スライド 1

ブリヂストンの機械安全への取り組み
－ 機械安全専門人材の活用 －

㈱ ブリヂストン 安全管理部
水野 恒夫

ブリヂストンの水野です。ここ１０年来リスクアセスメントを実施しているが、その中で
本日は、機械安全技術者を社内でどうやって育成して活用していくかに焦点をあててお話
ししたい。

スライド 2
ブリヂストンの概況
ブリヂストンの概要
社名

株式会社ブリヂストン
（英文社名 ＢＲＩＤＧＥＳＴＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）

本社所在地

東京都中央区京橋一丁目１０番１号

創立年月日

１９３１年（昭和６年）３月１日

創業者

石橋 正二郎

代表取締役社長

荒川 詔四
代表取締役社長 荒川詔四

現在 （２００６年１２月末）

・ 資本金
・ 連結売上高
・ 連結純利益
・ 連結従業員数

１，２６３億５４００万円
２兆９９１２億円
８５１億円
１２６，３２６人

・ 単体売上高
・ 単体純利益
・ 従業員数

９，４５８億円
６１５億円
１３，７７８人
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ブリヂストン本社（東京）

まず、会社の概要ですが、連結売上高が約３兆円、連結従業員数が約１３万人弱で、この
内日本人の従業員が１割強ですので、従業員の大半が外国人です。
スライド 3

ブリヂストンの主要製品
タイヤ部門 （売上構成比８０％）

多角化部門（売上構成比２０％）

乗用車用タイヤ、トラック・バス用タイヤ、二輪車用タイヤ、
建設車両用タイヤ、航空機用タイヤ、農業機械用タイヤ 他

自転車
コンベヤベルト

ゴムホース

免震ゴム

自動車用シートパッド（ウレタン）

スポーツ用品
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タイヤ以外に社内では加工品と呼んでいるが、コンベアベルト、自転車、ゴムホース、ス
ポーツ用品等といった物も生産・販売している。

スライド 4

ブリヂストングループの生産・開発拠点

欧州
新品タイヤ工場
６カ所
タイヤ関連工場
１カ所
原材料工場
２カ所
多角化製品工場
２カ所
技術センター
１カ所
プルービンググラウンド ２カ所

技術センター（東京）

技術センター(ローマ）

化工品技術センター（横浜）

日本

新品タイヤ工場
９カ所
タイヤ関連工場
９カ所
原材料工場
３カ所
多角化製品工場
３７カ所
技術センター
２カ所
プルービンググラウンド ２カ所

技術センター(アクロン）

米州
新品タイヤ工場
１５カ所
タイヤ関連工場
１カ所
原材料工場
６カ所
多角化製品工場
２９カ所
技術センター
１カ所
プルービンググラウンド ４カ所

アジア・大洋州

中近東・アフリカ
新品タイヤ工場 ３カ所
原材料工場
１カ所

新品タイヤ工場
１３カ所
タイヤ関連工場
１カ所
原材料工場
８カ所
多角化製品工場
１９カ所
技術センター
１カ所
プルービンググラウンド ２カ所

生産拠点 （工場）
： ２５カ国
技術センタ－
：
４カ国
プルービンググラウンド ：
７カ国

１６５カ所
５カ所
１０カ所

（２００７年4月１日現在）
※現在建設中の工場･開発拠点は数字には含まれておりません。
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生産・開発拠点は、日本、欧州、アメリカの三極の拠点がある。タイヤ生産の拠点は約５
０で、それ以外の物の生産を含めると１６５拠点となる。社内でも全てを訪問した人はい
ないであろう。
スライド 5
国内の生産・開発拠点

★

工場所在地
タイヤ工場

多角化工場

原材料工場

①

久留米

②

東京

③

那須

④

彦根

⑤

下関

⑥

鳥栖

⑦

栃木

⑧

甘木

⑨

防府

⑩

横浜

⑪

熊本

⑫

関

⑬

磐田

⑭

黒磯

⑮

佐賀

北海道プルービンググラウンド/北海道

ブリヂストンプルービンググラウンド/栃木
★

技術センター/東京

⑫
④

⑬

⑦③
⑭
★② ●
⑩★

本社/東京

⑤⑨
⑥⑧
⑮①
⑪

化工品技術センター/横浜
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日本国内では、１５工場あります。

スライド 6

タイヤ産業の製造現場の特色
■ 他業種に対比 しての顕著な特徴
領 域

特 徴

背景／影響

◆ 四季の温度変化などでゴムの性状が変動する
ため、製造条件や製造プロセスの変更が多い
素材／材料

◆ ゴムの性状が変化し易いため、設備／機械性能
との適合性が不安定
◆ 工程異常の発生率が極めて高い
（正常作業と異常作業の境目が曖昧）
◆ 材料の荷姿、製品形状から、巻取り/巻出し
などの「回転機構」が多い

機械／設備

◆ 機械の動作範囲と人の作業範囲が輻輳している
部分でインタロックが取られていない領域が多い

･ 機械運転中のオペレー
タのチョコ手出し/チョコ
手助け/先回り作業

・ 自社設計の生産設備
が主体
・ 機械と人の分離が課題

・・・ 停止インタロック/ 隔離インタロック

◆ 容易には「止めにくい」ラインや設備

その他
工程の特性

◆ 細切れ工程 ⇒ 異様に多い運搬台車数、仕様
◆ 工場ごとに異なる台車の形状、サイズの仕様
◆ 頻繁に行われる設備の改造/工程変更

・ 古典的な台車災害
・ Load/Unload 機構部の
自動化の標準化が困難
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・ 頻繁なリスク変動

素材／材料の側面では、ゴムを主原料として扱う関係で、ゴムというのは春夏秋冬で温度
の条件で性状が変化するので、機械設備性能との適合性が不安定という特色がある。すな
わち、春先では正常に稼働していたものが、夏場は温度が上がるのでゴムがべたつき正常
に稼働しないので、製造条件や製造プロセスを変更せざるをえない。従って工程異常の発
生率が極めて高い業種である。それ故、オペレータのチョコ手出し／チョコ手助けが多い
という問題がある。
機械／設備の側面では、タイヤという製品形状から回転機構が多く、機械の動作範囲と人
の作業範囲が輻湊している部分でインタロックが取られていない領域が多く、ライン物の
ため容易には止めにくい設備で、機械と人の分離構築が課題です。なお、生産設備で先頭
と最終工程部を除く中間の８割方は、自社設計の生産設備です。

スライド 7

「機械安全の路線」転換の契機となった災害 ････ ９９年５月
トランスファー装置の設計

再起動防止制御

軌道レール横断用安全防護の誤り

部材
供給
装置
Ａ

軌道レール

部材
供給
装置
Ｂ

動力中断による停止後は、再起動操作を
しなければ、再起動が起きてはならない
ISO12100 ‐2 3.7.4
安全装置
の作動

⇒

リセット

起動
スイッチ
(再起動)

⇒

(運転停止)
成型機
Ａ

成型機
Ｂ

＋

成型者の作業域
・・・リセットスイッチ
・・・光電センサー

事故機の設計
危険源
安全装置
の作動

・ リセットスイッチで再起動する条件
・ リセットスイッチ（Ａ接点）が溶着
していたため、光電センサーの
光軸通過と同時にトランスファー
が走行開始し、成型機Ａ側に
跳ね飛ばされた （全治 3ヶ月）

⇒

リセットで
起動

(運転停止)

ＢＳの安全設計
の考え方を根本
から見直す必要

光軸を通過すると
即起動

⇒
(接点溶着)
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タイヤの成型機を模式化したもの。タイヤの成型は２ステージある。成形機 A である程度
アセンブリした後トランスファー装置で成型機 B に移送され、残りのアセンブリ作業を行
うものである。作業が進むと成型者はトランスファー装置部の軌道レール部を横切って部
材供給装置側に移動する必要がある。
事故機の設計では、軌道レール部に光電センサの防護を設置していたが、リセットスイッ
チ一発で再起動させる設計であり、このリセットスイッチ（A 接点）の接点溶着により光電
センサの光軸通過と同時にトランスファーが走行を開始し、成型機 A 側に跳ね飛ばされた
もの。BS の安全設計の考え方を根本的に見直す必要に迫られた災害であった。

スライド 8
工程要素の変更に伴う Risk 把握の失敗例
････ ひとまわり大型の製品サイズの導入をしたら
（建設車両用タイヤ生産工場の事故例）
ローリフトのブレーキをかけた時 ･････
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スライド 9
製品運搬車両の「積載荷重性能」の確認は行なっていたが、
◆ 転倒防止の「枕木のサイズの適合性」
◆ 「ガードの防護性能」
のアセスメントが洩れた
ガードの防護性能
転倒防止「保護ガード」の大きさは従来のタイヤ
には十分だったが、新設の大型タイヤのリム径
以下のサイズで、小さすぎた

「枕木」のサイズ
転倒防止の「くさび」は従来のサイズの
タイヤには十分だったが、新設サイズ
の大型タイヤには小さすぎた
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非常に頻繁に設備の改造とか製造プロセスの変更をやっている。その時、リスクというも
のは動くわけです。このリスクが動くことにより往々にして事故に繋がるケースがあるが、
この例としてもう一つの事故例を紹介する。ひとまわり大きいサイズの建設用タイヤを導
入するため、生産ラインはこれに合わせて問題はなかったが、製品運搬車両の転倒防止柵
および枕木のリスクアセスメントが洩れてしまい事故となってしまったもの。

スライド 10

これからの労働安全の潮流

（ 基本コンセプト ）

安全に関する国際的な潮流

領 域
機 械 安 全

技術とシステムで保証する安全

世界標準の動向
ＩＳＯ12100をはじめとする
一連のＩＳＯ/ＩＥＣ規格 (1991～)
【 基本規格/グループ安全規格/個別製品規格 】

安全衛生管理
システム

ＯＨＳＡＳ18000 シリーズ(認証用規格)
ＩＬＯ/ＯＨＳＭＳ ガイドライン

備 考
WTO－TBT 協定で
－ＩＳＯ規格が各国の
国家規格に移行

ＩＳＯ化の動きから
ＩＬＯガイドラインへ
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スライド 11
【 ISO/IEC安全規格体系 】

産業機械から一般消費者の電化製品まで
すべてを規制

2001.6月
2007.7月

厚生労働省 指針

タイプ
改正指針
Ａ規格

包括安全基準
（基本規格）

タイプＢ規格
（グループ安全規格）

タイプＣ規格
（個別製品安全規格）
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前述の様な事故を起こしていたころ、国際的には、安全の進め方は非常に大きく考え方が
変わっていく潮目の時期にあったわけです。すなわち機械安全に関する ISO12100 をはじ
めとする一連の ISO/IEC 規格と安全衛生管理システムである OHSAS18000 シリーズや
ILO/OHSMS ガイドラインの登場です。機械安全に関する ISO12100 はスライド１１の３
階層の規格体系をもっているわけであり、この二つの安全に関する国際的な潮流の基本コ
ンセプトは「技術とシステムで保証する安全」です。

スライド 12

これからの労働安全の潮流

（ 基本コンセプト ）

安全に関する国際的な潮流

領 域
機 械 安 全

技術とシステムで保証する安全

備 考

世界標準の動向
ＩＳＯ12100をはじめとする
一連のＩＳＯ/ＩＥＣ規格 (1991～)

WTO－TBT 協定で

【 基本規格/グループ安全規格/個別製品規格 】

安全衛生管理
システム

ＯＨＳＡＳ18000 シリーズ(認証用規格)
ＩＬＯ/ＯＨＳＭＳ ガイドライン

－ＩＳＯ規格が各国の
国家規格に移行

ＩＳＯ化の動きから
ＩＬＯガイドラインへ

Pro-Active Safety
（ 先取り安全 ）

Keyword

Risk Assessment
（ 事前評価 ）

Accountability
（ 説明責任 ） ⇒ 安全立証
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この二つの潮流で共通の Keyword が三つあります。一つ目は Pro-Active Safety（先取り安
全）であまり聞かれないが、リスクを先取りするとの意味であります。リスクを先取りす
るためには Risk Assessment（事前評価）が必要になります。従ってこれが二つ目の
Keyword になります。三つ目は Accountability（説明責任）です。日本では安全の問題で
説明責任というと、製品事故や重大な労働安全事故を起こした後に、役員等が事故の原因
や経緯を事後に説明することとマスコミを含めて捉えている節があるようですが、ここで
の説明責任は事前説明責任のことです。リスクというものがどの様に認識されており、ど
の様に解決されているか、事前に事故が起こる前に説明するということがここでの
Accountability の意味です。これは、所謂ヨーロッパでの「安全立証」という思想と繋がっ
ている部分です。

スライド 13

安全管理の発展(拡張)段階のステップ
休業災害

Protective
Safety

起こした災害の再発防止
対策を中心とする
Tombstone
（ 再発防止型安全 ）
Safety
（墓石安全）

不休災害

Accident

水面上
無傷害事故

Incident
潜在災害要因
水面下

Preventive
Safety

既にリスクとして存在
している潜在災害要因
の摘出、撲滅
（ 未然防止型安全 ）

Potential Risk

組織欠陥
の要因系

Fault in Management
(Ｍan/Machine/Material/Method)

Pro‐Active
Safety

リスクを事前に排除で
きる、災害要因を生み
出さないシステム
( 先取り型安全 )
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一般的には安全管理の発展段階のステップがあるわけです。休業や不休災害が起こってし
まったら、起こしてしまった災害の Protective Safety（再発防止型安全）対策をきちんと
しなければならないことは重要です。ただし安全対策をこのレベルまでとすることは、
Tombstone Safety（墓石安全）という言葉があるように、墓石が建たなければ安全レベル
が向上しないということになります。次のレベルが Preventive Safety（未然防止型安全）
という領域で、ヒヤリハット体験等を含む既にリスクとして存在してしまっている潜在災
害要因を摘出して、事前にて手を打って撲滅する段階です。
Pro-Active Safety（先取り型安全）というのはその次の段階のもので、リスクを最初から
排除または生じさせないシステムつくりを行うというものです。

スライド 14

今後めざすべき発展段階
休業災害

Protective
Safety

････

Pro-Active Safety

起こした災害の再発
防止対策を中心とする
（ 再発防止型安全 ）

・ 発生災害の原因分析
＆再発防止対策
安衛則
・ 類似災害防止活動
安衛法

不休災害
法定管理体制

Accident
無傷害事故

Incident
Preventive
Safety

潜在災害要因

既にリスクとして存在
している潜在災害要因
の摘出、撲滅
（ 未然防止型安全 ）

Potential Risk

組織欠陥
の要因系

Fault in Management
(Ｍan/Machine/Material/Method)

Pro -Active
Safety

リスクを事前に排除
できる、災害要因を
生み出さないシステム
( 先取り型安全 )

・ ヒヤリハット活動
・ 異常/不具合摘出活動
・ 危険予知活動
法的要求
事項の確立
・ 個人別管理
・ 既存設備のリスク評価
＆リスク低減対策

･ 設計時のリスク評価
＆本質安全化
・ ４Ｍ変更時の事前評価
＆リスク低減対策
・ 危険/有害物質の事前評価
・ Ｍｇｔ.システム監査と継続的
なﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの改善
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既存の種々の安全方策の対応環境を見てみると、法律をきちんと守るというやり方は言っ
てみれば類似災害防止ですので「再発防止型安全」の典型例です。また、多くの工場で種々
の活動がやられているが、この大半は「未然防止型安全」に位置づけられるものです。昔、
我々はこれが「先取り安全」と考えていたのですが、本当の「先取り安全」はこの次の段
階だったわけです。システムを設計するときに設計段階でリスク評価を行って本質安全化
を図るとか、工程要素変動時に変動するリスクを読み取り手を打つ、危険／有害物質の事
前評価、マネジメントシステム監査のプロセスといったものが「先取り安全」です。これ
が今後めざすべき段階と認識しているわけです。

スライド 15
ブリヂストンのリスクアセスメント推進の歩み
年 次

1999年

取組み実施事項

■ リスクアセスメントマニュアルの制定 （MIL-STD882C準拠）
■ 国際安全規格体系に整合する社内設備規格体系の整備計画

2000年
2001年

2002年

2003年

2004年
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スライド 16
リスクアセスメント、安全方策の全社規格化
リスクの低減方策
留意点

リスクアセスメント
使用上の条件
予見可能な誤使用

安全方策の適用
順位に従った
方策選定

安全方策の選定

・ISO/IEC規格
・包括安全指針
別表1～6の参照

安全方策の
妥当性検証

ISO14121 ( JIS B 9702 )

内 容

・安全方策の信頼性
故障特性の確認

リスクの低減

危険源の同定
リスクの見積もり

国際規格に基づく
リスクレベルに応じた
安全方策の採用

・第3者機関による
認証 （海外輸出）

Ｎｏ

ブリヂストンでの展開

2000年～
設備安全基準
規格体系変更

3階層の
設備安全
社内規格
体系
ISO/IEC規格との連動

リスクの評価

許容リスクは
達成されたか

Yes

1999年
社内規格化
適用手法 : リスクマトリクス法
[ MIL-STD 882C準拠 ]

使用上の情報
終了
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BS では、1999 年に MIL-STD882C のリスクマトリクス法に準拠したリスクアセスメント
マニュアルを制定し、合わせて ISO/IEC 規格に連動した３階層の設備安全社内規格体系の
整備を実施しました。

スライド 17

ブリヂストンのリスクアセスメント推進の歩み
年 次

1999年
2000年

取組み実施事項

■ リスクアセスメントマニュアルの制定 （MIL-STD882C準拠）
■ 国際安全規格体系に整合する社内設備規格体系の整備計画
■ 既存設備のリスクアセスメント着手 （点火するもエンジンスタートせず）
■ 健康障害リスクアセスメント手法の研究

2001年

2002年

2003年

2004年
17

2000 年に既存設備のリスクアセスメントに着手したわけだが、今考えるとこれは失敗であ
った。既に設置されている機械設備で災害が起こるため、これから始めたいというのは人
情でありこれから始めたが、うまくいかなかった。この理由については、次に述べる。

スライド 18

リスクアセスメントの特質 － ＥＭＳと比較しての難しさ
（環境影響評価）
危害の種類

危険源の種類
確定的な危険源

偶発的な危険源

・ 機械的な危険源
・ 電気的な危険源
・ 熱的な危険源 （爆発/火災を含む）

傷 害 （ケガ）
= 突発性 =

・ 滑り、躓き、転倒、墜落の危険源
・ 環境（強風、落雷等）の危険源
・ ヒューマンファクターの危険源
・ 酸素欠乏の危険源
・ 複数危険源の組合せ

遅 発 性
（蓄積性）

健康
障害

★ 多岐にわたる種類の
危険源の評価
★ 性質の異なる危険源
の評価
★ 偶発的な危険源の
予測を含む

・ 有害物質の危険源
・ 作業負荷（人間工学）危険源
・ 騒音/振動による危険源
・ 放射線の危険源

急 性

評価の難しさ

・ 病原菌の危険源

ひとつのアセスメント手法
ですべての危険源の評価
をまかなうのは極めて困難
18

ISO14000 の環境影響評価と比較したリスクアセスメントの特質として、非常に多様な危険
源を評価しなければならないということです。機械的、電気的、熱的、その他の危険源、
石綿障害のごとく遅発性、急性にわかれる健康障害の危険源、さらには確定的な危険源だ
けでなくシステムの一部が故障したらこうなるといった偶発的な危険源も評価対象であり、
ひとつのアセスメント手法ですべての危険源の評価をまかなうのは極めて困難であるとい
うことです。

スライド 19
リスクアセスメントの導入をめぐっての問題点
既存の現有設備/機械システムのリスクアセスメント
≪ 既存設備のRAの場合 ≫
利 点

欠 点

問題点

現実の機械設備を目の前
にしてRAが行われるため
危険源列挙やリスクの
評価は比較的易しい

後追いのリスクアセスメント

◆ ライン管理者が動員されるケース
が多く、アセスメントの精度が乏しい
（機械の異常処置などの不規則な作業に
関する見落とし）

- OSHMSの認証のために短期間で
実施されるRAは「アナだらけ」

◆ 危害の程度や発生確率の見積もり
の人によるばらつき大
◆ リスク低減方策が「後付け対策」と
なるため、適正な方策が困難な
場合も
RAを実施したはず
の設備で災害

◆ 技術的に、ライン管理者の手には
負えないリスク もある
－ 電気制御、爆発/火災に関わる
特殊な危険源など
19

利点としては、設備を目の前にして RA が行われるため、危険源列挙やリスクの評価は比較
的易しい。欠点としては、後追いの RA ということです。設計段階で RA を実施しないで製
造、据え付けてしまった設備を後で RA しようとのことから、本来はおかしいことです。こ
のため、様々な問題点が出ました。沢山の設備を抱えていますのでラインの管理者を動員
して RA をやらすわけです。制御系やちょっと専門的なリスクになるとラインの管理者では
読み切れないわけです。また、OSHMS の認証取得のために数か月でライン全部の設備の
RA を実施するといったことをやるわけです。こういったやり方で実施した RA は殆ど穴だ
らけと言えるでしょう。従って、RA の精度が乏しく、人によるばらつきが大きいまま、あ
まり議論されずに積み上がっていってしまうことがあります。また、リスク対策方策をう
つわけですが、後付け対策ですから適正な方策が困難といった場合が多いわけです。です
からこういったことで進めている既存設備は RA を実施したはずなのに災害がまだ発生す
るではないかということになりがちなのです。私共もこのパターンに嵌りましてやってみ
ると問題だらけだったわけです。そこでやらざるを得ないので継続していますが、未だに
この領域の RA の進め方の正解のやり方を見いだしていないのが実情です。

スライド 20

既存設備のRAは、分業が前提
－ライン部門の管理者に全ての危険源のRAを任せるのは限界がある
RA種類/範囲

留 意 点

★ 機械的な危険源で「確定的な危険
源」に限る

ライン管理者に
任せるRA

★ 危険源同定/見積もりまでが限界
★ 実際に働く作業者、リーダー層の
意見は、極めて貴重
－ 現場の人間でなくては分からない
危険源もあり

専門的なチームを
編成して進めるRA

★ 電気的な危険源、制御回路に関わる
危険源のリスクは、機械安全技術者
（専門家）によるRAを並行して進める
★ 制御系や爆発/火災など特殊領域の
リスクは特別なRA手法の適用が必要

備 考

膨大な数の現有設備
のRAは、ライン部門
の動員は不可欠
任せられる限界を
見極める必要

特殊な領域のリスク
アセスメントの専門家
を育成する必要

20

既存設備の RA は分業が前提だということです。ラインの管理者に全ての危険源の RA を任
せるのは限界があるということです。ラインの管理者に任せる RA は目に見える確定的な危
険源の同定／見積もりまでで、リスク対策方策を考えさせるということは明らかに逸脱し
ています。ただ、現場の人間でなくては分らない危険源もあり、実際に働く作業者、リー
ダー層の意見は極めて貴重であり、ライン部門の動員自体は不可欠であるが、そこが RA の
主体であるとの考え方はかなり危ない。そうなると、制御系や爆発／火災などは特殊領域
のリスクは特別な RA 手法の適用が必要でもあるし、専門的なチームを編成してライン管理
者の RA を補完して進めるという考え方が必要ということです。

スライド 21
ブリヂストンのリスクアセスメント推進の歩み
年 次

1999年
2000年
2001年

取組み実施事項

■ リスクアセスメントマニュアルの制定 （MIL-STD882C準拠）
■ 国際安全規格体系に整合する社内設備規格体系の整備計画
■ 既存設備のリスクアセスメント着手
■ 健康障害リスクアセスメント手法の研究
■ 全部門の設備設計技術者対象にリスクアセスメントを含む
安全研修を開始 （ＢＳの生産設備大半は自社設計）

2002年

2003年
2004年

21

2001 年に機械安全をじっくり勉強してもらおうと全部門の設備設計技術者を対象に RA を
含む設備設計技術者安全研修をスタートさせています。BS では設備の大半は自社設計です
ので、このとき作り込まれてしまうリスクは後で対策は難しいので、源流からリスクは解
決してもらいたいとのことで安全研修をスタートさせたわけです。

スライド 22

設備設計技術者安全研修

－ブリヂストンの場合（2001年 開始）

【 二日間コース 】
狙い

◆ ＢＳの安全衛生管理の
今後の課題と在るべき姿
◆ 国際安全規格体系の思想と
規格体系の概要把握
◆ ＢＳの本質安全の考え方と
リスクアセスメント実習
を通して安全設計を実体験

対象者

・生産設備の設計技術者
・設備保全で上記職務従事者

その他

・期間 ２日間コース
・テキスト
社内編集テキスト
「機械システム安全技術」
「安全システム構築技術」

０１年９月～現在
全社で延べ 800名が受講

午前
・ ＢＳの安全衛生概況
・ 災害要因としての設備
欠陥とＢＳの組織文化

初
日

２
日
目

午後
・ＢＳの設備安全施策の
概要

・機械安全の国際規格動向

・リスクアセスメント
手法の解説

・ リスク概念

・安全ＤＲ関連規格

・ 設計者責務の考え方
・ ＢＳの設備本質安全の
考え方

・既存設備のリスク評価
と安全対策 （実習）
・グループ発表

・ インタロック概念

・グループ発表

・ 再起動防止制御と
安全確認型制御

・機械の制御動作点検
の進め方 （実習）

・ 安全チェックポイント集

・理解度テスト

・ 新設/改造設備の安全
審査に関する社内規格
・ 図面段階でのリスク評価
と安全対策 （実習）
22

トータルで二日コースとなっており最初に機械安全の国際規格の動向といったお話をして、
設計者の責任の話を最初に申しあげます。設計者は事故の情報を必ずしも正確にフィード
バック受けておりません。どちらかというとオペレーターの不注意で事故が起きたのだろ
うくらいにしか見ておりませんで、自分で造った設備でどの様な事故が起きているかの情
報にあまりふれていませんので、こういった情報を中心にフィードバックして、設計者責
務の考え方さらに BS の設備の本質安全化の方向といったお話を前段でやりまして、実際の
設備を使って RA の実習をやります。二日目に図面をつかった本来の設計者の RA の実習を
やります。０１年開始以来延べ８００名の生産技術者が受講しています。現在は、新人の
研修との位置づけになっていて、第二次研修のプログラムをどうしようかと議論しており
ます。

スライド 23
リスクアセスメントの導入をめぐっての問題点
新規導入の設備/機械システムのリスクアセスメント
≪ 構想設計/詳細設計のRAの場合 ≫
利 点

難 点

◇ 先取りのリスクアセスメント ◆ 設計図面による危険源
/危険事象想定は難しい
⇒ Pro-Active Safety
・ 本質的な安全設計の方策
が採りやすい（構想設計）

課題
◆ 設計時点で、作業の全ての想定
とアセスメントは困難
－非定常作業の形態や危険源への
アクセス頻度/時間、危険事象の
発生確率など不確定要素が多い

・ 安全防護対策の選択の幅
が広く、技術的に適正な
対策を取り易い
・ 安全対策コストが割安で
対費用効果が高い
・ 関係者の範囲が限定でき
正確なリスク評価技術の
浸透が図り易い

試運転段階での補完的なアセスメント
による見直し、再評価が不可欠
23

新規導入設備の RA というのは非常に利点が多いです。まず、第一に先取りの RA
（Pro-Active Safety）そのものである点は勿論なのですが、構想設計を含めて本質的安全
設計の方策が採りやすく、安全防護対策の選択の幅が広く、技術的に適正な対策を取り易
いです。それからなによりも、この段階で安全防護対策を実施することはコストが安い。
我々の経験では、機械設備一式のコストの内、安全防護対策費は約５％以内です。これを
設備を造ってしまった後で RA を行なうと安全防護対策費は機械設備一式のコストの約１
５％程度で約３倍のコストが掛かります。また、関係者の範囲が限定できますので正確な
リスク評価技術の浸透を図り易いとの利点があります。ただし、難点は、スライド４１、
４２に示す如くの設計図面の立面図、平面図を見て例えばアキュチュエータの動きを三次
元的に想定し、危険源を同定することに難しさがあるということです。ただし、これは図
面を見なれた人にとっては、我々が心配するほど難しいことではないようです。ただ、課
題としては、設計時点ですべてのリスクが読めるということではないということです。そ
の生産設備で行われる作業が全て見えるわけではありません。ですから、大事なのは、試
運転段階で補完的なアセスメントによる見直し、再評価が不可欠ということです。

スライド 24

ブリヂストンのリスクアセスメント推進の歩み
年 次

1999年
2000年

取組み実施事項

■ リスクアセスメントマニュアルの制定 （MIL-STD882C準拠）
■ 国際安全規格体系に整合する社内設備規格体系の整備計画
■ 既存設備のリスクアセスメント着手
■ 健康障害リスクアセスメント手法の研究

2001年

■ 全部門の設備設計技術者対象にリスクアセスメントを含む
安全研修を開始 （ＢＳの生産設備大半は自社設計）

2002年

■ 全部門の各事業場にＳＥ（機械安全技術/専任スタッフ）を配置
■ ＳＥを中心とした新設/改造設備、内作工作物の安全事前評価
システムの標準化

2003年
2004年

24

2002 年に、全部門の各事業場に SE(Safety Engineer)（機械安全技術／専任スタッフ）を
設置しました。この SE を中心として新設／改造設備、内作工作物の安全事前評価のプロモ
ーションをしてもらうことを考えたわけです。

スライド 25

Safety Engineer の役割/要件と任用
■ 新設設備の安全設計審査
① 社内安全規格・基準の理解と指導助言ができる
② 設計時点でのリスクアセスメントと適正な安全
方策立案について指導ができる
■ 稼働前の安全点検
① 規格・基準との現物照合により指摘・提言できる
② 作業性からの不具合個所を指摘・提言できる
③ 完成時チェックシステムの理解と確認ができる
④ 制御動作の点検手法について指導助言ができる
■ 既存設備のリスク評価/リスク低減の推進
① 既存設備のリスクアセスメントと適正な安全
方策立案について指導ができる
② 安全担当、設備部門との連携・調整ができる
③ 本質安全設計の知識が有り、技術的指導ができる
④ 安全対策費用の予算管理ができる
■ 類似災害防止の展開
① 本質安全設計の知識が有り、技術的指導ができる
② 類災防止対策の推進と他部署との連携・調整ができる
■ 製造部門の管理監督者への設備専門教育
① 製造部門への設備安全教育の指導ができる

人材ｽﾍﾟｯｸ
① 設備機能での
経験が１５年以上
② 専門は「電気」を
原則推奨
(機械もＯＫ)

任 期
･ 原則３～４年を
目安

25

SE の役割ですが、大きく分けて５項目あります。第一に、RA は設計者が行うが、RA が適
正であるか、選定した安全防護の妥当性があるかといった審査、指導といった「新設設備
の安全設計審査」が挙げられます。第二に、機械を据え付けた直後の「稼働前の安全点検」、
第三に、先ほど申し上げた「既設設備のリスク低減」のプロモーション、あと初歩的なレ
ベルではあるが、「類似災害防止の展開」、「製造部門の管理監督者への設備専門教育」とい
ったものを実施しています。設備機能での経験が１５年以上という大ベテランで、専門は
出来れば「電気」ということで、設備職能から引き抜いて任期は約４年といったところで
また職場に復帰させています。

スライド 26

ＳＥの基本的な役割、能力要件と資格認定について
SEに必要な能力要件

ＳＥの基本的な役割/使命
・ 新設設備の安全設計審査
・ 稼働前の安全点検
・ 既存設備のリスク評価/低減の指導
・ 類似災害防止の展開
・ 安全規格/基準の教育
( 2002年当時の定義 )

① 災害/危険事象の構造に関する知識
② 危険源の種類/特性に関する知識
③ 静電気、可燃性ガス、粉体などの
特殊な領域の危険源の生成プロセス
に関する知識
④ 人間の認知特性や人間工学に関わる知識
⑥ 危険源の特性に合ったリスク評価手法
に関する知識
⑦ 個別のリスク評価手法の運用技術
⑧ 全Ｚ備ほか社則に関する知識
⑨ ISO/IEC規格の「基本規格」に定める
基本概念に関する知識
⑩ ISO/IEC規格の「グループ規格」（タイプ
B規格）に定める規格要求に関する知識
⑪ 個別の安全防護方策と機器に関する知識
⑫ 計測機器や制御システムの故障特性
非対称故障特性の獲得に関する知識
⑬ 安全防護方策カテゴリーの識別に関する
知識と技術
26

この SE の能力要件といったものをどう考えるかということですが、この前記５項目の仕事
をしていくためには、かなり広範な技術なり知識というものが無いと出来ないわけです。
ざっとランダムに挙げても１３項目の領域に分かれていますが、この領域のきちんとした
知識、評価技術、運用技術を持っていないと SE としてはまず機能出来ないわけです。最初
にこの能力要件を社内で見せたとき、社内でこんな能力の高い人は居ないよと言われたが、
これはゴールラインでありちゃんと育成するからと言って説得した経緯があります。

スライド 27

設計者とSEの機能分担 （最終ゴールイメージ）
役 割

備 考

◆ 設計時点のリスクアセスメントの実施

設備設計技術者

◆ リスク低減のための
本質安全設計、安全防護方策、残留リスク
に関わる「使用上の情報」提供
◆ 全社設備規格に適合した対策仕様 (※)
の実現 (安全性の妥当性確認)

※ 国際安全規格
に適合した社則

◆ 不具合情報に基づく改善点の設計図面への
フィードバック

「社内第三者機能」として、設計者、製造部門の
◆ 設計者のリスク評価の妥当性検証

SE
(Safety Engineer)

◆ 採用されたリスク低減方策の妥当性検証
◆ 全社設備規格に適合した対策仕様の
アドバイス (※)
◆ 設計、製造部門への設備安全に
関わる啓蒙活動 (※)

※ 純然たる第３者
機能とは異なる
部分
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設計者と SE の機能分担といったところですが、まだ仕分けが十分になされていないところ
がありますが、設備設計技術者は、設計時の RA の実施、RA に基づく安全防護策の選定、
また不具合情報に基づく改善点の設計図面へのフィードバックといったところが役割です。
これにたいし、SE は社内第三者機能として、設計者と製造部門の間にたち、設計者のリス
ク評価および低減方策の妥当性検証、また時には、審査するだけといった純然たる第三者
機能とは異なり、安全対策の中身まで踏み込んでアドバイスするといったことまで行うわ
けです。

スライド 28

事業所の安全管理/組織機能図
（ブリヂストンの例）

( 専門機能 )
設備開発/設計部署
製造技術開発部署

工場長

５００名以上の
設計者

スタッフ組織

製造第２課

各製造係

各製造係

・ 開発設備のRA
・ 改造設備のRA
・ 製法変更のRA

■ S E ( Safety Engineer )

S
E

Ｔ
Ｐ
Ｍ
推
進
局

設備課

安
全
専
任
職
長

製造第１課

・ＴＣ 設備開発
・製造技術開発

技術課

安
全
担
当
者

機
械
安
全
担
当

品質保証課

製造ライン組織

生産管理課

第3者機能
安全・ＴＰＭチーム

総務環境保全課

製造部長

(1) 安全設計審査/方策アドバイス
(2) 製造部門のＲＡ推進
(3) 工程要素変更時のＲＡの推進
(4) 安全専門教育
≪ 任期 ≫
・ 原則３～４年
・ SE在任歴は昇進判定時加点要素に
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組織的には、SE をどこにおいているかということですが、この図は、BS の工場の一般的
な組織図です。製造部長の下に RA を実施する設備課、技術課といった部隊があり、SE は
同じく製造部長の下で第三者機能として安全・TPM チームの中にいます。設備課の中に設
けると、公正な牽制機能が果たせなくなるとの考えです。従って、外に出しているという
形になります。

スライド 29

「設計段階のリスクアセスメント」の導入の留意点
踏むべきステップ
経営としての
合意形成

内 容

トップを動かす
－ コンプライアンス上からもＲＡ
の導入は企業の社会的責任

RAの推進の中核
となるリーダーを
各部署に養成する

組織化をする

設計者のRA教育
が不可欠

RAの社内技術を確立する

設計の基本的な
プロセスにRAを
組み込む

設計者の仕事の仕方を変える

社内第三者機能
（設計のチェック機能）
を設置する

－ 「RA導入委員会」を設置する
設計部門、製造を巻き込む

－ RAを設計者の基本的な
技量に組み込む

－ RAの実施を仕事の中で
標準化する

設計のRAの質を検証する仕組み
を組み込む
－ 機械安全技術者（ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ）

留意点
★ 社内世論の形成は
キーマンの選択が
大切
★ 安全部門だけで、
組織を引っ張ろう
と思うな
★ 本当に大事なのは
RA技術よりも、まず
設計者の意識改革
★ 設計の関所を組込む
－RAを実施しないと
前に進めない
★ RAの審査機能を
担う人材を育てる
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設計段階の RA の導入時の留意点ですが、生産技術部隊全体に係ることですから、経営とし
ての合意形成は非常に大事な部分です。トップから動かしていくということが根本のとこ
ろです。いずれにせよ、昨年の労働安全衛生法の改訂により RA は努力義務ではあるが、実
施は企業の責務であり、トップ自身がその気になるということが第一要件ということです。
その上で組織の要所に核になるリーダーを配置しないと、これは絶対といっていいほど動
きません。つまり RA 導入委員会とかの組織化をするということです。安全部門だけで引っ
張れる事業ではありません。BS はいかにもそうしてきたかの如く申し上げてきましたが、
以上のことは、後事例で申し上げたことであり、１０年かかってここまで到達しましたが、
今から考えると最初からこうすればよかったということです。そうすれば、もっと短期間
でできたでしょうし、特に RA がどういうものであるか本質的理解をしないで指導してきた
ことが大きな反省点です。三番目には、設計者の RA 教育が不可欠ということです。このク
ラス、この層で RA の社内技術を確立するということです。それから、ハウツーというより、
自分自身の仕事のやり方でリスクが変わってくるのだということを理解する設計者の意識
改革が必要です。従って、四番目としては、設計の基本的なプロセスに RA を組み込むとい
うことで設計者の仕事の仕方を変えるということです。すなわち、RA を実施しないと次の
段階に進めないという形にしないといけないわけです。それに対して、社内の第三者機能
を置くということが一つの肝になる部分であろうと思います。それが設計段階の RA の質を
検証する仕組みを組み込むことであり、RA の審査機能を担う人材づくりの部分になると思
います。

スライド 30

新任ＳＥの育成プランの基本的な考え方
初期育成段階

社内研修

社外研修

★ 設計者安全研修

任用直後の
ステージ

(所定プログラム)

★ 新任SE研修

－

(社内規格、RA、リスク
低減対策の基本ほか)

備 考
※ 設計者安全研修は
任用前に受講済みが
原則。未受講の場合は
任用年次内に受講

★ 安全技術応用研究会
【基礎６コース】
1. RA(Ⅰ) - リスク評価
2. ガード/インタロツク
3. 基礎電気安全
4. 基本安全規格の概説

初期育成の
ステージ
(任用１ヵ年)
★ SE会議 /研修会
( ３回/年・定期開催 )

中期育成の
ステージ
(任用２年目以降)

5. 災害事例の安全性査定
6. 安全コンポーネントの特性
と正しい使い方

★ 安全技術応用研究会
【応用６コース】
1. RA(Ⅱ) - リスク低減と
5. 制御安全技術
妥当性検証
6. 安全監査の実施事例
2. 安全基礎工学
3. 油気圧/機械リスク低減方策
4. 電気安全技術
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SE という形で育成していくとき、どの様なインプットを与えたら、先ほどの膨大な知識、
技術体系といったものが得られるかということですが、これは満足なものではないが設計
者安全研修というもがありますので、一応これはやります、その後新任 SE 研修というもの
をやります。問題は任用後一年ないし二年ぐらいが勝負なのです。ここで集中的にインプ
ットを入れないと独り立ちできない。そこで安全技術応用研究会といったボランタリーの
団体があり、１２の安全技術の講座に SE の人をどんどん出して勉強してもらうわけです。
この１２の講座を社内で準備することは殆ど不可能です。それから３回／年程度で SE 会議
／研修会を開きアップデートの知識なり技術といたものをマスターしてもらっています。

スライド 31

RAの基盤技術とSOSTAP講習会の対応関係
開始

基本安全規格
の概説

使用上の条件

安全基礎工学

予見可能な誤使用

リスクの低減

危険源の同定

油気圧／機械リスク
低減方策

電気安全技術

リスクアセスメントⅠ
－ リスク評価技術

ガード/インタロック

基礎電気安全

安全技術応用研究会

リスクアセスメントⅡ

リスクの見積もり
国際規格に基づく
リスクレベルに応じた
安全方策の採用

－ リスク低減＆妥当性
確認技術

リスクの評価

制御安全技術
災害事例の
安全性査定
安全ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
の特性と正しい
使い方
安全監査の
実施事例

Ｎｏ

許容リスクは
達成されたか

Yes
使用上の情報
終了

黄色の文字表示のコース

Safety Sub Assessor
基礎 ６コース

Safety Assessor
全 12 コース
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安全技術応用研究会の安全技術の講習会と申し上げましたが、RA を中心として成立してお
り、基礎６コース、応用６コースで構成されています。RA の基盤技術というのは、実は左
側の部分です。リスク低減に係る部分がむしろメインです。ここに１０コース程あります
が、ここのコースの中味がきちんとマスターできて初めて RA ができるわけです。例えば制
御システムの原理・原則がわからないで制御システムの RA は不可能です。従って左側の１
０コースの技術を習得して、安全技術応用研究会の１２のコースに進むのが本来です。こ
の１２のコースを SE の育成にうまく使えているのが現在の状況です。

スライド 32
機械安全技術者の能力要件
■ 災害/危険事象の構造に関する知識
■ 危険源の種類に関する知識
■ 静電気/可燃性ガス /粉体などの特殊な領域の危険源の生成プロセスに関する知識
■ 人間の認知特性や人間工学に関わる知識
■ 危険源の特性に合ったリスク評価手法に関する知識
■ 個別のリスク評価手法の運用技術
■ ISO/IEC規格の「基本規格」（タイプA規格）に定める基本概念に関する知識
■ ISO/IEC規格の「基本規格」（タイプＢ規格）に定める基本概念に関する知識
■ 制御システムのデバイスの故障特性に関する技術的な知識
■ 制御システムの故障時の危険事象についての洞察力
■ ＦＴＡ、ＦＭＥＡなどの補完的なアセスメント手法に関する技術
■ 制御システムのリスクアセスメント能力
■ 安全防護装置の適正用途とその特色（含む故障特性）

Safety
Assessor
資格認定
制度

■ リスクレベルに対応した安全防護措置（安全防護カテゴリー）の選定能力
■ 「非対称故障特性」に関わる知識 －「フェールセイフ概念」の理解
■ 個々の安全防護カテゴリーの要求する論理構造の理解
■ 制御システムに関わる主要「国際安全規格」に関する知識
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これは先ほどの１３いくつかの能力要件の焼き直しがでていますが、これらを１２のコー
スで学ぶわけです。この能力要件のマスター度を判定する社会的仕組みがぼちぼち出てき
ています。

スライド 33
JC、TUVの Safety Assessor 認定制度 ( 2005年～ )
Safety Assessor 認定制度 の目的と特色
目
的

特
色

国際的に通用する
スキルの認定

機械･装置のメーカー/ユーザーに、それらの国際的な
流通に必要とされる安全設計・管理技術に関るスキル
を認定する

現場での実務能力
を段階的に認定

知識習得と能力の発揮レベルを３段階に分けて
資格認定を行う

基礎知識/実地体験
の講習との連携

国際安全規格に基づく知識 /安全化技術の教育体系
と連動して、安全設計・管理技術に関るスキルを習得

認定制度に関わる機関
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Safety Assessor の資格認定制度で、日本認証を中心にテュフラインランドと安全技術応用
研究会の三者で運用している資格認定制度で、目的はここに示された通りです。

スライド 34

３段階の Safety Assessor 資格認定
Safety Lead Assessor
選考機関

・ TUVの独自の要件のもとに
専門知識/実務講習を付加し
・ 安全の妥当性について
第３者評価/認証ができる
認定 : JC&TUV

Safety Assessor
選考機関

・ リスクアセスメントに基づいて
適正な安全方策を導き、安全
の妥当性評価が行える

ＢＳで3名取得

認定 : JC

Safety Sub Assessor
選考機関

・ Safety Assessor 資格に向けた
中間段階の基礎知識と技術を
習得している
認定 : JC

ＢＳで12名取得
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資格制度は３段階でなりたっていまして、コアになるのは真ん中の Safety Assessor です。
この下に Safety Sub Assessor というのがありますが、これは登山に例えると３～４合目の
中間段階の資格でメインは真ん中の Safety Assessor で、RA に基づいて適正な安全方策を
導き、安全の妥当性評価が行えるというレベルです。テュフラインランドの方で実施して
いる Safety Lead Assessor という資格がありますが、これは認証機関と連携しながら仕事
をしていくための資格でアドバンスといえばアドバンスの資格なのですが、ちょっとニア
ンスが異なるもので、私どもとしては、Safety Assessor までの資格があれば充分です。

スライド 35

SE 制度の背景と予備軍層を含めた育成ニーズ
SEの基本的な役割/使命
・ 新設設備の安全設計審査
・ 稼働前の安全点検
・ 既存設備のリスク評価/リスク低減
・ 類似災害防止の展開
・ 安全規格/基準の教育

任期目安
３～４年
世代交代
の目安

選任に伴う問題点
◇ 能力要件の標準化要
◇ 選任後即戦力化が難
（育成に時間がかかる）
◇ 後任養成が急務
向こう3年で 4割退社

理想としての姿は ････
◇ SEの選任要件の標準化 ⇒ 能力段階として Safety Sub Assessor レベルと
同等能力を必要要件としたい
選任後の戦力化

◇ 予備軍育成

⇒ 選任後２年以内に Safety Assessor 資格の
取得が可能なレベルを目標
⇒ 一定数の Safety Sub Assessor 資格相当者を予備軍
として前倒し育成を図るとともに、講習参加を通じて
設備課メンバーの安全に関る技量を底上げ
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SE の人達を予備軍のクラスを含めて育成することは大事なことです。実は後任をどうする
かということは、非常に頭が痛いことなのです。例えば向こう三年経つと、今いる SE の約
４割が退社するという事態なのです。なんでそんなロートルをアサインするのだといわれ
そうですが、なにも好んでロートルをアサインしているわけではないのです。会社自体が
高齢化しているのです。自然に選ぶとそうなるのです。ですから予備軍の人達を育成して
おく必要があり、たとえばこの人達に先ほどの Safety Sub Assessor の資格をとってもらっ
ていれば、立ち上がりが早いわけです。ところがあなたは Safety Assessor の予備軍ですよ
と認定したり指定をすることは、人事上やり難いところです。ですから予めそういうこと
を予告して勉強できればよいのですが、中々この運用は難しいわけです。

スライド 36

ブリヂストンのリスクアセスメント推進の歩み
年 次

1999年
2000年
2001年

取組み実施事項

■ リスクアセスメントマニュアルの制定 （MIL-STD882C準拠）
■ 国際安全規格体系に整合する社内設備規格体系の整備計画
■ 既存設備のリスクアセスメント着手
■ 健康障害リスクアセスメント手法の研究
■ 全部門の設備設計技術者対象にリスクアセスメントを含む
安全研修を開始 （ＢＳの生産設備大半は自社設計）
■ 全部門の各事業場にＳＥ（機械安全技術/専任スタッフ）を配置

2002年

■ ＳＥを中心とした新設/改造設備、内作工作物の安全事前評価
システムの標準化

2003年

■ 監督者、リーダー対象のリスクアセスメント手法トレーナー
を全工場に養成

2004年

■ 爆発 /火災リスクアセスメント手法の研究／確立
36

2003 年に監督者、リーダークラスで RA のトレーナーを全工場で養成しています。また既
存設備の RA を 2000 年に始めてあまりうまく行かなかったものを 2003 年に仕切り直しし
ています。あと 2003 年に栃木県で大きな火災を起こしておりまして、安全衛生の切口でし
かやっていなかったため、ばたばたと爆発／火災の RA 手法の研究／確立をしたのが 2004
年です。

スライド 37

BSの安全施策のVision （過去・現在・未来)
工 場

「未然防止型」施策の充実
と構成比の漸減

「未然防止型」
施策展開期

「先取りシステム型」へのウェイト移行

・安全専任職長制度 ・製造部長のもとでの
スタート
安全機能の統合化
・新ＳＥ制度の発足

全社機能

・「未然防止型」施策
の安全診断

新規導入生産システム
の安全規格適合化

「 設備本質安全化」 ・安全推進機能の
への転換期

支援研修体制

・ＲＡ手法の導入と
・止めやすい設備づくり
手法の確立
・国際規格準拠安全規格
安全規格の整備
の整備基本計画
・設備設計技術者安全研修
の開始
・安全設計の標準化
・安全事前評価の制度化

００年

０１年

０２年

「先取りシステム型」
への移行準備期

０３年

ＩＳＯ／ＩＥＣ規格（包括安全基準）
への完全適合生産システム

既存設備の計画的な
リスク低減

ＩＬＯ／ＯＳＨＭＳ ガイドライン
への完全適合組織

組織欠陥要因の評価
システムと社内監査

海外グループ拠点支援

国内グループ拠点支援
０４年

０５年

０６年

「先取りシステム型」
の整備/定着期

０７年

０８年

０９年

１０年

１１年 １２年

「先取りシステム型」
≪リスクの源流管理の確立≫37

BS の安全施策の Vision ということですが、「未然防止型」で従来やってきたわけだが、こ
れに「設備の本質安全化」の要素をどんどん入れて行って、いわば「先取りシステム型」
への移行準備が 00 年から 03 年までの期間であった。徐々に「未然防止型」の施策を「先
取りシステム型」の施策にウエイト移行していくのが 04 年以降のロードマップということ
です。この間に新規導入生産システムの安全規格適合化、既存設備の計画的なリスク低減
あるいはマネージメントシステムの構築といった「先取りシステム型」の整備／定着期と
いうところです。今年以降、完全に ISO/IEC 規格に適合した生産システムを実現するステ
ージ、いわば源流から「先取りシステム型」に合致するものとなっている管理の確立を 08
年以降と位置付けています。
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弊社のSafety Engineer 制度が抱える課題
◆ 「２００７年問題」に直面し、否応無しの「若返り」が現在進行中
⇒ 「若返り」自体は歓迎すべきことだが、ベテラン層の
抜けた穴は大きい。これをどう埋めてゆくか？

◆ 任用後、即戦力化に難点 (育成に時間がかかる)
⇒ 予備軍層として「前倒し育成」しておけばよいが、
人事措置、配置問題もからみ、実際の運用となる
と困難

◆ ３～４年任期で、本当に「機械安全のプロ」が育つものか ?
⇒ 過去３年で、ＳＥの全体の２/３相当が入れ替わり、
交替人事の都度、職能群としての安全に関る蓄積
キャリアはゼロ点方向にリセット

◇「機械安全技術者」という欧米並みの社会的な職能ステータス
の確立には、今しばらく時間がかかる (日本の立ち遅れ分野)
現在、日機連にて
機械安全技術者の
能力要件、資格認定
制度について研究中

ex．米国 Certified Safety Professionals ( CSP ) 資格のステータス
38

最後の纏めなのですが、
「2007 年問題」に直面し否応なしに SE に関しては「若返り」が進
行中ということと、育成に時間がかかるため SE に関して任用後、即戦力化に難点がある。
それから皆さん方が疑問に思う「３～４年やって本当に機械安全のプロが育つものなの
か？」ということですが、これは確かに非常に疑問ですね。また過去７年くらい制度を運
用していますが、SE の全体の２／３相当が入れ替わっています。その都度、安全に関する
蓄積キャリヤはリセットされるわけで、これも非常に厄介です。それから社内安全技術者
のステータスをどう見ていくかということですが、アメリカには Certified Safety
Professionals というエンジニアリングに限らずマネジメントシステムおよび教育の技量と
かコミュニュケーションに関する技術といった機械安全に閉じたものではないが全般的な
資格をもった人が全米で約１万人いるといわれております。こういった人達は一般的なマ
ネージャの年収の１．５倍ぐらいが保障されているとのことです。ここまで認められてい
る資格として、機械安全技術者がなっていくのはいましばらく時間がかかるだろうと考え
られます。現在、日機連にて機械安全技術者の能力要件、資格認定制度について研究中で
すけど、この成果物について来年度、日機連から紹介があると思います。
以上です。
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参考 － 米国セイフティアセッサー制度 ＣＳＰ

CSP ････ Certified Safety Professional

【全米で約一万人】

ISO17024 「適合性評価－人の認証の実施機関一般要求事項 」準拠

エンジニアリング

マネジメントシステム
・マネジメントシステムの基本方針、手順、
プログラムの決定、推進と実行
・継続的な改善のためのパフォーマンス
測定/評価システムの有効性判定
・RAに基づくリスクマネジメント戦略の実施
・資源の効率的な運用手法、原理の理解
・全ての関係者による安全プロセスの形成
と実現の推進

・施設、製品、システム、機器、プロセスに
関するリスクアセスメントの実施
・リスク低減、抑制対策の設計、仕様に
ついての勧告
・最適手段の選定（有効性/信頼性/費用
分析）
・国内外の適用規格、法律、規制の特定
と適合
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米国セイフティアセッサー制度 ＣＳＰ

つづき

CSP ････ Certified Safety Professional
ISO17024 「適合性評価－人の認証一般要求事項」準拠
情報マネジメントとコミュニケーション

行動と倫理

・リスクアセスメント、リスク低減対策に
関わる知識/技術の専門教育プログラム
の開発

・経営者、行政機関との協力に基づくリスク
低減抑制への努力

・上記の一般教育プログラムの開発

・専門家としての損害の発生、利害の衝突
の回避

・教育訓練のプログラムの評価
・関係者との有効なコミュニケーションの
ための口答、文書による情報提供
・外部安全専門組織との対話/交流
・データマネジメント－データ収集、分析、
検索のシステム運用
・専門的なコミュニケーション能力の発展/
維持

・安全の技術的な助言/勧告責任の遂行
・組織の前向きで有効な決定への働きかけ
・専門知識/技術の能力向上に向けた自己
啓発
・事故、災害発生時のマネジメントの検証と
的確な原因調査
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TBR成型機/塗装機・産業用ロボット 立面図
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