物責任として処理を迫

られることは考えられるが、これまでにはそのようなことは発生していない。

 リスクアセスメントについてはリスクアセスメント管理規定に従って、引合段階から、受注、構

想、設計、据付の各段階で実施している。

 アセスメントの条件については D 社が定めている。顧客の生産技術部とは、アセスメントの結

果をレビューするステップを設けている。

 ステーションを接続するコンベヤの使用、安全停止区分の設定、ガーディングで実現するの

かどうするか、等、安全に関わる具体的な仕様は D 社で決定する。

4. 産業界としての安全への取組み

 生産システムのエンジニアリング（インテグレーション）の部分を対価として認めてもらうには、

安全面からのアプローチが一つの方法であると考えているが、具体的な方法はまだ分からな

い。

 日本における機械安全、設備安全を一段階進めるには、各企業の単独の努力では限度が

あると感じている。企業付加価値を向上させるためにも、産業界で協力していくことが必要で

4 IEC 60204 Safety of machinery - Electrical equipment of machines 機械の安全性－機

械の電気機器 に関する一連のシリーズ規格
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あると考えている。

 産業の競争力を強化するためには、生産システムのインテグレーションと、安全のシステムイ

ンテグレーションの両面から取り組むことが必要と考えている。

 ノウハウのクローズが可能であるか、という点に関しては、可能な点と不可能な点があるだろう。

隠蔽する手段としては、ソフトウェアで隠蔽する方法と、契約により情報の流出を規制する方

法がある。ただし、契約には限界があるだろう。

 機械ユーザ、機械メーカ、コンポーネントメーカがそれぞれに協力できる仕組みがあり、統合

生産システムを作り上げていく仕組みが必要と考えている。そのためには、認証の仕組みが

必要とされるだろう。

 認証制度の構築にあたっては、認証できる企業と、コンサルできる企業が必要とされる。認証

については、TÜV 等の海外の認証機関に当面は依頼するとしても、コンサルは現状では見

当たらない。安全は個人に依存している面が強い。

 日本としては、今後も発展を続けるためには世界市場を見て、そこで通用するシステム構築

ができるようにならなければならない。日本市場は個別の方法でもよいかもしれないが、世界

市場には統合生産システムが必要と考えている。

5. システムインテグレータの役割

 D 社として、セーフティシステムインテグレーションの仕事の範囲、範疇を決めたものはない。

日機連の統合生産システム WG で、標準モデルを作成し、それに基づきモデルの解説と気

をつけるべきことをまとめている。

 要求分析から始まる V 字モデルに基づき、最終的に安全システムができたことを検証する仕

組みを提案する予定。それぞれの役割について、誰が、いつ実行するのかが決められてい

ないため、それを検討して提案することが必要とされる。

 基本的には、ISO 9001 の品質管理規定に類似したものであり、安全性に関して特化しても

のと考えている。

 インテグレータのミッションとして定義できれば、役割、責任を明確に示すことができるだろう。

それがないと、インテグレータの責任、生産技術部門の責任が明確にできない。

 品質管理規定では、統括表が定められている。構想設計、基本設計、詳細設計といった工

程の各段階で統括表を用いてバリデーションする人がおり、それが承認されたら次の段階に

進むことになっている。
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 社内文書として、安全マニュアルは作成されているが、更新ができていない。

 インテグレーションだけの仕事の依頼がないのは、その実施すべき内容が整理できていない

からだろう。整理するには文書で示すしかないが、それができていないために、対価として認

めてもらえないのだろう。

6. 注文と契約

 生産設備の生産品質については発注者の生産技術が担当するので、安全も含めてそれ以

外は D 社にお願いする、という注文が多い。

 据付して稼動しての確認において使用する材料については、どちらが用意するかは明確に

決められていない。

 安全に使用する部品も、時代とともに変わってきている。リレーがセーフティリレーになり、セ

ーフティユニットになり、PLC になってきた。

 多くの発注者の場合には、使用部品リスト、安全部品リストが提出され、それを使用して構築

という注文が多い。安全に関する明確な要求仕様はでてこない。

 そのリストでは全てはできないので、D 社から、それを変更し、このようにするという提案書を

提出する。

 契約社会の欧米では、役割と責任が明確になっており、仕様書、要求仕様も明確に提示さ

れることが多い。

 日本では、どこかが実際にインテグレーションの仕事をやっているが、それをどこも認識して

いない。業として認められていない。海外では、インテグレータが実際に存在している。

 アメリカとは 4つの文書の提出が要求される。HDD（Hardware Design Document）、SDD

（ Software Design Document ） 、 IFD （ Interface Document ） 、 SADD(Safety

Assessment Design Document)。SADD では、安全性確保に対するコンセプトがうたわれ

ている。

 D 社でも提出しているが、組織的には対応できていない。個人ベースでの対応になってい

る。

7. 人材育成について

 機械単体での安全に関しては考えられても、組み合わせると何が起るか分からない、という

面がある。特に経験がないと分からない。気づいて見えるようにすれば対策ができるのだが、
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気づかない人も多い。

 機械ユーザに確認しなければならない、ということを気づかない人もいる。規格を知らない人

もいる。

 発注者の生産技術部門が気づくことは可能。発注者も受注者もどちらも気づかないときが大

変。

 社内の人材を育成するためには、いかに動機付けをするかが重要である。そのためには機

会を与えることが必要であるが、現状の仕事を整理しなければならない。しかし、現実的には

注文処理に追われて、なかなか整理ができず人事育成も進まない。

 人材育成のプログラムを用意し、社内でも社外でもよいので、やる気のある人を集めて育成

教育を進めることが必要と考えている。

以上
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設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 議事録

ヒアリング先 部品メーカ E 社

1. 生産ラインの発注形態に関して

 生産設備の発注形態は 3 パターンある。

 機械メーカから単体機械を購入し、E 社でインテグレートする。

 E 社で設備を設計し、製作、据え付けは外注する。（このケースが一番多い。）

 E 社で仕様書を作成し、設計、製作、据え付けは外注が行う。

 いずれのパターンにしろ、設備の設計、手配を担当する設備開発本部か工場の設備課が、

設備を工場に引き渡すまで責任を持って担当している。設備設計の安全の責任については

設備開発本部が担当である。

 外注設計の場合、E 社のエンジニアリング部署が受け皿である場合や、外部の会社が行う場

合もある。

 いずれのパターンにおいても、社内基準に従ってリスクアセスメントを実施する。機械単体に

関しては、機械メーカが行う場合もあるが、ほとんどの機械メーカはリスクアセスメントを行って

いない。リスクアセスメントが行われていない場合は、E社でリスクアセスメントを行う。E社がリ

スクアセスメントするケースが圧倒的である。

2. リスクアセスメントや改造等に関して

 リスクアセスメント行っている機械メーカは、その企業の基準に従ってリスクアセスメントすると

ころもあるし、E 社の社内基準に従って行う企業もある。

 E 社の設備の開発フェーズは、企画構想設計、詳細設計、製造となっているが、リスクアセス

メントは詳細設計の後に行う。作る前に行うことが社内基準で求められる。

 リスクアセスメントは改造したとき、変更時点でも行うことにしているが、それは工場が担当す

るため、すべて行われているか実態はよく分からない。設備開発本部が改造を担当した場合

は、必ず行っている。

 設備の改造の承認に関しては、改造規模のレベルで定められており、そのレベルによって設

備開発本部の許可が必要なものもあれば、工場の判断で行ってよいものがある。基本的に

は大きな改造、企画構想設計段階の見直しが必要な場合に関しては、設備開発本部の許

可が必要である。
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3. 設備設計に関して

 設備開発本部だけではなく、製造技術部門の従業員や製造現場の従業員が一緒になって

設備を設計している。作業マニュアルや変更管理は、工場の設備指導課が主体で行ってい

る。

 製造した製品の品質保証に関しては、品質保証担当が行い、その結果が設備開発本部に

フィードバックされる。要求される品質の中で、安全要求は何かを検討し、要求される作業が

実現できるかを設備開発本部でレビューしている。

 内部で設備設計を行っている歴史経緯として、製造プロセスは企業秘密であり、その製造を

行う設備に関しても秘密にしたいというところにあると思う。

 設備設計は、基本的には製法ありきで、その製法を実現する機械を検討するのが企画構想

設計の段階である。

 設計そのものの承認は設備開発本部が担当しており、最終的な承認はその機械を使用する

部門の課長が設備製造許可を行う。したがって、設計時のリスクアセスメントの承認は設備開

発本部である。

 社内基準は、ISO、IEC の国際規格をもとにしている。社内では 1999 年頃から国際規格を

準拠するという姿勢になり、毎年見直しを行っている。最近は ISO、IECが JIS化されている

ので、JIS を参考にしつつ、E 社の環境条件にあわせて社内基準化している。

 海外工場の設備も社内基準と各国の法律をもとに設計、製造している。欧州であれば CE マ

ーキングに適合している。

 設備開発本部の Safety Engineer(SE)は、設備のリスクアセスメントのレビューを行っている。

工場にも SE を配置して、リスクアセスメントの妥当性確認を行っている。SE は、設計レビュ

ーにも参加している。

 Verification & Validation の結果は、設備開発本部の設計担当の課長かユニットリーダが

承認を担当する。

 工場の保全に関しては、設備課の中にある保全担当が行う。基本、保全は外注していない。

クレーンやエレベーターなど法的にメンテナンスが要求されるものは、外部の専門会社で行

ってもらっている。
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4. Safety Engineer と教育に関して

 システムインテグレータである設備の設計者、安全担当、工場の SE に対しては、設計技術

者研修を行っている。SEに関しては年に 2、3回の研修を行っている。設計者、SEに対して

はセーフティーアセッサー資格の学習をさせている。

 社内で SE 教育を広めていこうという方向である。

 教育の課題に関して言えば、全国各地の工場で行いたいが、物理的に制約があることであ

る。どうしても教育は東京中心になってしまう。

 正社員、社内の派遣社員は平等に受けさせている。関連会社、外注先の企業に対しては、

今のところ行っていない。

 海外工場の外国人社員に対しても、日本に来てもらって教育している。

5. 外注企業に関して

 E 社が外注として活用する企業で、リスクアセスメントできる国内企業は大手ぐらいである。ほ

とんどの機械はリスクアセスメントされていないので、E 社で行っている。

 個人的な感覚として、数年前であるが、中小企業でリスクアセスメントを認知している企業は

ほとんどなかった。最近は、リスクアセスメントという言葉自体の認知度は向上したと思う。

 リスクアセスメントを機械メーカに求めているかは全部把握できていないが、1999年からE社

でリスクアセスメントを行っているため、リスクアセスメントは自分たちで行うことであり、機械メ

ーカに要求することではないと発注の担当者は思っているかもしれない。

6. 事故等の安全に関する情報に関して

 自社内の設備の事故や故障の情報に関しては、データーベースに蓄積しており社内に公開

している。

 外部から購入した機械に安全上問題がある場合は、機械メーカに申し入れをし、対策につ

いて回答させる。ただし、標準品を購入して、そのまま使うことはあまりなく、自社の設備にあ

わせて改造していることもあり単純に機械メーカの責任とはいえない部分もある。

7. その他

 シーケンサーなど安全を立証するためには膨大な時間と能力が必要であり、今後さらにその

ような規格が増えてくると社内では対応できなくなってくる。そういう意味で、今後のリスクアセ
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スメント等の規格の動向に関心がある。

 生産設備以外に組作業や搬送系(AGV)の事故が結構存在するので、それの対策も考えて

いく必要がある。

以上
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「セーフティ・システム・インテグレーションの
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