パネルディスカッション
The Japan Machinery Federation

パネルディスカッション
テーマ 『リスクアセスメントの推進・定着』
●モデレーター：
向殿 政男氏 明治大学 理工学部 教授
●パネラー：
小平 紀生氏 三菱電機（株） FAシステム事業本部
機器事業部 主管技師長
西條 広一氏 オークマ（株） FAシステム本部
主管技師
志賀 敬氏
富士重工業（株） 群馬製作所
人事部 安全衛生課
高岡 弘幸氏 旭硝子（株） CSR室
環境安全保安統括グループリーダ
宮崎 浩一 （社）日本機械工業連合会
標準化推進部 部長代理
（発言者敬称略

文責：日機連標準化推進部

禁無断転載）

（向殿）
それではパネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。なるべくホット
な話題で激しい議論でもできればというふうに思いますのでよろしくお願いします。
リスクアセスメントを推進してどうやって定着させるか、ということをメインにディスカ
ッションさせて頂きたいんですけれども、発言する前に、宮崎さんと西條さん、私も話を
しましたから、残りの 3 人にそのまま座ってもらうのは少し不公平の様な気がしますから、
御三人にそれぞれ 10 分程、自分のご意見をお話し頂いて、終わってからパネルに入る、と
そのようなやり方にしたいと思います。それではまず高岡さん、よろしくお願いいたしま
す。

『AGC グループが目指す機械安全』
（高岡）
ＡＧＣ旭硝子の高岡でございます。向殿先生がモデラーを務められるパネルディスカッシ
ョンでございまして、張り切ってスライドを作ったんですけれども、10 分しかございませ
んのでほとんど飛ばさせて頂きます。
旭硝子のグループは、ガラスをコアテクノロジーとしました素材製造業でございまして、
ご覧のように 1600 度以上でガラスを溶解する窯もございます。グループの中で、機械の設
計部門を持っておりまして、製造は 100％社外なんですけれども、保全部門、製造部門を持
っております。

皆さんのお手元にございま
すここから始めたいと思いま
す。
これは石村が社長になりま
して、2008 年に安全衛生基本

AGCグループ労働安全衛生基本方針 (2008.03.28改訂)
AGCグループは、「安全なくして生産なし」という安全衛生のポリシーの下に、各階
層の管理者が自らの安全衛生に対する考え方を明確にし、これを働く部下全員に
浸透・共有化させ、一人ひとりが安全衛生活動を推進することを目指します。
すべての労働災害・職業性疾病に着目し、安全衛生パフォーマンスの継続的向上
を図るために、次の5項目を「安全衛生活動推進の柱」として積極的に展開します。

1. 仕組みとしてのOHSMSを活かすために、リスクアセスメントのレベル
アップを図ります
2. 従来型安全活動をマンネリ化させずに継続して実施します
3. 管理者は部下を家族と思って守り、職場の安全を実現します
設備の本質安全化、作業環境の継続的改善を図ります
4. 安全衛生活動はラインの生産活動の一部と認識して実施します安全
衛生担当部署はライン管理を適切にサポートします
5. 全員で参加し、形式ではなく本音で安全衛生活動を実行します

方針を改定いたしました。「安
全なくして生産なし」という本
田宗一郎さんの言葉をポリシ
ーにいたしました。5 項目ある
んですけれども、その第一に、
仕組みとしての OHSMS を活
かすために、リスクアセスメン

代表取締役社長執行役員 石村 和彦
5
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トのレベルアップを図ります。
ここでのポイントというのは、

石村社長の安全ポスター

仕組みである OHSMS、それか
らリスクアセスメントのレベ
ルアップ、というのがポイント
でございます。このようなポス
ターも作りまして、「安全なく
して生産なし」を広めているわ
けでございます。
次に設備安全の基本方針を
定めまして、今、向殿先生や皆
さんのお話にもありましたよ
6
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うに、国際安全規格に基づいた
設計をして行かなければいけ

AGCグループ設備安全基本方針 (2008.12.19)

ないということを、この基本方

1. 基本方針；

針の中に謳っております。その

– 設備産業であるAGCグループは、設備安全を指向し、その手
段として設計リスクアセスメントを活用し、『国際安全規格』に
準拠した設備を導入する

手段として、設計のリスクアセ
スメントを行っていくという

– 既存設備に関しては、従来からのリスクアセスメントを活用し、
優先順位を付けて『国際安全規格』に準拠した設備に改善し
ていく

ことです。また、緒についたば
かりですけれども、国際安全規

2. 実現に向けた施策

格を社内で普及するために，セ

– 『国際安全規格』を社内に普及するため、設備部門/環境安全
部門が率先して『セーフティアセッサ制度』を導入する

ーフティアセッサ制度という

– BPにも『セーフティアセッサ制度』導入を働きかけ、2010年4
月からはすべての新設・購入設備に対して設計リスクアセス
メントを実施する

ものに乗っかっております。こ
れは後でもお話ししますけれ

9
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ども、向殿先生が委員長を務めておられる私的な機械安全資格者制度でございまして、い
よいよ今年の 4 月からすべての新設購入設備に対して設計リスクアセスメントを実施して
いくのだ、という方針を定めております。
一方、経営者の言葉として今後高齢化社会に向かっていく中で、少なくとも、我々のよう
な設備産業では、安全な機械でなければ国内の製造業は成り立たない、ということを常々
申しております。
これが、今日のお話の中核で

AGCグループが目指す機械安全の姿

ございまして、やはり、このよ

リスクアセスメント表

リスクアセスメント
＜アセスメント専門家＞

設計部門

うな安全の仕組みを作ってい

設計リスクアセスメント

く場合に非常に重要なのは、ひ

設計・製造者により講じられる防護方策
本質安全設計

とつには仕組みであり、ひとつ

P
安全防護&付加防護方策

には中身であるわけですけれ

使用上の情報の作成

機械据付
事前安全審査(2)
試運転

D

事前安全審査(3)
稼働承認

使用上の情報提供

ども、この事前安全審査という

リスクは適切に
低減されたか

のは、プロジェクト規模にもよ

No

製造部門

Yes

使用者リスクアセスメント

事前安全審査(1)

りますが、最大限で 3 回実施を

本質的安全設計の内可能なもの

機械製造
安全防護&付加保護方策
C

いたします。1992 年から実施

A

をしておりまして、グループの
中に定着しております。以前は

工場導入部門

使用後に得た知見等の伝達
11
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設計段階の設備診断というのは、図面を用いて説明をしておりました。しかし相手が環境
安全部門であるとか、製造部門ですので、図面ではなかなか伝わらない、あるいは設計者
も機械安全を熟知して設計しているわけではないので安全の抜けが発生する。こういうこ
とでここで宮崎さんのお話にもありましたけれども、設計のリスクアセスメントを取り入
れて、スリーステップメソッドで機械安全を図っていく、そのアウトプットであるリスク
評価表を基に事前安全審査の第一段階を行い、そのあと機械製造に移っていく、そのよう
な仕組みにしたいと思っております。第二段階は機械の据付後・試運転後に事前審査を行
いまして、最終的には工場長の承認がなければ稼動ができない。これが AGC グループの機
械の安全の仕組みです。
一方、製造部門では稼動後に、使用者のリスクアセスメント、これも機械の包括基準の中
に記されておりますけれども、使用者のリスクアセスメントを継続的に行っていってライ
フサイクルの中で安全を確保していく、これがＡGC グループで目指している機械安全の姿
でございます。
私も昔は電気設計をしていたんですが、試運転や稼動の直前は非常に負荷がかかっており
ました。結果として、この時に不具合を指摘されると稼動が遅れたり、あるいは費用がか
さんだりということが発生しておりました。それを設計リスクアセスメントの仕組みでも
って、仕様あるいは設計の段階で十分に力を注ぐことによって、試運転稼動の時のパワー
を少なくしていく、トータルとして安全な設備ができるとともに、トータルの安全対策コ

ストも削減していこうと、この
います。

設計リスクアセスメントによるフロントローディング
仕事量

ようなことが今の狙いでござ
しかしながら設計のリスク

今後は仕様・設計に重点を置き、試
運転での手直しを少なくし、安全な
設備を導入する。
設計リスクアセスメ
ントによるフロント
ローディング

アセスメントを行っていくこ

従来は仕様・設計より試運転に仕事
量が集中し、結果として稼働が遅れ
たり、手直しが発生していた。

とは、あるいは国際安全規格に
基づいた設計を実施していく
ということは非常に難しいこ
とでございます。この仕組みづ
くりはもう 5 年行っているの
仕様・設計

ですが、国際安全規格を理解し

製作・据付

試運転

稼働

12
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ている人が非常に少ない、とい
うことがポイントでございま

設計リスクアセスメントを実施する上での阻害要因

す。そのひとつの解決策としま

1. 従来は既存の機械を見ながらリスクアセスメントを実施して
いたので不安全箇所がわかりやすかった。

して、2004 年から開始されて
いますセーフティアセッサ制

2. 設計時に国際安全規格に準拠した設計が求められるため、
国際安全規格の理解が不可欠となる。

度、これを社内に広めていくと

3. 機械・電気設計者は、大学で安全についての教育を受けて
おらず、国際安全規格の教育は社内では困難。

いうことを実施しております。
これがセーフティアセッサ制
度の 3 つの段階でございます

国際安全規格の習得手段として、2004年から開始された『セー
フティアセッサ制度』 (安全技術応用研究会、NECA、日本認証、TUVラインラ
ンドなどが協力して実施している資格制度)を活用

けれども、リード・アッセサ、
セーフティアセッサ、サブ・ア
セッサとございまして、今年か
13
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ら、NECA、JC に働きかけま
して、セーフティ・ベーシッ

セーフティ・アセッサ制度

ク・アセッサというもう少し基

「企業の設計者／安全管理者」に「スキルを習得する機会」と
「3段階の達成度評価のしくみ」を提供する。

礎的な資格を作って頂いて、今

セーフティ･リード･アセッサ

年から運用を始めました。

＜アセッサのリーダとして第三者評価ができる＞
アセッサに専門知識／実務講習を加え、「第三者とし
ての安全性の妥当性判断の総合力」を評価する。

今後どのようにしていくか
ということなんですが、いよい

セーフティ･アセッサ
＜アセッサの知識を習得／発揮できる＞

よ来月からこの設計のリスク

サブアセッサに専門知識／実務講習を加え、「安全
性の妥当性判断の総合力」を評価する。

アセスメントが 100％スター

セーフティ･サブ･アセッサ
＜アセッサの基礎知識を習得している＞

トするわけですけれども、この

アセッサに向けた基礎知識の習得度を評価する。認定
後、実務経験を積み、アセッサを目指すことを推奨する。

次は東南アジア、ここに非常に
沢山の工場を持っております

カード例

サブアセッサの下位資格として『セーフティ･ベーシック･アセッサ』を創設
14

ASAHI GLASS CO., LTD. CSR Office

ので、まだまだ機械安全が遅れている東南アジアでいかに機械安全を果たしていくか、と

いうことでございます。そのた

今後のAGCグループの機械安全の方向性

めに、先ほど申し上げたセーフ
ティ・ベーシック・アセッサを

1. 東南アジアへの『国際安全規格』の普及

英訳しまして、この資格をアジ

– Topからの要請＋現地手配設備の安全化の遅れが現実に存在するこ
とを認識

アの中に広めていく、それと共

– NECA、SOSTAPに働きかけ、サブアセッサの下位資格(セーフティ･
ベーシック･アセッサ)を新設

に AGC グループの設備安全の

– 2日程度の研修と資格試験を実施し、東南アジアでのセーフティ･ベー
シック･アセッサの普及を目指す

設計基準である、自動機械設備
設置安全基準というのがあり

• AGCグループ関係会社の製造拠点、韓国、中国、台湾、フィリピン、インド
ネシア、タイで資格保持者を2010年から養成(2009年準備期間)

ますけれども、これも既に英訳

– 『自動機械設備設置安全基準』(AGCグループ設備安全設計基準)改訂版の
英語版を作成し、東南アジアへの普及を行う

が終わっておりまして、これを
説明しながらベーシック・アセ
19
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ッサを広めていく、とそういう

今後のAGCグループの機械安全の方向性

活動をしていきたいと思って
おります。

2. 製造部門への『国際安全規格』の普及

一方国内では、製造部門、あ

– セーフティ･ベーシック･アセッサ資格を『安全管理者研修(機械安全
編)』として、社内研修を実施し、設備事前安全診断の受取手である
製造責任者、課長補佐クラスへの資格普及を目指す

るいは業務とか資材といった
間接部門に対してはセーフテ

3. 設備設計部門、環境安全部門は、セーフティ・サブアセッサ
から、セーフティアセッサを目指す

ィ・ベーシック・アセッサを広

– 2年以内にサブアセッサ人口を現在の2倍に増やす

めていきまして、設備部門はセ
ーフティ・サブ・アセッサ以上
を取るということで、設備部
門・製造部門・環境安全部門の
中にセーフティアセッサ資格

20
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を持った人を増やしていきながら機械安全を図っていきたい、という具合に思っておりま
す。以上でございます。
（向殿）
高岡さんどうも有難うございました。10 分に区切ってしまって申し訳ありません。大変
流れは良くわかりました。社長の言葉の中に「安全」という言葉が入っているのはたいし
たものですね。後で議論することにいたしまして・・
次に富士重工の志賀さんのほうから、ユーザーですけれど自動車を作っているメーカーで
もあるとそういう立場でまた少しお話しを、また 10 分でよろしくお願いします。

『生産ラインでのリスクアセスメント活動』
（志賀）
お世話になります、富士重工の志賀と申します。よろしくお願いします。私のほうからは、

今お話しがありましたようにユーザー側の立場として、私が実際に所属しているのが工場
側の安全を見ている立場ですので、リスクアセスメント活動のもう少し泥臭いところの話
をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
私ども富士重工というのは、
概要としましては自動車と航

当社の概要

空機と産業機器を作っている
宇都宮製作所

群馬製作所

メーカーですけれども、その中

葛生

で私が所属しているのは、群馬

宇都宮

太田

製作所というところでありま

スバル研究実験センター

北本

テストコース

す。こちらのほうは群馬県の太

東京事業所

三鷹

新宿

田市で、自動車を軽自動車から
小型車まで作っているところ

研究開発部門
（エンジン・トランスミッション）

埼
玉
製
作
所

本社

であります。
事業所の概要としましては、
自動車の製造業で、この中で主
要機械、私どもが使っている機

2

事業所の概要

械というのは車を作っている
メーカーですから、大型プレス、
加圧重量が 50ｔ以上くらいの
プレスを約 36 台、産業用ロボ
ットといわれるものを 2000 台
以上使っています。あとは工作
機械が 3000 台以上、その他に
射出成型機、搬送機器など多種
多様な物を使っております。そ
ういったものを使っています
ので、機械がかなり大掛かりな
ものですから、持っているエネ

当事業所 自動車製造業
使用設備・機械
大型プレス（約36台）、産業用ロボット（約2,000台）、
工作機械（約3,100台）等多種多様な機械を使用
↓
機械が持っているエネルギーが大きい為
被害があった場合に大きな災害となる
3

安全の概要

ルギーがかなり大きいです。そ

安全 ・安全衛生委員会 ・安全巡視
・安全立会い ・KYT活動
・リスクアセスメント活動
・OHSMS
災害の件数
→ １０年前と比較し１/６に減少
近年→ ・災害件数が横這い状態。
・まだ重大災害が発生

のため、被害・万が一事故が起
きた場合には、過去にもありま
すけれども、大きな災害となる
のが私どもの状態です。
今、私共がおこなっている安
全の概要としましては、基本的
にはマネジメントシステムを
4

運用しているんですけれども、その他にも、安全衛生委員会をしっかりと運用するである
とか、トップの巡視・各階層毎の巡視をきめ細かくしたりであるとか、あとは安全立会い
と書いてありますけれども、設備の稼動する前、新規の設備を導入した場合にはまず稼動
前に安全管理者という立場の人、あとは所属の安全担当という立場の人もいますのでそう
いった方が、あとは私共安全衛生課の人間が、その設備が本当に安全かどうか、きちんと
稼動できるかどうか、作業者の立場から見て、危険がないかという形で確認をしている、
ということを行っています。あとは一般的なＫＹＴ活動であるとか、リスクアセスメント
活動、こちらのほうは後で説明をしますけれども、小集団活動の中で、私共の改善活動の
中でリスクアセスメント活動をしている形となっております。災害の件数としましては、
10 年前と比べて、6 分の１くらいに減少していますけれども、最近はなかなか数字が減っ
ていかない、数年に一度です
けれども重大災害が発生し

当所リスクアセスメントの概要

ているという形になってお
ります。そういった中で今、
私共が何をしていかなくて
はいけないかということで、
リスクアセスメント活動を
しっかり行っていこうとい
う形になっております。
私どものリスクアセスメ
ント活動というのが、1997
年から導入しておりまして、

○既存設備に対しリスクアセスメントの
試行
→ 97年より導入
○小集団活動（全員参加：個人の意識向上）
○自主改善 → TPM活動に取り込んだ
改善活動
○リスクアセスメント時の前提条件
「機械は壊れる、人はミスをする」
5

先ほどお話ししましたけれ
ども、私ども小集団活動を基
本としております。私どもＴ
ＰＭ活動というものをおこな
っておりまして、こちらのほ
うで、あるグループの中で、
色々な改善活動、クオリティ、
品質を上げるであるとか生産
性を上げる、そういった改善
活動の中で、リスクアセスメ
ント活動も自分達の職場を安
全にするとともに、一緒に行
っている仲間の安全を確保す

当所リスクアセスメントの流れ
○全員参加 → グループ員全員で危険源を特定
し共有化を図る。
↓
○危険度の決定 ・・・ グループ員の総意で
危険度を決定する
↓
○リスクの管理 ・・・
危険源を本質安全化するか、出来なければ
残った危険源で怪我が出ないように管理する。
6

るということで、リスクアセスメント活動を導入しております。その際に、私ども昔なが

らの会社でありますから、昔は

当所リスクアセスメントの流れ

教育をすればなんとかなる、で
あるとか、説明をすれば怪我は
無くなる、という考え方のもと

・潜在リスクの顕在化

でおこなっていたのですが、な

・作業者のリスク感性の向上

かなかそれではなくならない、

・管理者、作業者の共通認識が
出来る定量評価の為、客観的に
評価できる。

といったところで、リスクアセ
スメント活動を導入する際に
はまず、｢機械は壊れる｣といっ
たことをまず従業員に意識改
革させました。それから、人は

・残留リスクの管理と継続的改善
7

ミスをするものだ、指示・命令
をしていればそれで大丈夫、人はミスをしない、ということをどうしても往々にして考え
てしまうのですけれども、そういったことではなくて、まず、人はミスをするんだよ、手
を入れてはいけないと言っても手を引いてしまうとか、足を出してはいけないとか足を出
してしまうとか、そういったことがあるんだよということをまず従業員・グループ員によ
く理解をしてやってもらっているという形になっております。それをやることによって、
全員参加でやっております。グループ全員がそういったリスクアセスメント活動をするこ
とによって、危険源を特定した場合に共有化を図るといった形をとっております。グルー
プ員、あるＡという人はこの危険性を知っていました、Ｂという人は全然わからなかった、
そういった部分をグループで話し合って共有化することによって、Ａという人が知ってい
た部分もＢも共有化できる、そういったことを進めております。あとはリスクアセスメン
トを行った上での危険度の決定ですけれども、これもグループ員の総意で決定をするとい
う形になっております。これは、ある上の人が「ここはこういう風に危ないんだ」「ここは
大丈夫」とかいう風にある特定の人が決めるんではなくて、皆がその職位ではなくて、年
齢・男女を問わず、お互いに話し合って理解をして、そうだよね、というところの総意で
決定をするようにしています。
最終的に残ったリスクですけれども、そういった危険度をやった中でのリスクに関しま
しては、危険源の本質を安全化するという形でやっていきます。ただなかなかそれができ
ないところがありますので、できない部分に関しては管理をして、残った危険源・残留リ
スクと言われるものになりますけれども、それに関しては、怪我が出ないように、これは
しっかりと管理をしていく、物的対策が打てるまではしっかり管理をする、という形でや
っております。
リスクアセスメントの中でやっていることに関しましては、まず繰り返しになりますけ
れども潜在リスクの顕在化ですね、先ほど言ったように隠れているリスク、それをまず表
に出すことをやっております。あとは作業者のリスク感性の向上ですね、先ほど言ったよ

うにグループの中で色んなディスカッションをしますので、先輩から後輩もしくは熟練作
業者から未熟練の人にそういったディスカッションをすることによってリスク感性が向上
していく、あとは管理者・作業
者の共通認識ができるというこ
とで、定量評価ですね、リスク

当所リスクアセスメントの対策・考え方
≪徹底的な危険源からの隔離≫

アセスメントをすることによっ
て定量評価をできますので、客

理想 → 本質安全化

観的に評価できる、だからどこ
を優先的に対策を打つかといっ

実際 → 生産設備としては本質安全化は難しい

た形でこれがわかるような形で
行っています。残った残留リス
クに対しても、このリスクはこ
ういった風にリスクが高いよ、
とお互いにわかりますのでそう

一番確実な安全確保は危険源と人を隔離する
（距離及び時間）
※災害発生 → 人と物とが異常接触することによって発生。
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いった形で管理を継続的にして
おくという形になります。
当初リスクアセスメントの対
策の考え方としましてまず、物
的な対策があります。その中で、
本質安全化を理想としているん

隔離

ですけれども、実際の生産設備
として、本質安全化はなかなか
難しいというのが現実的なとこ
ろです。それで一番確実な安全
確保というのが危険源と人を隔
離する、という形で私共はまず
物的な対策を打っております。
こちらにあるようにカバー、

9

時間的な隔離

私ども最初にやったのは徹底的
に隔離をする、カバーをかける、
というのを最初にやりました。
あとは時間的な隔離、こちらの
ほうで、どうしても生産設備で
すから物の出し入れというのが
ありますので、そこに関しまし

作業を行う場合機械を停止さ

てはどうしても人が関与します

せ時間的に隔離を行なう。
10

ので、時間的な隔離、ライトカーテン等そういった物を使って人が入った時には動かない、
人が離れた場合には動くという時間的な形をとりました。
こちらにありますように、設
計段階からリスクアセスメン

設計段階からのリスクアセスメト
未実施機械

トをしていない機械というの
は、かなり見て頂きますと危
ない様な状態になっておりま
す。これで怪我をしているの
が過去には実際のところでし
た。それでこういったものに
しっかりとカバーをしていき
ましょうという形でやってい
ます。こういったカバーです

11

リスクアセスメントをせず
に導入した機械

ね、こういったところに関し
ましても、まるっきり手が入
る状態のところで挟まれると

カバーに隙間
がある場合

いうのがありましたので、こ
ういったものも隙間を埋める
という形で行いました。徹底
的に囲ったあとにあとは安全
装置というものがついてきま
す。人がメンテナンス、トラ

トンネルカ
バー等で
防護

ブルシューティング等をする
場合にはどうしても人が入ら
なくてはいけない、そういっ

12

た場合に関しては今度、今まで
セーフティプラグとかリミッ
トスイッチというものを使っ
ていたんですけれども、これだ
となかなか作業者がいじって

今までの安全機器

しまうことによって安全確保
できない、という形になってお
りましたので、こういったもの
もガードを開けた場合には必
ず止まる安全確認型のスイッ
チを使うことによって、安全
14

を確保したというかたちに
なっております。

ガードを開けた場合に確実に止まる装置

あとは注意のほうになりま
すけれども、それだけではなか
なか最終的には、「人」の部分
も残ってきますので、そういっ
た部分に注意表示をしてまだ
こういった残留リスクが残っ
ているのでそういった部分に
も注意をしてくださいという
形でやっております。
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私共こういった形で生産設

注意

備に対してやってきたんです
けれども、なかなか既存設備に
対して安全対策を打つと、私ど
もの計算によると、イニシャル
から比べて大体 15％くらいの
安全対策が掛ってしまう、とい
った形で結構なお金がかかっ
てしまう、あとは時間もかかっ
てしまうといったことが多い
ので、やはりリスクアセスメン
トというのは設計段階からき

ガードで安全防護をしただけ
ではなく、作業者にリスクが
ることを注意書きでリスクが
16
あることを促す

ちんと安全、危険源のリスクを

まとめ

把握して、設計段階から織り込
んでいくのが必要だなという
ふうに考えております。

○ 既存設備の安全対策は時間とお金が掛かる
↓
設計段階での安全対策が重要

リスクアセスメントをしっ
かりと行って、それに対してリ
スクに対応した安全対策を打
つのが重要だなという形にな

○ リスクアセスメントを行い、リスクに対応した
安全対策が重要

っております。私共としまして
も、群馬製作所としましても、
ＩＳＯに準拠した生産設備の
安全基準を作っていますけれ

17

ども、それで設計段階のその仕様に従って設備を入れていくということを順次、今進めて

いる段階でおります。以上です。
（向殿）
どうもありがとうございました。志賀さんのほうから使用者のリスクアセスメント、97 年
からやっているということで相当歴史があって、結論を言うと、設計の段階からリスクア
セスメントをすれば相当安く済む、という話がありましたけれども・・
それでは次にメーカーの立場ということで小平さん、また 10 分ですみませんがお願いしま
す。

『産業ロボットの持つ危険性とリスクアセスメント』
（小平）
ネタは 3 時間でも 4 時間でもあるんですが、10 分しかないので残念ながら手短に行いま
す。私の場合メーカー側の立場でございますので、製品側から見た安全についての話を少
ししたいと思います。
これは皆さんご存知のこと
とは思いますけれども、産業用
ロボットというのはある意味
では危険な製品でございまし
て、現に死亡事故が何件か起き

【産業用ロボットの危険性】

産業用ロボットが持つ危険性の背景
☆産業用ロボットは、もともとフレキシビリティと汎
用性を特徴とするが、これらの性質は本質的な
危険性も併せ持っている。

ております。どこにそういう背
景があるかというと、産業用ロ

産業用ロボットの特徴

ボットのもともとの本質と裏

・プログラマブルである
・汎用性のため可動範囲が広い

腹なんですけれども、フレキシ
ビリティが高いというのがこ
の製品の特徴ですので、当然プ

・ティーチング作業により現場の不
確定さを吸収する

ロボットの動きは完全
に予測・把握し難い。
（プログラマ≠オペレータ）

ティーチング作業は
本質的な危険作業
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ログラマブルだし、稼動範囲が
広いし、これはメーカー側が必ず設置面積に比べて稼動範囲が広いよと言うんですけれど、
これは安全から言うと非常に危険な話になるんですけれど、もともと汎用的な製品で、色々
使えるがために、結構危険な部分があるということで、第一点目は、動きが完全に予測・
把握し難い、プラグラマブルですから。もうひとつは、プログラムを組む人とオペレータ
が大概違いますので、色々なエラーリカバリーの時に思わぬ動きをしたりするというよう
なことが結構ありまして、その辺での齟齬も出てくる。それからティーチング作業という
ものがございまして、実はティーチング作業というのは産業用ロボットのメリットを最大
限に生かすために今のところ不可欠なのですが、これは早くなくしたいんですけれども・・
これが実に危ない作業でございまして、電源の入っているロボットの横に立つという、本
質的な危険も持っているということで、実際に本質的な危険も持っているような製品であ

る、とお前はそういう危ないものを売っているのかという話に・・実はその通りでござい
まして、危ないけれども役に立つものを売っているという・・。
これがティーチング作業でご
ざいます。ご覧になって頂くとわ
かるようにこれはきちっとまず

【産業用ロボットの危険性】

ティーチング作業は本質的な危険作業

安全柵で囲って、ロボットに対し
てこういったティーチングペン
•

ダントでティーチングするわけ
ですが、当然これは電源が入って

•

いるわけです。実はロボットにつ

•

きましては、
比較的細かい安全通
•

則がございまして、ティーチング
時間時には最大速度ここまでし

電源の入ったロボット
を使った現物あわせ
作業である。
覗き込むことが必要
になることもある。
操作座標系（ＸＹＺ系、
関節ごと動作）は慣
れないと混乱しやす
い。
安全柵の中での作業
になるため、かえって
逃げ道が無い。

か上がってはいけないであると

3

かいろいろあるんですが、結構イ
ライラする作業なんです。そういうところでこういうティーチングペンダントを使いまし
て、操作をするけれどやはり色々混乱しやすい、それから実は安全柵で囲われているから
逃げられないんですよね、ということで基本的には危ない作業である、ということを十分
に把握しておく、我々としては当然認識しているんですけれど・・。
それから事故ですが、通常の
自動運転中はほとんど起きませ

【産業用ロボットの危険性】

ん。自動運転中は完全に隔離され

産業用ロボットで起きる事故は？

ますので、産業用ロボットの場合

【産業用ロボットによる人身事故】
通常の自動運転中はロボットが完全に隔離されるためまず事故
は起きないが、
にはともかく、隔離、隔離なんで
①トラブルの復旧作業中
（主として生産設備オペレータが作業）
す。危ないところは全部隔離しろ、
②システムの立ち上げ作業中
（主としてシステムインテグレータが作業）
人が寄るなと、だけれど先ほどの
に事故が発生する可能性が高い。

例えばティーチング作業みたい
な隔離のできない作業、
そこで事
故が起きる。
実はティーチング作
業はまだいいのですが、
ティーチ

• この二つの作業では駆動系の電源が入った状態のロボットの動
作範囲内に人が立ち入る必要があり、過去の死亡事故はすべて
①か②の状況下で発生。
• 最近の2009年7月に発生した死亡事故は、夜勤でのワークの詰
まり程度のちょっとしたトラブル解消作業時に発生している。
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ング作業というのはプロフェッ
ショナルがやるんですね、ところがこちらの①番のトラブルの復旧作業、これが事故の元
になります。判りやすく言いますと例えばワークが詰まってしまったのでオペレータの方
がそのワークを「ドン」とど突きに行くと、言うような簡単な作業なんですね。そうしま
すと、そこで一番油断も発生するし、色んなことが起きるということで、過去の死亡事故
の大筋はここ、①番です。②番も当然システムの立ち上げ中にそのティーチングをしてい

るときに、色んな事故が発生するというのがございまして、これは実はちょっと違う側面
があって、これは最後に一言だけご説明します。ということで、実は残念ながら去年、2009
年の 7 月に死亡事故が発生しております。言い訳をしますと、当社のロボットでないので
詳しい情報が入ってきていないのですが、実際には報道と、業界のほうから情報を得たと
ころによりますと、夜半、夜中の作業で、非常に簡単なシステムなんですね、コンベアー
にワークが流れてくるんですけれども、恐らくですけれども、例えば段ボール箱がコンベ
アーの上で詰まった時に、オペレータの方が中に入って、それを直そうとした。直すこと
自身は簡単だったんですが、きっと直す時にどうやらロボットの電源が入ったまま入って
しまったみたいなのですが、直した瞬間にどこかリミットスイッチがきいて、イネーブル
化されてロボットが動き出して首を挟まれた。そういう事故なんです。たいがいの死亡事
故はこのパターンです。それからロボットについては過去、私の知っている範囲内で 6 回
死亡事故が起きていますが、そのうちの 3 回がこのパターンです。そして 2 回がティーチ
ングのパターンです。ティーチングのパターンのほうは、実はかなり使い勝手上の問題が
発生するということで、これもちょっと最後にまたお話しをします。
それから産業用ロボットで
考えなければいけないのは、最
初に向殿先生のご講演にあり
ました、いわゆるシステムイン
テグレーターであるとかエン
ドユーザーと最後のロボット
メーカーがどう協力するかと
いうことなんですけれど、わか
りやすくお話ししますと、いわ
ゆるロボットというのは、半完
成・半完結製品なんです。何か

【産業用ロボットの生産財としての特性】

産業用ロボット自体は半完結製品
（部品と完結製品の中間的製品）
部品：サーボモータ、
インバータ、制御機器、
減速機、構造部材
使用目的が明確で、必要仕
様を使う側から完全に提示
できる。

産業用ロボット
使用目的はある程度想定
されているが、システムイン
テグレーションによりはじめ
て機能性能が確定する。

完結製品：NC旋盤、
放電加工機、部品実
装機、ウエハ洗浄機
使用目的が明確で、必要
仕様を使う側から完全に提
示できる。

例えば産業用ロボットRV-12Sの用途例：
機械加工ワークのローダ、電機品組立、半導体ウエハ搬送、
小型FPD搬送、医療器具部品搬送、食品パッキング、
・・・・・・・・・・・・・ほぼあらゆる種類の製造業にて使用
全て同じ機種であるが、用途としてはタクトタイム、作業精度、
エンドエフェクタ（ハンドなどのロボット搭載作業具）が異なり、
人の介在有無や頻度も全く異なる。
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というと、我々が販売している
のはこれなんですね。ハンドもついていないんです。ロボットだけなんです。色々使って
くださいなんです。使い道としては、組立もあれば半導体の搬送もあれば、溶接もあれば
色んなものがあるわけですね、色々使えると。例えばサーボモータであれば、目標スペッ
クがはっきりわかって何に使われるかわかる。一方加工機であれば、いわゆる何を削るか
というのがはっきりわかる。産業用ロボット裸で言うと、有能な新人と一緒で無限の可能
性をここでは持っているわけです。誰かがそれをシステムにして、こういう風に落とし込
む、ということになると、我々からすると「売っているのはこれだけだから何に使われる
か知らないよ」という逃げ道があるんですね。逃げてはいられないんですけどね・・。
ところがどこかでシステムインテグレーターがシステムに組んで、最終的にエンドユーザ
さんに使って頂くと、これが典型例です。こちら実は半導体の装置なんです。この中にロ

ボットが入っているんですよ
ね、これ中に入ってるけどお客

【産業用ロボットの生産財としての特性】

さんからすると、エンドユーザ

産業用ロボットのシステム

からすると、ロボットを意識し
ない製品になるんです。これは
いわゆる中間の半導体装置メ

部品的な位置づけのシステム：
（例）半導体製造装置の搬送部分
ロボットは脇役で装置の中に組み
込まれている
（装置として総合的に安全確保）

完結製品的な位置づけのシステム
(例）パレタイジングシステム
エンドユーザからする
と、同じような生産財
であることに変わりは
無いが・・・

ロボットが主役で、ロボットと周辺の
必要機材でシステが構成される。
（ロボットシステムとして安全確保）

ーカーさんに我々がお納めし
て、半導体製造装置メーカーさ
んが半導体製造装置として完
結させます。こちらは一方ロボ
ットぽいシステムなんですね。

＊ロボット本体だけではリスクアセスメントが完結しない、一方エンドユーザだけで
は危険回避のベストソリューションに到達しにくい。
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ロボットが裸で剥き出しにな
るんですよ。だからこれはどちらかというと、本当にロボットシステムとしての安全を確
保しなければいけない。要するに同じロボットだけれど、システムのインテグレーション
によってはかなり差が出てくる。そういうところがございまして。そうすると困ってしま
うのは我々ロボットメーカーでございまして、ちょっと下に言い訳を書いてあります、「ロ
ボット本体だけではリスクアセスメントが完結しない」。
「完結しない」です、「完結できな
い」ではないです、「完結しない」です。だからそこをどうするかということが最大の問題
だろうというふうに思っております。
それでこれももう最初に先
生のほうからお話があった通
りで、ロボットメーカーという
のはロボットをお納めすると、
その時に我々がするのは、基本
的な安全機能は提供します。ロ
ボット本体の安全であるとか、
先ほど言いましたように安全
柵を開けた時に、サーボ電源が
落ちるような仕掛けをコント
ローラに入れておくとか、色ん

【産業用ロボットの生産財としての特性】

ロボットシステムにおける、ロボットメーカ、システム
インテグレータ、エンドユーザの関係
ロボットメーカ
安全なロボットの提供
安全なシステムを構築するための機能の提供

システムインテグレータ
安全なシステムの提供

システムインテグレーション
システム構成、ハンドリング方法、タクトタイム、
レイアウト、シーケンス制御、ネットワーク・・・

各種センサ
治具等周辺機器
ハンド
安全柵
＋
プログラム

エンドユーザ
システムを安全に運用
注：システムインテグレータはシステムインテグ
レーションを生業とする専門企業、あるいはエン
ドユーザの生産設備部門、ロボットメーカのシス
テムインテグレーション部門である。
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な仕掛けを提供するわけです。
その仕掛けを使われて、システムインテグレーターが実際にシステムを組むわけです。こ
このシステムインテグレーターは色んな種類がございます。大きな製造業のお客様であれ
ば、そのお客さんの生産技術部門がシステムインテグレーターです。多くのケースは、独
立したシステムインテグレーターがロボットを購入されて、システムを組んでエンドユー
ザに入れる、というようなケースが色々ございます。それからエンドユーザは最終的にシ

ステムを安全に運用するわけですが、先ほど申し上げましたようにここだけで完結しませ
んので、我々からすると最後にどういう形になったかによってはだいぶ安全に対する考え
方も違ってくるということですね。繰り返し言いますと、ロボットメーカーとしてはその
ための仕掛けをいっぱい提供するわけなんです。色んな仕掛けを提供する、そういう様な
意味で使っています。
ロボットの場合には基本的
には先ほど申し上げましたよ
うに、ルールも安全衛生法・安
全衛生規則、告示・指針、具体
的にかなり細かく指示されて
おりまして、理由は先ほど申し
上げましたように 1970 年台に
最初の死亡事故が起きていま
すので、1982 年ぐらいにいわ
ゆる安全に関わる基本的なも

産業用ロボット安全のための原則（法規・規格）
法規：
労働安全衛生法 → 労働安全衛生規則 → 告示・指針に具体指示
規格：
産業用ロボットのC規格として
ISO10218-1（ロボット本体編）
ISO10218-2（システム編：2010/1時点ではドラフト段階）
【大原則】
(1)自動運転中は安全防護領域内に人がいないこと
(2)教示プログラミング、プログラムの確認作業などのため安全防護領域内に入る
時は、危険を完全に取り除くか、少なくとも危険を減少させること
・全ての関係者 → リスクアセスメントの実施
・メーカ（主としてISO10218-1） → フェイルセーフ設計、安全対策部品の適正装備、
正しく使えるような明快な表記等
・システムインテグレータとエンドユーザ（主としてISO10218-2） → 安全柵設置、各
種安全装置の設定や安全措置、使用者に対する安全教育・管理監督の実施等

のがすべて出来上がってきた、
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という話でございます。ただこ
れはロボットの安全でＩＳＯなのですが、10218 というのが今ふたつに分かれようとして
います。これの理由は従来一本だったのですが、ロボット本体が満たすべき状況と、出来
上がったシステムが満たすべき条件というのは違うだろうということで今、国際規格上も
変えるようになっております。ただ産業用ロボットの場合にはともかく大原則は、自動運
転中はともかく人を全く排除しようと、それから危ない作業は、やむを得なくありますの
で、それを少なくとも危険を減少させるための色んな努力をしましょう、ということです
ので、これにつきましてもロボットメーカーとエンドユーザとシステムインテグレーター
のすべてが関わっていく、ということが必要になるということでございます。
最近の課題でございますが、
最初第一点目、これは最近よく
あるんですね、隔離が原則だ、
と申し上げましたが、とはいう
ものの人とある程度近い接近
した作業をしたい、とこれが増
えております。これはやむを得
ないことなんですね、ひとつは
大昔、といっても 20 年位前で
すけれども、ロボットを使う＝
無人化、だったんですが最近そ

最近の安全課題と背景
【技術的側面】
・接近傾向にある人とロボット：ロボットの使い方が高度化してくると、
人の能力とロボットの能力をうまく組み合わせる協調作業ニーズが
出てくる。
・安全対策と使い勝手の最適解：厳しい安全管理は必要であるが、極
度に使い勝手を阻害する方向は、現場ではかえって危険性が高くな
ることがある。
【業界構造の側面】
・ロボットメーカ、システムインテグレータ、エンドユーザの情報共有：ロ
ボットの使い方が単純ではなくなってきており、ケースバイケースとな
るリスクアセスメントについては、それぞれの立場だけで完結できな
くなっている。
【現状と改善の方向】
リスクアセスメント面では、ロボットメーカとエンドユーザの接点で、システムインテ
グレータが鍵を握るが、現状で３者が同一視線で認識しているとは言い難い。
まずは、多種多様な企業形態を持つシステムインテグレータに対し、上流のロボッ
トメーカから、リスクアセスメントの考え方の普及を意図的に展開する必要がある。
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の傾向は無いです。完全な無人化を狙うんではなくて、人の良いところも生かしつつ自動
化をする、というのが傾向でございます。そうするとどうしてもやはり近くなってくる、
ということで、ある程度近くなってきたロボットと人を完全隔離のできなくなるというこ
とをある程度容認せざるを得ないだろうと。それから二番目が、安全を目指すがために非
常に使い勝手の悪いことが色々出てきます。例えば先ほどよく事故が起きたという話で、
なぜ事故を起こしたお客さんのところは、安全柵の中に入ったのに電源が落ちなかったの
かというと、正直なことを申し上げると、これは聞いてすぐ忘れていただきたいんですけ
れども、段々面倒臭くなるんですお客さんの方は。最初はやっぱり安全柵を開けると自動
的にサーボが落ちるようになっているんです。ところがワークが引っかかる度に入ってい
くうちにいちいちサーボ電源を落としたら仕事にならないと、理解はできます、納得はで
きないですけれど理解はできるわけです。そうすると現場のほうでどんどん工夫して、結
局開けても一生懸命注意はしながら入って、トンとついて出てくるような習慣化されてし
まうんです。ということは、守られないルールは、もしかしたらルールのほうが悪いかも
知れないと、これも存在するのが事実でございます。ただ本当はここのところを申し上げ
ますと、最初にシステムインテグレーションの段階で、もしコンベアーにワークが詰まる
可能性があるのであれば、最初からそれのための待避経路を確保しなければいけなかった、
というのが実は正解なのですけれども、そこまでいわゆる安全確保に関する意識というの
が同一ではないんです。ここが結構大きな問題だなというふうに思っています。それから
もうひとつ同じような問題で、先ほどティーチングで 2 件ばかり死亡事故が起きていると
申し上げましたけれども、これは実はプロが事故を起こしているんですね。これは何かと
言いますと、これも聞いてすぐ忘れていただきたいんですけれども、ロボットというのは
ティーチングペンダントにイネーブルスイッチがついていますよね、ちょっと押すと電源
が入って、パッと離すと電源は落ちるようになっています。結構あれは辛いんですね、や
っていると。そうすると例えばの話ですが、三菱電気製のロボットのティーチングペンダ
ントは、タバコの箱を潰してここへちょっと詰めておくとうまいことイネーブルスイッチ
が効くぞ、とそういう話なんです。要するにこれも我々の反省すべきところなんですね。
手がふるえる様なスイッチを使ったやつが悪いと、これ事実でございます。そうするとそ
ういうふうに段々効率を追求するような方向へ行ってしまうと、それをやはり我々は素直
に聞いて、そういう部品を作らなくてはいけないと、実際の死亡事故は実はそういうとこ
ろで起きています。イネーブルスイッチが本来効くはずなのに、なぜこれは効かなかった
のか、ティーチングペンダントを置いておいて後ろを向いた瞬間に後ろからドンとやられ
てしまったと。実は、離しているのにイネーブルスイッチが効いていたというのが原因、
というのがございます。
ということで、安全対策と使い勝手の最適解というのはやはりこれはエンドユーザーとメ
ーカーで一緒に考えなければいけないだろう、というふうに思っております。
ということでございまして、これはある意味ロボットメーカー側からすると全部最後まで

わからないものですから、結局
皆さんの協力を得ながらやら
なければいけないし、ニーズに
応じてロボットの中にも色ん
な機能を入れて行かなければ
いけない、というのが我々のミ
ッションになるわけでござい
ますので、そういう意味で、最
初に向殿先生がおっしゃった
ものときちんと完結してしま

産業用ロボットの安全についてまとめ
• 本質的に教示などの危険作業を伴う生産財である
• 機械としての安全と使う側の安全が同一の視線に
なることで、初めて危険が低減できる
• 今後とも製品技術的にも用途的にも進化し続ける
機械のため、常に時代の要請に合わせて、安全の
考え方も更新していく必要がある。
• 課題：メーカとシステムインテグレータ、エンドユー
ザ３者協力のリスクアセスメント方法の確立。

うところが、なんとも悔しいの

10

ですが・・三者のいわゆるフィ
ードバックという体制をしっかり作っていくということが、非常に大事だと思っておりま
す。ただ、大きなポイントは、大多数のお客さんはあまり強く認識されていないところに
いらっしゃいます。恐らくここにいらっしゃるようなお客さんやメーカーさんの場合には
要するに安全に関する考え方を解っているからいらっしゃっているんです。ところが多く
のお客さんはリスクアセスメントと言ったって「何だ、それは」、ということがおきますの
で、ある意味ではロボットメーカー側は、それに対する啓発活動も恐らくミッションとし
て加えざるを得ないだろう、と。通常我々はお客さんに対する教育をしていまして、カリ
キュラムを今回のチャンスで見直してみましたら、リスクアセスメントの言葉の説明はあ
るんですが中身はなにも無いんですね。これはもしかしたらいけないかなという気がちょ
っとしておりまして、そういう意味でいわゆる上流側からの教育普及みたいなものもミッ
ションではないかというふうに考えております。ということで一応メーカー側の立場なの
で、今までの方とは視点が違いますけれども、私の話は終わらせて頂きます。以上でござ
います。

リスクアセスメント普及のネックは？
（向殿）
どうも有難うございました。小平さんのは、生々しいというか、良くわかりますね。しか
もリスクアセスメントを教えようと思うと、真面目な人、解っている人が来て、知らない
人は、今日来ているどころか、来ていない、と。
なんか私、大学で学生にも遅刻するなと言っているけれども、遅刻しているやつはいない
んだよ・・それと同じ様な雰囲気ではあります。
さて、全員お話しをしていただきましたので、ひとつまずお伺いしたいのは、メーカーの
立場・ユーザーの立場どちらでも結構で、ご自分の立場に立って、リスクアセスメントと
いうのは私に言わせると、未然防止であるし、さっき高岡さんの話でフロントローリング

すればするほど効率がいいし事故も減るということが解っているのに、なかなか普及しな
いという面もある、自分で普及させようとした時に、何が一番ネックですかというのを少
し、なるべく簡単に簡潔に言っていただけると有難いんですけれど・・まず高岡さん、ど
うですか？
（高岡）
はい、やはり先ほどもご説明したように、ひとつは知識がない、ということですね。何に
基づいてリスクアセスメントをしていいのか、ということが良く解っていない。それから
リスクアセスメントしなければならない、とそういう圧力がかかっていない、強制力が無
いと思います。ＥＵなどでは強制ですけれども、日本ではまだまだそれは任意であるし、
任意と言っても、やらなくても全然問題ないと。その辺りが問題ではないかなと思ってい
ます。
（向殿）
では同じくユーザーとして志賀さん、いかがですか？
（志賀）
私も、今、高岡さんがおっしゃるように知識がない、リスクアセスメントというと言葉は
わかるんですけれども、そのやり方が多種多様なやり方が色々あるので、どれをやってい
いのかわからない、どういうやり方がいいんですか、と私どものほうに問い合わせがたま
にあることもありますし、そういった意味でやはりなかなか世間一般的には言葉は知って
いるけれどやり方はわからない、というのが一番問題なのかなという気がしました。
（向殿）
はい。小平さんどうですか？
（小平）
はい、皆さんとほとんど一緒なんですけれど、やはりかなり差があるんですよね、安全に
関わる考え方を充分ご理解頂いているお客さんというのは勿論、最初からリスクアセスメ
ントという言葉も通用するし何をやったらいいかも解るんですけれど、大多数、実は産業
用ロボットというのは出荷台数のうち、6 割方は大企業向けなんですが、4 割方はわりと中
小向けなんです。そうすると中小企業のお客さんは、やはりご存知でないところがござい
ます。そこを、最初からご存知でない人をどうするかというのは非常に大きな問題なんで
すけれど・・。
これちょっとだけご紹介しますと、産業用ロボットは便利なメカニズムがございまして、
いわゆる安全通則で色々縛りが厳しい代わりに、エンドユーザーは自分であるエビデンス
をもって教育した人間にしか触らせてはいけない、というルールがあるんですよ。何をや
るかというと、メーカーがお客さんに対する安全教育をして卒業証書を出すんですね。そ
うすると卒業証書を出した方がお帰りになって、自分の会社の中で、彼が教育をするとい
うシステムになっているんです。先ほどちょっと私が言いましたリスクアセスメントがう
ちの協定に入っていなかったというのは、実は反省するべき内容でございまして、要する

に法律がこうなっていますという説明だけでは不足だったな、というのが、今の反省点で
すね。だからこれはもしかしたらロボットメーカー各社、全部横に声を掛けていわゆるユ
ーザー教育、これは全部の会社でやっているんです、ユーザー教育の中にこういうカリキ
ュラムを入れるべきだという話をすべきか、ということを、たまたま今回呼ばれて、成果
かもしれません。という活動をロボット工業会のほうでもしようかなと・・。
（向殿）
なるほど。はい、有難うございました。
それでは先ほど西條さんは、日工会の立場でお話ししました。今回はオークマでメーカー
の立場で今の私の質問に対していかがですか？
（西條）
工作機械で言いますと、CE マークから 15 年が経過していますので、当初 CE マークの始
まりの頃からリスクアセスメントというのは言われていました。今でこそ義務化で、その
当時は努力義務だったんですけれども、ある意味推進という意味で言うと、量的な側面と、
質的な側面という両方の面があると思うんですけれども、そういう意味で CE マークを契機
として始まっていますので、量的には結構進んで、もう 15 年経っていますので、15 年分は
進んでいると。遅かったですけれども、進んではいます。ただ一方、質的な面では、実効
性が本当に上がっているのかという意味で言うと、正直言ってあまり進んでいないんでは
ないかなというふうに感じています。なぜかというと、やはり教育・知識が不足している
んだろうと。もうひとつ大きな要因としては、設計者自身がリスクアセスメントをしたこ
とによって、メリットを感じていないんじゃないかなと。そこが僕は一番大きな要因かな
というふうに感じております。
（向殿）
はい、わかりました。
メリットを感じないというのがやる気が起きないというのは良く解りますね。
それでは宮崎さんは日機連でリスクアセスメントを普及して機械工業会に広げるという役
割を担っているとは思うんですが、いかがですか？
広げようと思った時のネック・困難さはどの辺にありますか？
（宮崎）
まず、リスクアセスメントの量と質というお話が西條さんから出ましたけれど、量という
のは確かに CE マーキング以来ですね、情報量はかなりあると思うんですよ。1999 年に、
ＴＲ－Ｂ12100 の前身のＴＲが出て、そこにもリスクアセスメントが入っていますし、規
格という意味で 14121 というのも，もうその前に出ていますし、日本の中では 2000 年に
出ています。これは安全競争力の、これは別に宣伝ではありませんけれど、こういう本な
んかもリスクアセスメントについては 90 年代の後半にもかなり出ていますし、未だに日本
規格協会等々、中災防さんですね、ガイドとか色んなものが出ていると思うんです。量自
体は結構私はあると思っていて、質っていう意味だと、実際リスクアセスメントをどうや

ってやるのかとかですね、実技の場がないだとかそういった問題はあるようには感じては
います。知識がないって言われると、こっち側の供給量が少ないんじゃないか、といった
感じがしないでもないんですけれど、でも量的にはかなりあるとは思っています。質的な
部分は、まだ課題はあるんではないかと思います。
（向殿）
なるほどね、そういう意味ではリスクアセスメント用語は聞いたことはあるけれども、実
はなんかよくわからない、どうやっていいかわからない、という人が多いと。それから CE
マーキングに絡んでは、メーカー自体やらざるを得ないから相当知ってやっているという
歴史はあるという企業もあるという話ですね。

リスクアセスメントの教育・普及・人材育成は？
（向殿）
今の話ですとほとんどの共通点は、教育と知識が無い、リスクアセスメントは、ここだと
いうふうに思いますね。そうするとさっきの高岡さんの話ですとセーフティ・アセッサと
いう安全の技術者を社内でちゃんと教育して人数を増やすというような努力をされている
と。企業としてどうですか？リスクアセスメントの教育・普及、それからそういう知識を
持った人の人材育成というようなことはどういうふうにやられていますか？
先ほどの高岡さんの話で大体わかりましたけれども、もう一度確認をする意味で旭硝子さ
んではどうしていますか？
（高岡）
はい、設計時のリスクアセスメントと使用者のリスクアセスメントというのは全く知識ベ
ースが違うんですね。設計の時はですね、やはり国際安全規格に基づいた設計をやってい
くというのが非常に大事ですので、それは日本の中にまだまだ定着していないと思います
ね。それを、知識体系を身に着けるのがセーフティ・アセッサ制度だというふうに思って
まして、機械の設計者に対して、推奨をしています。使用者のリスクアセスメントはです
ね、実際に機械を見ながら実施をしますので、比較的わかりやすいと。ただ、何を危険源
に挙げていいかがわからないので、ＩＳＯ－12100 の危険源リスト、これは一般的には危
険源リストですので、各職場あるいは業態に合わせてわかりやすく作り替えないと、現場
の作業者にはわからない。それを各事業分野毎にやるようにして、そのリスクアセスメン
トの教育をするようにしています。ただ、その製造の中でも国際安全規格に基づいた知識
というのはやはり必要だ、と最近痛感をしておりまして、それがセーフティ・ベーシック・
アセッサの動機になっているんですけれども、というのは、設計をして、据え付けた状態
では非常に安全な機械でも、カバーを外したままにしていたりとか、先ほど志賀さんのお
話にあったかと思いますけれども、チョコ停を機械の安全装置を無効化してしまったりと
か、そういうことでチョコ停をすぐに直せるようにすると、そういったことが国際安全規
格あるいは安全に反するんだということを、製造に植え付けていかなければならない、そ

ういうことでベーシック・アセッサというのをお願いをして始めたわけです。
（向殿）
はい、どうも有難うございました。
それでは志賀さんのほうはどうですか？
会社内でリスクアセスメント出来るような技術者の育成という問題はどうなっています
か？
（志賀）
そうですね、私ども先ほどから言っているように現場レベルでのリスクアセスメントはか
なり浸透しているんですけれども、それによって色んな危険源が、過去にこういった怪我
があって、では設計段階からこれを織り込んでいきましょう、という形で、基準の中にど
んどん織り込んでいくという形で、今私どもはやっております。今、高岡さんからありま
したように、ＩＳＯの規格、基準も当然知識も必要ですし、あとは、現場で本当に起きて
いる事故・災害とかヒヤリハットという情報をきちんと、私ども生産技術の部門になりま
すけれども設計者ですね、先ほどの言葉には、システムインテグレータということになり
ますけれども、そちらのほうにきちんとフィードバックをして、情報蓄積をして、こうい
った時にはこういうリスクがあるからこういった対応をしなくてはいけませんよという情
報蓄積をしていってデータベースを作っている、その中から対応していくという形を取っ
ております。
（向殿）
教育制度というのがあるんですか？
（志賀）
私ども、まだ教育制度というところまではまだいっていないんです。
（向殿）
そうですか、わかりました。
小平さんどうですか？
（小平）
はい、メーカーで物を作る時のいわゆる製品を設計する時のリスクアセスメントというの
は、私どもの会社の場合には結構完備されていまして、全社レベルでの教育と各機種毎の
教育というのは全部できています。ただやはり問題は、フィードバックはどういうふうに
受け付けるかという、仕組みのほうだと思っているんですね。だから最近良くやっていま
すのが、一番手厳しい客をよく使えと。社内に対する御用聞きを一生懸命して、好きなだ
け儲けてちょうだいという機械をしっかり作っておかないと、フィードバックがきいてこ
ないので、来たフィードバックを設計者がどうやって生かすかというところが、設計開発
のリスクアセスメントの中で取り組む。
（向殿）
ユーザーからヒヤリハットや文句はありますか？

（小平）
あります。ただ、あるんですけれどやはり全部言ってくれないですね。もうひとつはお客
さんのほうも現場で起きていることと、いわゆる生産技術の方のギャップもございますの
で、やはりそういう意味で言うと大手のお客さんに対しては懇談会みたいなものを実施す
るとか、そういうことでチャンスはなるべく作ろうとしているんです。本当の現場という
のはやはりだいぶ違う次元にあるんです。
（向殿）
なるほどね。
要するに安全設計としては、技術者としては、教育はきちんとしているということであり
ますね。
（小平）
はい。
（向殿）
西條さんのほうはどうですか？メーカーの中での。
（西條）
私の会社では、機会あるごとにセミナーをしてみたりとか、社内の教育ということでやっ
ていますけれども、特に制度を設けているとかそういうことはしていません。私、今個人
的には、先ほどご説明したように日工会で C 規格ベースのリスクアセスメント事例を作っ
ていますので、今後そういうものを使って、もう少したぶん社内教育でも今は一般的なさ
らっとしたリスクアセスメントの教育しかできていないと思うんですけれども、もう少し
実際に我々の製品に沿った形で、もう少し突っ込んだ形の教育ができるようになるかなと
いうふうに期待しています。
（向殿）
はい、わかりました。
ユーザーのリスクアセスメントの教育は、中災防その他、厚生労働省の人は色々とやられ
ていると思うんですけれども、機械メーカーの設計者に対するリスクアセスメント等の教
育を例えば日機連が中心で何かしたという話は、宮崎さんあるんですか？ないんですか？
（宮崎）
ありません。
（笑）
（向殿）
これからやる気はありますか？
（宮崎）
もちろん、検討に値するとは思いますが。ただ、我々はオフィスワークでして工場を持っ
ているわけではないですし、本当の事務なわけです。一番安全なところでワークしており
ますので・・。

（向殿）
あまりリアリティがないのでは？
でもこういうシンポジウムは、実は教育の一環だと思います。
（宮崎）
ええ、その一環だと思います。
あとは規格の紹介ですとか講演会ですとか、そういったことで適宜情報は流していくと。
（向殿）
そうですね、情報は流しているしそういった意味では貢献していると。
ただ、今お話ししたように教育と、技術者・作業者が知らなかったというのはかなり問題
で、これをあげない限り絶対にリスクアセスメントの普及率は上がらないというふうに思
うんですけれど。

安全技術者の社内評価は？
（向殿）
では一生懸命に勉強したり安全な技術を学んでやろうと思っても、社内でそういう人をち
ゃんと高く評価しているんですかね？
という、これは皆さんに聞くのか社長に聞くのかわからないですけれども・・
小平さん、メーカーなんかはちゃんと設計・安全技術を一生懸命勉強していれば、少しは
優遇されるんでしょう？
（小平）
基本的には、設計の安全確保は課長の責任になっていますので、こういうことなんですよ
ね。例えば製品開発に関わる開発使用書の記載必須事項というのは全部決まっていまして、
それの検印責任は課長、承認責任は部長なんですが、その時に一応実は事細かに全部決め
られていて、いわゆる法規に従った問題であるとか、リスクアセスメントまがいのことは
中で展開できるようになっているんです。ですから本当はそういうシステムそのものをお
客さんにお見せして、こういうふうにしなさいと提供するのが手かなという気がします。
我々基本的に、これは言い訳でも何でもなくて、非常に臆病なことをやっているんですよ
ね。ロボットとは実はシステムで事故が起きると目立つんです。ロボットが止まった、と
かロボットがピッと動いた、と言われるものですから非常に臆病なことをやっていて、安
全網をしっかり張り巡らせているんです。それですからそういう意味で言うと結構リスク
アセスメント、社内でやっているやつは完成度高いと思っているんです。ただそれを全部
お客さんに押し付けるのは少し酷かなという気がしますけど、サンプルを示す意味はある
かなという気はちょっとしています。
（向殿）
なるほど、わかりました。
高岡さんのところはセーフティ・アセッサを取ると何かいいことがあって、というのは何

かあるんですか？
（高岡）
残念ながら今はそういうことはないですけれども、これからの世の中、大学を出ても安全
のことは勉強してこないんですね。
（向殿）
申し訳ありませんあまり大学で教えてないです。（笑）
（高岡）
いや、向殿先生のところはよくされているんですけれど・・
そうするとこれから設計業務というのはできなくなってくると思うんですね。そうすると
どこかで勉強しなくてはいけない、勉強する機会はセーフティ・アセッサ制度かなという
ふうに思っていまして、やはりセーフティ・アセッサのようなものをも持っていないとグ
ループリーダーなり設計者ができない時代になってくるんではないかと。
それからもうひとつは、欧米のようにＰＬ訴訟の社会になっていった時に、誰かが検印を
押さないといけない社会になっていきます。その時に誰が押すか、ということですね。そ
れはやはりセーフティ・アセッサを持っている、あるいはセーフティ・リード・アセッサ
の資格を持っている人が押さなければならないということになっていって、その時にはや
はりその責任を持っている人の給料が高くなる、というふうに期待しております。
（向殿）
責任が大きくなりますからね。
そういう意味では、説明責任という意味の、誰がこれを承認したかという話になると、そ
れだけの資格、勉強と経験がないといけないという制度がやはり社内にないと、対外的に
説明ができなくなってくる、ある意味では商売できなくなるという可能性が出てくるとい
うことですね。そういう意味では、勉強というか、知らなかったというのはうまくない。
なるべくこれからこのリスクアセスメントを普及して知っていただいて社内で常識になっ
てもらうというようなことが大事かと思います。

ユーザとメーカのリスクコミュニケーションについては？
（向殿）
先ほどの小平さんのお話しですと、ロボットというのはある意味で半完結品、それだけで
は完結しないと。だけれどもこれを使ってもらうユーザーがどう使うかわからないからこ
ちらとしてはアドバイスできない。ユーザーとしてはこういうふうに使いたいからどこに
注意すればいいか、というようなコミュニケーションがどうしても必要になる。
（小平）
そうですね。そういう意味で昔よりだいぶ良くなったのは事実なんです。昔は本当にどの
ように使われるかわからないものだから、法定通りの機能・性能です、としか言えなかっ
たことも実はあるんですが、そうも言えなくなってきて、使い方を一緒にアドバイスしな

くてはいけないとか、事例を示さなくてはいけないとかそういったことをなるべくするよ
うにはしつつあります。
（向殿）
西條さんのメーカーとしてユーザー側とのリスクコミュニケーションでとか、ある意味で
はリスクに対する情報交換とか提供とか共有とか、そういう話は現実にありますか。
（西條）
そういう話は聞いていないですね。
（向殿）
メーカーとしてはユーザーからそういう要望が出てくることは極めて重要なのではないで
すか？
（西條）
そう思います。先ほどリスクアセスメントのメリットというお話をしましたけれど、メリ
ットを感じるのは、僕は 2 つあると思っていて、ひとつは労働災害の統計データだと思っ
ています。これからはリスクアセスメントをやっていくなり、パフォーマンスレベルをや
っていくなりしていきますけれども、より細かい軽度の災害のデータも持っていかないと、
パフォーマンスレベルの適切な値も評価できないでしょうし、そういった意味からも労働
災害のデータというのは設計者に対してポジティブなインセンティブを与えていくことに
なると思いますし、もうひとつのメリットとなり得るのが、ユーザーからのフィードバッ
クというものが、設計者にインセンティブを与えていくんではないかなと。
（向殿）
今はやはり十分ではないという認識で？
（西條）
今はもう、ほとんどないと言ったほうがいいと思います。
（向殿）
それではユーザーとして志賀さんどうですか？
何かヒヤリハット？があったとか危ない事故があったとかちゃんとメーカーに情報伝達し
てこういうものがあるから直せとかそういうのはしていますか？
（志賀）
そうですね、先ほど私の話の中でも、安全立会いというのをやっていまして、機械が入っ
てきてそこで稼動前に確認をするんですけれども、その時に私どもの経験則の中で、こう
いった危険があるよという、それをメーカーさんに直してもらう、という形を取っており
ますので、そういった意味でのメーカーさんへのフィードバックはしていますけれどもた
だ、設計段階に及ぼすようなフィードバックというのは、なかなか私どもしてはいないの
で・・。
（向殿）
これはお互いに詰まっているところがあるから・・。

高岡さんのところは自分のところで作って自分のところで使っているという意味で、さっ
き言ったようにリスクのコミュニケーションがあるとおっしゃいましたけれど、ではユー
ザーとして、今度はその上のメーカー・納入業者に対して、リスクの情報をどうかしろと
かというのはあるんですか？
（高岡）
弊社の設備は、基本的には一品設備ですので、あまり汎用的な設備を買ってくるというの
はないんですね。そうすると、次に新たに作るときは、同じ設備であっても、過去の使い
勝手であるとかあるいは事故履歴というのを設計者は調べますので、これまでもそういう
リスクコミュニケーションというのは図られていた、という具合に思っています。それに、
国際安全規格に基づく設計を入れていけば、更に安全になっていくんではないかな、とい
う具合に思っているんですけれども。
（向殿）
先ほど私が最初講演でお話ししたんですけれども、そろそろリスクアセスメントをすると
何がわかるかというと、危険がわかってどこに残留リスクがあるのかがわかると、これは
設計でもわかるし、ユーザーでも自分でやるとそういうのはわかるし必要ならば、残留リ
スクを明解に教えてくれという、これは今回ある意味では労働安全衛生法のリスクアセス
メントの最大のメリットで、メーカーに対してもユーザーが言えるというその道を作った
という意味では情報の共有のためのルール作りができたような気がするんだけれど、現実
には今詰まっているということですけれど、いかがですか、ユーザーとメーカー、できた
ら間にインテグレーターが入ってもいいと思うんですけれど、その間の僕の言葉で言うと
残留リスクをお互いに共有し合う・伝達し合う、こういう制度又は仕組みというのは現状
からしていいですか？それとも実現は難しいですか？という話を少し聞きたいんですけれ
どもどなたか？
（小平）
メーカーは聞きたいんですね、よくありますのが本来我々が提供している機能をお客さん
が正しく使っているかどうかという問題がありまして・・例えば安全のためにせっかくこ
のような設計をして入れているのにお客さんは全然気が付かなかったり・・それでこんな
ものが来たんだけれど、実はこういう機能が入っているんです、とそこで言えたりするケ
ースがあって・・そういう意味で言うと設計意図と使う側がどこかで齟齬をきたしている
というのが多少はあるんではないかということを知るためにも聞きたい、というのはある
んですよね。そういう仕掛けはメーカー側は非常に大歓迎なんですよ。
（向殿）
志賀さんどうですか？そうやってメーカー側にユーザー側として大々的に色々な文句であ
るとかヒヤリハット？情報を、というのは・・。
（志賀）
私ユーザー側ですのでメーカーさんに挙げてもいいんでしょうけれどただ、その責任問題

がどこにあるのかが・・要は今出てきた問題に対して、これはユーザーが対処してくださ
いとか、メーカー側で対処するのか、そこの問題がお互いにメーカーとユーザーで話がつ
けばいいんでしょうが、そこの問題がちょっと大きいのかなと・・。
（向殿）
契約で決めるべき問題なんですよね。
（小平）
ただ、場がちゃんとないとお互いにやはり守らざるを得なくなるから・・。
（向殿）
なるほどね。
（小平）
我々からすると、確かに言われて製品改良したら、やはりこれは不具合ではないかと言わ
れる可能性高いですから警戒しますよね、確かにそういう意味で言うと。だけれど素直な
ところは聞きたいんだけれども・・。
（向殿）
あなたの使い方が悪いんだと言いたいんだけれど、やはりちゃんと聞いて直すべきところ
は直したいと。
（小平）
場があればお互いにそういう言い方ができれば本当はいいんですけれどもね。
あなたの使い方が悪いと、いやそうではないスイッチが悪いと・・。
（向殿）
なるほど。
（小平）
ただ、社内は結構そういうふうにしているんですけれどね。
（向殿）
会社を超えて？
（小平）
本来は会社を超えてでないといけないんですけれどね。
（向殿）
こういう話は宮崎さんどうですか、日機連では？
難しい話ばかりして申し訳ないけれど。
（宮崎）
メーカーとかユーザーはリスクの情報の共有とか情報の伝達みたいな話っていうと実際に
は、先ほどから申していますけれども、私どもメーカーではありませんしメーカー側では
ありますが、ユーザーでもありません。実際物を作っているわけではありませんので。
そうすると何ができるかというと関係性を円滑に行くようなツールを作って提供するとか、
世の中にある仕組みがどういうふうな形でうまく回転するようになるのかを考えるとか、

こういうことはできると思うんですけれども、ツールという意味では今リスクアセスメン
トのガイドラインというものを作っていますから、こういったものでメーカーから必要な
情報だけですけれども、ユーザーのほうにきちんと伝達されて、それがメーカーのほうに
還ってくる、というようなことになれば今よりはうまく情報の共有化はできるんではない
でしょうか
（向殿）
そういう意味では日機連はリスクアセスメントのガイドラインを作ったりであるとか、非
常に貢献をしていると、いうことで。
（宮崎）
そうですね。

日機連リスクアセスメントガイドラインについては？
（向殿）
では高岡さんどうですか？今回日機連の作った機械工業会向けのリスクアセスメントのガ
イドラインというのは、どういうふうに位置付けますか？
（高岡）
先ほどのお話しの中で、メーカー独自にリスクアセスメントをやっていただいていいです
よと、メーカーがリスクアセスメント方式を持っていないときはＡＧＣが提供しますとい
う姿勢なんですね。ISO 14121 とかですね、リスクアセスメントの規格はあっても、どう
リスクアセスメントをやっていいかというのは明確には書かれていないんですね。そこを
明確にしていくというのは結構重要なことなんですね。あと、リスクアセスメントと一言
で言っても、その範囲というのは非常に各規格でバラバラでして、例えば OHSAS 18001
だと危険源の同定、リスクアセスメント管理策の特定・決定とそういう具合にあいてあり
ます。従ってリスクアセスメントというのはリスクを見積もり、そのリスクが受容可能か
どうかを評価する、このプロセスだけなんですね。実は、危険源の同定というのは最も大
事で、危険源がでてこなければ、それに対して管理策を練れない。管理策の策定も非常に
大事で、適切にリスクを下げられる管理策でないと駄目だ、ということを考えると、そう
いうガイドラインを定めていき、インプルーブしていくというのが非常に大事なことだと
思っています。
（向殿）
はい、わかりました。
志賀さんどうですか、今回のガイドラインをどういうふうに評価するというか利用しよう
と思いますか？
（志賀）
私どもは、ユーザー側としてリスクアセスメントをしています。メーカーさんはメーカー
さんのリスクアセスメントをしています。そこがお互いにやり方が違ったり、リスクの評

価が違ったということで色々うまくいかないところもあると思いますので、今回出してい
ただいたガイドライン、お互いの共通語になるのかなと、お互いに同じリスクで評価がで
きますので、そういった意味では共通語という形になるので、ここにはこういうリスクが
あって、こういう危険源があってこういうリスクですよ、というのが、メーカーさんとユ
ーザー側でお互いに認識ができるという意味では、有効な手段だと思います。
（向殿）
小平さんどうですか？
（小平）
はい、先ほど申し上げましたように、「それは何ですか？」というお客さんに対して示せる
という、そういう使い道は結構あるかなと思っていまして・・。
我々も実はリスクアセスメントと言っても、やり方はバラバラだったかも知れないんです
けれど・・。
（向殿）
社内でも？
（小平）
ええ、社内でも。だからそのあるひとつの形でお客さんに統一的に示せるという一つのサ
ンプルとして結構いいのではないかと。
（向殿）
なるほど。
西條さんいかがですか？
（西條）
日工会でもリスクアセスメントの事例集というものを作ろうとしていて、今回日機連さん
のガイドラインはその中で考え方の部分を非常にきれいに説明していらっしゃるので、そ
こはそのまま使わせていただいて、日工会は具体例の工作機械に特化した部分について少
し力を注げるなというふうに考えていますので、非常に歓迎しています。
（向殿）
私が最初お話ししたように、労働安全という作業者の立場の安全と設計者・メーカー・イ
ンテグレーターそれぞれ残留リスクを見つけて注意して対応して、という話の時に、両者
が話をするのに、当然立場が違う形も違うけれども発想が同じ、相手がこういうふうにや
っていると利用できるものはこうだ、とそういう意味で共通の情報提供ツール、そういう
意味では相当意味があるんではないかというふうに私は理解しているんです。化学分野に
てＭＳＤＳというもので、この物質については、このくらいの量がこういうふうにありま
すよという情報を製造メーカーに伝わるというような考え方が化学物質にはあるというふ
うに、機械安全に関しては残留リスクというのを、メーカー側ではこれだけ残っています
よ、しかしそれをどう使うかというのはユーザーと違うから、逆に言うとメーカーはわか
らないからユーザーがどう使うかある程度聞きながらここにありますよという。そのツー

ルを使いながら残留リスクの情報で繋がっていくという、そういうふうなさっき私が言っ
たような文化を作るためには、今回のリスクアセスメントのガイドラインというのは、大
変有効ではないかというふうに思っているんですけれど。
いかがですか、私の提案というとちょっとオーバーですが、こういう方向にこのガイドラ
インをこれから使って労働安全と機械安全が、日本独特のものかも知れませんが一緒に手
を結んでいくという方向についてはいかがお考えですか、というのを時間がないので一人
30 秒か 1 分位ずつ、高岡さんどうですか？
（高岡）
多分そういう方向に進んでいくと思います。まだまだ時間はかかると思いますけれども、
契約社会になっていかないと永遠にならないと思います。契約社会になっていった時に、
メーカーとユーザーを繋ぐ情報が残留リスクの明示だと。だから残留リスクを明示してい
ないものでなにかトラブルが起こったら、それはメーカーの責任だし、きちんと明示され
ていることでトラブルが起これば、それはユーザーの責任だという成熟した社会になって
いくんではないかという気がしています。
（向殿）
なるほど。次は契約を経由してそういうふうになるという話ですね。
はい、ではいかがですか志賀さんのほうは？
（志賀）
私も今回のガイドラインというのは先ほど言ったようにメーカーとユーザーを繋ぐために
は今バラバラになっていますので、そういった意味ではかなり有効だと思います。ただ、
その部分に関して今度はユーザーが意見をもう少し入れてわかりやすく、といったところ
はありますけれど、そういったものをしっかりやっていただければ有効だと思います。
（向殿）
はい。小平さんどうですか？
（小平）
もしかしたらもう少し入門に近いものがいるのかなという気がします。
（向殿）
難しすぎる？
（小平）
難しすぎるんですよね。私のお客さんの大多数は理解しないのではという気がするので。
（向殿）
はい、入門編が必要であると。
西條さんいかがですか？
（西條）
ユーザーからのフィードバックというのは先ほども申し上げたようにこれから非常にメー
カーにとっても重要なデータになると思っています。

（向殿）
はい、わかりました。
宮崎さんどうですか、ここまでやってきて。
（宮崎）
もっと入門に近いものが必要だというふうには思っていなかったので、もう少し簡単なも
のも作る必要があるのかなというふうに思いました。あと先生が言われた機械安全、労働
安全が手を結んで、いわば日本独自のものを作るといったような、それにツールとしてで
すけれども私ども実際 14 の工業会と 3 つの協力機関、17 の機関がやっと集まってひとつ
のものを作ったので、是非、公言できるものであればと思っていますし使っていただきた
いと思います。

会場からの質問
安全はコストではなくて投資だ！
（向殿）
さて、私に与えられた時間があと数分しかないんですけれども、せっかくですからフロア
のほうから何かご意見ご質問等ありましたらお手を挙げていただければ時間の許す限り受
付たいと考えます。いまマイクをお持ちしますので、よろしくお願いします。
（フロアー）
時間の押し迫った中で申し訳ありません、簡単な質問です。
今までリスクアセスメントに関しては多くのパネラーの方から企業のトップダウンでやら
れているということに関して、なおかつ多くの方が現在取り組んでいるということに関し
ては私も興味深く聞かせていただきました。ただこの中で、リスクアセスメントの本来の
目的は、先ほど向殿先生がおっしゃいましたメリットですよね、そのメリットというのは
何ですかと言うと、基本的には機械の安全であって、安心して使ってもらう、だけれども
一つの事例なんですけれども、ある大手の企業でトップのかたに話しました。そうすると、
今まで怪我もなく予定通りに生産しているのに、なぜ金をかけるのかと。リスクアセスメ
ント本来の目的は、やはり安全の確保である、だけれども安全を確保するとほとんどのメ
ーカーさんが金が上がる、と。要は生産設備の製造原価が上がる、しいては作ろうとして
いるワークの原価も上がる、といったことに対して非常に抵抗感を持っていると。この点
について、ひとつご意見をお願いします。
（向殿）
はい、これは私の言いました「安全作り」のほうですね。これはトップの話だと思うんで
すが、何のメリットがあるのかといった時にですね、結局今まで事故が起きていないから
やる必要はないだろうと。しかしリスクアセスメントでどのくらいのレベルで企業という
のは安全レベルが上がる、ひとつ事故が起きると大変なことになるんだということをトッ
プが理解して、そのコミットメントとして、会社としてやるんだという意気込みがはっき

りしない限り、実際現場ではメリットはあまり見えないんではないかという話だと思うん
ですけれども。
どうですか、誰か今のご質問に答えられる人は？
（高岡）
安全をコストと考えてしまうと、そういう意見が出てきてしまうと思うんですよね。例え
ば、日本だったら人がひとり死んだらいくらだけれども、中国だったらいくらとか、そう
いう具合に考えるとやはり、安全というのはできなくなってしまうと思うんですね。です
から、人ひとりの命に対応していくらだということではなくて、企業として安全をやって
いかないと、これから製造業は成り立っていかないんだということをきちんと理解しない
と、そこはブレイクスルーはできないと思います。それから、先ほどすごくいいことをお
っしゃったんですけれども、いま災害が起こっていない、そういう職場が安全な職場では
なくて、リスクがない職場が、安全な職場なんですね。でもリスクがない職場っていうの
は、実現できないんですけれども、そういう方向に向かって職場を改造していかないとい
けないんだというのが、トップのコミットメントに含まれるべきだと思います。
（向殿）
はい、リスクがどれだけ下がっているかということに、メリットがあると。
志賀さんいかがですか？
（志賀）
私ども今まで怪我が出ていないから大丈夫でしょう、いやそうではなくて私が先ほど言っ
たように、人はミスをするし機械は壊れる。それから考えると、今は大丈夫だけれど次の
時間に死亡事故が発生するかも知れない、そういったリスクを考えた場合には、やはりリ
スクアセスメントをやってハイリスクのほうの排除をするといった考え方が必要だと思い
ます。
（向殿）
はい。小平さんはいかがですか？
（小平）
大体そういう経営者がどう考えるかというのはどうもやはり自分の任期中に不休災害が起
きるような会社の経営者は、やはりまずいと思うんですが、自分の任期中に一回も起きな
いとやはり意識が違ってくるのかなと。これ実は会社の規模によってもだいぶ違ってくる
んですよね。何万人かの企業だと毎月のように何か起きるから、ともかく安全は自分達の
ミッションのひとつだと十分認識されているんですけれども、例えば、10 人位しかいない
企業の社長さんだと、まあ、何も起こらないということがあり得るわけです。
（向殿）
西條さんいかがですか？
（西條）
私が思うには、機械の安全に対する市場価値というのが著しく低いんだろうと。経営者か

ら見るとその安全に対する支払いというのは今の段階で言うと保険でもう既に払ってしま
っているんですよね。その中で、安全に対して安全の市場価値についての支払いというの
は支払えないという、そういう今状態にいるんだと思うんですよ。ですから、そういう価
値に対する支払いを、保険から製品にどうやってシフトするのか、その仕組みづくりが僕
は必要になると思います。
（向殿）
なるほどね。それは逆にユーザーのほうが安全を価値として認めて、安全にコストを払っ
て、安全が日本の中で非常に価値基準の高いものであるというふうになれば、段々そうい
うふうになるという気がするんですけれども。
（西條）
保険でもう払ってしまっているのに、なんでまた製品でも 2 回払うのという感覚だと思う
んですよ。そういうふうに言うかたはいないと思うんですけれど、実態としてはそうなっ
てしまっているので、そこをどうやってシフトするかだと思うんです。
（向殿）
はい。宮崎さんいかがですか？
（宮崎）
そうですね、1 年前に某自動車会社がこんなになると思っていた人は多分いないので、未来
のことは予測できないので、過去になかったからといって 1 秒後に起こらないとは限らな
い訳で・・この本にも書いてありますけれども、ひとつの不祥事が企業にとって大変なダ
メージを与える時代になった、というのがあって正にそういった事例は世の中にいっぱい
あると思うので、どういう形で会社の中にリスクアセスメントみたいなものを普及させて
いくか、仕組みについては企業人ではないものですからなんとも言えませんが、実際今ま
でなかったとしても、未来には何が起こるかわからないので、先取り的に、それが前向き
な経営と、この本にも書いてあります。
（向殿）
要するに安全はコストではなくて投資だと、長い目で見ると必ずペイする。それが企業を
強くする。「安全は競争力」は本の題目になる、とこういう話でよろしいでしょうか？
時間も 5 分程オーバーしてしまいました。この私の担当のパネルディスカッションの時間
は終わって司会に進行をお返ししますので、ご静聴どうも有難うございました。
（拍手）

