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はじめに

ISO、IEC などに代表される国際規格が JIS 化されるようになり、
欧米の安全に関するエンジニアリングとマネジメント思想が、わが
国の産業界にも入り始めました。
また、海外輸出のプラント契約でよく見られるように、「リスクの
分析評価を基本とするリスクベースド・アプローチによる災害予防
と災害の拡大防止」を目的とする欧米の制定法や規格の遵守をプラ
ント建設の発注者側が強く求めるようになり、発注契約の中に要求
条件として規定される時代を迎えています。
このような動向から、わが国の産業界も欧米の法規格に盛り込ま
れているエンジニアリングおよびマネジメントを学ばざるを得ない
状況になりつつあります。

さて、海外諸国のプラントの発注者が、この種の法・規格の中で
最も重視しているものに米国の連邦法（OSHA）が規定するプロセ
ス安全マネジメント（PSM）があります。このPSMは、化学プラン
トの分野でグローバル・スタンダードといえるAPI（米国石油協会）
規格から導入されたという経緯もあり、米国以外の海外諸国のプラ
ント納入契約にもPSMの要求条項が設けられています。
OSHA/PSMは、設計段階におけるプロセスの危険分析（PHA）を
基本とし、その後の調達、施工、試運転、運転、および保全段階
に至る各フェーズ（段階）において系統立ててリスクの除去低減を
図るという “Safety through design（安全は設計を通じて）” という
思想で貫かれています。これにより、設計から保全に至る各フェー
ズにおいて適確な安全対策を実施し、それらを積み重ねることに
よりプラントの安全が確保できる。このことを彼らは “Layers of 
protection for plant” と称しています。
確かにプラントの安全は、“Layers of protection for plant” を構
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築して確保すべきものといえます。しかし、OSHA/PSMの要求規
定がすべてを網羅しているわけではありません。そこでそれを補
完するのが、リスクベースド・アプローチによる事故防止あるいは
災害防止を意図するAPI や ISO、IEC などの諸規格といえます。本
書においては、その役割を担うものとして API RP 580 および IEC 
61508を取り上げています。

また、安全は品質と表裏一体の関係にあります。“Layers of 
protection for plant” を構築するには、プロセス機器の調達業務に
おける「品質の確保」も重要な課題です。
そこで本書においては、米国の航空宇宙局（NASA）および国防
総省（DOD）が、航空宇宙システムの安全性の確保のために、シス
テムの安全を損なわない品質の調達品をサプライヤーから購入する
ことを目的に発行した̶̶つまり、NASA やMIL の資材調達規格の
流れを汲む ISO 9000s による調達業務もとり上げています。
わが国においては ISO 9000sは、品質マネジメントの認証取得用の
規格として扱われていますが、本来、英米法の商取引の法理に裏付け
られた資材調達契約用のガイドラインとしての性格を持っています。

本書は、こうした意図から4部構成としています。
第Ⅰ部では、本書の意図する記載内容の概要とQ&Aの形式でそ

の要点を説明しました。
第Ⅱ部は、設計段階における “Layers of protection for plant” を
構築するためのプロセス機器の安全確保を意図し、機械安全の基本
規格となった ISO 12100「機械類の安全性」（＝ JIS B 9700）を通
じて、欧米の安全思想、機械安全のリスク評価法、リスク低減目標、
および機械安全のためのドキュメンテーションについて説明しまし
た。とくに欧米の安全思想に関わる事項には、リスク事例を紹介し
てあります。
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第Ⅲ部は、調達段階における “Layers of protection for plant” を
構築するため、海外調達を視野に入れています。ISO9000sを通じて、
商取引に関わる英米法の法理に基づく顧客からの要求事項の解釈、
ベンダー（サプライヤー）に対する調達要求のあり方、リスクアセ
スメントに基づくベンダーの選定法などについて述べてあります。
第Ⅳ部は、プロセスプラントの災害予防と災害の拡大防止を目

的とした “Safety through design（安全は設計を通じて）” の思
想で構成されているOSHA/PSM を軸に、それを補完する意図で
IEC 61508 が規定する電気電子制御系の機能安全性、および API 
RP 580 が規定するプロセス機器類の保全計画に関するRBI（Risk 
Based Inspection）をとり上げています。また、設計段階から施
工、調達、試運転・運転段階および保全段階において “Layers of 
protection for plant” を構築するために必要なOSHA/PSMが規定し
ているマネジメントの要点を記述しています。

本書が紹介することは、OSHA/PSMの「“Safety through design”
による “Layers of protection for plant” の構築を意図するエンジニ
アリングとマネジメントのあり方」と要約することができます。プ
ラントの事故防止と災害の拡大防止に対するアプローチの一端とも
なれば幸いです。

最後に本書を企画し、少しでもわかり易くするという視点から編
集して頂いた社団法人日本プラントメンテナンス協会の若槻茂氏に
書上を借りて謝意を表します。

2004年 8月

松 本　俊 次
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プラント・機械の安全Q&A

プラントにおける安全や機械類の安全に関して、ISO 12100など
欧米の法規格の動向を耳にされている読者も多いと思う。
しかし、海外諸国のプラントの発注者が、この種の法・規格の中
で最も重視しているものに米国の連邦法（OSHA）が規定するプロ
セス安全マネジメント（PSM）があることなどは、あまり知られて
いないようだ。
そこで、ここではさまざまな読者の視点を想定して、プラントの
安全、機械安全に関わる概要と本書全体がねらいとするところを、
Q（Question ／質問）とA（Answer ／回答）の形式でまとめた。
次章「世界のプラント安全・機械安全の潮流」と合わせて、全体
像を把握してほしい。

序章
 ● Ⅰ部 ●

プラント・機械の安全について

——概要とQ＆A

本書で扱うリスクマネジメントの範囲

リスクアセスメント リスクコントロール

予防戦略 ・回避－体制・方法
・低減－体制・方法
・移転－保険付保

危機（クライシス）対応

OSHA / PSM

IEC 61508

ISO 12100

事前 事故・災害 事後

これまでのリスクマネジメント

望まれるリスクマネジメント（本書のスタンス）

OSHA／PSMは、
ここにもウエイトを置いている

コンティンジェンシー
エマージェンシー・レスポンス
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ISO 12100「機械類の安全性」（＝ JIS B 9700）が
規定する機械の安全設計の特徴とは？Q1

A
ISO 12100「機械類の安全性」は、単体機械を対象
としているようですが、プロセスプラント全体の安
全性とは、どのような関わりがありますか？Q2

A

この規格の特徴は、機械類の全ライフサイクルにおいて起こり得る 
リスクを回避するために、機械自体に存在するハザード（危険源

および危険事象）を可能な限り除去軽減し、それでも除去軽減できない
ハザードについては防護対策を施し、なお残る残留リスクについては、
リスク評価に基づくリスク情報を機械の作業者に指示および警告によっ
て伝える̶̶という「リスクアセスメント」を基本とする機械 “設計”
を求めている点にあります。
　本規格は、EU機械指令の付属書が欧州規格のEN 292になり、それが
ISO 12100に導入され制定された経緯から、機械の使用停止、分解、廃
棄に及ぶ全ライフサイクルを設計時に考慮することを要求している点な
ど、基本的に規定事項に欧米の安全思想が織り込まれています。

プロセスプラントは、多数の機器、装置などを特定の設計思想に基
づいて統合化したシステム製品と見ることができます。

　システム全体の安全性を確保するには、システムを構成している個々
の機器、装置などが一定の安全性を持たなければなりません。このため
システムを構成する機器、装置類に潜在的に存在するハザードを除去低
減するためには、リスクアセスメントが基本となります。したがって、
ISO 12100の多くの規定事項を考慮する必要があります。
　その上で、プロセスプラントを構成する個々の機器、装置類が故障し
た場合、上位のサブシステムやプラント全体に及ぼす影響を分析評価す
るためのリスクアセスメントも必要となります。
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リスクアセスメントは、機械類やプラントの分野
において、どのような業務に活用できますか？Q3

A
品質マネジメントシステム規格の ISO 9000s が、
なぜ資材調達に活用できるのですか？Q4

機械類の全ライフサイクルの各段階において、次のような業務に活
用できると考えられます。

● 設計部門：機器、装置類に潜在的に存在するハザードの除去低減のた
めのリスク分析およびリスク評価の業務　

● 調達部門：「発注先（ベンダー）の決定」「試験・検査記録類の提出要
求」「レコードの保管要求」などを、調達品の重要度に応じて実施す
るための調達品のリスク評価業務

● 施工部門：労災事故および災害の発生防止のため、作業分析および作
業に伴うリスクの除去・低減を図る安全管理業務

● 運用部門：操作上の問題点の把握、操作手順の改善、運用上の変更な
どの安全管理および労災事故と災害の発生防止、緊急事態対応プラン
の策定業務など

● 保全部門：機器類の健全性を維持するための保全計画の策定業務

● 販売部門：顧客からの事故・苦情情報に対して適確な行動をとるため
の意思決定

I SO 9000s には、米国航空宇宙局（NASA）および国防総省（DOD）が発注者としての立場から資材調達契約用に作成した規格の流れを汲
み、それが英国のBS規格を経て ISO化したという経緯があります。この
ため ISO 9001の英文の原文にも「契約目的のためにも用いることができ
る」と明記してあります。

次ページにつづく

▲
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電気電子制御系の機能安全性を規定した IEC 
61508は、プラントに適用できますか？Q5

プラントオーナーが、IEC 61508に基づきプラント
の耐用年数とSILのレベルを契約条件で指定してく
る時代になりました。このようなプロジェクト契約

の場合には、どのような点に注意すべきでしょうか？
Q6

　このような経緯を経て発行された ISO 9000s には、当然のことながら
買い手の立場に立った商取引に関する基本的な英米法の法理に基づく規
定が随所に織り込まれています。そのほとんどが買い手有利な法理の引
用ですから、資材調達には最適なガイドということができるのです。商
取引に関する基本的な英米法の法理を学んだ上で、海外調達業務に ISO 
9000s を活用することを、とくにお勧めいたします。

A
現在のプラント類は、例外なく電気電子デバイスやコンピュータか

らなる制御システムのコントロールに依存して運転されています。
　このため、可燃性物質や有害物質を扱うプロセスプラントの安全につ
いては、プラント本体の安全を考えるだけではなく、プラントが潜在的
に持つリスクの大きさに応じて、制御システムが規定された期間に必要
な安全機能を実行できることも重要な課題です。
　IEC 61508は、制御系の安全関連システムが規定された期間、安全機
能を実行する達成率を「安全度レベル（SIL）」と定義し、最も達成率の
高いものをSIL4、最も達成率の低いものをSIL1と規定しています。
　また IEC 61508 は、ISO 12100 と同様に全ライフサイクルを対象と
しているため、海外のプラントオーナーからのプラントの発注契約条
件には、本規格を準拠規格とし耐用年数と SIL のレベルが指定される
時代になっています。
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機械やプラントの安全設計作業において、リスク
をどこまで低減すればよいのでしょうか？Q7

次ページにつづく

▲

A
例として、EPC コントラクター（計画段階から建設まで請け負う

工事業者。Engineer、Procurement、Construction の頭文字）
の場合を考えてみます。一般に EPC コントラクターが、契約条件の中
でプラントの耐用年数と SIL のレベルが指定されているプロジェクト
を受注すれば、次のような責任が EPC コントラクターに生じます。
　顧客にプラントを引き渡した時点から、指定された耐用年数の期間
の満了時に至るまで、当該プラントが納入時の機能や特性を維持し続
けることを請負う「明示の保証責任」が生じます。したがって、納入
時の機能や特性を維持し続けるためには、EPC コントラクターがそれ
に見合う適切なプラントの保全計画を策定し、それを顧客に明示し、
顧客がそれを遵守することをO&M マニュアルなどに明記する必要性
があります。これは、顧客の要求事項の妥当性を検証する責任は、受
注者であるコントラクター側にあるとする製造物責任の法理に基づく
必要な対応です。
　このため、IEC 61508 の中で規定しているRCM（Reliability Centered 
Maintenance）による保全計画の策定、および RCMと補完関係にある
API RP 580 が規定するRBI（Risk-Based Inspection）の活用も重要な課題
となります。

わが国の判例も欧米諸国の判例法も、リスク低減の到達目標は、「受
忍限度リスク（tolerable risk）」に置いています。

　国際規格も同様に、安全に関する事項を規格に規定するときのガイド
ラインである ISO/IECガイド 51をはじめ、IEC 61508、ISO 9000s なども、
すべて到達目標は「受忍限度リスク」です。
　“tolerable risk” は、わが国の判例において示されている「受忍限度を
超えないリスク」を指しています。つまり「我慢の限度を超えない範囲
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リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

法律

規格

（米）OSHA / PSM

（欧）EU SevesoⅡ

機　器：ISO 12100、API RP 580（欧（米））
制御系：IEC 61508（欧（米））
【耐用年数：ISO 12100、IEC 61508】

プラント

設計

保全

▼影響

≒プロセス・プラントの
　グローバルスタンダード
・API（米国石油協会）規格が母体
・マネジメント＋エンジニアリング
　であることが特徴

＊OSHA / PSMはプラントのサイト内を対象としている。
　サイト外は、EPA / RMPの対象となる

プロセスプラントの災害防止を目的として制定さ
れた米国連邦法（OSHA）の PSM（プロセスセー
フティ・マネジメント）の特徴は？Q8

のリスク」を意味します。したがって「我慢の限界を超えない範囲のリ
スク」は、当該利害関係者の主観を伴う問題です。
　産業機械の場合には、国際規格の中で判例法に基づき必要なリスクの
低減について、最も適確な規定をしている IEC 61508 が述べているよう
に、契約当事者間の合意の下に決めることができます。
　なお、わが国の国際規格の日本語訳では、“acceptable risk” も “tolerable 
risk” も共に「許容リスク」と訳して混同している例がみられます。これ
らは明確に異なる概念です。“acceptable risk　（許容可能なリスク）”まで、
必ずしも低減する必要はありません。
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ISO 9001の認証取得レベルの品質マネジメントシ
ステムは、プラントの安全や品質の向上にどのよ
うに役立ちますか？Q9

次ページにつづく

▲

I SOの認証取得をしても、プラントの安全や品質の向上とは無関係です。その理由は第一に、認証取得用の ISO 9001とは、品質マネジメントシ
ステムが規格の規定どおりに出来上がったということを第三者機関が審
査しそれに合格したというのに過ぎないので、品質の向上には直接結び
付かないことです。このことに関しては、1997年に国際標準化機構（ISO）
自身が、「ISO 9001の規格に沿って品質システムを維持していることを示
す認証取得と特定の製品の品質とは関係がありません。認証取得で製品
の品質にお墨付きを得たように宣伝する例もあり、誤解をまねくPRはや
めてもらいたい」と公に発表していることからも明らかです（1997年 4

A
OSHA/PSMの背景にある安全思想は、プラントの各フェーズ（設計、

調達、施工、試運転、運転および保全の各段階）において、安全
は設計を通じて獲得できるものであるとする “Safety through design”
が基本をなしています。
　その結果、各フェーズにおいて適確な安全対応活動が実施され、そ
れらが積み重ねられることにより、プラントの安全が確保できるとする
“Layers of protection for plant”の思想が、PSMの規定には貫かれています。
わが国の高圧ガス保安法と較べても、プロセスハザード分析を基本とす
る規定事項は、プラントの全フェーズにおいて系統的に安全を構築する
点で具体性があり、実務的であるといえます。
　米国以外の海外諸国のプラントオーナーによるプロセスプラントの発
注契約条件においても、PSMの遵守規定が盛り込まれている事例が少な
くありません、この事実からも明らかなように、PSMはプラントの災害
防止に極めて優れたエンジニアリングおよびマネジメントが盛り込まれ
た制定法であるといえます。
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Q10
OSHA / PSM、ISO 12100「機械類の安全性」、
IEC 61508「電気電子制御系の機能安全性」
などの規定事項は、共通にリスクの除去軽減

のためにリスクアセスメントを要求しています。リスクアセス
メントを実施するには、どのような人材と組織が必要ですか？

A
リスクアセスメント作業にあたる人材に関しては、「その分野におけ

るエンジニアリングと運転操作を熟知している者」「評価対象につ
いての経験と知識のある者」「分析手法に熟知している者」「セーフティ・
エンジニアリングに関する知識のある者」「機械、電気、制御などの各
分野の専門家」などのメンバーから構成するチームで実施することが
必要です。
　さらに IEC 61508 が述べていますが、法的な知識のある者が参加す
ることが有益です。リスクの低減到達目標は、法的な問題でもあるか
らです。
　また、リスクアセスメント作業にあたる組織に関して参考となるの
は、IEC 61508 の規定です。分析評価対象のプラントや装置類に潜在
的に存在するリスクの大きさに応じて、「リスクが小さければ、独立し
た個人」「死亡・重傷などのリスクレベルであれば、独立した部門」「複
数の死亡などのリスクレベルであれば、独立した組織」が実施すべき
であるとしています。

月21日付け日本経済新聞から）。
　安全と品質の向上には少なくとも ISO 9004「品質マネジメントシステ
ム̶パフォーマンス改善の指針」の実施が必要です。ISO 9004にはリス
クアセスメントの規定もあります。
　さらにプラントの安全と品質は、設計段階から調達、施工、試運転、運転、
保全の各段階における適確な対応措置の実施が関わってくる、という視
点からの品質保証活動が必要となります。
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