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[要約] 

1. 調査研究の概要 

1.1 調査の背景と目的 

機械・設備の安全性を確保する仕組みについては、欧米が世界をリードしており、特に欧州においては

加盟各国に強制力を持つ法律としてのEC機械指令を定め、国際標準と連動しながら社会システムとして十

分な機能を発揮している。 

一方、我が国では従前より労働安全衛生法などで構造規格が定められているが、これらは国際標準の考

え方とは必ずしも一致している訳ではなく、安全性を確保する仕組みとしては未だ不十分な状態である。 

従って、まず先行する欧米の仕組みを的確に把握することが、今後我が国の仕組みを検討していく上で、

惹いては我が国の企業が世界市場で齟齬なく活動していく上でも、不可欠であると考えられる。 

欧米のこのような仕組みは、法体系のみならず、基準を決める規格・標準、適合を判断する認証制度、

責任を判断する裁判制度、損害を保証する保険制度、事故発生時の情報公開等の様々な要素から構成され

る社会システムとして運用されているのが実情であり、このような仕組みは、公表されている文書や文献、

各種調査報告書などにより、表面的にはかなり正確に把握できるようになってきたが、社会システムとし

て実際にどのように運用されているのかの実態については不明な点がまだまだ多い。 

このため今回の調査では、次の２点について提言することを目的とする。 

①「機械安全」に関する法律を中心として構成されるこのような社会システムが、実際にどのように運

用されているのかについて、欧米の実態を把握することにより、我が国のあるべき仕組みを検討していく

上での留意事項 

② ＰＬ法や民事法などによる主要な判例などの調査を通じて、我が国との対比分析をし、我が国の機

械産業における経営リスクマネジメントとしての留意事項 
 

1.2 調査の実施体制 

平成１７年度機械工業振興補助事業費による日本機械工業連合会からの委託調査として㈱三菱総合研

究所が実施し、「機械安全法体系調査委員会」を設置して運営する。本委員会は一橋大学 栗原 史郎教授

を委員長として、有識者、法律専門家、企業、保険業界、認証機関等々の関係者十数名から構成される。 

なお、調査期間中に３回委員会を開催した。 

 
2. 実態調査で把握すべき観点の抽出と整理 

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実態調査で把握すべき観点として以

下の5点を抽出した。 

 
(1) 国際安全規格の基本概念、適用範囲、リスクアセスメントなどについて 

(2) 機械設備の事故発生時における訴訟、判例、責任の所在、免責、事故情報のデ 

ータ管理、救済措置としての保険制度などの対応について 

(3) EUのCEマーキングについて 



(4) 米国の労働安全衛生法について 

(5) 我が国の現状について 

 

3. 機械安全に関連するEUの法体系の運用実態調査 

機械安全の領域における法律を中心としたEUの枠組みの全体像を明確にするため、以下の調査を行っ

た。 

 
3.1 EUの組織と法体系に関する調査 

機械安全とそれに関連する領域に関する法体系について、適用範囲、要求事項、相互の位置付け等に

ついて調査を行い整理した。 

 

3.2 裁判制度に関する調査 

EUにおける裁判制度に関して、下記の観点よりヒアリングに基づいた調査を行い現状についてまとめ

た。 

・機械安全に係る訴訟関連の法律、訴訟件数、判例 

・ADR（裁判外紛争解決）の状況 

・裁判所から任命されるGood engineering practiceを監視する技術的エキスパート 

 の要件と役割 

・責任の所在を判断する根拠と事例 

 

3.3 支援、救済制度に関する調査 

EU における保険制度を始めとする機械安全確保のための支援制度について下記の項目に関して調査

を行った。 

・保険制度を支えるために保険会社が必要とする情報の種類と収集方法 

・製造業者、第三者認証機関、労働者に適用される保険の種類 

・産業事故データを収集して広報する仕組み 

・産業事故発生時の報告制度 

 

3.4 製造物の設計開発に関する根本的理念 

製造物の設計開発に関してEU内で広く認識されている根本的理念について、その基本的考え方および下

記の観点から実態に関する調査を行った。 

・State of the artとGood engineering practice 

・Good engineering practiceの法的な信頼性の根拠 



・Good engineering practiceの法律、規格への引用 

・Good engineering practiceを実践するための具体的な仕組み 

 

4. 機械安全に関連するアメリカの法体系の運用実態調査 

機械安全に関連するアメリカの法体系を把握するために、労働安全衛生に関する連邦の基本法である、

「労働安全衛生法（Occupational Safety and Health Act：OSHAct）の体系について調査を行い整理し

た。 

 

4.1 労働安全衛生法の概要 

 OSHActの概要をOSHAのWEBサイトや文献等に基づいて、適用範囲や規格との関係について調査

を行った。 

 

4.2 労働安全衛生法の機械安全に関する特徴 

 OSHAct の適用範囲や法の特徴について調査を行い、OSHAct で定められている義務や罰金に関する

規定および連邦と州の関係などアメリカ特有の事由についてまとめた。 

 

4.3 民間規格の参照状況 

 OSHActの基準を定めている労働安全衛生基準（CFR29）において、ANSIやNFPA等の民間規格の

参照状況を調査し、また主な規格に関して概要をまとめた。 

 

4.4 参照される規格の内容とISO/IEC規格との整合状況 

 労働安全衛生基準（CFR29）で参照されるANSIの役割、アメリカにおける規格作成のアプローチお

よび国際規格との関係・整合性について調査を行った。 

 

5. 我が国の機械安全に関連する法体系などの運用実態調査 

我が国の現状として、労働安全衛生法に関して調査を行い、また第3章および第4章におけるヨーロッパ・

アメリカにおける法体系の運用実態の調査結果を基に、下記の項目で比較検討した。 

・法的枠組み 

・規格の位置付け 

・認証制度（適合性評価） 

・保険制度 

・責任の所在 



・訴訟、主な判例、 

・事故情報管理等 

・社会システムの運用実態 

 

また、欧米と我が国の社会システム（法律・規格・製造者と事業者・認証制度、保険制度）の概要を図

にまとめ、我が国の社会システムにおける課題として、以下の項目を提示した。 

 

• 社会システム（法体系・認証制度）の整備 

 法令による構造規格から民間主導の自主規格への移行 

 性能規格化の推進 

 機械安全リスクアセスメントの浸透 

 認証制度の確立（第三者認証機関の育成） 

 

• 経営層との国際的な安全に関する情報共有方法 

 PL訴訟による損害賠償事例の共有 

 事故情報開示システムの拡充・一般への公開 

 日本機械工業連合会が主催する安全セミナーや様々な大学における安全学教育・講習会の

実施 

 

• 安全性確保に対して、ペナルティー等による取組みへの強制を行うのではなく、インセンティ

ブによる自発的な取組みへの喚起を実現。 

 企業のCSR（社会的責任）として安全への取組みを公表する枠組みの構築 

 EU での経済的優遇措置の検討にもあるように、安全への取組み・実績による保険料率の

変動を考慮するなど保険制度の改善 

 環境におけるグリーン調達と同様な仕組みで安全調達という概念の構築 

 法令の技術基準に自主規格を使用し、民間の積極的な規格作成参加を促進 

 

• 責任の所在の明確化 

 責任者（機械安全技術者）の資格評価制度の設立 

 責任者の組織内における独立性の確保 

 責任者のための保険の設立 

 



6. まとめ 

機械安全に関連する法体系と運用の実態を国内・外についてまとめ、比較検討結果から、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の通りまとめた。 

  

• 機械安全国際規格に適合した機械の導入促進 

 国際的に通用する高い安全性が確保された機械の導入を、日本の産業界において促進する

ための活動を進める。 

 法令で求める機械の技術基準に民間規格である JIS 規格や ISO/IEC 規格を採用すること

が最も効果的であると考えられる。また、法令による民間規格の使用により民間の積極的

な規格開発参加が期待される。ただし、法令改正には長期間にわたる取り組みが必要と考

えられるため、民間組織による活動を主として長期的に法改正を求めていく。 

 国際安全標準の考え方を取り入れた改正労働安全衛生法の機械安全リスクアセスメントを、

日本の産業界に定着させるための活動を進める。現状のままでは、正しく認識されないま

まに形骸化する可能性があるため、民間主導で本質的な安全を確保できる活動とする。 

 機械安全国際規格に適合した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

とを政府機関に働きかける。 

 上記活動を促進するために、民間企業が自主的に参加する連絡会等の組織を設立し、産業

界の意思統一を図り、情報交換、人材育成等の支援を可能とする。その中心的な組織とし

ては日本の機械産業界をとりまとめる立場にある、日本機会工業連合会が適当と考えられ

る。 

 

• 経営層に対するPL訴訟リスクと対応方法の提示 

 アメリカでは、PL 訴訟により企業の存続にかかわる損害賠償が要求されることがある。

そのため、PL 訴訟リスクに対する対応は企業の経営リスクマネジメント上において重要

なポイントである。 

 機械安全国際規格に適合した機械設計を行い、その過程を正しくドキュメントに記録して

おくことは、PL訴訟リスクへの対応として非常に有効な方策である。PL訴訟リスクは特

にアメリカで高いが、正しく対応するにはアメリカ向け製品限定の対応ではなく、設計開

発全体での対応が必要とされる。 

 企業の経営層に対して、具体的なPL訴訟による損害賠償事例を示し、PL訴訟リスクに対

する正しい対応方法を示すことが必要とされる。 

 



• 
 ステムを構築することにより、市場

 

の共同体制による情報公開システムと事故情報の原因追求などを行う仕組みを構築する。 

 

• 
 

 

術者の資格制度を設立し、そのような資格を有した人材を活用する枠組みを構築す

る。 

 

• 
 ら、安全への取組み状況を、事故情報等とともに報告することを経営者に義

 械安全の分野に取り入れ、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。 

 

• 
 

証し、国際規格を適合することで、どのよう

 

る。この活動により、責任と義務を求める制度の必要性、

 規格

 

産業事故情報システムの拡充 

産業事故情報を、ユーザが容易に閲覧できるようなシ

からの監査も併せて機能させる仕組みを構築する。 

 産業事故情報を、規格作成に反映させる枠組みを構築する。 

そのため、労働災害情報DBを構築している中央労働災害防止協会と、産業安全研究所と

機械安全認証制度、機械安全技術者資格制度の立ち上げ 

機械安全国際規格に適合した機械の安全性を、認証可能とする制度の立ち上げを行う。日

本においても、ヨーロッパ、アメリカ並みに認証ビジネスが拡大し定着すること目指す。 

規格に適合していることを評価し、裁判等において証言することが可能な専門家として、

また企業に対して高度な専門的なコンサルティングを行うことが可能な人材として、機械

安全技

CSRの観点から企業の安全の格付けを実施 

CSRの観点か

務付ける。 

 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。 

環境におけるグリーン調達のような仕組みを機

シンポジウム・フォーラムの実施 

日本が置かれている機械安全に関する現状や、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検

に安全レベルが向上するか等を報告する。 

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

免責の考え方の普及を図る。 

規格に関するシンポジウムやフォーラムを開催し、規格を作成した過程などの説明や

を満たしていることを示すための試験方法の提示など企業のサポートを実施する。 

機械安全に関する国際規格の基本的考え方や対応方法等について、実例をあげてわかりや



すく紹介し、規格や制度の関する最新の動向について情報発信することで、日本の機械産

業をサポートするWebサイトを立ち上げる。 

 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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