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[要約] 

1. 調査研究の概要 

機械の安全に関しては ISO/IEC 国際標準により、安全の基本概念から個別機械の安全にいたるまで体

系化された標準が構築されており、その特徴は、機械の設計の段階において、リスクアセスメントに基

づく安全評価と安全方策を実施し、許容可能なレベルまでリスクを低減させて機械の安全を確保すると

いう考え方で、最近では欧米はもとより日本を除くアジア諸国においても、このような国際標準の考え

方が浸透してきている。 

日本では、以前から労働安全衛生法などで、生産財として使用される機械に関し構造規格が定められ

てはいるが、これらは国際安全標準の考え方と整合したものではなく、機械産業において、未だ国際安

全標準の考え方が十分普及しているとは言えないのが現状である。 



1995年に製造物責任法（PL法）が施行されたが、労働災害保険制度の活用とも関連して、これまでは

一般消費者向けの製品による事故に関しての適用が中心であったが、最近では、工場の生産設備で発生

した事故に関しての訴訟例が増し、機械の設計上の欠陥を認定した判決例も出される傾向にある。こう

した一連の事故も、国際安全標準の考え方を適用していれば、防げた可能性が高いと思われるものも多

い。 

今後、国内産業の国際化がますます進展する中で、国際安全標準の適用と製造物責任を確実に果たし

ていくことが求められるようになることは必至であり、産業界のこれらの実態を正確に把握し、将来の

動向に備えておくことが必要であると考えられる。 

以上のような背景から、本調査研究では、機械安全分野における製造物責任に関する我が国の現状を、

法令や諸制度及び、国際標準等の面から調査して、その実態と現状における課題を明確にし、我が国の

産業界に対して警鐘を鳴らすことを目的とするとともに、日本の機械産業の立場から、製造物責任を果

たし、国際レベルの機械安全を確保した上で、トップレベルの国際競争力を維持するための取り組みに

ついて提言することを目的とする。 

 

2. 論点の抽出 

JISC（日本工業標準調査会）の標準化戦略と、現行の製造物責任に関する我が国の現状を、法令や諸

制度の観点から鑑みた結果、本調査研究の主な論点として以下の５点を抽出した。 

 

1） 産業事故発生時に機械設備メーカの製造物責任が問われる条件 

2) 機械設備メーカに対する製造物責任訴訟が少ない理由と今後増加する可能性 

3) 機械設備メーカが製造物責任を免責される条件と機械安全国際標準との関係 

4）現状の法的整備状況に関する問題点と解決のための方向性 

5）日本の輸出産業が海外で直面する製造物責任の法的問題 

 

3. 機械安全の製造物責任に関する調査 

機械安全の領域に関して、製造物責任がどのように考えられているのか、これまでの経緯と、国内外に

おける法律、諸制度の現状に関して調査を行った。 

 

3.1 製造物責任の基本的考え方に関する調査 

製造物責任法によれば、製造物責任（product liability）とは、製造物の欠陥によって損害を与えた

製造業者は損害賠償を支払う責任・債務を意味する。 

現行のPL法が出来る前は、民法の709条以下に、不法行為法と呼ばれる規定があり、従来はこの不法

行為法によって、製造物責任を扱っていた。不法行為法の中心が、その一群の規定の冒頭である民法709

条であり、それによると「故意または過失によって他人の権利を侵害したものはこれによって生じた損

害を賠償する責めに任ずる」とされている。製造物責任との差異を比較してみると、民法 709 条では故

意または過失となっている点を、製造物責任では製造物の欠陥と置き換えていると考えられる。 

責任の考え方としては、民事上の責任と刑事上の責任の違いは、民事法における責任の問い方が損害

賠償であるのに対して、刑事法の責任の問い方が刑罰であるという違いがある。 

契約責任と不法行為責任の違いは、事故が起き損害が生じるまでお互いに関係がないケースと、製造物

の欠陥による損害は契約不履行の損害として契約上の損害賠償を請求するケースの差異に起因する。し

かしながら、契約が不完全である場合や、詳細な規定がなされていないなどの場合は、契約法以外に製

造物責任法が適用される余地があり、どちらの請求権によってもよいということもある。 

 

3.2 ＰＬ法に関する調査 



「製造物責任法（PL法）」は、平成7年7月1日に施行され、製品に欠陥が存在したときに、その欠陥

が原因で使用者の生命、身体、もしくは財産に何らかの損害を及ぼした場合、メーカに過失がなくても、

欠陥のあったことを被害者側が証明することにより、メーカに損害賠償責任を負わせる事ができるとい

う法律である。 

この法律は製造者の過失を立証しなくとも、製品の欠陥の存在を証明することで製造者の法的責任を

問うことを認める無過失責任であり、本法における製造物とは「製造又は加工された動産」と定義され

ている。一般的には、大量生産・大量消費される工業製品を中心とした、人為的な操作や処理がなされ、

引き渡された動産であり、不動産・未加工農林畜水産物・電気・ソフトウェアといったものは該当しな

い。 

また、本法での「欠陥」とは、第2 条第2 項に規定されており、A 当該製造物の特性、B 通常予見

される使用形態、C 製造業者が当該製造物を引き渡した時期という3項目の当該製造物に関する判断要

素を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを言う。また、以下のように欠

陥は製造上の欠陥／設計上の欠陥／指示・警告上の欠陥の３つに分類されて具体的な判断がなされてい

る 

① 製造上の欠陥 

製品が設計・仕様どおりに製造されず安全性を欠く場合。 

② 設計上の欠陥 

製品の設計段階において安全性への配慮が欠けていたため、製造された製品が安全性を欠く場

合。 

③ 指示・警告上の欠陥 

製品を使用・消費する際に発生する可能性のある危険性について、それを消費者側で予防・回

避するための指示や警告が不十分な場合。 

 

責任の主体として、第2 条3 項にて製造業者等についての規定があり、欠陥製造物を実際に製造・加

工した製造業者および欠陥製造物を輸入した輸入業者をあわせて製造業者と総称し、また自らは製造し

ていないにも関わらず、他人の製造・加工・輸入した欠陥製造物に、製造業者として氏名、商号、商標

などを表示した表示製造業者を本法では製造業者として定義されている。 

因果関係については、PL法のもとでは、第5条で規定されているように、被害者の立証責任として①

欠陥の存在、②損害の発生、③欠陥と損害との間の因果関係があり、欠陥の証明・損害の発生のみなら

ず、損害がその欠陥が原因であることを証明しなければならない。 

免責事由は、第 4 条で示されており、免責事由として①開発危険の抗弁と②部品・原材料製造業者の

抗弁という2項目が認められている。 

製造物責任に関する法の整備状況としては、権利義務をめぐる紛争利害の衝突を法律的に解決・調整

するための手続きについて定められた法律である民事訴訟法が約70年ぶりに改正され、1998年1月1日

から新民事訴訟法として施行されたことに伴い、裁判の迅速化、証拠収集手続きの拡充等がなされた。 

 また、今後の製造物責任法に関連した動向として、違法行為による多数の被害者に代わり、事業者の

不当な内容の契約条項の使用をやめさせたり、不当な契約勧誘行為を差し止めたりする権利を、消費者

団体に付与する制度である団体訴権への要望や、推定規定の導入、懲罰賠償に対する要望が見受けられ

る。これらの要望の背景としては、製造物責任法が施行されて10年経った現在、情報開示という観点で

は成果があったと考えられるその一方で、雪印乳業食中毒事件、浅田農産の鳥インフルエンザ事件、回

転ドアによる死亡事故、さらに、三菱自動車のリコール隠し・欠陥車放置事件など、消費者の生命や健

康を脅かす事件が連続して発覚したことや、裁判において議論の焦点になるのは、発生したトラブルと

製造物の欠陥における因果関係であり、この立証は消費者には大きな負担になっているという現状が考

えられる。 



 

3.3 機械安全領域の製造物責任に関する判例調査 

ＰＬ訴訟の件数と動向を調査し、また機械安全領域の製造物責任に関して国内で起こされた裁判の判

例に関して調査し、判例の内容を整理して、国内の製造物責任に関する訴訟の動向について検討を行っ

た。また機械安全判決事例リストと設計上の欠陥が認められた製造物責任法に基づく判例を示した。 

 

3.4 製造物責任に係る保険に関する調査 

日本国内で多くの企業が加入しているPL保険として、日本商工会議所と各地商工会議所が協力して実

施している「中小企業ＰＬ保険」と「全国商工会議所ＰＬ団体保険」があり、1995年7月に制度が発足

している。 

この制度は、加入者が製造または販売した製品や、実施した業務の結果が原因となって、他人の生命

や身体を害するような人身事故あるいは他人のものを破壊したりする物損事故が発生したときに、損害

賠償請求による法律上の損害賠償金や、弁護士費用等の訴訟費用等について、保険金が支払われるもの

である。対象とする法律は、製造物責任法だけではなく、民法に基づく賠償責任についても、補償され

るようになっている。 

 

3.5 海外の製造物責任法に関する調査 

海外の製造物責任法について、アメリカ・ＥＵ．中国を対象として製造物責任法の概要を取りまとめ、

また法体系・訴訟の動向等について調査を行い、その内容に関して比較検討を行い、日本国内と他国と

の差を明確にした。 

製造物責任法の理念・概念に差異はほとんど見受けられなかったが、国民性や裁判制度などの法の運

用方法に差異があるため訴訟や動向において差異が生じていると考えられる。 

 

3.6 国際安全標準に関する調査 

国際標準の基本的考え方において、リスクアセスメントは大前提であり、設計のための一般原則・製

品の安全性に関する判断基準もリスクアセスメントの考えに基づいている。 

製品の安全性は、製品（取説や注意表示を含む）設計の場面において「リスク低減のプロセス」を反

復して高めていくが、現在の国際安全規格では、以下に示すように施すべきリスク低減方策の順番を決

めており、通常、3ステップメソッドと呼ばれている。 

① 本質安全設計 

② 保護装置による安全確保（停止による安全確保を含む） 

③ 使用者に対する情報による安全確保 

リスクの低減方法は、①⇒②⇒③の順番で適用しなくてはならない、そして、どのようなリスク低減

方法を施したかを文書として書き残しておくことが重要である。 

機械安全国際標準の基本的考え方に基づいて、開発を行った場合の有効性は下記のようにまとめられ

る。 

・体系的に現状分析をして安全を実現でき、日本の企業が一番不慣れな常に改善ができる管理

体制システムの構築が可能 

・リスクアセスメントに基づいて災害の大きさに応じた対策が打てるという意味で、安全対策

にコストをかける合理的な判断ができる。 

・企業にとっての安全の考え方を外に対して定量化して明確にでき、説明責任を果たすことが

できる。そのため、製造物責任訴訟の際に、製造上の欠陥、設計上の欠陥、表示・警告上

の欠陥を指摘された場合に、各プロセスにおける考え方を明確に主張できる。 

・リスクアセスメントを実施するということは、みんなで考え、みんなで危険源を見つけ出し、



全員が参加して安全について考えるきっかけを作るので、現場の意識が高まり、自分の企

業が行っていることに対する体系的な分析ができて、常に改善の努力を職場に定着させる

ことができ、その企業の安全意識、安全文化を高めることができる。 

 

4. 国内における現状の整理 

第３章における調査結果を基に、製造物責任に関するわが国の現状、およびヨーロッパ、アメリカな

ど海外の製造物責任について調査を行った結果から、我が国の現状を論点に従って以下のように検討し

た。 

 

論点（１） 産業事故発生時に機械設備メーカの製造物責任が問われる条件 

製造物の定義・責任の主体に関して、ヨーロッパ、アメリカとの差異はあるものの、法の理念・実体

はほとんど変わらず、製造物責任が問われる条件としては、製品に欠陥が存在したこと、またその欠陥

が原因で使用者の生命、身体、もしくは財産に何らかの損害を及ぼした場合に、欠陥のあったことを被

害者側が証明することにより、メーカに損害賠償責任が発生する。 

 

論点（２） 機械設備メーカに対する製造物責任訴訟が少ない理由と今後増加する可能性 

機械設備メーカに対する製造物責任訴訟が少ない理由としては、日本では、機械ユーザからメーカに

対して、機械の性能に関しては厳しく要求されるが、安全についての高いレベルが要求されることは少

ないのが現実であり、これは、事業者及び社会の要求として、安全に関して高いレベルを求めることに

関する法的拘束力が弱いことに起因していると考えられる。 

また、2004年9月1日現在で、わが国におけるPL訴訟は58件ということを考えると、機械設備メーカ

に対する製造物責任訴訟が少ないということではなく訴訟そのものが少ないと考えられる。訴訟の少な

い理由としては、以下の3点が考えられる。 

 

(i) 情報開示制度などが整いつつあるが、原告が弱者であることにかわりがなく、欠陥の

存在を立証する負担が依然として困難が大きいなど裁判に勝ちにくい点・採算がとれ

ないことが原因だと考えている。 

(ii) メーカも消費者も信頼できる原因究明機関が存在しない。 

(iii) 司法制度の問題（人と裁判所が遠いなど） 

 

しかしながら、新民事訴訟法の施行や製造物責任法への見直しの要望が高まりつつあること、団体訴

権の検討がなされていること、また将来の法律関係者を養成する法科大学院の設置・弁護士の育成など

が取り組まれていることから今後は製造物責任訴訟が増加する可能性は大いにあると考えられる。 

 

論点（３） 機械設備メーカが製造物責任を免責される条件と機械安全国際標準との関係 

ヨーロッパでは、機械の安全性確保という本来の目的の他に、EU の単一市場結成における問題を解決

することを目的として、製造物責任が加盟各国に立法化が義務付けられており、訴訟件数は少ないもの

の、機能していると考えられる。製造物責任法においては、免責される条件としてその時点で合理的に

利用可能な最高の科学技術水準に達していれば過失はないとされる開発危険の抗弁が認められている。

機械安全に関しては、EU 域内の市場を統合し域内での自由な流通を実現するために、共通の考え方に基

づき機械の安全性を確保することを目指して機械指令を頂点とし、そこから参照する機械安全の規格群

からなる仕組みが構築され機能している。機械安全の考え方はstate of the artであることから、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が、場合に

よっては民事上の責任は発生し、民事訴訟では補償を求められることはあり得る。 



アメリカでは、製造物責任における免責条件としては、安全基準を満たしていることは抗弁にはあた

らないが、安全基準に違反していることはそれだけで過失とみなされる。その一方で、その時点で合理

的に利用可能な最高の科学技術水準に達していれば過失はないとされる開発危険の抗弁が認められてい

る。 

日本では、機械安全に関する標準化を積極的に推進しようとする目的意識は薄く、欧米に対して製品

を輸出する場合には、顧客の要求に合わせて欧米の規格に製品を適合させて出荷しているのが現実であ

る。また、製造物責任における免責条件として開発危険の抗弁の項目があるが安全基準がstate of the art

になっていないため何をもって合理的に利用可能な最高の科学技術水準とするかが確立していないよう

に見受けられる。 

 

論点（４） 現状の法的整備状況に関する問題点と解決のための方向性 

不法行為法としての PL 法は、訴訟において従来の「過失証明」から「欠陥証明」への移行に伴って、

メーカ側の意識改革を促進させたという点で十分に貢献したと考えられる。また、PL 法や新民事訴訟法

などによって、文書提出や証拠開示の要求をしやすくなった。しかしながら、欠陥の存在および欠陥と

損害の因果関係の立証において、被告側が弱者であることに変わりはなく、アメリカのようなクラスア

クションが認められていない現状では弱者という現実は否めない。また、文書提出や証拠開示の要求を

しやすくなりはしたが、開示する情報として義務付けられたものがあるわけではないという課題もある。 

今後、さらに激しさを増す国際競争社会の中で、我が国が競争力を維持して行くためには、製造物責

任と国際規格との関連を明確に打ち出すこと、また原因究明機関の育成および司法界だけではなく産業

界も含めた製造物責任のあり方の検討を行うことが必要であると考えられる。 

 

論点（５） 日本の輸出産業が海外で直面する製造物責任の法的問題 

日本では、欧米に対して製品を輸出する場合には、顧客の要求に合わせて欧米の規格に製品を適合さ

せて出荷しているのが現実である。製造物責任の法的な問題としては、国民性の差異や法制（懲罰的損

害賠償制度や陪審員制）の差異を考慮した対策が必要であると考えられ、そのためにも製造物責任に対

してリスクアセスメントに基づく安全評価と安全方策を実施し、許容可能なレベルまでリスクを低減さ

せて機械の安全を確保するという国際標準の考え方を取り入れ、訴訟に際して国際標準に基づいた設計

に関する文書などの提出義務付けるなどの対策が必須であると考えられる。 

今後、さらに激しさを増す国際競争社会の中で、我が国が競争力を維持して行くためには、国際規格

に対して積極的に関わっていくことが必要とされ、それを促進するために産業界だけではなく司法界を

支援する組織が求められる。また、製造物責任に関して法律的な観点からだけではなく、技術的な観点

からも判断できる人材の養成も必要不可欠であると考えられる。 

 

上記の検討を踏まえて、現状の総括を以下に示す。各項目の後ろの番号は、論点の番号を示す。 

 

A) 製造物責任訴訟において、規格を積極的に利用しようという意識がない。 －(1,5) 

B) 製造物責任に対する訴訟に対して、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。－（2,3,5） 

D) 製造物責任訴訟における原因究明機関が未熟である。(2,4) 

E) 機械安全に関する技術面および司法面からの取り組みが不十分 －(2,4,5) 

F) 安全に関する責任と権利と義務の教育が不足 －（2） 

 

5. 製造物責任に係る訴訟の動向と提言まとめ 



国内PL裁判例の傾向としては、このところ自動車関係の訴訟ならびに判決が増えてきている。自動車

関係における訴訟の難しさを考慮すると、このことは、日本にもPL法が定着しつつあることを示唆して

いると考えられる。 

また、最近のPL訴訟の特徴として、警告・表示上の欠陥を問うケースが増えてきている。警告・表示

上の欠陥を追及する際には格別の技術的、専門的な知識・情報を有していなくても容易に訴訟に持ち込

めてしまう。また近年の説明責任が強調される社会の動きを反映して、この警告・表示上の欠陥に関す

るPL訴訟において、原告の主張が認められる傾向にある。以上より、ＰＬ訴訟が増える傾向にあること

は明らかであると考えられる。 

なお、製造物責任に関する判例として規格に関する論述があるもの、安全性確保義務に関する論述が

あるもの判例より、下記のような知見が得られた。 

 

① 規格や法令に適合していても、事故発生を予見する可能性がなくなるわけではないとさ

れており、欠陥が認められる。 

② 業会による通則に基づいた設計であることを示しても、設計上の欠陥のために、通常有

すべき安全性を有していなかったものと認められた。 

③ 安全性確保義務違反が認められるためには、製造者において被害発生につき予見可能で

あることが必要である。すなわち、予見していた被害発生に関しては、安全性確保のた

めに対策を取らなければならない。 

④ 安全な設計をするか指示警告により、事故を回避する注意義務を怠ると、不法行為責任

に問われる。 

 

製造物責任に関連した訴訟の動向を国内・国外についてまとめ、今回の検討結果から、製造物責任を

果たし国際レベルの機械安全を確保するためのポイントを、提言として以下に示した。 

 

提言（1） 機械安全について責任と義務の考え方を知らないことが過失であるということを認識する。 

▢  リスクアセスメントが必須であることを認識し、本質安全設計を原則とする。その上で、

保護装置による安全確保（停止による安全確保を含む）、使用者に対する情報による安

全確保を行うこととする。 

▢  リスクアセスメントを徹底し、誤使用なども盛り込んで製造物の特徴を把握し、危険源

の検出を行うことにより、安全性確保の義務違反を行わないようにする。また、表示・

警告について、どのような対策の上でなされたものなのかを明確にし、適切な表示・警

告を行う。 

▢  規格を満たしていれば問題はないという考えではなく、規格を満たしていることは絶対

条件であり、規格を満たしていないことは即欠陥であるという認識を持つ。 

 

提言（２） 安全学と法律を理解できる人材を確保する。 

▢  製造物責任の関与する領域は、法律に関する知識と安全工学・安全学に関連する領域で

あり、両者の知見を有した人材によって取り組んでいかなければならない。そのため、

企業はこのような人材を育成するもしくは人材を雇用するなどして企業の安全性を高

めるために取り組まなければならない。 

 

提言（３） 社内セミナーなどを実施し、会社を挙げて安全教育の啓蒙を行う。 

▢  企業戦略において、本質的安全設計・国際安全基準の考え方が当然であるという企業意

識の変革を起こす。 



▢  本質安全設計などに代表されるように、安全性確保は事前対策として行うものであり、

その際に必須であるリスクアセスメントはみんなで考えみんなで実行するものである

ということ、また顧客からのクレームなどから新たな危険源となりうる要因などを検出

し、それをリスクアセスメントに取り組んで製品の改善を行うなど、企業全体で取り組

む必要があることを社員全員が共有しなければならない。 

 

 
 
  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

 


