IoT時代における製品安全の更なる実現に向けて

協調安全に関わる国際標準化の道筋
一般社団法人 セーフティグローバル推進機構
国際標準化担当 理事

梶屋 俊幸

国際連合が推進するSDGs (Sustainable Development Goals )は日本社会に徐々に浸透しつつあり、いまや幅広い
事業活動にとって欠かせない貢献目標のひとつとなってきた。すべての人々に平等に安全・安心・幸福 (Wellbeing )
を提供することはSDGs実現のためのベースラインとなるものであり、事業者は昨今の社会構造変化に応じた社会
的責任を果たすための新たな取組みが求められている。本稿で訴求する「 協調安全 」という包括的な概念の導入は、
事業者が従来から取組んできた「 製品安全 」の取組みを超えるソリューションのひとつとなりうるものであり、
ここに日本発の国際標準化に向けた道筋を紹介する。

れば、「 人とモノと環境がリスク情報を共有することで

1. はじめに
少子高齢化や働き方改革が進展する日本社会において、

協調して安全を実現する 」という概念であり、この概念

技術革新が高度化・複雑化する中で働く人々に安全・安

を実現する技術的手段をSafety2.0と呼んでいる。例え

心・Wellbeingを提供することは、Society5.0が目指す、

ば産業オートメーション分野では、図1[1 ] に示すように

さらにはSDGsに貢献する「 人間中心の社会 」の実現に不

IoT、ビッグデータ、AIといった情報技術を駆使して「 人 」、

可欠である。これを実現するには、AIやIoTなどの情報技

「 モノ 」、「 環境 」側面のリスク情報をリアルタイムに連

術を駆使して労働生産性や効率を犠牲にすることなく働

携させて自律的または他律的な制御を行い、安全性と生

く人々に安全・安心を与える技術のみならず、要員やこ

産性の両立を目指すというシステムレベルの安全技術で

れらのマネジメントの要素を考慮した包括的かつ持続性

ある。

のある安全方策が必要となってくる。
本稿では報告者の所属する(一社)セーフティグローバル
推進機構 ( IGSAP ) が推進している協調安全 ( Collaborative
Safety ) の概要を紹介するとともに、現在推進している協
調安全に関わる規格とその適合性評価 ( 認証 ) 制度面の国
際標準化の道筋につき、現状との比較を含めて紹介する。

2. 協調安全とは
協調安全という用語は、IGSAP会長を務める向殿明治
大学名誉教授が2015年に日経BP社主催の「 Safety2.0検
討委員会 」の場でその委員長として提唱して以来徐々に

図1 協調安全におけるSafety2.0の概念図

世に浸透しつつあるが、彼の言葉を借りて平易に表現す
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む ) システムレベルの更なる技術的対策、及び製品の実

2.1 Safety 2.0を構成する三要素
前述の「 人 」、「 モノ 」、「 環境 」の各要素を簡単に解

リスク低減を図ろうという技術方策である。

説すると以下のように説明される。
・人

使用時における安全監視システムの導入により更に残留

：機器の使用や操作に直接関与し、安全確保の
対象となる人のことであり、Safety2.0には体
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・ モノ：ロボットや自動設備のように、人が安易にア
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2.0では危険部位の位置を検知または予測し

図2 Safety2.0と3ステップメソッドの関係

て動作を安全側に制御する機能を備える機械
設備が対象となる。なお、Safety2.0を語るう

上記解説に基づく本項のまとめとして、長年にわたり従

えではこれらの機械や設備は、既存の製品安

来から我々が取組んできた製品安全と新たな協調安全につ

全や機能安全に関わる公的規格には適合して

き、その全体像を比較すると表1のように集約される。

いることを前提としている。
表1 製品安全と協調安全の概要比較表

・ 環境：狭義には前述の人・モノが共存する物理的環
境を示すが、広義には安全な共存環境を支え
る法規・規制などの社会的環境も含んでいる。
Safety 2.0では前者の物理的環境にフォーカ
スしており、特に作業や運転環境の温度、湿
度、日照、雨水、騒音、粉塵といった環境の
他に、機械設備と人との通路等のレイアウト
も対象としている。

2.2 製品安全と協調安全との違い
新たな時代の「 Safety2.0 」という技術が現状の「 製品

3. 国際標準化への道筋

安全 」と何がどう異なるのかを以下に解説する。その一

前項の表1にて示したように、協調安全のコアとなる

助となるのが、現状の国際安全規格開発の共通指針とな

Safety 2.0技術は従来の安全基準の枠を超えた新しい概

るISO / IEC Guide 51：2014である。本ガイドでは図2［2］

念であることから、公的規格は未整備の状況である。

に示すように、リスク低減策として「 3ステップメソッド 」

IGSAPでは一昨年来Society5.0の実現に向けた人間中心

と言われる本質安全設計 ( ステップ1 ) 、ガード・保護装

の新たな安全の在り方を検討する中で関係各界と協議の

置の装着 ( ステップ2 )、及び使用上の情報 ( ステップ3 )

結果、世界に浸透させるツールとして日本発の国際標準

といった対応ステップが規定されていることは周知のと

化を目指すこととした。その経緯と将来展望を以下に述

おりであるが、Safety2.0技術では各ステップの対応を前

べる。

提として、ステップ3を中心とする ( 一部ステップ2を含
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上述の基本原理や考え方をまとめた概要を図3に示す。

3.1 規格と認証制度開発
協調安全の考え方やその原則を産業セクター横断的に
現場に浸透させるには、その基準となる規格とこれに従
う認証制度開発が最も現実的である。そこで産業セク
ターの中でも特に不安全リスクの高い土木・建築業界の
関心が高いことが分かったため、この業界を念頭に置い
て規格・制度開発を行った。
規格面では、後述の第三者適合性評価 ( 認証 ) に活用さ
れることを意図し、特に以下の点を考慮しながら規格開
発に着手した。

図3 Safety2.0規格とその適合性評価制度

・ 情報技術を駆使して人、モノ、環境側面のリアルタ
イムのリスク情報連携により潜在リスクを予見し安
全確保が実現できるシステム技術であること

3.2 審査登録の事例

・ 採用した技術が事業者の意図する生産性や効率を犠

IGSAPの最終目標である規格・制度の国際標準化に向
けて、国際提案する際に説得力を持つのが認証の実績づ

牲にしないこと
・ 昨今の先端技術の採用を妨げず、かつ産業セクター

くりであることは経験が物語っている。この観点から

横断的に適用可能とすべく、技術基準は可能な限り

IGSAPでは前述の規格に基づく業界認証の実績づくりを

性能規定化 (Performance－based Standard ) して汎用

行っており、その中から会員企業のひとつである土木・

性を確保すること

建設企業に対してSafety2.0適合証明書を発行した事例の

・ Safety 2.0の純技術的な側面のみならず、現場でシ

概要を以下に紹介する。

ステムアップされた技術が持続性をもって適正に機

事例は大手建設会社が国土交通省から請け負っている

能するよう一定レベルのマネジメントシステムを基

トンネルの切羽と呼ばれるトンネル工事の先端部分であ

準に含めること

り、発破の後の限られたスペースに複数の大型重機が動

次に認証制度面では、従来から国際的に運用されてい

き回ると同時にオペレータなどの作業者が共存する可能

る製品認証制度とマネジメントシステム認証制度を参考

性があるという、人とモノの接触リスクの高い現場であ

にしながら、「 Safety2.0適合審査登録制度 」として特に

る。当然ながらその企業は既存のあらゆる安全方策を採

下記点を考慮して制度開発にあたった。

用しているものの、人の注意力への依存度を軽減し、昨

・ Safety2.0技術の評価については、前述の性能規定化

今の情報技術を駆使して更なる安全方策を採用しつつ作

された規格ではデジタル的な評価ができない困難さ

業の生産性・効率向上を実現したい、というものであっ

を解消するため、いわゆるStates of the Art原則を尊

た。無線タグによる重機と人の位置検知、AIカメラによ

重して評価の柔軟性を確保すること

る重機への人のアクセス検知、ギヤやハンドル操作と連動

・ Safety2.0の本来目的である現場の不安全リスクの最

した重機の移動方向の報知等、危険予知と誘導システム

小化及びこれに伴う従業員への安心感付与の観点か

をオンサイトにて総合的に評価の結果、「 限られた領域

ら、持続性のあるSafety2.0機能をオンサイト審査に

内で重機と人の安全な共存を可能にしながら作業効率・

て確認すること

生産性を確保する 」システムとして認証を与えた。その

・ Safety2.0を構成する基幹コンポーネントに対して

概要を図4［3］に示す。

も、昨今の事業の分業制を踏まえて購入者への適切
な指示の条件のもとに認証付与を可能にすること
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3.4 IEC白書“Safety in the future”の発行
前述のMSBでは、活動のアウトプットとして特定テー
マに関する検討課題や提案を有識者でまとめ、IEC白書
として毎年発行している。白書は将来の規格・制度開発
の基本指針となるものであり、毎年必要に応じ新たな技
術委員会 (TC ) の設立や審議体制の見直しなどに大きな
影響力を持つものである。
2019年春に開催されたMSB会議にて協調安全に関す
る日本からの提案が承認され、2020年は“ Safety in the
図4 Safety2.0審査登録事例 (トンネル工事事業者)

future ”というタイトルでIEC白書［4］が発行されること
となった。その後世界中から安全規格や認証制度のエキ

3.3 国際標準化のプロセス
IGSAPで開発した新たな規格及びその認証制度の国際

スパートを選任のうえプロジェクトチームが結成され、

標準化を進める相手としてISOまたはIECルートがある

2019年10月には東京でキックオフ会議が開催された。

が、国内関係組織と検討の結果、以下の理由により国際

その後オンライン会議を含めて5回の会議で集中検討の

提案の当初はIECプロセスを活用して推進することとし

結果、昨年11月のIECジュネーブ総会にて正式発行の運

た。

びとなった。MSBと白書発行までの経緯を図5に示す。

・IECの上層委員会のひとつに、グローバル企業のCTO
レベルの人材を集めて将来の技術動向を踏まえた国
際標準化ニーズを模索する機能を持つ市場戦略評議
会 (MSB ) があり、協調安全は将来テーマとして適切
と考えられること
・ IECでは規格開発とともに、IECEE CBスキームに代
表される認証制度を運営しており、規格開発と制度
開発プロセスにおける連携が容易であること
・ 上記取組みを推進するにあたって、MSBコンビナ兼
IEC副会長の他に標準管理評議会 (SMB ) 及び適合性
評価評議会 (CAB ) の各上層委員会に日本がコアメン

図5 IEC MSBとIEC白書 ”Safety in the future”

バーとして参加しており、国内レベルでも日本の
IECメンバーボディである産業標準調査会 (JISC ) を
中心としたコンセンサス形成が容易であること

ここでは白書の詳細は省略するが、各章の概要のみ下
記に示す。

ちなみに規格開発側面では、電気・電子機器セクター

第1章

将来の安全：挑戦、機会及び標準化の役割

以外の各種機械安全規格開発を行っているISOとの連携

本白書発行に至った社会的背景、働く人の安全・健康・

は不可欠であるが、まずはIEC上層委員会の合意が得ら

幸福を目指す人間中心の社会実現に向けた標準化の役割、

れて具体的な規格開発ステージに移行する時点でISOに

等

もアプローチすることとした。

第2章

将来の安全にインパクトを与える情勢変化、イニ
シアチブ及び挑戦

安全確保に応用可能な各種先端技術、社会的・法的環
境の変化、不安全事故ゼロを目指す協調安全の基本的考
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え方、等

力量認証 (CoPC：Certiﬁcation of Personnel Competence )

第3章

制度である。この分野は、 ( 一社 ) 日本電気制御機器工

安全に対する三者連携システム

人・機械・環境の三者情報連携システムによる安全確

業会 ( NECA ) がスキームオーナーとなって運営している

保の在り方、これを可能にする情報フローと新技術の概

機械安全分野のセーフティアセッサ制度運営の実績があ

要、リスクマネジメントの重要性、等

り日本がリーダーシップを発揮しやすいこと、及びIEC

第4章

CAB傘下の認証システムのひとつであるIECEx ( 防爆機器

三者連携システムの応用領域

製造業、土木・建設業、農業、及び電力送配電、公共

の安全認証制度 ) にて機器の安全検査やメンテナンスを

安全分野における三者連携システムの応用事例と、標準

行うCoPCプログラムが運営されていることにより、IEC

化の重要性、等

で受入れられやすいという背景がある。2015年にIECと

第5章

NECAの間で締結されたCoPC情報交流に関する覚書に従

結論

人より賢い機械と共存する環境下での人間中心の安全

い、現在では日本のリーダーシップのもとにIECEE傘下

確保を訴求し、規格・制度の標準化に向けた挑戦を通じ

にWGを発足して機械安全分野をパイロットケースとし

てグローバルエクセレンスを実現する

てCoPC運営のための共通的な運用文書 ( OD：Operational

第6章

Document ) 開発まで進んでいる状態である。この後に、

勧告

規制当局、産業界、標準化組織、及びIEC上層委員会

協調安全分野に関わるCoPCプログラム開発へと展開す
ることを想定している。

(SMB, CAB, MSB )への具体的提言

以上述べたような標準化の取組みの概要をマネジメン
トシステム規格・認証制度の将来展望を含めて表2に示

3.5 標準化の取組みと将来展望
白書発行後の標準化実務を円滑かつ迅速に進めるに

す。

は、可能な限り発行前から並行して協調安全に関わる主
表2 標準化の取組みとその将来展望

要エレメントの標準化に取組むことが現実的といえる。
この観点からすでに開始している取組みの一端を以下に
述べる。
まず規格側面でいうと、SMB傘下の安全諮問委員会
(ACOS ) の活用である。ACOSでは各TC / SCが開発する
安全規格開発の共通指針となるガイドづくりをタスクの
ひとつとしており、2.2項で述べたISO / IEC Guide 51が
そのアウトプットの代表例である。ACOSでは現在日本
メンバーのリーダーシップのもと、将来の協調安全規格
開発にあたってその共通指針とすべく、タスクフォース

4. 協調安全を通じたSDGsへの貢献

を 発 足 し て IEC Guide XXX：Guidelines on collaborative

冒頭に述べた国連発のSDGsは、2030年までに世界の

safety for inclusion in standardsの作成に着手したところ

共通課題を克服するための17の目標を掲げ、すべての

である。

人々が将来にわたって平等に生きがいのある幸福 (Well

次に認証制度の側面でいうと、3.1項で述べたように

being ) を享受できるように定めた分野別の到達目標であ

協調安全技術を現場に根付かせるには、Safety2.0の純

ることは既述のとおりである。これを受けてISOやIECに

技術的な要件もさることながら、その技術に関与する要

おいても、国際標準化の取組みを通じてSDGsにいかに

員、更にはその持続性を確保するマネジメントシステム

貢献するかという議論が精力的に行われ、今やSDGsは

評価が不可欠となる。そこで我々が着目したのが要員の

標準化ニーズに影響を及ぼす重要なパラメータになって

K E C 情報

No.258

－ 32 －

Jul.

2021

いるのが現状である。筆者の所属するIGSAPにあっても、

する取組みが不可欠となろう。これらの課題を今後いか

ILO傘下のISSA ( 国際社会保障協会 ) と連携しながら、協

に解決するかということが現状の関心事であるが、この

調安全の現場への浸透を通じて労働安全災害の削減、及

ような状況下で国際標準化を進めることは、従来の標準

び健康的で働きがいのある職場環境を実現することを最

化プロセスとは異なるスピード感やアプローチが不可欠

終目標として活動している。Society 5.0の主要要素とな

であるとの観点から、新たなチャレンジとなりうること

るAIやIoT等の情報技術を有効活用した協調安全の国際

を覚悟している次第である。
少子高齢化や労働人口の減少が加速する世にあって

標準化を推進することは、世界の働く人々に「安全」とい
う普遍的かつ最低限の要求基準を満たしたうえで「安心」

も、働きがいを得ながら高品質・高生産性を確保する技

感を与え、更には働きがいのある「幸福」へと導くツール

術のニーズはますます高まると思われる。協調安全はそ

のひとつとなる。とりわけSDGsのゴール8 ( 働きがいも

の一助となるものであり、JISCをはじめとする関係各界

経済成長も ) は協調安全が最も貢献できるゴールのひと

の理解と協力を得ながら日本発の協調安全規格・認証制

つであり、国際標準化を通じて世界的かつ産業横断的

度の国際標準化を今後も精力的に進めていきたい。

に浸透させることにより働く人々に安全・安心を与え、
同時に経済成長にも貢献できると確信するものである。
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図6 社会構造変化に応じた協調安全のSDGsへの貢献

5. おわりに
昨今の目覚ましい情報技術革新の中で、新技術を活用
した協調安全への応用の可能性は無限大である一方、特
定時期に開発され一定の普遍性を持たせることを意図し
た標準化はこれに馴染まない側面がある。また協調安全
は原則として産業セクターを問わず共通的に適用可能と
することを意図しているため、規格の構成や規定する内
容に工夫が必要となる。さらには「安全・健康」という基
本的な狙いに照らすと、ISOやIECの標準化組織のみなら
ずILOやWHOといったその他の国際機関との連携を通じ
て各国当局に国際標準の採用と認証結果の受入れを促進
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