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[要約] 

1. 調査研究の概要 

 産業のグローバル化が加速される中で、WTO/TBT協定締結に基づいて各種の規格・基準の国際整合性の

確保が求められている。環境保全、安全志向など消費者の価値観の多様化が進展するなど、様々な社会

的環境の変化に伴って、最近は国際標準も戦略的な重要性が認識され、標準化活動の積極的な取り組み

が求められるようになってきている。 

 社団法人日本機械工業連合会（以下、日機連）では、これまで「機械類の安全性」の分野で、ISO/TC199、

IEC/TC44 の国内審議団体として標準化活動を積極的に推進している。今後は、新たな社会的ニーズにも

対応しながら、ヨーロッパとアメリカの標準化の動きにも柔軟に対応しながら、アジア諸国の巨大なマ

ーケットを視野に入れて標準化活動を推進することが求められる。さらには、企業の社会的責任が顕在

化する傾向の中で、「機械安全」の標準化の位置付けも、ますます重要性を増すと考えられることから、

従来の枠組みを、もっと幅広い視点から捉えることが必要とされる。そのためには、「国際標準をどのよ

うに有効活用し、どのように展開していくべきなのか」の戦略が重要なポイントになると考えられる。 

以上のような背景から、本調査研究では、機械安全の標準化を中心として、現状を的確に把握するため



の調査を行い、それらを整理・分析・評価して、機械工業にとっての標準化戦略の具体論について議論

し、21世紀を見通した方向性を示すことを目的とする。 

 

2. 論点の抽出 

 JISC「標準化戦略」、経済産業省「競争力強化のための6つの戦略」を考慮し、また委員会での議論を

踏まえて、今回の調査研究を進めるにあたっての主な論点として以下の4点を抽出した。 

 1） 標準化活動における動機付けと前提条件 

 2) 標準化推進体制 

 3) 機械安全に関わる標準化の運用の仕組み 

 4） 新技術研究開発における標準化の位置付け 

 

3. 海外における機械安全に関する取り組みの現状 

3.1 ヒアリング及びアンケート調査概要 

 ヨーロッパおよびアメリカにおける機械安全を中心とした枠組みについて、現状を把握することを目

的として、以下の組織を訪問しヒアリング調査を行った。 

 ヨーロッパ ： 6組織 

 アメリカ ： 3組織 

 ヨーロッパ及びアメリカにおける機械安全を中心とした枠組みについて、現状を把握することを目的

として、電子メールによるアンケート調査を実施した。アメリカとヨーロッパ、公的機関と民間企業で

内容を変えて、全部で4種類の質問票を作成しアンケート調査を行った。 

 イギリス、ドイツ、フランス、アメリカの公的機関、民間企業、業界団体に対して電子メールを送付

し回答を依頼したところ、ドイツ、スイス、アメリカの組織から7件の回答を得ることができた。 

 

3.2 ヨーロッパにおける機械安全に関わる標準化の現状 

3.2.1 標準化活動の動機付け 

 機械安全の標準化を進める目的は以下の2点である。 

 機械の安全性確保 

 EUの単一市場結成 

 ドイツなどでは、機械指令の以前からドイツ国内の法律で機械の安全性は確保されていたという意識

が強くあり、機械指令でEU全域の機械安全規格を統一することは、EUとしての単一市場を結成すること

が最大の目的であると考えられている。 

 

3.2.2 標準化推進体制 

 政府は基本的な枠組みとして組織、法律、基本規格の整備を行うと同時に、国際的な交渉を担当する。 

 詳細な規格作成は民間組織が中心となって活動している。 

 民間企業は直接的メリットのために自己負担で規格作成に参加 

 単独企業での参加が困難な場合には業界団体から代表を派遣 

 政府からの規格作成への資金支援は少ない 

 

3.2.3 機械安全に係わる標準化の運用のしくみ 

(1) 法律と規格 

 EU指令とEN規格による機械安全に関する基本的な枠組みは良い方法であると認識されている。 

 導入当初は産業界の一部が難色を示したこともあるが、良い仕事をしているのであれば既に行われて

いるはずであるという考え方が徐々に認知され浸透してきている。 



 EU指令は法律であり拘束力を持つ。加盟各国は指令に従って自国内の法律を整備する。 

 

(2) 訴訟と規格 

 機械指令を満足している機械で事故が発生した場合、機械メーカは刑事責任を免れる方向である。た

だし、PL 法があるため民事上の責任は逃れることができず、民事訴訟では補償を求められることはあり

得る。 

 

(3) 労働災害と規格 

 法律により事業者は労働災害保険の加入することが義務づけられている。その保険は、民間組織によ

り運営されている。保険料は危険度、事故発生確率等により決定される。 

 機械安全の規格適合を進めることで労働災害件数が減少するという明確な関係は示されていないが、

定性的には安全な方向に向かうと認識されている。 

 

(4) 安全の責任伝達 

 安全を確保するためには、機械の安全性を設計段階で確保することが最も重要であり、それは企業の

役割であるということが明確に認識されている。 

 

(5) 認証ビジネス 

 イギリスにおける機械安全のCEマークについては95%が自己宣言と推察され、その点から認証ビジネ

スの市場は大きくない。 

 ドイツのBG、TÜVはビジネスとして成立している。CEマークとは別に、それぞれの認証機関の安全マ
ークを購入者が要求することが多い。 

 

(6) リスクアセスメント 

 機械設計の段階でリスクアセスメントが義務づけられている。 

 現状では実施レベルは千差万別であり、完全な浸透にはまだ時間がかかると思われる。 

 CEマーク向けリスクアセスメントツールがリリースされて利用されている。 

 

(7) 教育 

 大学生教育にリスクに関する教育を取り入れる動きあり。 

 機械安全に関するセミナーは政府機関、民間企業で企業向けに実施されている。 

 機械安全に関する理解推進、規格作成には教育が必要であるという基本認識がある。 

 

(8) CEマーク 

 CEマークは自己宣言が基本。一部の危険な機械については第三者認証が要求される。 

 自己宣言のサインは、ディレクター、最高責任者が行う。 

 CEマークの取得は設計段階から考慮しておくべきもの、テストの結果として取得されるものではない。 

 

3.2.4 新技術研究開発における標準化の位置付け 

 ドイツでは、標準化による研究成果を企業に開示してイノベーションを喚起させることを目指してい

る。 

 

3.3 アメリカにおける機械安全に関わる標準化の現状 

3.3.1 標準化活動の動機付け 



 機械安全の標準化を進める目的としては、機械の安全を確保することが第一として考えられている。 

また、機械の安全を確保することは、生産性の向上、製品の品質向上に繋がると強く意識されている。 

ヨーロッパのように市場統合を実現するために標準化を進めるという意識は少ない。 

 

3.3.2 標準化推進体制 

 アメリカの規格は民間の自主的な活動で作成されており、政府からの支援は受けていない。 

 ANSIはアメリカ国内で最も認知されている規格である。ANSIの運営費用は会員企業の会費で賄われて

いる。ANSI規格は、SDO（Standard Development Organization）で作成される。SDOとしては、RIA、AMT

がある。 

 規格作成には、機械メーカ、ユーザ、労働者、政府組織といった、関係する全ての立場から参加し、

平等な規格を作成する仕組みになっている。 

企業が自社の利益となるように規格を作成することは違法と受けとめられている。機械メーカとしては、

自社製品に新しい規格を取り込んで優位性を出すためというより、規格・基準の動向を監視するために

参加する傾向が強い。 

 アメリカの規格とISO/IEC 規格とを全面的に整合化する動きはない。ただし、積極的にISO/IEC 規格

を受け入れようと言う意見も出てきている。ただし、機械安全について積極的に受け入れにくい以下の

理由がある。 

 機械指令の基本的考え方にユーザが含まれていない。アメリカではユーザのための規格が基本とされ

る。ISO/IEC規格の書き方にはグレーゾーンが多い。訴訟社会のアメリカには不向き。 

 

3.3.3 機械安全に係わる標準化の運用のしくみ 

(1) 法律と規格 

 労働安全衛生に関する法律としてOSHAの法律があり、製造業の現場では、第一にこの法律に適合する

ことが考えられている。この法律は、作業現場での作業員を、有害なものから守ることが目的。国、州

には、この法に基づき検査する検査官がいる。 OSHA による検査は抜き打ちで行われ、結果として問題

があれば企業は処罰を受ける。OSHAの規則の一部では、ANSI規格等を参照している。 

 

(2) 訴訟と規格 

 労働災害の発生により、作業者が機械メーカに対して訴訟を起こし、1億円規模の賠償金を得ることが

たびたびある。機械メーカは、それに備えて高い保険料を支払って保険に加入すると同時に、安全規格

を満足する安全レベルの高い機械を提供することが必要とされる。規格を満足していれば訴訟を免れる

という補償はないが、裁判では有利な方向に働く。 

 

(3) 労働災害と規格 

 法律により事業者は労働災害保険に加入することが義務づけられている。 

 機械安全の規格適合を進めることで労働災害件数が減少するという明確な関係は示されていないが、

定性的には安全な方向に向かうと認識されている。 

 

(4) 安全の責任伝達 

 安全を確保するためには、機械の安全性を設計段階で確保することが最も重要であり、それは企業の

役割であるということが明確に認識されている。 

 

(5) リスクアセスメント 

 リスクアセスメントの考え方は、アメリカでは比較的新しい考え方である。10 年前にはリスクがある



ことを認めることに拒否反応があったが、現状ではリスクアセスメントの考え方は認知されている。 

 

(6) 教育 

 大学では、環境安全衛生のコースが設けられ、その出身者は環境安全衛生のエキスパートとして企業

に迎え入れられている。 

 

4. 国内における機械安全に関する取り組みの現状と課題 

4.1 国内ヒアリング調査概要 

 国内における機械安全に対する取り組みの現状について把握することを目的として、国内の14の組織

を訪問しヒアリング調査を行った。 

 

4.2 ヨーロッパ、アメリカとの比較 

 2で示した今回の調査の論点から、日本の状況と、ヨーロッパ及びアメリカの状況を、ヒアリング調査

結果とアンケート調査結果を基に委員会での議論を踏まえて比較した。 

 

4.3 課題の整理 

 国内の状況を考慮し抽出した論点に従い、国内及びヨーロッパ、アメリカの状況を調査し比較検討を

行った。その結果として、国内における課題を以下のように整理した。 

 

A) 企業の経営戦略において規格を積極的に利用し競争力を向上しようという意識がない。－(1) 

B) 国際規格に対して積極的に働きかけていく活動が不足しており、バックアップの体制もない。－（2、

4） 

C) 機械安全国際規格に整合した拘束力のある制度がない。－（3-a） 

D) 機械安全に関する責任体系が不明確 －(3-b、3-d) 

E) 民間の保険会社、認証機関が未発達 －(3-c、3-e、3-h) 

F) 設計段階での機械安全への取り組み不足 －（3-f、3-h） 

G) 安全に関する責任と権利と義務の教育が不足 －（3-g） 

 

5. 機械安全に係わる標準化戦略の方策 

 機械安全を実現するためには、局所的な対策では困難であり、それを実現する社会システムとして考

えていくことが必要である。社会システムとして構築されつつあるEUの現状を考慮し、アメリカも含め

て比較した我が国の状況を検討することで得られた結果も踏まえて、先行する欧米を越える社会システ

ムを構築するために必要とされる構成要素を検討した。構成要素を実現していくために必要と考えられ

る方策案を検討した。方策案については、以下の「提言」あるいは第I部5.を参照のこと。 

 

 

提言 

 

 機械安全を実現するためには、局所的な対策では困難であり、それを実現する社会システムとして考

えていくことが必要である。社会システムとして構築されつつあるEUの現状を考慮し、アメリカも含め

て比較した我が国の状況を検討することで得られた結果も踏まえて、先行する欧米を越える社会システ

ムを構築するために必要とされる構成要素を検討し、以下のように整理した。 

 ここで示した構成要素は、それぞれが独立したものではなく、社会システムとして相互に関連するもの

である。特に、法体系、認証制度、保険制度は相互に関連が深く、一体として実現していくことが必要



とされる。 

 

社会システムの必要構成要素 

(1) 責任と義務を求める制度と免責の考え方 －A）、C）、E） 

(2) 社会を構成する組織の自主的参加と合意 －A）、D） 

(3) 高度な社会保障を実現する制度 －A）、E） 

(4) 産業界の規格利用と作成を促進する制度 －A）、B) 

(5) 責任と権利と義務を理解させる教育 －D） 

(6) 本質的安全設計の導入 －D）、F） 

 

これらの構成要素を実現していくために必要と考えられる方策案について検討を行った。検討結果を以

下に示す。 

 

1. 責任と義務を求める制度と免責の考え方普及 

1 - （1） JIS規格を法令で参照し拘束力を持たせる仕組みの構築 

 民間中心で作成したJIS規格（ISO/IEC規格）を法令で参照し拘束力を持たせる仕組みを確立する。実

現方法としては、a）、b）のいずれかの方策が考えられる。 

 

a) 機械安全関連JISを参照する「機械安全事業法」の制定 

 「機械安全事業法」（仮称）として、国際安全規格の考え方に基づき安全を確保する方法を、国内の事

業者に適用する制度を構築する。 

 この仕組みを構築することにより、安全に関する責任と義務について、明確に示すことができる。ま

たこれらの仕組みは、免責の考え方の拠り所となるものである。 

 

b)  機械の包括的な安全基準に関する指針への拘束力付加 

  厚労省 501 号指針「機械の包括的な安全基準に関する指針」を「機械の包括的な安全基準」として、

拘束力をもった制度とする。 

 

1 - （2） 機械安全国際規格に準拠した認証制度の立ち上げ 

 国際安全規格に準拠した機械安全の認証制度を民間の工業団体が中心となって立ち上げる。認証制度

の普及に従い、機械安全国際規格に基づく、必要とされる責任と義務、及び免責の考えが日本の社会に

広がっていくと考えられる。 

 

1 - (3) 国際規格と国内の機械設備の安全レベルの比較を広報 

 国内で使用されている機械設備の安全レベルを、機械安全国際規格に照らし合わせて比較し、国際規

格を適合することで、どのように安全レベルが向上するかを調査し、広く一般に報告する活動を行う。 

 

1 - (4) CSR（企業の社会的責任）の視点から安全を考えるフォーラムを開催 

 CSR（企業の社会的責任）の視点から、安全がCSRの中でどのように位置づけられ、どのように重要な

要素を持っているかに関して、広くフォーラムを開催する。この活動により、責任と義務を求める制度

の必要性、免責の考え方の普及を図る。 

 

1 - （5） CSRの観点から企業の安全の格付けを実施 

 CSRの観点から、対象とする企業の安全に対する取り組みについて、格付けを実施し、その結果を広く



公開する。この活動により、企業に必要とされる責任と義務に対する意識の向上を図る。 

 

2. 社会を構成する組織の自主的参加と合意 

2 - （1） 機械安全認証への自主的適用宣言 

 工業団体の参加企業は、機械安全認証されていない機械は導入しないことを宣言する。 

 

3. 高度な社会保障を実現する制度 

3 - （1） 訴訟増加社会に向けて法律家・保険会社を含んだ研究会立ち上げ 

 今後、訴訟件数が増加していくと考えられる日本の社会変化に備えて、機械安全に係わる訴訟問題に

我が国の製造業としてどのように準備していけば良いのかを検討するための研究会を立ち上げる。 

 

4. 産業界の規格利用と作成を促進する制度 

4 - （1） 安全認証機械導入の補助金制度実現 

 機械安全国際規格に準拠した安全認証機械の導入に対して、中小企業向けの補助金制度を設けること

を経産省に働きかけ実現する。 

 

4 - （2） 国際規格開発推進をサポートする組織の立ち上げ 

 日本発の機械安全に関する国際規格の開発を目指して、広く企業の新技術等の発掘が容易にできるよ

うな民間の組織を作り、企業をサポートしていく仕組みを構築する。 

 

4 - （3） 日本発の安全の責任伝達の新しい国際規格を提案 

 機械の最終ユーザである作業者まで含んだ安全の責任伝達に関して、新しい国際規格案を作成し、

ISO/IECに提案を行う。 

 

4 - （4） 表彰制度の導入 

 機械安全の確保に功績のあった人・組織、機械安全対策の実践に努力している人・組織等を表彰する

制度を導入する。 

 

5. 責任と権利と義務を理解させる教育 

5 - （1） 初等中等教育の指導内容に安全教育を組み込み 

 初等中等教育において、製品の安全情報や表示、消費者の権利と責任について理解を深める指導内容

を、技術家庭科の中に取り入れる。これにより、国民レベルでの安全意識向上につながると考えられる。 

 

5 - （2） 大学：本質的安全を考慮した体系的機械設計の講座を設立 

 本質的安全を考慮した体系的設計論の講座を、国内の大学工学部の機械系学科に常設する。これらの

教育を受けた学生が日本の産業界で活躍していくことにより、本質的安全設計が本当の意味で根付いて

いくと考えられる。 

 

5 - （3） 大学院：機械安全全般の研究拠点となる大学院教育の創設 

 機械安全全般の研究拠点として大学院の研究コースを創設する。安全に関する学術的な中心として機

能することで、産業界も含めた先端的な安全研究レベルの向上を図ることができると期待される。 

 また、これからの社会システムとして安全の認証制度が日本でも必要不可欠と考えられるが、審査を

担当するアセッサを育成することが必要であり、そのための人材育成機関として機能することが求めら

れる。 



 

5 - （4） 法科大学院：安全の責任論に関する科目を採用 

 将来の法律関係者を養成する法科大学院において、安全の責任論に関する科目を採用させる。安全の

責任分担を明確にする考え方について、海外の凡例も含めて研究を進め、これまでの日本では不足して

いた視点を示し、法律の面から安全の責任論を国内で根付かせることができると期待される。 

 

6. 本質的安全設計の導入 

6 - （1） 機械設計リスクアセスメントツールの開発と設計への適用推進 

 機械安全認証に向けて設計者を支援できるリスクアセスメントツールの開発を、業界団体として実施

し、そのツールを利用した設計方法を業界の標準として普及させる。 

 

6 - （2） 機械設計者向けに事故状況に基づく安全設計講習会を実施 

 機械設計者に対して、機械の設計段階で安全を確保するために行わなければならない考え方を、実際

の事故の状況を参照しながら学ぶことができる安全設計講習会を実施する。 

 

6 - （3） 安全レベル向上による生産性・品質向上プロジェクト立ち上げ 

 機械安全国際規格に適合させることで、安全を確保すると同時に、生産性及び品質に対しても良い影

響があることを実証するための試験プロジェクトを実施する。 

 

6 - （4） 安全レベル向上のための普及活動 

 機械安全国際規格を適用し、安全レベルの向上に結びつけるための普及活動を積極的に推進する。 

 

 

 

 

  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 

 


