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近年、機械工業界のみならず、我が国の企業活動や製品のグローバル化が益々進んでいる

折から、ISO、IEC などの国際規格をはじめ欧州諸国と整合性のとれた規格の制定、標準化

の推進は、いよいよ緊急かつ重要な課題となってきております。また、現代社会で重要な役

割を果たしている機械類が、社会生活の安全を脅かす原因にならないように未然に防止する

ことは機械工業にとって重要な課題であります。 
平成 18 年 4 月 1 日に「改正労働安全衛生法」が施行され、「危険性又は有害性等の調査等

に関する指針」「機械の包括的な安全基準に関する指針」の浸透が推進されております。 
 
当会は、従前より「機械安全」に係る国際標準化の国内審議団体として、国際規格に対応

した JIS 原案の作成や国際規格への新規提案に向けた技術開発活動を行ってきましたが、今

後はそれらの活動を更に拡張して、機械製造企業における「機械安全（機械への安全の作り

込み）」の普及活動を推進することが喫緊の課題となっております。 
 
このような動向の中で、当会では「機械安全」への取組みを事業活動の重要な柱の一つに

位置付け、機械安全規格の作成を主目的とした機械安全標準化特別委員会と、機械安全の普

及活動に着目した機械安全推進特別委員会を設置して、機械安全推進への活動を実施してお

ります。機械安全マネジメントシステム標準化部会は、機械安全普及推進特別委員会の下で

機械安全普及活動を先導しており、機械安全マネジメントシステム標準化部会は機械安全推

進特別委員会の活動の中核として位置付けられています。 
 
本報告書は、「機械安全マネジメントシステム標準化部会」の活動に関する平成 18 年度の

成果を取りまとめたものであります。特に、本年度は、講演会等参加者からの質問に答える

必要があるとの観点から、「機械安全マネジメント Q&A 集」を作成するための調査活動及び

企業の事例研究に取り組みました。 
 
また、平成 13 年度以降の下記活動との関連をもたせた一貫した取組みの結果を集大成し

た報告書でもあります。 
（１）平成 13 年度 「機械安全リスクアセスメント実施事例集」の編纂 
（２）平成 14 年度 「機械設計者のための機械安全リスクアセスメントガイド」の編纂 
（３）平成 15 年度 「機械安全マネジメントシステムモデル」の策定 
（４）平成 16 年度  機械安全マネジメントに関する諸課題の調査 
（５）平成 17 年度 「機械製造業経営者のための機械安全マネジメント実践ガイド」の編纂 
（６）平成 18 年度 「機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１」の編纂 

 
本報告書が、企業の機械安全活動の発展に寄与することはもとより、広く関係各位にご高

覧いただき、機械工業の標準化に対し各位の深いご理解とご協力を賜れば幸いであります。 
 
平成 19 年 3 月 

社団法人 日本機械工業連合会 
会 長  金 井   務  
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平成１８年度機械安全マネジメントシステム標準化部会委員名簿 

（敬称略、委員名はあいうえお順） 
 
 

主  査  ㈱東京機械製作所 取締役 知財管理部               佐 藤 昌 良 
 
委  員  ㈱神戸製鋼所 溶接カンパニー 溶接システム部           大 竹 勝 彦 
 
委  員  中央労働災害防止協会 技術支援部 安全管理士           粂 川 壮 一 
 
委  員  川崎重工業㈱ 技術開発本部 ＴＱＭ推進部             佐 藤 修 一 
 
委  員  ㈱豊田自動織機 繊維機械事業部 技術三部             島 崎 春 雄 
 
委  員  日立建機㈱ 生産・調達統括本部 生産本部 品質保証センター    杉     明 
 
委  員  パナソニックファクトリーソリューション㈱開発プロセス革新センター 杉 原 健 治 
 
委  員  石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部 生産技術センター 

      生産システム部    松 前 嘉 昭 
 
委  員  技術コンサルタント・技術士                    松 本 俊 次 
 
委  員  元 三菱重工業㈱ 技術本部 技術企画部              渡 邊   清 
 
事 務 局  日本機械工業連合会 標準化推進部                 佐 藤 紀 樹 
                        
以下 
事務局支援者（あいうえお順） 

日本機械工業連合会 標準化推進部                 石 坂   清 
       

日本機械工業連合会 標準化推進部                 栗 本 正 樹  
 
日本機械工業連合会 標準化推進部                 舞 田 靖 司  
 
日本機械工業連合会 標準化推進部                 吉 田 重 雄 
 

以上 
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機械安全マネジメントシステム標準化部会活動状況 
第 １回 平成１８年 ４月２４日（月）１４：００～１７：００ 

① 平成１７年度機械安全マネジメントシステム標準化部会活動報告書完成版の確認 
② 平成１８年度の活動について（意見交換、審議） 
③ 講演会（活動報告会）の開催について 

第 ２回 平成１８年 ５月２２日（月）１４：００～１７：００ 
① スピーチ１：「機械設備の安全化に係るリスクアセスメントデータ集Ⅱ－メーカー、ユーザーの取組み」の紹介 
② スピーチ２：「国際市場の求める機械安全マネジメント」 
③ 講演会「『機械安全』の新しい波－第３弾－」の開催について（意見交換） 
④ 平成１８年度の活動内容及び方法について（意見交換） 

第 ３回 平成１８年 ６月１９日（月）１４：００～１７：００ 
① 労働安全リスクアセスメントと機械安全リスクアセスメントとの差異（意見交換） 
② 平成１８年度調査課題について（自由討議） 
③ 企業に置ける機械安全マネジメント事例の提供について（意見交換） 

第 ４回 平成１８年 ７月１８日（月）１５：００～１９：３０ 

① 講演会「『機械安全』の新しい波－第３弾－」の終了報告と意見交換 

② 労働安全リスクアセスメントと機械安全リスクアセスメントとの差異（審議） 
③ 機械安全マネジメントＱ＆Ａ集の構成について（意見交換） 

第 ５回 平成１８年 ８月２８日（月）１４：００～１７：００ 

① 講演会参加者アンケート結果について報告 
② 「機械の包括的な安全基準に関する指針」改正内容について（紹介と意見交換） 
③ 労働安全リスクアセスメントと機械安全リスクアセスメントとの差異（確認） 
④ 機械安全マネジメントＱ＆Ａ集の構成について（意見交換） 

第 ６回 平成１８年 ９月２５日（月）１４：００～１７：００ 

① 労働安全リスクアセスメントと機械安全リスクアセスメントとの差異（確認） 
② 機械安全マネジメントＱ＆Ａ集の構成について（意見交換） 
③ 委員所属企業における機械安全マネジメントの実態報告について（協力依頼、意見交換） 

第 ７回 平成１８年１０月２３日（月）１４：００～１７：００ 
① シンポジュウム「『機械安全』の新しい波－『機械安全マネジメント』を企業のプラスミッションに」開催結果報

告 
② 「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」執筆分担等調整（意見交換） 
③ 機械安全における「制御システムの安全規格」の位置付け（意見交換） 
④ 機械安全リスクアセスメント手法の現状（意見交換） 

第 ８回 平成１８年１１月２０日（月）１４：００～１６：３０ 
① 講演：事例報告「Ａ社における機械安全マネジメントシステム」（報告と意見交換） 
② 「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」の執筆状況意見交換 
③ 設計面から見た機械安全の体系について（意見交換） 
④ 機械安全リスクアセスメントの手法の現状について（意見交換） 

第 ９回 平成１８年１２月１８日（月）１４：００～１７：００ 
① 講演：事例報告「Ｂ社における機械安全マネジメントシステム」（報告と意見交換） 
②「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」の執筆状況意見交換 
③ 懸案課題に関する意見交換 

第１０回 平成１９年 １月２９日（月）１４：００～１７：００ 

① 講演：事例報告「Ｃ社における機械安全マネジメントシステム」（報告と意見交換） 
② スピーチ：「『機械設備の本質安全』についての一考察」 
③ 「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」の執筆状況意見交換 
④ 関連課題に関する情報交換 

第１１回 平成１９年 ２月２６日（月）１４：００～１７：００ 

① 講演：事例報告「Ｄ社における機械安全マネジメントシステム」（報告と意見交換） 
② 講演会「企業の機械安全取り組み事例紹介」実施結果の総括と意見交換 
③ 「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」の執筆状況意見交換 
④ 関連課題に関する情報交換 

第１２回 平成１９年 ３月２６日（月）９：００～１７：００ 
① 調査活動報告書「機械安全マネジメントＱ＆Ａ集」の完成報告 

② ４年間の「機械安全マネジメントシステム標準化部会」活動の総括意見交換 
③ 機械安全マネジメントの普及への今後の課題（意見交換） 

以上 
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参考：「機械安全マネジメントシステム標準分科会活動の系譜」 

リスクアセスメント検討委員会（2年間） 

平成13年度：事例集を編纂 

平成14年度：機械設計者のための「機械安全リスクアセスメントガイド」を編纂 

 
機械安全リスクアセスメント 

普及部会（2年間） 
 

平成15年度：①工業会との情報交換 

②機械製造業実態調査 

③欧州調査、 

④講演会「機械安全の新

しい波」開催 

平成16年度：①工業会との情報交換、 

②講演会「機械安全の新

しい波―第2弾」開催 
 

機械安全マネジメントシステム 
標準化部会（４年間） 

 
平成15年度：①機械安全マネジメントシステム

モデル（案）策定 

②機械製造業実態調査 

 

平成16年度：①機械安全を取り巻くニーズ･ 

シーズ環境調査 

②機械安全の考え方理論分析 

③普及上の課題分析 

 

平成17年度：①機械安全倫理 

②機械安全に関する経営方針、機

械安全方針、機械安全計画等の

調査に基づく機械安全マネジ

メントシステムモデル（案）の

充実 

③機械製造企業経営者のための

「機械安全マネジメント実践

ガイド」の編纂 

 

平成18年度：①機械安全リスクアセスメントの

手法の実体、機械安全設計の考

え方等につき情報交換 

②機械安全マネジメント企業事

例の収集 

③機械安全マネジメントＱ＆Ａ

集の作成 

④講演会「機械安全の新しい波―

第３弾」開催の推進 

⑤ＨＳＥのリスクアセスメント

に関する文献学習 
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はじめに 

 

「『機械安全』の新しい波」というキャッチフレーズを掲げ、機械企業における機械安全

（機械に安全を造り込む）活動は、いかにあるべきかを追求してきました。 

機械安全を取り巻く環境は、機械輸出における ISO 機械安全規格への対応という大きな潮

流だけでなく、日本の労働安全衛生法の改定（平成 18年 4月施行）によっても大きく変わろ

うとしています。それは、日本国内の機械設備使用者に対して使用設備に関するリスクアセ

スメント実施の努力義務を求めているため、その影響が機械製造業側に対する機械安全リス

クアセスメントの実施結果や関連情報の提出要求という形で展開されることが予測されます。 

新しい経営環境「『機械安全』の新しい波」への機械製造企業の対応が、設計･開発部門の

従来からの努力の延長だけで十分なのか危惧されます。機械製造企業における機械安全リス

クアセスメントへの取組みを、機械安全マネジメントという概念の下に組織的な展開をする

必要があり、それが効率的であると考えています。さらに、機械製造企業における機械安全

マネジメントの普及のためには、経営者（トップマネジメントから上級管理職までを含む）

の理解の深化とそれに基づく強いリーダーシップの発揮が最重要であるとの観点に立ち、機

械安全マネジメント及び機械安全マネジメントシステムの必要性を掲げ活動してきました。 

 

平成 15 年度に、機械安全マネジメントシステムに関する標準化部会を少人数の有志で発

足させ、機械安全マネジメントシステムのイメージ作りを行い、既存のマネジメントシステ

ムの考え方・構成要素を参考にして、常識的な発想による機械安全マネジメントシステムモ

デルを作成し報告書としました。 

 

平成 16 年度には、平成 15年度に作成した機械安全マネジメントシステムモデルが、機械

製造企業の経営者に受け入れられ、安全な機械が客先に供給できる仕組みとして実際に経営

活動に利用されるために、どのような課題があるのかを整理把握することに取り組みました。

特に、日本の機械製造業における機械安全活動の歴史の乏しさに起因する機械安全思想・倫

理観、ISO 機械安全規格の大きな流れ、及び日本社会における機械安全文化の実態などを改

めて直視し、機械安全、機械安全マネジメント及び機械安全マネジメントシステム普及への

課題を抽出し、調査し部会としての考え方をまとめ報告書としました。 

 

平成 17 年度は、調査不足であった内容を更に整理し実態の把握に努め、機械安全マネジ

メント普及への諸課題に対する対応の 1つとして、「機械安全マネジメント実践ガイド」を作

成し活動報告書としました。 

 

平成 18 年度は、当初の 5 年計画内容を変更し 1 年繰り上げ、機械安全マネジメント標準

化部会活動の最終年度としましたので、その集大成として、「機械安全マネジメントＱ＆Ａ１

０１」と題して、部会委員が実施した過去３回の講演会の参加者からの質問に答える形で「Ｑ

＆Ａ集」を編纂することとしました。また、積み残し等の課題について調査及び意見交換し、

さらに委員所属企業における機械安全マネジメントの事例報告と意見交換を実施し、その成

果をＱ＆Ａ集に反映させました。 

 

この報告書（機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１）は、過去 3回実施した講演会に参加さ
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れた方々から頂戴した「何を知りたいか」というアンケート結果（要望）に応えることを含

め、機械安全に取り組む経営者及び管理部門、設計開発部門及び品質保証部門等の関係者が

知りたいと想定される設問を１０１件に集約し、リスクアセスメント検討委員会(2 年間)、

機械安全リスクアセスメント普及部会（2年間）、機械安全マネジメントシステム標準化部会

（4 年間）の調査結果を活用し、回答を委員の中の有志が分担し執筆することとしました。

特に、設問ごとに回答が完結するように配慮し、箇条書き及び図表を多くし視覚的にも極力

簡潔に要点が理解できるように心掛けました。関連する法規、規定なども適宜取り込み、本

文と補完する参考情報とを区別し併記し、読者のニーズに応じて、拾い読みでも幅広く要点

をご理解いただけるように配慮しました。 

 

このＱ＆Ａ集は、どちらかといえば、機械安全マネジメント実施に当たっての考え方及び

諸課題への解説書的な性格のものです。経営者に限定することなく、広く企業の管理部門及

び設計･開発部門などの実際に機械に安全を作り込む実務者の方々にも、広く読んでいただき、

理解を深め、経営者のリーダーシップに対してベクトルを合わせ、機械安全の効率的な達成

のために活用していただければ幸甚です。 

なお、機械製造者、特に経営者の方々に８年間の報告書をセットにして活用され、機械安

全、機械安全マネジメントの充実に経営成果を上げていただけるものとの強い思いをもって

います。 

 

読者の中には、「機械安全マネジメント」「機械安全マネジメントシステム」という言葉、

また「機械安全」を初めて耳目にする方がおられるかもしれませんので、以下に簡単に言及

しておきます。 

 

参考１：既存の品質マネジメント、環境マネジメントなどとの区別 

① 機械安全マネジメントは、機械製造企業が安全な機械を創出し顧客に提供することに

注目した経営活動（マネジメント）の切り口の 1つである。そのマネジメントの仕組

みがマネジメントシステムである。マネジメントする対象によって、品質マネジメン

ト、環境マネジメント、労働安全衛生マネジメント、機械安全マネジメント、リスク

マネジメント、クライシスマネジメント、情報セキュリティマネジメントなどに区分

され呼称されるので、企業活動の中には多くのマネジメントが存在する。 

② マネジメント及びマネジメントシステムに関する方法論としては、方針・組織化・推

進･監査によって構成されるマネジメントサイクル、計画の策定（Plan）・実施（Do）・

確認（Check）・処置（Act）で構成される管理サイクル（一般に PDCA と呼称）などが

ある。それらの運用に関しては、多くのマネジメントにおいて大きな差異はない。 

注）マネジメントサイクル及び管理サイクルは、構成する要素プロセスを段階的に遂

行することによってマネジメントまたは管理の質（レベル）をスパイラルアップさせ

向上させる目的を持った仕組みである。特に、管理サイクルは、マネジメントを構成

する要素プロセス、又は更に細分化された各種業務の中で広く活用されている。 

③ 機械安全マネジメントは、次の点で他のマネジメントと異なる性格を持っている。 

・目的が、システム構築型ではなく、「安全な機械を提供する」という目標が明確な

目標達成型である。 

・マネジメントの対象期間が、機械の全ライフサイクル（設計開発、調達、製造、組
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立、運搬、据付、試運転、操業運転、保守点検、修理、撤去、解体、廃棄等）であ

り、極めて長い。 

④ 機械安全を遂行するための必須の道具として、リスクアセスメント手法及びリスク低

減法があり、それらを駆使しての機械安全への取組みが実務として必要で、不可欠で

ある。 

⑤ 機械安全に関する事故及び損害訴訟発生等に要求される機械安全対応証拠資料の提

出に備えた機械安全ドキュメントマネジメントは欠かせない機能である。 

⑥ 機械安全マネジメントの遂行には、企業文化としての機械安全倫理（経営者の倫理、

技術者の倫理）が魂･心の支え・バックボーンとして必要で、その確認又は構築が機

械安全マネジメントの出発点である。 

⑦ 機械安全に関する法令及び規格類は、国ごとに制定されているので、ISO 機械安全規

格が必ずしもオールマイティではなく、機械の輸出対象国の法令、規格類、契約仕様

書等への準拠が必要になる。それ故、機械安全マネジメントの中身は、事業の多様性

に応じた幅の広い柔軟な対応が必要になる。 

⑧ 機械安全マネジメントは、企業独自の経営戦略としての経営意思決定が求められるも

のである。例えば、世界万国に通用する機械安全水準などは世の中に事例がないので、

自社での制定が不可欠で、その妥当性の判断も必要である。 

 

参考２：安全とは 

「安全の概念」について、ISO/IEC Guide 51 の 5章には「絶対安全というものはありえな

い。多少の残留リスクはある。（中略）相対的に安全であるということである。（中略）安全

は受忍可能レベルにまでリスクを低減することによって達成される」と記述されている。そ

れらの内容を以下に箇条書きに整理して参考に供すことにする。 

なお、ISO 規格（国際標準）、EN（欧州地域規格）及び BS等各国規格は、「安全な機械」の

条件を夫々の視点で、一般論としての原則及び概念、概念的必須条件などとして、規定（記

述）しているだけである。 

・絶対安全というものはあり得ず、多少のリスクは存在する。（相対的安全の考え方） 

・安全は、受忍可能レベルにまでリスクを低減することによって達成される。（受忍可能

か否かの判断） 

・受忍可能リスクは、絶対安全という概念、製品、プロセス又はサービス及び使用者の利

便性、目的適合性、費用対効果、並びに関連社会の慣習のように諸要因によって満足さ

れるべき要件とのバランスで決定される。（利害関係を考慮した戦略的意思決定事項と

しての考え方） 

・受忍可能レベルは、特に技術及び知識の双方における進歩が、製品、プロセス又はサー

ビスの使用における最小リスクを達成するため、経済的に実行可能な限り、継続的に見

直す必要がある。（技術進歩及びエンジニアリング尊重の考え方） 

・受忍可能リスクは、リスクアセスメント（リスク分析及びリスクの評価）によるリスク

低減のプロセスを反復することによって達成される。（合理性・論理性・説得性の尊重

の考え方） 
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Ｑ１「安全な機械」とはどういうことですか 

 
人間・物・環境などに対して絶対的に「安全な機械」は存在しません。「安全な機械」とい

う定義も必ずしも明確になっていないのが実態です（下記法令、規定参照）。換言すれば、

人間・物・環境などに対する危険要素がない機械ということになりますが、そのような機械

も世の中にはありません（下記解説参照）。 

一般には、受け入れ不可能なリスクのない機械、予見できるリスクが特定の条件下で受忍

可能なリスクレベルとなった機械、又は危険源が適切に低減された機械と考えられています

（下記法令、規定参照）。 

設計技術者の倫理的観点を強調し定義するとすれば、「『安全な機械』とは、 新の科学又

は技術に関する知見を考慮して、少なくとも法的要求事項に従い、合理的に実現可能な限り

（As Low As Reasonably Practicable : ALARP の原則）、リスクが受忍可能なレベルまで低

減され、残留リスク情報が使用者に提供され、設計者の責任が明確になっている機械」と言

うことになります。 

機械安全マネジメントの観点からは、「『安全な機械』とは、各機械製造企業の機械安全マ

ネジメントの下に、その企業の機械安全理念･方針に則り、顧客（市場）の安全ニーズを満

足すべく企画された機械安全が造り込まれた機械であって、その機械安全が社会の安全価値

観の変化に常時適切に対応し維持及び改善されるような管理状態にある機械」と言うことに

なります。 

なお、一般に世の中に提供される機械は、機種ごとに求められる法規制を満たしているこ

とが大前提であり、安全上の法的要求事項（安全基準）を 低限遵守していることが前提で

す。 

また、機械に関する国際的安全標準規格、各国の安全標準規格、工業会等の安全規格等へ

の対応が、経営者及び技術者倫理（企業の社会的責任、state of the art、good engineering 

practice、 stewardship 等）の下で適切かつ合理的に対処されていることも前提です。 

機械製造業もビジネスですから、各企業の製造する機械の機械安全水準が、ALARP の原則、

費用便益基準、消費者期待基準、標準逸脱基準など各種条件を、企業責任の下で適切に考慮

し、各企業の経営意思決定事項として設定されていることが必要であり、前提となります。

参考１（法令）：直接言及した法令条文等はない 

 

①製造物責任法（ＰＬ法）第二条では、「『欠陥』とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、そ

の製造物等が当該製造物を引渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有す

べき安全性を欠いていることをいう。」と定義しているが、直接には「安全な機械」を定義していない。強

いて言えば、「安全な機械」は上記「欠陥」の無い機械ということになる。 

 

②労働安全衛生法第 3 条第 2 項に、「機械、機器その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、原

材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、

輸入又は建設に際して、これらの物を使用することによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ

ばならない」と記述しているが、「安全な機械」の概念には言及していない。 
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参考２（ＩＳＯ等の標準規格）：直接言及した標準規定等はない 

 
① ISO 12100-１、JIS B 9700-1（序文）においては、「機械類の安全性の概念は，機械類のライフサイクル

の間，リスクが適切に低減された状態で意図する機能を果たす機械の能力である。」としているが、「安全

な機械」については直接言及してはいない。 
 
② ISO/IEC Guide 51:1999 の４「『安全』及び『安全な』と言う用語の使用」の中で、「『安全』及び形容詞と

しての『安全な』という用語の使用は避けることが望ましい。その理由は特段、有益な情報を提供しない

からである。加えて、リスクから開放されているということを確実にするような印象を与えやすい。」と記

載されていて、『安全な機械』と言う概念などは認めていないと考えられる。 
 
③ ISO/IEC Guide 51:1999 の 5.1「安全の概念」の中で「絶対安全ということはありえない。多少のリスク

（残留リスクのようなもの）が残るであろう」、5.2「安全は受忍可能レベルにまでリスクを低減することに  
より達成される」とあるが、『安全な機械』には言及していない。 

 
④ 機械指令（98/37/EC）第 1 章第 2 条「加盟国は、この指令が対象とする機械及び安全部品が適切に設置さ

れ、保守されて、位置された目的で使用されたとき、･････」、第 3 条「この指令の対象とする機械及び安

全部品は、附属書 1 に定める健康と安全の必須要求事項を満たさなければならない」と記述し、「安全な機

械」を間接的に表現している。しかし、安全の必須要求事項を満たしたからと言って、「安全な機械」とし

て十分であるかについては言及していない。必要条件ではあって、十分条件であるとの言及はない。 
 
⑤ BS 5304:1988[Safety of machinery]5.1「機械の設計段階の安全性」には、考え方が記載されており、「安

全な機械」として「運用上で経済的なこと、製造･据付･運転及び保全に関し、機械使用者及び関係者が暴

曝されるリスクに対し安全性が考慮されていること、法制定の規定事項に合致していること」などが読み

取れる。ビジネス面から常識的な記載内容である。 
 
⑥ EN 292-1:1991[Safety of machinery]3.1「機械の安全」には、「『機械の安全』とは、取扱説明書に記載さ

れた使用条件･耐用期間の下に、健康に対する傷害又は損害の要因にならずに、輸送･据付･調整･保守･解体

及び廃棄にいたるまで、機能を果たす機械の能力をいう」とあり、「安全な機械」の概念についての直接的

な記述はないが、イメージは類推できる。 
 
 
参考３（補足説明）：危険源（リスク源）が適切に低減されたかどうかの判断について 

 
上記法令及び規定等の中で、リスクの適切な低減についての言及がなされているが、危険源が受忍可能なレベ

ルまで適切に低減されたかどうかの判断基準については、触れられていない。それらの判断基準については、

以下に参考に記載するようなものがある（詳細は Q2 で紹介する）が、定量的な判断基準に基づく場合と定性

的な判断基準に基づく場合がある。 
①費用便益基準 
②消費者期待基準 
③標準逸脱基準 
④ALARP の原則 
なお、上記基準等の運用（機械の安全水準の決定）に当たっては、事故責任・損害賠償等との諸問題が伴うの

で、その点も念頭におき経営戦略的意思決定事項と考え、理論武装し、組織的対応が望まれる。 
 
 
参考４：解説的な内容 

 
①「安全な機械＝機械にリスクが無いこと＝機械に起因する事故が起こらないこと」などと発想することがで

きますが、現実に機械と取り巻く人･物・環境等との接触における現象を考慮して、「安全な機械」であるか

を考えなければなりません。「不安全な機械」と断定される要因は、機械自体にある場合だけでなく、人･物・

環境等側にある場合もあります。また、必ず変化に関連するわけで、その動きも機械の変化による場合、人・

物・環境等の変化による場合、機械と人･物･環境等の双方の変化による場合などがあり、現実には予測困難

なことが多く、それらの要因及び動きを全て考慮した「安全な機械」を考えることは極めて難しいことです。
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②機械は、本来、人・物･環境に対し多くの危険要素を具備しています。人類の歴史から見て、人間ですら危

険な要素を具備していることはご承知の通りです。いわんや、人間の創造する機械ですから、危険なもので

あることを先ず認識しなければなりません。 
 
③強いて定義すれば、「『安全な機械』とは、どの程度危険な機械であるかが明確にされている機械である」と

言う方が的を射ているかも知れません。また、その安全な機械の設計された安全程度（危険程度）が、妥当

であるかどうかとともに、製造結果としてそれが実現されているかどうかもマネジメント上から大切な点で

す。 
 
④そこで、前述したように、「『安全な機械』の具備すべき条件は、リスクアセスメントに基づき危険な程度を

明確にし、その危険度（リスクレベル）を公表し、維持管理されている機械」と言うことになり、かつ｢機

械安全マネジメント下にある機械｣ということになります。 
 

 

参考図： 

安全な機械の概念図（有用性とリスクに関する受忍可能領域） 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
注）上図の「受忍可能領域」及び「条件付受忍可能領域」に位置付けされる機械が「安全な機械」であり、

「受忍不可能領域」に位置付けされる機械が「不安全な機械」「危険な機械」となります。なお、本図にお

ける「リスク」とは、危険源に起因する「傷害の酷さ」と「傷害の発生頻度」を考慮（積、又は和など）し

た概念であり、「有用性」とは、「リスク」を除去又は低減するためのコスト、代替機械技術の有無、社会的

必要性、生産性効果などを考慮した社会的経済的効果の大きさである。本図は、この「リスク」と「有用性」

との対比の上で、受忍可能か否かが判定されると言う考え方を示している。 

リスク 

有
用
性

 
受忍可能

領域 

 
受忍不可能

領域 

条件付 
受忍可能 

領域 

受忍不可能領域
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Ｑ２ 「機械が安全であるかどうか」の判定はどのような判断基準で行われるの

ですか？ 

 

機械製造企業が安全な機械を製造する目標となる安全水準を具体的かつ定量的に示す法

令や規格はありません。法令や規格はそれを適用する機械が備えるべき安全機能を規定し

ているにすぎません。法令や規格を遵守することで、ある水準の安全は確保されますが、

法令や規格はそれが制定された時代の背景と技術水準に基づく安全機能を要求しています

ので、現時点で十分であるという保証はありません。 

一般に法令や規格では、ALARP（As Low As Reasonably Practicable）の原則に則って、

リスクを受忍可能なレベルにまで低減させることを要求しています。 

したがって、具体的な機械安全水準は、その時代の 新の科学技術水準（State of the 

art）及び社会の要求（法令の遵守、規格の適用を含む）に基づき、機械製造企業自身が戦

略的に、経営者の意志を反映して策定するものです。 

また、機械安全水準は、時代の進歩･価値観の推移に合わせて常に変化する一面を持って

います（参考図２参照）。 

機械の安全水準は、リスクアセスメントにおいて、各種リスクが受忍可能なレベルにあ

るかを判定するのに利用されます。この機械安全水準は、被害の大きさ及び発生頻度など

から定義されたリスクを定性的又は定量的に評価し、その評価結果を段階的にランク付け

し設定されます。 

リスクの受忍可能水準の判定には、利害関係者（例えば、安全規制当局、危険源を生成

する者、危険源に暴露される者など）が協議し、合意を得ることが望まれます。その合意

には、一般に、機械を含む製品の使用者の形態によって、消費者期待基準、費用便益基準、

危険効用基準などが適用されます。 

なお、機械製造企業における機械安全水準の運用に当たっては、いくつかの選択肢（参

考図１参照）が考えられます。 

 
参考１：機械の安全水準策定の要件 

 
○ 法的要求事項を遵守していること。 
 
○ 人・財産及び環境に対する「受忍できない」又は「受け入れ不可能な」傷害のリスクがないこと。 

 

○ 絶対安全の概念と、製品・製造・サービス及び使用者利益・目的適合性・費用対効果・業界慣習など

からの要求との間の 適調整を追及すること。 

 

○ 設計者が保護方策を講じた後の残存リスクが、目的適合性、費用対効果及び関係する社会の因習など

の諸要因と合致する要求間の 善のバランスにより決定された「受忍可能なリスク」内にあること。

 

○ 残留リスクは、その時代の社会の価値観に基づく所与の状況下で受け入れられる合理的なリスクであ

ること。 

例えば、 

a.類似機械類の使用、使用条件、危険源、リスクなどと比較した結果、安全である場合である。 

b.リスクが実現可能な も低いレベルまで低減したことなどが確認できる場合である。 
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参考２： ALARP の原則 

 
ALARP の原則は合理的に実現可能な 低の水準（As low as reasonably practicable）の意である。 

一般に次のような意味合いを含む。 
 
① 「合理的な実現（実行）可能な 低の水準（ALARP）」は、「受忍不可能な範囲」と「広く受け入れら

れる領域」との二つの境界の中間に存在し、その ALARP は受忍可能領域として幅を持っている。 
 
② 受忍可能領域とは、必ずしも受容することの意ではなく、「便益を確保するために、付随して発生する

リスクを進んで受け入れようとすると同時に、そのリスクについて常に検討を続け、抑制していくこ

とを期待することの意」である。 
 
③ この領域では、更に安全対策を実施するためにかかる費用と、その安全対策の必要性などとの兼ね合

いをみるために、費用と便益についての評価が必要である。その結果、この領域のリスクは更に 3 つ

の領域に分類される。 
・ 望ましくないリスクであるが、リスクの低減が実行不可能な領域。 
・ 更なるリスクの低減に要するコストが得られるリスクの低減に対して極めて不相応な領域。 
・ 残存するリスクを低減するコストと得られる効果がバランスする領域。 
 

 
参考３：消費者期待基準、費用便益基準、危険効用基準 

 
○ 消費者期待基準：消費者が合理的に期待する安全性を有していない製品は、欠陥であるとする考え方

 
○ 費用便益基準 ：リスクを低減するための費用と、それによる便益性を比較考量して判断しなくては

ならないとする考え方。 
 
○ 危険効用基準 ：製品が有する有用性と製品に内在する危険性を比較考量した結果、危険性が有用性

を上回る場合に、その製品は欠陥であるとする考え方。 
 
 
参考４：機械製造企業における機械安全水準決定の選択肢 

 

機械安全水準を決定する場合の選択肢として、基本的には次の 5 つが考えられるが、いずれを採用する

かは各企業の経営意思決定事項であり、戦略事項である。なお、①から⑤に進むに従ってリスクがより低

減されていくとの発想である（図２参照）。また、そのレベルは時代の価値観の変化によって推移する性格

がある（図３参照）。 

 

① 法規制遵守による安全な機械：法規制されたリスクだけに対処している機械 

 

② ISO 標準等規定遵守による安全な機械：ISO 標準等に規定されたリスクだけに対処している機械 

 

③ 工業会標準遵守による安全な機械：工業会標準等で規定したリスクだけは対処している機械 

 

④ 客先仕様との調整の遵守による安全な機械：客先の安全規定に対処している機械 

 

⑤ 機械製造企業独自の経営判断による安全な機械：リスクの低さを競争力･差別化の材料にした機械 
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参考図１：  

 機械の安全水準の概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）リスク(リスク水準)＝リスク源による傷害の酷さ×傷害発生頻度 
注２）受忍可能なリスク領域とは、合理的に実現可能な 低の水準の意で、費用便益基準による受忍であ

り、その受忍領域は幅を持っている。 
この領域にあるリスクは更に３つに分類される。 
① 望ましくないリスクであるが、リスクの低減が実施不可能である。 
② 更なるリスクの低減に要するコストが、得られるリスクの低減に対して極めて不相応である。 
③ 残留するリスクを低減するコストが、得られる改善効果とバランスして相応である。 
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参考図２： 

 機械安全概念の推移 

 

 

 

 

 

参考資料： 

 
表：規格類上での機械安全目標（レベル）の考え方（関連用語の対比）（平成 17 年度報告書） 
 
表：ISO 規格等におけるリスク分類と受忍可能リスク等に関する表現の対比（平成 17 年度報告書） 
 
表：機械安全水準の考え方（判断基準）一覧（平成 17 年度報告書） 
 
 

時代の推移（理念･技術） 

人間中心の安全性確保
・安全教育 
・安全訓練 
・保護具の着用 

機械使用者側の機械中心

の安全性確保 
・防護方策 
・情報提供によるリスク伝達 
・安全衛生計画の策定と運用 

機械製造者側の 
機械中心の安全性確保 
・本質的安全設計 
・防護方策 
・情報提供によるリスク伝達

機械使用者の

受忍可能領域 

機械製造者の

受忍可能領域 

機械の 

受忍限界 

安

全

性

製造者責任領域

事業者責任領域 

作業者責任領域 
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Ｑ３ 「機械安全の責任」とはどうのように考えればよいのですか？ 
 

機械安全に関して機械製造者が果たすべき責任は、機械使用者から求められる安全仕様

に関する情報、一般に機械使用者から受け取る情報、及び特定の機械使用者から受け取る

情報を基に設計・製造を行う過程において、「機械の使用上の制限」、「意図する使用」及び

「合理的に予見可能な誤使用」に基づくリスクアセスメントを実施し、適切な保護方策を

講じ、リスクを適切なリスクレベルに低減することです。同時に、残留リスクを明確にし

、機械使用者に対しその残留リスクを正しく適切に伝達するという説明責任を負っていま

す。すなわち、機械製造者の機械安全責任は、①要求された安全を作りこむ責任と、②残

留リスクの説明責任との二面です。 

一方、機械使用者は、機械安全に関して、機械製造者から提供された残留リス

クを含む使用上の情報を受けて、それぞれの使用環境下での機械の操業条件、組

織及び職場価値観などに基づいた労働安全衛生リスクアセスメントを行い、適切

な機械安全対策及び労働災害防止対策を駆使して労働災害を防止する責任を負う

ことになります。 

 事故発生による損害賠償訴訟の場合に、機械製造者に問われるのは、上記責任を全うし

ていたかどうか、ＰＬ法における責任の観点からは機械に欠陥があったかどうかです。製

造し納入した機械が欠陥品でないことを証明できることがポイントになります（下記枠の

記載参照）。 

したがって、その責任を果たしているということを証明するためには、ドキュメンテー

ション（機械安全テクニカルファイル）が鍵になります。 

 また、機械安全の取り組みは、製品が引き渡された時点で完了するわけではありません。

使用から廃棄まで、常に技術の進歩に従って機械のリスクアセスメントを見直し、必要な

対策を講じ、客先等関係者に必要な情報提供を行う責任もあるということに留意しなけれ

ばなりません。 

また、企業経営者には、機械安全に対する取り組みを企業の社会的責任として明確にコ

ミットしているか、必要な資源を投入して機械安全に組織的に取り組んでいるかが問われ

ることになります。安全な機械を社会に送り出す第一の責任はマネジメントにあります。

事故の直接的な原因は、一見、人的又は技術的失敗にあると判断されがちですが、それら

の失敗の根源はマネジメントにあることが通例です。したがって、安全な機械作りに関し

ても、企業の機械安全ポリシーの下に、適切な組織体系が構築され、企業の技術力を動員

して、安全な機械を設計し製造できる仕組みを維持することが重要です。これらはすべて

企業のトップマネジメントに責任があるといえます。 

 

参考１：PL 法における責任（製品安全と製造物責任の法理についてはＱ１３参照） 

 

製造物責任：製造物の欠陥により他人の生命，身体又は財産を侵害したときは，これによって生じた損害を

賠償する責めに任ずる。 
 
免責事項 ：(１)引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては，当該製造物にその欠陥があ

ることを認識できなかった場合。 
(２)その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより

生じた場合。（仕様を決定した機械の使用者、部品の供給業者などの責任が問われる場合も

ある。） 
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参考２：設計責任が問われた PL 判例 

 

事故の概要： 

 プラスチック製の食器容器を製造する油圧裁断機に付設された自動搬送装置において，作業員が機械の稼

動中に荷崩れした食器容器を取り除こうとして、頭部を挟まれ死亡した。 
 

東京高裁控訴審判決（2001 年 4 月 12 日）： 

 事故は機械の構造から十分に予見可能であるとして設計上の欠陥を認定し、原判決（浦和地裁）を破棄し

被告メーカに損害賠償を命じた。 

（詳細は「標準化と品質管理」 vol.55 No.12 を参照） 
 

 

参考３：機械安全の責任分担 

責任者 責任の範囲 

事業者（機械使用者） 

・ 発注機械の使用条件及び安全仕様を製造者に提示する責任 

・ 納入機械の安全性に関する情報を機械製造者に求め、機械の持つリ

スクを熟知する責任 

・ 残留リスクに対する防護対策実施の責任 

・ 機械操作者等関係者に対する安全教育・訓練実施の責任 

・ 労働安全衛生マネジメント実施の責任 

等 

機械製造企業経営者 

・ 機械使用者の安全要求仕様に関し情報交換し、機械提供者の立場か

らの安全技術指導する責任 

・ 安全な機械を提供する責任 

・ 機械安全マネジメントを実施の責任 

等 

機械・開発設計者 

・ 機械の安全性に関する説明責任 

・ 残留リスクの説明責任 

・ 「State of the art の原則」遂行の責任 

等 

 

参考４（補足説明）：スチュワードシップの概念などの理解 

 

スチュワードシップとは、キリスト教の思想に基づくものです。 

キリスト教の長い歴史で培われた公的管理責任システムで、一般には管理責任とも呼ばれ、神の信託によっ

て人間がその責任を果たすという意味を持っています。また、弱者を守る能力のある者、不公平を公平にで

きる能力のある者、破壊される環境を救う能力のある者に対し 高レベルの責任を課すという考え方でもあ

ります。機械安全においても、この考え方がグローバルな立場の事前確認（事前責任を果たすこと）によっ

て事故の責任を免除しようとする考え方の基になっています。換言すれば、 新の科学技術の知見によって

ベストを尽くした結果としてのリスクは神にゆだねる（現実的には保険で救済する）という発想です。PL

法における製造者（設計者）の免責に関しても、スチュワードシップの考え方の基に PLP（製造物責任予防）

が機能していると考えられます（逆に事前責任が果たされていない場合、米国では懲罰的評決が下される例

があります）。 

機械製造者は、機械使用者の安全要求仕様を満足させれば、機械安全責任を全うしたことになると記述し

ましたが、このスチュワードシップの考え方からは必ずしも正しくはありません。機械の危険源の存在、危

険度合いを熟知している設計者の立場から、機械使用者の危険源軽視の考え方を指摘し正す責任もあるとの

考え方も存在します。要は、機械使用者と機械製造者間での機械安全仕様に関する意思疎通を十分行い、証

拠文書として残しておくことが必要です。 
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Ｑ４ 従来から機械の安全に取り組んでいるが、今なぜ機械安全が強調される 

のですか？ 
 

機械安全の目的は、機械使用者（企業、個人を含む）側の人、財産、環境、ひいては社会

の安全を確保することにあります。その目的達成に関して、特に次の３つの強いニーズが顕

在化しており、機械製造者に対し組織的で、システマティックで、かつ実証及び説得性のあ

る取組みが求められているからです。 

 

3 つの強いニーズ 

① 労働安全災害事故の抜本的減少対策 

② グローバルな機械安全への対応 

③ 産業構造の変化への対応 

 

 

日本国内向けには、グローバルな機械安全の考え方を取り込んだ「安全な機械」を職場に

設置し、今後の産業構造の変化に対応できる安全な職場、ゼロ災害の職場を構築しようとい

う大きな波（添付図「『機械安全』の新しい波」参照）が押し寄せて来ているということで

す。また、海外向けには、グローバルな機械安全の考え方の導入が機械輸出の必須条件にな

っているということです。 

 

しかしながら、日本における機械安全への取組みは、欧米先進国と比較して決して先行し

優れているわけではありません（添付表１「国際比較」参照）。 

 

特に、労働安全災害は、ここ数年、機械設備に関係する４日以上の休業災害を含む死傷者

数は 3万人を超えており、下げ止まりの傾向にあります。 

また、 近は重大災害が多発しています。平成 15 年の統計では重大災害（一度に 3 人以

上が被災した災害）249 件と、昭和 60年に比してほぼ倍増しています。 

  

英国では、機械の製造者と使用者双方に機械安全と労働安全衛生の取組みを推進した結果、

労働災害の発生率を著しく減少させ、現在は世界トップレベルの機械安全国になっています。 

  

日本においても、製造者と使用者の双方が「グローバルな機械安全」の考えに基づく取り

組みを導入して、機械安全の向上を目指さなければなりません。機械安全パラダイムチェン

ジ（添付表２「機械安全パラダイムチェンジ」参照）が求められているのです。 
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図 製造業における「『機械安全』の新しい波」 
  

 
 

 
 

 

    ２０ 世 紀 ２１ 世 紀 

【第一世代】顧客の「機械安全」仕様の追求・満足 

【第二世代】ISO 規格「機械安全」の追従 

【第三世代】差別化・競争力としての「機械安全」 
・社会的責任として経営ポリシー及び経営戦略に位置付け 

・製品安全のマネジメント下に 
・世界トップレベルの「機械安全」技術の維持 

‘94/6 製造物責任法 

‘03/6 機械の包括的な安全基準に関する指針 

‘62/6 労働安全衛生法 ‘06/4 改訂(リスクアセスメント実施の努力義務化）施行 

00/9 ISO/DIS 12100 機械類の安全性－設計者のための基本概念､一般原則－ 

‘00/12 JIS B 9702 機械類の安全性－リスクアセスメントの原則 

‘91/9 経団連「企業行動憲章」 
 第１条 社会的に有用な財、サービスを安全性に十分配慮して開発、 
     提供し、消費者・ユーザーの信頼を獲得する。 

新しい波 

ニーズ＆ 
シーズの 

進歩 

‘99/4 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 

（大衆消費財→生産財） 

‘04/11 JIS B 9700 （ISO 12100 の JIS 化）  
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表１ 日本と欧米の安全に対する考え方の違い 

（中災防の CD-ROM「機械の包括的な安全基準に関する指針」より） 

日本の考え方 欧米の考え方 

○災害は努力すれば、2 度と起こらないよう

にできる 

○災害は努力しても、技術レベルに合わせ必

ず起こる 

○災害の主原因は人である 

○技術対策よりも人の対策 

○災害防止は技術の問題 

○人の対策よりも技術対策 

○管理体制、教育訓練と規制の強化で安全を

確保 

○人は必ず間違いを犯す 

○技術力向上がなければだめ 

○安全衛生法で、対人及び設備の安全化を目

指す 

○災害が発生するたびに規制を強化 

○設備の安全化とともに、事故が起きても重

大災害にならない技術を開発 

○災害低減化に関する技術力向上の努力 

○安全はただである ○安全はコストがかかる 

○安全にコストを掛けにくい 

○目に見える具体的危険には 低限のコス

トで対応 

○安全にコストを掛ける 

○危険源を洗い出し、リスクを評価し、評価

に応じたコストを掛ける 

○見つけた危険をなくす技術 ○論理的に安全を立証する技術 

○度数率（発生件数）重視 ○強度率（重大災害）重視 

 

 

表２ 機械安全パラダイムチェンジ 

 
① 人間は間違いを起こすという考えをベースとして、機械の安全性を技術力で確保する。 

 
② 「人間の技量による安全の実現」から「機械設備そのものの安全化」へと転換する。 

 
③ 機械設備の安全化は、設計開発段階で確保することが も重要である。 

 
④ 機械設備の安全化のための事前責任を果たす。 

 
⑤ 機械設備の安全水準は、法規制、社会の倫理水準、 新の科学技術水準から決定する。 

 
⑥ 機械製造者は、リスクアセスメントを基にリスク低減に 大限の努力を払う。 

 
⑦ 機械製造者は、機械使用者に対し残留リスクを含め説明責任を果たす。 

 
⑧ 製造物責任防衛対策から製造物責任予防対策への転換を図る。 

 
⑨ 安全な機械を提供し労働災害を撲滅することは機械製造者の社会的責任である。 

 
⑩ 安全な機械の提供はすべてのステークホルダーと利益を共有する。 

 
 

－16－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

参考１（補足解説）：機械安全ニーズの背景 

 

 

（１）労働安全災害事故の抜本的減少対策：労働安全衛生法の改正等 

 前述の労働安全衛生の現状に鑑み、平成 18 年 4 月 1 日に改正労働安全衛生法が施行され

ました。そこでは、「事業者が工場設備、原材料、人間の行動などに起因する危険性又は有

害性等を調査し、必要な措置を講ずるように努めなければならない（詳細は労働安全衛生法

第 28条の 2参照）」と、事業者（機械使用者）に努力義務が課せられました。これを言い換

えると、リスクアセスメントを実施してリスク低減策を講じることを意味し、そのために必

要な機械に関する残留リスク等情報の提供を機械製造者に対し求めることが必要になりま

す。したがって、機械製造者は機械安全リスクアセスメントを実施し、機械使用者側の要求

に応える取り組みをすることが、機械製造者の必須事項になるという具合に社会における機

械安全環境が大きく変わりました。 

また、製造物責任法（所謂、PL法）は、平成 7年に施行されましたが、その根底には、欧

米の事前責任を果たすという考え方があります。日本では製造物責任防衛（Product 

Liability Defense）が先行しましたが、製造物責任予防（Product Liability Prevention）

が本来の姿です。即ち、機械安全の取り組みで事前責任は果たすということです。 

労働安全衛生法の改正によって、製造物責任法における機械安全への事前責任の考え方が

バックアップされたと考えることもでき、機械安全への取組みの新環境になったということ

です。 

 

（２）グローバルな機械安全への対応 

 平成 15 年に ISO12100「機械類の安全性－設計のための基本概念、一般原則」が制定され、

平成 16年に JIS B 9700 が制定されました。従来、西欧と日本とでは、安全の考え方が基本

的に違っていました。西欧は「機械は本来危険なもの。人間は間違いを起こす」という考え

方が基本であり、一方日本は、「人間、技能中心で、人間を教育・訓練することにより、安

全は確保できる」という考え方に基づいていました。西欧の考え方が根底にある機械安全 ISO

規格が JIS 化されることにより、グローバルな考え方が一般化されてきています。 

 具体的には、機械の設計段階で、本質的安全設計の実施、適切な安全防護方策の実施、残

留リスク等の情報提供の手順を経て機械に安全を作りこむことが求められ、その取組みが機

械の全ライフサイクルにわたってマネジメントされることが国際標準であり、その実施及び

証明が機械の輸出事業の必須条件になりつつあるのです。 

 

（３）産業構造の変化への対応 

  工場の海外シフト、中古機械の輸出の増加、熟練労働者の減少、外国人労働者の増加な

ど、 近の産業構造の変化により、日本における機械使用職場（工場事業者）の労働安全衛

生の考え方、特に機械設備の安全についての考え方を大きく変える必要があります。日本の

人間に依存した安全の考え方では立ち行かなくなってきています。極端に言えば、素人が使

用しても安全である機械が必要な労働環境の下で、機械設備を稼動しなければならないよう

な産業構造の変化が生じているのです。したがって、従来の日本向け機械、欧米向け機械と

いったダブルスタンダードの考えを捨てなければならない状況になっています。 
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参考２：表「欧州における機械安全思想」 
 

指令等 機械安全思想の要点 

(1)ＥＵの労働安

全衛生に関す

る指令 

加盟国は、労働者の安全と健康の確保のために、特に労働環境の改善

を推進し、この領域に必要な条項を設定し、同時にそれを推進しなけ

ればならない（機械安全確保への伝統的文化）。 

(2)欧州の機械指

令、ニューアプ

ローチ指令等 

機械製造者に、事故による社会的なコストの低減、及び自国民の健康

と安全（特に機械の使用から発生する労働リスクからの安全）を保障

する責任を果たすために、該当規格への適合性認証の責任が製造業者

にある。以下の対応を求めている。 

①必須要求事項：対応する危険有害要因に対する健康及び安全に関す

る必須要求事項の絶対的な性格を考慮し、これを遵守するためにあ

らゆる努力を払うべきこととされている。しかしながら、それらの

必須要求事項を達成することが不可能である場合には、機械の設計

を、 先端技術を考慮して、これらの目的に可能な限り近づくよう

にすべきである。（要求事項には、当該機械が製造された時点での工

学水準、及び技術的、経済的な要求事項にも配慮した慎重な適用が

求められる） 

②安全性実現の原則：機械の使用予見可能な誤使用の状況の下で、組立

から解体廃棄までの、機械のあらゆる使用段階において、あらゆる機

械について、人の健康と安全に関するリスクアセスメントを実施する

際になすべきすべてのアプローチを定めている。 

・すべての危険有害要因の特定 

・リスクアセスメントを基礎にしたリスクの除去又は低減 

③マーキング：すべての機械には、メーカー及び機械の型式を明らかに

するための、マークを付すことを義務付けている。 

④取扱説明書：製造業者に、輸送、設置、稼動及び保守を含め、解体廃

棄に至るまで、機械を安全に使用するための広範な情報を含む、取扱

説明書を提供することを義務付けている。 

⑤設計者、事業者がそれぞれの立場で安全に対して 高の努力を行い、

その結果として残ったリスクを説明して責任を伝達するという習慣

がある。 

⑥適合性評価手順 

 

注１）欧州共同体公式刊行物出版局「機械指令全文」及び日機連／三菱総研「我が国の機械工業分野にお

ける 21 世紀標準化戦略のあり方に関する調査研究報告書」による。 

 

注２）機械指令の性格上、機械安全思想及び安全思想史には言及されていない。 

 

注３）英国、ドイツ、フランスでは、機械指令の内容を国内法に展開している。歴史的に見れば、英国、

ドイツ、フランス等で運用されていた内容が機械指令に集約されたといえる。 

 

注４）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 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。 
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輸
出
機
械 

 参考３：図「機械製造業における機械設備安全化の取組みの必要性」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

自己認証 
CE マーキング 

リストラクチャリング 

分社化 
従業員の

減少 

アウトソーシング 

機械設備の自動化
人の判断要素の減少 
熟練労働者の減少

雇用の多様化 

教育訓練期間の短縮 
設備の安全化 

（機械側での安全確保）

機械操作者の技能低下 
技能の低下／素人化 

工場現場の改善活動の限界 
（危険予知型、危険検出型労働安全マ

ネジメントシステム） 

労働災害の撲滅成果の低迷 
（労災発生件数横ばい） 

機械製造者側での本質的安全

設計等対策実施への期待 

作業者の多様化 

機械製造企業における

安全な機械の戦略的創

出 

作業者責任による安全 
（教育訓練中心） 

職場監督者責任による安全 

事業所労働安全衛生管理 
(労働安全衛生法・構造規格) 

目的規定/仕様規定 

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 

機械の包括的な安全基準

に関する指針 

安全も顧客仕様に包含される発想（安

全も品質特性の一つ） 

競争差別化材料 
輸出拡大 

機械安全マネジ
メントシステム

メーカー主導 
差別化材料 

安全はタダ 安全は有料 

機械製造者側

におけるリス

クアセスメン

トの実施 

安全確認型

の労働安全

マネジメン

トシステム

事業所における労働

安全衛生リスクアセ

スメントの実施 

事業所における安全防護対策実施 

輸入機械文明の生い立ちの中で安全システム構築（技術的仕様書）の発想の欠落 

欧州統合 
欧州域内貿易

障壁の撤廃
EN 規格 ISO 規格

安全な機械に

よる災害撲滅 

欧米各国に流通している実績ある規格類(ANSI,BS,DIN) 輸出条件クリアー 

欧州における安全文化 ISO 機械安全規格 

TBT 協定による国家規格との整合性 

・民間主導の安全取組み 

労働安全衛生環境の変化からのニーズ 

日本の安全文化 

国際標準化の動向 

製造業における機械設備の安全化のニーズ
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Ｑ５ 機械安全は、機械を製造する上でどのような位置付けになりますか？ 
 

従来の日本の機械製造者の機械安全への取組みは、その変革を求められています。現在求

められる取組みとは、具体的行動面では機械製造者が製造する機械に対する機械安全リスク

アセスメントの実施、その結果を受けての本質的安全設計方策によるリスクの低減、安全防

護によるリスクの低減及び付加保護方策の実施、さらに残留リスク情報等を機械使用者に適

切に提供することです。 

企業内で、これらの要求事項を消化することは、一見、機械の開発・設計部門の業務であ

ると考えられがちですが、機械安全国際標準の考え方を実践し成果を上げるためには、機械

製造者の広範囲の部門を取り込んだ機械安全におけるリスクベイスド・マネジメントが必要

であり、企業経営者の発想の転換が出発点になります。 

機械安全は、以上のように機械を製造する上で、極めて重要な位置付けになっているとい

うことです。 

表面上は、ISO12100（JIS B 9700）の制定、労働安全衛生法の改正等を機に、「機械安全の

新しい波」が押し寄せてきていると言うことですが、その影響は機械製造者の社会的責任、

経営姿勢そのものを問われ、企業存続にもかかわる大きなものと位置付ける必要があります。

機械安全を受身ではなく、日本の機械製造者の競争力強化と製品差別化の攻めの材料として

取り組むことが不可欠なものになっています。 

したがって、次の３つの位置付けがあります。 
 
① 機械安全は企業の社会的責任（CSR）の一環としての位置付け 

② 製造物責任法、労働安全衛生法等の法制令遵守事項としての位置付け 

③ 企業の競争力強化、製品の差別化という経営戦略の一つとしての位置付け 

 

（１）機械安全は企業の社会的責任（CSR）の一環としての位置付け 

機械安全は企業の CSR の一環として捉えることが求められていますので、経営理念、

経営方針等の中でしかるべく言及し位置付ける必要があります。 

・安全な機械の創出と提供という企業の社会的責任。 

・安全な機械を設計するという設計者の倫理。 

・機械安全という重要な品質特性の一つ。 

・機械安全による企業の存在価値。 

 

（２）製造物責任法、労働安全衛生法等の法・規格遵守事項としての位置付け 

 ・製造物責任法における欠陥にならない安全な機械を創出する義務。 

 ・機械安全リスクアセスメントの実施により、機械の持つリスクを明らかにし、機械使

用者にその情報を正しく伝達する義務。 

・国際標準及び国内規格を尊重する義務。  

 

（３）企業の競争力強化、製品の差別化という経営戦略の一つとしての位置付け 

機械安全への取組みが、企業の競争力強化、製品の差別化という経営戦略の一つとし

ての位置付けられることは、添付図「機械製造者における機械設備安全化の取組みの必
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要性」からも理解できます。 

 

図 機械製造者における機械設備安全化の取組みの必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造者における機械設備の安全化のニーズ 

機械製造企業に 

おける安全な機

械の戦略的創出

リストラクチャーリング 

・ 分社化 

・ 海外シフト 

雇用の多様化 

・派遣労働者、パートタイ

ム 

・外国人労働者 

従業員の減少 

熟練労働者の減少 

労働安全衛生環境の変化からのニーズ 

労働災害の下げ止まり 

重大災害の多発 

人間管理の限界 

教育・訓練の限界 

設備の高度化・自動化 

作業形態の多様化 

労安法の改正 

機械の包括的な安全

基準に関する指針 

労働安全衛生 

マネジメントシステ

ムの導入 

安全文化のパラダイムシフト 

人間は間違いを起こす 

機械は本来危険なもので 

ある 

グローバル化からのニーズ

国際規格（ISO、IEC） 

新しい機械安全文化

JIS 規格の制定 

機械安全マネジ

メントシステム

リスクアセスメ

ントによるリス

クの低減 
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以上の内容は、（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」の記述（参考１）からも確認

できます。 

 

参考１：（社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」における「製造物責任法からの機械

安全の位置付け」 

 

「企業行動憲章－社会の信頼と共感を得るために－」（2002年10月15日「企業行動憲章」への

改定による） 

 

企業は、次の10原則に基づき、国の内外を問わず、全ての法律、国際ルールおよびその精神

を遵守するとともに、社会的良識をもって行動する。企業は、単に公正な競争を通じて利潤を

追求するという経済的主体ではなく、広く社会にとって有用な存在でなければならない。 

 

（１）社会に有用な財、サービスを安全性に十分に配慮して開発、提供し、消費者･ユーザー

の信頼を獲得する。 

（２）省略 

（３）省略 

（４）環境問題への取組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積

極的に行動する。 

（５）「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行なう。 

（６）従業員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境を確保し、従業員の人格、個

性を尊重する。 

（７）省略 

（８）海外においては、その文化や習慣を尊重し、現地の発展に貢献する経営を行なう。 

（９）経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、

関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行

なうとともに、企業倫理の徹底を図る。 

（10）本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿

勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報

の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行

なう。 

 

「企業行動憲章 実行の手引き」：企業行動憲章（１）に関して抜粋 

「背景」： 

（２）：1995年7月1日より製造物責任法（通称ＰＬ法）が施行され、製品の安全性に関する

欠陥により発生した損害については、メーカー側の過失を証明しなくても、事故原因と

欠陥との間に因果関係を証明すれば、企業側に賠償を求めることが可能になった。ＰＬ

法の趣旨の徹底はもとより、安全性を 重視する企業の姿勢を自主的に構築していく必

要がある。 

 

「基本的心構え・姿勢」： 

（２）安全性に十分配慮して、製品･サービスを開発、設計、製造し、提供する。 

 （６）有用な製品･サービスを安全性に十分配慮して開発、提供するためには、国内だけで

はなく、広く国際社会を視野に入れなくてはならない。そのために、各国の法規を遵守

するとともに、社会、文化等の理解を深める。 

 

「具体的アクション･プランの例」： 
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（２）安全性に十分配慮した製品･サービスの開発と提供 

製品･サービスの研究、開発段階、さらには流通段階においても安全性を 大限追求する。 

①製品･サービスの研究、開発段階での安全性への一段の配慮 

②安全性向上のための技術研究、開発の一掃の促進 

③安全性チェックのための独立部門の設置 

④新製品･サービス開発への創意と安全性の確保との調和 

（３）事故、トラブルの未然防止： 

①わかり易い説明の徹底 

②安全で正しい使用法についての表示 

③製品･サービスの安全性に関する社内教育の徹底 

（４）製品･サービスの不具合に関する経営トップへの報告と迅速な対応：内容省略 

（５）事故、トラブルの再発防止：内容省略 

（６）～（８）省略 

（９）各国の安全基準に適合した製品･サービスの提供：内容省略 

 

 
参考２（補足解説）：労働災害撲滅ニーズ等からの機械安全の位置付け 

 

労働災害の面では、日本の労働災害は、経済・技術・労働環境の変化の中で、限界に到達し

ようとしている、また重大災害が多発しているのが現状です。優秀な労働者の技量に依存した

労働安全衛生から、安全な機械の使用によって災害を撲滅する発想への転換が必須条件になっ

てきています。 

 従来、日本の安全思想は、「水と安全はただ（無料）」という価値観に根ざしていたが、ライ

フサイクルコストとして安全を捉える必要があります。「安全にはコストがかかる、コストを

かける」という新しい価値観を定着させる時代になっています。このような価値観を認識して

企業経営を行う上で、機械安全の取組みは重要な位置を占めます。リスク評価をベースに安全

に係わるコストを機械使用者に説明し、理解を求める活動としても機械安全が位置付けられま

す。 

また、機械安全は、企業の経営戦略として製品の差別化・競争力強化に生かす方策としてす

る有効な手段でもあります。欧州では、製造した機械が欧州指令の要求事項に適合し、リスク

が低減された機械であることを、ＣＥマークを付して自己宣言する制度が定着しています。 

 機械安全のニーズは、労働安全衛生法からも重要な位置付けにあります。平成18年4月1日に

法が改正され、機械の使用者にリスクアセスメントが努力義務として求められましたが、機械

の製造者における機械安全活動は、それを支える重要な要素でもあります。機械製造者からの

情報提供なくして、機械使用者のリスクアセスメントは成り立ちません。労働現場における安

全は、機械製造者と機械使用者の機械安全が連携した活動になることで初めて達成されるので

す。 

労働災害の面では、日本の労働災害撲滅状況は、経済・技術・労働環境の変化の中で、低下

の限界に到達しようとしていますが、一方重大災害が多発しているのも現状です。優秀な労働

者の技量に依存した労働安全衛生対応の発想から、安全な機械の使用によって災害を撲滅する

発想への転換が必須条件になってきています。 
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Ｑ６ 機械安全も顧客要求である以上、顧客が満足すればよいのではありませんか？ 

要求仕様を満足すれば、製造者の責任は果たしているのではありませんか？ 

  

ビジネスにおいて顧客要求を満たすことが 重要課題であることは誰もが認めるところで

す。発注仕様書等で、機械安全に関して顧客要求事項が明確になっていれば、その要求事項

を満足することにより製造者の責任を果たしたと言うことができます。しかし、発注仕様書

等に機械安全に関して十分な要求が記載されていないというのが、特に日本社会におけるビ

ジネスの歴史的実態です。したがって、過去の延長線の発想では、製造者の機械安全への責

任を果たしようもないし、責任を果たしているという証明もできないわけです。 

一方、日本の機械製造者及びその設計者は、顧客との情報交換・協力、製造者倫理･技術者

倫理等の下に、機械に安全を作りこむことに絶え間ない研鑽を積み重ね、責任を果たしてき

ていることも事実です。 

しかし、グローバルな機械安全の考え方、労働安全衛生法の改正などの新しい動向に応じ

て、機械製造者にも機械安全への責任が改めて求められています。機械の危険性を も熟知

しているのは、機械設計者であるとの前提の上に立っており、その責任は次のような事項に

対するもので、その責任を果たしているかどうかが問われます。それらを全うして初めて顧

客が満足することになります。日本の機械製造者である経営者及び設計等関係者は、製造者

責任を果たしているかどうか再確認が必要であると考えます。 

機械製造者に求められる責任事項（順不同） 

① 設計仕様に基づく使用条件下での機械の危険源の明示 

② 機械製造者の機械安全リスクアセスメントに基づく残留リスク情報の提供 

③ 機械に対する安全で正しい使用法についてのわかり易い表示 

④ 機械設計時における安全における 新科学技術への対応 

⑤ 機械安全関連の法令・規格・基準・顧客要求などの遵守 

⑥ 顧客からの機械安全仕様内容における不備・欠陥に対する是正提案 

⑦ 製造販売した機械に関する不具合事項又は事故発生に対する適切な対策実施 

⑧ 機械安全設計に関するドキュメントマネジメントによる証明責任体制の維持 

等 
 

参考１：図 安全レベルと顧客満足度 
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参考２（補足解説）：品質マネジメントシステムにおける顧客要求事項、グローバルな機械

安全文化論、製造物責任、労働安全衛生法改正、リスクアセスメント等の視点から 

 

品質マネジメントシステムの視点： 
①機械安全が顧客要求事項として明確になっていない！ 

品質マネジメントシステムでも、そのパフォーマンスの測定として顧客満足を求めています。しかし、機

械の安全においては、顧客要求事項が明確になっているかということが問題です。一般に、品質要求事項（機

械安全も品質機能の一つと考えられるが、ここでは、機械に要求される性能的機能を果たす能力と考える）

は、仕様書、適用規則、適用基準などで明確に規定されていますが、安全に関する要求事項は、法的要求事

項を除いては明確に規定されてない場合が多いのです。特に確保すべき安全水準に関しては全く明確ではあ

りません。したがって、十分な顧客要求がないのですから、満足を得ているのか確認しかねるわけで、必ず

しも製造者責任を果たしていると言うことはできません。 

 

②機械の潜在的な危険源及びリスクは、設計者が も熟知している！ 

 機械安全顧客要求が明確にされない理由を考えてみると、機械の安全に係わるリスクは、品質要求事項を

満たす設計の進捗に合わせて明確になってくるからです。もちろん、法的要求事項や、適用基準をあらかじ

め明確にしておけば、ある水準の安全性は保たれながら設計されますが、設計過程で発生するリスクの対策

をあらかじめ規定することは、困難な場合が多いのです。したがって、設計の進捗過程において、リスクア

セスメントを実施して、リスクを明確にし、リスクが受忍可能なレベルにあるかを評価し、リスク低減方策

を講じ、残留リスクについて顧客に説明する。これらは、機械の製造者（設計・開発者）にしかできないこ

とであり、それらの行為を実施する責任があります。機械安全における顧客満足は、機械の製造者がこのよ

うな責任を果たすことで獲得できるものです。  

 特に、平成18年4月に施行された労働安全衛生法の改正に基づき、機械使用者側が機械製造者に対し、納

入機械のリスクアセスメントの結果としての残留リスク等情報の提供を求めてくることが予想されますが、

その要求に応えることが大切で、この対応も製造者にとっての新しい責任です。 

  

③機械安全は、従来の要求品質とは異質であり、人と機械との関連でのリスク評価という品質である！ 

品質マネジメントシステムにおいては、顧客満足が大きな柱です。しかし要求品質に立脚した顧客満足が

達成されたからといって、機械の安全が達成されるわけではありません。もちろん、顧客の品質要求事項を

達成することは、機械安全においても必要条件ですが、十分条件ではないことに留意しなければなりません。

機械安全といわゆる品質要求の大きな違いは、人間が介在するということです。「人間は間違いを起こす」

「機械は本来危険なもの」ということを前提として、機械と人間のインターフェースを考えなければなりま

せん。これは品質問題と大きく異なるところです。また、品質も完全ではありえませんから品質問題が発生

した結果として、発生するリスクを評価してリスク低減策を講じておかなければなりません。したがって顧

客要求品質を満足しても、引き起こされる結果が重大（残留リスクが過大）であれば、顧客満足を失するこ

とになります。 

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」では、妥当性の評価にリスク評価を

要求しています。それは、品質マネジメントのパフォーマンスとして重要なもので、顧客及びその他の利害

関係者のニーズと期待に応えるべきものであるからです。新しい要求品質と位置付けられ、製造者に求めら

れる責任である。 

 

グローバルな機械安全文化の視点： 

従来、西欧向けと日本向けの機械では、機械安全要求事項が異なり、ダブルスタンダード、トリプルスタ

ンダードの機械が製造されていました。その要因は種々あると思われますが、主たる要因は、文化の違いか

らくる、使用条件の差異、受忍可能な安全レベルの差異にあります。 

特に日本では、人間の能力を重視する安全思想に基づく安全対策が講じられていました。しかしながら、

グローバル化の時代の労働環境の変化から人間の能力に依存した安全対策では立ち行かなくなってきてい

ます。労働災害が減らない、重大災害が多発している現状から、人間に依存した安全確保は限界に達してい

ます。機械に安全を作り込む対策が必要であり、それが顧客要求となっています。それに応えるのが製造者

の責任でもあります。 

 

製造物責任法（ＰＬ法）からの視点： 

 1995年7月に施行された製造物責任法では、製品の安全性に関する欠陥により発生した損害について、製

造者の過失を証明しなくても、事故原因と欠陥との間に因果関係を証明すれば製造者に賠償を求めることが

可能になっている。安全性の欠陥とならないように、顧客との意思疎通を通じて、機械安全仕様を充実させ、

事前に機械安全設計上の諸施策を講じることが必要で、このような取組みそのものが、製造者の責任と認知
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される環境になっている。機械の安全を重視する企業の姿勢を自主的に構築していくことは、製造者の社会

的責任としても評価される。 

 

 

参考３：関連法令等  

 
製造物責任法第2条の2（定義）： 

この法律において、「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常与見される使用状態、その製造業者等が

当該製造物を引渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を

欠いていることをいう。 

 

製造物責任法だ3条（製造物責任）： 

製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であ

って、その引渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損

害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 

 

労働安全衛生法28条の2（事業者の行なうべき調査等）： 

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、

又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれ

に基づく命令の規定による措置を講じるはか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じ

るように努めなければならない。（以下省略） 

 

 
参考４：JIS Q 9004における主な機械安全関連要求事項 
ニーズ及び期待（第5.2.2章より抜粋） 

組織の製品に関連するものとして，顧客及びエンドユーザーのニーズと期待との例には次のものがある。 
- 適合性 

- ディペンダビリティ 

- アベイラビリティ 

- 引渡し 

- 実現後の活動 

- 価格及びライフサイクルコスト 

- 製品安全性 

- 製造物責任 

- 環境影響 

品質計画（第5.4.2章より抜粋） 

－ 組織の戦略 

－ 関連するリスクの評価及び緩和のデータ 

レビューのアウトプット（第5.6.3章より抜粋） 

－ 製品及びプロセスのパフォーマンス 

－ 特定されたリスクに対する損失防止及び緩和の計画 

一般（第7.1.3.1章より抜粋） 

プロセスを管理するための計画 

  －インプット及びアウトプットの要求事項（例えば、仕様書及び経営資源） 

  －リスクの特定 

  －是正処置及び予防処置 

製品の妥当性確認（第7.1.3.3章より抜粋） 
プロセス内の起こり得る不具合又は失敗の発生の可能性及びその影響を評価するために，リスク評価を行

うとよい。この結果は，特定したリスクを緩和するための予防処置を定め，実施するのに使用するとよい。 
設計開発（第 7.3.1 章より抜粋） 

管理者は，組織の製品及びプロセスの使用者にとっての，起こり得るリスクを特定し，緩和するための手

順を踏むことを確実にすることにも責任がある。製品及びプロセスの不具合又は失敗の可能性及び影響を評

価するために，リスク評価を行うとよい。評価の結果は，特定されたリスクを緩和するための予防処置を定

め，実施するために使用するとよい。  
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Ｑ７ 欧州や米国では、機械安全についてどのようなニーズがありますか？ 

 欧州や米国以外では、機械安全についてどのようなニーズがあります

か？ 

 
 欧州においては、長い歴史の中で多民族がそれぞれ独立した国家を築き、それぞれの価値

観を容認してきました。しかし、近年の対米政策の一貫として打ち出された欧州統合化政策

によって、少なくとも政治、経済などの面で、同じような価値観を共有する方向に進んでい

ます。こうした一連の動きの中で、欧州を流通する製品に関しても、戦略的に経済市場を単

一化するために、ＩＳＯ国際標準を戦略的に位置付け展開しているのです。機械安全もその

一つです。 

欧州の機械安全ニーズは、欧州共同体内で価値観を共有する政策である機械指令に基づい

ています。欧州の「ニューアプローチ」は、欧州指令に定められた必須要件を満足する限り、

欧州共同体内で製品の自由な流通を認めようというものです。機械安全に関する基本的な考

えは、グローバルに認められる安全、すなわち、合理的に予見可能なリスクを考慮して、State 

of the Art の原則に基づき、その時代の科学技術で可能な方策は実施したことを第三者認証

により明らかにするか、又は自己宣言すれば、残留リスクは使用者の責任に委ねるというも

のです。これは製造物責任予防（PLP）でもあります。これらの政策を徹底させるために、EC

指令に適合していることを宣言する「CEマーキング」という適合マーク制度が設けられてい

ますので、欧州に輸出する機械類はその適合マークを貼付する必要があります。 

一方、米国における、機械安全のニーズは、人権重視という基本の上に立って、機械安全

が生産性の向上、製品の品質向上に繋がるという産業戦略に基づいています。また、米国は

訴訟社会ですので、保険政策上において機械安全は重要な位置付けにあり、機械の安全性そ

のものだけでなく、機械安全への取り組み自体も評価されます。特に PL訴訟においては、裁

判に陪審員制度が採用されていることから、企業の機械安全に対する姿勢や取り組みが評価

され、評決に大きな影響を与えます。すなわち、企業の機械安全方針や施策が貧弱なもので

あると懲罰的評決が下される場合もあるのです。そのため、機械安全の取り組みのプロセス

や機械安全情報を公開することで訴訟の事前対策に取り組んでいるのが実情です。一般に米

国の安全規格は、民間レベルのものでその適用は任意ですが、機械製造者及び機械使用者が

規制を受ける労働安全衛生に関する法律、OSHA によって準用されている場合が多く、その場

合は民間規格・基準であっても実質的に法的強制力を持ちます。また、州法によって要求内

容が異なる場合があります。 

欧米以外の国々における機械安全の取り組みは、まだまだその途上にあるといえます。特

に WTO 加盟国では、「貿易の技術的障壁に関する協定（WTO－TBT 協定）」によって、ISO 国際

標準の国内規格化が義務付けられていることから、機械安全のグローバルな展開がこれから

ますます推進されるものと考えられます。特に中国は ISO 機械安全標準を中国規格に取り込

み、CCC マーク認証制度などの運用で欧米戦略への追従的対抗という積極的な取り組みをし

ています。また、アジア地域は 近では市場環境が整い、ISO 機械安全標準を遵守した製品

の流通が着実に浸透しています。 

経済のグローバル化は、市場のボーダーレス化をもたらし、その結果として事業の公正さ

が求められ、機械安全における製品のダブルスタンダードでは、国際競争力を失う時代にな

っています。いずれにしても、経済のグローバル化は、欧米の機械安全ニーズの普遍化をも

たらしています。日本においても、平成 18年 4月 1日に施行された改正労働安全衛生法は、
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機械安全のグローバル化を反映したもので、機械の製造者と機械の使用者がそれぞれの役割

を果たし、労働災害の撲滅を目指すというものです。また、産業構造、雇用体系の変化から

日本の機械安全は、優秀な人材（安全面のプロ）に依存した伝統的な発想及び体制では立ち

行かなくなっています。「機械は本来危険なものである」、「人間は間違いを起こす」という欧

米の思想に立脚した機械安全の取り組みが求められています。

 

参考１：欧州のニューアプローチ、機械指令における機械安全に関する主な要件 

欧州の「ニューアプローチ」は、1985 年に打ち出された政策で、関連する EC 指令（含む機械

指令）における必須要求事項を満足する製品は、欧州共同体域内における自由な流通を認めると

いうものです。 

①健康と安全の必須要求事項は強制力をもつ： 
  人間の健康及び安全に関する必須要件を遵守する。これが不可能な場合、 先端の技術を考

慮して機械を設計し製作し、この目標に可能な限り近づけなければならない。 
②安全性実現の原則： 
 ・機械は、製造者の予測した条件下で作業者がリスクに曝されることがなく作業が遂行できる 

こと。 
・リスクアセスメントに基づくリスクの除去又は低減 

③マーキング： 
  製造者及び機械の型式の明確化 
④取扱説明書： 
  機械の輸送、設置、稼動、保守、分解に至る全ライフサイクルにおける安全な使用法（情報） 

の記載 
⑤設計者の義務： 
  使用者に対する残留リスクの説明責任 
⑥適合性評価手順： 
  機械製造者の該当規格への適合性認証の責任（CE マーキング） 

 
参考２:ＣＥマーキング（ＣＥ適合性マーキング）とは 

ＣＥマーキングは、ＥＣ指令への適合マークで、その製品が関連するすべてのＥＣ指令で規制

された安全要求事項を充たしていることを示唆する。ＣＥマーキング表示された製品は、欧州各

国への自由な輸出･輸入が許可される。したがって、ＣＥマーキングは、欧州輸出のためのパスポ

ートになっている。 

注）中国のＣＣＣマークも同様な発想の制度である。 

 

参考３：外国のおける PL 訴訟リスク 

・米国 － 非常に高い 
  全世界のＰＬ訴訟の 70％を占める。米国の民事訴訟で陪審員制度を採用している米国の裁判

制度にも一因がある。また punitive（懲罰的判決－保険でカバーされない）や州ごとに異なる

法律も物事を複雑にしている。 
  有名な例：フォード社ピント訴訟（1978 年），メルク社バイオックス訴訟（2005 年） 
・欧州，カナダ，オーストラリア － 日本近い 
  裁判制度は日本と同様であり，裁判官のリーズナブルな判決が期待できる。 
・中国 － 訴訟リスクは高い，賠償リスクは比較的低い 

裁判制度が整っていない（三権分立になっていない）ことから訴訟リスクは高いが，物価水

準，貨幣価値から賠償リスクは比較的低い。 
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Ｑ８ 機械安全は歴史的にどのように発展してきたのですか？ 

 

西欧の機械安全への取り組みは、産業革命以降の長い歴史があります。産業革命の結果、

機械動力として蒸気機関が導入され、人間の腕力に依存していた労働環境に変化が生じまし

た。強い成人労働者ニーズから弱い若年労働者ニーズへと変わり、子どもが労働者として多

く採用された結果、機械動力に対応できない未熟労働者が災害の多発を生み、大きな社会問

題となったのです。そうした過程において、キリスト教のスチュワードシップの考え方など

も取り込まれ、機械安全に対する倫理などが徐々に構築されたと考えられます。特に、1843

年、英国におけるボイラー爆発事故の多発に苦慮した英国政府は、その対応策として、HSISE

（How safe is safe enough：どこまで安全であれば十分であるか）の審議を議会で行い、そ

れ以来、HSISE が安全に関する 大の課題になりました。 

米国では、ユニオンカーバイドの爆発事故を受けて、1990 年代初頭に OSHA/PSM（米国連邦

労働安全法/プロセス安全マネジメント）及び EPA/RMP（米国環境保護庁/リスクマネジメン

トプログラム）が発行され、欧州でも 1996 年にはセベソⅡ指令（プラント類危機管理）が出

され、機械安全の確保と制御系の安全性との統合化が問題になり、機械システム安全をプロ

セスシステム的に扱う狙いで米国石油協会の API RP 580 RBI （Risk-based Inspection：リ

スク評価に基づく点検検査）、IEC 61508 E/E /PES 機能安全性の規格が制定されました。  

これらの環境整備（OSHA/PSM、米国連邦法 CFR40/RMP、セベソⅡ指令、IEC 61508 、API RP 

580 RBI など）を受けて、特に米国のプラント及び機械の使用者（事業者）は、経営戦略の

中に、事故の回避、設備の寿命延長化、保全コスト削減、設備稼働率向上、保全管理外部委

託などに対し、RBI/RBM（Risk-based Inspection/Risk-based Management：保全計画）を採

用し、安全化を推進することで保険料率の低減を図ってきました。 

なお、現在の欧米における機械システム安全のエンジニアリング及びマネジメントは、上

述の歴史的背景の下に、1950 年代の米国における ICBM 開発時に開発されたシステム思考の

考え方を取り込みました。その後、システム安全のエンジニアリングは、米国連邦航空宇宙

局の NASA Hand Book: System Safety、さらに米国国防総省（DOD）の MIL- STD- 882：System 

Safety Program へと展開しました。それらの内容が、1988 年の 英国の BS 5304 機械類の安

全性、1989 年の EC 機械指令付属書、1991 年の欧州規格 EN 292、そして 2003 年に国際規格 ISO 

12100 の制定 へと展開し、欧州統合の中で機械安全も戦略的な位置付けがなされたと考えら

れます。 

また、マネジメントシステムに関しても、米国 MIL-Q-9858A 品質プログラムの要求をベー

スとして、NASA NHB5300.4(１B) 品質プログラム規定へと発展し、1979 年の BS 5700 品質

システム、1987 年の ISO 9000S 品質マネジメントシステムの制定へと展開しています。 

日本では、明治時代以降、日本の機械製造者が西欧の機械設備及び製造システムの導入を

積極的に行ってきました。しかし、その中心はオペレーション技術の習得であり、労働安全

衛生は、労働者の安全教育を重視してはきたものの、安全な機械の創出、安全な機械設備環

境の整備及び機械安全第一という取り組みについては、あまり重視してこなかったといえま

す。日本の機械安全への取り組みの歴史（下記略史参照）は、数年来の ISO 標準及び IEC 標

準を翻訳導入活動に見られるように、欧米の機械安全思想に追従しようとしている段階にあ
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り、日本は機械安全思想の後進国であるということになります。 

こうした背景のなかで、日本においても生産設備の自動化、情報化、操業の柔軟化などの

変化に伴い、機械製造者の雇用形態も大きく変わり始めました。従来の熟練労働者による作

業環境及び労働災害発生環境は大きな革新が求められたのです。日本の機械安全は、まさに

変換期にあります。日本の機械安全への取り組みの歴史及び安全文化は欧米とは異なります

が、この取り組みは今後の経済のグローバル化の中で重要な課題となります。単に欧米への

機械輸出条件（ビジネス要件）という意味合いだけでなく、日本においても戦略的な機械安

全への取り組みが必要になっています。
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表 機械安全に関する法制面及び規格面からの略史 

日本 欧米 

 
 
1947 
 
1949 
1959 
 
 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995 
 
1996 
 
1997 
1998 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
2001 
 
2004 
 
2006 

 
 
「労働基準法」「労働安全衛生規則」制
定 
「工業標準化法」施行 
「ボイラー及び圧力容器安全規則」制
定 
 
「労働安全衛生法」成立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TBT 協定による ISO と JIS の整合化開
始、PL 法制定 
JIS Q 14001「環境マネジメントシステ
ム仕様及び利用の手引」制定 
「高圧ガス取締法」改正 
JIS Z 9901「品質システム－設計、開
発、製造、据付け及び付帯サービスに
おける品質モデル」制定 
 
 
 
JIS B 9001「品質マネジメントシステ
ム－要求事項」制定 
JIS B 9702「機械の安全性－リスクア
セスメントの原則」制定 
「機械の包括的な安全基準に関する指
針」発行 
JIS B 9700「機械類の安全性－設計 
のための基本概念、一般原則」制定 
「労働安全衛生法」改正 

1906
 
1947
 
 
 
1970
1971
 
1974
1982
1985
1988
 
1989
1990
1991
1992
 
1993
 
1994
 
 
 
1996
 
 
 
 
1999
 
 
 
 
 
 
 
 
2003

IEC（国際電気標準会議、非政府間機構）
設立 
ISO(国際標準化機構、非政府組織)設立 
 
 
 
英国ローベンス･レポート 
米国労働安全衛生法施行 
 
英国労働安全法制定 
「セベソ指令 82/501/EEC」制定 
EC ニューアプローチ指令公布 
BS5304 ”Code of Practice for Safety of 
Machinery” 制定 
機械指令公布 
ISO/IEC Guide 51 
EN292 ” Safety of Machinery”発行 
OSHA/PSM 制定 
英国労働安全衛生管理規則を施行 
MIL-STD-882C “System Safety Program 
Requirements” 発行 
CE Marking 開始 
WTO/TBT 協定発行 
 
 
「セベソ指令Ⅱ96/82/EC」制定 
BS 8800 労働安全衛生マネジメントシステ
ム指針の発行 
 
 
OHSAS 18001 労働安全衛生マネジメントシ
ステムが発行 
ISO14121 “Safety of Machinery- 
Principles of risk assessment”制定 
 
 
 
 
 
ISO12100 “Safety of Machinery-Basic 
concepts, general principles for 
design” 制定 
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Ｑ９ 機械安全リスクアセスメントは歴史的にどのような位置付けですか？ 

 

機械安全リスクアセスメント（以下、機械安全 RA）は、機械安全の歴史と共に機械安全実

現への主要な道具であり、機械安全マネジメントの道具として欠かせない位置付けにありま

す。ISO 規格によれば、機械安全 RA とは、「特定した使用条件下での危険源を抽出し同定し

リスク（被害の大きさ、発生頻度などにより定義される概念）を評価･把握する」ということ

になります。そのリスクが、受忍できるかどうかを判定し、受忍できる水準までリスクを低

減させることが、安全な機械を創出するために欠かせない行為ですので、機械の安全設計に

とって極めて重要な位置付けにあります。 

この道具の開発及び発展の経緯は定かではありませんが、英国における 1974 年労働安全

衛生法“Health and Safety at Work etc. Act 1974”が法制化された以降と考えられます。

この法律では、事業主の被雇用者に対する義務として、安全ポリシーを確立し、安全でかつ

健康にリスクをもたらさない「設備および作業システムの維持」「物品と物質の使用・取扱・

保管・輸送の安全性とリスク回避の確保」、及び被雇用者が安全に業務を遂行できるための「情

報提供・指示・訓練・監督の実施」などを義務付けています。また、同法に基づき、1991 年

労働安全のマネジメントに関わるガイダンスが HSE (Health and Safety Executive 安全衛

生行政府)から発行され、法的義務はないが、労働安全衛生マネジメントが要求されました。

さらに 1992 年に EC 指令を受けて、労働安全衛生管理規則が施行され、次の事項が法的に事

業者に課せられることになりました。 

○事業活動により影響をうけるおそれのある被雇用者などの安全と健康に対するリスク

を評価し、その防止と保護に必要な手段を特定する。 

○リスクアセスメントにより明らかになる労働安全衛生マネジメントに要する手段を計

画・組織化・管理し監視及び審査する体制を整える。 

 

このように、リスクアセスメントは労働安全衛生マネジメントで安全を確保するために不

可欠な手段となったのです。 

 また、米国の航空宇宙局（NASA）のシステム安全の考え方が、米国防省でさらに発展し、

MIL－STD－882C において国防省調達品に対してシステム安全プログラムの実施が規定され

ました。MIL－STD－882C のシステム安全プログラムの柱は、「ハザードの特定」「災害リスク

アセスメント」「災害リスク軽減策の特定」「許容可能レベルへの災害リスクの低減」「災害リ

スク低減の検証」「権限者による残留災害リスクの許容」となっています。この規定では、リ

スクアセスメントの方法が示されており、一般に MIL の方法として活用されていますので、

手法の確立の緒と考えることができます。 

この考え方は英国 BS5304 “Code of Practice for Safety of Machinery”を経て EN292 

“Safety of Machinery”に引き継がれ、国際規格 ISO14121 及び ISO12100 に至っているとい

われています。 

 日本では、ISO14121 が JIS B 9702「機械の安全性－リスクアセスメントの原則」として規

格化され、普及段階にあります。また、ISO12100 の考え方を取り入れた厚生労働省の第 501

号「機械の包括的な安全基準に関する指針」が 2001 年に発令され、機械の製造者がリスクア

セスメントを実施し、残留リスク情報を機械の使用者に提供するように求めています。 

 リスクアセスメントの手法は、上記 MIL-STD-882C、ANSI/RIA R15.06-1999 などに紹介され

ていますが、それらの内容の一部が JIS B 9702 の附属書（参考）及び解説に引用されていま
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す。RA手法は、必要に応じて、MIL の方法や ANSI の方法などをベースに、製造する機種に合

わせて準用し使用されています。その他、リスクの大きさ、複雑さなどを考慮して、定性的

評価法、半定量的評価法、定量的評価法が使い分けられています。 

また、リスクアセスメントの手法は、機械安全設計及び労働安全衛生だけでなく、クライ

シス・財務･人事・情報・技術・事業構造など企業経営上の業務に常時適用できる不可欠な道

具でもあります。 

 

参考１：リスクアセスメントの方法 
リスクアセスメントの手法には、①確率論的アプローチでリスクを計量化する科学的手法と、②経験的

アプローチで比較しうる事象にかかわるデータに基づく経験的手法とがある。 

「HSE（英国政府機関の労働安全執行委員会）研究報告 151」には、労働安全衛生面のリスクアセスメ

ント手法を、次のように「定性的リスクアセスメント」「半定量的リスクアセスメント」「定量的リスクア

セスメント」の三つに大別し、対象に応じて使い分け効率的な運用を推奨している。機械安全リスクアセ

スメントの実施に関しても同様の発想によってリスクアセスメント手法を選択することが有効である。 
定性的リスクアセスメント 

作業に現れる危険源が少ないか又は簡単な場合、例えば多くの小企業における場合，簡単な定性的リス

クアセスメントを実施するだけでよい。これは、すでにある判断基準や適切なガイダンスに基づく非常に

簡単なプロセスでよい。危険源やリスクが明らかな場合，直接的に処置することができ，複雑なプロセス

あるいは技量を必要としない。 
半定量的リスクアセスメント 

危険源が少数でもなく，簡単でもなく，また多数でもなく複雑でもない，多くは中間的な場合，例えば，

ある種の複雑なプロセスやテクニックなど専門家の知識が必要な危険源がある場合，簡易な定性的手順を

半定量的アセスメントで補うことが望ましい。 
半定量的リスクアセスメントのための技法としては，リスクマトリックス法など多種の技法がある。 

定量的リスクアセスメント 

作業により現れる危険源が数多くあり，複雑であり，例えば，大きな化学処理プラントとか核施設のよ

うな新規の工程を含む場合，詳細で高度なリスクアセスメントが必要になる。そして，簡易な定性的アセ

スメントに加えて，詳細な定量的リスクアセスメントを実施するのがよい。定量的リスクアセスメントを

実施する場合，特別な定量化ツールと技術を用い，危険源及び特定の結果のひどさと危険源が具現化する

確率を見積る。このような方法と技術が用いられる場合，それらが，適格な資格があり経験があるアセッ

サーにより行われることが重要である。定量的リスクアセスメントの結果は，リスクが数値で評価され，

リスク評価ステージでリスクの数値評価基準と比較することができる。 
 

参考２：MIL－STD－882D の一般要求事項（抜粋） 

あらゆるシステムのライフサイクル，新しい開発，機能向上，変更，欠点の解決又は技術開発のライフ

サイクルに亘って実行すべきシステム安全要求事項を定義する。適切に適用すれば，これらの要求事項は，

すべての既知のハザード及びその関連リスクを特定し、理解し，そして災害リスクを除去し、又は許容可

能なレベルに低減することを確実にするはずである。システム安全の目的は，ハザード分析，リスクアセ

スメント及びリスクマネジメントの体系的取組みを通して許容災害リスクを達成することである。システ

ム安全要求事項は次のことで構成される。 
（１） システム安全取組みの文書化 
（２） ハザードの特定 
（３） 災害リスクアセスメント 
（４） 災害リスク軽減策の特定 
（５） 許容可能レベルへの災害リスクの低減 
（６） 災害リスク低減の検証 
（７） しかるべき権限者によるハザードのレビューと残留災害リスクの許容 
（８） ハザード，それらの遮蔽及び残留災害リスクの追跡 
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Ｑ１０ 労働安全衛生マネジメント面から機械製造者に要求されることは何で

すか？ 

 

（１）機械製造者への要求事項 

労働安全衛生マネジメント面から機械製造者に求められることは、次の事項に尽きます。 

具体的には、 

①安全性の高い機械設備を提供すること 

②妥当な安全保護方策を講じること 

③機械安全リスクアセスメントの実施結果としての残留リスク情報を提供すること 

抽象的には 

④機械製造者における機械の安全化への意識の高揚 

（２）背景及び経緯 

日本国内においては、３０年間以上に渡り死亡を含む休業４日以上の全労働災害のうち機

械を起因物とする労働災害の発生数は約３０％を占めている状況にあります。 

この問題の解決のための厚生労働省所管の労働安全衛生行政に基づいた機械使用者から機

械製造者への機械の安全化についてのニーズの高揚に対しては、機械製造者の対応がまだ

遅々とした状況にあります。厚生労働省の通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」に

よって、生産現場の労働災害防止活動の内容が、安全な生産機械の提供を機械製造者に求め

ることを前提として労働災害発生の効果的な低減を図る考え方に、大きく変わり始めていま

す。 

平成１８年４月に施行された労働安全衛生法の改正（平成１７年１１月改訂）により、第

２８条の２「事業者の行うべき調査等」として、機械使用者における労働安全リスクアセス

メントの実施が努力義務化され、機械使用者から機械製造者に対し機械安全リスクアセスメ

ントの結果としての残留リスク情報の提供を求めることとされる状況になりました。すでに、

一部の先行企業間では、そうした考え方が機械設備の調達に生かされ始めています。したが

って、今後は、機械調達仕様書上でも機械安全に関しても言及され、その内容が具体的に要

求されることが想定されますので、機械製造者はしかるべき対応を準備する必要があります。 

 

参考１：改正労働安全衛生法（平成１８年４月１日施行）第２８条の２ 

１．事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、

粉じん等による、又は作業行動その他の業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、

その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、

労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

＜解 説＞事業者に対してリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスクの低

減措置の実施を努力義務としています。 

２．厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

＜解 説＞必要な指針として平成１８年３月１０日に「危険性又は有害性等の調査等に

関する指針 公示第１号 （基発第０３１０００１号）」が公表されました。

これは「リスクアセスメント指針」とも呼ばれるものです。 
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参考２：危険性又は有害性等の調査等に関する指針 公示第１号（上記の指針）の抜粋 

１．趣旨等 
  （一部略）また、本指針を踏まえ、特定の危険性又は有害性の種類等に関する詳細な

指針が別途策定されるものとする。詳細な指針には、「化学物質等による労働者の危険

又は健康障害を防止するため必要な措置に関する指針」、機械安全に関して厚生労働省

労働基準局長の定めるものが含まれる。 
  なお、本指針は「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（平成１１年労

働省告示第５３号）に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的実

施事項としても位置づけられるものである。 
 ＜解 説＞この指針の解釈通達（平成１８年３月１０日付け基発第０３１０００１号）

の「１ 趣旨等について」において、・・・「機械安全に関して厚生労働省労働

基準局長の定めるもの」には、「機械の包括的な安全基準に関する指針」（平成

１３年６月１日付け基発第５０１号）があること。・・・と示されています。 
７．情報の入手 
（１） 事業者は、調査等の実施に当たり、次に揚げる資料等を入手し、その情報を活用

するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資

料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。 
ア、ウ～キ 略 

 イ 仕様書、化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）等、使用する機械設備、材料

等に係る危険性又は有害性に関する情報 
＜解 説＞同上指針の解釈通達（平成１８年３月１０日付け基発第０３１０００１号）

の「７ 情報の入手について」の（３）のイにおいて、・・・指針の７（１）

の「危険性又は有害性に関する情報」には、例えば、使用する設備等の仕様書、

取扱説明書、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき提供される「使

用上の情報」、使用する化学物質の化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）

があること。・・・と示されています。   
（２） 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとすること。 
ア 新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等のメーカ

ーに対し、当該機械設備等の設計・製造段階において調査等を実施することを求め、

その結果を入手すること。  
＜解 説＞同上指針の解釈通達（平成１８年３月１０日付け基発第０３１０００１号）

の「７ 情報の入手について」の（４）のアにおいて、 ・・・指針の７（２）

アは、「機械等の包括的な安全基準に関する指針」、ＩＳＯ、ＪＩＳの「機械類

の安全性」の考え方に基づき、機械設備等の設計・製造段階における安全対策

を行うことが重要であることから、機械設備等を使用する事業者は、導入前に

製造者に調査等の実施を求め、使用上の情報等の結果を入手することを定めた

ものであること。・・・と示し、機械設備等の導入する場合は、事前にメーカ

ーに対してリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減措置の

実施を求めて、使用上の情報等の結果を入手することとしています。 
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Ｑ１１ 「機械安全」と「労働安全（衛生）」との相違点は何ですか？    

 

「機械安全」は、製造物としての機械システムそのものの安全を追求する概念であり、「労

働安全」は、機械・人・製造物・作業内容・管理システム等を包含した職場における労働災

害防止のための安全を追求する概念です。このように、「機械安全」と「労働安全」とではそ

の目的及び推進部門等に相違点があります。 

特に、機械以外の要因が一般化され得るか、特殊であるか、その影響がどの程度であるか

などが、「機械安全」と「労働安全」との相違点に繋がり、一般に「労働安全」の方が考慮す

べき要因が複雑であり、職場ごとに多様な展開があると考えられます。「機械安全」を考える

場合も、「労働安全」を考える場合の要因をすべて同程度に考慮するに越したことはないわけ

ですが、現実には標準的な条件設定の下に考えざるを得ないのが実態です。したがって、「機

械安全」と「労働安全」とでは、安全検討対象、その領域の広さと特殊さに相違点があると

いうことになります。 

また、機械製造者が「機械安全」を達成した機械を設計・製造し、その機械を機械使用者

が導入して機械を安全に使用することによって「労働安全」を実施するという関連にありま

す。したがって、機械設備を使用する職場においては、機械製造者が取り組む「機械安全」

と機械使用者が取り組む「労働安全」とは、密接な関連（参考条文参照）がありますので、

両者で実施するリスクアセスメントの結果などの関連情報の交換は安全実現のために有益で

あり、必要不可欠です。 

下表は、「機械安全リスクアセスメント」と「労働安全衛生リスクアセスメント」の視点か

ら相違点を整理したものですが、この表からも「機械安全」と「労働安全」の相違点を確認

することができます。 

なお、ここでいう「機械安全」の対象機械は、日本国内では一般に、労働安全衛生管理下

で使用される主として事業場で作業者が操作使用する機械設備（含むプラント）であり、一

般家庭及び一般公開公共の場などの安全管理の乏しい状況の下で使用されるような機械は含

まないと考えられています。後者の機械に対する安全は「製品安全」と使い分けられていま

す。 

 

表 機械安全リスクアセスメントと労働安全リスクアセスメントとの相違点

項  目 機械安全 労働安全 

目   的 

安全な機械の製造・提供： 

顧客ニーズである安全仕様、また市場
の標準ニーズとしての安全仕様の実
現を目指す。 

機械使用時の労働災害の防止：

新規及び既存機械･製造物・作業内
容･組織･環境などの特定下での作
業者の災害防止を目指す。 

関連する法令等 

①製造物責任法（第１条、第６条） 

②民法 

③労働安全衛生法 

④構造規格 

⑤機械の包括的な安全基準に関する指針

（厚生労働省通達） 

⑥機械安全関連のＪＩＳ規格 

①民法 

②労働安全衛生法 

③構造規格 

④機械の包括的な安全基準に関する

指針（厚生労働省通達） 

⑤危険性又は有害性等の調査等に関

する指針（構成労働省通達） 

主たる実施部門 
開発・設計部門、 

又は使用者側の生産技術等設備計画部門 

工場の安全衛生管理部門及び生産技

術等の設備管理担当部門 
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実施グループ構成 

①機械設計者 

②サービス要員 

③推進責任者 

④リスクアセスメント専門家 

①安全衛生管理者 

②生産技術等設備管理者 

③保全要員 

④オペレーター（作業者） 

準備するデータシ

ート 

設計仕様に盛込まれた前提条件の下にお

けるデータとして： 

①危険源リスト 

②ひどさ・暴露頻度・回避確率 

③リスク低減方策と再評価表 

 （マトリックス法、選択法） 

④リスク低減方策の妥当性確認表など 

新規及び既存機械・製造物・作業・組

織・環境下におけるデータとして： 

①危険源リスト 

②ひどさ・暴露頻度・回避確率 

③リスク低減方策と再評価表 

 （マトリックス法、選択法） 

④リスク低減方策の妥当性確認表な

ど 

その他特記事項 

①本質的安全設計方策は機械設計部門でなければ実施できないなど対策の方法が

異なる。 

②オペレーターの質、職場風土など使用環境条件情報を、機械設計部門は十分に想

定できない。 

③使用者側での旧式の既存機械などとの組み合わせ・周辺機械とのインターフェー

ス情報などを、機械設計部門は十分に想定できない。 

④機械安全リスクアセスメントを実施する対象及び想定状態が異なる。 

（機械設計者のための「機械リスクアセスメントガイド」：機械設計におけるリスクアセスメント実施の手順

に関する標準化調査研究－平成１５年３月(社)日本機械工業連合会―より一部変更） 
 
参考１：機械の包括的な安全基準に関する指針（厚生労働省－基発501号：平成13年 6月 1日） 

 
１．目的 

 機械の包括的な安全基準に関する指針（以下「指針」という。）は、機械の製造者等が機
械の設計、製造等を行う場合及び事業者が機械を労働者に使用させる場合において、機械の
リスクを低減させ、機械の安全化を図るため、すべての機械に適用できる包括的な安全方策
等に関する基準を定めたものであり、製造者等による安全な機械の製造等及び事業者による
機械の安全な使用を促進し、もって機械による労働災害の防止に資することを目的とするも
のである。 

２．適用の範囲 
 指針は、機械の設計及び製造等を行う製造者等並びに当該機械を労働者に使用させる事業
者に適用する。 

＜解 説＞この指針では、職場に導入する機械は、製造者による「機械安全」を達成することを
求め、導入して使用する事業者が「労働安全」を実施することで、労働者の機械による
労働災害の防止を図るための包括的な基準が示されていますが、機械の「労働安全」で
は、事業者は既存の機械に対する労働災害防止も含めて対策しなければなりません。 

 
 
参考２：改正労働安全衛生法による「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 公示第１号」

の７（２）アの＜解説＞ 

 
「機械等の包括的な安全基準に関する指針」、ＩＳＯ、ＪＩＳの「機械類の安全性」の考え方に
基づき、機械設備等の設計・製造段階における安全対策を行うことが重要であることから、機械
設備等を使用する事業者は、導入前に製造者に調査等の実施を求め、使用上の情報等の結果を入
手することを定めたものであること。・・・と示し、機械設備等の導入する場合は、事前にメー
カーに対してリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減措置の実施を求めて、使
用上の情報等の結果を入手することとしています。 
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Ｑ１２ 機械安全倫理とはどのようなものですか？また、倫理上の問題が訴訟に

おいてどのような影響をもっていますか？ 

 
倫理は人間の行動を基本的に規制するものであり、機械安全も人間の行動に根ざしたもの

である以上避けて通ることはできません。機械安全に関する倫理について、国際的に明確に

定義された文言はありません。工学倫理、技術者倫理、経団連の企業行動憲章などの中でも

機械安全に特化した倫理規定は明確には記述されていませんので、米国の事例を参考に記載

します。 

米国 の System Safety Society(安全専門家団体）は、倫理に関する考え方として「エン

ジニアは、自己の職業上の責務を履行するに当たり、国民の安全と健康と福祉を 重要課題

としなければならない」を掲げているとのことです。また、全米プロフェッショナルエンジ

ニア協会の倫理規定には 6原則（表参照）が記載されています。 

この倫理的価値観の欠如又は不足の問題は、機械安全上の課題だけでなく、数年来の日本

社会で発生した事件・事故・現象、例えば、JR 脱線事故、建築物の強度不足、懐疑な株価

操作、繰り返される談合贈収賄などの各種不祥事件に共通な根本的な原因の一つと考えらま

す。機械安全への取組みは、経営者及び技術者の損得又は個人的好き嫌いの領域の話ではな

く、適切な倫理的価値観に基づく行動であることを先ず認識する必要があります。法令及び

規制等で決められている事項は、社会秩序を維持するための必要 小限の内容であって、そ

れらに決められていない事項はすべてその社会の倫理・道徳等の慣習に従って判断し対処す

ることが大前提になっていることを忘れてはなりません。法令及び規制の遵守は、倫理上

低限の行動なのです。 

 機械安全マネジメントの実践と言う点から言えば、セーフティー・カルチャー（Safety 

Culture）を醸成することであり、企業経営者と技術者の 重要課題として次の２点が挙げら

れます。 

○経営者は、セーフティー・カルチャー（Safety Culture）の構築と浸透を図る。 

○技術者は、誇り高き専門職業意識（Professionalism）を持つ。 

注１）セーフティー・カルチャー（Safety Culture）とは、「安全 重視の企業体質」を意味

する。 

注２）専門職業意識（Professionalism）とは、「ある特定の専門的職業に関する専門的また

は倫理的規範により特徴付けられる専門職業意識」を意味する。 

  

機械安全マネジメントの視点から関連のある倫理を図に整理しましたので参考に提供し

ます。その他に、State of the Art、キリスト教思想としての Stewardship、Good Engineering 

Practice などの概念も倫理の範疇と考えることもできます。 

機械安全に関する訴訟においては、製品の安全性に関する欠陥や事前責任を果たしている

かということが直接問われるのであって、倫理上の問題が直接問われた判例はないようです。

しかし、訴訟においても、倫理上の問題は常に潜在的に存在していることに留意しなければ

なりません。例えば、民事訴訟（PL訴訟を含む）で陪審員制度を採用している米国では、倫

理上の問題が直接評決に影響する場合があります。倫理観の欠如による法令違反、事前責任

の未達成がある場合には、懲罰的評決に結び付く場合があります。これには陪審員の信条や

知識、偏見にも影響されますが、倫理問題が関係した典型的な例として、1970 年代の「フォ
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ードピント訴訟」があります。フォード社が安全性を向上させるために必要な僅かなコスト

発生を伴う設計変更をしなかったという内部告発で高額な懲罰的損害賠償が認定されたとい

う事例です。 

 機械安全においては、費用便益基準や危険効用基準などによる判断の場面で、安全とコス

トのトレード・オフとして倫理上の問題が絡んできます。安全を優先するか、社会の便益を

優先するか、企業の利益を優先するか、これらの問題には、個人の倫理観のみならず、企業

倫理が重要な決断の要素になってきます。機械製造企業経営者は、機械安全倫理にも関心を

持ち、自社としての倫理観を構築し、企業の安全文化として顧客及び企業構成員を含め社会

に公言し賛同を得る行動を起こすことが求められています。 

 

参考１：技術者倫理の例（全米プロフェッショナルエンジニア協会） 

 

①公衆優先の原則：公衆の安全、健康、及び福利を 優先にする。 

②有効性の原則：自分の有能な領域においてのみサービスを行う。 

③真実性の原則：公衆に表明するには、客観的でかつ真実に即した方法でのみ行う。 

④信頼関係の原則：雇用者又は依頼者それぞれのために、誠実な代理人又は受託者として行為する。 

⑤公正業務の原則：欺瞞的な行為を回避する。 

⑥同業発展の原則：自ら名誉を守り、責任を持ち、倫理的に、そして適法に身を処することにより、専

門職の名誉、名声、及び有効性を高めるように行動する。 

 

 

参考２：経団連企業行動憲章 1０項目の第 1 番目（経団連ホームページによる） 

１．社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、

消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。 
１－１ 消費者・顧客のニーズを把握し、社会的に有用な製品・サービスを開発、提供する。 
１－２ 製品・サービスの安全性と品質を確保する。 
１－３ 消費者・顧客に対して、製品・サービスに関する適切な情報を提供する。 
１－４ 消費者・顧客からの問い合わせ等には誠実に対応する。 
１－５ 個人情報・顧客情報を適正に保護する。 

 

参考３：倫理の効用 

 

① 法の限界（不十分さ）として、法律制度及び社会の仕組みに非倫理的な側面があるので、それらを緩

和しかつ補足することができる。 

 

② 人間性の弱さの結果として、守れない「道徳的に正しくかつ衡平である行動義務」を認識し、守る個

人に対する主義（例えば、正直･誠実･信頼など健全な判断基準等）の形成への環境作りに役立つ。 

 

③ 人間個人の人生における果たすべき務め及び義務についての仕様書（例えば、自分の国・地域社会・

職場・専門職及び自分自身の尊重、仲間に関しての正直・公平、国家への忠実な市民、奉仕、学究生

活、質実剛健など）のバックボーンとなる。 

 

④ 専門職（経営者を含む）と利害関係者（依頼人・雇用者・他の専門職の人・公衆等）との関係を支配

する原則（専門的経験・知見・能力の保持、その水準の高さ、義務、行動価値基準、公益性、道徳性、

道義的責任など）を表現する倫理綱領へと展開できる。 

 

⑤ 人間が行動への意思決定をする場合に、判断基準として即決・迅速性に役立つ。 
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参考４：図 機械安全マネジメントにおける倫理体系（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会一般通念としての倫理 

例えば、 

〇生命の尊重（身体を害さない） 

〇うそをつかない 

〇規則を守る 

技術者個人としての倫理 

例えば、 
〇 新の科学技術のもつ性格を踏ま

え、科学技術の知見を持っての社会

の発展への貢献 
〇うそをつかない（データの改ざん、

廃棄物処理、製品能力の不足･過大表

示、研究成果の無断使用のように正

確性、安全性、公平性、信頼性など）。

〇規則を守る（遵法。PL 法、消費者基

本法、公益通報者保護法等 413 法令

（含む政令）等） 

全米プロフェッショナルエンジニア協会

の倫理規定に含まれる原則 

①公衆優先の原則 

②有効性の原則 

③真実性の原則 

④信頼関係の原則 

⑤公正業務の原則 

⑥同業発展の原則

日本機械学会の技術者倫

理規定の前文 

本会会員の誓約事項：第 1

項に、技術者としての責任と

して、「会員は、自らの専門

的知識、技術、経験を活かし

て、人類の安全、健康、福祉

の向上・増進を促進すべく

善を尽くす。 

日本技術士会倫理規定の技

術士倫理要綱の前文 

技術士は、公衆の安全、健康

及び福祉の 優先を念頭にお

き、其の使命、社会的地位、及

び職責を自覚し、本要綱の実践

に努め行動する。 

企業組織としての倫理（案） 

例えば、 

○企業組織人としての社会的な責任（CSR）の遂行 

○組織上のスチュワードシップ義務 

○組織の行為における個人責任の免責

企業の機械安全マネジメントにおける倫理（案） 

○我が社は、機械・設備の設計・製造に当たり、機械・設備の使用者

の安全と健康を 重要課題として、企業の存続上の重要な事業責任

と位置付け、経営トップのリーダーシップの下に、責任体制を明確

にし、全社の組織力を結集して総力を挙げて取り組む（機械安全文

化の構築と浸透、社会に提供する機械の安全性への保証）。 
○安全性に関する法令・規制の遵守に満足することなく、業界トップ

水準の機械安全水準を追求し実現する（安全性に関する法令･規制等

の順守と高度な機械安全水準の追及）。 
○社会（顧客）に提供する機械の安全水準について説得力のある情報

提供をするとともに、社会（顧客）との密接なニーズ及びシーズ情

報の交換を通じて、常に機械安全水準の向上を追及する（顧客のニ

ーズに応えた機械安全の実現、機械安全情報の開示）。 
 

 

前提（例） 
①技術の発達は、利便性を大きくすると共に危険性も大きくするために、その扱いには専門性を要する。 
②技術の複雑化と人々による操作の容易性の要求は、機械･システムを高度化、ブラックボックス化するために、問題が発生

した場合に対応に当る技術者の責任は大きい。 
③企業は社会に対して、実際にものを作り、サービスを供給し続ける責任がある。 
④企業は競争社会において、製品が競争に勝ち残ることにより存在することができる。 
⑤企業は活動により利益を上げることで存在し、利益は社会に還元しなければならない｡ 
⑥製品は性能と安全とコストなどの異なる価値を同時に両立させなければならない（価値両立性）。 
⑦製品には寿命（ライフサイクル）があり、存続し続けるには未来を予測し変化し続けなければならない。 

(参考) 

(参考) 
(参考) 
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Ｑ１３ 機械安全に関する法理は、どのような体系になっているのですか？ 

 
我が国には、製品安全に直接関与する代表的な法律として、 

① 製造物責任法（所謂、PL 法） 

② 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 

③ 消費生活用製品安全法 

④ 電気用品安全法 

⑤ 高圧ガス取締法 

などがありますが、間接的には労働安全、健康保護、防災、環境安全、各種事業法も関

連があります。また、特定の一般大衆向け製品、生産用機械設備、プラント等に特化し

た安全・災害防止の目的を持った法規制は多数存在しますので、各機械製造者は、自社

が製造する製品及び機械の安全を律している特定の法律に準拠・遵守しなければなりま

せん。しかし、機械全般に共通な機械安全に関する法律は、PL 法及び労働安全衛生法の

２つに絞られます。 

欧州には、欧州共同体全体に適用される製造物責任指令、機械指令、労働安全指令、

環境保護指令などがあります。これらの指令は加盟国に対して拘束力を持ち、その実施

形式と方法は各国に任されているもので、国及び地域によって法令・指令の性格も異な

っています。 

米国には、米国連邦労働安全衛生法（OSHA）、各種環境規制など連邦レベルの法律があ

ります。OSHA は米国市民の保護を目的として、作業現場における様々なリスクを回避す

るように定められています。法の中では民間が作成した各種任意規格が準用され、それ

らは準用された範囲内で強制規格の性格をもっています。また、米国においては、連邦

法のほかに州法があり、それぞれ独自の法規制をしていることを理解しておく必要があ

ります。その例として、カリフォルニア州の「プロポジション 65（安全飲料水および有

害物質執行法）」などがあり、また PL 法の適用も州によって異なっています。 

欧米の法規制で共通するところは、リスクアセスメントを実施して、リスク低減方策

をとることが義務付けられていることです。しかし、我が国の法律では、リスクアセス

メントが義務付けられていません。労働安全衛生法は平成 18 年 4 月 1 日の改正で、事業

主にリスクアセスメントを実施してリスク低減を図ることが努力義務として規定されま

した。また、厚生労働省からの通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」では機械

を使用する事業者と機械を製造する事業者にはリスクアセスメントに基づくリスク低減

方策が求められています。これは強制事項ではないが、法令に準じた指導事項と理解し

ておく必要があります。 

一方、製造物責任の対象も、国により異なりますので、注意が必要です。別表に示す

ように、日本では過失責任と厳格責任に限定されていますが、欧米では保証責任も対象

になっています。 

しかし、忘れてならないことは、法規制を遵守しているだけでは安全上問題がないと

は言い切れないということです。法は、その時代の社会を背景にした 低限の要求であ

り、常に科学技術の進歩に対し遅れをとっています。また、機械安全の判断基準も社会

的価値観とともに変化しています。したがって、常により高い国際規格、業界標準など

を考慮しながら、 新の科学技術知見や社会的価値観を基づく企業の経営戦略として、

より高い自主判断基準を持っておく必要があります。 

－41－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

参考１：図 労働安全衛生法における事業者の責務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２：労働安全衛生法改正の要点 

改正の要点 注及び補足 

 
第二十八条の二 事業者*１は、厚生労働省令で定めると

ころにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じ

ん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性

又は有害性等を調査し*2 その結果に基づいて、この法律又

はこれに基づく命令の規定による必要な措置を講ずる *3

か、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な

措置を講ずるように努めなければならない。*4 

 

 

＊１：機械の使用者 

＊２：リスクアセスメントの実施 

＊３：リスク低減方策の実施 

＊４：機械の使用者に対する努力義務 

なお、機械の使用者が職場の労働安全リスク

アセスメント実施するために、機械の製造者

は情報（残留リスク）を提供する必要が生じ

る。 
 
参考３：「機械類の安全」に関連する法規 

法 令 ・ 指 令 等  

機械類の製造者 機械類の使用者 

日本

①労働安全衛生法第３条２項 
 機械の包括的な安全基準に関する指針 
②製造物責任法 
③各種安全法 

①労働基準法 
②労働安全衛生法第３条１項 
③労働安全衛生法施行令及び規則（個別） 
 機械の包括的な安全基準に関する指針 

米国
①製造物責任法（連邦モデル法、州法など） 
②消費者製品安全法 
③OSHA 

①連邦労働安全衛生法 
②連邦労働安全衛生規則（OSHA） 
③連邦鉱山安全衛生法（MSHA） 

EU 

欧州共同体の設立を定めた条約の 100a 条項に

よる 
①製造物責任指令 
②機械指令（機械設備に関する加盟国の法律を

近似させるための理事会指令） 
③EMC 指令 
④圧力容器指令 
⑤一般製品安全指令 
⑥指令に基づく欧州加盟国の法整備 

例えば、ドイツでは、 
・機器安全法----行政機械指令 
・災害防止規定（製造と設備） 

欧州共同体の設立を定めた条約の 118a 条項に

よる 
①労働安全衛生基本指令 
②労働場所に関する個別指令 
③労働手段利用の関する個別指令 
④指令に基づく欧州加盟国の法整備 

例えば、ドイツでは、 
・労働安全衛生保護法----行政指令 
・災害防止規定（工場） 

指針(基発第 501 号) 
機械の製造者が行うべき事項 
①リスクアセスメントの実施 
②製造者等による安全方策の実施 
③上記の実施結果の記録 

労働災害の防止

事業者(使用者)の責務 
労働安全衛生法第 3 条１項 

事業者（製造者）の責務 
労働安全衛生法第 3 条 2 項 

指針(基発第 501 号) 
機械を使用等する事業者が行う事項 
①使用上の情報の内容確認 
②災害防止リスクアセスメントの実施 
③事業者による安全方策等の実施 
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参考４： 機械安全マネジメント上で考慮すべき「製品安全と製造物責任の法理」 

 

国別の規定対象の差異 
製 造 物 責 任 責任を生み出すものの例 

日 本 欧 米 

見本による明示の保証 
（UCC§2-313） ･見本、ひな形 － ○ 

確約･約束による明示の保証 
（UCC§2-313） 

・営業活動における言動 
・顧客との商談時の発言 － ○ 

明

示

の

保

証 
記述による明示の保証 

（UCC§2-313） 

・カタログ、広告、TV コマー

シャル 
・技術資料、販促資料 
・仕様書、図面 
・契約書 
・打合覚書、メモ 

－ ○ 

商品性･業界の慣行による黙示の保

証 
（UCC§2-314） 

・その製品の通常の使用目的

に合致しない製品 － ○ 

保

証

責

任 

黙

示

の

保

証 

特定目的への適合性の黙示の保証 
（UCC§2-315） 

買主によるその製品の特定の

使用目的を売主が知りうる理

由があり、買主が適切な製品

を選定又は設置するのに、売

主の技量又は判断に依存して

いる場合 

－ ○ 

製造上の過失責任 意図した設計から逸脱してい

る場合 ◎  ◎ 

設計上の過失責任 

予見可能なリスクが、合理的

な代替設計の採用により回避

軽減ができ、合理的に安全性

を欠く場合 

◎ ◎ 過 

失 

責 

任 
指示又は警告の不備に基づく過失

責任 

予見可能なリスクが、合理的

な指示または警告の提示によ

り回避軽減ができ、その掲示

を怠ったことにより合理的に

安全性を欠く場合 

◎ ◎ 

厳 格 責 任（ 無 過 失 責 任 ） 

①製品に欠陥があり、②その

欠陥が出荷の時点で存在し、

③その欠陥により損害をこう

むったということを原告が立

証した場合 

◎ ◎ 

 
注１）統一商法典及び第 3 次不法行為リステイトメントに基づく。 
注２）「明示の保証」「黙示の保証」の対象は製品の仕様に関するものが大半であり、「安全性」は製品仕様

の一部である。 
注 3）「◎」は機械安全に深く関与する責任、「○」は間接的又は付帯的に機械安全に関連する責任、「－」

は対象外を示す。 
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Ｑ１４ 産業プラントにおける事故責任の範囲はどのようになっています

か？ 

 

産業プラントは種々の機器や部品を集大成したものです。したがって、システム全体を取

りまとめるシステムインテグレーター（主契約者、又はプラントオーナー企業の場合もある）、

単品機械及び機器を製作するメーカー、部品供給業者それぞれが機械安全の役割を果たすこ

とが求められます。システムインテグレーターは、単品機械及び個々の機器や部品の安全仕

様を把握した上でそれらの間のインターフェースに注意を払いながら、システム全体として

の安全性を確保する責任があり、単品機械メーカー、機器メーカー、部品供給業者は夫々が

製作した機械・機器等に対して ALARP（As Low As Reasonably Practicable）の原則に従っ

て、リスクの低減を図り、システムインテグレーターに残留リスクを含めた使用上の情報を

提供する役割を果たさなければなりません。したがって、それらの果たすべき役割（義務）

の範囲における欠陥に基づく事故発生に対する責任があるということになります。 

製造物責任法（PL 法）の免責事由には、「当該製造物が他の製造物の部品又は原材料とし

て使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関す

る指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと」とあ

ります。このように、原則的には、製造物の欠陥によって生じた危害に対する賠償責任は、

原材料、ソフトウェアなどが意図する使用条件の下にシステム化され、また建設、設置、試

験、運転などにおいても多くの関係者が複雑に介在してきます。したがって、責任分担にお

けるトラブルを避けるためには、システムを構成する種々のインターフェースや工事施行範

囲を明確にして、技術的側面及び売買契約上の法的側面から責任分担を明確にしておく必要

があります。 

また産業プラントが稼動すると、建設時に参画したシステムインテグレーター、単品機械

メーカー、機器メーカー、部品供給業者、施工業者などの手を離れ、産業プラントオーナー

企業の労働安全衛生管理の下に、安全防護方策及び操業が行われ、メンテナンスサービス会

社、プラント運用会社などが加わり、改造工事などが実施されますので、産業プラントに関

する事故発生時の原因及び責任の所在は当然複雑になる要素を抱えています。はじめから、

それらの責任分担も、契約上明確にしておく必要があります。 

補足説明として、「製造物責任法の免責事由の考え方」と「産業プラント等のシステム安

全の考え方」を以下に記載します。 

 

参考１（補足説明）：製造物責任法の免責事由の考え方（松本俊次・奥野正美著「設計･施工･

保全のためのプラントのＰＬ対策」日本プラントメンテナンス協会発行より引用・一部改変） 

 

「欠陥が生じたことにつき過失がない」とは、当該部品や原料製造業者が、与えられた指示を前提として

も、当該欠陥のある設計に代替しうる設計を当該製造業者の置かれた諸般の状況を踏まえたうえで、採用し

得たと通常判断されるか否かで決定されることになる、とされています。 

 

「顧客からの設計に基づいて詳細設計を行う場合であっても以下に述べるような対応策が欠かせません」 

①プラント･プロセス（本Ｑ＆Ａでは、産業プラント、機械システム）をシステム設計するエンジニアリング

会社（本Ｑ＆Ａ集では、システムインテグレーター）、又はプラントオーナーから指示してくる機器の基本

設計は、あくまでもシステムの運用面から出されたコンポーネントに対する基本的要求仕様であることを

認識する。 

②システム運用条件の一部は、機器メーカーは知り得る立場にない。多くの事故は、システムの運用面の定

常状態時ではなく、過度状態時に発生しやすい。そこで顧客の基本設計仕様には、過度状態時の仕様が含
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まれているか確認する。 

 

③問題があることが判明した場合には、その問題点を顧客に対して文書で指摘する。 

 

④第三者の機器とのインターフェース条件の変動に対する責任限界を明示すること。たとえば、排ガス処理

装置を納入するとき、設計時のガス成分と異なる条件化で運転される場合、又は設計時ガス温度と異なる

温度条件で運転される場合の技術的問題点及び責任限界の明示が必要不可欠である。 

 

⑤機器の定常時の仕様及び過度状態時の仕様を明示する。 

 

⑥使用範囲を逸脱した場合の予見し得るリスクに対する警告をする。 

 

 

参考２（補足説明）：産業プラント等のシステム安全の考え方 

システムのインターフェースを構成するものには、①システムの機能を達成するためのインターフェース、

②システムを構成する機器あるいはサブシステム間のインターフェース、③システムと使用環境（工場立地な

ど）とのインターフェース、④システムと人間のインターフェースなどがあり、これらを統括し安全なトータ

ルシステム（産業プラント、機械プラント等）に完成させることはシステムインテグレーターの役割として

も重要であり、事故が発生した場合にはその責任が問われることになります。 

産業プラントの安全に関する代表的な考え方が、システム・セーフティ・プログラム、システム安全を確保

する上で必要な要求事項が、MIL-STD-882Dに規定されています。これは米国のNASAが航空システム安全を確保

するために開発したエンジニアリングとマネジメントの仕組を取り入れられたものです。 

 

 
MIL-STD-882D システム・セーフティ・プログラムの概要 

(a) 特定の安全システムのパフォーマンス要求事項を確立する 
(b) システム安全組織及び責任体制を確立する 
(c) システム安全の日程計画を確立する 
(d) コミニュケーションプロセスを確率する 
(e) 災害リスク、災害発生確率及びひどさの限界の許容レベル、文書化要求事項を確立する 
(f) プログラムマネジャーに報告するための手順と方法を確立する 
(g) 残留リスク及び関連するハザードの正式な許容及び文書化の方法を確立する 
(h) 関連するリスク及び残留リスクをシステムユーザに伝達する方法を確立する 
(i) その他の特化した安全承認対象のための要求事項を必要に応じ特定する 
 

MIL-STD-882D 安全設計要求事項の概要 

(a) ハザードを有する材料の使用は、 小限にする 
(b) ハザードを有する物質、構成品及び運用は、他の活動、区域、人員及び相容れない材料から隔離する 
(c) 運用、サービス、修理及び調整中のハザードの暴露を 小限にする 
(d) 電源、制御装置、冗長性サブシステムの重要構成品を保護する 
(e) 除去できないハザードに対し、安全装置を考慮する。安全装置の定期的機能確認をする 
(f) システムの廃棄は設計で考慮する 
(g) 信号に対する誤反応を 小限とする、またシステムの類似の形式は標準化する 
(h) 組立、運用及び保全説明書には警告及び注意書きを備える 
(i) 安全重要タスクには人員の熟練プロセスを作成する 
(j) 機器又は環境の損害を 小限とする 
(k) 過度に制約のある要求事項はシステム仕様に含めない 
(l) システム変更の結果として生じるハザード又はリスクの変化を分析特定し、低減策を講じる 
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Ｑ１５ 製造物責任と機械安全責任とはどのような関連があるのですか？ 

 

 

製造物責任は、製造物責任法に則った損害賠償責任の概念であり、機械安全責任は製造物で

ある機械の安全性に焦点を当てた概念です。機械安全責任は、その結果によっては製造物責任

に包含されますが、機械安全責任は安全な機械を社会に提供するという社会的責任という面を

強く指向していると言えます。 

製造物責任法上の製造物責任は、「その引渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産

を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」として規定されていま

すので、法律的な概念であり、損害賠償責任に結び付くことになります。したがって、製造物

責任の要件は、欠陥（当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること）の存在、侵害現象

の発生、損害の存在ということになります。製造物の対象には、一般大衆向け消費財、家庭用

機器、機械設備、機械機器などの生産財が広く含まれています。 

一方、機械安全責任は、法的に規定された概念ではなく、ISO 機械安全規格における「機械

類の安全性（所謂、機械安全）」の考え方、製造物責任法の安全性欠陥の考え方、労働安全衛生

法に基づく労働災害の撲滅の施策などの社会的安全意識の高まりの中での機械製造者の機械安

全への取組み活動の中で使用されはじめた概念ということができます。機械安全責任は、製造

物責任法の対象から、生産財としての単品機械及び機械プラントなどに特定した発想であると

いうことができます。もちろん、機械安全責任が製造物責任法の対象であることを忘れてはな

りません。運用面では製造物責任と同様に使用されていると考えられますが、機械製造者等の

関係者には、機械安全責任という用語の方が身近な問題と受け止められ、有効であると考えま

す。 

実務面から強いて差異を追求すると、製造物責任（Product Liability）は、法律に規定され

た責務に対して責任を負うことであり、いわば結果責任であるのに対し、機械安全責任

（Responsibility for Safety of Machinery）は、安全な機械を社会に送り出すための義務を

いかに果たしているかを問われる事前責任といえます。 

 
参考１：PL 法における責任 

 

製造物責任：製造物の欠陥により他人の生命，身体又は財産を侵害したときは、これによっ
て生じた損害を賠償する責めに任ずる。 

 
免責事項 ：(１)引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物

にその欠陥があることを認識できなかった場合。 
(２)その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従

ったことにより生じた場合。（仕様を決定した機械の使用者、部品の供給業
者などの責任が問われる場合もある。） 

 

参考２（補足説明）：製造物責任、機械安全マネジメント、損害賠償等 

 

「製造物責任」と「製品クレーム」とは異なります！ 
「製造物責任」と「機械安全責任」は、製造物責任法上の類似の責任です。しかし、「製造

物責任」は、「製品クレーム」とは異なる責任です。 
製品クレームは、法律上は「瑕疵担保責任」と呼ばれ、「製品に欠陥や不具合などの品質上
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の問題が生じ、その購入者･消費者又は消費者などからのクレームに応じて、メーカー等が
修理･交換を行う責任」です。 
「製造物責任」は、「製品クレーム」と密接な関連を持ちますが、製品の欠陥によって製品

以外に生じた人的･物的な被害に対しメーカー等製品供給者が法律に基づいて負担する賠償
責任です。 
 

製造物責任法上の機械安全責任： 
製造物責任法（PL法）では、製造物に含まれる欠陥によって生じた危害に対して損害賠償

を負うことが規定されています。したがって、被害の程度に応じて、相応の損害賠償を行え
ば、その責務は果たしたことになるといえます。しかし、機械安全責任は事前責任をいかに
果たしたかということですから、PL訴訟においても機械安全の義務を果たしているかという
ことが問われることになります。 
 
機械安全マネジメント対象としての機械安全責任： 

機械安全責任には、組織的に構築した機械安全マネジメントに従って、リスクアセスメン
トを実施し、リスクをALARPの原則に従って可能な限り低減し、その結果としての残留リス
クを使用者に伝える説明責任まで含まれることになります。一般に、製造物責任（PL）対策
として、損害賠償保険加入をもって対処済と考える向きもあるようですが、機械安全責任に
関しては、機械製造経営者等によってマネジメント下に置かれる必要があり、そのような対
応が強く求められています。 
 

機械安全責任と損害賠償保険、訴訟： 
製造物責任は、PL保険を掛けているから、結果責任は保険でカバーできるという考えは正

しくありません。保険制度は、機械安全に関して言えば、機械の製造者が機械の安全性を確
保するためにその事前責任を果たした上で、やむなく生じた危害に対して救済しようという
のが基本的な考え方でなければなりません。しかしながら、日本の保険制度（労災保険、PL
保険）では、事前責任を果たしているかどうかが十分評価され保険料に反映させる状況には
なっていないのが現実です。 
一方、日本の機械製造者においては、機械安全マネジメントを実行して、事前責任を十分

果たしていることを証明できるかという点で疑問があります。 
欧米では、ベストを尽くして起こった結果は許容しようというキリスト教的な思想が背景

にあり、保険制度もそのような思想に基づいたものです。 
米国では、PL訴訟に陪審員制度が採用されていることもあって、機械安全責任が果たされ

ていない場合には懲罰的な評決が下ることがあるという社会環境にあります。 
日本の PL 訴訟では、製造物の欠陥認定が中心であり、機械安全への取り組みが問われた

判例はまだないように思われます。しかし、ISO12100 などがJIS化され、機械安全への取り
組みが明確になり普及してくると欠陥認定に留まらず、機械安全への取り組みが問われるよ
うになってくるでしょう。 
 

企業の社会的責任としての機械安全責任： 
機械安全責任は、また、企業の社会的責任の一環でもあります。欧米では社会を構成する

一員である企業は、企業市民としての責任を果たすことが求められています。 
欧州機械指令においては、企業の社会的責任を果たす上で、機械安全に取り組み、その証

を残すことが法制化されています。 
日本では、機械安全の責任が法的に要求されているわけではありませんが、社会的責任の

重要な要素と捉え、経営方針や企業行動指針に反映している企業が徐々に増加してきていま
す。経団連企業行動指針（Q12 参照）においても製品の安全性に言及しているのは機械安全
責任が社会的責任として捉えられている表れと考えられます。 
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Ｑ１６ 製造物責任（ＰＬ）法における損害賠償範囲はどこまでですか？ 

 

（１）PL法による保護対象者 

PL法は消費者保護の立場から制定された法律ですが、その保護対象には、個人消費者から企

業や団体まで含まれます。 

 

（２）PL法が適用される欠陥対象物 

 PL法の賠償責任は、「製造物」の欠陥によって生じた被害に対して負うものですが、PL法第

二条第一項には、「製造物」の定義として「製造又は加工された動産」となっています。 

したがって、不動産や加工していない農産物や原料には製造物責任を課されることはありま

せん。ただし、被害は民法などで訴訟の対象にすることができます。 

 

（３）PL法による賠償責任の対象 

第一条には、賠償責任の対象は「人の生命、身体または財産に係わる被害」とあります。し

たがって、身体の被害だけでなく、財産に対する損害も賠償の対象となります。例えば製造物

の欠陥により火災を引き起こした場合、その建物の物的損害も賠償の対象になります。また身

体の被害に関しては、肉体的被害だけでなく精神的被害も賠償の対象になり、いわゆる慰謝料

的な損害賠償が認められる場合があります。PL法第三条では「その損害が当該製造物について

のみ生じたときは、この限りではない」とあります。例えば製造物の欠陥によって発生した火

災で、その製造物のみが焼失したときはPL法上、その賠償責任を負う必要はないといえます。

また、二次被害、例えばトラックが製品欠陥により火災を起こした場合、その運転手の身体的

被害や物的損害などの直接損害はPL法の賠償責任対象と考えられますが、トラックが使用でき

ないことに伴う二次損失などに対しては、PL法上どこまで賠償責任があるかは明確ではありま

せん。民法では過失責任の範囲に過失との相当因果関係が適用され、また特別損失に関しては

予見可能な範囲となっています。PL法についても、第六条で損害賠償の責任は「この法律の規

定によるほか、民法の規定による」とありますので民法と同様な判断が下されるものと考えら

れますが、裁判所の判例を待たねばなりません。製品の欠陥により生じた二次被害をどこまで

賠償するかという範囲は明確でなく、トラブルを避けるためには、契約書や利用規約などで責

任範囲を明確にしておくことが考えられますが、機械の製造企業と機械の使用企業との当事者

同士の責任範囲の契約はその当事者同士では有効であっても、被害を受けた従業員個人との間

で有効であるかということには疑問があります。また、利用規約などで一般使用者に責任範囲

を一方的に宣言するのは、有効とは考えられません。事前責任を果たした上で、やむなく起こ

った事故は保険でカバーするという考え方をすべきです。 

 

（４）製造物責任の免責事項 

① 開発危険の抗弁 

PL法第四条第一項に規定されている免責事項の一つに、製造物をその製造業者等が引き渡し

た時点における科学技術の知見（State of The Art： 新の科学技術の知見）によって欠陥が

あることを認識できなかった場合があります。これは、PL法により製品開発が阻害されないよ

うにとの配慮に基づくものです。 

② 部品、原材料の抗弁 

PL法第四条第二項に規定されている免責事項の一つであり、原材料の供給業者、部品の供給
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業者又は下請け業者が、製造者の設計上の指示（仕様書、注文仕様書及びその他の合意事項）

に従ったことによって生じた欠陥で、過失がない場合、責任を負わないとするものです。逆に

言えば、製造者の設計上の指示に従っていない場合は賠償の責務があると言えます。また、製

造者の指示に明らかな不具合があるのにそれを無視したような場合は業者の責任が問われるこ

とになります。 

 

（５）PL法適用の製造物責任対象者 

PL法第三条には、PL法適用の対象者が規定されています。この法律によれば、損害賠償の責

任対象者の範囲は、製造物を製造又は加工した者に限られません。製造物の輸入者又は、製造

物の製造者として銘版などを表示した者も対象になります。したがって、輸入品を使用した製

造物においても、輸入業者は製造者として損害賠償の責任が問われますし、OEM製品などでは、

製造元及び供給元双方が損害賠償の責任を問われることになります。 

 

（６）PL法の適用期限 

 PL法第五条にはPL法適用の期限があります。製造物の欠陥による被害が発生したときから3

年以内に賠償請求をしなければなりません。また製造物が引き渡されてから10年を経過したと

き時効が成立します。ただし、潜伏期間がある健康被害などでは、症状が現れた時点から起算

することになっています。しかし、20年以内に発生した製造物の欠陥による被害は、不法行為

責任として民法でも訴えることができます。 

 

（７）海外におけるPL法 

海外におけるPL法の内容は国によって異なります。 

日本と欧州では、類似の制度が採用されており、裁判制度も類似の制度となっていますから、

裁判官の合理的な判断が期待できます。 

しかし、米国は、法律が州ごとに異なりますから、注意を要します。また、民事裁判におい

て、陪審員制度が採用されていることから、法令違反や倫理違反に対して懲罰的な罰則が課さ

れる場合があります。 

中国では、三権分立が確立されていないことから、政治的な介入のリスクがあります。 

 
参考１：PL 法第六条の賠償責任に関する民法の適用 

第 416 条：相当因果関係の適用、特別損失に対する損害賠償 
第 417 条：金銭による賠償 
第 710 条：財産のみならず他人の身体、自由又は名誉に対する賠償 
第 719 条：共同不法行為者の連帯責任 
第 720 条：被害者の過失による損害賠償の斟酌 

 
参考２：PL 訴訟判例における損害賠償の範囲 

１．1998 年 異物混入ジュース：慰謝料、弁護士費用 
２．1999 年 冷蔵庫からの出火：店舗内備品及び家財道具等の焼失、休業損害、新住居兼店舗へ

の移転費用等、慰謝料、弁護士費用 
３．2004 年 漢方薬副作用：損害賠償、輸入業者の製造物責任認定 
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Ｑ１７ 機械のライフサイクルにおいて、製造者の責任はどこまでですか？ 

 
機械安全を論じるときに、必ず「機械の全ライフサイクル」という表現が出てきます。機

械安全上の機械の全ライフサイクルは、設計、調達、製造、加工、組立、調整、試運転、解

体、梱包、輸送、据付、試運転、稼動、保守･点検、修理、解体、廃棄等すべての工程（過程）

を対象とし、それらの工程における安全を機械に造り込むとの発想から、広範囲かつ長期間

に亘るものになっています。したがって、機械製造者の機械安全責任は、建前上は、この機

械の全ライフサイクルに及ぶと考えることになります。 
しかし、機械製造者の機械安全責任を直接規定した法律はありません。日本の機械安全法

理は、製造物責任法（PL 法）、民法及び労働安全衛生法等に準拠しますので、製造者責任は

PL 法と民法によって措置されます。これらの法規定内容を理解し、機械安全倫理を十分考

慮した対処が機械安全マネジメント上不可欠となります。例えば、機械の構造寿命などによ

る使用期間を設定し、機械安全リスクアセスメントを実施し、その情報を機械使用者に提供

し、運用することも有効なことです。以下に、留意事項例を参考に記載します。 
 
（１）PL 法と民法の時効期間 

機械のライスサイクルは、いわば、機械の寿命ですが、日本の PL法では、製造物責任の期

間は機械の寿命を基に規定されているわけではありません。PL法での製造物責任は製造物が

引き渡されてから 10年で時効になります。ただし、発症までに時間を要する健康被害は、発

症した時点から起算することになっています。また、10年経過したからといって、賠償責任

が消滅するわけではありません。民法では不法行為による賠償請求は 20年間可能となってい

ます。即ち 10年経過すると製造物責任は問えないが、民法による不法行為責任は問えること

になります。ただし、民法による訴訟では、不法行為を原告側で立証する必要があります。 

しかしながら、PL法や民法の時効期間が機械のライフサイクルにおいて、安全性を受忍可

能なレベルに維持することを否定するものではありません。製品によっては、法的有効期間

に寿命を迎えることもあり、また製品の効率低下や技術の進歩などにより、想定寿命より早

くライフサイクルを終了する場合もあります。PL法や民法上時効に達しているからといって、

高いリスクが許容できるものではありません。また、機械のライフサイクルにおいて、解体

や廃棄のステージには、通常使用状態とは異なるリスクが潜在している可能性があるので注

意が必要です。 

 

（２）責任期間の設定の意味 

機械のライフサイクルに関して、機械仕様書･取扱説明者などにおいて責任期間を設定する

ことで、PL法や民法の規定が緩和されることはありません。しかし、期間を設定してリスク

アセスメントを実施することは、リスクを受忍可能なレベルに低減する条件として重要なも

のです。リスクは時代と共に変化するものであり、また受忍可能なレベルも時代の経過と共

に変化するものです。技術の進歩によりリスク低減方策も変化しますので、リスクアセスメ

ントを機械の使用期間、又は寿命を設定した上で実施し、その情報を使用者に伝える必要が

あります。このような期間を設定することで、期間が経過した時点で前回実施したリスクア

セスメントの結果を見直し、リスクが変化した場合もリスクを受忍可能なレベルに維持する

ように方策を講ずることができます。また、リスクをベースにしたメンテナンスも可能にな

ります。 

－50－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

（３）ISO12100 と PL 法の相違点 

ISO12100-1（JIS B 9700-1）「機械類の安全性－設計のための基本概念、一般原則－第 1

部：基本用語、方法論」の第 1章適用範囲には「この規格は飼育動物、財産又は環境に対す

る損害は取り扱わない」とあります。この規格は、機械の安全性を確保するための方法論と

技術原則を規定するものですが、人間に対する危害を対象としたものであることに留意すべ

きです。 

一方、PL 法の製造物の欠陥による被害は、人の生命、身体及び財産を対象としており、ま

た賠償責任の範囲には民法の規定が適用されます。したがって、ISO12100（JIS B 9700）に

則ってリスクアセスメントを実施、3 ステップ法によりリスクを低減すれば、万全かという

とそうではありません。機械製造者が実施するリスクアセスメントでは、ISO12100 の考え方

に従いながらも、人体の被害だけでなく、飼育動物、財産、環境に対する被害、さらにはそ

れらの二次被害も考慮して、リスクを評価する必要があります。 

PL 法は製品が引き渡された後の損害を対象にしています。一方、ISO12100 は機械類の全ラ

イフサイクルを対象にしており、製作中においても機械の安全性を達成することは、設計者

の責務であるとの考えに基づいています。 

 

参考１：ISO1210 に規定されている「機械のライフサイクル」 

ISO12100-1、第 5.3 章 a)による： 

1）製作 

2）運搬、組立及び設置 

3）立上げ 

4）使用 

   －設定（段取り等）、ティーチング若しくはプログラミング又は工程の切替え 

   －運転 

   －清掃 

   －不具合の発見 

   －保全 

5）使用停止、分解及び安全上問題がある場合には廃棄処分 

 

参考２：刑事責任の例：回転扉事故裁判 

 

PL 法や民法以外に刑事責任を問われた例に、回転扉事故があります。 

本事例の回転扉のライフサイクル（寿命）については把握していませんが、製造物の欠

陥により引き起こされた事故で重大な過失があって死亡事故を起こした場合、機械の製造

者が業務上過失致死罪を問われた事例です。 

回転扉事故の東京地裁判決（2004 年） 

・製造者側被告（1 名）：禁固 1 年 2 月 執行猶予 3 年 

・使用者側被告（2 名）：禁固 10 月 執行猶予 3 年 
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Ｑ18 機械安全に関連した事故による損害賠償の備えにはどのようなものが
ありますか？ 

 

事故により損害を被った被害者又は企業が、該当する機械の製造者に対して損害賠償を求

めて提訴した場合、次のような損失が発生します。 

① 法律上の賠償責任を負うことにより支払うべき損害賠償金 

② 紛争解決のために要した裁判費用、示談交渉に要した費用 

③ 上記に係る弁護士費用及び訴訟に係る試験・鑑定人・証人のために支出した費用等 

④ 身体傷害事故の場合の被害者に対する応急手当費等 

⑤ 欠陥又はその疑いのある既存の市場に出ている同種の機械の回収、修理、交換、破

棄処分等の回収費用 

⑥ 行政処分による操業の一時的運用停止による利益・費用損失 

 さらに事故を起こせば企業イメージが傷つき信用を落とし販売シェアも低下することにな

ります。これらの損失の中で PL保険及びリコール費用保険で填補されるのは①から⑤までに

限定されます。⑥及びその他の間接損害は、保険ではカバーされません。 

 この事故発生に伴う損害に伴う賠償に備えるためには、次のような基本的なエンジニアリ

ング及びマネジメントが必要不可欠となります。 

 

（１）損害発生前に必要な対策 

 安全な機械を設計製造販売し、製造者責任を全うするために、企業内で組織的に「製造物

責任予防（PLP：Products Liability Prevention）」を日常的に実施することが基本的な損害

賠償への備えになります。 

 PLP を全社的に推進するには、経営トップが機械安全に関する方針である「安全ポリシー」

を文書化し、表明することから始まります。この安全ポリシーを具現化し全組織に浸透させ

るために、全部門にまたがる機械安全委員会といったような社内組織を構築する必要があり

ます。委員会は経営トップの安全ポリシーを具現化するために必要なエンジニアリングとマ

ネジメントを立案し、推進し、調整する役割を持ち、機械安全に関して経営トップとコミュ

ニケーションができる組織的位置付けと権限がなくてはなりません。 

 PLP 活動の主たるエンジニアリングは、該当する機械の設計開発段階から調達、製造・組

立、施工、試運転、運用、保全及び廃棄段階に至る全ライフサイクルにおいて、ALARP 原則

に則り、合理的に可能な限りハザードを特定し、そのリスクを推定評価し、受忍可能な範囲

までリスクを回避低減するという「安全原則」を遵守し、それらの一連の作業レコードを保

存することです。 

 このようなエンジニアリング業務を組織的に実施するために、経営資源を手当てし、人材

を育成し、役割分担を明確にするマネジメントが必要となります。 

 

（２）事故発生後の対策 

 機械安全に起因する事故又はそれに伴う訴訟に対処していくため企業内で組織的に対処し

ていく対策が「製造物責任防御（PLD：Products Liability Defense）」です。この PLD は、

事故発生以前の日常業務の中で組織的に実施されている前述した「製造物責任予防（PLP）」
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という上流対策の存在の上に成り立つ下流側の対策です。 

 PLD には次のような活動があります。 

① 事故原因の調査究明 

② 応訴への対応 

③ 訴訟事件に関わる費用の 小化 

④ PL 事故の拡大防止 

⑤ 事故処理体制の整備・充実 

⑥ クレーム処理体制の整備 

⑦ 海外における PL訴訟への対応 

 

機械安全に起因する事故による損害賠償の備えの基本は、PLP にあります。PLP 活動を組織

的に展開することにより、 

① 損害賠償訴訟の発生を抑止し 

② PL 防御（PLD）に際して必要な支援を行う体制が確立でき 

③ 発生した訴訟又は賠償請求に対してそのリスクを 小限に抑える 

ことが可能となります。 

 
参考１：図 事故による損害賠償への備え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

損害発生前の対策（PLP） 

安全原則を遵守し ALARP 原則に

則ったエンジニアリング及びマ

ネジメントの実施 

ドキュメンテーションを含むレ

コードマネジメントの実施 

保険の付保、及び付保内容の検証

これらを組織的に実施するマネ

ジメント 

事故発生後の対策（PLD） 

事故原因の調査究明 

・被害者とのコミュニケーショ

ン 

・法務部・弁護士への対応支援 

・応訴への対応：技術的支援 

・事故の拡大防止 

・クレーム処理体制の整備 

・補償費用 

・応訴費用 
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参考２：図 機械安全責任賠償への備え方策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）設計上の対策：リスクアセスメントを実施し、機械に潜むリスクを明確にし、本質的安全設計方策、

保護方策、使用上の情報提供によりリスクを除去又は ALARP の原則の従い受忍可能レ

ベルに低減すること。 

注 2)製造上の対策：製造過程における不具合を防止し、要求品質を確保し、安全保護方策の確認を行って、

リスクを受忍可能なレベルに維持管理すること。 

注 3)調達上の対策：調達品の要求品質を確保し、リスク情報を入手して、製品のリスク低減に役立てるこ

と。 

注 4)組立・施工上の対策：組立・施工中の不具合発生の防止、保護方策の確認 

注 5)販売上の対策：輸送・保管における不具合の防止、正確な製品情報（リスク情報を含む）の提供、保

守・サービス体制の確立など。また、客先不具合情報の収集などの体制も必要。 

注 6)製造物の安全性確保の文書化対策：機械の安全性を確保するために企業が何を行ったかを証明する文

書（リスクアセスメントやそのプロセスと結果の文書等）の作成。 

注 7)拡大防止対策：事故が発生した場合に、リコール、製品交換、修理などを迅速に行うとともに、リス

ク情報の提供、事故の拡大や再発の防止。 

注 8)紛争防止対策：事故が発生した場合の解決策（和解、調停、訴訟など）に備え法的要求事項の把握。 

注 9)財政対策：事故が発生した場合に備えた生産物賠償責任保険（PL保険）への加入など。 

 

参考３（補足説明）：「使用上の情報」に関する注意事項 

PL 法が発効された当時は、注意・警告ラベルが氾濫しました。注意・警告ラベルは、使用上の情報を

構成する重要な要素で、果たす役割は大きいものがありますが、それは使用者が認識し実行して初めて効

果のあるものです。 

ISO12100 では、「本質的安全設計方策、安全保護又は追加の保護方策を適切に適用するところを、使用

上の情報で代替してはならない」とあります。保護方策で適切にリスクが除去又は低減できるのに、使用

上の情報で使用者に安全対策をゆだねてはなりません。 

機械安全 

責任予防 

PLD 

（製造物責任防御） 

機械安全への取組みの文書化 

拡大防止対策：リコール、修理 

紛争防止対策

転嫁対策：PL保険 

PLP 

（製造物責任予防） 

設計上の対策 

製造上の対策 

調達上の対策 

販売上の対策

本質的安全設計方策 

安全保護方策 

使用上の情報提供 

付加保護方策 

組立・施工上の対策 
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Ｑ１９ 客先との契約上の免責表示は有効ですか？ 

 
機械を設計製造し客先に納入する製造者は、客先のユーザーが誤操作したり、勝手な改造

をしたり、明らかに保全不良などに起因して生じた傷害や機械の損害に対しては、責任を負

うことはできません。このため客先との契約において、機械製造者として保証責任を明示す

るとともに保証責任を負うことのできない事項に関しては免責表示が必要となります。 

 わが国の法律には、免責表示に関する明確な規定はありません。しかし、製造物責任に関

する法理は、わが国も基本的に米国の法理を導入したものですから基本的に同一です。この

ため通常、わが国の産業界においては、米国連邦法の免責表示規定に準じた記載表示を契約

書、仕様書又は取扱説明書において採用しております。 

 一般に産業機械を客先に納入するに際して、該当する機械の製造販売者として、機械安全

に関わる免責表示をすべき事項としては、次のようなものがあります。 

 

① 運転保全マニュアル（取扱説明書）に記載されている指示・警告を無視した操作・保 

全作業による損害・故障 

② 乱用、誤使用、不適切な用途に起因する故障・損害 

③ 売り手の文書による承認なしでの改造・取り付け・変更による故障・損害 

④ 売り手の推奨品以外の付属品・予備品・消耗品の使用による故障・損害 

⑤ 機械の設置環境、動作環境が不適切であるために引き起こされた故障・損害 

⑥ 落雷・火災・洪水・地震などの災害によって引き起こされた故障・損害 

 

 このような免責事項を契約書や保証書などに記載する場合、米国連邦法の統一商法典（UCC: 

Uniform Commercial Code）の 2-316 条「保証の除外又は修正」の規定に準じた免責表示を行

う必要があります。 

 

UCC： 2-316 条 「保証の除外又は修正」の要点 

 商品性の黙示の保証又はその一部を除外若しくは修正するには、文言において商品性に触

れねばならないし、かつ書面の場合には目立たねばならない。また、特定目的への適合性の

黙示の保証を除外又は修正するには、書面によりかつ目立たねばならない。 

 

この UCC の規定に見られますように保証の除外又は修正は、書面の中で「目立つ」ように

記載されていなければなりません。書面の中で免責表示が「目立つ」ような記載表示とは、

どのようなことを指すのかは、UCC（1-201 条）で次のように規定しています。 

 

UCC：1-201 条 

用語又は節が「目立つ（conspicuous）」とは、それが影響を及ぼす分別をわきまえた人に

対して当然気が付くように記載されている場合をいう。 

 

 この規定では具体的に「目立つ」ための要件が分かりません。そこでこの規定に関する判

例から、「目立つ」ための記載表示要件を拾い出すと次のようになります。 
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免責表示の記載要件 

① 保証事項と免責事項とが混在してはならない。言い換えれば明確に区分されていなけれ
ばならない。 

② 目立たせるために免責事項は 

・ 「枠で囲む」 
・ 「他の記載個所よりも印字サイズを大きくする」 
・ 「他の個所とは色を変える」 
・ 「大文字を用いる（英文の場合）」 
・ 「文書の冒頭のページに記載する」 

などの記載表示を採用する。 

 

しかしながら免責事項を「目立つ」ように記載表示したからと言って必ずしもその免責表

示の有効性が認められるわけではありません。免責表示が無効とされるケースとしては次の

ような場合があります。 

 

① 契約締結後に提供された取扱説明書の中に免責事項が記載されていることを買主である

顧客が知った場合 

② 契約締結後に引き渡された保証書に免責事項が記載されていた場合 

③ その他、買主である顧客がその免責事項を購入後に知り得た場合 

 

 さらに買主である顧客にとって、契約書や保証書に記載されている免責事項が不当である

と判断された場合には免責は無効とされます。この点について UCC（2-302 条 2 項）では、次

のように規定しています。 

UCC：2-302 条 2 項 

契約書又は契約条項が、不合理であると裁判所が判断した場合には、 

・「その契約を無効とする」、 

・「不当な条項を除いた契約条項のみ効力がある」、 

・「不当な条項の適用を制限して、不当な結果を回避することができる」 

としています。 

 

 以上述べましたことを考慮して契約上で免責事項を設定しなければなりませんが、その大

前提として、契約段階又は販売段階における商談の過程で、客先に該当する機械の保証事項

及び免責事項を知らすことが、その有効性をもたらすことになります。 

 なお、前述した UCC で述べている「商品性の黙示の保証」とは、機械（製品）の平均的な

ユーザーが合理的に期待する通常の使用目的（ordinary purpose）に適合していなければな

らないことを意味しています。 

 また、「特定目的への適合性の黙示の保証」とは、機械の製造販売者が契約の時点でその機

械に要求される特定の目的を知り得る理由があり、顧客が適切な機械を選定又は調達するの

に、その機械製造者の技量又は判断に依存している場合には、その機械は顧客の意図する特

定の目的に適合しなければならないことを意味しています。 
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Ｑ２０ 機械安全マネジメントとはどのような概念ですか？ 

 
（１）機械安全マネジメント概念 

機械安全マネジメントとは、「機械製造者が、安全な機械を創出し、機械使用者に安全

な機械を提供するために、 適な知識と技術を適用して、機械の設計・製造・据付・引き

渡し・運転・保守点検・廃棄までの全ライフサイクルを通じて、機械安全を組織的・計画

的・効率的・効果的に実現するための経営者主導による経営活動」を意味する概念です。 

機械製造者が社会的信頼を得るためには、企業の社会的責任として、「安全な機械」を

創出し、使用者に安全な機械を提供しなければなりません。しかし、安全な機械を創出す

る活動は、設計・開発者個人の技術力に依存するのではなく、企業の組織力として継続的

に実施され、その目的を恒久的に追求する必要があります。したがって、その活動は、経

営者の強い意思と指導力（リーダーシップ）の下に推進される「マネジメント」の下にあ

ることが必要となります。 

企業の中で、安全な機械を創出する活動は、従来からいろいろな形で実施されてきまし

たが、今後「機械安全」をグローバルな競争力、差別化の種にするためにも、新たに「機

械安全マネジメント」という概念を導入し、国際規格・社内基準を普及・定着させ、「守

り、守らせる」意識的な行動を起こすことが有効になります。 

品質、環境、労働安全衛生など、「××マネジメントシステム」呼ばれるものは、ISO

などに規定されていますが、「機械安全マネジメントシステム」という規定はありません。

しかし、EU 域内に製品を上市する場合に必要な CE マークの取得、米国の PL 訴訟の対応な

どには、機械安全に対する組織的な取り組み、「機械安全マネジメントシステム」への取

り組みが必要不可欠となっています。早急な仕組み作りが必要です。 

 

（２）機械安全マネジメントに求められるシステム機能 

機械安全マネジメントのシステムイメージは、図１「機械安全マネジメントシステムの

プロセスフロー」のように、他のマネジメントと大きく変わるものではありません。方針

の策定、推進のための組織化、実施（ＰＤＣＡ）、システム監査、システム改善などの機

能を備える必要があります。 

しかし、大きな特徴は、その目的がマネジメントシステムの構築ではなく、安全な機械

を創出という目的達成にあるという点です。そのために道具として機械安全リスクアセス

メントを実施し、リスクを受忍可能な域まで下げる活動をすることが必須事項ですので、

それらの行為の組織的な展開をマネジメントすることも特徴のひとつです。 

 

（３）機械安全マネジメントの期間とその関連部門対象 

機械安全マネジメントの上記特徴は、工場出荷時点で終わるのではなく、機械の設計・

製造・据付・引き渡し・運転・保守点検・廃棄までの全ライフサイクルを通じての機械安

全を対象にしますので、極めて長期間に渡るマネジメントとなります。 

また、設計部門における法及び規定を遵守した機械安全設計を管理するという範囲だけ

ではなく、上記長期間に渡って関連する広範囲の部門の業務との総合的・組織的かつ継続

的なマネジメントが必要です（図２参照）。 
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（４）関連法理 

機械安全マネジメントに関する直接の法理はありませんが、労働安全衛生法、製造物責

任法及び各種関連事業法などがありますので、それらを遵守するためのマネジメントであ

るという一面もあります。 

 

図１ 機械安全マネジメントシステムのプロセスフロー 
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図２ 機械マネジメントシステムの対象（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：機械安全マネジメントを取り巻く関連法規 

a. 労働安全衛生法（平成18 年4 月から改正法が施行） 

機械設備使用事業所における安全リスクアセスメントの実施を努力義務化し、機械製

造者に対する機械安全リスクアセスメントの実施を要求させる環境作りとなる。 

b. 製造物責任法 

わが国の製造物責任法も製造物責任の判例も、欧米で発展した製造物責任の法理を踏

襲している。その意味で下記に示す欧米の安全規格に対する法的な見方が参考になる。 

○規格は関係諸団体が制定したものであるから、 大公約数的なものとなる。そこで

製造物責任の視点からみると、 低限遵守しなければならないものがあるが、それ

を単に遵守したからと言って安全性が確保されたとは言い難い。なお、BSI（英国

規格協会）発行のBS 規格では、個々の規格の冒頭で、「BS 規格を遵守しても、そ

れだけでは法的な責任から免責されるものではない」という文言を掲げている。 

○製品製造者は、規格に規定されている事項が正しいか否かを判断する責任がある。

不的確な事項を規定している規格を遵守して事故を起こした場合、その製品製造者

は責任を問われる。また、その規格制定に関わった関係団体も責任を問われる。な

お、わが国で極めて高い評価を得ているUL 規格も、過去に度々誤った規格を発行

し、それを遵守し事故を起こした製品製造者共々PL 訴訟され敗訴している。 

c. 機械の包括的な安全基準に関する指針（平成13 年6 月、厚生労働省）： 

製造者等は、機械のリスクを低減するためリスクアセスメントを実施し、リスクを評

価しリスク低減の必要性の有無を決定し、リスクを低減し、残留リスクについては、使

用上の情報として機械を譲渡し又は貸与する者に提供すること。 

なお、改正労働安全衛生法の施行に伴い、現在、本指針の改定作業も進行している。 
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Ｑ２１ 機械安全への取り組みで設計の役割は何ですか 

 

（１）機械安全マネジメントにおける設計･開発部門の位置付け（役割分担） 

機械製造者における機械安全マネジメント及び機械安全への取り組みは、経営者の強い意

思と指導力（リーダーシップ）の下に推進される「マネジメント」の下で実施する必要があ

り、その機能として次の６項目があります。 

① 機械安全方針・目標設定 
② 機械安全活動の組織化 
③ 安全な機械の設計製造 
④ 機械安全の監査 
⑤ システム及び製品の改善 
⑥ 監査・改善実施後のレビュー 

 

この中で中心となるのは、やはり設計・開発部門といえます。経営部門の指揮の下に技術

的実務部隊として設計･開発部門を中心にしながら、各部門の協力を得て取り組む必要があ

ります。主な関係部門との標準的な役割分担は表に示すようになりますが、そのほか人事労

務部・総務部･知的財産管理･情報管理･技術管理・営業部・工事部などほとんど全部門に役

割分担が生じます。 

 

表 機械安全マネジメントにおける関係部門の常識的な役割分担表 
項  目 A 経営 B 設計・開発 C 品質保証 D 製造・調達など 

①機械安全方針・目標設定 全社◎ 自部門◎ 全社○ 全社○ 全社○ 
②機械安全活動の組織化 全社◎ 自部門◎ 全社○ 全社○ 全社○ 
③安全な機械の設計製造 全社○ 自部門◎ 全社○ 全社○ 自部門◎ 全社○ 
④機械安全の監査 全社◎ 全社○ 全社○ 全社○ 
⑤システム及び製品の改善 全社◎ 自部門◎ 全社○ 全社○ 自部門○ 
⑥監査・改善実施後のﾚﾋﾞｭｰ 全社◎ － 全社○ － 

注１）◎中心的役割あり、○支援的役割あり、－直接関与なし。 
注２）A：経営者及び経営部門は、機械安全方針の決定、機械安全活動の組織化、機械安全の監査、システ

ム及び製品の改善、並びに監査・改善実施後のレビューに、全社的に中心的役割を持つ。 
B：設計・開発部門は、経営部門からの方針等の指揮を受けて、設計業務として中心的役割を持つ。 
C：品質保証部門は、機械安全を品質保証活動の中で推進する場合に、経営部門を支援する。 
D：製造・調達部門などの他部門は、全社の機械安全方針及び目標を実現する業務を遂行する。 

 

機械安全マネジメントを効果的に実践するためには、全組織が権限と責任をそれぞれ適切

に分担し合い、独立した部門の監視機能や関連部門間の相乗効果を適宜生み出しながら、そ

れぞれの部門が与えられた役割を果すことが求められます。 

 

（２）機械安全マネジメント機能上の設計･開発部門の責任と役割 

機械安全マネジメントを実践する上で設計･開発部門は、PLAN－DO－CHECK－ACT のマネジ

メントサイクルの DOの部分を担当する重要部門であり、機械安全の成否は設計･開発部門の

行動如何にかかっているといっても過言ではありません。その意味で設計・開発部門の責任
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と役割は大きいものがあります。機械安全マネジメントの面から特に不可欠な役割を挙げる

と次のようなものがある。 

① 機械安全の基準の策定・維持・向上 

機械安全の水準を確保するための設計基準を先ず策定し、それを維持し、安全水準の継

続的な改善を図る。そのために必要な事項は次のとおりです。 

・機械安全水準の明確化  

・国内外の法規制の明確化と方針の決定（明確化） 

・内外の関連規格の明確化と方針の決定    

・内外の業界標準の明確化と方針の決定 

・客先標準の明確化と方針の決定 

・自社標準の策定と方針の決定 

 

② 機械安全設計計画（計画書、プログラム）の策定 

・経営理念に基づく機械安全方針・目標の設定 

・機械安全実施機種の設定 

・実施スケジュールの決定 

・実施責任者の指名 

 

③ 機械安全計画（計画書、プログラム）の実施状況の監視 

・機械安全プログラムの進捗状況の監視 

・機械安全水準達成状況の把握、確認 

 

④ 機械安全リスクアセスメントの実施 

機械安全リスクアセスメントは機械安全計画（計画書、プログラム）を実施する上で核

となるものです。 

 

⑤ 機械安全設計の妥当性確認 

試験、プレコミッショニング、コミッショニングにおける安全設計の妥当性確認 

・本質的安全設計の妥当性 

・安全防護及び付加保護方策の妥当性 

・使用上の情報の妥当性 

 

⑥ 安全の追跡調査 

・事故、出来事（事故に至らないニアミスなど）の調査 

・新技術、新保護方策の適用可否 

 

⑦ 情報収集と分析 

製造する機械の 新技術情報に加え、リスクを除去しリスクを低減し受忍可能なリスク

状態を達成すための 新機械安全情報を収集し、分析し、機械の安全設計にフィードバッ
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クすることも設計・開発部門の責務です。 

 

（３）設計･開発技術者個人の役割 

機械安全マネジメントの活動は組織的活動ではありますが、それを支えるのは設計･開発

を担う個々の技術者です。その設計･開発技術者個人に課せられた責任と役割の達成なくして

機械安全マネジメントの成功はあり得ません。各個人に求められる主要な役割を挙げると次

のようなものがあります。 

① 技術者としての倫理・道徳観の向上 

② 安全化に関わる技術力の向上 

③ 法的要求事項、関連する規格、標準の理解 

④ 機械安全設計手法（ツール）の理解と実践力 

 

（４）安全な機械の設計製造上の日常的な役割 

設計部門の業務は他部門では代替できないほど重要です。そうした設計部門の役割は、「安

全な機械の設計製造」で、換言すれば、客先要求の機械仕様を満足させると同時に機械に安

全を創り込むこと、危険源・危険事象を予見ししかるべき対策を講じること、残留リスク等

の必要情報を明確に機械使用者に伝達することなどで、それらの情報を図面、調達仕様書、

取扱説明書などの文書に作成し、設計以降の後工程に正確に情報伝達することです。当然、

それらの役割を果たすためには、客先の要求仕様、遵守すべき法令及び規格類、 新技術（含

む安全関連技術）動向への対応、他社製品との差別化・競争力確保などを考慮しながら、総

合的な調整機能を発揮して設計を行うわけで、設計業務は多種多彩です。 

この日常的な設計部門の役割遂行に関しても、機械の設計・製造・据付・引き渡し・運転・

保守点検・廃棄までの全ライフサイクルを通じて、機械の安全を確保するためには、各部門

の協力が必要であり、各部門がその担当分野において機械安全関連業務を全うすることが必

要で、組織的展開が不可欠です。例えば、機械の製造時の安全を確保するのは、製造技術部

門と現場の安全担当、据付時は現地工事の建設部門、引渡し・運転時はサービス部門、お客

様の使用状況を把握するのは営業部門、 新の技術レベルをウォッチするのは知的財産部門

や技術情報部門、規格・標準の普及・定着は技術管理部門、セーフティアッセッサなどの人

材育成は人事部門、グリーン調達は資材部門など、社内各部門が中心になった活動があって

初めて設計・開発部門は「安全な機械の設計製造」が可能になります。 
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Ｑ２２ 機械安全マネジメントシステムとその他のマネジメントシステム（品
質、環境など）に相違点はありますか？ 
各種マネジメントシステムは個々に実施しなければなりませんか？ 

 

（１）マネジメントの基本は同じ 
機械安全マネジメントの原則と取り組みは、品質又は環境マネジメントで提唱されている

ものと基本的に同じです。品質や環境への進歩的な取り組みは、個人や単独組織の任意的な

活動ではなく、組織的な活動が必要不可欠と考えられています。機械安全マネジメントも同

じことがいえます。 

したがって、機械安全マネジメントを他のマネジメントや企業経営とは別のものとして考

えていると、機械安全を効果的にマネジメントすることができません。それぞれのマネジメ

ントもお互いに関連をもっていますので、トップマネジメント下に企業経営の一環として総

合的に取り組む必要があります。しかし、運用面では、機械安全の特性から自ずと異なるも

のになりますから、機械安全を品質マネジメント、又は環境マネジメントの一環として取り

組む場合には、その違いを意識して取り組む必要があります（Q２０参照）。 

特に、機械安全マネジメントには、目的、対象及びマネジメントスパン、機械安全リスク

アセスメントの実施という特徴（相違点）があります（表参照）。 

 

表 機械安全マネジメントにおける特記事項 

目 的 

機械安全マネジメントを実施する目的： 

①狭義：安全な機械の創出による競争力強化・差別化、PL法訴訟対策（ＰＬＰ）

②広義：社会的貢献と企業永続のための経営理念・方針の実現 

対 象 

マネジメントする対象は、安全な機械の創出であり、製造する機械の安全レベ

ルの確保です。 

そのための対象は： 

①機械安全を創出するためのマネジメントプロセスであり、そのシステム化と

維持。 

②２つ目の対象は機械安全のレベルであり、その確保を経営意思決定すること。

マネジ

メント

のスパ

ン 

企業が経営上機械安全を想定する期間は、製造段階から製品を客先に引き渡す

までではなく、客先での使用・保守・廃棄までを含めたライフサイクルのすべ

ての期間であり、この全ライフサイクルを考慮した機械安全のマネジメント指

向が求められています。 

実 施 
機械安全リスクアセスメントをベースにした機械安全プログラムを実践するこ

とです。 

 

また、単独のマネジメントシステムとして取り組む場合も、関連性を重視し、品質や環境

マネジメントで実施するのと同じような厳しさを適用する必要があります。 

 

（２）品質マネジメントと機械安全マネジメント 

品質を確保する従来の取り組みでは、製造過程の終点で品質を管理することが重要視され

てきました、即ち、製品が客先に届く前に、検査して欠陥を取り除くことに注力しました。

これは、費用も掛かり能率的でありませんでした。現代の取り組みは、プロセスを基本にし
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た品質保証で、それは品質をマネジメントして品質を作り込むことであり、欠陥を見つけ出

して是正することではありません。同様なことが機械安全に関しても言えます。旧来の組織

では、事故や危険事象が発生した場合、単に対応するだけのものが多く、予防という観点が

あまり重要視されていませんでした。機械安全においても、望ましい結果が達成され、残留

リスクが受忍可能なレベルまで低減されたことを管理するために、効果的な機械安全マネジ

メントシステムを構築して実行し、望ましい結果をもたらし、さらにそのプロセスが保証で

きるシステム化が求められています。言い換えれば、機械安全活動も、問題を先取りして対

策を打つ、いわゆるフロント・ローディング活動と言えます。 

 

（３）環境マネジメントと機械安全マネジメント 

 環境マネジメントは企業活動の環境影響をミニマムにする組織的な活動です。例えば製造

企業では、製品の製造過程を管理し、環境影響を定めた目標値に抑制するプロセスに重点を

置く活動です。従来、環境マネジメントは、企業がその活動の過程で排出する環境影響に対

する取り組みに重点が置かれ、いわゆるエンド・オブ・パイプの活動でしたが、 近は、製

品の持つ環境影響、例えば、機械の使用者が機械を使用、又は廃棄する場合の環境影響も考

慮するようになってきました。環境影響は、自然環境だけでなく人間の健康に影響を及ぼす

ものですから、広い意味でリスクといえます。したがって、人間、環境及び財産に対するリ

スクを対象とする機械安全と共通の側面と持っています。また、環境マネジメントの運用面

では、著しい環境影響を特定し、影響度の大きいものから対策を講じることが基本ですから、

機械安全のリスクアセスメントと共通する考え方が採用されています。また、環境マネジメ

ントでは、法的要求事項の遵守が重要な管理項目になっています。機械安全も法的要求事項

や多くの規格があり、それらを遵守する管理が必要なことも共通点の一つといえます。 
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Ｑ２３ 機械安全マネジメントは機械安全の普及に何故必要ですか？ 

 

 機械安全は、技術者個人や一設計部門の活動で達成できるものではありません。それは、

企業が組織的に対応して、企業の社会的責任を果たす重要な活動であるからです。企業が機

械安全の社会的責任を果たすためには、機械安全マネジメントシステムを構築して、組織的

に対応することが必要不可欠です。このことは、品質、環境、労働安全なども同様であり、

経営者を先頭に、企業組織や利害関係者が総合的に取り組む必要があります。 

 

（１）機械安全マネジメントの必要性 

機械安全マネジメントの提唱及び普及には、多くの課題がありますが、先ず経営者の理解

を得た上で、実践しながらマネジメントシステムとして完成度を高めていくことが、 善の

方法です。 

先進国における成熟社会の価値観として、人間の尊厳・安全を 上位に位置付け、その推

進及び維持のために、技術力を駆使した合理的な取り組みが求められています。機械製造者

として、その実現には、経営者自らがリーダーシップを発揮して機械安全マネジメントに取

り組み、実践することが必要不可欠です。いままで、日本の機械製造者において、必ずしも

経営戦略の中核に位置付けられていなかった機械安全への取り組み、機械安全実現に不可欠

なリスクアセスメントの導入、及びリスクアセスメントをベースにした本質的安全設計方策

などを、短期間にしかも効率的に導入して成果を挙げるために、機械安全マネジメントとい

う概念の下に、経営トップが経営戦略的に取り組むことが重要です。 

機械への安全の作り込みは、直接的には設計開発部門の業務であり、設計開発部門長のリ

ーダーシップの下で推進すれば十分であると考えがちですが、実際は、機械の製造に必要な

広範囲の部門及びプロセスが関与しますので、組織的総合力が必要となります。例えば、客

先との安全仕様の契約、法規格の制約との整合性（法理対応）、機械安全水準とコストとのバ

ランス、安全技術の研究開発、事故訴訟対策と保険対応、安全な資材及び機器等の調達、機

械安全の妥当性評価、安全技術の教育及び人材育成、機械安全の文書整備と管理への組織的

な対応など必要な事項が多くあります。したがって、多くの部門の力を結集することが不可

欠になっています。従来の設計陣容で、従来の設計業務の延長線上で、「『機械安全』の新し

い波」への取り組みに必要な機能のすべてを全うさせることは、能力的にも物理的にも困難

です。 

経営トップの経営方針及びそのリーダーシップと、実施部門の問題認識レベルとがうまく

噛み合って、組織的な取り組み（機械安全マネジメントシステム）が構築されて初めて、大

きな効果が発揮されます。品質マネジメント、環境マネジメント、及び労働安全衛生マネジ

メントの普及で経験したように、新しい価値観を組織に定着させるためには、この新しいマ

ネジメントシステムを経営トップのマネジメントの下に置くことが有効です。 

当然のことですが、機械安全マネジメントは、各企業の事業及び組織規模に応じて、 適

な体制とすればよいのであって、画一的で標準的な発想は不要です。機械安全マネジメント

の内容の是非ではなく、機械安全マネジメントの必要性を認識して取り組んでいるかどうか

が重要なポイントです。 

 

（２）機械安全マネジメントの位置付け 

機械安全マネジメントの関連分野の広さと奥深さを認識すれば、組織的対応の必要性は自
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ずから明白になります。下図は、中心に機械を、外輪に外に向かって機械性能、製造プロセ

ス、諸管理、マネジメントシステム機能をそれぞれ位置付けて体系化し、その円を囲む環境

として法令・規格・市場の価値観・各種技術等が関与し支援するという概念を示しています。

このように多様な経営活動の中で、経営者が企業の継続的発展を念頭におきながら、機械安

全に関してどのようなマネジメントを実施するかを、戦略的に意思決定することが求められ

ています。 

また、安全な機械を作り出す業務と責任を直接負っている設計開発部門に対しては、機械

安全への取り組みを経営活動の中で経営方針として掲げ、その遂行への組織化を図り、社内

の基盤整備をしてマネジメントの俎上に載せるなど、バックアップ体制を整えておく配慮も

必要です。 

 

（３）トップダウンの機械安全マネジメントの意義 

機械安全マネジメントは、「機械製造者が安全な機械を創出し、機械使用者に安全な機械を

提供するために、 新の知見と科学技術を適用して、機械の設計・製造・据付・引渡し・運

転・保守点検・廃棄までのライフサイクルを通じて、機械安全を組織的・計画的・効率的・

効果的に実現する」という時の流れに棹さすものであり、本来、トップダウン活動の中核を

なすものです。 

一方では、日本的なボトムアップ活動の意義を重視し、機械安全活動に関してもボトムア

ップで十分であるとの発想も垣間見られます。品質活動では、日本的なボトムアップ活動が

成功してきましたので、機械安全活動にとってもボトムアップ活動は欠くことのできない日

本の文化と考えることができます。 

どちらかといえば、機械安全への取り組みは、欧米企業が先行しており、日本企業が後手

に回る状況にありますので、早急なキャッチアップのためには、日本のボトムアップの土俵

を活かすトップダウンの機械安全マネジメントを展開することが有効と考えます。欧米の文

化を取り入れながらも、日本独特の優れた文化を融合させ、機械安全マネジメントを推進し

て行くことが望まれます。ただ西欧の文化を踏襲するだけでなく、良い意味で日本文化を取

り入れた機械安全マネジメントシステムの標準化が重要な意味をもつものと考えます。 

現在、機械安全のニーズに応えるために、設計開発部門には従来からの機械安全への取り

組みに加え多くの負担が掛かっていると言えます。それらの負担は単純に腕力仕事で処理で

きる内容のものではありません。新しい知識･知見の蓄積が必要であり、人・組織・物・情報

を含めた環境整備が必要になり、苦労しているのが実態です。したがって、機械安全への取

り組みを経営トップが理解し、経営トップによる機械安全マネジメントを推進することが、

関係者にとって物心両面においてフォローの風になると期待されています。 

トップダウンの機械安全マネジメントが展開されることが、今求められています。 
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図 機械製造企業経営における機械安全マネジメントの位置付けと体系 
 
 
 
 

管理技術

・システムアプローチ ・方針管理 

・ＰＤＣＡサイクル ・ＩＥ・ＶＥ 

・安全評価・デザインレビュー 

・統計手法 ・信頼性解析（FMEA/FTA 等）

・特性要因分析法 ・チェックリスト法 

・シナリオライティング法 

・データベース（人体寸法、機械安全等）

等 

マネジメントシステ

・品質マネジメント 

・環境マネジメント 

・情報セキュリティーマネジメ

ント 

・リスクマネジメント 

・労働安全衛生マネジメント 

・プロジェクトマネジメント 
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関連事業 
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ト 
・弁護士業 
・非破壊検査事

業 
等 

市場の価値観
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・安全第一   ・高精密化 
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        等 
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・食品衛生法、・消防法、・製造物責

任法 
・機械の包括的な安全基準に関する
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・労働安全衛生マネジメントに関す
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・電気事業法、・鉱山保安法、 
・ガス事業法、・高圧ガス保安法、 
・原子力基本法、・環境基本法、 
・鉄道事業法 ・建築基準法 

・製品別法令（自動車・船舶等） 

等 

固有技術 

・機械工学 

・電気工学 

・電子工学 

・通信工学 

・金属工学 

・化学工学 

・安全工学 

・人間工学 

・制御工学 

・環境工学 

・造船工学 

等 

製品技術

・工作機械 ・木工機械 ・油圧機器

・製鉄機械 ・重電機械、・縫製機械

・建設機械 ・内燃機関、・ボイラー

・風力機械 ・水力機械 ・通信装置

・化学機械 ・舶用機械、・事務機械

・産業機械 ・産業車両 ・医療機械

・農業機械 ・鉄道車両 ・鍛圧機械

・繊維機械 ・自動車   ・環境装置

・食品機械 ・印刷機械 ・光学機械

・包装機械 ・測定装置 ・プラント

・半導体製造装置 

等 
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Ｑ２４ 機械安全マネジメントの実施で、製品はコストアップになりません

か？ 機械安全のコストは受益者負担と考えてよいのですか？ 

 

（１）製品コストは原則として、受益者負担！ 

従来、機械安全の不備及び誤操作などによる労働災害（人災）及び物損は、工場における

機械の操業時を想定するものでした。しかし、現在、問題としている機械安全の対象は、機

械の製造、運搬、組立･設置、調整･試運転、使用（設定替え、運転、清掃、不具合の発見、

保全等）、分解･廃棄という機械の全ライフサイクルを対象としており、その検討領域が格段

に拡大されています。それらのライフサイクル全域に渡る機械安全を作り込むための機械安

全活動には、①リスクアセスメントの実施、②本質的安全設計方策、③安全防護及び付加保

護方策、④使用上の情報によるリスク低減、さらにそれを実施する⑤マネジメントシステム

の運用などが必要になりますので、従来とは異なるコストが発生することが予想されます。 

それらのコストが、機械製造企業の自己負担なのか、客先負担なのかには議論の余地があ

ります。機械安全が発注仕様書に明記され、必要コストが受注金額に積算されている場合は、

明確になっていますが、日本の商習慣の延長での取引では、この新しい機械安全への対応コ

ストを客先が負担してくれるか明確になっていないのが現実です。今後の解決課題です。 

しかし、社会的ニーズに応え機械に対し安全という付加価値を高めるわけですから、適切

な必要コストを受益者が負担することはビジネスの一般常識と考えることができます。 

 

（２）機械安全は製品のコストアップになるとは限らない！ 

機械安全対応のコストと事故防止のメリット（訴訟費用、和解金、損害賠償金などの減額）

とは一般にトレードオフの関係にあります。全ライフサイクルを考えて機械の安全に対応す

る方が、総コストは小さくなると言われています。また、設計開発初期段階から、本質的安

全設計方策に取り組み、リスクを低減させれば、追加設計・改造工事及び追加部品などに伴

う工程混乱を含め追加コスト等の発生は抑制されますので、機械の安全に掛ける費用は、そ

れほど多くならないと考えられます。むしろ、設計のタイミングを考慮しないで、設計のプ

ロセスが進んだ状態、又は完成時点で、リスクアセスメントを行い、追加対策を採ろうとす

ると、追加の防護方策となり、余分なコスト（異常なコスト）の発生ということになります。 

設計のプロセスに合わせて、リスクアセスメントを実施し、本質的安全設計方策により、

安全を作り込む、即ち、フロントローディングを実施すれば、異常なコストの発生は防止で

きるはずです。 

 

（３）製品の競争力とライフサイクルコストを意識した対応が必要！ 

近では、日本の企業の中にも、機械設備の調達条件の中に、機械製造者が実施した機械

安全リスクアセスメント結果の関連資料の提出を求める動きが出始めています。機械製造者

と機械使用者との両者の機械安全に対する考え方が、市場の国際化という動向の中で同質化

する傾向を見せ始めたものと見ることもできます。これらの動きの中から、機械安全対応コ

ストの両者間での分担の発想も構築されることが期待できます。 

日本社会における「水と安全はただ（無料）」という価値観をそろそろ払拭し、「水も安全

も有料」という新しい価値観を定着させる時代になったとの認識をもって企業経営を行う必

要があります。その意味でも、機械製造者が機械安全を経営戦略の重要施策の一つ、即ち安

全が製品競争力の柱と位置付け、機械使用者は製品のライフサイクルコストの低減として位

置付け、それを積極的に活用することが企業繁栄の近道となってきています。 
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Ｑ２５ 機械安全マネジメントは何から実施すればよいのですか？ 

 

（１）機械安全マネジメントの構築 

機械安全マネジメントの概念はＱ２０に示されています。このマネジメントを実施するた

めには、マネジメントのシステムを構築しなければなりません。そのためには、機械安全方

針（ポリシー）を策定し、経営者のコミットメントとして表明することです。これが機械安

全マネジメントシステムを構築する第 1歩であり、経営者の 大の役割です。 

 
① トップダウンの機械安全方針（ポリシー）のコミットメントの必要性 

機械安全方針の社内外への公表は、先ず機械使用者としての顧客の機械安全への関心が高

まる環境の中で、機械製造者選定条件の１つとして位置付けられ、購入（発注）する機械の

主要な（第一段階の）選択基準になろうとしています。当然のことですが、機械安全方針が

妥当な内容であり、それが機械製造者の企業活動に浸透し機械安全が実現されていることも

発注先選定の条件になろうとしています。したがって、機械製造者にとっても、機械安全方

針が自社組織内に浸透していることが必要不可欠です。また機械安全方針は、社内外にコミ

ットメントされて初めて、十分にその機能が発揮されるものであることも理解する必要があ

ります。機械安全方針は、飾っておくだけのものではなく、機能させなければ価値がありま

せん。機械安全方針を、社内外に如何にコミットメントするかは、企業経営者の重要な役割

です。 

機械安全方針策定の意義は、先ず経営者による機械安全方針の表明そのものにあります。

次にその結果として、企業組織と従業者に機械安全方針を浸透させることにあり、 後に企

業内における機械安全文化の定着へと展開し、機械安全の初期的な取り組みを通じて顧客及

び社会の信頼を得ることにあります。 

 

② 機械安全マネジメントシステム構築における経営者の責任と役割 

 機械安全マネジメントシステムを構築するに当たって、経営者が行う責務には、次のよう

な事項があり、経営者が強い意志をもって推し進める必要があります。 

① 機械安全推進組織の構築と機械安全推進責任者の選定 

② 機械安全方針の策定及び浸透の推進（リーダーシップの発揮） 

③ 必要な経営資源（人、モノ、金、情報）の確保・使用 

④ 関係者の教育（社員教育、協力会社員教育等）の推進 

⑤ 機械安全に対する水準（社会的、業界的、自社等）の把握と自社水準向上の推進 

⑥ 事故情報の収集とフィードバック活用のための組織（システム）の構築 

⑦ ドキュメントマネジメント体制（記録類の保管システムを含む）の整備推進 

など 

 

（２）機械安全マネジメントシステムの実践 

機械安全マネジメントシステムもその基本は、Plan-Do-Check-Actionから構成されていま

す（Ｑ２０図 機械安全マネジメントシステムのプロセスフロー参照）。それらは、次のよ

うな内容から構成されます。 
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Plan：経営者のポリシーに基づいた目標の設定、即ち目標を達成する手段、評価基準、資

源の割り当てを行う。 

 ａ．社会の要請、企業の行動規範及び企業戦略などから方針を定める 

 ｂ．企業の方針と現状把握から目標を定める（目標は定量的であることが望ましい） 

 ｃ．企業の現状レベルから目標を達成するための施策を決める 

 ｄ．目標達成に必要なプロセスと責任の明確化を行う 

 ｅ．施策を実行するための資源の割り当てを行う 

 

Do: プロセスの実行、即ち計画に従って施策を実行する。 

  ａ．決められた通り実行する 

  ｂ．構築されたマネジメントシステムに従って実行する 

  ｃ．予定通り実行する 

  ｄ．実行結果を記録する 

 

Check：計画及び実行の定期的なフォロー及びレビューを実施し、計画及びプロセスに問

題はないか、マネジメントシステムが有効に機能しているかを確認する。 

  ａ．実施状況のフォローは担当者以外の人が行う 

  ｂ．計画時に決められた評価基準により実施する 

  ｃ．計画された目標の達成が困難な場合、要因を分析し、必要な措置をとる 

 

Action：監視、測定の結果を踏まえ、是正処置、及び予防処置を取るとともに、システム

の改善を行う。 

  ａ．実施結果から未達成の要因を分析する 

  ｂ．要因は技術的なものとマネジメント的なものに分ける 

  ｃ．分析結果から改善計画を作成し、次の計画に反映させる 

  ｄ．計画通り目標が達成された場合は、そのプロセスを標準化する 

これらマネジメントの基本要素は、マネジメントの各プロセスにも存在します。マネジメ

ントの実施に当たっては、一般に P-D-C-A の順に実施するのが一般的ですが、その性格から

マネジメントの実践は、どこから始めてもよいのです。また、マネジメントシステムはその

ように構築されていなければなりません。例えば、次に示すように C-A-P-D の順に実施する

こともできます。 

① Check ：既存の機械のパフォーマンスを評価する 

② Action：機械安全マネジメントの改善点を把握する 

③ Plan ：機械安全マネジメント方針に反映する 

④ Do    ：機械安全プログラムを策定する 

P-D-C-A のサイクルはマネジメントシステムの各プロセスにも存在しますから、大事なこ

とは P-D-C-A の小さなサイクルをきちんと回し、スパイラルアップさせて行くことがマネジ

メントシステムの基本です。 

 

（３）マネジメントシステムの構成項目は大同小異 

マネジメントシステムの構成項目などの考え方は、参考に示すように表現は微妙に異なり
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ますが、機械安全マネジメントであろうが、その他のマネジメントであろうが本質的に変わ

るものではありません。それらの具体的な差異は、実施活動の中身、特にシステム構築が目

的か、成果（パフォーマンス）追求かによって、多様に変わる要素があります。機械安全マ

ネジメントは、経営方針に基づいた安全を機械に作り込むという成果（パフォーマンス）を

求める点に留意することがポイントで、その点を明確にすることが、機械安全マネジメント

着手の出発点ということができます。 

 

参考：マネジメントシステムの構成項目対比一覧 

項  目 システム安全規格 
労働安全衛生 
マネジメント 

品質マネジメント 

１．ポリシー設定 
 方針の表明 
 行動指針の設定 

基本目的の設定 

・システム安全プログ
ラムの目標(882C) 

・安全衛生方針の表明 ・品質方針の設定 
・品質目標 

２．組織化 

 
 監査部門の役割 

・プログラムマネジャ
ーの任務（882D） 

 
 
 
・システム安全活動の
レビュー 

・事業者の役割 
 
 
 
 
・システム監査 

・経営者の責任 
・ トップマネジメン

トの役割 
・管理責任者の責任

と権限 
・内部監査 

３．実施活動 
（１）計画 ・システム安全計画の

策定 
 
 
 
 
 
 
 
 
・文書化 

 
・安 全 衛生方 針 の

表明 
・安全衛生目標の

作成 
・安全衛生計画の作成
・安全衛生計画の

周知 
・機械、設備、化

学物質等の譲渡
又は提供 

・文書化 

 
・品質方針の作成 
・品質目標の設定 
・品質マネジメント
システムの計画 

・内部コミュニケー
ションの確立 

 
 
 
 
・文書化 

（２）実施 ・システム安全計画の
実施 

 

・安全衛生計画の実施
及び運用 

・安全衛生計画の周知
・機械、設備、化学物

質等の譲渡又は提
供 

・製品実現 

（３）有効性評価 ・リスク低減の検証 ・日常的な点検 
・システム監査 

・監視及び測定 

（４）改善の実施 ・リスク低減の検証 
・残留リスクのレビュ

ーと承認 

・日常的な点検による
改善 

・システム監査による
改善 

・継続的改善 
・是正処置 
・予防処置 
・最高経営者による

レビュー 
４．システム維持 
（１）文書管理 

 ・文書管理 
・記録管理 

・文書管理 
・記録管理 

（２）教育・訓練  ・教育の実施 ・力量、認識及び教
育・訓練 
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Ｑ２６  機械安全への取り組みに言及した企業経営方針とは、どのようなも

のですか？ 

 
（１）企業経営方針としての機械安全方針 

企業の経営方針とは「経営者が、企業目標・目的を達成するために、何をするかを明確に

方向付ける指針」であり、社是、企業憲章、企業理念、企業行動指針などの企業の創業哲学・

理念・価値観等のバックボーンに基づいた位置付け（性格）のもので、さらに企業の具体的

な活動に直結した内容・表現という性格を備えたものです。企業の中には、社是、企業憲章、

企業理念、経営方針などを区別せずに一体のものと考え運用している例も多くあるようです。 

経営方針の意義は、企業経営を通じて、社会的責任を果たし、顧客や利害関係者の満足を

得るための諸方針が、経営者によって社内外にコミットメントとして表明されることにあり

ます。多くの企業では、品質や環境に関する取り組み方針について既に実施されていますの

で、機械安全に関しても同様に実施する必要があります。機械製造企業の「安全な機械を創

出し、社会の発展に貢献する」という機械安全への取り組みは、「労働災害の少ない安全な職

場創りに貢献する」という社会的責任を果たす上で重要な課題です。その機械安全への取り

組みを戦略的方針として表明することに大きな意義があります。 

しかしながら、日本においては、機械安全に対する認識は、経営者の意志表明という観点

からみる限りあまり高いものとはいえません。平成 17年に（社）日本機械工業連合会が行っ

たアンケート結果では、149 社のほとんどが経営方針に類するものがあると回答しています

が、「安全」を経営方針の形で宣言している企業はその半数と少なく、さらに「機械安全」や

「製品安全」に言及している企業は 10％に過ぎず、「機械安全」への取り組みの姿勢に改善

の余地があることが明確になりました。また、その内容では、宣言はしているものの「スロ

ーガン」的、又は「掛け声」的なもの、また自社内の労働安全衛生方針と混同しているもの

も多々見受けられました。 

企業経営方針における機械安全への言及の仕方については、各社にバラツキがあるのが実

態ですので、推奨事例を掲載することは控えます。経営者が、経営方針として、 

① 職場の労働安全衛生からの安全確保 

② 安全な機械の提供 

をセットにした「安全第一」の考えを社内外に宣言する必要があることを記すに止めます。 

 また、経営方針を達成するための施策としての機械安全方針（Q29 参照）を策定し、その

中に、 

① 機械安全の目的・目標 

② 達成の手段（組織化、資源の提供、人材育成など） 

を示すことも必要です。機械安全方針は、機械製造の経営において、品質方針や環境方針と

同等の位置付けをもつものです。

経営方針に加えるべき事項（提言事項） 

①［機械安全第一主義］ 

顧客ニーズに応えた機械安全第一主義の下に製品･サービスを提供する。 

② [高度な機械安全水準指向] 
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機械安全の該当する法的要求事項を遵守し、工業規格、技術的進歩及び社会が求め

る配慮基準を十分に尊重し、更に高い水準の社内安全基準を設定した製品･サービス

を創出する。 

③［機械安全への組織的な取組み］ 

機械製品･サービスに安全を作りこむために、経営トップの責任の下に、その推進業

務の役割分担と責任体制を明確にし、組織的な取組みとしての機械安全マネジメント

を推進する。 

 
経営方針から機械安全方針への展開 

組織の使命・理念・ビジョン 
 ↓ 
経営計画 ← 経営環境 

 ↓ 

方 針（経営者の方針 → 組織内の責任者の方針・目標 

    例 事業部長の方針・目標 → 部長の方針・目標 → 課長の方針・目標 

      支店長の方針・目標 

      所長の方針・目標） 

 ↓ 

重点課題（方針を具体的に展開したもので、組織として重点的に取り組み達成する事項。

重点実施事項、重要実施事項、挑戦課題などと呼ばれる） 

 ↓ 

目 標（方針又は重点課題の達成に向けた取り組みにおいて追求し目指す到達点。測定

可能な形で示すことが望ましい） 

 ↓ 

方 策（目標を達成するために使用する手段） 

 ↓ 

管理項目（目標の達成を管理するために評価尺度として、選定した項目。点検項目、又

は要因系管理項目とも呼ばれる） 

 ↓ 

実施計画（目標を達成するために、必要な資源及びその運用プロセスを規定することに

焦点を合わせた計画） 

 
（２）日本企業の経営方針の例 

我々が平成 17 年度に実施したアンケート調査結果及び単行本「ミッション経営理念[社

是社訓第 4 版（社会経済生産性本部編）]によると、社是･社訓･経営理念･使命（ミッショ

ン）とは、以下のように考えることができます。その中に機械安全への言及例を見ること

ができます。 

① 社憲とも言うべき 高位の経営理念であり、めったに変更されることがない。 
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② 従来、「和」「誠実」「創意」「革新」「奉仕」「顧客第一主義」のような行動原則が強

調されていたが、新たに「企業倫理」「環境保護」「法令順守」「社会的責任」「グロ

ーバル志向」などを強調する例も出てきている。 

③ 現在の社是･社訓は、グローバルな規模で、顧客、株主、従業員、地域住民など多

種多様な利害関係者の要求を満足させる包括的な行動原理になっている。 

 

したがって、以下の事例は、機械安全に関する経営方針であるかどうか、論議を尽くし

たものではなく、参考掲載です。 

① 安全性に優れた製品を開発（SMK 社） 

② 原料から製品までの安全性を確認し、関係する全ての人々の健康保護と財産の保全

に努めます（J 社） 

③ 環境保全、品質第一；クリーンで安全な優れた品質の商品を提供する（トヨタ自動

車㈱） 

④ より高い安全性と品質を備えた製品を供給（北越工業㈱） 

⑤ 技術力を培う。「技術力を培う」とは、安全を基本にした高品質･･（㈱協和エキシオ） 

⑥ 原料から製品までの安全性を確認し、関係する全ての人々の健康保持と財産の保全

に努めます。（JSR㈱の製品安全に関する経営方針） 

⑦ 社会的に有用な財、サービスを安全性に十分配慮して開発、提供し、消費者･ユーザ

ーの信頼を獲得する（経団連の企業行動憲章） 

 

参考：経営方針に関するアンケート結果（平成 17 年アンケートより） 

設問：貴社の社是、企業憲章、経営方針等の中に、機械安全に関する記述がありますか？ 
a. 安全という言葉がある 。 
b. 製品安全、又は機械安全という言葉がある。 
c. 安全という言葉はないが、他の用語で表現している。 
d. 安全に関する記述はない。 

a
29%

ｃ
25%

d
36%

b
10%
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（３）日本企業の行動指針の例 

我々が平成 17 年度に実施したアンケート調査結果及び単行本「ミッション経営理念[社

是社訓第 4 版（社会経済生産性本部編）]によると、行動指針とは、社是･社訓･経営理念･

使命（ミッション）に基づき、守るべき行動規則の階層的構造として設定され、状況の変

化に応じて変わるものということになります。機械安全に関しては、機械安全方針という

ことになります。以下の記載は、行動指針として、十分な内容であるか議論の余地がある

が、参考に掲載します。 

① 安全な商品･サービスの提供（㈱アークス、ウシオ電機㈱） 

② お客様に安全･安心を約束します（E 社） 

③ 製品の安全性･耐久性･操作性を一層高める（㈱キトー） 

④ 地球環境･製品安全を 優先とする（京セラ㈱） 

⑤ 顧客の立場でより安全な製品を開発する（PS ジャパン） 

⑥ 安全な製品及び信頼される技術をお客様に提供するよう努める（日立建機㈱） 

⑦ 社会的に有用な製品･サービスを、安全性に十分配慮して積極的に開発･提供し、持

って社会の発展に貢献する（I 社） 

⑧ 当社は、安全で信頼できる製品の供給を通じて、顧客のニーズに応え、豊かでゆと

りある社会の実現に貢献することを目指す（㈱クラレ） 

 
（４）外企業の機械安全方針の事例 

（出典：Manly,Walter W. Executives handbook of model business, Conduct codes, prentice Hall,1991） 

【事例Ⅰ】Allied Signal 社のコーポレートポリシー 

すべての製品を、健康と安全性及び環境に対して、受け入れ難いリスクを生じること

なく設計し製造し、かつ販売することが、我が社の方針である。 

製品による環境上のリスク又はコストが受け入れ難い場合には、製品の製造・販売、

又は事業活動を中止する。 

我が社は、すべての該当する環境に関する法律及び規則を遵守する。法が存在しない

場合、又は法が不十分な場合には、我が社自身の基準を採用する。 

この方針を実施するためにマネージャーは、 

(1) 事業活動又は製品から生じる危険を確認し、管理し、 

(2) 予防を講じ、プログラムを管理して、従業員と公衆を保護し、 

(3) 取り扱っている物質の健康、安全及び環境への影響について研究し、重要な研究

成果は従業員、調達先、顧客、政府機関、又は科学界に積極的に分かち合い、 

(4) 政府その他の機関とともに公衆を保護するための現実的な法律、規則及び基準の

作成にあたる。 

すべての従業員が、このポリシーの精神と文言を遵守することを期待する。従業員は、

また目に留まる何らかの有害な事態について直ちにその処理を助言する特別な義務を

負う。 

－75－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

【事例Ⅱ】Goodyear 社の製品の安全及び品質に関するコーポレートポリシー 

もう一度、製品の品質と安全に関わる我が社のコーポレートポリシーを思い起こして

もらいたい。我が社の仕事及び我が社の繁栄は、有用性だけでなく、耐久性があり、信

頼性があり、かつデベンダビリティのある製品を供給する我が社の能力と密接な関連を

持っている。 

我が社の責任を規定している公の法規は数多くある。Goodyear 社にとって も重要な

法律は、全米交通自動車安全法（National Traffic and Motor Vehicle Safety Act）

であり、この法律は、タイヤ及びその他すべての自動車搭載製品を規制している。もう

一つの重要な法律は、消費者製品安全法（Consumer Product Safety Act）で、この法

律は、我が社所有の店舗を通して販売されている多くの商品を含む、ほとんどすべての

消費者向け製品を規制している。これらの法律は、Goodyear 社及びその系列会社が、不

安全な製品を製造又は販売した場合に、これを違法として取締まるものである。 

あなたの業務が何であるかに関係なく、販売員又は秘書、修理工又は調査員、タイヤ

製造員又は訓練工の何れであっても、Goodyear 社の製品が不安全又は粗悪であると知っ

たときには、常に、又は疑わしい場合でさえも、即座に上司に報告するという責任を共

有している。実施方法の概略（rule of thumb）は、以下の通りである。 

もしも僅かでも疑いがあるならば、あなたの上司にそれを報告しなさい。上司は、あ

なたに代わって、疑問がある製品に直接の責任を負う品質保証マネージャー（Quality 

Assurance Manager）に、その情報を報告する責任を有している。 

品質保証マネージャーは、アクロンにある製品品質・安全本部（Office of Product 

Quality and Safety）に、この出来事を報告しなければならない。 

安全に関わる欠陥を定義することは、明らかに難しい。一般的に受け入れられている

方法は、人が何らかの傷害を受けるリスクをもたらす製品欠陥は、安全に関わる欠陥で

あると定義する考え方である。 

製品品質・安全本部は、我が社の要求事項、顧客の仕様、及び政府の法的な規準に適合

していることを保証するために設立されたものである。 

我が社の責任は、国境をもって消えるものではない。もしも製品を輸入すれば、それ

が米国に到着した時点から、米国の製品安全法規に従うことになる。 

我々は国外においても、国内におけると同様に、我が社の国際販売又は製造事業に影

響を及ぼす、いかなる外国の製品安全法規に関しても、きめ細かく対処しなければなら

ない。 

我が社のすべての関連業務において、我々は何事においても、又は製品の品質及び安

全に関して、責任ある一企業人として行動するための努力を払う。 

あなたは、このポリシーに対して、全身全霊をもって献身することを求められている。 
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Ｑ２７ 経営方針に機械安全を盛り込む意義は何ですか？ 

 
機械製造者として、機械安全の達成は、企業の全組織を動員して初めて達成可能に

なるものであり、設計や技術部門の努力のみで達成できるものではありません。即ち、

機械安全を企業経営のマネジメントの俎上に載せて、経営課題として取り組む必要が

あります。 

そのためには、経営トップが、機械安全への取り組みに関して、高い理念と強い意

思を表明して、トップダウンの取り組みの姿勢･決意を社内外に示すことが必要不可欠

であり、第一歩となります。その具体的な行為としては、経営方針の中に機械安全に

関する経営者の意思表示を盛り込むことです。それは、品質マネジメント、環境マネ

ジメント、労働安全衛生マネジメントでも同様であり、マネジメントシステムを構築

し企業組織を動員して運用するトップマネジメントの出発点です。 

機械安全マネジメントは、経営方針における機械安全の位置付け→機械安全方針の

策定→推進のための組織化→具体的な組織活動という段階を経て展開されます（添付

図参照）。これらの機械安全マネジメントの魂（活動の支え）が、機械安全に関する経

営方針ということになり、これが 大の意義です。この機械安全に関する経営方針を

具体的に肉付けしたものが機械安全方針となりますので、経営方針と機械安全方針が

セットとして整備されないと機械安全マネジメントは十分機能しないと言うことにな

ります。 

経営方針及び機械安全方針策定の意義・目的（狙い）は、３つに整理することがで

きます。先ず経営トップによる機械安全方針の表明そのものに意義があります。次に

その結果として企業組織と従業員に機械安全方針を浸透させることに意義があります。

後に企業内における機械安全文化の定着へと展開し、顧客及び社会への企業価値を

高めることに意義があると考えられます。 

 

（１）企業の社会的責任を明確にする意義 

 欧米産業界では、機械安全を極めて重視しています。機械使用者の労働安全衛生と

機械製造者の製造する機械の安全との間には密接な関係があるとの認識の下に、機械

使用者から機械製造者に対して、発注する（納入される）機械に関する安全性を説明

する各種文書の提出を求めることが常態化しています。それらの提出要求文書は多岐

に渡っていますが、先ず機械製造者が機械安全に関してどのような理念を持っている

かを知るために、機械安全方針などの提出を求める例があります。機械安全方針は、

機械製造者が機械を製造するに当たっての機械安全に関する理念・考え方を、企業経

営者の責任として社内外に公表し、機械製造者としての社会的責任を明確にするもの

です。わが国では、平成 18 年 4 月に施行された労働安全衛生法の改正により、機械使

用者側での機械使用事業所における労働安全リスクアセスメントの実施努力義務が法

制化されました。その結果、今後、機械製造者側への機械安全リスクアセスメント結

果情報の提示要求が増加することが想定されます。このような労働安全対策環境の大

きな変革の動き中で、機械製造者における機械安全方針の策定及びその公表は大きな
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意義を持とうとしています。トップダウンの機械安全方針、換言すれば企業組織とし

ての機械安全方針の有無が今後益々問われるようになってくると考えられます。 

 

（２）企業ブランド向上の意義 

機械安全方針の社内外への公表は、先ず機械使用者としての顧客の機械安全への関

心が高まる環境の中で、機械製造者の選定条件の１つとして位置付けられ、購入（発

注）する機械の主要な（第一段階の）選択基準になろうとしています。そのほか、機

械安全方針が妥当な内容であり、それが機械製造者の企業活動に浸透し機械安全に実

現されていることも発注の出発点になろうとしています。したがって、機械製造者に

とっても、その機械安全方針が自社組織内に浸透していることが不可欠です。また機

械安全方針は、社内外にコミットメントされて初めて、十分にその機能が発揮される

ものであることも理解する必要があります。機械安全方針は、単なるスローガンでは

なく、機能させなければ価値がありません。機械安全方針を、社内外に如何にコミッ

トメントするかは、企業経営者の重要な役割となっています。 

 

（３）トップダウンの経営方針、機械安全 

 方針（ポリシー）がないとどうなるか。対外的には、機械安全方針がなければ、そ

の企業は機械安全に対しての理念がなく、機械安全への組織的な取り組みが不十分で、

安全な機械創出がされていないと評価されます。 

 また、社内的には、経営トップの機械安全への取り組み姿勢が伝達されないので、

企業構成員の機械安全に対する組織としての共通認識を構築することができず、各担

当者の独断と偏見による機械安全業務が遂行されることが予想され、機械安全への組

織的な取り組みが難しくなります。 

 機械安全方針よりも先行して普及し、機械安全方針との関連が深い労働安全衛生方

針に関して言えば、欧米ではその方針の有無をチェックする段階から、その方針が組

織内にどの程度に浸透しているかを評価する段階に推移しています。そのために、英

国の HSC（Health and Safety Commission、労働安全執行委員会）及び米国の OSHA

（Occupational Safety and Health and Administration 、米国連邦労働安全衛生局）

ではチェックリストを開発し発表しています。機械安全方針に関しても、その存在有

無からその内容に、さらに組織内への浸透・パフォーマンスの評価が重視されている

ものと考えられます。 

 また、米国においては、製造物責任訴訟などで、真っ先に企業の安全に対する経営

者の姿勢が、次のように問われます。 

① 経営方針に、機械安全方針が取り込まれているか？ 

② 組織的に機械安全に取り組んでいるか？ 

③ 機械安全に有効に資源（研究開発、人材育成など）が投入されているか？ 
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図 機械安全マネジメントシステムのプロセスフロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

機械安全方針の策定 
機械安全宣言 

機械安全推進のための組織化 
・担当部署の設置 
・役割分担と責任の明確化 
・経営資源の手当 
・方針実現への展開体制作り 
・体制の維持 

機械安全マネジメントシステム
           維持の仕組み 
・能力・教育・訓練   
・シミュレーション 
・コミュニケーション（客先情報、関連事故情報）

・機械安全ドキュメントマネジメント（文書化 
 ／文書管理、 

記録維持管理、活用）  
・法務・訴訟対策 
等 

具体的活動 

機械安全マネジメント

システムの実施 

機械安全マネジメント
是正・改善実施 

実施の確認 

経営者によるレビュー 

機械安全マネジメント 
方針決定 

機械安全マネジメント 
計画策定 

機械安全マネジメント 
パフォーマンス評価 
システム有効性評価 

機械安全創出のための実施活動

機械安全実行計画の策定

機械リスクマネジメントの

実施 

リスクアセスメント 

リスク判定 

リスク低減対策 

運用管理： 
 設定条件変化、 
 客先対応、 

文書メンテナンス

等々 

文書化
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Ｑ２８ 企業における機械安全文化とは何ですか？ 

 
機械製造企業における機械安全文化とは、機械安全活動（安全な機械の創出・提供への取

り組み）上の組織的な共通価値観、精神的拠り所というような意味合いです。 

例えば、「客先の要請に応えて、安全な機械を提供する」という経営方針が、企業の日常業

務活動の中で当然のこととして全社員に反映された姿です。従来、日本の機械製造企業に機

械安全文化がなかったということではありません。現在のグローバル化した企業経営環境の

中で、自社の機械安全文化を再認識し、さらなる向上のために組織化・システム化し、それ

を社内外に明示することによって、企業の価値評価及び存続に活用する時代になっていると

いうことです。 

従来の日本における機械設備を使用する作業現場の安全文化は、「作業者の教育・訓練に基

づいた安全確保」「管理監督者責任による完全確保」など人間の資質や技量に依存したもので

した。その根底には、危険な機械でも上手に運転し使用すれば安全であり、またそれを運転

者や作業者の誇りとする文化でもありました。したがって、機械製造者もそのような客先ニ

ーズに応えた機械安全への取り組みを行い、そのような環境下での機械安全文化を構築して

きたものと理解できます。しかしながら、経済のグローバル化及び社会環境の変化によって、

日本の労働環境が欧米に近づき、もはや日本における従来型の安全文化を基礎にした安全確

保では、受け入れられ難くなってきました。例えば、日本の優秀な品質により安全は確保さ

れているとの自負のある製品であっても、社会環境の変化から品質マネジメントシステムを

導入しないと国際的には受け入れられ難くなってきているのが現実です。 

機械安全においても、「機械は危険なものである」「人間は間違いを犯す」といった西欧文

化を背景にした取り組みが必要になってきています。そのような新しいニーズとしての機械

安全は、機械安全マネジメントシステムを構築して対応しないと実現が難しい状況になって

きています。グローバルな機械安全思想体系を正しく理解し、日本の機械安全文化及び企業

の安全文化を確立するためにも、普遍的な機械安全への考え方を取り入れ、機械安全を企業

の社会的責任として捉え、企業経営者のリーダーシップによるマネジメントとしての対応が

不可欠となっています。 

企業の機械安全文化の構築には、機械安全という価値観の共有がその根底に必要になりま

す。日本も、先進国、成熟社会、高度情報化サービス化社会、少子高齢化社会、高度自動化

機械社会、価値観多様化社会、国際的流通社会等の中にあり、グローバルな価値観としての

人間（個人）の尊厳及び人権などの共有を強く求められています。そのような価値観の共有

は、機械安全の分野においても重要な位置付けにあります。人・機械システムには絶対安全

というものはありえず、機械安全は、基本的に、関係者間の合意契約に委ねるという発想が

必要です。その委ね方に、国内は固より国際的な普遍性が求められています。望ましくは、

日本社会に育ってきた機械安全に関する産業商習慣を再検討して、国際社会が受け入れ可能

な内容に修正することです。先ずは、新しい安全文化の必要性を意識することが望まれます。 

 新しい機械安全文化の構築には、機械製造者の役割が重要ですが、国、一般国民、機械使

用者、作業者など各関係者がそれぞれの役割を認識して初めて構築されるものです。これら

に必要な考え方と役割認識のための表を以下に示します。
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日本の機械安全を考える上でのキーワード 

 

① 人間（個人）の尊厳：人権、一人ひとりの侵されることのない神聖さと真価 
  

② 共生：人類全体の利益と幸福実現に向けて共に働く → 相互協力、共存共栄、健全
かつ公正な競争 

 
③ 持続可能性： 

    ・環境的要素（安全な製品サービス） 
    ・社会的要素（職場の安全衛生、従業員の確保、労働権） 
    ・経済的要素 

④ 一般原則： 
  ・企業の責任（ステークホルダーに対しての責任） 

・法令遵守（違法行為の防止） 
・信頼の精神 
・ルールの遵守 
 

 ⑤ 機械安全への取組み基本要素： 
    ・企業にとって実質的な行動規範及び原則を明確にすること 
    ・取組みと目標の実現が立証可能かつ進捗を確認できること 
 

 
 

機械安全規範変換（パラダイムチェンジ） 

 
① 人間は間違いを起こすという考えをベースとして、機械の安全性を技術力で確 

  保する。 

② 「人間の技量による安全の実現」から「機械設備そのものの安全化」へと転換す 

  る。 

③ 機械設備の安全化は、設計開発段階で確保することが も重要である。 

④ 機械設備の安全化のための事前責任を果たす。 

⑤ 機械設備の安全水準は、法規制、社会の倫理水準、 新の科学技術水準から決 

  定する。 

⑥ 機械製造者は、リスクアセスメントに基づきリスク低減に 大限の努力を払う。 

⑦ 機械製造者は、機械使用者に対し残留リスクを含め説明責任を果たす。 

⑧ 製造物責任防衛対策から製造物責任予防対策への転換を図る。 

⑨ 安全な機械を提供し労働災害を撲滅することは機械製造者の社会的責任である。 

⑩ 安全な機械の提供はすべてのステークホルダーと利益を共有する。 

 

 

－81－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

機械安全文化構築への役割分担 

 

 
機械製造企業及び業界の

役割 

・法令順守と自社の安全理念

の構築定着 

・機械安全のマネジメントの

 充実 

・機械そのものの安全化 

・機械安全リスクアセスメン

トの充実 

・提供する機械に関する危険

情報の提供 

・機械安全の標準化 

等 

機械使用企業の役割 

・法令遵守と自社の安全

理念の構築定着 

・労働安全衛生マネジメ

ントの充実 

・労働安全衛生管理の徹

底 

・労働安全衛生リスクア

セスメントの充実 

・機械製造企業への納入

機械の残留リスク情報

の提供要求 

・機械設備調達時におけ

る安全仕様の提示 

等 

機械使用作業者

の役割 

・職場規約の遵守 

・不安全作業の拒 

 否 

・安全作業の徹底 

・職場安全構築への

協力 

等 

 

国の役割 

・安全文化の育成 

・PL 法・労安法等の法規制

整備 

・機械安全推進インセンテ

ィブ整備 

等 

国民一般の役割 

・安全文化＆安全倫理の尊 

 重 

・安全価値の重視 

・安全へのコスト負担の受 

 容 

等 
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Ｑ２９ 機械製造者の機械安全方針とはどのようなものですか？ 

 
（１）機械安全方針とは 

機械安全方針とは、「トップマネジメントによって正式に表明された機械安全に関する組織

の全体的な意図及び方向付け」と定義することができます。 

 

（２）機械安全方針の策定の目的 

機械安全方針策定の目的は二つあります。一つは、企業に、創出された機械安全の文化を

根付かせることです。もう一つは、企業が社会的責任を果たすことを社会に表明することに

あります。したがって、経営者は機械安全方針を表明し、それを企業の組織と従業員に浸透

させて機械安全の文化を定着させ、社会に対してコミットメントするという大きな意義があ

ります。 

 

（３）機械安全方針策定時の留意事項 

機械安全方針の策定にあたっては、その方針、目的及び施策（展開方法）が明確になって

いなければなりません。したがって、次の三点が欠かせません。 

第一に、方針には、その企業にとって、「何が重要で、何をすべきか、そのためにはどう

すべきか」ということが記述されていなければなりません。 

第二に、機械安全方針のその取り組み内容が、安全な機械を世の中に送り出すという目的

に沿ったものでなければなりません。企業では、その方針の内容によって、品質方針、環境

方針、労働安全衛生方針などと呼ばれています。また経営方針、行動指針などという名称で、

経営者の方針が包括的に表明される場合もあります。 

第三に、方針には、達成目的・目標、目的・目標を達成するための施策が伴っていなけれ

ばなりません。これら、方針、目的・目標及び施策が、関係する階層組織の各部門のマネジ

メントとして（例えば、経営者の方針・目標 → 事業部長の方針・目標→ 部長の方針・

目標 → 課長の方針・目標など）、トップダウンで展開されて初めて有効に機能するもので

す。 

機械安全との関連が深い安全方針に関して、欧米では、従来の安全方針の有無をチェック

する段階から、安全方針が組織内にどの程度浸透しているかを評価する段階へと推移してい

ます。そのため、組織全体にどの程度浸透し、その目的を達成したか否かを評価する基準（方

法）が必要となっています。英国の HSC（Health and Safety Commission、労働安全執行委

員会）及び米国の OSHA（Occupational Safety and Health Administration、米国連邦労働

安全衛生局）では、チェックリストを開発し発表しています。 

 

（４）米英の安全方針 

 英国では、労働安全衛生法（Health and Safety at work Act 1974）のセクション 2(3)条

により、従業員が５名以上の企業は、安全衛生方針（Health and Safety Policy）を策定し、

その方針を全従業員に浸透させることが義務づけられています。 

 また米国では、連邦政府の OSHA、DOE(Department of Energy、エネルギー省)及び

NSC(National Safety Council、米国連邦ハザードコミュニケーション基準)が、それぞれポ

リシーガイダンス又はガイドラインを発行し、セイフティーポリシーの策定、セイフティー

マネジメントプログラムの確立、及びその運用を求めています。特に DOE は“top-level 
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management commitment to health and safety”としてセイフティーポリシーを位置付けて

います。 

 以上の内容は、方針による経営（ポリシーに基づくマネジメント、又は方針管理）の領域

であると理解することもできます。ここで重要なことは、方針は策定することが目的ではな

く、その想いを実現することが目的であることを明確にして、方針の運用を経営（管理）し

ようとしていることです。そのために評価基準が設定され、運用されていることに注目して、

機械安全マネジメント及びそのシステムの構築にも、この考え方を導入する必要があると考

えます。

機械安全方針の必須事項 

① 機械安全の目的を設定する 

② 準拠すべき法律及び基準を遵守する 

③ 機械を 新の科学技術水準に保つ 

④ 機械が使用者又は社会の期待する安全を満たす 

⑤ 関連する組織、人員に権限と責任を委譲する 

⑥ 使用者及び関係者との効果的関係で達成する 

⑦ 製品の安全を判断する評価手法を確立する 

⑧ 方針に準拠した機械安全プログラムを確立し管理する 

 

機械安全方針のモデル（提案） 

機械安全方針モデル（要約） 
わが社は、「顧客ニーズに応えた安全な機械を、安全な職場で製作する」ことを、「わが社の

安全文化」と位置付け、正義及び衡平（equity）の観点から、準拠すべき法規則及び規準を遵
守するとともに、 新の科学技術知見（state of the arts）の下に、「わが社の機械安全基準」
を策定し機械安全に取り組み、社会に提供する機械の機械安全に関する方策と結果に関する責
任と説明義務を果たします。 
わが社は、この機械安全方針を具現化するために、経営トップのリーダーシップの下に必要

な組織化を図り、機械安全計画を策定し、その実現のために管理サイクル（PDCA）を回し、機
械安全マネジメントを実施します。 
わが社は、機械安全への取り組みに関し、その役割と責任を、経営トップ、事業本部長、事

業部長、事業部管理部長、設計部門、設計者等階層別に明確にし、全組織を挙げて全従業員参
加で取り組みます。 
 
機械安全方針（全文） 
この機械安全方針は、わが社の企業憲章（又は経営方針、社是、経営理念）の中で表明して

いる機械安全を実現するために、機械安全への具体的な考え方及び取り組み方法について文書
化し、社内外に公表し、その趣旨を理解・徹底するものである。 

 
第１章 宣 言 
（ 宣 言 ） 
第１条 わが社は、企業憲章（又は経営方針、社是、経営理念）に基づき、「顧客ニーズに応

えた安全な機械を、安全な職場で製作する」ことを、「わが社の安全文化」として育成し、
維持することによって、社会的責任を果たします。 

 
第２章 総 則 
（ 目的の明確化 ） 
第２条 わが社は、顧客としての機械使用者、従業員である機械製造者等だけでなく、株主及

びその他の利害関係者及び一般社会に関する生命・環境・設備等財産の安全を守るという
観点から、機械安全に取り組みます。 

（ 基準の明確化 ） 
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第３条 わが社は、機械安全基準を経営戦略の一つと位置付け、以下の発想の下に、機械機種
ごとに機械安全基準を策定し、その達成により機械安全を実現します。 

（ 機械安全倫理 ） 
  ２ わが社は、安全な機械作りの実現を正義、衡平（equity）の観点から、準拠すべき法

規則及び規準を明確にして遵守するとともに、 新の科学技術知見（state of the arts）
の活用を通して、リスクを低減し、社会の期待する安全水準を満足する製品の実現を限り
なく追求することを表明します。特に、この追求姿勢を開発･設計者に求められる 重要
な倫理とします。 

（ 顧客指向 ） 
  ３ わが社は、客先の安全仕様（ニーズ）への呼応として、客先の安全方針とわが社の安

全方針との整合を図るための情報（使用上のリスク等）提供と交換の重要性を認識し、機
械安全設計に客先ニーズを適切に反映させます。 

（ 対象範囲の明確化 ） 
第４条 わが社の機械は、機械安全リスクアセスメントに基づく安全設計第一主義の下に、開

発･設計･製造･調達･据付・試運転・運転・保守点検・廃棄等の機械の全ライフサイクルを
通じての安全を考慮し、もの作りをすることを表明し、全組織を挙げて取り組みます。 

 
第３章 機械安全マネジメントシステムの構築 
（ 組織的対応 ） 
第５条 わが社は、機械安全に関する法律と法令の遵守を表明するとともに、独自の高い機械

安全水準の追求・維持に関して、経営トップのマネジメントの下に、全組織を挙げて取り
組みます。そのために、機械安全マネジメントシステムを構築し、準拠すべき法律・基準
類及びその維持管理体制を整備するとともに、機械安全に関する諸課題に関する研究開発
投資を計画的に実施し、機械に安全（リスク低減）を作り込みます。 

（ 責任体制の明確化 ） 
  ２ わが社は、機械安全の責任の所在を明らかにし、リスクの回避低減に関する事前対応

を実施し、文書化し、機械安全に対する責任体制を明確にします。機械安全への責任は、
経営トップの責任、事業本部長の責任、事業部長の責任、事業部管理部長責任、設計部門
の責任、設計者の責任等を階層別に明確にし、文書化し、全社に公開します。 

（ 全従業員参加 ） 
  ３ わが社は、機械安全の実現に関する諸問題を解決するために、社内外の情報を広く収

集活用するために、機械安全に関する危惧事項・不具合事項・改善指摘事項など意見具申
窓口を設置します。また、全従業員（設計部門、開発部門、営業部門、管理部門、製造部
門等をすべて含む）に対し、わが社の機械安全に関する諸情報に接した場合には、その情
報を上司等の組織を通じて報告する責任を課します。 

（ 目標の設定 ） 
第６条 わが社は、本機械安全方針の推進に当たっては、各事業本部、事業部又は製品の属性

に応じて機械安全の目的達成のために、目標を設定します。 
（ 機械安全プログラムの策定 ） 
第７条 わが社は、機械安全目標の達成のために、 適な機械安全プログラムを策定し、リス

クアセスメント等を実施します。その策定は、本方針に則り、わが社の経営トップの機械
安全マネジメントの下に実施します。 

（ 環境整備 ） 
第８条 わが社は、機械安全を実現するために、資源の準備，人材育成，インフラ整備を実施

します。 
（ 情報管理 ） 
  ２ わが社は、機械安全マネジメント文書及び機械安全管理文書の充実･維持･整備･活用

により機械安全活動の効率化及び充実を図るとともに、社内外に対する機械安全の質に
対する保証を徹底します。 

（ 情報開示義務 ） 
  ３ わが社は、機械安全情報（残留リスク等）を、客先に取扱説明書及び客先要求文書な

どを通じて過不足なく提供します。 
（ レビューと継続的改善 ） 
第９条 わが社は、機械安全マネジメントの実態を、実施結果、客先からの評価結果及び環境

変化を定期的にレビューし、機械安全活動の継続的改善に取り組みます。 
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海外企業の機械安全方針事例 

（出典：Manly,Walter W. Executives handbook of model business, Conduct codes, prentice Hall,1991） 

【事例Ⅰ】Allied Signal 社のコーポレートポリシー 

すべての製品を、健康と安全性及び環境に対して、受け入れ難いリスクを生じることなく設計し製

造し、かつ販売することが、我が社の方針である。 

製品による環境上のリスク又はコストが受け入れ難い場合には、製品の製造・販売、又は事業活動

を中止する。 

我が社は、すべての該当する環境に関する法律及び規則を遵守する。法が存在しない場合、又は法

が不十分な場合には、我が社自身の基準を採用する。 

この方針を実施するためにマネージャーは、 

(1) 事業活動又は製品から生じる危険を確認し、管理し、 

(2) 予防を講じ、プログラムを管理して、従業員と公衆を保護し、 

(3) 取り扱っている物質の健康、安全及び環境への影響について研究し、重要な研究成果は従業員、

調達先、顧客、政府機関、又は科学界に積極的に分かち合い、 

(4) 政府その他の機関とともに公衆を保護するための現実的な法律、規則及び基準の作成にあたる。 

すべての従業員が、このポリシーの精神と文言を遵守することを期待する。従業員は、また目に留

まる何らかの有害な事態について直ちにその処理を助言する特別な義務を負う。 

 

【事例Ⅱ】Goodyear 社の製品の安全及び品質に関するコーポレートポリシー 

もう一度、製品の品質と安全に関わる我が社のコーポレートポリシーを思い起こしてもらいたい。

我が社の仕事及び我が社の繁栄は、有用性だけでなく、耐久性があり、信頼性があり、かつデベンダ

ビリティのある製品を供給する我が社の能力と密接な関連を持っている。 

我が社の責任を規定している公の法規は数多くある。Goodyear 社にとって も重要な法律は、全米

交通自動車安全法（National Traffic and Motor Vehicle Safety Act）であり、この法律は、タイヤ

及びその他すべての自動車搭載製品を規制している。もう一つの重要な法律は、消費者製品安全法

（Consumer Product Safety Act）で、この法律は、我が社所有の店舗を通して販売されている多くの

商品を含む、ほとんどすべての消費者向け製品を規制している。これらの法律は、Goodyear 社及びそ

の系列会社が、不安全な製品を製造又は販売した場合に、これを違法として取締まるものである。 

あなたの業務が何であるかに関係なく、販売員又は秘書、修理工又は調査員、タイヤ製造員又は訓

練工の何れであっても、Goodyear 社の製品が不安全又は粗悪であると知ったときには、常に、又は疑

わしい場合でさえも、即座に上司に報告するという責任を共有している。実施方法の概略（rule of 

thumb）は、以下の通りである。 

もしも僅かでも疑いがあるならば、あなたの上司にそれを報告しなさい。上司は、あなたに代わっ

て、疑問がある製品に直接の責任を負う品質保証マネージャー（Quality Assurance Manager）に、そ

の情報を報告する責任を有している。 

品質保証マネージャーは、アクロンにある製品品質・安全本部（Office of Product Quality and 

Safety）に、この出来事を報告しなければならない。 

安全に関わる欠陥を定義することは、明らかに難しい。一般的に受け入れられている方法は、人が

何らかの傷害を受けるリスクをもたらす製品欠陥は、安全に関わる欠陥であると定義する考え方であ

る。 

製品品質・安全本部は、我が社の要求事項、顧客の仕様、及び政府の法的な規準に適合しているこ

とを保証するために設立されたものである。 

我が社の責任は、国境をもって消えるものではない。もしも製品を輸入すれば、それが米国に到着

した時点から、米国の製品安全法規に従うことになる。 

我々は国外においても、国内におけると同様に、我が社の国際販売又は製造事業に影響を及ぼす、

いかなる外国の製品安全法規に関しても、きめ細かく対処しなければならない。 

我が社のすべての関連業務において、我々は何事においても、又は製品の品質及び安全に関して、

責任ある一企業人として行動するための努力を払う。 

あなたは、このポリシーに対して、全身全霊をもって献身することを求められている。 
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Ｑ３０ 機械安全方針を作成し、社内外に表明する意義は何ですか？ 

 
（１）機械安全方針の表明の意義 

機械安全方針の作成と推進は、経営者の責任で実行するものですが、経営者のみで実施で

きることではありません。企業の機械安全への取り組みは、各部門が機械安全方針に基づく

目標に向かって、ベクトルを合わせた組織的な行動を取ることで初めて達成できるものです。

そのためには全組織の動機付けを行い、行動させることが経営者の重要な役割です。 

機械安全方針は、経営者が機械安全に関する企業の社会的責任を果たすために、組織的に

実施することを、社内外にコミットメントするもので、当然、社内外に表明しなければ、経

営者の責任を果たすことになりません。したがって、その表明は、経営者の意思を示すとい

う点で大きな意義があります。また、その意思表明は、機械製造者として、次のように、社

内外の関係者に対して大きな影響を与える点で意義があります。 

先ず、社内的には企業の部門を動員し機械安全推進への動機付けを行い、機械安全の諸活

動のベクトルを合わせ、組織を動かす出発点となるという意義です。機械安全方針がないと、

経営トップの機械安全への取り組み姿勢が伝達されず、従業者の機械安全に対する組織とし

ての共通認識を構築することが難しくなります。機械安全が各担当者個人の能力と資質に依

存することになり、機械安全への組織的取り組みが難しくなります。 

次に、対外的には社会責任である機械安全に真剣に取り組んでいる企業としての企業ブラ

ンドを高めるという意義です。機械安全方針がなければ、その企業は機械安全に対しての理

念がなく、機械安全への取り組みが不十分で、場当たり的な対応しかされていないと評価さ

れます。 

したがって、機械安全方針を社内外の利害関係者に表明して約束することは企業の機械安

全への取り組みにとって極めて重要なことです。 

 

（２）企業の機械安全価値観の表明意義 

方針の表明は、トップマネジメントの専任事項として、品質マネジメントシステム、環境

マネジメントシステムでも位置付けられています。機械安全方針の特徴は、機械安全を実行

する経営者の価値観や信条を正確に反映している点です。有効な方針は、断じて機械安全の

パフォーマンスの改善を口先だけで述べるメッセージではなく、行動を伴う真のコミットメ

ントでなければなりません。 

機械安全方針は、組織全体の意図、取り組み及び目標、即ちビジョンであり、また行動の

基盤となる判断基準や原則となります。したがって、その内容を文書化し、社内外に声明と

して発表することが、機械安全への取り組みをマネジメントする基盤を形成する上で不可欠

です。それは同時に、経営者自身が、機械安全への取り組みに関する経営者責任を再認識す

る機会でもあるのです。 

 

（３）事業活動の推進への直接的意義 

 機械安全の考え方がグローバル化し、顧客の機械安全への関心が高まる環境の中で、機械

安全方針の社内外への公表は、顧客の機械購入（発注）時の主要な（第一段階の）選択基準

として、製造者選定条件の１つに位置付けられようとしています。また、機械安全方針が妥

当な内容であり、それが企業活動に浸透して機械安全が実現されていることが発注の出発点

になろうとしています。したがって、機械製造者にとっては、機械安全方針が自社組織内だ
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けではなく、対外的な事業活動そのものに影響があることを十分理解し浸透させ、事業活動

に活かすことが必要になります。機械安全方針は、社内外にコミットメントされて初めて、

十分にその機能が発揮されることを認識してほしいものです。 

 

（４）企業の機械安全文化の構築に向けて 

 機械安全方針は、飾っておくものではなく、機能させなければ価値がありません。機械安

全方針を、社内外にどのようにコミットメントするかは、企業経営者の重要な役割となって

きています。 

 機械安全方針策定の目的（狙い）は、先ず経営者から機械安全方針を表明し、次にその結

果として企業組織と従業者に各部門における機械安全方針を浸透させ、 後に企業内におけ

る機械安全文化の定着へと展開し、顧客に対して、また社会において企業価値を高めること

にあります。 

機械安全方針よりも先行して普及し、機械安全方針との関連が深い労働安全衛生方針に関

して言えば、欧米ではその方針の有無をチェックする段階から、その方針が組織内にどの程

度に浸透しているかを評価する段階に推移しています。そのために、英国の HSE（Health and 

Safety Executive、労働安全執行員会）及び米国の OSHA（Occupational Safety and Health 

Administration、米国連邦労働安全衛生局）では、労働安全衛生方針のチェックリストを開

発し発表しています。機械安全方針に関しても、その存在有無からその内容に、さらに組織

内への浸透・パフォーマンスの評価までもが重視されるようになってくるものと考えられま

す。 

 

英国労働安全衛生規則（ポリシーの制定と周知） 

 

2. General duties of employers to their employees 

(3) Except in such cases as may be prescribed、 it shall be the duty of every employer 

to prepare and as often as may be appropriate revise a written statement of his 

general policy with respect to the health and safety at work of his employees 

and the organization and arrangements for the time being in force for carrying 

out that policy、 and to bring the statement and any revision of it to the notice 

of all his employees. 

 

日本語訳： 

第2条 従業員に対する事業主の責務 

(3）別に定められている場合を除き、事業主は、従業員の労働安全に関する一般的なポ

リシーと、そのポリシーを実行するために実施している現状の組織と体制を文書化

し、適切な頻度で改訂し、その文書と改定状況をすべての従業員に通知する責務を負

う。 
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企業経営における機械方針の影響範囲 

 

① 企業戦略と企業の社会的責任 

・ 企業の使命、経営理念、企業倫理等の確立 

・ 企業イメージの向上 

・ 社会の継続的健全な発展への貢献 

② 企業財政 

・ ライフサイクルコストの削減 

・ 損失回避と法的責任の回避 

③ 人的側面 

・ 人材確保、人材育成 

・ 機械安全文化の文化普及 

・ 機械安全マネジメント組織の構築 

④ 販売戦略 

・ 製品の差別化と競争力向上 

・ 法的要求事項の遵守（労働安全衛生法、PL 法、国内外の規格） 

⑤ 製造 

・ 自社工場内の労働安全衛生 

・ 機械安全に配慮した調達 

・ 機械安全に配慮した業者の選択 

・ 機械安保守管理 

⑥ 情報マネジメント 

・ リスクの情報提供・開示 

・ 事故情報の収集分析 

 

 

企業の機械安全への取組みに関する経営者責任の例 

 

① 機械安全方針（企業の機械安全への取り組みに関する方針）の決定 

② 機械安全方針を具現化するための目標の設定 

② 機械安全マネジメントシステムの構築 

③ 機械安全推進に必要な経営資源の投入による企業内環境整備 

④ 機械安全マネジメントシステムのレビューと改善 

⑤ 機械安全方針及び目標達成状況の把握及び統制 

等 
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Ｑ３１ 機械安全マネジメントや機械安全リスクアセスメントを社内でどのよ

うに普及すれば良いのですか？ 

 
（１）従来の発想及び取り組みの延長では普及しない！新しい仕組みの導入が必要！ 

機械製造者にとって、「機械安全」「機械の安全性」という言葉は必ずしも馴染みのあるも

のではありません。むしろ「製品安全」の方が、通りが良く、ＰＬ対応を念頭において、作

業者が機械設備の適正な取り扱いを習熟できるよう、取扱説明書や危険警告ラベル等の使用

上の情報の充実を図ることが責務であると考えがちです。 

また、多くの設計者は、従来、機械の安全性とは、基本的に、所定の性能を発揮させるた

めの構造とシステムの信頼性の確保を意味するものと考えています。その結果、設計、製造

において構造強度を確保するとともに、運転状態の異常監視により部品故障を早期に検知し、

被害が拡大・波及しないよう安全装置を装備して対応してきました。 

作業者の被傷事故の発生に対しては、再発防止のために必要な設計変更がなされますので、

使用上の安全対策はある程度実現されていますが、あくまで是正策としての範囲であって、

安全な機械としての要件を自ら定義し、起こるかも知れない危険性を推定しそのリスクの大

きさを評価して事前に対策するまでには、なかなか至らないのが実状ではないかと思われま

す。 

このような一般認識の中で、労働環境としての機械装置・設備の安全の実現と説明責任は、

設計者の責務であることを納得してリスクアセスメントを実施することは、一定の時間を割

かれ、またコスト増を伴うため、必須の検討アイテムとして従来の設計フローの中に組み込

むことに及び腰になることは否めません。 

したがって、機械安全の普及・定着にとって、個々の設計者の良識に頼むのでは限界があ

ります。組織としての取り組みであることのオーソライズがなくては、その徹底又は継続は

難しいと思われます。機械安全の普及のため、新しい仕組みの導入が必要です。 

 

（２）トップダウンでの全社的かつシステマテイックな取り組みが必要！ 

① 経営トップからの機械安全方針 

社内普及への第一歩は、経営トップが企業の社会的責任と危機管理の観点から、機械安全

の意義と必要性を認識し、経営方針の一環として、機械安全方針を社内外に明言することに

あります。設計者が機械安全に取り組みやすい環境を用意することは経営トップの仕事です。 

 

② 機械安全マネジメントシステムの構築 

次に、この機械安全方針に則ってトップダウンで「機械安全マネジメントシステム」を制

定し、体制を構築して、推進・実行していくことが現実的です。「機械安全マネジメントシス

テム」は機械安全を推進するための組織化と体制の維持に必要な仕組みについて定めたもの

であり、機械安全方針を具体的に展開するために誰が何をなすべきかを明確に規定するもの

です。しかし、マネジメントシステムは、組織と個人の双方において、それを推進・実行・

維持していくための確固たる意志と持続的な努力がなされなければ、容易に形骸化してしま

います。企業内には、すでに ISO に則った「環境」及び「品質」のマネジメントシステムが

構築・運営されているところが多く、新たなマネジメントシステムの導入・実施には抵抗が

あるかもしれません。その場合、機械安全は「品質マネジメントシステム」とは考え方や方

法論は異なりますが、ＣＳ（Customers satisfaction）やＣＳＲ(Corporate Social 
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Responsibility)などで目的を共有しており、「品質マネジメントシステム」の枠組みで運営

することも有効かと思われます。 

 

（３）設計者の意識改革 

機械安全とは、機械を使用する生産現場における労働災害の撲滅という大命題のもと、機

械製造者として、リスクアセスメントの実施によって未然に又は適切にリスクが低減された

「安全な機械」を提供することであり、その実現のためには論理的なプロセスが不可欠です。

それを実行し具体化する中核となるのは、設計・開発部門の技術者です。したがって、設計

者自身が機械安全の意義を十分認識していることが前提であり、設計者の意識改革が不可欠

です。 

 

① 機械安全方針実現への具体的方策の展開 

そのためには設計・開発部門としての行動指針・方向・考え方・目標などを徹底し、組織

的に機械安全方針を浸透･定着させる努力が必要です。 

方針の具体的な展開方策として次のようなものがあります。 

a. 設計・開発における機械安全実行方針の決定 

b. 設計・開発における機械安全の目的・目標の設定 

c. 機械安全の組織体制の構築 

d. 設計・開発製品の機械安全プログラムの策定 

e. 機械安全リスクアセスメントの実施 

f. 機械安全設計の妥当性確認 

g. 使用状態における安全確保と情報収集 

また、意識改革としては、例えば、新人への導入教育、オン・ザ・ジョブ・トレーニング、

朝礼及び会議の場を活用して再認識させるなど、機会を捉えて繰り返し周知させ、設計図等

の文書に反映させることを徹底する必要があります。 

 

② 設計・開発部門における実行方針・基準規定・達成水準等の策定 

全社の機械安全方針に則って、設計・開発部門としての具体的な実行方針を決定する必要

があります。この方針は、部門及び技術者個人として持っている技術者の倫理観・社会的倫

理観を、例えば、製品別の設計･開発における具体的業務面でどのように表現するかを文書化

したものであり、日々の設計･開発業務の中で血となり肉として活かされねばなりません。 

実行方針には次のようなものがあります。 

a. 設計・開発対象機械の安全設計方針 

b. 新規の安全技術の開発方針 

c. 調達機械及び部品の安全確保方針 

d. 納入済機械の安全確保方針等 

また、実行にあたって機械安全の目的・目標となる設計・開発の到達点を設定する必要が

あります。目的・目標には短期的なもの（例えば、対象製品の安全確保に関するもの）と長
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期的なもの（例えば、製品のライフサイクルに関わるもの及び安全技術の開発）があります

が、目的・目標は可能な限り具体的であること、測定可能（定量的）であること、設計・開

発技術者が同意していること、実現可能であること、目標設定の優先順位は経営のニーズに

沿っていることが望まれます。 

具体的には設定の対象として次のようなものがあります。 

a. 対象製品の選定と達成すべき安全水準（リスク低減の目標） 

b. 新しい安全技術の開発項目の選定と達成目標（アウトソーシングを含む） 

c. 調達対象製品又は部品の安全水準 

d. 機械安全技術･力量の到達レベル（教育･訓練の対象者とそのレベルを含む） 

e. 機械安全マネジメントレベルの向上 

 

安全の水準として法的要求事項を満たす記のような目的・目標の設定は、機械安全マネジ

メントシステムのパフォーマンスを監視・測定する上で重要な手段となりますので、目的・

目標には、そのパフォーマンスを基準としての達成度と、それを監視・測定する基準を定め

ておくことが好都合です。 

 

③ 自社の安全水準の設定 

安全の水準として法的要求事項を満たすことは 低限の要件であることを銘記すべきで

あって、それを上回る適用規格水準、業界水準、他社水準、使用者水準などを考慮して、自

主的な水準を決定することが望まれます。また、対象製品によっては、消費者期待基準又は

費用便益基準を考慮して定めることが必要になります。 

 

④ 設計開発部門における機械安全活動の組織体制作り 

機械安全の取り組みは、設計・開発部門の業務として組織的な活動に組み込む必要があり

ます。設計・開発部門における組織は、その業務体系、即ち技術的専門分野ごとに構成され

る場合もあり、また、開発製品ごとにプロジェクトチームが組まれる場合もあります。した

がって、機械安全の組織体制はそうした中に組み込むことも可能であり、また、独立した機

械安全チームとすることも可能ですが、いずれの場合においても、機械の安全設計を実践す

る上で必要な体制を構築することが望まれます。 

主な体制として次のようなものが考えられます。 

a. 設計・開発部門の機械安全推進者の任命と責任・権限 

機械安全推進者は、機械安全の実施計画の策定を行い、機械安全に責任を持ち、機

械安全を推進するリーダーシップの力量を備えた技術者 

b. 設計・開発部門の機械安全実施者の任命と職務分担 

機械安全実施者は、機械安全の法的要求事項、規格、基準及び機械安全技術に精通

し、リスクアセスメントなど機械安全手法（ツール）を活用できる力量を備えた技

術者 

c. リスクアセスメントを実施する体制（チーム編成など） 

d. 許容可能なリスクのレベルを判断する体制 
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e. 機械安全保護方策の妥当性を確認する体制 

f. 機械安全ドキュメンテーションとドキュメント管理体制 

g. 自社内の機械安全教育をする体制 

h. 組織外の専門家を活用できる体制 

i. 情報を収集して分析する体制 

 

（４）機械安全リスクアセスメント手法の習得と実施経験の蓄積 

リスクアセスメントは構想設計、基本設計、詳細設計の各段階で実施する必要があります

ので、設計業務の中に定常的に組み込むことがポイントです。量産品の場合と一品生産品の

場合の開発・設計工程におけるリスクアセスメントの実施フローを参考図に示します。 

リスクアセスメントは、機械そのものを熟知している設計者自身によって実施されること

が効率的ですので、設計者には、実施に必要なリスクアセスメントの手法及びノウハウを習

得してもらう必要があります。先ずは、設計者に対し、機械安全の法的要求事項、規格、基

準及び機械安全技術に精通しリスクアセスメントなど機械安全手法（ツール）を活用できる

力量を備えた社内の技術者、又は社外の専門家による指導・支援を行うことが現実で効果的

です。 

一般的な手法による演習や機械安全に関わる基礎知識を教材内容とする入門研修を履修の

上、現実の製品を対象に実施するリスクアセスメント作業へ参画するなど OJT での実践的な

ノウハウの習得が有効です。 

リスクアセスメントを効率的に進めるためには、製品種目ごとに実施手順がまとめられ、

手順ごとに必要な判断基準やワークシートフォームが整備する必要があります。また、関連

法規・規格・規準などの要求事項が整理されるとともに、使用者における機械の運転、保守

に関わる作業内容、使用環境・状況についての情報、既存設備や他社類似機種での事故・故

障・不具合情報等の整備が望まれます。 

リスクアセスメントの結果に基づき実施した対策及び効果の妥当性の確認については、設

計審査などを活用して、各設計段階でリスクアセスメントに基づいてリスク低減が図られて

いるか、リスク低減目標が達成されているかを試運転機、実機などで実際に確認しておく必

要があります。 

リスクアセスメントの結果及びその検討に使用した資料は技術文書として管理され、以後

の機械安全評価作業に有用な技術資産として活用できます。 

なお、機械安全リスクアセスメント手法は、まだ標準化されていませんので、自社向きの

手法を開発し、使い込むことによって質を高めて行く必要があります。 

 

参考図１：量産品の開発・設計工程とリスクアセスメント(平成 13 年度報告書一部改変) 

参考図２：一品生産品の開発・設計工程とリスクアセスメント(平成 13年度報告書一部改変) 
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参考図１：開発・設計工程とリスクアセスメント（量産品）
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参考図２：開発・設計工程とリスクアセスメント（一品生産品） 
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Ｑ３２ 機械安全を推進する組織体制は、どのようなものですか？ 

 
機械安全を推進する組織体制は「機械安全マネジメントシステム」において規定されます。

推進組織は、経営者が表明した「機械安全方針」を効果的に遂行するために、経営者によっ

て組織化されるものであり、企業内各部門が実施すべき業務がその責任と権限とともに明確

に規定され、管理責任者が任命されます。 

一般に、組織体制は、機械製造業の規模・陣容・経営形態及び企業文化などと密接な関連

がありますので、一概に機械安全推進組織がどのようにあるべきかを記述することはできま

せん。以下に代表的な組織例及び必要な機能などを参考に紹介します。 

 

（１）機械安全推進組織モデルイメージ 
推進組織のモデルイメージを示しますが、企業の事業規模や経営形態によって、現実的で

効果的な組織構成と機能分担を選定する必要があります。その際、①経営者のコミットメン

ト、②機械安全推進委員会などの横断的組織の設置による取り組みのベクトル合わせ、は組

織化にあたっての必須要件として考慮しておく必要があります。また、品質マネジメントや

環境マネジメントなど、社内の既存のマネジメント組織との関係を検討して、組織を決定す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）機械安全推進委員会 

組織の運営において、経営者のコミットメントを体現する機関として「機械安全推進委員

会」が設置され、機械安全活動の推進とフォローアップを統括します。通常、委員会を主宰

する委員長には役員クラスが任命されます。 

 

（３）実行機関 

実行機関として、各部門にそれぞれの役割と責任が割り当てられますが、とりわけ、設計・

開発部門と品質保証部門が運営の中心になります。 

① 品質保証部門 

品質保証部門は「機械安全推進責任者」に任命され、推進委員会の事務局として専門家的

な立場で、機械安全方針・目標の策定、リスクアセスメントの実施支援、パフォーマンス評

価、機械安全教育、文書管理等の技術管理業務を担当します。 

 

経営者

機械安全推進委員会

機械安全
推進事務局

監査部門
事業本部
／事業部

機械リスクアセス
メント推進チーム

設計・開発部門品質保証部門 生産部門
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② 設計・開発部門 

設計・開発部門は「機械安全実施責任者」に任命され、製品への安全の作り込みの中核を

担う立場から、リスクアセスメントの実施と機械への安全対応の具体化を行います。 

 

参考：機械安全を品質保証活動に組み込んだ製品安全マネジメントシステム例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．推進体制：ISO9001 の下で実施･･･品質保証関連組織 

 
２．推進責任者の職制：品質保証部長（総括責任者は事業部長） 
 
３．実施責任者の職制：技術部門長（設計部長、技術部長、技術本部長） 
 
４．参画部門と具体的な行動： 

・ 品質保証委員会･･･事業部方針の設定と推進、製品安全プログラムの承認 

・ 各部門 

（企画部）法規に関する情報収集と社内への伝達 

（品質保証部）活動全体とりまとめ、プログラムの策定・維持、実施状況の審査、 

管理体制に関する指示 

（営業部／業務部）契約文書への反映、顧客・業界情報の収集と伝達 

（技術担当各部）技術動向調査、安全基準の設定と維持向上、安全性解析の実施、 

安全対策の実施（技術的手段・方法の設定、警告・表示の指示）、 

安全審査の受審 

（資材部）調達時の契約内容の検討と契約文書への反映 

（工作部）管理要求の作業指導書への反映、製造試験時の管理 

（サービス部）顧客における使用情報の収集と社内への伝達、 

安全問題への適切な処置 

 
５．機械安全水準を決定する機関：技術担当部門（設計部、技術部） 
 
６．機械製品の安全を確保する仕組み：設計審査(DR)、技術部門長（設計部長、技術部長） 

 
７．マネジメントシステムの監査・改善：品質保証委員会（各事業部門） 

 

 

 
事業部総括責任者

品質保証委員会

設計部
／技術部

品質保証部

企画部

サービス部

資材部

営業部／業務部

工作部（実施責任者）（推進責任者・事務局）

関連各部
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Ｑ３３ 機械安全を実施する上で必要な経営資源は何ですか？ 

 

機械製造者にとって機械安全は企業経営上の重要な要素であり、これを実現するためには

経営資源の投入が不可欠です。経営資源は、ヒト（人材）、モノ（ハード：商品、設備等）、

カネ（資本、資金）、情報（社内蓄積知見及びノウハウ、社外の関連情報）といわれています。 

経営者には、機械安全方針をコミットメントすると同時に、必要なこれら経営資源の投入

を行い、組織を通じて機械安全活動ができる環境を整える役割があります。特に機械安全特

有の資源としては、次のようなものが挙げられます。 

 

（１）人：専門家の育成と実務者の質的向上 

機械安全方針及びその目的・目標を達成するためには、まず第１に組織を動かす人材の確

保が必要です。 

① 機械安全関連情報の収集及び関係者への伝達を実施する専門家の育成 

② 機械安全技術（事故情報収集を含む）の専門家の育成 

③ 機械安全リスクアセスメントの専門家の育成 

④ 一般の設計者及び開発者への機械安全教育の実施 

⑤ 機械安全技術認定等の普及へのインセンティブの導入 

⑥ 組織を挙げてのキャンペーンの実施 

 

（２）物：安全な機械の創出 

機械安全を確保する上では、 新の科学技術を活用して、時代の要請に応えなければなり

ません。そのためには製品に関わる技術、ソフト・ハードを含めた研究開発が求められます。 

① 安全技術開発（安全化達成のための部品・システム・製品） 

② 製品の安全向上（現状製品群のリスク低減） 

③ 安全向上製品の調達 

 

（３）資金：必要な予算措置 

特に機械安全のマネジメントシステムの構築、維持及び継続的改善に向けた費用の予算化

が必要になります。 

① マネジメントシステム構築費用 

② 人材育成費用 

③ 機械安全推進組織の維持費 

④ 外部コンサルタントの導入費用 

⑤ 研究開発調査費 

⑥ 情報収集のための費用 

⑦ 損害保険料 
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（４）情報：社内外の情報及びノウハウの収集、活用、情報管理 

今日、情報はすべてを制すると言っても過言ではありません。必要十分な情報を収集・活

用することが機械安全を達成するために不可欠です。 

① 機械安全に関する規制・法令情報などの整備 

② 機械安全に関する標準規格類などの整備 

③ 機械安全に関する自社基準などの整備 

④ 機械安全事故事例などのデータ収集及び活用 

⑤ 事故情報の開示 

⑥ 機械リスクアセスメント手法の開発・導入・整備 

⑦ 機械安全テクニカルデータの作成・保管管理 

 

これらの資源は、機械安全マネジメントの下に、各関連組織の活動と一貫して運営管理さ

れることで効果を発揮できると言えます。経営者には、これらの資源を提供すると同時に、

各部門の責任者に権限と責任を委譲することが求められます。 
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Ｑ３４ 機械安全の専門家は必要ですか？ その能力として何が必要ですか？ 

 
（１）機械安全の専門家は必要！人材の育成･確保が必要！ 
機械安全マネジメントにおける機械安全方針及び機械安全目標の達成のために、機械安全

専門家、例えば「機械安全に関する規制･法令・規格･認証などの情報を収集し評価し組織内

に伝達する人材」及び「機械安全実務人材」は、専従者であるかどうかは別にして、機械製

造者にとっては不可欠です。 
機械マネジメントシステムにおいて、一般に「機械安全推進委員会」等を設置する発想が

あります。その場合、「機械安全推進委員会」は経営トップに代わって推進体制を構築し、活

動の推進とフォローアップを行い、「機械安全推進責任者」は推進の事務局として実施計画な

ど推進に必要な環境整備を行い、「機械安全実施責任者」はリスクアセスメントの実施、安全

技術の適用など実践的な活動を通して機械安全を実現する役割を担っています。しかし、い

ずれの活動においても計画書立案、システム構築、教育などの企画・推進能力、リーダーシ

ップやコミュニケーションなどのマネジメント能力に加えて、機械安全に関わる専門的知識

がなくては機械安全マネジメント組織を円滑に機能させることはできません。また、その専

門的知識は日進月歩しています。機械製造者にとって機械安全専門家は必要不可欠です。 
したがって、機械安全マネジメントの推進上、次のような施策をもって人材の育成･確保を

行う必要があります。 

① 機械安全関連情報収集及び関係者への伝達を実施する専門家の育成 
② 機械安全技術（事故情報収集を含む）の専門家の育成 
③ 機械安全リスクアセスメントの専門家の育成 
④ 一般の設計者及び開発者への機械安全教育の実施 
⑤ 機械安全技術認定等の普及へのインセンティブの導入 
⑥ 組織を挙げてのキャンペーンの実施 
⑦ 教育及び訓練の計画的推進 
等 

 
（２）機械安全専門家の役割 
機械安全を組織的に実践するためには、法規制、安全規格の具体的要求事項、リスクの評

価手法、リスクアセスメントの実施、安全技術の教育等に精通した専門家を育成し、機械安

全実施の指南役とすることが、効率的で現実的です。 
機械安全専門家が果たすべき役割には次のようなものがあります。 

① リスクアセスメント実施の指導・支援 
② 機械安全教育の実施とリスクアセスメント実施者の育成 
③ 機械安全に関わる 新の法規情報の収集・整備と組織内への伝達 
④ 機械安全基準、リスクアセスメント要領等、社内規準の整備 
⑤ リスクアセスメント実施事例の共通データ化 
⑥ 機械安全マネジメントシステム構築の推進と維持の支援 
等 
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（３）機械安全専門家が備える能力（知識と経験） 
このような役割を着実に果たすためには、専門家として次のような知識と経験が必要です。 

① 機械安全法規の要求事項を具体的なイメージとして解釈し理解できる実践能力 
② 自社製品の設計、技術、製造に関する専門知識と理解 
③ リスクの分析・評価とリスク低減の手法に関する専門知識と活用能力 
④ リスクアセスメントの実践能力 
⑤ 安全技術の理解と活用能力 
⑥ 教育の企画実施能力 
⑦ 機械の使用状況、事故等に関する情報収集分析能力 
⑧ 事故訴訟に関わる法務事例の理解 
等 

 
（４）機械安全専門家の育成法 

このような機械安全専門家に期待される資質・能力は一朝一夕には得られません。長く設

計・開発業務に携わった経験を有するベテラン技術者をベースにして、機械安全法規や機械

安全技術に関わる知識と経験を計画的・実践的に時間をかけて身につけることが現実的な方

策です。まず、実務の中核を担う技術者を何名か選抜し、機械安全マネジメントの運用に詳

しい外部の専門家の指導を受けて、自社の機械安全マネジメントシステムを立案させること

が有効です。 
また、実施面に関しては、機械安全リスクアセスメントチームを編成し、一般的なリスク

アセスメントの手法に則って、実際の製品を対象にして、機械安全リスクアセスメントを試

行することにより、実践的に機械安全のプロセスを体験することが重要です。 
このような体験を通して、リスクの特定や評価の要領と方法の妥当性、判断基準の妥当性、

リスク低減方策の具体化や効果などについて評価・考察することが可能となり、問題点や課

題が見えるようになってきます。その上で、さらに安全評価技術やリスク低減技術等に関す

る外部の機械安全講習会を受講して必要な専門知識の習得に努めることが効果的です。 
 

参考１：リスクアセスメントリーダーに必要とされる知識例 

① ハザード分析手法 

② リスク評価手法 

③ システムセーフティエンジニアリング 

④ ドキュメンテーションエンジニアリング 

⑤ 技術法務 

等 
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参考２：設計部員の教育訓練事例（機械メーカーA社における製品安全講座） 

（１）受講対象者：入社３から５年の技術系社員 

（２）講義時間：１日（7時間） 

（３）各講義カリキュラム 

① 機械安全の背景について 

機械安全に関する日本と欧州の文化的背景、産業構造の背景、労働災害の背景、 

国内外の法規の背景 

② 国際規格について 

ISO 規格の体系、ISO 規格と JIS 規格 

③ 機械安全の考え方 

機械の安全とは、リスクとは、残留リスクとは、安全の確保とはどういうことか 

④ リスク低減のプロセス 

    JIS B 9702 「機械類の安全性－リスクアセスメントの原則」に基づくリスクアセ

スメント手法、 

JIS B 9700-1「機械類の安全性一設計のための基本概念及び一般原則 第 1部 基

本用語及び方法論」及び JIS B 9700-2「機械類の安全性一設計のた

めの基本概念及び一般原則 第２部 技術原則」に基づくリスク低減

のプロセス 

⑤ リスクアセスメントの演習 

簡単な機械を例に、MIL 882C 及び ANSI の方法によるリスクアセスメントの演習 
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Ｑ３５ 機械安全のために企業が収集すべき情報は何ですか？ 

 

機械安全を実現するために必要な関連文書・情報は数多くあります。特に、機械安全を達

成する主体的役割を担っている設計・開発部門では、それらの情報の収集及び活用は重要な

業務であり、欠かすことはできません。ここでは、機械安全達成の観点から設計・開発部門

が収集すべき情報の種類とその活用を念頭において記載します。 

 設計・開発部門が収集し活用する重要な情報を分類すると、機械の使用上の情報、法令・

規格情報、 新の科学技術（State of the art）に関する情報、ベンチマーキング情報、事

故情報、フィードバック情報などが挙げられます。 

 

（１）機械の使用上の情報 

機械設計者にとって、機械の技術的仕様だけでなく、使用者の運転条件や労働環境などの

情報も不可欠な情報です。特に、リスクアセスメントを実施する上で、機械類の使用上の制

限等の設定のために、使用者の運転条件や労働環境などの情報は欠くことができないもので

す。一般消費者用機械、汎用機械のような標準化された機械では、製造者が使用上の条件等

のすべてを、市場調査等を通じて自ら設定して設計・開発を行いますが、産業用機械では、

必ずしも製造者がすべての条件を設定できるわけではありません。特に大型の機械やプラン

ト、工場のラインに組み込まれる機械の場合、日本では使用者が運転上のノウハウを持って

いるのが通例です。したがって、製造者は、これらの必要十分な情報を、使用者（発注者）

から文書として入手することが重要なポイントになります。 

 

（２）法令・規格情報 

この情報には、法的要求事項、ISO・JIS 等の規格、業界標準、客先基準、製造者の自主基

準などが含まれます。これらの情報は、機械安全のレベルを確保する上で、重要な指標とな

ります。しかし、法令や規格は、制定された時代の技術水準を反映したものであり、また作

成に参加した技術者グループの技術レベルを反映したものであることに留意しなければな

りません。したがって、これらの情報は、常に 新のものを入手し活用することが求められ

ます。特に、法令及び規格の構成及び内容は各国及び企業によっても異なりますので、事業

モデルに適合した情報を戦略的に適宜収集し管理し活用することがポイントになります。 

 

（３） 新の科学技術に関する情報 

機械安全技術も、日々開発され進歩し、社会の安全意識及び水準も高まっています。その

水準の中で機械安全（リスク低減）の妥当性が判断されますので、State of the art（ 新

の科学技術の知見、又は機械等を提供した時点における科学･技術及び経験等の総合力（水準）

とも言われる）に配慮する必要があります。製造する機械類に関する 新の科学技術情報を

把握し、特に安全技術面から世の中の動向に適切に対応することが求められています。それ

らの 新情報の活用の採否は費用便益基準に基づいて判断されます。 

 

（４）ベンチマーキングのための情報 

これは、端的に言えば他社製品に関する製品安全情報です。国内外の同業他社の機械安全

水準を把握して、自社の機械安全水準との差異を常に把握しておく必要があります。特に、

機械の安全性を製品の差別化、企業の競争力に位置付けている製造者には、欠かせない情報
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となります。PL訴訟などにおいては、コストに大幅な差がない場合、他社水準や業界水準（含

む ISO、JIS などの標準規格）に劣る製品の場合、不利な立場となることがあります。社会の

安全重視の社会動向の中で、安全技術（リスク）面に関し、妥当性の面で他社水準に劣るこ

とは、企業の存続にも大きな影響がありますので、他社情報の入手は欠かせません。 

 

（５）事故情報と分析 

自社製品に関する事故がないからといって、必ずしも機械安全マネジメントが旨く運用さ

れており、また安全な機械が提供できているという保証にはなりません。この発想が非常に

大切ですので留意すべきです。事故は種々の要素（特に顕在化していない潜在的なリスク）

が重なり発生することが多いのです。たまたま事故に至らなかっただけで、潜在的にリスク

が存在する場合も多くあります。広く他社の事故、及び類似機械の事故などの情報も集め、

「他山の石」として自社の機械安全への取り組み状況の再検討に活かす必要があります。 

事故情報は、機械安全マネジメントの重要なパフォーマンス指標です。また、事故情報に

より原因分析を行い、発生メカニズムを把握するだけでなく、マネジメント的要因分析を行

うことでマネジメントシステムの改善に資することもできます。 

さらに、事故に至らないニアミスのようなインシデントに関する情報も有効なリスク低減

とシステム改善への動機に活用することができます。特に、潜在危険源の把握や、潜在リス

クの大きさの分析にも役立ちますので貴重です。品質上の欠陥や不具合が事故につながらな

い場合でも、潜在リスクは存在するのか、存在する場合には、そのひどさと発生頻度はどう

なのか、意図した保護方策が有効に機能するのかなどの分析を行い、リスク低減に活かすこ

とができます。 

 

（６）フィードバック情報 

フィードバック情報には、活用上から設計への情報とマネジメントへの情報との二種類が

あります。この情報は、設計、調達、製造、据付、調整、操業、保守、点検、修理、改造、

解体、廃棄等の全ライフサイクルに渡る社内外関係者及び部門からの自社製機械の安全性に

関するもの（良い情報、悪い情報、改善情報等）が対象になります。 

機械設計へのフィードバック情報は、不安全を引き起こした技術的原因の分析と諸対策及

び将来の設計への知見の集積のために活用されますので、安全な機械創出（リスク低減）に

不可欠な情報です。マネジメントへのフィードバック情報は、不安全を引き起こした原因が

マネジメント上の欠陥、又は組織上の欠陥であったかという観点で分析し、マネジメント改

善のために経営者及び所管部門で活用されますので、機械安全マネジメントシステムの改善

に不可欠な情報です。したがって、情報フィードバックの仕組み作りは、機械安全マネジメ

ントにとって極めて重要です。 

これらの情報収集は設計・開発部門の努力のみでは十分に達成することはできません。営

業、法務、品質保証、調達、製造、保守サービスなど企業の組織全体で取り組む必要があり

ます。そのためには利害関係者を含めた開放的なコミュニケーション体制を確立する必要が

あります。特に事故やその原因の隠蔽、責任のなすり合いをするような企業体質は、機械安

全向上に大きな障害になりますので、下位上達、真原因除去による再発防止、個人的責任追

及の払拭、前向きな開放的意思疎通などの職場環境の構築、制度面の改善、企業価値観の改

善が必要です。 
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機械安全を意識した設計情報フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① インプット情報 

インプット情報は、リスクアセスメントを実施する上で、機械の制限情報としてインプ
ットされる情報であり、設計の進捗に合わせて生成される。 

② リスク低減プロセス情報 
リスク低減プロセス情報は、リスクアセスメントを実施した次に必要なリスク低減プロ

セス、言い換えれば、リスク低減の３ステップを実施する上で必要な情報であり、対象の
機械特有の場合もあり、機械類で共通の場合もある。 

③ アウトプット情報 
アウトプット情報は、リスクアセスメントとリスク低減プロセスを経て得られた、リス

ク低減の方策情報で、次の設計工程で、機械の機能として組み込まれる情報である。 
 

 
情報収集に関する各部門の役割 

① 経営者 

   全社的な情報収集の仕組み作り 

② 機械安全推進責任者（品質保証部門長など） 

  機械安全に関わる品質情報の収集 

  事故情報の収集と分析の仕組み作り 

  リスクアセスメントの手法開発の取り組み 

③ 機械安全実施責任者（設計・開発部門長など） 

  機械安全技術情報の収集（製品技術、法令、規格、標準など） 

  機械安全リスクアセスメントツールの収集・開発 

  事故情報の収集と分析 

④ その他の部門 

機械安全法令・規格・規準の整備又は支援（例：法務部など） 

機械安全に関する事故訴訟事例・判例など（例：法務部など） 

機械使用者の情報（例：営業部、サービス部など） 

他社情報の収集（例：営業部、サービス部など） 

品質不具合情報及び事故情報の収集（例：サービス部など） 

 

インプット 

○製品の制限条件 

○調達機器の制限条件 

○設置上の制限条件 

○使用上の制限条件 

リスク低減プロセス

○安全化技術情報 

○安全化製品情報 

○法的要求事項 

○危険源情報 

○作業手順情報 

○安全化技法情報 

○人的情報 

○事故・不具合情報 

アウトプット 

○リスク情報 

○安全保護方策 

・本質的安全設計

方策 

・防護方策及び付加

防護方策 

○使用上の情報 

・取扱説明書 

・安全防護物 

・警報、警告 

・保護具 

・教育訓練 
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Ｑ３６ 顧客に対する納入契約条件としての留意事項は何ですか？ 

 
一般に、設備機械などの契約に基づいて製造・納入する機械については、機械安全に関す

る契約等の文書としては、契約書、合意事項及び仕様書があります。一般的留意事項及びそ

れら文書に記載する必要があると考えられる内容を以下に紹介します。 
 

（１）一般的留意事項 
① 安全に関する条件を、契約書、合意事項及び契約仕様書などで設定する必要があります。 
② 民法や商法は任意規定が多くあり、契約書で規定しておく必要があります。 
③ 強行規定は、契約書で合意してもその効力はありません。 
④ 契約書で PL の責任を負わないと規定しても、それは契約当事者間で有効であるに過ぎ

ず、被害者本人から責任を追及された場合、責任を免れることはできません。 
⑤ 一般消費者との売買は、契約書によるものではありませんし、また PL 法の個人消費者

保護の立場から、使用規約、取扱説明書、カタログなどで、安全水準や免責事項を一方

的に規定しても効力のないことに留意しなければなりません。 
 

（２）契約書及び合意事項 
① 準拠法（海外の係争、紛争などの処理）など 
② 契約当事者の責任範囲：責任の種類の制限、責任の金額の制限、責任のある期間の制限

など 
③ 教育・訓練の実施：教育・訓練の実施者と範囲、運転者の資格など 
④ 使用者側の安全情報の提供：製造者に必要な使用者工場などの安全情報 
⑤ 製品引渡後の安全に関する対処：新しい安全保護方策の適用、製品安全情報の適用など 
⑥ 引渡し後の保守管理：保守管理契約、リスクベースドメンテナンスなど（引渡し後の安

全維持に対応した取り決めは保守管理契約として別途行う場合があります） 
⑦ 損害保険の付保 
⑧ 訴訟、係争解決のための協力 

 
（３）仕様書 
① 機械に適用する法令 
② 機械に適用する安全規格・標準：ISO、JIS、業界標準、客先標準、自主基準など 
③ 安全に関する技術仕様 
④ 使用者側で行われる安全保護方策 
⑤ 機械の寿命に関する事項：機械そのものの寿命 

部品の交換期間 
リスクアセスメントの有効期間など 

⑥ 機械安全に関する技術文書の範囲：リスクアセスメント実施結果など 

 なお、契約文書で規定した事項も、特に安全に関しては、設計の進捗によって変化する可

能性があります。設計変更や新たな安全保護方策の適否に関しても当事者同士で合意文書を

作成しておく必要があります。 
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契約に関する法規 

 民法や商法の規定は、任意規定、強行規定、取締規定の三つに分類されます。 

(1) 任意規定：当事者が異なる内容の合意をすれば、その合意が優先される規定。民法

の契約に関する規定の多くは任意規定です。 

(2) 強行規定：当事者がこれに反する合意をしても、その合意は無効となる規定。PL 法

など。 

(3) 取締規定：規定に違反しても合意事項は有効であるが処罰される規定。 

 

契約書文書化の意義 

契約はお互いの意思の合致があれば成立しますから，口頭の約束でも成立します（店

頭で行う買い物も一種の契約）。しかし、契約は文書化が原則であり、その目的は： 

① 後日紛争となったときの証拠とする。 

② 契約が成立したことを明確にする。 

③ 契約の条件を明確にする。 

④ 民法など法的要求事項との差を明確にする。 

(注) 特別な法律（建設業法など）の適用を受ける場合は，契約を書面で行うことが義

務付けられています。 

 

見積り時に必要な安全情報 

契約文書（仕様書、合意文書など）で安全上の要求を明確にするためには、見積り段

階から安全に関する情報を収集し、技術、コストにも考慮を払う必要があります。 

(1) 見積り案件の安全情報 

① 誰が使用するのか（使用する恐れのある者も挙げる） 

② どのような環境で使用されるのか（考えられる異常環境も挙げる） 

③ 使用条件・運転条件はどうか（考えられる条件を挙げる） 

④ 顧客からの安全上の要求 

⑤ 見積製品に係わる法規・基準（国際、国内、業界、客先等の指定の有無、確認） 

⑥ 客先が実施する安全保護方策 

(2) 見積製品及び同形製品（類似製品を含む）の安全上情報 

① 同形製品不適合情報（特に過去安全面で問題がなかったかなど） 

② 同形他社製品の安全面での情報（当社製品との比較） 

③ 同形製品の安全性に係わる世の中の技術水準及び動向 

④ 同形製品の事故情報（PL 判例を含む） 
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Ｑ３７ ベンダーに対する発注契約条件の留意事項は何ですか？ 

契約に基づいて調達する場合、基本的には Q３６と同じ考え方ができます。顧客に対す

る調達品の安全の責任は、当然のこととしてその機械の製造者に問われます。したがって、

その製造者の責任を果たすために、ベンダーに対する発注時には、調達品の安全に関して

の要求事項を明確にした契約等の文書（契約書、合意事項、仕様書など）を交換し、要求

した安全を満足した調達品であることを確認し、納品を受けることが欠かせません。また、

訴訟や損害賠償などにおいては、契約書と法律によってベンダーの責任を問うことになり

ます。 

一般に機械製品は多くの調達品で構成されているので、調達品の安全がその製品の安全

にとって重要な位置を占めています。そのため、調達時点における対策は、その製品の安

全対策上非常に重要になります。その意味で調達部門の役割が重要になってきます。調達

部門は、次のことに留意する必要があります。 

① 発注仕様書などに安全対策上必要な条件が明記してあることを確認する。 

② 製品の安全が保証され認定されたベンダーから調達する。 

③ 調達先と自社との安全仕様の差を調査（事故情報を含む）し、自社の安全仕様と齟

齬がないことを確認する。 

 

ベンダー製品を調達する場合、顧客と機械製造者のように、すべての製品が、詳細な契

約書と仕様書によって調達されるわけではありません。一般にベンダーとの契約文書は、

次の項目から構成されます。 

① 注文書（Purchase Order） 

② 購入一般条件（The General Terms And Conditions of Purchase） 

③ 購入特別条件（The Special and Conditions of Purchase） 

④ 注文仕様書（The Specifications） 

 

特に注文書と一般条件などの書式は標準化された基本契約条件の場合が多いので、機器

特有又はベンダー特有の要求事項が入っていない場合がありますので、このような場合は、

追加の要求事項を文書化して、契約添付文書(要求仕様書、Requisition)とする必要があり

ます。 

また、調達品の場合、調達品が更に孫調達品で構成されたり、一般汎用品を購入された

りする場合があります。このような場合、次の２点などの確認が重要な安全性確保の条件

になります。 

① 遵守している適用法規、適用安全規格の有無 

② 安全性に関する第三者認証取得の有無 
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 調達品の場合、中小ベンダーから購入する場合も多く、このような場合、機械製造者と

ベンダーの間に力関係の不均衡があると、一方的に不利な条件を押し付ける可能性があり

ます。このような条件設定は、法律上無効であることに留意しなければなりません。 

また、注文仕様書で調達品の仕様を規定している場合、その欠陥により生じた事故には、

ベンダーに責任がないことにも留意する必要があります。しかし、PL 法第 4 条第 2 項によ

りベンダーに過失がない場合、発注者の使用が正しいか否かの検証責任は、ベンダーにあ

ります。 

PL 法第四条 2 項（免責事由） 

 

二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠

陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことによ

り生じ、かつ、その欠陥に生じたことにつき過失がないこと。 

 

（注）購入者が指定した設計仕様により欠陥が生じた場合、ベンダーの責任は問えない

が、その場合ベンダーもその欠陥を知り得なかったことが条件になる。 

 

 

ベンダー契約における確認事項 

 

(1) 注文仕様書に安全上必要な要求が記載されているか 

① 調達品の安全に対する自社の考え 

② 使用者（使用者の習熟度を含め使用する恐れのある者すべて） 

③ 使用環境（考えられる異常環境を含む） 

④ 使用条件・運転条件 

⑤ 安全性に関する特別要求 

⑥ 見積製品の安全に関する法規，基準（国際，国内，業界など） 

⑦ 自社で準備する安全対策 

(2) 見積書と注文仕様書との間に調達品の安全に関する記述に相違・変更がないか 

(3) 客先の安全要求事項を満たしているか 

(4) 契約上調達品の安全に関する責任範囲について明確になっているか 
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Ｑ３８ サブコンに対する発注契約条件の留意事項は何ですか？ 

 
（１）一般的留意事項 

サブコン（サブコントラクターの略称、下請負人又は下請け業者）との発注契約（下

請け人にとっては請負契約）にはいろいろな形態がありますが、機械安全に関して必要

な発注契約上の留意事項は、原則的にＱ３６及びＱ３７の考え方が適用できます。 

例えば、発注元企業（元請企業）に、設計、製造の技術がなく、サブコンに機械を構

成する特定機能部分を設計から製造まで一括して請け負わせる場合は、調達品と同等の

扱いになります。 

また、発注契約が発注元企業からの技術上の指示を受けてサブコンが加工のみを行う

ような場合、機械安全に関する責任は、ワークマンシップを除き、原則的に発注元企業

が負うべきものと考えられます。 

しかし PL 法上の製造物責任は、発注元企業である製造者だけでなく、発注元企業から

設計図面、原材料の供給を受けて加工を行う下請け業者もその対象となります。ワーク

マンシップなどでは双方が品質保証責任をどこまで分担するかなど不明確な要素が残り

ますから、責任範囲を明確にするため、基本契約書などにおいて当事者間で 

① 責任の種類、 

② 責任の金額の制限、 

③ 責任のある期間の制限など 

を明確にしておくことが、後々のトラブル防止に重要です。 

 

（２）ＰＬ法からのサブコンの責任負担の限界への配慮 

発注元企業が、下請け企業に対する規模、格差、力関係などを利用して、一方的に不

利な条件を押し付けることは許されません。責任範囲を決める場合は、下請け業者の受

注金額、支払い能力、製造物の特性など、下請け業者の諸事情を考慮する必要がありま

す。例えば、設計外注で、発注元企業の指示に従って、人件費をベースとする設計業務

を請け負わせる場合、下請け業者の責任は図面の間違に対し図面を訂正する程度まであ

り、物損やその後の損害に対して損害賠償を請求するのは、程度にもよりますが、一般

に過剰な要求と考えられています。また、一概には言えませんが、下請け業者の事情を

考慮せずに、PL 保険への加入を強制したり、その分担金を負担させたり、製造物責任な

どの賠償金を一方的に負担させることも過剰な要求と考えられます。 

 PL 法では、知り得た欠陥を無視したり、見逃したりした場合、その責任を負わなけれ

ばなりません。しかし、一般に、加工外注などを請け負う業者は、規模が小さく、製造

物責任を負担できるような財政基盤が弱いのが通常であり、発注元企業にその負担が掛

かってきます。したがって、そのようなことが起こらないように、品質保証体制を確立

し、発注元企業と下請け業者が協力してミス防止に努めることを基本契約書などで締結

することが大切です。
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Ｑ３９ 機械安全リスクアセスメントとは何ですか？ 
標準化されたリスクアセスメント手法がありますか？ 

 

（１）機械安全リスクアセスメントとは 

機械安全リスクアセスメントの基本概念は、ISO１4121:1999｢機械類の安全性－リスクア

セスメントの原則｣の中に、実施プロセスフロー（添付図参照）として示され、「機械類に付

随する危険源の審査を系統的方法で実施可能にするための一連の論理的手順」として定義さ

れ標準化されています。 

機械安全リスクアセスメントの実施目的は、機械に存在するリスクを適切に評価すること

であり、その論理的手順を踏むことによって客観的なリスク評価が可能になるという意義が

あります。その手順は、①機械類の制限の決定→②危険源の特定→③リスク見積り→④リス

クの評価（受忍可能なレベルのリスクか否か）の４段階で構成されています。 

なお、リスクは一般には「危害の大きさと発生確率の組み合わせ」と定義され、そのリス

クを評価することがリスクアセスメントです。「機械安全リスクアセスメント」では受忍可

能なレベルまでリスクを低減するための手法として反復的プロセスを実施することになっ

ています。 

 

（２）リスクアセスメントの手法は標準化されていない！ 

機械安全リスクアセスメントを実施するために必要な手法体系、また各プロセスにおける

具体的な手法及び判断基準などについては標準化されていません。したがって、機械安全リ

スクアセスメントを実施する企業が自社で定める必要があります。実施企業は、各種推進団

体及び先行企業で試行錯誤した事例を参考に、夫々工夫して実施可能な手法を選択又は開発

しているのが実態です。 

代表的な手法としては、ISO１4121:1999｢機械類の安全性－リスクアセスメントの原則｣の

附属書 B（参考）に「危険源分析及びリスク見積りの方法」に記載されている７種類や、2006

年３月の労働安全衛生法の一部改正に伴う指針（平成 18 年 3 月 10 日発行、基発第 0310001

号「危険性又は有害性等調査に関する指針について」）に記述された４種類の手法（マトリク

ス法、リスクグラフ法、加算法、積算法）があります。後者の４手法については以下に紹介

しますが、そのほかに、危険源を特定する方法として FMEA や FTA、HAZOP 等いろいろな手法

があります。 

 

（３）代表的な手法例 

① マトリックス法 

マトリックス法は、「危害の大きさ」と「発生確率」をそれぞれ横軸と縦軸とした表（行

列：マトリックス）によってリスクを見積る方法です。事前に危害の大きさと発生確率

の度合いを割り付けた列と行を設定しておく必要があります。その割り付け方の違いに

よって種々の手法に展開されています。 

MIL-STD-882C:1998（米国軍用規格）がその代表的な手法です。この手法は軍隊で機械

を扱う隊員を対象とした手法であり、様々な兵器を対象としているところから、基本的には

移動しながら使用する機械のリスクアセスメントに適すると言われています。現在、日本の

大手製造者などで採用されていますが、危害の発生確率を考慮する上で、危害回避の可能

性や危険源に暴露される時間等を対象としていませんので、シンプルではあるものの、
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危害の発生確率をどのように規定するかが各企業としての課題となります。 
MIL と同じようなリスクアセスメント（リスク推定）が提案されている例として、半導体

製造者の団体が半導体製造装置の製造者に要求している安全規格（SEMI S10-1296）や米国の

工作機械の安全規格（ANSI/B11.TR3-2000）があります。 

MIL のリスク見積りや評価では、マトリックスの数値は大きいほどリスクが小さくなるよ

うになっていますが、企業の中には、数値が大きいほどリスクが大きくなる方が分かりやす

いとの理由でマトリックスの数値を逆転させて採用している例も見受けられます。 

 

② リスクグラフ法 

リスクグラフ法は、「危害の大きさ」「発生確率」「回避可能性」等をステップごとに分

岐させていくことによってリスクを見積る方法です。事前に分岐個所での判断基準及び

リスクレベルを決めておく必要があります。 

JISB9705-1：2000（ISO13849-1）「機械の安全性―制御システムの安全関連部」が代表例と

して挙げられます。リスクの見積りは、危険源を開始点として、危害のひどさ、危害の発生

確率、危害に曝される頻度、回避の可能性順に、危害のひどさでは重傷か軽傷かを選択して、

以下、頻繁：稀、大きい：小さい、と選択してリスクレベルを決定し、その結果、この決定

されたリスクレベルに対応した安全方策カテゴリーが決定されます。この安全方策カテゴリ

ーによってリスク評価をすることができます。 

ロボットに関する米国安全規格（ANSI/RIAR15.06：1999）は、この方法を採用しています。

この規格は、産業用ロボット及び産業用ロボットシステムに関するもので、それらの使用に

おいて、要員の安全性を高めるために産業用ロボットの製造や安全防護の方法に対する要求

事項を規定しています。この規格では要員の安全防護が規定されていますが、実際には危険

源の特定が先ず必要になります。この危険源に対して、規定による安全防護装置を設置する

か、リスクアセスメントを実施して安全防護装置を設置することを求めています。リスクア

セスメントにおけるリスクの見積りは、「傷害のひどさ」、「暴露頻度」、「回避可能性」をファ

クターとして用い、リスクレベルを確定しています。そして、このリスクレベルに応じたリ

スク低減カテゴリーが決まり、安全防護物及び回路に 低限必要な性能が決まります。 

 

③ 加算法 

加算法は、「危害の大きさ」「発生確率」を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを

加算して、その数値の大きさによってリスクを見積る方法です。 

ａ．ガードマスター社の加算法 

イギリスの安全機器製造者であるガードマスター社が 1992 年に推奨した方法で BS 

5304:1988 年版を使いやすくする目的で、イギリスのＨＳＥ (Health & Safety Executive 労

働安全衛生庁) の指導によって作成したものです。この方法は、当時、欧州の企業に採用さ

れた手法の一つで、「傷害発生の確率：Ｐ」と「傷害のひどさ：Ｓ」をそれぞれ４段階に分け、

「危険源に接する頻度：Ｆ」を３段階に分けて、それらリスク要素の和である「トータル値：

ＴＶ」を求め「リスクレベル：ＲＬ」を求めています。 

ｂ．サイエンティフィック・テクノロジーズ社の加算法 

アメリカの安全機器メーカーであるサイエンティフィック・テクノロジーズ社が推奨する

方法で、前述ガードマスター社の思想を受け継いで改良を重ねたもので、欧米の企業に採用
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されていた手法の一つです。「傷害発生の確率：Ｐ」と「傷害のひどさ：Ｓ」をそれぞれ４段

階に分け、「危険源に接する頻度：Ｆ」を３段階に分けてあるところまでは、ガードマスター

社のそれと同じです。しかし、欧州の状況の変化に伴い、傷害発生確率のそれぞれのポイン

トが高くなるとともに、新たに人数、短時間の接近、習得程度及びアクセス間隔などによっ

て点数を加算する項目が追加されています。「トータル値：ＴＶ」は各リスク要素ポイントの

和であり、その値から「リスクレベル：ＲＬ」を求めています。 

 

④ 積算法 

積算法は、「危害の大きさ」「発生確率」を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを

掛け算して、その数値の大きさによってリスクを見積る方法です。 

この方法は、ドイツの安全機器製造者であるピルツ社が推奨する方法で、イギリスのＨＳ

Ｅ(Health & Safety Executive、安全衛生執行部)の指導によって作成されたものです。 前

述のサイエンティフィック・テクノロジーズ社の評価方式の欠点とされる評価の難しさ（バ

ラツキ）を更に改良したもので、指数を採用するなど、一定のレベル以上の人であれば概ね

同様の値が出るように工夫されており、現在では、欧米のみならず日本の有力民間企業で採

用されている方法です。「発生の可能性（ＬＯ）／危険との接触」、「危険にさらされる頻度（Ｆ

Ｅ）」、「起こり得る災害のひどさ（ＤＰＨ）− 悪の場合を考慮して」及び「危険にさらされ

る人数（ＮＰ）」を利用して各項目の点数を求めます。次に、各項目の点数を「トータルポイ

ント算出式トータルポイント＝ＬＯ・ＦＥ・ＤＰＨ・ＮＰ」に代入してトータルポイントを

算出する。 後にトータルポイントを「リスクレベル」に当てはめてリスクレベルを決定し

ます。 

図 機械安全リスクアセスメントのプロセスフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開始

機械類の制限の決定

危険源の特定

リスクの見積り 

リスクの評価 

リスクの低減

開始 

受忍可能か？ 

リスク分析 リスクアセスメント 

終了
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Ｑ４０ 機械安全リスクアセスメンの実施体制を構築するにはどのようにすれ
ばよいのですか？ 

 
機械安全リスクアセスメントを実施するには機械そのものを熟知している設計者自身の

実施が望ましい姿です。そのためには、設計部門及び設計者がリスクアセスメントを実施し

やすい環境作りと支援が必要となります。 
 

（１）機械安全リスクアセスメントの組織的活動の必要性 
機械安全リスクアセスメントの実施組織は、製造販売する機械に関するリスクアセスメン

トを実施し、リスク低減策を講じ、顧客が受け入れることのできる安全な機械を提供すると

ともに、残留リスクを明確に開示することによって顧客が機械を安全に使用できる状態を確

保する責務があります。 

図１に機械安全リスクアセスメント実施に関連する主な活動と部門などを例示します。こ

れらの関連部門との連携及び協力の下に、機械安全リスクアセスメントはその成果を挙げる

ことが可能になります。 
 この図に示すように、機械安全リスクアセスメントの実施体制は全社の全部門に渡って組

織化する必要があります。これは、機械安全リスクアセスメントの要求事項でライフサイク

ルのすべての場面におけるリスクの洗い出しが必要なことから、単に工場部門の設計や品質

保証部門だけでなく工場部門においては資材管理部門も含みます。これは資材調達において

は調達先にも関連があることから、調達先への機械安全リスクアセスメント等を含む契約上

の責任元としての位置付けを意味します。 

 

図１ 機械安全リスクアセスメント実施に求められる主な活動内容と関連部門 

 

機械安全リスクアセスメント実施組織の目的 

 顧客が安全に機械を使用できるように、 販売する機械のリスクアセスメントを確実に実施

し、リスク低減策を講じ、 顧客が受け入れできる安全な機械の提供を可能にするとともに、

残留リスクを明確に開示するなどの必要な対策を体系的かつ継続的に発揮すること 

 

 

関連する部門等組織 求められる主な活動内容 

 ・リスクアセスメント実施責任者 
 ・設計部門管理責任者 
 ・開発部門管理責任者 
 ・設計／開発担当者(機械設計／電装設計）
 ・品質管理部門管理責任者 
 ・品質管理実施担当者 
 ・営業部門管理責任者 
 ・資材部門管理責任者 
 ・製造部門管理責任者 
 ・据付・保守・サービス部門 
 等々 

 

 ・リスク低減策の検討・決定 
 ・リスクアセスメント実施記録の作成と

保管管理 
 ・装置安全設計のための該当規格、 

法律、指令等の情報収集 
 ・安全機器／機構の探索 
 ・アセッサーの教育、育成 
 ・安全設計意識の啓発 
・安全に対する顧客要求事項への対応 
等々（必要に応じて） 
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（２）機械安全リスクアセスメント推進のための組織例 

機械安全リスクアセスメントの実施を推進するために、どのような組織を採用するかは、

企業の規模、製品機種構成、企業文化などに応じて各企業が選択することですが、ここでは

委員会組織によるモデル例を図２及び表に示します。 

機械製造者が機械（製品）の安全化を企業としていかに達成するか、又はいかに実現する

かは、機械安全リスクアセスメントの実施運用が決め手になりますので、機械安全リスクア

セスメントを機械安全化業務の中核として捉える必要があります。そこで、機械安全リスク

アセスメントを実施するために必要な機能とその分担などを、設計／開発部門に焦点を絞っ

て記述しています。 

機械安全リスクアセスメント作業チームの運用については、例えば、機械安全リスクアセ

スメントの専門家で構成する機械安全リスクアセスメント作業チームに任せる方法、設計／

開発部門内リスクアセスメント作業チームに任せる方法、上記２つのチームを使い分ける方

法などを選択することも考えられます。 
また、機械安全推進委員会を全社横断的な連絡会として機能させる方法、機械安全リスク

アセスメント実施責任部門とする方法などもあります。 
いずれの組織形態を採用する場合においても、経営ポリシーが行動に反映できることが不

可欠となります。この経営ポリシーについてはここでは省略しますが、機械安全の組織化や

体制を企業で進めていく上では、経営ポリシーに機械安全を掲げた企業全体での取り組みが

求められます。経営ポリシーとしての機械安全方針モデルを参考に示します。 

図２ 機械安全リスクアセスメント実施組織モデル 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

機械安全総括責任者 
（注）技術担当役員 

機械安全推進委員会 
・設計／開発部門長 ・品質管理部門代表

・資材調達部門代表 ・営業部門代表 
・製造部門代表 
・据付・保守・サービス部門代表 など 

機械安全推進事務局 

事業本部／事業部 

機械安全リスクアセスメント作業チーム 

製造 
部門

設計／開発部門 
・機械安全管理責者

・部内リスクアセス

メント作業チ-ム 

品質保証 
部門

保守／整備 
部門 

関連 
部門 
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表１ 機械安全リスクアセスメントの実施のために必要な機能とその組織化 

組織名称等 業務内容 責任と権限 参考（適任者等） 

機械安全統括責

任者 

機械安全を実現するためのマ

ネジメントの遂行 

①機械安全の重要性を組織内に周

知・徹底させる。 

②機械安全方針及び目標を設定する。

③マネジメントレビューを実施する。

技術本部長・技術部長

などの設計技術全般に

対する経営責任を委譲

された技術担当役員 

機械安全推進委

員会 

①機械安全推進上での全社横

断的な意思決定及び情報共

有 

②委員を通じての設計（又は開

発）部門における機械安全活

動の実質的推進 

機械安全に関する重要性、全社方針及

び目標の審議・決定を行う。 

 

委員長：機械安全統括

責任者 

委員：すべての設計（又

は開発） 部門長、品

質管理・資材調達・ 製

造部門・営業等関連あ

る部門の長 

機械安全推進事

務局 

①機械安全統括責任者のブレ

ーン 

②機械安全のための組織作り

とその維持 

③リスクアセスメントを含む

機械安全技術の社内普及及

び監査 

④設計部門の機械安全活動へ

の支援 

⑤機械安全関係の人材育成 

⑥機械安全推進委員会の運営 

①機械安全に対する全社的意識高揚

のための企画を策定する。 

②設計部門における機械安全実現へ

の支援・サービスを提供する。 

③全社の機械安全活動を監査し総括

責任者及び機械安全推進委員会に

報告する。 

④社内人材育成の研修セミナーなど

を実施する。 

⑤機械安全推進委員会運営上必要な

企画を策定実施する。 

技術管理部門、 

又は機械安全統括責任

者直属の組織 

機械安全リスク

アセスメント作

業チーム 

①設計（又は開発）部門からの

要請に応じてのリスクアセ

スメントの代行実施、又は設

計（又は開発）部門で実施す

るリスクアセスメントへの

参加支援 

②調達機器等外部に対する機

械安全リスクアセスメント

の実施 

社内外で実施される機械安全リスク

アセスメントを支援又は代行する。 

機械安全推進事務局内

のリスクアセスメント

専門家集団 

機械安全管理責

任者 

①設計（又は開発）部門内の機

械安全思想の普及定着 

②設計（又は開発）部門での安

全な機械設計の実現 

 

①機械安全マネジメント推進に必要

なシステムを確立・実施・維持する。

②機械安全マネジメントの実施状況

を把握し改善等の情報をトップへ

報告する。 

③組織の機械安全意識を高揚させる。

④リスクアセスメントの実施及びリ

スク低減策の実施結果の確認し管

理する。 

設計（又は開発）部門

長、 

又は設計（又は開発）

部門長から権限を分与

又は委譲された者 

 

設計(又は開発）

部門内リスクア

セスメント作業

チーム、 

又は設計（又は

開発）者主務者、 

又は設計（又は

開発）者担当者 

①従来の設計エンジニアリン

グに加えて、リスクアセスメ

ントを含むセーフティーエ

ンジニアリング業務の遂行 

②ドキュメンテーションエン

ジニアリング業務の遂行 

①安全な機械を設計する。 

②リスクアセスメントの結果を図面

に反映し、文書化し、次工程以下に

情報を適切に提供する。 

③ドキュメントの管理 

設計（又は開発）部

員 
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参考 機械安全方針モデル(例) 

（平成 17 年度 日本機械工業連合会 機械安全マネジメントシステム標準化部会活動報告

書「機械製造業経営者のための『機械安全マネジメント実線ガイド』」より抜粋） 

 

機械安全方針モデル（要約） 

 

わが社は、「顧客ニーズに応えた安全な機械を、安全な職場で製作する」ことを、「わ

が社の安全文化」と位置付け、正義及び衡平（equity）の観点から、準拠すべき法規則

及び規準を遵守するとともに、最新の科学技術（state of the art）の下に、「わが社

の機械安全基準」を策定し機械安全に取り組み、社会に提供する機械の機械安全に関す

る方策と結果に関する責任と説明義務を果たします。 

 

わが社は、この機械安全方針を具現化するために、経営トップのリーダーシップの下

に必要な組織化を図り、機械安全計画を策定し、その実現のために管理サイクル（PDCA）

を回し、機械安全マネジメントを実施します。 

 

わが社は、機械安全への取り組みに関し、その役割と責任を、経営トップ、事業本部

長、事業部長、事業部管理部長、設計部門、設計者等階層別に明確にし、全組織を挙げ

て全従業員参加で取り組みます。 

 

 

注）ここで述べられている事項の背景は、単体機械であり、工場出荷後、直ちに運用が可能 

な機械に限定されています。 

  例えば、システム的な機械設備の場合には、施工部門、コミッショニング関連部門もＲ 

／Ａ実施について重要な役割を担っています。 
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Ｑ４１ 機械安全リスクアセスメントの目的・目標は何ですか？ 

機械製造者にとって、安全な機械を創出することは、企業の社会的責任を果たす 低限の

倫理であるといえます。その実現のために、機械安全リスクアセスメントが機械の安全性を

評価する有効な手段として国際的に認知されています。 

 

（１）目的・目標等 

機械製造者が機械安全リスクアセスメントを実施する目的・目標・意義は、次のように多

様に考えることができます。 

① 企業の社会的責任の遂行 

第一の視点は、製造者が主体的に労働災害の危険源の撲滅に貢献するために、機械安全リ

スクアセスメントを実施する責任があることです。したがって、製造者が製造する機械に関

して、機械安全リスクアセスメントを実施する目的は、市場に安全性の高い機械を提供し社

会に貢献するという企業理念の実現への主要な手段であるということになります。 

② 顧客ニーズへの対応  

第二の視点は、機械使用者から機械安全リスクアセスメントの実施結果情報の提供を求め

られますので、適切な対応が必要になっていることです。日本での労働災害防止及び削減の

見地から、平成 18年 4月に改正労働安全衛生法が施行され、機械使用者の労働安全衛生リス

クアセスメントの実施が努力義務化されました。その結果、リスクアセスメントの実施に必

要な情報として、機械製造者が実施した機械安全リスクアセスメントの結果が機械使用者か

ら求められるという環境の変化がありました。今、機械製造者はその顧客ニーズに対応する

ことが求められています。 

具体的には、厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」の中で、製造者が

行う事項として、リスクアセスメントの結果に基づきリスク低減及び保護方策の実施を行い

機械の安全化が図られることを期待する旨の記述がなされ、中央労働災害防止協会がその指

針の普及活動に注力していますので、リスクアセスメントの実施への関心が高まっています。 

③ 製造物責任法等の法理及び倫理観への対応  

第三の視点は、機械安全リスクアセスメントの実施記録が製造者倫理、技術者倫理、製造

物責任法などの遵守への証拠文書となり得ることです。 

日本では製造物責任法による訴訟事例が徐々に増加する傾向の中、生産用機械などの安全

性に関する製造物の欠陥に適用される事例も増加しています。こうした社会環境の変化に伴

って、機械安全リスクアセスメントが製造者にとっては必須の実施事項となっています。 

近年、製品安全に関する事故発生が多く、社会的な問題になっていますが、機械製造者は

適正な対応をしていることの証が求められています。そのための有効な手段として、機械安

全リスクアセスメントは不可欠な実施事項です。 

④ 輸出振興の手段  

第四の視点は、欧米への輸出向け機械の場合、ＩＳＯ及びＩＥＣの機械安全標準への準拠

が求められ、機械安全リスクアセスメントに基づくリスクの低減及び安全性の確保が輸出の

条件になっていることです。そのため、機械安全リスクアセスメントは必要不可欠な実施事

項であり、実施記録は、法規制遵守と市場要求に応える重要な証明資料として、また訴訟対

応のための準備資料として、適切に保管管理をする必要があります。 
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⑤ 競争力強化の手段  

第五の視点は、国内向け機械の場合、機械安全リスクアセスメントの実施についての強制

的な法規制はありませんが、顧客要求仕様との関連があるものの、技術競争力の差別化手段

としての意義があります。特に、機械製造者の経営意思として、機械安全リスクアセスメン

トの実施におけるリスク評価（受忍可能なリスク基準）をどのように高く設定しているか、

また、どのようなリスク低減方策を講じているかが競争力の重要なポイントとなります。 

⑥ 機械安全への取り組みのシステム化の手段 

第六の視点は、機械安全に関する設計姿勢を、従来の個人ノウハウ的なものから組織的・

論理的なものへとシステム化できる意義があります。このことによって、特に危険源の体系

的な抽出、社内規定に基づくリスクの見積り、社内基準に基づくリスクの評価、効果的なリ

スク低減策の選択などが可能になります。また、組織として機械安全水準を維持することに

よって、更に改善及びレベルアップへの環境が整うという効果があります。換言すれば、機

械安全の設計がマネジメントの俎上に載るということです。 

 

（２）「機械安全リスクアセスメント」実施による効果 

機械安全リスクアセスメントの実施は、機械製造者に企業イメージの向上、製品競争力強

化、機械安全対応費用の削減などの具体的な効果をもたらします。例えば、次のような効果

です。 

① 安全性の高い機械を市場に提供する社会的責任の遂行による企業イメージの向上 

② 製造した機械の安全品質の明確化（残留リスクなど製品安全情報の公開）による企業

イメージの向上 

③ 製造物責任訴訟での裏付け資料の整備 

④ 安全性の差別化による製品競争力の強化 

・欧米向け輸出機械にとって、欧米の機械の安全規格を満たすことは、国際競争への

スタートラインに並ぶ 低条件である。 

・国内向け機械にとっては、今後の製品価値差別化への大きなポイントである。 

⑤ リスクアセスメントの充実による損害保険掛け金の削減への効用（今後の課題） 

⑥ 機械安全上の直接効果 

・質の高い防護方策が可能になる。 

・危険源顕在化及び防護方策の漏れがなくなる。 

・設計者への保護対策の衆知徹底が図れる。 

・コストなどの経営判断がしやすくなる。 

 

参考：リスクアセスメントの定義

リスクアセスメントとは、望ましくない特定の事象(危険源が引き起こすもの)の発生確

率と、発生した危害又は損傷のひどさを見積り、ある判断基準をもって結果の重大性を判

定するプロセスをいう。したがって、リスクアセスメントは、リスク見積りとリスクの評

価の 2要素に区別される。 
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Ｑ４２ 機械安全リスクアセスメントは法的な強制事項ですか？ 

 
機械製造者に対する機械安全リスクアセスメントの実施は、現在の日本においては法的な

強制事項ではありません。しかし、以下の位置付けから実施が必須事項になっています。 

２００６年４月に改正施行された労働安全衛生法第２８条でも努力義務（補足説明参照）

として位置付けされています。だからといって、機械安全リスクアセスメントが必要ないと

いうことではありません。機械製造者にとって、いかにして安全性を考慮して製品化したか

という証明が必要な時代となっています。 近は、これを説明責任といいます。この説明責

任を証明できる有力な手法の一つが機械安全リスクアセスメントと言えます。 

欧州の機械指令は、安全性を証明するために、上市する機械に「ＣＥマーク」を貼ること

を義務付けしています。これは機械製造者が独自に安全性を証明する行為を行ったという証

を意味しています。この証に必要なものが機械安全リスクアセスメントの実施であり、その

結果としての記録文書です。 

なお、個別機械安全規格（所謂 C 規格）の機械は、C 規格を準拠すれば、機械安全リスク

アセスメント実施の代替になります。 

米国のロボット規格（ANSI/RIA R15.06-1999）でも、機械安全リスクアセスメントを実

施しない場合には、この規格の要求事項を満足することとしています。 

リスクアセスメントを実施することにより以下の効果が期待できます。 

① 安全方策を講じるべき優先順位を合理的に選定することが可能となる。 

② リスクに応じた合理的な安全方策を施すことが可能となる。 

③ その機械の有する残留リスクを開示することにより、市場原理でリスクの低減が図ら

れる。 

④ 機械の設計者､使用者､安全管理担当者等が、リスクという同一指標で安全の検討を行

うことができるようになり、対策が進みやすくなる。 

⑤ 国際的にも概念が導入され、国際的な動向と整合性が確保できる。 

⑥ リスクアセスメント実施の記録を残すことにより、安全性確保の活動を社会的に説明

しやすくなる。 

機械の安全化を図る上で、製造者等が機械に も詳しい知識を有すること、安全対策に関

する も大きな自由度を有すること、かつ安全対策のコストを製品価格を通して吸収しやす

いことなどの理由から、製造者等が製品の開発段階において機械安全リスクアセスメントを

行い、適切な安全方策を講じることがまず求められます。これが適切に行われれば、少なく

とも機械に直接起因する災害が減少することになります。また、残留リスクを適切に使用者

に伝え、使用者側も使用環境に応じて労働安全衛生面からリスクアセスメントを適切に実施

することにより、更なる危険源の低減及び傷害事故の低減が期待できます。 
なお、機械製造者等が行う機械安全リスクアセスメントは、機械の構造・機能を熟知し、

あらゆる使われ方や点検・整備の仕方、廃棄手段までをも知っていないと、その適切な実施

ができません。したがって、機械安全リスクアセスメントの実施に当たっては、単に手法を

知っているだけでは不十分で、全ライフサイクルのいろいろな局面に通じているメンバーの

知恵を集めることが重要となります。また、そのためにも普段から使用者側からの使用情報

等を集めておくことも大切です。 
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補足説明：努力義務とは 
労安法の努力義務規定は、「裁判例にみる安全配慮義務の実施」（中災防編、2002 年）文献

に記されていますように、“判例から安全配慮義務の内容を定める基準となるものと解すべき

である”ということになります。 

以下に、その一部（P35～P36 「② ガイドライン等の安全配慮義務」）を掲載します。 

 

「労働安全衛生法の規定の中には、罰則を伴わないいわゆる努力義務規定も少なくない。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

 これら努力義務規定や、それらに関する指針（ガイドライン）あるいは関連通達は、前述

のように罰則の適用はなく、また 低基準としてそれを下まわる労働契約にとってかわるも

のではないが、事業主は、これらの規定等に沿って安全衛生教育等を行うよう努めるべき義

務を負っているということからみて、これらの規定等も、程度の差こそあれ、①の 低基準

を定めた安全衛生関係法令に準じて安全配慮義務の内容をきめる基準となりうると考えら

れる場合も多い。 

裁判所も、『使用者は、信義則上、労働契約に付随する義務として、労働者に対し、業務

の執行に当たり、その生命及び健康に危険を生じないように具体的状況に応じて配慮すべき

いわゆる安全配慮義務を負っているものと解するのが相当である。そこで、Ｂ社の負うべき

安全配慮義務の具体的内容について検討するに、・・・労働省は、昭和 45 年 7 月 10 日、基

発第 503 号をもって「重量物取り扱い作業における腰痛の予防について」と題する通達を出

し・・・・ていることが認められる。 

右通達は行政的な取り締まり規定に関連するものではあるけれども、その内容が基本的に労

働者健康の確保の点にあることに鑑みると、使用者の労働者に対する私法上の安全配慮義務

の内容を定める基準となるものと解すべきである。そして、労働基準法、労働安全衛生法、

労働安全衛生規則、右通達に基づき、Ｂ社は右通達と同趣旨の安全配慮義務を負うものとい

うべきである。』（平元 9.26 広島地裁、同旨 平 10.4.30 大阪地裁、平 11.3.30 大阪高裁）」 
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Ｑ４３ 機械安全リスクアセスメントの評価基準はどのようなものですか？ 

 

（１）機械安全リスクアセスメント評価基準とは 

機械安全リスクアセスメント評価基準とは、あるリスクが許容されるリスクレベルにある

かを判断するための基準となるもので、これ以上のリスク低減方策が必要でないこと、及び

適切なリスク水準にあることを確認し、機械安全リスクアセスメント行為を終了してよいか

を決めるために使用します。したがって、機械安全リスクアセスメントの実施に当たり、必

要不可欠で重要なものです。 

リスク評価に際しては、リスクが適切に低減できているかの判断基準の有無及びその妥当

性が、成功の決め手になります。しかし、すべての機械製造者及び各種機械に共通に使える

ものではありません。例えば、生産工場専用の機械と一般ユーザーを対象とした機械では、

使用者及び作業環境などのレベルに大きな違いがありますので、どこまでリスクを低減すれ

ばよいのか、その適切さの度合いは異なります。したがって、リスク低減の適切さは、すべ

てに共通の評価基準として定めることはできません。また、リスク低減に当たってコストと

リスクとのバランス、費用対効果等の経済性も考慮する必要もあります。 

機械安全リスクアセスメントに使用される評価基準は、機械の仕様及び使用環境などの設

定（仮定・想定を含む）の下で、法規制、必須規格、技術動向、経済性、事業戦略などを総

合的に考慮し機械製造者が戦略的に意思決定すべき性格のものです。その評価基準は、当然、

機械使用者とのコンセンサスがあることが望まれますし、必要に応じ開示を求められる性格

を持っていますので、機械製造者は機械安全リスクアセスメントの評価基準を設定し組織的

に運用する必要があります。 

また、評価基準には機械製造者における機械安全意識、取り組み姿勢、重要性、戦略性な

どが直接かつ具体的に反映されますので、設計部門及び設計者任せにする対象ではありませ

ん。組織として機械製造者の経営者が意思決定すべき重要なものです。機械安全への取り組

み及び機械安全リスクアセスメントの実施に当たって、機械安全リスクアセスメントへの取

り組みの成功の鍵は評価基準にあるともいえます。しかし、企業内でどのように策定され、

どのような基準で運用されているかは公開されていないのが実態です。 

 

（２）評価基準策定のための考え方 

以下に参考になる主な考え方３つと当部会の整理結果を示します。 

なお、関連する用語としては、標準逸脱基準、消費者期待基準、費用便益基準、危険効用

基準などがあり、評価基準策定時の理論概念として適宜活用されています。 

① 法規面からの考え方 

 労働安全衛生規則の構造規格（安全基準）は、法的に決められたものですから、これは

低限の条件です。したがって、これを満たさなければリスクを適切に低減していないという

ことになりますので、必要条件です。しかし、この基準を満たしたからといって必ずしもリ

スクを適切に低減しているとはいえません。法規制は、十分条件ではないということです。

国の基準は、労働安全衛生上の事故発生の防止及び一般消費者保護を目的として、製品の製

造販売に際して充足すべき 低基準を定めた取り締り規定です。法令の性格上、表「法の限

界」に示すように、安全な製品を保証しているもの、保証しうるものではないと考える必要

があります。 
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② 規格面からの考え方 

 ISO 及び IEC 国際規格、JIS 及び EN 等国家・地域規格などに多くの機械安全規格があり、

一般に使用されています。それらの機械安全規格に規定されている必須事項及び保護方策を

実現していれば、標準的にリスクが適切に低減されたと判断することはできます。国際安全

規格は、保護方策の許容限度を示したものであり、この規格に準じた保護方策を適用するこ

とにより妥当性があることを意味しています。 

ISO の安全規格は、タイプ A、B、Cの 3つに階層化された規格体系です。 

○ タイプ A規格（基本安全規格）：あらゆる機械に対して適用できる基本概念、設計原則、

及び一般的側面を規定する規格 

○ タイプ B 規格（グループ安全規格）：広範な機械に渡って適用できる安全性に関する側

面、又は安全関連装置の一形式を規定する規格 

・タイプ B1規格：特定の安全側面(例えば、安全距離、表面温度、騒音)に関する規格 

・タイプ B2規格：安全関連装置(例えば、両手操作装置、ガード、インターロック装置） 

○ タイプ C 規格（個別機械に関する安全規格）：特定の機械又は機械グループに対す

る詳細な安全要求事項を規定する規格 

この中で、タイプ C規格がタイプ B規格で規定している条項から逸脱している場合には、

タイプ C規格が優先することと規定されています。 

これは、個別機械類特有の安全性に関わる事項が含まれている場合に意義があります。 

つまり、機械の種類によって、利便性や技術水準などが異なり、リスクの大きさなどに差が

生じるために、一律にはリスク低減の適切さを判定できないことを意味しています。したが

って、タイプ C規格の安全規格に則った保護方策を実現していれば、リスクが適切に低減さ

れていると判断するという考え方です。 

そのほか、例えば、人体の頭部に押しつぶしの危険状態が存在するのであれば、通常は、

タイプ B規格である ISO13854：1996「機械類の安全性―人体部位が押しつぶされるのを回避

するための 小隙間」を適用し、保護方策として、可動部と固定部の隙間を 300mm 以上確保

すれば、リスクは適切に低減されたと判断できます。 

これは、すべての機械に対しタイプ C 規格が制定されている状況にはなく、またタイプ A

規格は基本概念及び原則の規定で、すべての機械に対する具体的な安全設計数値等を提示し

ているわけでもありませんので、機械の安全設計の実務上は、これらの規格を参考にして自

社の評価基準を設定し運用する必要があります。 

 

③ ALARP 原則による考え方 

ALARP とは、IEC 61508-5:1999 の翻訳 JIS C 0508-5:1999「電気・電子・プログラマブル

電子安全間連携の機能安全－第 5部：安全度水準決定方法の事例｣の附属書 B(参考)」にも記

載されている概念で、「As Low As Reasonably Practicable」の略で、「合理的に実施可能な

限りリスクを下げる」という考え方です。 

法規や適用できる規格が世の中に整備されていない場合には、自社の判断でリスク低減の

適切さを決めなければなりません。その場合の有効な判断基準として、ALARP 原則がありま

す。リスク低減対策を講じた後のリスクが、添付図の「ALARP 又は受忍可能領域」又は「広

く一般に受忍される領域」にある場合はリスクが適切に低減されたことになります。 
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この原則は、保護方策を実施するために要する費用と、その保護方策の必要性･効果との兼

ね合い、費用と便益について勘案して評価をする考え方です。図の上部の「受忍できない領

域」に近いようなリスク低減には、一般に大きなコストが必要になります。仮にコストと比

較して小さな効果しか得られない場合であっても、設計者は該当する製品が世の中に存在す

る価値があるかどうかを問われていると考え、“（組織として）それでも製品化して行くこと

が正しい決定（意思表明）である”ことを考慮しリスクを適切に低減する必要があります。 

 

④ 機械の安全水準の概念まとめ（提示） 

以上の考え方を整理した結果を図の如くに整理し参考に提示します。 

 

表 法の限界 

① 法が規定している諸条件が、実際の製品の使用条件と一致するわけではない。 

② 法の規定合格事項が事故と直接関係なければ、ただ、合格したというだけである。 

③ 法そのものが制定後の技術的進歩に対応していない。 

 

図 ＡＬＡＲＰ原則 

リスク低減に要する費用 

リスク大 

リスク小 

許容できない領域 

広く一般に許容される領域 

ALARP又は許容領域 

許容できないリスク 

・望ましくないリスク    

－リスクの低減が実行不可能で

 場合 

－さらなるリスク低減に要する

 が得られる改善に対してはな

 しく不釣合いの場合 

・リスク低減に要する費用が得

 る改善より大きい場合 

無視し得るリスク 

注１）ALARP又は受忍可能領域は、便益が期待される場合にリスクを受け入れる発想（費用便益基準の適用）である。 

注２）広く一般に受忍可能とされる領域のリスクは、将来の科学技術の発展の中で、このレベルに留まっていること

を確認し続ける必要がある。 

注３）本図はJIS C 0508-5:1999「電気・電子・プログラマブル電子安全間連携の機能安全－第5部：安全度水準決 

定方法の事例｣の附属書B(参考)」の図を参考に一部改変してある。 

・受忍できないリスク：異常な

状況以外ではリスクは正当

化できない場合 

・望ましくないリスクであるが、

現在の技術レベルで、リスクの

低減が実行不可能な領域 
・これ以上のリスク低減が、コスト

的に不可能な領域（リスク低減コ

ストが改善効果に対して不釣合

いの場合） 
・リスク低減に要する費用と得られ

る効果がバランスした領域 

・無視し得るリスク：リスクが小さ

いので無視できる場合
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参考図  機械の安全水準の概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）リスク(リスク水準)＝リスク源による傷害の酷さ×傷害発生頻度 
注２）受忍可能なリスク領域とは、合理的に実現可能な 低の水準の意で、費用便益基準による受忍であり、その受

忍領域は幅を持っている。 
この領域にあるリスクは更に３つに分類される。 
① 望ましくないリスクであるが、リスクの低減が実施不可能である。 
② 更なるリスクの低減に要するコストが、得られるリスクの低減に対して極めて不相応である。 
③ 残留するリスクを低減するコストが、得られる改善効果とバランスして相応である。 

 

無視可能な

リスク領域

リ

ス

ク

水

準 

高

安全な
機械領域

受忍不可能なリ

スクの領域 これ以上の 
リスク低減 
が現在の技 
術レベルで 
は不可能な 
領域 

これ以上の

リスク低減

がコスト的

に不相応な

領域 

リスク低減 

コストに要 

する費用と 

得られる効 

果がバラン 

スした領域 

受忍可能なリスクの領域 

不安全な 
機械領域 安全な機械領域 

 

① 法規制による安全な機械 

③ 工業会標準による安全な機械 

④ 客先仕様との調整結果に

よる安全な機械 

② ISO標準等規定による安全な機械 

⑤ 機械製造企業独自の経営

判断による安全な機械 

少 危険源の種類及び数 
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Ｑ４４ 機械のライフサイクルとは、どのような概念ですか？ 
   製品寿命とは異なる概念ですか？ 

 

 「機械のライフサイクル」という概念は、機械安全を考える場合に使用されている用語で

あり、一般に使用されている「寿命」という概念とは全く異なります。 

「製品寿命」とは、一般に、その製品の稼動可能期間、即ち、使用開始から製品の機能が

発揮できないと判断されるまでの期間を言います。一方、「機械のライフサイクル」とは、機

械の製造プロセス（設計、調達、製造、加工など）、輸送プロセス（梱包、保管、積込、輸送

など）、組立・設置プロセス、調整・試運転プロセス、使用プロセス（稼動、保守･点検、修

理など）、解体・廃棄プロセスまでのすべてのプロセス（局面）を意味し、それらの局面にお

ける機械と人との関わりを考える場合に使用されている特別な表現です。したがって、機械

に関する「製品寿命」とは使用プロセスの期間（時間軸）を対象にした表現であって、機械

のライフサイクルの一つのプロセス（局面）における期間の表現という関連にあります。 

事故の要因である機械と人間、又は環境などとのインターフェースはこれらすべてのプロ

セスで生じるわけですから、機械の安全はこれらすべてのプロセスにおいて確保されなけれ

ばなりません。また、機械、人間、環境などの間に生じるインターフェースは、各プロセス

で異なり、プロセスが進行する時間の経過と共に多様に変化します。即ち、各プロセスに潜

在するリスクは異なっているということになります。したがって、機械の安全性を確保する

上では、機械のライフサイクルの各プロセスにおいて、リスクを評価し、必要な安全保護方

策を講じ、リスクを受忍可能なレベルにまで低減する必要があります。このような考え方の

下で、「機械のライフサイクル」という表現は、機械安全を語る場合に重要な概念と言えます。 

以下に、機械のライフサイクルのプロセスについて、リスクの視点から簡単に紹介します。 

 

（１） 製造プロセス 

このプロセスは、設計、調達、製造、加工などで構成され、リスクアセスメントに基づい

て設計が採用した安全保護方策を実現するプロセスであり、特に調達品の安全性を確保する

ことが重要です。また、このプロセスで発見されたリスクを設計にフィードバックし、安全

を実現するプロセスでもあります。 

また、リスクの面では、機械を製造する工場での安全作業を確保する上で考慮することも

必要です。例えば、加工及び組立作業時における反転作業用のバランス、吊り方の方策など

も含みます。難しい製造方法は、工場従業者にリスクがあります。 

 

（２） 輸送プロセス 

このプロセスは、梱包、保管、積込、輸送などで構成され、輸送に従事する業者や場合に

よっては一般人にリスクが生じる可能性があります。ここでは、機械の重量及び重心を考慮

して安定性を確保することが重要になります。例えば、適切な吊り具、捕縛個所の設置など

が挙げられます。 

 

（３） 組立・設置プロセス 

このプロセスは、自社工場で実施する場合と客先工場で実施する場合があり、また、現地

据付などでは、請負業者が介在することもあります。したがって、リスクの対象者は場合に

より異なってくることに配慮する必要があります。例えば、難しい組立方法や危険な作業は
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このプロセスにリスクを生じるだけでなく、機械稼動後の分解・修理などにもリスクを生じ

ることになります。 

 

（４） 調整・試運転プロセス 

このプロセスは、採用された安全保護方策が適切に機能することが実証される重要な段階

です。また、このプロセスにおいては安全機能を初めて、現物で確認することになりますか

ら、安全機能が確認されるまでの追加の保護方策や安全機能が失敗した場合の保護方策まで

配慮する必要があります。対象者としては、自社の技術者、客先の運転要員などリスク対象

者を明確にしてリスク対策を採る必要があります。 

 

（５） 使用プロセス 

このプロセスは、稼動、保守･点検、修理などで構成され、その占める期間も長く、潜在

リスクが顕在化する確率も高くなりますので、言うまでもありませんが、機械の安全性確保

に 大の取り組みが求められる も重要なプロセスです。機械の使用プロセス期間に生じる

人とのあらゆるインターフェースを考慮して、リスクアセスメントを実施し、リスクを受忍

可能なレベルにまで低減し、残留リスク情報を使用者に伝えることが必要になります。 

 

（６） 解体・廃棄プロセス 

このプロセスはとかく忘れられがちですが、解体・廃棄のプロセスには潜在リスクが も

顕在化する段階であることに留意しなければなりません。製造過程で、解体・廃棄をいかに

容易にするかをあらかじめ考慮しておくことが、このプロセスの安全性を確保する上で重要

になります。特に危険な化学物資の使用を避け、代替材料を考える必要があります。危険な

化学物資の使用が避けられない場合は、その内容を明確にし、解体・廃棄プロセスでどのよ

うな保護方策をとるかを取扱説明書などに記載する必要があります。危険な化学物質の危険

性は、後々具現化する場合もありますから、使用者への 新の情報提供も必要になってきま

す。この段階では、人間だけでなく、環境に対する安全（いずれは人間に影響を及ぼす）に

配慮することが重要です。 

 

参考 1：機械のライフサイクルから見た機械安全マネジメント対象領域 

 機械製造者 機械使用者 

 
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

対

象

領

域 

 
機械製造者として受注機械設備仕様の全域、特に自

社製品のライフサイクルに関して一般に、 
① 設計段階：機械（制御を含む）の開発・設計全

体においてリスク低減の責任を全うする 
② 調達・製造段階：リスク低減策の実現責任を全

うする 
③ 設置・試運転段階：契約の範囲内で安全責任を

全うする 
④ 運用保全段階：リスク情報を提供する責任を全

うする 
⑤ 解体・廃棄段階：リスク情報提供の責任を全う

する  

 
操業に伴う設備・環境等、自社設備のライフサ

イクルに関し、 
① 計画段階：事業者としての安全仕様を確立

する責任を全うする 
② 調達・製造段階：安全仕様を提示し実現す

る責任を全うする 
③ 設置・試運転段階：安全使用の実現を確認

する責任を全うする 
④ 運用保全段階：リスク情報を入手し、操業

中の安全確保の責任を全うする 
⑤ 解体・廃棄段階：リスク情報を入手し、解

体・廃棄時の安全確保の責任を全うする 
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具

体

的

実

施

事

項 

 
安全な機械を顧客に提供するために必要なマネジ

メントの実現 
① 機械安全マネジメントシステムの構築 
② リスクアセスメントによるリスク低減 
③ 本質的安全設計の実現 
④ 適切な防護方策の実施 
⑤ 残留リスクの開示・提供 
⑥ 変更に伴うリスクアセスメントの実施 
⑦ 新リスク情報の提供 
 

 
安全な操業を維持するためのマネジメントの実

現 
① 労働安全衛生マネジメントの構築 
② 安全プログラムの策定・実施 
③ 調達先からのリスク情報の入手 
④ 労働安全衛生の実現 
⑤ リスク管理に基づく運用保全 
⑥ 変更に伴うリスクアセスメントの実施 
⑦ 新のリスク情報の入手 

 

参考 2：機械のライフサイクル（JIS B 9700-1 の 5.3「危険源の同定、リスク見積り及び

リスクの評価」より） 

設計者は、機械によって引き起こされる可能性のある種々の危険源（括弧内省略）を同定し、可能な限

り要因の定量的なデータ等を下にそれぞれの危険源についてリスクを見積もらなければならない。また、

リスクの評価の結果としてのリスクの低減が必要であるかどうかを 終的に決定しなければならない。こ

の目的のため、設計者は種々の運転モードおよび種々の介入方法を配慮しなければならない。特に、次に

示すような機械のライフサイクルのすべての局面における人とのかかわり。 
１）製作 
２）運搬・組立及び設置 
３）立ち上げ 
４）使用 

－ 設定（段取り）、ティーチング若しくはプログラミング又は工程の切替え 
－ 運転 
－ 清掃 
－ 不具合の発見 
－ 保全 

５）使用停止、分解、及び安全上問題がある場合には廃棄処分 

－128－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

Ｑ４５ 機械の安全仕様はどの程度まで明確にすればよいのですか？ 

機械の安全仕様は、明確にすればするほど良いのですが、どこまで明確にすれば良いかと

いう基準はありません。JIS B 9700-1 に｢機械の設計は機械の制限（使用上の制限、空間上

の制限、時間的制限）に関する仕様から開始される｣とあります。機械の安全仕様も、機械の

特性及びその制限の下に決まります。安全仕様は、この条件の下での受忍可能なリスク及び

危険源などを特定するものと言えます。換言すれば、これら制限の下に実施したリスクアセ

スメントの結果に従い、合理的に受忍可能な 低のレベル（ALARP の原則）にリスクを低

減する保護方策の採否の条件とも言えます。これらの条件が設定されていなければ、機械で

起こる可能性のある状況（下記枠内参照）を想定することはできません。 

 機械の特性は、機械がその性能を発揮するための条件であり、設計者が決定できる品質特

性です。しかし、使用上の制限には、設計者が意図する使用上の制限と使用者が望む使用上

の制限があり、一方的に設計者が決められないことに留意しなければなりません。意図する

使用上の制限は、機械の安全に関わる情報を収集して決定する必要があります。 

したがって、機械の安全仕様に関して、機械製造者（設計者）と使用者間で、意図する機

械の特性と使用条件の範囲（いわば使用上の制限）について明確にし、整合を図ることが

低限の必須事項となります。 

（１）機械の使用上の制限 

これは機械のライフサイクルの各プロセスにおいて、機械とインターフェースを持つ人間、

環境（周辺住民、動植物など）を特定し、どのようなインターフェースを許容するかを決定

することです。この制限条件は、何時、誰が、何処で、どのようなリスクに遭遇するかに関

係します。例えば、 

① 人間を特定する（運転者、作業者、第 3者など） 

② 人間の作業を特定する（製造工程、運転及びそのモード、保守・点検など） 

③ 人間の能力を特定する（身体的能力、資格、教育・訓練の必要性など） 

④ 機械の稼動状態（正常運転、異常運転、停止など） 

⑤ 機械のライフサイクルにおけるプロセス（製造、運搬、組立・設置、調整・試運転、

稼動、解体・廃棄など） 

⑥ 想定される機械の機能不良 

⑦ 合理的に予見可能な誤使用（Q50 参照） 

 

（２）機械の空間（スペース）上の制限 

 これは、機械とインターフェースをもつ人間、環境の物理的空間的な条件を決定すること

です。この制限条件は、リスクの発生確率と危害のひどさに関係します。例えば、 

① 人間の動作範囲 

② 機械への交通条件（交通装置、アクセス距離、避難経路など） 

③ 機械との位置関係（運転者と機械の位置関係、工場立地条件など） 

④ 保全空間（保守点検スペース、ワーク・部品の搬入搬出スペースなど）

 

（３）時間的制限 

これは、機械と人間、環境などのインターフェースの期間といえます。この制限条件は、

リスクの発生確率と危害のひどさに関係します。例えば、 
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① 機械との接触時間（運転時間、労働時間など） 

② 機械の稼動（エネルギー供給時間、エネルギー保持時間、停止期間など） 

③ 機械の寿命（本体の寿命、部品の交換時間など 

 

上記のような機械安全のための制限仕様を明確にした上で、リスクアセスメントの実施及

びリスク低減がなされ、具体的な安全仕様が決定されます。発注仕様書に安全仕様などが記

載されていても、これらの制限条件の下で、リスクが受忍可能なレベルになっているか確認

する必要があります。 

 

参考１：想定される機械の機能不良（JIS B 9700-1の 5.3ｂ）2)より） 

機械は次の多様な理由で意図された機能を果たさない（すなわち機能不良である） 
(1) 加工材料又はワークピースの特性又は寸法の変化 
(2) 構成品又は機能の一つ（又は複数）の故障 
(3) 外的妨害（例えば，衝撃，振動，電磁妨害） 
(4) 設計誤り又は設計不良（例えば，ソフトウエアエラー） 
(5) 動力源異常 
(6) 周囲の状態（例えば，損傷した床の表面） 

 

参考 2：合理的に予見可能な誤使用（JIS B 9700-1の 5.3ｃ）より） 

オペレータの意図しない挙動又は合理的に予見可能な機械の誤使用 
例えば， 

(1) オペレータによる機械の制御不能（特に手持ち機械又は移動機械） 
(2) 機械を使用中に，機能不良，事故又は故障が生じた時の人の反射的な挙動 
(3) 集中力の欠如又は不注意（機械の故意の誤使用によるのでなく）から生じる挙動 
(4) 作業遂行中，“ 小抵抗経路”をとった結果として生じる挙動 

（参考）：“ 小抵抗経路”をとることは“ゲシュタルトの近道反応”“省略行動”などといわれる

ものである。 
(5) すべての事態において機械を稼働させ続けるというプレッシャから生じる挙動  
(6) 特定の人の挙動（例えば，子供，障害者） 

 

参考３：人間の行動パターンと合理的に予見可能な誤使用 

人間は本質的に次のような特性を持っている。 

① できるだけ速く仕事をしようとする 
② できるだけ労力を少なくしようとする 

その結果 

① 余分な作業を探し，省こうとする 

② 近道を探し， 短距離を取ろうとする 

③ 保護装置を解除する 

④ 手順を逸脱する 

作業環境が変化する 

① リスクが拡大する 
・ 注意すれば安全にできると信じる 

・ 拡大したリスクを受け入れる 
・ 危険な作業を繰り返す 

② 拡大したリスクに慣れる 
・ リスクが拡大していることを忘れる 

事故が発生する 

このような人間の行動パターンに根ざした誤使用を考慮する必要があります。PL 法においても誤使用

は絶対的抗弁ではなく、機械製造者は意図する使用のみでなく、合理的に予見可能な誤使用も考慮して安

全な機械を提供することが求められています。 
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Ｑ４６ 機械使用者から機械製造者への情報提供は必要ありませんか？ 

 

（１）使用者情報は、安全を機械に造り込むために不可欠です！  

商品としての機械である限り、顧客（使用者）ニーズ情報は、製造者にとって不可欠です。

そのニーズ情報の重要なものの一つに、機械安全に関する情報があります。標準量産機械と

個別受注生産とでは、ニーズ情報の入手源は異なります。標準量産機械の場合は、製造者側

での市場調査が中心になりますが、個別受注生産機械の場合は、市場調査に加えて使用者側

からの引合仕様・発注仕様･設計打合・仕様承認などを通じて顧客ニーズ情報を収集すること

になります。 
 

（２）機械使用者と機械製造者間での機械安全に関する情報交換の必要性 

機械製造者が安全を機械に造り込むために使用者情報が必要であると同様に、使用者が実

施する労働安全衛生マネジメントのリスクアセスメントにおいて、機械製造者のリスクアセ

スメント実施結果としての残留リスク情報などが必要になります。これらの背景には、労働

安全衛生法の改正及び関連指針改訂等があり、機械設備の安全に関して労働安全衛生リスク

アセスメント及び機械安全リスクアセスメントにおいて充実した情報交換を求めているこ

とがあります。使用者が労働安全衛生リスクアセスメントを実施するに当たり、製造者に対

して必要な情報を求め、製造者は既に実施した機械安全リスクアセスメントの実施結果の必

要な情報を使用者に与えるという関係が生じることになります。このように、関連を持って

の情報交換が機械使用者と機械製造者間で必要になっています。 

機械製造者の機械安全リスクアセスメントと使用者の労働安全衛生リスクアセスメント

とは、目的も方法も異なりますので、リスクアセスメントは夫々独自に実施すればよく、製

造者の残留リスクの情報だけを使用者に提供すれば十分、あとは使用者に委ねればよいとい

う考え方もできます。しかし、そうした場合、機械安全におけるリスク低減への本質的安全

設計方策の適用は難しくなり、保護方策の適用にも限界が生じます。また使用者で採用する

リスク低減対策も、改造、保護具、教育訓練、警告警報など限られたものになってしまいま

す。さらに、機械製造者で実施した方策が、機械使用者に受け入れられず、新たな方策を講

じることにより、余分なコストを掛けなければならないかもしれません。 

したがって、使用者と製造者間で機械安全に関する質の高い情報の交換を適宜行い、労働

安全衛生及び機械安全への価値観を両者で共有し、ベクトルを揃えた取り組みを実施するこ

とが、労働災害撲滅への成果を効率的に達成する近道になります。こうしたことを通して、

情報及び機械安全の質がスパイラルアップしていきます。 

 

（３）機械安全リスクアセスメントにおける使用者情報の位置付け 
Q45 で記述しましたように、機械安全リスクアセスメントを実施する上で、使用上の制限

事項を明確にすることが、そのスタートポイントになります。一般に、使用上の制限事項は、

設計者がその技術的知識や入手した情報を元に決定できますが、入手する情報の中では、使

用者が所有する情報は重要な位置付けとなります。特に、設備機械は、使用者の特殊な事情

や要求事項がありますから、使用者の情報なくして、機械設計者が勝手に使用上の制限事項

を決定しても、独断や偏見が入り込み、架空の議論になり、使用者にとって役立つ仕様はで

きません。 
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 産業機械は、製造者において製品として完結する一般消費者向け製品や、単体機械として

独立して使用される製品のみならず、多くの場合は工場設備（総合的機械システム）の一部

として、また製造ラインの一部として編成されたり、材料及び工具等の搬出入装置などの附

帯設備と組み合わされたり、機能追加などの改造が行われたりして使用されます。単体とし

て稼動する機械や、機械プラントなどとして完成し納品する機械群（類）においても、その

オペレーション・ノウハウなどは、多くの場合、使用者が所有しています。したがって、製

造者が想定した機械の使用条件の下でリスクアセスメントを実施する場合には、危険源抽出

の範囲、許容リスクの考え方に、自から限界があると言えます。 

機械の初期設計の段階から、使用者の使用上の情報を考慮して、リスクアセスメントを実

施し、お互いに納得して、仕様に反映し、設計に反映する必要があります。大型プラントで

は、既にこのような仕組みで実施されていますが、工場設備としての単品機械として納入さ

れる機械類においては、まだ余り進んでいないと思われます。 

 

（４）使用者から製造者に提供する必要のある情報 

① 機械の設置条件：機械の設置場所、既存・新規設備との関連、付帯設備、周囲環境、工

場設備規定、適用される法規制など 

② 労働安全衛生条件：労働安全衛生マネジメント、労働時 間、労働環境、工場労働安全

衛生規則など 

③ 運転条件：定常運転状態、非定常運転、運転・作業手順、非常時の体制など 

④ 運転者の力量：資格の有無、教育・訓練体制など 

⑤ 保守管理体制：社内管理体制、外部委託体制など 

⑥ 第三者の関与：運転者以外に機械とインターフェースを持つ作業者、見学者など 

⑦ 使用者企業の機械設備設置基準：設備計画基準、機械安全規定、作業基準など生産技術

管理規定など 

⑧ その他：使用者側が準備する安全関連設備など 

 

（５）どうすれば有益な情報が得られるか！ 

 機械の安全仕様は、契約時の仕様書ですべて設定できるわけではありません。また、仕様

書にどのように安全仕様を盛り込むかの商習慣・方法も明確にはなっていないのが実態です。 

一方、その内容は設計の進捗に合わせてリスクアセスメントが実施され、必要な保護方策

が採用される性格も持っていますので、設計の進捗に合わせた情報交換も必要になります。

時には共同のリスクアセスメントも必要になるでしょう。 

共同のリスクアセスメントには、次のようなメリットが考えられます。 

① 使用者と製造者を含めたトータル視点での安全性確保ができる 

② 使用者と製造者の立場で取り組むことができる 

③ 意識と価値観の違いを意識し共有できる 

使用者と製造者間での機械安全に関する相互に必要な情報をどのように交換するかにつ

いての方法論はほとんど議論されていませんので、今後の重要な課題の一つと考えられます。

当面は、関係企業間での試行錯誤により実績を重ねる必要があります。
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Ｑ４７ 危険源の概念、危険源の体系とは、具体的にどのような内容ですか？ 

 
（１）危険源とは（概念） 

機械安全マネジメントにおける機械安全上の危険源とは、人に対する危険源「身体的障害

及び／又は健康障害を引き起こす潜在的根源」だけでなく、財産及び環境に対し被害及び／

破壊を引き起こす潜在的根源と考えています。 

なお、ISO 12100-1:2004(JIS B 9700-1:2004)「機械類の安全性－設計のための基本概念、

一般原則－第 1部:基本用語、方法論」では、次のように定義されています。 

１．適用範囲の一部抜粋 

  なお、この規格は飼育動物、財産又は環境に対する損害は取り扱わない。 

3.6 危険源（Hazard）  

危害を引き起こす潜在的根源。 

備考１．“危険源”という用語は、その発生源（例えば、機械的危険源、電気的危険

源）を明確にし、又は潜在的な危害（例えば、感電の危険源、切断の危険源、

毒性による危険源、火災による危険源）の性質を明確にするために適切である。 

備考２．この定義において、危険源は次を想定している。 

－ 機械の“意図する使用”の期間中、恒久的に存在するもの（例えば、危険な

動きをする要素の運動、溶接工程中の電弧、不安全な姿勢、騒音放射、高温）

又は 

－ 予期せずに現れ得るもの（例えば、爆発、意図しない及び予測しない起動の

結果としての押しつぶしの危険源、破損の結果としての放出、加速度又は源

速度の結果としての落下） 

また、「貿易の技術的障害に関する協定（WTO/TBT 協定）」、欧州の「機械指令（98/37・EC）」

（欧州議会及び理事会指令）には、適用範囲に関して次のように規定（日本規格協会の仮訳

による）し、その内容は人だけでなく ISO 12100 よりも広範囲です。 

WTO/TBT 協定 

第 2条 強制規格の中央政府期間による立案、制定及び適用 

2.2 加盟国は、（省略）正当な目的とは、特に国家の安全保障上の必要、詐欺的な行為

の防止及び健康若しくは安全の保護、動物若しくは植物の生命若しくは健康の保護

又は環境の保全をいう。 

機械指令 

（５）加盟国は自国民の健康と安全を保証する責任を有するものであり、これは場合によ

り、家畜及び財産にまでその範囲が及びものであるが、とりわけ機械の使用から発生

する労働者のリスクに関して特に重要である。 

 

（２）危険源の体系 

JIS B 9700-1:2004 及び JIS B 9702：2000「機械類の安全性－リスクアセスメントの原則」

の付属書Ａでは、危険源が次のように大別されています。 
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JIS B 9700-1:2004 での危険源 
①機械的危険源 
②電気的危険源 
③熱的危険源 
④騒音による危険源 
⑤振動による危険源 
⑥放射による危険源 
⑦材料及び物質による危険源 
⑧人間工学原則無視による危険源 
⑨滑り、つまずき及び墜落の危険源 
⑩危険源の組合せ 
⑪機械が使用される環境に関連する危険源
 

 
JIS B 9702：2000 の付属書Ａでの危険源 
①機械的危険源 
②電気的危険源 
③熱的危険源 
④騒音による危険源 
⑤振動による危険源 
⑥放射による危険源 
⑦材料、物質による危険源 
⑧人間工学原則無視による危険源 
⑨危険源の組合せ 
⑩予期しない始動による危険源 
⑪停止させることが不可能な危険源 
⑫速度の変動による危険源 
⑬動力源の故障による危険源 
⑭制御回路による危険源 
⑮部品、配管の取り付け間違いによる危険源
⑯運転中の破壊による危険源 
⑰落下又は噴出する物体若しくは流体によ

る危険源 
⑱機械の安定性の欠如/転倒による危険源 
⑲滑り、つまずき、墜落に関連する危険源 
  

上記の他に、機械の種類や作業環境による危険源、移動性によって付加される危険源、持

ち上げによって付加される危険源、地下作業によって付加される危険源、人の吊り上げ又は

移動によって付加される危険源などもあります。 

実務上は、これらの危険源を体系化することによって、自社の製造する機械に関する危険

源の抽出における漏れが少なくすることが可能となります。具体的な危険源は、該当する機

械の使用上の各種条件によって特定されますので、その特定の上での危険源体系を作ってお

く必要があります。そのために、次の資料が参考になります。 

参考資料１． 危険源・防護策の具体例（図解資料）： 
（社）日本機械工業連合会 平成 14 年度事業リスクアセスメント検討委員会活動報告書「機
械設計におけるリスクアセスメント実施の手順における標準化調査研究」（通称、「機械設計
者のための『機械安全リスクアセスメントガイド』」）の表４０ 

参考資料２．危険源（ハザード）の体系（松本俊次著「リスクマネジメントで会社を守れ」の
図 3.2） 

 

参考１： 関連のある用語の定義例 

JIS B 9700-1：2000 の用語として： 

関連危険源（Relevant hazard）：機械に存在し、又は機械に関連して存在すると同定される危険源。 

重要な危険源（Significant hazard）：リスクアセスメントによって関連があるものとして同定され、

かつリスクを除去又は低減するために、設計者による所定の行動を必

要とする危険源。 

機械の包括的な安全基準に関する指針（基発第 501 号）の定義： 

危険源：労働災害を引き起こす根源 
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Ｑ４８ 危険源から危害に至るプロセスは、どのように考えられていますか？ 

 

 機械設備に危険源が静的に存在するだけでは、事故又は人への危害などは起こりません。

必ず機械設備が何らかの動的な動きをするか、何らかの機械的な不具合が生じるか、更に人

及び周辺の財との何らかのインターフェースが加わる場合などに、人･財・環境等に危害が与

える事象となります。 

特に、人への危害（労働災害）へのプロセスは、下図に示すようになりますが、必ず次の

条件等が重なる場合に危害が起こります。 

○ 危険源は単に存在するだけでは危険状態にはなりません。 

○ 人が介在して初めて危険状態になります。 

○ 危険状態の存在は、人の異常な行動、又は機械の異常な動きなどが起因となります。 

○ そして保護方策の不足、失敗などにより危険事象が起こります。 

○ さらに危険事象の回避に失敗すると危害が発生します。 

など 

 

図 危険源から危害に至るプロセス 

(JIS B 9702:2000(ISO 14121:1999)解説図 2より一部改変) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）JIS B 9700-1：2000 の用語の定義 

危害（Harm）:身体的傷害又は健康障害 

危険状態（Hazardous situation）:人が少なくとも一つの危険源に暴露される状況。暴露されることが、

直ちに又は長期間にわたり危害を引き起こす可能性がある。 

危険区域（Hazard zone, Danger zone）：人が危険源に暴露されるような機械類の内部及び/又は機械類

周辺の空間。 

危険源(hazard) 人 

危険状態 

保護方策の不足，不適切，不具合 

危険事象(hazardous event)発生  

回避の失敗 

危害(harm) 
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Ｑ４９ 危険源の特定方法としてどのようなものがありますか？ 

 
危険源を特定するためには、機械の使用状況を想定します。この使用状況の想定にあたり、

下記の関連情報を収集することから始めます。 

① 機械の仕様、使用される範囲 

② 機械のライフサイクルの各段階における要求事項 

③ 設計図面又は機械の特質を定める文書 

④ 動力源に関する情報 

⑤ 機械関係の事故又は危険事象の経歴及び健康被害に対する情報 

⑥ 機械及び安全に関する法規、規格等、守るべき基準 

⑦ 類似の機械のリスクアセスメント事例 

⑧ 顧客の要求事項等、打合せ事項 

⑨ 機械使用者の資質及び職場安全管理体制 

等 

この情報を基に機械の想定されるすべての作業内容を洗い出し、この作業内容の一つひと

つに関して危険源を特定します。この手法としては、表に示すようにチェックリスト法、Ｐ

ＨＡ、ワット・イフ法など多くの法が紹介されています。 

作業内容とこれに関係する危険源を関連付けるために、危険源がリストアップされていれ

ば、特定が容易に行えます。 

例えば、チェックリスト法の例として、JIS B 9702 付属書の危険源リストを用いて、この

危険源が特定の作業の場合に当てはまるかを照合する方法が示されています。しかし、チェ

ックリスト法では、このように危険源が洩れなくリストアップされていればよいのですが、

その保証はありません。該当する機械に関してすべての危険源が網羅されているかどうかを

確認し、必要に応じた修正が重要で、不可欠です。このため、ＦＴＡ、ＰＨＡなどの手法を

用いて漏れを防止することや、化学プラントのようなプロセスプラントに潜在的に存在する

ハザードとプラントの操作性を考慮する場合には、ＨＡＺＯＰが用いられることもあります。 

また、ＰＨＡで危険源を特定し、重要な項目については、より詳細なＦＭＥＡ、ＦＭＥＣ

Ａなどの手法が用いられ、作業手順に係るものについてはＪＳＡなどの手法が用いられます。 

なお、危険源の特定はリスクアセスメントの重要なプロセスで、危険源が見落とされると

分析も評価もなされないことになります。危険源が洩れなく抽出されるかが、機械安全リス

クアセスメントにおける重要な点であり、これができるかどうかが、機械製造者が経験等を

通じて蓄積した安全技術力・ノウハウということになります。したがって、設計者だけでな

く、幅広い人々の知識、技量、専門技術及び経験を集めて行うことが必要です。 
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表 危険状態及び危険事象の特定方法一覧（例） 

 
○ ＰＨＡ（予備危険源分析）（Preliminary Hazard Analysis) 
○ ワット・イフ法（What-if） 
○ ＦＭＥＡ（故障モード及び影響分析）（Failure Mode and Effects Analysis) 
○ ＦＭＥＣＡ（故障モード影響危険度解析） 
○ ＭＯＳＡＲ法(系統的リスク分析のための組織化法)（Method Organized for a 

Systemic Analysis of Risks） 
○ 制御システムの不具合（障害）シミュレーション 
○ ＦＴＡ（故障の木解析）(Fault tree Analysis) 
○ デルファイテクニック(DELPHI Technique) 
○ チェックリスト法 
○ ＥＴＡ（事象の木解析）(Event tree Analysis) 
○ ワット・イフ／チェックリスト法 
○ ＪＳＡ（作業安全分析） (Job Safety Analysis) 
○ ＪＨＡ（作業ハザード分析） 
○ ＨＡＺＯＰ (Hazard and Operability study) 
○ ＥＴＢＡ（Energy Trace and Barrier Analysis） 
等 

 
 
 

－137－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

Ｑ５０ 予見可能な誤使用によって生じる危険源はどこまで考えればよいので

すか？ 
 

機械安全リスクアセスメントを実施する目的は、機械の使用が合理的に想定されるすべて

の状況において、安全であるように機械を設計製造することですので、合理的に予見可能な

誤使用、誤操作又は機能不良の結果を含む目的用途すべてを考慮する必要があります。 

しかし、予見可能な誤使用によって生じる危険源を完全に抽出し考慮することは簡単なこ

とではありません。また、基準があるわけではありませんので、機械製造者が経営判断する

以外に選択肢はありません。考慮した危険源を機械使用者（客先）に示し、相互理解・了解

し合うことが望まれます。 

一般に、合理的に予見可能な誤使用が起こり得る場合としては、次の場合が考えられます。 

① 機械の使用中に、機械不良、事故又は故障が生じたときの人の反射的な挙動 

② 集中力の欠如又は不注意（故意による誤使用ではなく）から生じる正しくない挙動 

③ 作業遂行中、“ 小抵抗経路”をとった結果として生じる挙動（ 小抵抗経路をとると

は、ゲシュタルトの近道反応、省力行動と言われるもの） 

④ すべての事態において、機械を稼動させ続けようとする動機（機械を停止したくないと

考えることから発生する行動） 

⑤ 特定の人の挙動（例えば、子供、障害者） 

など 

なお、JIS B 9700-1：2000 の用語の定義は、以下のようになっています。 

○ 合理的に予見可能な誤使用（Reasonably foreseeable misuse）： 

設計者が意図しない使用法で、容易に予測できる人間の挙動から生じる機械の使用。 

○ 機械の“意図する使用”（Intended use of a machine）： 

使用上の指示事項の中に提供された情報に基づく機械の使用。 

また、機械のライフサイクルの各段階、機械の輸送、組立・設置、調整・試運転、使用（設

定替え、運転、清掃、不具合の発見、保全など）、分解・廃棄の各局面での誤使用も考慮する

必要があります。 

危険源を特定する場合の対象は、合理的に予見可能な誤使用だけに限りません。「機械の“意

図する使用”」、すなわち合理的に予見可能な機械使用条件についても考慮を怠ってはなりま

せん。例えば、機械の使用範囲条件は、作業者の身体能力（視覚又は聴覚の減退、体形、体

力、年齢、性別、利き手など）も考慮しているわけですから、作業者、訓練作業者、一般社

会人などの想定、使用者の訓練、経験、又は能力のレベルなども予見可能な条件として考慮

することが必要です。 

また、合理的に予見可能な範囲において、この機械使用従事者以外の人が危険に曝される

可能性、例えば部品補給者、関連作業者、見学者など、予見可能な第三者が接近することも

考慮する必要があります。 

機械安全リスクアセスメントを行う前提として、機械の使用状況を明確にすることから始

めますが、この前提の使用者や使用方法を明確にすることが重要です。これらの情報を顧客

との情報交換を通じて把握し、予見可能な誤使用及びその結果生じることが予想される危険

源について確認し合っておくことが極めて重要です。
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Ｑ５１ リスク見積りの手法にはどのようなものがありますか？ 
 

リスクは、ISO 12100-1:2003 によれば、「危害の発生確率と危害のひどさの組合せ」と定

義されています。したがって、リスク見積りとは、対象機械が具備する危険源から予見され

る危害に関して、その危害の発生確率と危害のひどさを組み合わせて、そのリスクの程度を

把握することです。リスクの程度をどのように定式化して予測するための方法が、リスク見

積りの手法となります。 

リスク見積りの手法は、危害の発生確率と危害のひどさの把握及び分類体系の仕方と組み

合わせる定式化方式によって多様に発想することができ、表に例示するような方法が紹介さ

れています。しかし、決定版として、標準化されたものはありませんので、各機械製造者が

既存の方法を選択し使用するか、自社で開発して使用するかになります。そうは言うものの、

米国防省の MIL-STD-882D-2000 の考え方がベースになっています。 

 

（１）「危害の発生確率」の把握 

危害の発生確率は、危険源への暴露の頻度及び時間、危険事象の発生確率、危害回避又は

制限の可能性によって決まります。 

○ 危険源への暴露の頻度及び時間： 

危険区域への接近の必要性（例えば正常運転、保全又は修理時）、接近の性質（例えば

材料の搬入出）、危険区域内での経過時間、接近者の数、接近の頻度によって決定され

ます。 

○ 危険事象の発生確率： 

信頼性及び他の統計データ、事故履歴、健康障害履歴、リスク比較を用いて決定されま

す。 

○ 危害回避又は制限の可能性： 

誰が機械の運転をするか（熟練者、未熟者、無人）、危険事象の発生速度（不意に、高

速で、緩慢に）、リスクの認知（一般的情報による、直接観察による、警告表示及び表

示装置による）、危害回避又は制限の人的可能性（例えば反射的動作、敏捷性、脱出の

可能性については、可能、一定の条件下で可能、不可能）、実際の体験及び知識（当該

機械類について、類似の機械類について、未経験）によって決定されます。 

これらの要素をどのように定性的又は定量的に把握することができるかは、機械設備の種

類、使用条件･環境及び統計データの有無などがポイントになりますので、一概に規定され標

準化されている状況にはありません。機種間のバラツキもありますが、一般には簡易な定性

的な方法（４～５のランク付け）で対応しているのが実情です。 

 

（２）「危害のひどさ」の把握 

「危害のひどさ」をどのように把握するかについては、標準規定があるわけではありませ

んので、一般には「危害のひどさ」を４～５ランク(例えば、軽微、軽度、重度、致命)程度

に分類し、各危害を位置付けているのが実態です。手法の開発者、企業及び機種によって分

類の仕方及び定義文言も多様となっていますので、機械製造者自身が有効性及び運用し易さ

などを考慮して決定すべきことです。 
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参考例：「危害のひどさ」の分類 

定  義 
危険の重大度 カテゴリ 

人 機械、システム 

軽微 Ｓ１ 
軽傷害､軽職業病よりも軽い

傷害（不休） 
機械の一部損傷 

軽度 Ｓ２ 
軽傷害､軽職業病（後遺症無

し、休業１ヵ月未満） 
機械の全損 

重度 Ｓ３ 
重傷害､重職業病（後遺症又は

休業１ヵ月以上） 

軽度な二次災害を起こす

（例、プラント停止） 

致命 Ｓ４ 死亡 
重大な二次災害を起こす 

（社会的影響大） 

 

（３）リスク見積法（定式化）の例 

リスクの大きさを見積る場合、リスクに影響する要因として何を考慮するかによって、い

くつかの手法に分かれます。一般的には、「危害のひどさ」と「危害の発生確率」との２つが

用いられますが、これ以外にも「回避の可能性」「作業頻度」「危険源に曝される人数」「検出

度評価」を用いる手法もあります。 

手法の違いのもう一つは、リスクの大きさを見積る場合の定式方法で、マトリックス法、

リスクグラフ法、加算法及び積算法に分かれ、それぞれの方法の中で、さらに細分化されて

います。 

これらの見積法は、定量的に実施されることが望ましいわけですが、現実には定性的なも

の、定量化を指向したもの、定量化するものがあり、主観的な見積りにならざるを得ないの

が実情です。 

なお、各手法はそれぞれの開発団体の名前を関して、適宜普及していますが、米国国防省

が資機材調達用に開発したマトリックス法が特に知名度が高く、ＳＥＭＩ，ＡＮＳＩなどで

も広く応用されています。そのほかに、ＢＳなどが代表的な方法です。 

① マトリックス法 

マトリックス法では、リスクに影響する要因の等級化を行い、この等級化された結果を予

め用意されたマトリックスからリスクの大きさを決定します。この代表的な手法が

MIL-STD-882C-2000「システム安全に関する標準的実施方法」の要求事項の手法であり、汎用

性があります。 

② リスクグラフ法 

リスクグラフ法では、危害のひどさ、危害の発生確率、回避の可能性などリスクに影響す

る要因に従って選択してリスクの大きさを決定します。この代表的な手法が、ANSI/RIA 

15.06「産業用ロボット及びロボットシステムに関する米国規格－安全性要求事項」、JIS B 

9705-1：2000「機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第１部：設計のための一般原

則」の手法です。後者は、制御システム又は安全防護物の制御の設計について安全カテゴリ

の選択に用いられており、電子制御が一般化する中で効果的な手法といえます。 

③ 加算法、積算法 

加算法及び積算法では、リスクに影響する要因の数値化を行い、この要因の数値の和又は

積により、リスクの大きさを決めます。この中には英国の機械安全規格 BS 5304：1998（現

在は、PD 5304：2000）があります。 
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表 リスク見積法（例） 

① マトリックス法： 

・二要素：危険源の厳しさ、発生の可能性 
・一般に、危険源の厳しさ、発生の可能性は、四～五ランクに分類され、発生の可能

性は、発生確率、暴露の頻度及び時間、危険回数又は制限の可能性などによる。 
・ MIL-STD-882C:1993 シ ス テ ム 安 全 プ ロ グ ラ ム の 要 求 事 項 、 SEMI S10 、

ANSI/B11,TR3-2000、JIS B 9702:2000、JI C 0508-5 附属書 B 

② 選択法： 

・三要素：被害の大きさ、発生確率、暴露する人数の三つ要素の積により見積る。 

・OSHA（米国連邦労働安全衛生法）に基づく NSC（全米安全協議会）の手法。 

③ 二要素の積算法： 

・被害の大きさ、発生確率の二つの要素の積により見積る。 

・BS8800:1996 労働安全衛生マネジメントの手引き。 

④ 三要素の積算法： 

・FINE の RA 手法 

・起こりうる被害、ハザードに曝される度合い、被害の発生確率を数値化し、その積

でリスクを見積る。 

⑤ 四要素の積算法： 

・傷害発生の可能性、危険に曝される頻度、傷害の酷さ、危険に曝される人数の四つ

要素の積により見積る。 

・ピルツ社の推奨する方法。 

⑥ 多要素の積算法： 

・影響の大きさ、影響範囲、発生頻度、防止の可能性、新規設計か否かなどの要素の

積を使用する。 

⑦ 三要素の加算法： 

・傷害発生の確率、傷害の酷さ、危険源に曝される頻度、を考慮した方法。 

・ＨＳＥ指導の下で英国ガードマスタ社（安全機器製造業）作成。 

⑧ 四要素の加算法： 

・傷害発生の確率、傷害の酷さ、危険源に曝される頻度、さらに追加要因（加算要因）

を考慮した方法。 

・サイエンティフィッテクノロジー社の推奨法。 

⑨ SHI（ハザード指数）： 

・化学物質が持つ危険性を指標化したもので、拡散速度（平衡蒸気濃度 EVC）、毒性（急

性毒性濃度 ATC）を使用する。 
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Ｑ５２ リスクの評価は定量的に行う必要がありますか？ 
 
（１）定量的なリスク評価は必要であることが望ましい 

機械安全リスクアセスメントにおける「リスクの評価」は、「リスク見積り」結果が受忍

可能なリスクであるかどうかを判定することであり、その評価結果により更にリスク低減が

必要か、又は安全性が達成されているか否かを判断するために実施します。したがって、判

断するためには、判断基準が事前に必要です、また、その判断は定量的に行う必要はありま

せんが、リスク低減が必要な場合は安全方策を選定してそのリスク評価を行う反復プロセス

となりますので、リスクの評価は、客観的であることが望まれます。客観的であるためには、

判断基準は、極力定量的であることが望まれます。 

しかし、リスクの評価に関して、定量的に実施する旨について、JIS 等には全く記述され

ていませんので、どのように実施するかは機械安全リスクアセスメントを実施する機械製造

者に任されているということになります。 

リスクの評価は、リスク見積りに引き続いて実施するわけですから、リスク見積りが客観

的かつ定量的に実施されていなければ、リスク評価を定量的に実施することはできません。

機械安全リスクアセスメントの実施に当たっては、事前にどのようなリスク評価を行うのか

についてイメージを固めて、機械安全リスクアセスメント実施要領（方案）を設定しておく

必要があります。その中にリスクランクによる評価方法などの約束事を決めておくことが必

要不可欠です。 

機械安全リスクアセスメントは、論理的な手順で行われますが、どこまで詳細に実施する

のかを事前に検討しておくことが重要です。すべてのリスクに影響する要因を定量化するこ

とは困難ですので、必要に応じて定性的、半定量的に行っても構いません。 

例えば、機械が単純で操作も容易で、その作業に現れる危険源が少ないか簡単な場合には、

簡単な定性的リスクアセスメントが行われます。このような場合は、リスクの評価は、現状

の予防策で十分か、又は改善が必要なのかという具合に定性的かつ二者択一なものになりま

す。 

危険源が少数でもなく、簡単でもない場合は、半定量的又は定量的リスクアセスメントが

行われます。また、簡易な定性的リスクアセスメントに加え、必要に応じて半定量的又は定

量的リスクアセスメントが行われる場合もあります。このような場合、リスクに影響する要

因をカテゴリに分け、数値化する場合の定義を明確に行わないとリスクの評価は行えません。 

 
（２）定量的なリスクの評価イメージ例 

米国防省 MIL マトリックス法では、表 1「危害のひどさ」、表２「危害の発生確率」から「リ

スクの大きさ」を示す表３「リスクインデックス」を決定し、特定した危険の一つ一つにつ

いて危害のリスクインデックス値を決定し、その数値から表４「リスクの評価基準」を利用

してリスクの評価を行い、受忍可能なリスクレベルまでリスク低減を行うとしています。 

表１ 危害のひどさの分類 

記 述 カテゴリ 安 全 基 準 

破壊的 Ⅰ 死、重度の後遺症           （$1,000,000≦損失金額） 

危機的 Ⅱ 部分的後遺症、３名以上の入院     （$200,000≦損失金額＜$1,000,000） 

限界的 Ⅲ 軽傷害、軽い職業病、１日以上の休業災害（$10,000≦損失金額＜$200,000）

無視的 Ⅳ 上記以外             （$2,000≦損失金額＜$10,000） 
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表２ 危害の発生確率の分類 

発 生 頻 度 
記 述 レベル 

特定製品 製品群全体 

頻繁 Ａ 頻繁に起こる 
（１０－１≦発生頻度） 

絶えず経験する 

可能性あり Ｂ 使用期間中に数回起こる 
（１０－２≦発生頻度＜１０－１） 

頻繁に起こる 

時々 Ｃ 使用期間中にたまに起こる 
（１０－３≦発生頻度＜１０－２） 

数回起こる 

僅か Ｄ 使用期間中には起こる可能性がある 
（１０－６≦発生頻度＜１０－３） 

ありそうにもないが、合

理的に見て起こりうる 

可能性なし Ｅ 使用期間中には起こる可能性はない 
（発生頻度＜１０－６） 

ありそうにもないが、可

能性はある 
 

表３ リスクインデックスの決定（リスクの見積り） 

危害のひどさ 
破壊的 危機的 限界的 無視的 

 
危害の発生確率 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
頻繁 Ａ １ ３ ７ １３ 
可能性あり Ｂ ２ ５ ９ １６ 
時々 Ｃ ４ ６ １１ １８ 
僅か Ｄ ８ １０ １４ １９ 
可能性なし Ｅ １２ １５ １７ ２０ 

 
表４ リスク評価基準 

リスクインデックス 判断基準 

 １ ～  ５ 受忍（許容）できない 

 ６ ～  ９ 望ましくない 

１０ ～ １７ 受忍（許容）可能（要検討） 

１８ ～ ２０ 受忍（許容）可能 

 

 

参考１：JIS b 9700-1:2004「機械類の安全性－設計にための基本概念、一般原則－第 1部」 

3.16 章 リスクの評価（Risk evaluation） 

リスク分析に基づき、リスク低減目標を達成したかどうかを判断すること 

 
参考２：JIS B 9702:2000「機械類の安全性－リスクアセスメントの原則」の 8 章「リスク

の評価」の記載内容 

8.1 章 一般 リスク見積り後、リスク低減が必要か、又は安全性が達成されているか否

かを決定するため、リスクの評価を実施しなければならない。リスク低減が必要な場合、

そのときには適切な安全方策を選定し、適用し、かつ、その手順を反復しなければならな

い。 
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Ｑ５３ リスクのランク付けはどのように行えばよいのですか？ 
 
（１）先行企業事例等を参考にして、自社での試行錯誤が必要 

リスクは、「危害の発生確率」と「危害のひどさ」の組合せによりますが、「危害の発生確

率」も『危害のひどさ』も機械の種類及び使用環境等によって異なり、画一的に決められる

性格のものではありません。したがって、先人が実施してきた事例の中から、自社で製造す

る機械に 適な事例を選択し、その考え方を参考にして自社なりの評価基準を策定すること

になります。要は、何らかの評価作業規準を作成し、使い込みながら自社の機械に 適な基

準及び方法に育て上げることが必要です。 

一般的に実施されている方法は、マトリックス法、選択法、加算法、積算法によってリス

クを定量的に見積り、数値の大きさに対し、評価基準を適用し、そのリスクを受忍（許容）

できるかを判定することになります。 

そこでのポイントは、リスクの要因としての回避の可能性、作業頻度、危険に曝される人

数、検出度評価などを考慮し、重要な要因を必要 小限に絞り込み、それぞれの要因を分類

してカテゴリに分け、ランクを付けることです。このリスクの要因のランク付けについて明

確な基準はありませんが、各種事例を見る限り、あまり複雑にならないように見積り要因を

３～４項目に絞り、夫々の数項目を４～５ランクに分け、配点を行っているようです。 

ただし、配点にあたって、危害の発生確率が高くなくても危害のひどさが大きければ、妥

当な配点になるように配慮されていなければなりません。したがって、リスクの見積り手法

によりランク付けの評価も変える必要がありますので、試行錯誤による実績経験が活かされ

ているようです。 

リスクの評価については、一般的にリスクレベル（リスクインデックス）が用いられます

が、このリスクレベル（リスクインデックス）は一桁の数字又は表の形で表す定量的なリス

ク表現法です。 

リスクの評価は、リスク低減が必要か又は安全性が達成されているか否かを決定するもの

で、定量的に行う必要はありませんが、リスク低減が必要な場合は保護方策を選定してその

リスクの評価を行う反復プロセスとなりますので、リスクレベル（リスクインデックス）の

ような定量的なリスクの評価がよく用いられています。 

参考に、選択法によるランク付け、マトリックス方によるランク付け等を紹介します。そ

の他に、リスク要素を掛け合わせたり（積算法）、足し合わせたり（加算法）、また、リスク

要素に重み付けをして計算する方法などがあります。これらの方法も、リスク要素のランク

付けは定性的な判断がベースになっていますが、データに基づく判断基準を設定すれば定量

的なランク付けとして使用できます。 

 

（２）選択法によるランク付け 

危険源が少ない又は簡単な場合、例えば、機能やプロセスが単純で、介在する人間も少な

いときは、簡単な定性的評価でランク付けをする方法として、選択法があります。これは、

すでに判断基準や適切なガイダンスがある場合に適用でき、評価プロセスを簡単にすること

ができます。例えば、危害のひどさ、発生確率などリスク要素を大か小かに判別しながらラ

ンク付けを行う方法です。この方法は二者択一で進めて行きますから、判断基準がしっかり

していないとランクが大きく狂ってしまう危険性があります。データがあれば、定量的な判

断基準を示すことで効果的なランク付けを行うことができます。 
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以下の事例は、ＡＮＳＩの選択法によるリスクの評価に使われているランク付けです（表

1～３）。危害のひどさ、暴露のひどさ、回避の可能性という 4要素の階層に対して、それぞ

れ 2ランクの評価を二者択一の選択を重ねて、８つのリスク低減カテゴリにランク付けする

方法です。さらに、リスク低減カテゴリに対し安全防護物の性能及び回路の性能を貼り付け、

リスク低減方策を基準化しています。 

表１ リスクに影響する要因に対する基準 

要 素 カテゴリ 基  準 

Ｓ２ 重傷 後遺症が残る又は致命的 
危害のひどさ 

Ｓ１ 軽傷 後遺症が残らない 

Ｅ２ 頻繁 １時間に１回以上危険源に曝される 
暴露の頻度 

Ｅ１ 稀な １日又は１シフトで１回未満 

Ａ２ 不可能 回避方法なし、又は不適切な反応時間 
回避の可能性 

Ａ１ 可能 回避可能、又は十分な警告／反応時間 

 

表２ リスク低減方法 

危害のひどさ 暴露の頻度 回避の可能性 リスク低減カテゴリ 

 Ｅ２ Ａ２不可能 Ｒ１ 

頻繁 Ａ１可能 Ｒ２Ａ 

Ａ２不可能 Ｒ２Ｂ 

Ｓ２ 

重傷 Ｅ１ 

稀な Ａ１可能 Ｒ２Ｂ 

Ａ２不可能 Ｒ２Ｃ Ｅ２ 

頻繁 Ａ１可能 Ｒ３Ａ 

Ａ２不可能 Ｒ３Ｂ 

 

Ｓ１ 

軽傷 Ｅ１ 

稀な Ａ１可能 Ｒ４ 

 

表３ 安全防護物選択のマトリックス 

カテゴリ 安全防護物の性能 回路の性能 

Ｒ１ 危険源の除去、又は危険源の代替 信頼できる制御 

Ｒ２Ａ 信頼できる制御 

Ｒ２Ｂ 監視付き単一チャンネル 

Ｒ２Ｃ 

危険源へのアクセスを防止又は危険源を停止させ

るための制御装置の構築 例えば、インターロック

付きバリアガード、ライトカーテン、安全マット、

又はその他の存在検知装置 

単一チャンネル 

Ｒ３Ａ 単一チャンネル 

Ｒ３Ｂ 

インターロックなしバリア、クリアランス、手順及

び設備 単純 

Ｒ４ 注意喚起手段 単純 

 

（３）マトリックス法によるランク付け 

 危険源が少数でもなく、簡単でもなく、また多数でもなく複雑でもない、多くは中間的な

場合、例えば、ある種の複雑なプロセスやテクニックなど専門家の知識が必要な危険源があ

るときは、定性的手順を半定量的アセスメントで補う方法として、マトリックス法がありま

す。これは定性的な評価を数値化して判断する方法で、米国防省が提唱している規格

（MIL-STD-882C-2000）の「リスクマトリックス法」がその一例です。 
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これは、リスク要素である「危害のひどさ」と「発生確率」を数値評価し、その組み合わせ

により「リスクの大きさ」をランク付けする方法です。以下に MIL のマトリックス法による

リスクの評価例（表４～６）を紹介します。「リスクの大きさ」を２０ランクに点数付けし、

その数値を 4つにグループ分けし、判定基準に展開しています。 

表４ 危害のひどさの分類 

記 述 カテゴリ 安 全 基 準 

破壊的 Ⅰ 死、重度の後遺症            （$1、000、000≦損失金額） 

危機的 Ⅱ 部分的後遺症、３名以上の入院    （$200、000≦損失金額＜$1、000、000） 

限界的 Ⅲ 軽傷害、軽い職業病、１日以上の休業災害 （$10、000≦損失金額＜$200、000） 

無視的 Ⅳ 上記以外              （$2、000≦損失金額＜$10、000） 

 

表５ 危害の発生確率の分類 

発 生 頻 度 
記 述 レベル 

特定製品 製品群全体 

頻繁 Ａ 頻繁に起こる 
（１０－１≦発生頻度） 

絶えず経験する 

可能性あり Ｂ 使用期間中に数回起こる 
（１０－２≦発生頻度＜１０－１） 

頻繁に起こる 

時々 Ｃ 使用期間中にたまに起こる 
（１０－３≦発生頻度＜１０－２） 

数回起こる 

僅か Ｄ 使用期間中には起こる可能性がある 
（１０－６≦発生頻度＜１０－３） 

ありそうにもないが、合

理的に見て起こりうる 

可能性なし Ｅ 使用期間中には起こる可能性はない 
（発生頻度＜１０－６） 

ありそうにもないが、可

能性はある 
 

表６ リスクインデックスの決定（リスクの見積り） 

危害のひどさ 
破壊的 危機的 限界的 無視的 

 
危害の発生確率 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
頻繁 Ａ １ ３ ７ １３ 
可能性あり Ｂ ２ ５ ９ １６ 
時々 Ｃ ４ ６ １１ １８ 
僅か Ｄ ８ １０ １４ １９ 
可能性なし Ｅ １２ １５ １７ ２０ 

 
表７ リスクの評価基準 

リスクインデックス 判断基準 

 １ ～  ５ 受忍（許容）できない 

 ６ ～  ９ 望ましくない 

１０ ～ １７ 受忍（許容）可能（要検討） 

１８ ～ ２０ 受忍（許容）可能 
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（４）集団リスクのランク付け 

  上記の例では、リスクのランク付けを考えるに当たって、その前提条件として原則的に、

個人をベースにしています。リスクの中でも、その危険源がエミッション（化学物質、騒音、

振動など）である場合は、健康被害が多数に及ぶ場合があります。個人個人に対する危害の

ひどさは小さくても、危害を受ける人数が多い場合には、その人数の多さに配慮する必要が

あります。個人的リスクと集団的リスクには、危害のひどさと発生確率が基本的に同じ組み

合わせであっても、その重大性は異なってきます。 

リスクアセスメントにおいて、リスクのランク付けを行うとき、個人的リスクを考えるか、

集団的リスクを考えるのかに留意し、適切な選択を行う必要があります。即ち、考慮中の危

険源が具現化した場合に同時に影響を受ける可能性のある人数を想定し考えることが重要に

なります。考慮中の危険源が同時に個人、又は少数の人々にのみ危害を与える可能性がある

場合には、個人リスクを考慮すればよいのですが、考慮中の危険源が同時に大勢の人々に影

響を与える可能性がある場合には、例え個人リスクが低くても、集団的リスクを考慮する必

要があります。 

集団リスクの例として次のようなものが考えられます 

・エミッションによる周辺住民への危害

・爆発、火災による従業員への危害 

・見学者への危害 

など。 

 

なお、集団的リスクにおける「危害のひどさ」の評価として次のような考え方があります。 

１人の死亡＝10人の重症＝100 人の軽症 

 

（５）今後の課題・展開 

機械製造者における今後の機械安全リスクアセスメントの位置付けがどのように展開さ

れるかによって流動的ですが、機械安全リスクアセスメントの実施手法がある程度標準化さ

れることは、機械使用者との機械安全に関する意思疎通のためにも有効であり、必要になる

と予想されます。現実には、機械類の種類は多様ですから、簡単に誰かが策定してくれると

考えることは安易な考えです。特に、機械安全リスクアセスメントの方法論は、企業の機械

安全への取り組みの姿勢及び安全技術力との関連が強くありますので、それらの情報開示に

は時間が必要と考えられます。 

そうは言うものの、機械使用者からの機械安全リスクアセスメント実施結果及び残留リス

ク情報等の提供ニーズが高めれば、その先は、方法論の妥当性へと議論が波及していくこと

は容易に予想できることです。機種別工業会での方法論の標準化なども話題になることが期

待されます。
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Ｑ５４ 顧客における危険源が発注仕様書に記載されていない場合は、機械製
造者の判断によるリスク見積・評価で運用してよいのですか？ 

 

（１）機械製造者の独断では限界がありますので、十分な情報収集と対応が不可欠！ 

機械安全リスクアセスメントの第 1 ステップである「機械の使用状況の想定」では、顧客

の使用上の情報と製造者が設定する使用上の条件の整合性を取る必要があります。その場合

も、一般消費者向け機械と工場設備などの産業用機械とでは考え方が異なります。 

一般消費者が使用する機械では、それらの情報は、機械製造者がマーケティングなどを通

じて必要な情報を収集し、機械の使用状況を特定することになります。したがって、その条

件下で機械安全リスクアセスメントを実施し、自社の評価基準で機械の安全水準を確保し、

後に機械使用者に残留リスク情報を適切に伝達することで対応することになりますので、

実質的には機械製造者の判断で運用したことになります。 

一方、工場設備などの産業用機械では、製造者が必ずしもオペレーティング・ノウハウを

所有しているわけではありません。また、一般に工場設備では、機械が単独で使用される場

合は少なく、種々の機械が組み合わされてシステム化されています。したがって、人間だけ

でなく、他の機械とのインターフェースなども異なりますので、機械の使用状況の詳細は機

械使用者ごとに異なります。こうしたことを考慮して、機械設計上必要な情報（例えば、機

械の使用状況など）は、機械使用者から適宜収集し、自社設計基準等に標準化しておくとと

もに、引き合いごとに客先に確認を取るなどの対応が必要となります。その上で、機械製造

者の判断で運用することになります。 

 

（２）機械製造者に必要な情報 

一般に、機械製造者において不足しがちな情報には、次のようなものが考えられます。こ

れらの情報は、仕様書、図面、その他の技術文書などに記載されることは少なく、リスクア

セスメントを実施する前に情報を集めておく必要があります。 

① 既設工場設備との関係（システム化の状況、工場ユティリティーなど） 

② スペース上の制限（工場立地条件、工場内設置場所、周囲との位置関係など） 

③ 時間的制限（機械の運転時間、保守のタイミング、労働時間など） 

④ 身体的能力の限界（運転者の身体的能力、性別、年齢など） 

⑤ 能力レベル（資格、教育、訓練、経験など） 

⑥ 第三者の関与（下請け業者、修理業者、部品補給業者、他の作業者、見学者など） 

⑦ 非常時の体制（配員、警告・警報、脱出経路など） 
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参考：不適切なリスクアセスメントの事例（HSE 研究報告 151“Good practice and pitfalls 

in risk assessment”より （注)労働安全のリスクアセスメントの例） 

「現場特有のアセスメントが必要なときに標準的なアセスメントを用いた」事例： 

社内のリスクアセスメントの力量不足から、二重作業を避けるために、企業は、類似の

現場で作成されたリスクアセスメントを利用し、受忍可能なリスクの判断基準と比較し

て、リスクは合理的に実現可能な最低レベルにあることを示した。しかしながら、類似と

思われた２つの現場の間には、自然特性に関して著しい相違があった。例を挙げると、第

２現場は、川に直接接しており、リスクアセスメントを行った現場にはそのような特徴は

無かった。結果として、非常に毒性の強い物質が突然漏れた場合、その結果として起こり

うる川の汚染までは考えていなかった。したがって、リスクアセスメントは、不完全であ

り、リスクアセスメントから引き出された結論は不適切であった。 

留意ポイント：標準的なリスクアセスメントを利用する場合，現場特有の運用条件や立地

条件を考慮できるように適切に準備されていることが重要である。 
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Ｑ５５ 保護方策にはどのようなものがありますか？ 

保護方策の具体的事例を教えてください。 

 

保護方策は設計者及び使用者によって講じられる方策の組み合わせです。設計段階で組み

込むことができる方策は、使用者によって実施される方策より選択肢が多く、設計段階で実

施することが好ましく、また一般的に、より効果的です。 

保護方策には、「本質的安全設計方策（JIS B 9700-2：2004 の 4章）」と「安全防護及び付

加保護方策（JIS B 9700-2：2004 の 5章）」と残留リスクについて「使用上の情報（JIS B 9700-2：

2004 の 6 章）の 3 種類があります。これは、一般に広く、「リスク低減プロセスのスリース

テップメソッド」と呼称されている概念です。 

それらの関連が JIS B 9700-1：2004 の解説に図解されていますので、その要点を「保護方

策体系」として示します。 

JIS B 9700-1 における保護方策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この規格の対象外 

 

 

 

（１）本質的安全設計方策 

本質的安全設計方策は、ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は運転特性を

変更することによって、危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策

です。本質的安全設計方策が危険源を除去できる唯一の機会であり、リスク低減プロセスに

おいて第一番目のステップとして、 も重要なステップです。 

このステップにおいては、次のような視点からの考慮を求めています。 

本質的安全設計方策としての考慮事項（JIS B 9700-2：2004 の 4章より作成） 

4.2.1 幾何学的要因 

4.2.2 物理的側面 

4.3  機械設計に関する一般的技術知識 

4.4  適切な技術の選択 

4.5  構成品間のポジティブな機械的作用の原理の適用 

4.6  安定性に関する規定 

4.7  保全性に関する規定 

保護方策 

設 計 者
による

使 用 者
による 

ステップ1:本質的安全設計方策

ステップ２－１：

安全防護 

ステップ２－２：付加保護方策 

ステップ３:使用上の情報 

安全防護物 

ガード 

保護装置 
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4.8  人間工学原則の遵守 

4.9  電気的危険源の防止 

4.10  空圧及び液圧設備の危険源の防止 

4.11  制御システムへの本質的安全設計方策の適用 

4.12  安全機能の故障の確率の 小化 

4.13  設備の信頼性による危険源への暴露機会の制限 

4.14  搬入（供給）又は搬出（取出し）作業の機械化及び自動化による危険源への暴露

機会の制限 

4.15  設定（段取り等）及び保全の作業位置を危険区域外とすることによる危険源への

暴露機会の制限 

 

（２）安全防護及び付加保護方策 

リスク低減プロセスにおける第二番目のステップの安全防護及び付加保護方策は、本質的

安全設計によって合理的に危険源を除去できず、またリスクを十分に低減することもできな

い場合に、人を保護するために使用されます。 

安全防護及び付加保護方策には、安全防護物であるガード又は保護装置を使用する方策と、

例えば非常停止設備などの追加設備を含む付加保護方策があります。 

安全防護物であるガード又は保護装置については、JIS B 9700-2：2004 の５章にガード又

は保護装置の選択及び実施、ガード又は保護装置の設計に関する要求事項、エミッションを

低減するための安全防護が示されています。 

付加保護方策については、同様に JIS B 9700-2：2004 の 5.5 章に、非常停止機能を達成す

るための構成品及び要素、捕そく（捉）された人の脱出及び救助のための方策、遮断及びエ

ネルギーの消散に関する方策、機械及び重量構成部品の容易、かつ安全な取扱いに関する準

備、機械類への安全な接近に関する方策が示されています。 

 

（３）使用上の情報 

リスク低減プロセスにおける第三番目のステップは、使用上の情報です。 

使用上の情報は、文章、語句、標識、信号、記号又は図表のような伝達手段で構成されま

す。特に機械のすべての運転モードを考慮して、機械の“意図する使用”についての情報を

使用者に提供しなければなりません。 

設計者は、機械の定義された制限及び“意図する使用”を基に保護方策を講じますが、こ

の定義が不明確であると保護方策にも影響することになります。したがって、同種の機械に

ついての使用者の経験を考慮し、また実行可能な場合には想定される使用者からの情報を考

慮して、機械の制限に関する仕様を決めていく必要があります。 

使用上の情報は、安全で、かつ正しい機械の使用を確実にするために必要なすべての指示

事項を含めなければならないという観点で、使用者に残留リスクについて通知及び警告しな

ければなりません。 
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なお、JIS B 9700-2：2004 の 6章には、次のような記載があります。 

6.1.1 機械のすべての運転モードを考慮して、機械の“意図する使用”についての情報

を使用者に提供しなければならない。 

6.1.2 機械の運搬、組立及び設置、立ち上げ、使用（設定（段取り等）、ティーチング若

しくはプログラミング又は工程の切替え、運転、清掃、不具合の発見及び保全）、

及び必要ならば使用停止、分解、廃棄処分を個別に又は組み合わせで含まなけれ

ばならない 

6.2  使用上の情報の配置及び性格 

6.3  信号及び警報装置 

6.4  表示、標識（絵文字）及び警告文 

6.5  附属書（特に、取扱説明書） 

 

（４）使用者によって講じられる保護方策 

使用者によって講じられる保護方策は、機械製造者が提供した「使用上の情報」を使用者

の諸作業条件及び環境を考慮して活用し実施することで多様に展開されます。特に、機械製

造者が受忍可能なリスクと位置付けた残留リスクにどのように対応し、労働災害を撲滅する

かがポイントになります。 

例えば、組織（安全作業手順、監督、作業許可システム）、追加安全防護物の準備と使用、

保護具の使用、訓練等があります。この中の追加安全防護物の準備と使用とは、機械の“意

図する使用”では予想できない特定の工程のため、又は設計者が関与することができない特

定の組立状態のため必要とされる保護方策です。 
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Ｑ５６ 残留リスクはどのようにして使用者に伝達すればよいのですか？ 

 

残留リスクは、使用上の情報として、文章、語句、標識、信号、記号又は図表のような伝

達手段で、通知及び警告しなければなりません。その場合の一般的要求事項等が JIS B 

9700-2：2004 の 6章「使用上の情報」に次のような内容で記載されています。 

① 使用上の情報は、安全で、かつ正しい機械の使用を確実にするために必要なすべての指

示事項を含まなければならない。 

② 使用者に残留リスクについて通知及び警告しなければならない。 

③ 情報は、訓練を必要とする場合、保護具を必要とする場合、追加のガード又は保護装置

の必要性を示さなければならない。 

 

この使用上の情報は、残留リスク、使用者が情報を必要とする時期及び機械の設計に応じ

て、機械自体の内部及び機械自体の上、付属文書に、梱包上に、機械以外のところの信号又

は警告のような他の手段のいずれか又は組合せで実施します。特に、警告のような重要なメ

ッセージを必要とする場所では、標準化された文言を使用するように考慮しなければなりま

せん。 

 

（１）信号及び警報装置を用いる場合 

信号及び警報装置を用いる場合には、例えば点滅灯等の視覚信号及びサイレン等の聴覚信

号を機械の起動又は速度超過のような緊迫した危険事象の警告に使用できます。これらの信

号は、危険事象が発生する前に発せられること、あいまいでないこと、明確に知覚できて使

用している他のすべての信号と識別できること、オペレータ又は他の人が明確に認識できる

ことが必須です。 

 

（２）表示、標識（絵文字）及び警告文を用いる場合 

表示、標識（絵文字）及び警告文を用いる場合には、機械類は次に記すすべての表示を備

える必要があります。 

① 明確に識別するために、 

－ 製造業者の名前及び住所 

－ シリーズ名又は型式名 

－ もしあれば製造番号 

② 必須の要求事項への適合を示すために、 

－ マーキング 

－ 文字での表示（例えば、爆発性雰囲気での使用を意図している機械に対して） 

③ 安全に使用するために、例えば、 

－ 回転部の 大速度 

－ 工具の 大直径 

－ 機械自体及び/又は着脱可能な部品の質量 

－ 大荷重 

－ 保護具着用の必要性 
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－ ガードの調整データ 

－ 点検頻度 

該当する機械に直接印刷される情報は、恒久的で、かつその機械で予期される寿命を通じ

て判別可能であるべきです。 

 

（３）取扱説明書又はその他の記述による指示事項 

取扱説明書又はその他の記述による指示事項（例えば梱包上のもの）などの付属文書を用

いる場合は、以下の事項を含まなければなりません。 

① 機械の運搬、取扱い及び保管に関する情報 

② 機械の設置及び立上げに関する情報 

③ 機械自体に関する情報 

④ 機械の使用に関する情報 

⑤ 保全に関する情報 

⑥ 使用停止、分解及び廃棄処分に関する情報 

⑦ 非常停止に関する情報 

⑧ 熟練要員用の保全指示事項及び非熟練要員用の保全指示事項(お互いに明確に区分し

て示すべきである) 

取扱説明書の作成にあたっては、下記の項目を参考とします。 

① 明瞭に判読できること。安全に関する警告及び/又は注意は、色彩、記号及び/又は大き

な活字体を使用して強調する。 

② 使用上の情報は、その機械が使用される国の言語で 初に、かつ初版に記載する。 

③ 理解に役立つときは本文を説明図で補足する。 

④ 理解を支援するために、情報を表形式で表す。 

⑤ 色彩の使用を考慮する。 

⑥ 使用上の情報が長文になる場合は、目次及び/又は索引を設ける。 

⑦ 直ちに処置が必要な安全関連指示事項は、すぐ利用できる様式とする。 

また、使用上の情報の作成及び編集を行うにあたっては、下記の項目を参考とします。 

① 特定の機械型式に明確に関連付ける。 

② 大の効果を得るために“見るー考えるー使う”の伝達プロセスに従って、及び操作の

時系列に従って作成する。 

③ 簡単かつ簡潔にする。 

④ 機械が非専門要員に使用されることが予想される場合は、指示事項は非専門要員の使用

者に直ちに理解しやすい形式で記述する。 

⑤ 使用上の指示事項を記載する文書は耐久性のある形式で作成する。 
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Ｑ５７ 機械安全の妥当性は誰が判断するのですか？ 

 

（１）妥当性の判断は組織として行う 

機械安全の妥当性の判断は、機械安全リスクアセスメントのプロセスの一部です。機械安

全のリスクアセスメントは、通常、機械製造者が行うものですから、機械安全の妥当性の判

断は機械製造者が行うことになります。ただし、客先が機械プラント等のシステムインテグ

レーターとして設備の計画や設計を行う場合は、客先が機械安全へのイニシアチィブを握り、

客先が機械安全の妥当性を判断することもあります。その場合は、客先が実施した機械安全

リスクアセスメントの結果を発注仕様等に盛り込み、機械製造者に対し実現するように要求

することが予想されます。その場合であっても、機械製造者は専門家の責任として、機械安

全リスクアセスメントを別途実施し機械安全の妥当性を判断することが不可欠で、場合によ

っては、「客先の実施した機械安全の妥当性判断」を修正してもらうことも視野に入れる必要

があります。 

機械安全リスクアセスメントは、機械のライフサイクルの各段階、機械の輸送、組立・設

置、調整・試運転、使用（設定替え、運転、清掃、不具合の発見、保全など）、分解・廃棄の

局面においてリスクを漏れなく抽出する必要があり、機械そのものを熟知した設計者を中心

として、営業、製造、計装、サービスなど、幅広い関係者の知識を集めることが重要になり

ます。危険源が網羅されているか、リスクの評価が妥当であるか、リスク低減が妥当である

か、機械安全評価が妥当であるか、その機械の機能を果たす上で妥当かどうかなどの判断は、

機械そのものを熟知した設計者が行うことが 適であり、第三者が安易に実施できる業務で

はありません。 

しかし、設計者個人がその機械の全責任を負う場合はこれでよいのですが、通常は、設計

者個人が責任を負うことはできません。また、設計者と言っても、機械、電気、制御、シス

テムと細分化された設計機能を考えると、横断的な機械安全リスクアセスメントの実施及び

機械安全の妥当性判断を個人で実施することは負担が大きすぎます。 

したがって、機械安全リスクアセスメントをマネジメントの俎上に載せて、組織的に管理

し運営することが適切な選択肢と考えます。この場合の妥当性の判断としては、組織の規模

及び機械安全リスクアセスメントの経営上の重みに応じて、役員等統括責任者、実務管理者、

リスクアセスメント専門家、設計実施者及びこれらのチームによる妥当性の判断が必要とな

ります。 

 

（２）機械安全の妥当性を確認する方法･手順等 

「機械安全の妥当性」に関する厳密な定義はありませんが、ISO 12100-1 では「リスク低

減目標の達成」の記述があり、又 ISO 13849-1 では「機械類の総合的な安全要求仕様内で、

盛業システムの安全関連部がその仕様にどのくらい一致しているかのレベルを確定するこ

と」と規定されています。 

また、その機械安全の妥当性を確認する方法論については、リスク低減目標が達成された

かの判断フローとして JIS B 9700-1:2004(ISO 12100-1:2003)「機械類の安全性－設計のた

めの基本概念、一般原則－第 1部:基本用語、方法論」の中で、図１「設計者の観点によるリ

スク低減プロセス」、図２「3ステップメソッドによる反復的リスク低減プロセス説明図」が

あります。また JIS B 9705-1：2000（ISO 13849-1：1999）では、「4.3 章 安全方策の選択

及び設計のためのプロセス」の、図１「制御システムの安全関連部のための反復的プロセス」
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の中に（達成された機能及びカテゴリの）妥当性確認が位置付けられています（参考１参照）。

更に、8 章「妥当性確認」として、制御システムの安全関連部を対象にした規定ですが、妥

当性確認（判断）を次に示す項目（手順）で実施することを要求しています。これは、単に

机上（会議室を含む）での機械安全リスクアセスメントによって妥当性の確認ができるとい

う安易な発想ではなく、分析及び試験による実証を求めているという重要な指摘となってい

ると理解すべきです。したがって、この手順は機械類の安全性における妥当性確認に対して

も同様に運用されることが望まれます。 

妥当性確認（JIS B 9705-1：2000（ISO 13849-0：1999）8章） 

① 妥当性確認計画（8.2 章） 

② 分析による妥当性確認（8.3 章） 

③ 試験による妥当性確認（8.4 章） 

④ 妥当性確認の報告書（8.5 章） 

 

この妥当性の判断についても、機械そのものを熟知した設計者が行うことになりますが、機

械の設計者がその機械の全責任を負うことはできませんから、組織を動員して、判断する必

要があります。妥当性の判断は、機械がその機能を果たす上で備えるべき妥当性と機械の残

留リスクの妥当性、即ち、ALARP の原則に従って、受忍可能なレベルに低減されているかの

判断になります。また、残留リスクが比較的大きい場合、費用便益分析の結果をもとに、経

営的な判断が求められます。 

 

参考１：機械安全の妥当性確認のステップ 

（JIS B 9705-1：2000（ISO 13849-0：1999）4.3 章「安全方策の選択及び設計のためのプ

ロセス」を材料に作成。なお、記載事項の中に「機械的手段及び」を追記してある。） 

ステップ 1：危険源分析及びリスクアセスメント 

ステップ 2：機械的手段及び制御手段によるリスク低減方策の決定 

ステップ 3：機械的手段及び制御システムの安全関連部に対する安全性要求事項の指定 

ステップ 4：設計 

ステップ 5：妥当性確認 

 

参考２：リスクに応じた判断者のレベルの例 

リスクインデックス リスクカテゴリ リスク許容レベル 

Ⅰ 高 経営幹部 

Ⅱ 重大 技術部長 

Ⅲ 中 設計課長 

Ⅳ 低 担当者 
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参考３：機械安全妥当性確認の手順の例 

１．残留リスクと更なる低減ができない理由（費用便益分析など）を文書化する。 

２．残留リスクをレビューし、レベルの高い残留リスクについては、上級管理者の判断を

求める。 

３．上級管理者は、資源と改善策を追加して、残留リスクを更に低減するかを決定する。 

４．最終残留リスクを文書化、使用者の同意を得る。 

５．使用者とリスク許容権限者の間の同意を文書化する。 

（３）リスクアセスメントのチーム編成 

機械安全リスクアセスメントの実施、及び機械安全妥当性の判断のためには、できる限り

チームによる取り組みを採用すべきです。即ち、いろいろな考え方を持っている幅広い人々

の知識、技量、専門技術および経験を集め、あらゆる危険源を包括的に取り扱う必要があり

ます。機械安全リスクアセスメントで取り上げる、機械のライフサイクルにおける特定のプ

ロセスや作業に精通した技術者や専門家を参画させることは、あらゆる危険源に関して 良

の知識と理解を活用する上で重要なことです。リスクアセスメントのプロセスには、経営的

な判断も必要になりますから、場合によっては経営者も参画させるべきです。アドバイザー

やコンサルタントを活用することは、機械安全リスクアセスメントのプロセスが妥当である

ことを確実にするのに有効です。 

機械安全リスクアセスメントでは、様々な専門技術分野をカバーする必要があり、アセス

メントを行う機械がシステム化されればされるほど複雑になり、1 人では全貌を理解するこ

とが困難ですから、多面的な取り組みが必要になります。したがって、適切なアセスメント

を行うためには、様々な技量や専門技術を持つ人々のグループが必要になります。 

機械安全リスクアセスメントのプロセスに参画する人は、使用するアセスメント手法に精

通しており、検討しようする課題に関する十分な知識を持っていることが望まれます。即ち、

リスクアセスメントのプロセスに関与するすべての人は、その業務を遂行できる力量を備え

ている必要があります。 

力量とは、個人の責務を果たし、必要な基準に合った作業を遂行できる能力です。力量は、

知識と経験と専門技術を組み合わせたもので、通常実用的な技量と理論的な技量の両方を含

んでいます。訓練は力量を開発するのにある程度の役割を持っていますが、力量は単なる訓

練以上のものを意味します。技量を発揮する経験や知識は、もう一つの重要な要素であり、

実務上の経験と個人の資質が組み合わされたものです。機械安全リスクアセスメントを実施

する上で、必要な事項を整理すると次のようになります。 

・チームを基本とする取り組みをできる限り採用する。 

・アセスメントを行うプロセスや業務の実際の経験を持っている人を参加させる。 

・機械のライフサイクルの各ステージの専門家を参加させる。 

・必要に応じて経営幹部の参加を要請する。 

・必要に応じてコンサルタントやアドバイザーの参加を要請する。 

・チームメンバーの力量を確保する。 

・機械安全リスクアセスメント実施方法を規定化し、使い込み、方法を充実させる。 

・計画的かつ継続的に機械安全リスクアセスメントを実施する。 
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Ｑ５８ 受忍可能なリスクレベルは、どのように決まりますか？ 

 

受忍可能リスク（tolerable risk、許容可能リスクとも呼ばれる）という概念は、ISO/IEC

ガイド 51：1999（JIS Z 8051）に定義されており、「安全性：受忍不可能なリスクがないこ

と」「受忍可能リスク：その時代の社会の価値観に基づく所与の状況下で受け入れられるリス

ク（3 章）」「絶対安全という理念、製品、プロセス、サービス及び使用者の利便性、目的適

合性、費用対効果、並びに関連社会の習慣のように諸要因によって満たされるべき要件との

バランスによって決定される（5.2 章）」と言及されています。 

JIS B 9702 解説では、「その時代の価値観に基づく、所与の状況下で受け入れられるリス

ク（例えば、国家法規又は法律）」と定義され、この規格では明確な判断基準は示されていま

せん。「その時代の技術水準や社会の価値観、法律上の問題など様々な要素によって決められ

るものであり、その決定はこの規格を使用する者の判断となる」と記載されています。 

この考えを受けて、ISO 14121（JIS B 9702）、ISO 12100（JIS B 9700）、IEC 61508-5（JIS 

C 0508-5）における考え方との関連を受忍可能なリスクという切り口で整理したのが下図「安

全な機械の概念図」です。 

図では、受忍可能なリスク領域を次の４つに分類しています。 

① 法規制、ISO 規格などによる残留リスク領域 

② 工業会等の標準に従った機械安全での残留リスク領域 

③ 客先仕様に基づく機械安全での残留リスク領域 

④ 製造者としての経営判断による機械安全での残留リスク領域 

 

この考え方では、生産財としての機械の安全を想定していますが、一般大衆消費財として

の機械の安全は、消費者期待基準に基づく機械安全の残留リスク域となり、生産財の場合よ

り残留リスク域を更に小さくすることが求められています。 

以上のように受忍可能なリスクレベルとは、絶対的なものではなく、 低限の法規制対応

から技術の進歩による変化、当事者間での費用便益判断などにより判断されるものであり、

製造者の意思決定に従うものです。 

この図で、述べようとしていることは、法的要求事項は、遵守すべき 低のレベルであり、

それを更に低減するかは、業界、客先、製造者自身により判断すべきもので、製造者が設定

するレベルは も低いレベルでなくてはならないということです。 

 また、このように設定された受忍可能レベルは、時代と共に変化するということに留意し

なければなりません。即ち、残留リスクのレベルは、その時代の Sate of the art に基づい

て、ALARP の原則に従って低減されたものでなければなりません。 

Sate of the art：関連する科学、技術及び経験のその総合的に知見に基づく、製品、プ

ロセス及びサービスに関するある特定の時点における技術的能力の先進的水準を意味

し、製品、プロセス及びサービスを提供した時点における科学、技術及び経験等の総合

力を発揮してリスクの低減を図らなければならないと言うこと。 

ALARP の原則：合理的に実現可能な 低の水準であり、次の意味合いをもっています。 

① 合理的な実現（実行）可能な 低の水準は、受忍不可能な範囲と広く受け入れられ

る領域との二つの境界の中間に存在し、その ALARP は受忍可能領域として幅を持っ
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ている。 

② 受忍可能領域とは、必ずしも受容することの意ではなく、「便益を確保するために、

付随して発生するリスクを進んで受け入れようとすると同時に、そのリスクについ

て常に検討を続け、抑制していくことを期待することの意」である。 

③ 受忍可能領域では、更に安全対策を実施するためにかかる費用と、その安全対策の

必要性などとの兼ね合いをみるために、費用と便益についての評価が必要である。

その結果、この領域のリスク源は更に 3つの領域に分類される。 

・望ましくないリスクであるが、リスクの低減が実行不可能であるので、リスクを

受忍する領域。 

・更なるリスクの低減に要するコストが得られるリスクの低減に対して極めて不相

応であるので、リスクを受忍する領域。 

・残留するリスクを低減するコストが、得られる効果に対し小さいので、リスクを

受忍する領域。 

 

図 「安全な機械の概念図」 

法規制、ISO標準等による安全な機械のリスク領域

業界レベルの標準による機械な安全の残留リスク領域 

客先仕様との調整結果による安全な機械の残留リスク領域

機械製造企業の経営判断による安全な機械の残留リスク領域 
一般大衆向け消費財の残留リスク領域

製造企業に

おける機械

安全戦略上

の残留リス

ク域の選択

肢 

受忍不可能

なリスクの

領域 

受忍可能なリスクの領域 

 
無視可能なリスク領域 

リ

ス

ク

水

準

高

安 
全 
水 
準 

低 

不安全
な  

機械
安全な機械

リスク源の種類及び数 少 
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Ｑ５９ リスクアセスメントの実施に際し、事前に収集する必要のある関連情
報は何ですか？ 

 

機械安全に必要な情報については、Q35 で回答しましたので、ここでは、特にリスクア

セスメントに関して必要な関連情報（危険源、リスクの見積もり及び評価法、事故情報、

保護方策）について記述します。 

 リスクアセスメントには、経験的なノウハウに依存する部分が多くありますので、有効

な情報を多く集め、選別し工夫し活用する必要があります。情報は収集するだけでは、ご

みの山を築くだけで有効には活用できません。データベース化を図り、必要な情報が必要

な時に、短時間で入手できる文書管理システムに載せることが重要です。 

 なお、(社)日本機械工業連合会「平成 14 年度 機械設計におけるリスクアセスメント実

施の手順に関する標準化調査研究」には危険源と防護策の具体例がイラスト付で掲載され

ています。 

 

（１）危険源に関する情報 

 機械安全への取り組みの出発点は、機械の危険源を認識することです。危険源情報は、

機械には一般にどのような危険源が潜んでいるか、危険源の情報は危険源を特定するのに

重要な情報です。例えば、JIS B 9702 :2000 「機械類の安全性－リスクアセスメントの原

則」附属書 A には、危険源、危険状態及び危険事象の例が掲載されています。このような

情報を活用・充実することによって、危険源の特定が容易になり、もれなく抽出すること

ができます。また、危険源を特定する手法に関する情報収集は、自前の方法を確立するた

めに有効です（Q49 参照）。 

 

（２）リスクの見積り及び評価の方法に関する情報 

 リスクの見積りは、一般に危険事象の「発生の確率」と「被害のひどさ」によって行い

ますが、その手法には、MIL の方法、ANSI の方法など種々の方法があり、一長一短があ

ります。世の中に紹介されている手法は、各実施者が各自の機械等向けに工夫し開発した

ものですので、それらを参考にして、自社の対象機械に適合した見積り方法を確立する必

要があります。 

 

（３）事故情報 

予知しきれない潜在的な危険源を把握することが重要です。そのためには、他社及び他

機種の事故情報、事故事例に学ぶことが極めて有効です。 近、世の中を騒がせた事故の

多くは、過去の事故原因を活かしていない結果とも反省されています。事故を他山の石に

することが必要です。事故事例は、次のことに有効に活用できます。 

① 危険事象発生のシナリオを描くこと 

② 統計的に発生確率のデータを得ること 

③ 危険事象の結果のひどさを具体的に把握すること 
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（４）保護方策に関する情報 

 保護方策の事例は、リスク低減方策の選択に役立ちます。種々の危険源ごとに、その保

護方策の事例を収集することで、方策選択が容易になり、より安全な保護方策への改良の

アイデアも生まれてきます。 

各危険事象に関しては、その防御に関する規格・基準や安全装置に関する規格・基準が

多数存在します。対象機械に関するこのような規格・基準を適用することで、ある水準の

安全性が達成できると同時に、それ以上の水準を目指すことができます。 

 

（５）リスクアセスメントの実施事例 

 リスクアセスメントの実施事例は、上記のような情報が総合的に含まれており、これら

の情報を活用することによって、リスクアセスメントの労力を軽減でき、さらに改善した

リスクアセスメントが可能になります。 

 

参考１(情報収集の例)：リスク低減に利用できる規格リスト（(社)日本機械工業連合会「平成

14 年度 機械設計におけるリスクアセスメント実施の手順に関する標準化調査研究」より抜粋） 
 

危険源 規格名 

○機械的危険源 

○押しつぶしの危険源 

○せん断の危険源 

○切傷又は切断の危険源 

○巻き込みの危険源 

○引き込み又は補足の危険源 

○衝撃の危険源 

○突き刺し又は突き通しの危険

源 

○こすれ又は擦りむきの危険源 

ISO13852:1996 EN294:1992 JISB9707:2002 

機械類の安全性―危険区域に上肢が到達することを

防止するための安全距離 

ISO13853:1998 EN811:1996 JISB9708:2002 

機械類の安全性－危険区域に下肢が到達することを

防止するための安全距離 

ISO13854:1996 EN349:1993 JISB9711:2002 

機械類の安全性－人体の部位が押しつぶされること

を回避するための最小隙間 

ISO13855:2000 EN999:1998 JISB9715(予定) 

機械類の安全性－人体の接近速度に基づく保護装置

の位置決め 
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参考２(情報収集の例)：危険源と防護策の具体例（(社)日本機械工業連合会「平成 14 年度 機

械設計におけるリスクアセスメント実施の手順に関する標準化調査研究」より抜粋） 
 

危険源 危険源の具体例 防護策の具体例 

機械的危険源 

押しつぶしの 

危険源 
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Ｑ６０ 機械安全のドキュメントはどのように管理すればよいのですか？ 

 

機械安全リスクアセスメントの実施にあたっては、多くの文書が必要となります。さらに、

文書の一部である記録の重要性も加味しなくてはなりません。リスクアセスメントは独立し

た作業ですが、一般の製造業で運営されている多くの管理業務と関連しており、兼用できる

文書も存在しています。しかし、ここでは、独立した文書管理の考え方を前提に記述します。

参考として、図「機械安全リスクアセスメント実施記録の運用図」を示します。この図はリ

スクアセスメントなどに伴う実施記録の文書化と管理のためのチェックシートとして使用で

きます。 

 海外顧客との契約については、各国の法令・規制がありますので、関連情報を確保する必

要があります。 

（１）文書管理 

 リスクアセスメントで必要とされる文書は、以下のような管理が必要です。ただし、記録

については文書の一部ですが、別に記載します。 

① 文書化された手順の確立 

ａ．文書は、発行前に適切かどうかの観点から承認する。 

   ｂ．文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。 

ｃ．文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。 

   ｄ．該当する文書の適切な版が必要なときに、必要なところで確実に使用可能な状態と

する。 

   ｅ．文書は読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

    ｆ．外部で作成された文書を明確にし、その配布状況を確実に管理する。 

   ｇ．廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持す

る場合は、適切な識別をする。 

 

② 文書管理の媒体 

文書管理の媒体としては、紙、磁気、電子式若しくは光学式コンピュータディスク、写

真若しくはマスターサンプル、又はこれらの組み合せがあり、管理された保管方法で管理

することが大切です。 

 

（２）文書作成・改訂 

① 文書化に必要な事項 

リスクアセスメントに関する文書では、遵守した手順及び達成された結果を論証する必

要があります。この文書化には、関連性がある場合、次の事項が含まれます。 

ａ．アセスメントが行われた機械（例えば、仕様書、制限、意図する使用） 

ｂ．関連して想定した仮定（例えば、負荷、強度、安全係数） 

ｃ．特定した危険源 

・特定した危険状態 

・査定時に考察した危険事象 

ｄ．リスクアセスメントの際に基礎として用いた情報 

・使用データ及びデータ源（例えば事故履歴、類似の機械に適用したリスク低減か

ら得られた経験） 
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・使用データに付随する不明確さ、及びそのリスクアセスメントへの影響力 

ｅ．保護方策によって達成される目標 

ｆ．特定した危険源の除去、又はリスク低減のために実施した保護方策（例えば、規格

類又は他の仕様書による） 

ｇ．機械に付随する残留リスク 

ｈ． 終のリスクの評価結果 
 

② 文書作成における留意事項 

文書の作成及び改訂文書を作成する 際は、次の事項に留意する。 

ａ．文書の作成者、確認者及び承認者を明確にする。 

ｂ．改訂担当者、確認者及び承認者を明確にする。 

ｃ．関連した活動の参加者を含め、関係者の資格、経歴等が追跡できるようにしておく。 

 

（３）顧客への提出文書 

顧客への提出文書には、実施したリスクアセスメントに関する内容の記載に関して、次の

ことに留意する。 

① 契約書／仕様書 

ａ．運転員、保全・調整員などオペレーターの制限 

ｂ．機械の能力範囲を超えた使用の制限 

ｃ．予見される誤使用 

ｄ．インターフェースに起因する危険源 

 

② 取扱説明書（操作、保全、教育など） 

ａ．運転員、保全・調整員などオペレーターの制限 

ｂ．機械の能力範囲を超えた使用の制限 

ｃ．非定常作業の操作方法 

ｄ．残留リスクへの対応 

 

③ 残留リスクの提示 

ａ．使用上の警告文 

ｂ．警告ラベルの種類とその貼付位置図 

ｃ．機械全体及び単体の危険域図（ハザードマップ、デンジャーゾーンともいう） 

ｄ．運転員、保全・調整員などオペレーターへの教育内容 

 

（４）記 録 

 達成した結果を記述し、また実施した活動の証拠を提供する文書として、確実に保管しな

ければなりません。作成文書及び記録に関しては、関連文書と併せ、表「機械安全リスクア

セスメント関連文書・記録一覧表」にその一例を示します。 

① 記録の利用例 

ａ．トレーサビリティを文書にする。 

ｂ．実施内容や検証結果の証拠を提供する。 
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② 記録の改訂禁止 

ａ．通常、記録の改訂を行ってはならない。 

 

（５）記録の管理 

ａ．記録は、リスクアセスメントの効果的運用の証拠として作成し、維持管理する。 

ｂ．記録は、読みやすく、容易に検索可能であること。 

ｃ．記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して、必要な管理を規定す

るために“文書化された手順書”を確立して運用する。 

 

（６）予見通知の発行 

製造者は、機械納入後に発見された新たな危険源が許容できない場合は、その事実を確実

に顧客に伝達する社会的な責任があります。このため、顧客に対して公文書として発行し、

その記録を残しておく必要があります。特に海外へ納入した機械の顧客への通知は、各国で

法制化されている場合があるので留意しなければなりません。 
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図 機械安全リスクアセスメント実施記録の運用図 

・リスクアセスメントに関
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・その他のリスクアセスメ

ントに関する各種情報記

録（社内、 業界など）

内

部

情

報

（保管ファイル名）

例・客先仕様書

・打合せ議事録

・機械の仕様書

・ベンダー情報

・使用者の情報

・動力源に関する情報

・災害・事故の履歴

・適用法規

顧

客

情

報

（INPUT）

作業の開始

機械使用状況の想定

危険源の特定

機械の制限に関する詳細記述書
・ 顧客情報
・ 内部情報

特定した危険源リスト
・機械の寿命上起こりうる局面
・機械に起こりうる状況
・危険の対象

(OUTPUT)
(作成文書）

リスクの見積り 各危険源のリスクの見積りリスト
・危害のひどさ
・危害の発生頻度
・使用したデータ・規格

リスクの評価
評価結果

・特定した危険源による
リスク評価結果

・採用した保護方策
・採用した保護方策による

評価結果
・残存リスク
・ 終のリスク評価

判定
リスクは適切に低減され
ているか
残存リスクは許容される
か

リスク低減の目標達成確認
・チェックシート

リスクの低減 残存リスクの提示

完 記録の保管

例・設計資料書
・設計ノート
・検討議事録

・既資料採用

例・納入仕様書
・取扱説明書

注）上記運用図は、リスクアセスメントに関する実施記録をどのファイルに納めたかを示す１例である。
これらの記録をすべてまとめたファイルを「ハザードファイル」と呼ぶことがある。
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録（社内、 業界など）
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（保管ファイル名）

例・客先仕様書

・打合せ議事録

・機械の仕様書

・ベンダー情報

・使用者の情報

・動力源に関する情報

・災害・事故の履歴

・適用法規

顧

客

情

報
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作業の開始

機械使用状況の想定

危険源の特定

機械の制限に関する詳細記述書
・ 顧客情報
・ 内部情報

特定した危険源リスト
・機械の寿命上起こりうる局面
・機械に起こりうる状況
・危険の対象

(OUTPUT)
(作成文書）

リスクの見積り 各危険源のリスクの見積りリスト
・危害のひどさ
・危害の発生頻度
・使用したデータ・規格

リスクの評価
評価結果

・特定した危険源による
リスク評価結果

・採用した保護方策
・採用した保護方策による

評価結果
・残存リスク
・ 終のリスク評価

判定
リスクは適切に低減され
ているか
残存リスクは許容される
か

リスク低減の目標達成確認
・チェックシート

リスクの低減 残存リスクの提示

完 記録の保管

例・設計資料書
・設計ノート
・検討議事録

・既資料採用

例・納入仕様書
・取扱説明書

注）上記運用図は、リスクアセスメントに関する実施記録をどのファイルに納めたかを示す１例である。
これらの記録をすべてまとめたファイルを「ハザードファイル」と呼ぶことがある。  
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表 機械安全リスクアセスメント関連文書・記録一覧表 
文書の作成作業 

段 
階 文書作成 リスクアセスメン

トに関する記録 

顧客への提出 
該当文書 

確 認 事 項 

見 
積 
・ 
契 
約 

・見積仕様書 
・契約書 
・仕様書 
・打合せ議事録 

・カタログ 
・契約書 
・仕様書 
・打合議事録 

・機械の使用制限

・仕様に対する逸

脱 使 用 な ど の

免責表示 
・製品／部品寿命

 に関する記述 

設 
計 
・ 
開 
発 

・ＤＲ／検討会 
・計算書 
・設計図面 
・購入品（調達品） 
     の仕様書 
・検査要領書 
・リスクアセスメント

の実施確認要領 

・機械の使用制限 
 に関する仕様の 
 決定 
・危険源の特定 
・リスクの見積り 
・リスクの評価 
・リスクアセスメ 
 ント結果の見直 
 し 
・購入品（調達品） 

のリスクアセス

メント 
・保護方策の実施 
・実施後のリスクア

セスメント再見

積りの結果 
試 
作 
・ 
試 
運 
転 

・リスクアセスメント

実施の（妥当性）確

認 
・検査結果とそのデー

タ分析 

・リスクアセスメン

トの確認書 
・ 残留リスクの  
  確定 

・設計図書 
  納入図 
  （承認図） 
  確定仕様書 
   打合議事録 

・バックデータの

明確化 
・社内基準 
・ＪＩＳ 
・ＩＳＯ，ＩＥＣ

・ＡＮＳＩ 
など 
・実験値等の採用

基準 
・その他（顧客指

示の法令・基準）

納 
入 
・ 
引 
渡 
し 

・仕様書の確認、修 
  正 
・残留リスクの対策 
・取扱説明書 
  操作・運転 
  保守・点検 
  教育・訓練 
  非定常作業の操 
  作など 
・安全標識・警告シー

ル 

（完成文書） 
 ・納入仕様書（図面含む） 

・取扱説明書 
  ・検査記録（官庁検査等含む） 
 ・その他 
  （顧客の要求による提出文書） 
     (打合せ議事録) 

残留リスクに対し

・警告文 
・使用（者）制限

・防護装置・保護

 具の設置／指示

・教育・訓練の 
 実施／指示 
・安全標識・警告

シール種類と貼

付位置 

注１）上記は、主に受注生産機械を対象としているが、見込生産機械については、「見積・契約」に該当

する内容をカタログなどで表示し、作成文書、記録などは必要な項目を採用する。 
注２）当表は、一般的な文書、記録としているが、その他必要な項目を追加し利用する。 
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Ｑ６１ 機械システムの RA と制御システムの RA の両方の結果をどのよ 

うに調整･整合化したらよいのですか？ 

 
（１）背景 

近年、電気・電子装置を利用した制御システムは高度化し、機械の運転制御だけでなく、

機械の安全機能にも重要な役割を果たすようになってきてきます。機械安全の実現にあたっ

ては機械、すなわちメカニズムを中心にした保護方策の実施により、リスクを受忍可能範囲

まで低減することが、第一義であることには変わりがありませんが、制御システムを忘れて

はなりません。機械のメカニカル特性と制御特性をうまく機能させないと安全の確保は困難

です。 

 

（２）ISO，IEC 規格の両方の活用 

こうした背景から ISO，IEC 規格においてもシステムからコンポーネントに至るまで、多

数の規格が存在し、設計の際の遵守事項が詳細に規定されています。それらの多くは既に JIS
規格化されて容易に入手することができ、電気設計者はこの規定に基づいて開発、検証を進

める必要があります。また制御システムは機械と一体となって機能するため、機械設計者も

この概要を把握しておくことが望まれます。 

参考に、電気・電子装置を利用した制御システムに関する規格の主要なものについて表「制

御システムに関連する規格」に紹介します。 

 

（３）リスクアセスメントの手順は同じ 

機械システムも制御システムもその安全確保への手順は基本的に同じであり、リスクアセ

スメントを実施して、①本質的安全設計方策、②安全防護（付加的保護方策を含む）、③使用

上情報という順序によるスリーステップに従って実施されます。ここで、判断が分かれるの

は、リスクの低減を機械システム側と制御システム側のどちらで行うのかということです。

その選択は、リスクの種類、①機械的機構に基づく危険源に起因するリスクか、②電気･電子・

制御機構におけるリスクか、③電気・電子的防護装置の性能に基づくリスクかなどの違いを

考慮したうえで、費用便益基準などをベースに決定することになります。 

②及び③における電気･電子･制御関連の機器及びシステムに関しては制御システム側での

保護方策が実施されます。 

制御システムの本質的安全設計方策とは、その安全関連機能が十分に発揮されリスクを低

減することであり、システムの信頼性をベースに、予測できないリスクや潜在的リスクの顕

在化を防止又は回避することになります。一方、安全防護方策では、安全防護を自動制御す

る自動監視装置、自動停止装置、インターロック装置などの採用があり、これらもリスクの

レベルに応じた信頼性を必要とします。使用上の情報の範囲では、自動監視による警告・警

報があります。 

 

（４）リスク判断基準における機械システムと制御システムとの違い 

制御システム側での安全保護方策を採用すると、その判断基準は IEC 規格に基づくものに

なります。制御システムでは、安全機能をいかに確実には発揮できるようにするかという判

断、言い換えればリスクの程度によって如何に制御システムの信頼性を高めておくかという

判断になっています。したがって、客観性を考慮したカテゴリーの考え方が採用されていま
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す。その判断基準の例を、表「安全カテゴリーの選択」に示します。 

一方、機械システム側での安全方策での判断基準は、ISO に基づくものになり、どちらか

というと主観的に「リスク低減目標の達成（表参照）」を確認する発想となります。 

 

（５）機械的な安全防護がプライマリー 

電気電子制御系の故障に対する危険防止策、又は電気・電子システムを装備した防護装置

による安全防護は、制御システム化されています。それらは、制御システムの判断基準に基

づく安全性が設計されているわけですが、それらを構成しているリミットスイッチ・制御装

置などは、電気･電子的な外乱による暴走や故障、及び部品・システムの寿命などを考慮する

と、必ずしも万全な保護機能を備えているとは言えません。したがって、電気・電子システ

ムを装備した防護装置は、あくまでセカンダリー・プロテクション（採用した保護を無効に

する機能不全となる恐れのある装置）であることに留意しなければなりません。そのような

危険事象の発生防止策の策定として、リスクの程度、制御システムの信頼度に応じてプライ

マリー・プロテクション（保護手段自体の故障又は意図的なバイパスにより脅かされる恐れ

のない保護装置、例えば機械的拘束装置）を講じなければなりません。プライマリー・プロ

テクションとは十分な安全性を有する機械的な安全防護策で、例えばくさび、スピンドル、

支柱、車輪止めなどの機械的障害物を組み込んだ装置であり、その強度により危険な動きを

防止する装置のことです。 

 

（６）まとめ（調整、整合化が必要） 

以上のように、機械面のリスクアセスメントと制御面のリスクアセスントとでは考え方及

び手法が異なりますので、同一の判断基準で措置することはできません。両方の評価結果を

並べて、機械のメカニカル特性と制御特性をうまく機能させ、機械システムのリスクにつき

総合的に妥当性を評価し整合させる発想が必要です。 

一般に、機械システムは、機械面と制御面との機能を備えていますが、その設計は異なる

部門で消化し、機械安全リスクアセスメント及びリスク低減方策の実施も別々に行われる場

合が多いようです。総合的にみて、必要 低限の効果的で経済的な機械安全防護方策がなさ

れているかの判断をすることが必要で、そのような機能の重要性を意識して、その実施責任

を明確にすることも機械安全マネジメント上から必要です。 

 

制御システムの本質的安全設計方策で考慮すべき事項（JIS B 9701-2:2004 4.11.1） 

・ 制御システム論理の不適切な設計又は修正 

・ 制御システムの一つ若しくは複数の構成品の一時的若しくは恒久的不具合又は故障 

・ 制御システムの動力供給の変動又は故障 

・ 制御装置の不適当な選択、設計及び配置 
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表１ 制御システムに関連する規格の代表例：（「日本機械工業連合会 平成 14 年度 機械設計にお

けるリスクアセスメント実施の手順に関する標準化研究」報告書の 7章による。） 

① JIS B 9705-1:2000 機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 1部：設計のための一般原則 

② JIS B 9960-1:1999 機械類の安全性－機械の電気装置－第 1部：一般要求事項 

③ JIS C 0508:1999 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 

④ IEC 62061 CD2 Safety of machinery-Functional safety of safety-related electrical, electronic 

and programmable electronic control systems. 

その他、JIS B 9702-2:2204 4.11 章にも関連規格が参照されている。 

 

表２ JIS B 9705-1:2000 における「安全カテゴリーの選択」 

 
カテゴリー 記号と記号

の内容 
ﾗﾝｸとﾗﾝｸの内容 

Ｂ １ ２ ３ ４ S1 軽傷(打撲) 

○ ●    
Ｓ

怪我の 

度合 S2 重傷(切断･死亡) 

○ ● ●   

 

F1 ほとんどない 

 ○ ● ●   

Ｆ 危険の 

度合 F2 頻発､常時 

 ○ ○ ●   P1 可能 

 ○ ○ ○ ●  

Ｐ 危険の 

回避 P2 不可能 

             ●：推奨されるカテゴリー 

○：追加方策を要求されることも有り得るカテゴリー 

 

カテゴリー 要求事項の要約 安全機能の維持能力 機能上の特徴

Ｂ 
・機械制御システム安全関連部の目的

機能を実現すること。 

・欠陥発生時安全機能を損なう場合

が充分起こり得る。 

１ 

・カテゴリーＢの用件を満たすこと。 

・充分吟味された高信頼性のコンポー

ネントを使用し、安全の確保は安全

原則に従うこと。 

・カテゴリーＢと同様であるが、安

全関連部の安全確保機能の信頼

性は高い。 

使用部品の選

択による。 

２ 

・カテゴリーＢの用件を満たすこと。 

・安全確保は安全原則に従うこと。 

・安全機能が適当な間隔でチェックさ

れること。  

・安全機能の消失はチェックによっ

て検出されるが、チェック間隔時

間の間では安全機能を損なう。 

３ 

・カテゴリーＢの用件を満たすこと。 

・安全確保は安全原則に従うこと。 

・設計要件：単一欠陥で安全機能 

 を損なわないこと。単一欠陥は 

 出きる限り検出されること。 

・単一欠陥で安全機能は損なわれな

い。 

・すべてではないが、欠陥の検出が

できる。未検出欠陥の蓄積によっ

て安全機能を損なう場合がある。 

４ 

・カテゴリーＢの用件を満たすこと。 

・安全確保は安全原則に従うこと。 

・設計要件：単一欠陥は安全機能 

 実行時、又はその前に検出されるこ

と。これが実施できないときは欠陥

の蓄積によって安全機能を損なわな

いこと。 

・欠陥が生じた場合、常に安全機能

は損なわれない。 

・欠陥は安全機能実施の前の段階で

安全機能実施が必ず間に合うよ

うに、予報措置として検出され

る。 

安全性を確保

するためのシ

ステム構成方

法に依存する

（安全性が構

造として定ま

る）。 

 

 

P2 

S1 
  

S2 
F1  

F2 
P2 

  

P1 

開始 
P1 
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表３ JIS B 9702:2 リスク評価に規定された「リスクの評価」 

 

8.1 一般 リスク見積り後、リスク低減が必要か、又は安全性が達成されているか否かを決定するため、

リスクの評価を実施しなければならない。リスク低減が必要な場合、そのときには適切な安全方策を選定

し、適用し、かつ、その手順を反復しなければならない。この反復プロセスでは、新規の安全方策を適用

したときに新たな危険源が発生しないかを、設計者がチェックすることが必要である。追加の危険源が発

生する場合、危険源の同定リストにそれを追加しなければならない。 

リスク低減目標の達成及びリスク比較による好適な結論によって、機械類が安全であるという確信が得

られる。 

 

8.2 リスク低減目標の達成 次の条件の達成は、リスク低減のための手順を終結できることを示す。 

a)次によって危険源が除去された又はリスクが低減された。 

１）設計による、又は危険性の少ない材料及び物質への取替えによる。 

２）安全防護による。 

b)選択した安全防護が意図した使用に対し、経験上から、適切な安全状態を提供するような形状のもので

ある。 

c)選択した安全防護の形式が、次に関する適用に適切である。 

１）無効化又は不使用の確率 

２）被害のひどさ 

３）必要業務の遂行に対する作業妨害 

d)機械類の位置する使用に関する情報が十分に明確である。 

e)機械類の使用に対する操作手順が、機械類を使用する人又は機械類に付随する危険源に暴露され得る他

の人の技量と調和している。 

f)機械類使用のために推奨される安全作業慣行及び関連する訓練の要求事項が適切に記述されている。 

g)機械類の寿命の異なる局面における残留リスクについて、使用者は十分に知らされている。 

h)保護具が推奨されている場合、その必要性及び使用に関する訓練要求事項が適切に記述してある。 

i)追加予防策は十分である（ISO/DIS 12100-2 の 6 参照）。 

 

8.3 リスク比較 リスク評価手順の一部として、機械類に付随するリスクを次の基準によって類似機械

類のリスクと比較することができる。 

－ その類似機械類が安全である。 

－ 意図する使用及び使用法が、双方の機会で比較可能である。 

－ 危険源及びリスク要素が比較可能である。 

－ 技術的仕様が比較可能である。 

この比較法の使用は、特定の使用条件に対して、この規格で記述したリスクアセスメントの手順に遵守

する必要性を除去するものではない。例えば、肉の切断に使用する帯鋸と比較する場合、異なる材料に付

随するリスクを査定しなければならない。 
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Ｑ６２ 機械製造企業における機械安全プログラムはどのようなものですか？ 

 

（１）機械安全プログラムとは 
機械製造企業が、機械安全方針を設定し、機械安全マネジメントへの取り組みを組織化した

だけでは、各部門はどのような行動をすればよいのか分かりません。機械安全方針を遂行する

ために、誰が、何を、いつ、どのように実行するか等を具体的な実行計画として展開したもの

が、機械安全プログラム（機械安全マネジメント計画）です。この計画は製品機械及び事業形

態などによって異なりますので、同一企業内でも製品機種に応じて別々に計画策定する必要が

あります。自社の機械安全方針に則った上での具体的目的・目標の設定、マイルストーンの設

定、製品機械別の責任者の任命などを策定することになります。一般に次のような内容で構成

されます。 

a.目的・目標の設定 

b.目的・目標達成のための施策 

c.達成度測定の指標 

d.マイルストーンの設定 

e.責任者の任命 

等 

 

（２）機械安全方針との関連 

機械安全方針は、機械製造企業として安全な機械を使用者に提供し企業の社会的責任を果た

すという企業行動に関し、経営者の機械安全への取り組み姿勢を具体的な考え方や方法につい

て文書化し、社内外にコミットメントするものです（Ｑ２９及びＱ３０参照）。 

この機械安全方針を製造する機械に反映させるためには、経営者がトップポリシーとして、

企業組織と従業員に浸透させ企業内の共通認識として定着させなければなりません。そのため

に経営者は、機械安全方針に基づいて組織を挙げて機械安全を具体的に推進することができる

ように「機械安全マネジメントシステム」を構築し組織化を図り、必要な業務分担及び責任と

権限を明確にし、周知・徹底して管理責任者を任命するとともに、遂行に必要な経営資源（制

度、人、情報、金、物など）を投入してマネジメントシステムを整備・維持することになりま

す。 
機械マネジメントシステムの中では、組織を構成する各部の果たすべき役割となすべき業務

内容が規定され、その各部門の具体的な行動計画を「機械安全マネジメント計画」として展開

することになります。これが「機械安全プログラム」です。 
 
（３）機械安全プログラムの２つの展開 
この「機械安全プログラム」は、運用面から、本来、経営者が務めるべき機能を権限委譲さ

れて分担する管理部門と、機械安全実施の中心となる設計・開発部門でのプログラムとに二分

され、次のような内容について展開されることもあります。 

【管理部門】 【設計・開発部門】 
a. 目的・目標の設定 
b. 目的・目標達成のための施策 
c. 達成度測定の指標 

a. 経営理念に基づく機械安全方針・目標

の設定 
b. 機械安全実施機種の設定 
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d. マイルストーンの設定 
e. 責任者の任命、 
等 

c. 実施スケジュールの決定 
d. 実施責任者の指名 
等 

機械安全プログラムでは、対象とする製品機種や事業形態に則したものとして展開され、

内容として、企業の経営方針としての機械安全方針を受け策定された当該部門の機械安全方

針（行動指針）を製品機種ごとに業務の行動面でどのように実現するかが明確にされます。 

また、機械安全プログラムは、文書としての性格によって、社内的に規定・運用されるも

のと、プロジェクトにおいて客先から提出要求されるものとに大別され、それぞれの要求に

応じた切り口で文書化する必要があります。 
管理部門及び設計・開発部門がそれぞれ作成する機械安全マネジメントに関わる計画書の

構成例を参考に示します。 
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参考１：管理部門における機械安全マネジメント計画書の構成例 

１．経営方針･社是

（又はビジョン） 
経営方針、又は社是の中での『機械安全』への言及 

２．機械安全方針（行

動指針、またはポ

リシー） 

適用範囲、優先（順法）事項、方針の必要性、具体的方針（行動指針）等の記述 

 

 

１）自社独自の

機械安全計

画書（例） 

 

①機械の全ライフサイクルを考慮した機械安全推進組織図：例えば、機械（製品）安全委員会 

②機械安全推進に当たっての「業務分掌規定」と「責任と権限規定」 

③機械安全マネジメントシステムフロー図 

④機械の全ライフサイクルを考慮した機械安全（PL 又は、製品安全）保証体系図 

⑤開発･設計段階における機械安全作業フロー図（欠陥許容設計のプロセスフローも含む） 

⑥機械安全上の事故処理フロー図 

⑦自社が確保する機械安全基準（受忍限度水準、費用便益判断水準など）･判断基準・チェック

リスト 

⑧自社製品毎の開発段階ステップにおける機械安全の技術と手法（手法 RA 実施方法、機械安全

基準等） 

⑨機械安全関連の法規及び規定の体系（自社規定化） 

⑩機械安全リスクアセスメント及び本質的安全設計実施体制組織図 

⑪機械安全推進環境（人材育成・教育、関連研究開発投資など）の整備体制 

⑫機械の取扱説明書及び警告表示等の作成規定 

⑬機械安全損害補償への事前対応（訴訟対策としての証拠文書の作成及び保管管理、PL 保険加

入など） 

⑭設計変更･改良設計に伴う変更情報管理（図面等情報の来歴把握と 新データの維持活用） 

⑮機械安全に関する特許及び論文内容の管理 

⑯機械安全に関する事故情報、客先要望、市場の技術開発動向などの情報収集及び活用体制 

⑰中長期機械安全推進戦略計画 

⑱短期（年度別）機械安全推進戦略計画 

⑲設計開発（機械及び制御等も含む）段階における機械安全実施プログラム： 

・機械仕様に対する安全確保実施事項（RA の実施、スリーステップ法等によるリスク低減等） 

・H&S（安全衛生）上の実施事項 

・安全確保の手法と手順（ハザードの特定、リスク評価･回避低減、リスク低減到達目標） 

・ 新科学技術情報の収集と活用 

・機械安全マネジメント関連の文書化と文書管理、等 

⑳据付・試運転･展示運用段階における機械安全実施プログラム： 

・安全確保体制（実施組織、情報連絡網、設備･機器の管理等）の構築 

・機械仕様に対する安全確保実施事項（RA の実施、スリーステップ法等によるリスク低減等） 

・H&S（安全衛生）上の実施事項 

・安全確保の手法と手順（ハザードの特定、リスク評価･回避低減、リスク低減到達目標） 

・ 新科学技術情報の収集と活用 

・機械安全マネジメント関連の文書化と文書管理、 

等 

等 

３

．

機

械

安

全

計

画

、

又

は

プ

ロ

グ

ラ

ム 

 

 

２）プロジェク

トごとに顧

客から提出

要求される

計 画 文 書

（例） 

 

①セイフティーポリシー（安全方針、システムセイフティープログラム） 

②コンプライアンスポリシー（順法方針） 

③環境保全方針 

④品質方針･リコール方針 

⑤調達方針 

⑥H&S（Health＆Safety）ポリシープログラム 

⑦PPE(Personal Protective Equipment)ポリシー 

⑧作業許可方針 

⑨試運転方針、 

等 
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参考２：設計・開発部門における機械安全マネジメント計画書の構成例 

 

１）自社独自の機

械 安 全 計 画 書

（例） 

 

①機械の全ライフサイクルを考慮した機械安全推進組織図：例えば、機械（製品）安全委員会 

②機械安全推進に当たっての「業務分掌規定」と「責任と権限規定」 

③機械安全マネジメントシステムフロー図 

④機械の全ライフサイクルを考慮した機械安全（PL 又は、製品安全）保証体系図 

⑤開発･設計段階における機械安全作業フロー図（欠陥許容設計のプロセスフローも含む） 

⑥機械安全上の事故処理フロー図 

⑦自社が確保する機械安全基準（受忍限度水準、費用便益判断水準など）･判断基準・チェックリ

スト 

⑧自社製品毎の開発段階ステップにおける機械安全の技術と手法（手法 RA 実施方法、機械安全基

準等） 

⑨機械安全関連の法規及び規定の体系（自社規定化） 

⑩機械安全リスクアセスメント及び本質的安全設計実施体制組織図 

⑪機械安全推進環境（人材育成・教育、関連研究開発投資など）の整備体制 

⑫機械の取扱説明書及び警告表示等の作成規定 

⑬機械安全損害補償への事前対応（訴訟対策としての証拠文書の作成及び保管管理、PL 保険加入な

ど） 

⑭設計変更･改良設計に伴う変更情報管理（図面等情報の来歴把握と 新データの維持活用） 

⑮機械安全に関する特許及び論文内容の管理 

⑯機械安全に関する事故情報、客先要望、市場の技術開発動向などの情報収集及び活用体制 

⑰中長期機械安全推進戦略計画 

⑱短期（年度別）機械安全推進戦略計画 

⑲設計開発（機械及び制御等も含む）段階における機械安全実施プログラム： 

・機械仕様に対する安全確保実施事項（RA の実施、スリーステップ法等によるリスク低減等） 

・H&S（安全衛生）上の実施事項 

・安全確保の手法と手順（ハザードの特定、リスク評価･回避低減、リスク低減到達目標） 

・ 新科学技術情報の収集と活用 

・機械安全マネジメント関連の文書化と文書管理、等 

⑳据付・試運転･展示運用段階における機械安全実施プログラム： 

・安全確保体制（実施組織、情報連絡網、設備･機器の管理等）の構築 

・機械仕様に対する安全確保実施事項（RA の実施、スリーステップ法等によるリスク低減等）

・H&S（安全衛生）上の実施事項 

・安全確保の手法と手順（ハザードの特定、リスク評価･回避低減、リスク低減到達目標） 

・ 新科学技術情報の収集と活用 

・機械安全マネジメント関連の文書化と文書管理、 

等 

等 

 

２）プロジェクト

ごとに顧客から

提出要求される

計画文書（例） 

 

 

①セイフティーポリシー（安全方針、システムセイフティープログラム） 

②コンプライアンスポリシー（順法方針） 

③環境保全方針 

④品質方針･リコール方針 

⑤調達方針 

⑥H&S（Health＆Safety）ポリシープログラム 

⑦PPE(Personal Protective Equipment)ポリシー 

⑧作業許可方針 

⑨試運転方針 

等 
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Ｑ６３ 本質的安全設計の観点から契約条件の留意点は何ですか？ 

 
機械安全に関する契約条件の留意点についてはＱ３６に、本質的安全設計についてはＱ７

７に紹介してあります。ここでは、本質的安全設計、及びリスク低減方策としての本質的安

全設計方策に焦点を絞り、顧客（使用者）との契約条件として留意すべき事項について述べ

ます。 

（１）顧客仕様の必要性 

本質的安全設計は、機械に求められる本来機能と安全機能との調和･共存を指向する設計で

すから、設計を開始する時点でその両機能を実現するための諸条件が明確になっていないと

実施することができません。また、リスク低減方策の第 1ステップであり も重要な位置付

けにある本質的安全設計方策も、本質的安全設計と同一の考え方による行為です。 

本質的安全設計のための諸条件には、機械の製造者が設定できるものと機械の使用者でな

ければ設定できないものがあります。また、設計段階で、使用者と製造者との協議によって

決まっていく性格を持つ条件もあります。 

 

（２）機械の仕様も残留リスクも顧客における機械使用条件及び環境次第 

標準汎用機械の仕様及び残留リスクは製造者が決定しているのが実情ですが、そうであっ

ても機械の使用現場での機械の使用条件及び環境は異なりますので、機械に存在するリスク

は工場の立地条件や環境条件によって影響を受ける可能性があります。例えば、工場の立地

条件によって危害の大きさや発生頻度が変わってくる可能性がありますので、リスクアセス

メントにおいて、危害のひどさや発生確率を見積る場合、工場立地などを考慮する必要があ

り、リスク低減方策も異なってくる可能性があるということです。いわんや、個別受注生産

される機械及び機械プラントにおいては、機械仕様及び使用環境等が使用者ごとに異なるわ

けですから、それらに関する情報交換は不可欠です。また、工場のシステム構成によっては、

安全対策をどこで行うかも問題になります。例えば、機械側で行うのか、制御側で行うのか、

あるいは工場の付帯設備で行うのかも把握しておく必要があります。 

 

（３）留意事項 

契約条件として、機械の使用者が設定している諸条件を設計スケジュールにあわせて入手

できるような手立てをとっておく必要があります。 

① 本質的安全設計に必要な使用者の条件を明確にする 

② 設計のスケジュールに合わせての情報入手を明確にする 

③ 機械の製造者が実施する安全保護方策の範囲と機械の使用者が実施する安全保護方策

の範囲を明確にする 

④ 必要に応じて現地調査を行う 

などについて合意しておく必要があります。 

これらの合意がないと本質的安全設計ができずに、防護方策に依存することになり、機能

低下やコストアップを招くことになります。 

また、設計の進捗に合わせて、リスクアセスメントを実施した結果、使用者の要求仕様が

達成できない場合や、安全レベルが達成できない場合があります。このような場合、リスク

アセスメントの結果を説明し、仕様変更を行うか、使用者の工場の付帯設備などで安全保護

方策をとるか、を明確にして合意しておくことが大切です。 
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例えば、 

① 保護方策（本質的安全設計方策）を適用するために、仕様を変更する 

② 保護方策（本質的安全設計方策）を機械本体に適用しないで、工場の付帯設備などリ

スク低減対策を行う 

③ 防護方策を適用すると、機械の性能が低下する 

などです。 

一方、海外向け機械などで、顧客情報が十分に入手できない場合でも、 

① 運転要員の要件：力量、教育・訓練プログラムなど 

② 保守点検の要件：機械本体・部品の寿命、保守点検プログラムなど 

③ 工場設備の要件：付帯設備、工場立地条件、環境条件、労働条件など 

などの条件は 低限必要ですので仮に想定することになります。これらの要件があらかじめ

設定できる場合は、契約書や仕様書に織り込ことが大切です。また、その都度、使用者に情

報を提供し合意を得る努力が必要です。 終的には、取扱説明書などに記載することが不可

欠です。

 
参考１：機械安全に必要な仕様限界の例（松本俊次著「リスクマネジメントで会社を守れ」における

「決定すべきシステムの仕様限界」を参考に作成） 
 
① システムの開発目的：意図する用途、使用目的 

② システムの仕様  ：定格仕様、耐久性、寿命など 

③ インターフェース条件：他のシステム、上位のシステムなど関係する他のシステムとの機能上および構

成上の取り合い条件（要求仕様、責任限界、取合点）など 

④  システムの周囲環境：気象条件、地形などのマクロ環境条件および設備環境などのミクロ環境条件 

⑤ ユーティリティ要件：電力、燃料、原料などの供給および取合条件 

⑥ ヒューマンファクタ：オペレーター、ユーザーなどの知的能力、身体的能力、経験などのヒューマンフ

ァクタの設定 

⑦ 設計基準     ：準拠法、準拠規格など 

⑧ 危険管理体制   ：非定常状態時のシステム管理体制 

⑨ その他の条件   ：リスク分析評価作業のための設定条件など 
 
 
参考２：機械安全に影響する工場設備要件の例 

 
① 付帯設備：設置場所、通信設備、動力供給設備、冷暖房通風設備、照明設備、交通設備など 
② 工場立地条件：付近の人口、適用される法的規制（騒音、振動、排ガスなど）、道路事情など 
③ 環境条件：気象条件、地形的位置関係（緯度経度、高度（、動植物環境、電磁気地磁気影響など 
④ 労働条件：操業時間、勤務体制、労働安全衛生マネジメント、人員構成など 
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Ｑ６４ 機械安全の根幹は設計にあると言われるのはなぜですか。 

 

（１）機械製造は、設計に始まり設計に終わる！ 安全を考慮しない機械は世の中に認知さ

れない！ 

機械安全は、機械の具備する広義の機能又は特性（品質属性））の重要な一つです。機械の

機能又は特性を、設計し図面に作り込むことが設計開発部門の業務そのものですから、当然

「機械に安全を作り込むこと、機械安全への取り組みの根幹」は設計にあるということにな

ります。 

機械製造は、設計に始まり、その図面により後工程（製作、調達、組立、工場試運転、輸

送、据付け、現地試運転、稼動、保守・点検、分解・廃棄）が消化され、設計に必要な情報

が設計にフィードバックされ、図面改正等が繰り返され、知見が蓄積され、設計図が完成さ

れることによって終了します。したがって、「もの造りは、設計に始まり設計で終わる」とい

っても過言ではありません。機械安全も、機械の備える重要な機能又は特性ですから、当然

設計に始まり設計で終わります。 

もし設計部門が、人間が機械に代行することを期待している所謂「狭義の機械機能」の設

計だけを行い、機械安全への取り組みは設計以降の後工程で適宜行えばよいとの発想をした

ら、後工程で勝手な安全防護方策などを積み上げることになり、設計部門が当初意図した機

能を発揮する機械とは異なる機械に変わってしまいます。そのようなことでは、機械造りを

マネジメントすることはできず、顧客ニーズを満足する機械を提供したことにはなりません。

結局、機械製造者としての責任を果たしえないことになります。したがって、設計部門は、

責任を持って、機械に期待される本来機能と機械安全との整合を図りながら 適設計を行う

ことが不可欠です。機械安全追求の根幹は設計になければならないわけです。 

 

（２）機械安全は技術力！ 設計時の安全技術原則の適用が重要！ 

機械安全は、技術課題であり、「安全のための技術原則」の活用により、設計上の体系的組

織的取り組みによって合理的な対応が可能な時代になっています。その結果が設計技術力・

競争力として評価される状況にあります。 

なお、機械安全は、たとえば、JIS B 9700-2:2004（ISO 12100-2:2003）「機械類の安全性-

設計のための基本概念、一般原則－第 2部：技術原則」に則って、設計を行うことによって

遂行されると規定していることからも、機械安全が設計の根幹であることは明白です。 

機械安全への取り組みを設計の初期段階から「安全のための技術原則」に則り実施すると

ともに、機械安全リスクアセスメントを通じて安全保護方策を行うことが、機構及び安全防

護方策の簡素化などの 適設計の実現、コストダウン、図面改正の削減などの設計の効率化

に結びつきます。その結果、機械製造者としての総費用を削減できるという効果もあります。 

しかし、機械安全は、機械安全リスクアセスメントを設計部門だけで、設計の初期段階に

実施すれば達成できるほど、安易なものではありません。設計部門だけでなく、後工程の関

係者の知見を取り込み、段階的に機械安全リスクアセスメントの実施を積み重ね、その結果

を設計に反映させて行くことが有効です。このような視点からも設計が機械安全の根幹にな

らなければなりません。 

 

（３）設計以外の段階での機械安全リスクアセスメントも重要！ 

機械安全リスクアセスメントは、設計段階で実施すれば、事足りるものではありません。
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設計部門における危険源及びリスクに関する知見には限度がありますので、機械の使用条件

及び使用環境の変化のほかに、機械の全ライフサイクルにおける危険源及びリスクに関する

新情報を持ち寄り、機械製造者としての総力を挙げて取り組む必要があります。 

したがって、運用面からの機械安全リスクアセスメントは、製品の開発・設計段階での実

施に加えて、その他のライフサイクルのそれぞれの段階（製作、調達、組立、工場試運転、

輸送、据付け、現地試運転、稼動、保守・点検、分解・廃棄）で必要に応じて実施し，適切

な安全方策を講じることが必要です。製品の生産においては、特に開発・設計段階でのリス

クアセスメントは、可能な限り本質的安全設計による安全方策を講じることが安全化の上で

は基本であり、ライフサイクルコストミニマムの観点からも有効となります。 

しかし、リスクアセスメントを開発初期の段階であらゆる危険源に対して、一度に実施す

ることは殆んど不可能です。逆に、設計が進んでしまってから実施することは、設計の後戻

り、工程の遅れなどが発生し効率的ではありません。開発・設計工程の中で設計の進捗に対

応し、適切な時点でリスクアセスメントを実施することが肝要となります。また、それぞれ

の時点で、前の段階でのリスクアセスメントの不十分なところを補い、設計変更個所に注意

を払いながら実施することにより、より効果的なリスクアセスメントが可能となります。さ

らに、機械そのものの安全性に加え、製作、調達、組立、工場試運転、輸送、据付け、現地

試運転における労働安全衛生にも配慮することも重要です。 

しかし、設計の下流部門におけるリスクアセスメントの実施は、上流の設計部門における

充実した安全設計が行われて初めて効果があるわけで、あくまでも補完的な効果しか期待で

きないことを十分に理解する必要があります。設計部門の重要性、設計が根幹であることに

何らの変わりはありません。 

 

（４）設計部門での段階的機械安全リスクアセスメントの実施を！ 

図１及び図２は、製品の開発・設計工程におけるリスクアセスメントの実施時期を、それ

ぞれ量産品、一品生産品（インデント品）について例示したものです。以下にその説明を記

します。 

① 構想設計／見積設計段階でのリスクアセスメント 

この段階では、機械の仕様の主要な部分が決定されます。したがって、この段階における

リスクアセスメントは本質的安全設計による安全方策の決定に重要な役割を果たさなければ

なりません。 

・製品に潜在する危険源を明確にし， 

・システム上のリスクを評価 

する段階です。 

 

② 試作設計／基本設計段階でのリスクアセスメント 

この段階では、製品の具体的設計の段階であり、構想設計／見積設計段階でのリスクアセ

スメント結果を具現化する段階です。また、この段階では設計の進捗状況に合わせて、 

・コンポーネントのリスク評価 

・調達品のリスク評価と調達仕様書への反映 

を実施する段階です。 

さらに、 

・前段階で不十分な所の再評価 
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・設計変更した部分の再評価 

を行う段階でもあります。 

 

③ 商品化設計／詳細設計段階のリスクアセスメント 

この段階では、機械類の開発・設計のための 終の段階であり、前の段階における 

・やり残し 

・設計変更個所 

がないかという観点でのリスクアセスメントにより、残留リスクが許容範囲か否かの確認を

する段階です。 

 

④ 設計評価段階での安全方策の確認 

量産品では構想設計評価及び試作設計評価、一品生産品（インデント品）では見積もり段

階の客先との折衝、基本設計評価、客先との確認及び詳細設計評価がこれにあたります。各

段階において実施されたリスクアセスメントに基づく安全方策は、設計進捗に合わせて確認

する必要があります。これらの確認は、技術的なデザインレビューと併せて行われるのが一

般的で、 

・安全方策が計画通り実施されているか 

・安全方策による新たな危険が発生していないか 

などの確認が大切です。 

 

⑤ 検査段階で安全方策の適用の確認 

ここでは、部品又は機器の実物による安全方策の適用の有無、効果の確認を行う段階です。

採用した安全方策が意図した通りに造られているか否か、及びその効果が期待通りであるか

否かを確認する必要があります。設計段階で採用された安全方策のチェックリストなどの活

用が有効です。 

 

⑥ 出荷可否判定／完成引渡し段階での実機による安全方策の確認 

量産品では完成後の、一品生産品（インデント品）では工場試運転後の出荷可否判定にお

いて、また、一品生産品（インデント品）の現地試運転後の完成引渡し時点で、実機による

安全方策の確認をする段階です。採用された安全方策が、 

・意図した機能を発揮し、 

・運転員、作業者、保守点検者、第三者（通行人など）のそれぞれの立場で、意図した通

りリスクが低減されているか、 

その妥当性を確認する必要があります。安全方策の妥当性確認も試運転項目として組み込み、

実施するのが効果的です。 

さらに、残されたリスクが使用者にきちんと伝達されるようになっているか否かの確認も

大切です。

 

図１：量産品の開発･設計工程とリスクアセスメント（Ｑ３１図１参照）  

 

図２：一品生産品の開発･設計工程とリスクアセスメント（Ｑ３１図２参照） 
 
 

－180－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

Ｑ６５ コストダウンと機械安全責任の両立はどのようにするのですか？ 

 

 コストダウン活動とは、本来、目標品質（安全性を含む機械機能）レベルを維持しながら、

原価を下げる活動ですから、機械安全責任を果たすことは大前提であり、両立させる必要があ

ります。したがって、コストダウンによって、機械の安全性が低下する、即ちリスクが増大す

るようなことがあってはなりません。種々なアイデアや新しい技術を取り入れてコストダウン

を図る場合も機械安全リスクアセスメントを実施し、リスクが増大していないかどうか判断す

ることが重要です。また、機械のリスクを評価する場合、及び保護方策を検討する場合も、常

に費用便益効果基準の考え方を活用し、コストアップにならないように、特に機械の全ライフ

サイクルを考慮したコストミニマムの発想を展開することで、機械安全とコストダウンは両立

することが可能であると、機械安全への取り組み先行企業では言われています。 

 

（１）ALARP の原則におけるコストへの考え方 

安全な機械とは、リスクが受忍可能な限界まで低減されていることを言いますが、これは

ALARP の原則に則ったものです。ALARP とは、As low as reasonably practicable の略です

が、ここでは一般に、reasonably とはコストが合理的であることを指し、practicable は技術

的に実現可能ことを指します。即ち、合理的なコストで、利用可能な 新の技術を利用して、

リスクを受忍可能なレベルに低減することを意味します。したがって、コストも機械安全の上

で重要な要素になり、コストが合理的であるかどうかは、消費者期待基準や費用便益基準をベ

ースに判断されます。 

 

（２）消費者期待基準、費用便益基準等 

消費者期待基準や費用便益基準は、機械を使用して得られる便益とコストのバランスを取り

ながら、機械安全を達成して、機械安全責任が果たせればよいとの考え方であり、異常なコス

トを掛けてまで、より安全にする必要はないということです。また、異常なコストを掛けなけ

れば、受忍可能なリスクレベルが達成できないような機械は、本来世の中に出すべきではない

わけですが、社会的ニーズ及び効用の大きさによってはリスクを受忍する判断もなされていま

すので、コストダウンと矛盾する発想ではありません。 

 

（３）機械安全コストの受益者負担の原則 

 機械安全を達成するためのコストは、製品コストに包含され、一般には受益者負担が原則で

す。したがって、コストが合理的であるかどうかは、市場の動向や使用者の要求を考慮しなが

ら判断しなければなりません。一方、製造者は、機械安全も製品の競争力の一環として捉え、

より低いコストで、より高い安全性を追求する努力をしなければなりません。このためには、

安全技術の研究・開発、 新技術の導入を図り、安全技術を発展させてゆく努力が必要です。

技術の伴わない安易なコストダウンは、リスクを増大させることになります。製品の価値はそ

の機能とコストのバランスとして判断すべきものです。したがって、コストダウンによる製品

価値の向上のみ固執せず、機能向上にも配慮すべきであり、コストは下がらなくても安全性が

向上することによって、製品の機能が向上すれば、顧客満足は得られるはずです。 

 

（４）機械の全ライフサイクルを通じての機械安全コストの考え方 

 費用便益基準に従って評価を行う場合にも、従来、直近の費用と便益を重視する傾向があり
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ます。人間は、目の前の利益を享受し、将来の費用（潜在コスト）や便益を軽視する傾向があ

ります。機械安全責任コストを考える場合も、工場出荷時点の製造原価としてコスト（イニシ

ャルコスト）を論じるのではなく、機械の全ライフサイクルにおけるコストを考慮することが

重要です。イニシャルコストだけでなく、運用コスト、維持管理コスト、将来の事故発生に伴

うリコール・訴訟・損害賠償などの潜在的コストなどを考慮して、コストと安全性のバランス

をとることが重要です。 

また、合理的実現可能ということは時間経過とともに変化するということに留意しなければ

なりません。技術の進歩により，達成すべき合理的に実現可能な保護方策の技術水準は次第に

高くなるとともにコストも低減されます。したがって、現状のコストは高いが、将来はどうな

るかということにも配慮しておく必要があります。さもないと、機械の安全水準が直ぐに他の

機械に比べて劣ることになり、ひいては競争力を失うことになります。 

 

消費者期待基準と費用便益基準 

○消費者期待基準： 
・消費者が合理的に期待する安全性（黙示の保証）を有していない製品は、欠陥であると
する考え方。 

・一般には、一般大衆消費者向けの製品の機械安全に適用される考え方である。 
・費用便益基準に対極する考え方と言われ、費用対効果のバランスを考慮しない考え方で
ある傾向が強い。 

○費用便益基準： 
・リスクを低減するための費用と、それによる便益性を比較考量して判断しなくてはなら
ないという考え方。 

・一般には、製造企業等で使用される生産財の機械安全に適用される考え方である。 

○危険効用基準： 
・製品が有する有用性と製品に内在する危険性を比較考量した結果、危険性が有用性を上
回る場合に、その製品は欠陥であるとする考え方。 

・内在する危険性を受忍しなければならないだけの大きな有用性が得られる製品を効用す
るための考え方である。 

・例えば、そのための考慮すべき 7 要素などがある。 
①製品の有用性と必要性 
②損害発生の蓋然性と損害の程度 
③代替設計の可能性 
④製造業による危険回避の可能性 
⑤消費者による危険防止の可能性 
⑥危険に対する消費者の認識 
⑦製造業者による損益分散の可能性 

 

コストダウンで陥り易い問題点 

・コストのみに注目して、リスクが増大していることを忘れる。 

・コストのみ評価して安全機能を評価しない。 

・受忍可能なリスクレベルを上げることによって、コストダウンを図れると考える。 

・費用便益分析で も高価な選択肢で評価する。 

・現状のリスク低減効果が小さいという観点でリスク対策を廃止する。 

・リスクの発生頻度のみを考慮して（事故が起きていないから）、リスク対策を廃止する。 

・製造コストのみ考え、ライフサイクルコストに配慮しない。 
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・安全性の低下を正当化するために費用便益分析を行う。 

・本質的安全設計を考慮しないで、防護方策のみを考える。 

 

有用性とコスト評価項目 

○有用性：社会への貢献（社会的な必要性・重要性）、操作性・生産性・保全性・高速化・

信頼性・高精度・採算性・自動化・無人化等のニーズの程度を 

①極めて大 

②大 

③普通 

④小さい 

のランク分けで評価するなど。 

○リスク低減に要するコスト： 

①受忍不可能な費用発生（製造原価の 10%以上） 

②受忍不可欠な費用発生（製造原価の 10%未満） 

③小額な費用発生（製造原価の数％以内） 

④費用発生軽微 

のランク分けで評価するなど。 
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Ｑ６６ 一般消費者製品（又は一般大衆製品）と産業機械では、機械安全の対応

はどうのように違いますか？ 

 

（１）機械のリスクレベルの考え方についての相違 

 一般消費者が使用する製品も産業機械も機械安全リスクを受忍可能なレベルに低減するとい

う考え方は同じです。しかし、一般消費者製品と産業機械では、受忍可能レベルの判断基準が

異なります。一般消費者製品は、消費者期待基準に基づき判断されるのに対し、産業機械では、

費用便益基準が適用されるのが一般的な考え方です。 

一般消費者製品の使用者は不特定多数であり、大多数の人々が受忍可能な水準とは、かなり

低いものになります。一般に、リスクレベルが「広く一般に受け入れられる領域」にあること

が必要になります。また、一般消費者製品は多量に販売されるわけですから、一つのリスクが

及ぼす人数の多さも危害のひどさの指標として考慮する必要があります。一方、産業機械のリ

スクレベルは、通常、費用便益基準が採用されますので、得られる便益と費用のバランスにお

いて判断され、使用者と製造者の合意に基づき設定することが可能です。 

（２）リスク対象者の相違 

 産業機械の使用者（運転者）は、教育・訓練を受けた専門家として設定が可能です。また、

必要な教育・訓練又は認定資格を設定することもできます。したがって、対象者は比較的限定

的です。しかし、一般消費者製品は、誰が使用（接触）するか分かりません。使用者を特定し

たとしても、特定した人以外の人、例えば、子供、幼児などが接触する可能性を排除すること

はできません。したがって、リスクアセスメントでは、予見可能な第三者など幅広く想定して

対策を採る必要があります。例えば、自動車を考えてみると、運転手は、資格所有者ですが、

同乗者は、幼児から老人まで、視野に入れて、安全対策を施す必要があります。平成 18 年に多

発したシュレッダー事故は、子供の使用は想定していなくても、家庭で使用することで、子供

との接触が発生し、事故に至ったのです。 

（３）契約上の相違 

 産業機械の場合、その取引は契約で成立するのが通常であり、使用者と製造者の間で種々の

条件が設定できます。それに対して、一般消費者は、店頭で購入する場合は、売買契約は成立

しますが、必ずしも契約書などで、設定条件に合意して購入しているわけではありませんから、

製造者が一方的に条件を設定しても有効とは限りません。したがって、一般消費者製品では十

分な市場調査やベンチマーキングを通じて万人に受け入れられる条件を設定します。 

（４）製品安全と機械安全の相違 

 製品安全と機械安全を明確に区別する定義はありません。機械安全も製品安全の範囲である

と考えられます。しかし、製品安全は特に一般消費者製品を対象とした安全対策に限定して使

用される場合もあり、また製造物責任法対策として限定的に使用される場合もあります。一方、

機械安全における機械という定義も明確ではありませせん。特に産業機械の場合、多くの単体

機械が組み合わされて使用され、また制御されますから、むしろシステム安全と考えた方がよ

いかもしれません。製品安全とか機械安全という言葉から、安全対策の対象を限定する必要は

何もありません。 

（５）産業機械の安全対策の 近の特徴 

 一般に機械安全というと、単体機械の安全と捉えられる傾向があります。しかし、現実の工
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場設備は、多くの機械がシステム化され、ライン化又はセル化されていることが多くあります。

したがって、単体機械の安全のみを考えていたのでは、必ずしも十分な安全が確保されません。 

現代の工場設備では、生産プラントとしてシステム的に捉えるシステム安全の取り組みが必

要になっています。このためには単体機械の製造者は、供給する機械の安全情報（残留リスク

情報）を生産プラント計画者（システムインテグレーター）に提供し、生産プラント計画者は、

各装置のインターフェースや制御プログラムを考慮してシステム安全を目指す必要があります。

また、生産プラント計画者は、トータルな安全を確保する責任者の立場から、調達する各機械

に対するリスクアセスメントの実施、その結果としての情報提供を要求する必要があります。 

（６）事故処理における相違 

 産業機械の場合、製造者と使用者が明確になっており、安全情報の提供や事故処理は当事者

同士で比較的スムーズにできるといえます。しかし、一般消費者製品の場合、使用者は不特定

多数であり、使用者の特定が困難な場合が多くあります。したがって、安全情報の提供や事故

情報の開示には、そのタイミング、方法、手段を十分考慮する必要があります。事故情報の開

示やリコールのタイミングを失すると危害の拡大を招くことになります。 

近発生している消費者製品の事故、石油ファンヒーター、湯沸かし器、シュレッダーなど

の事故も情報開示のタイミングの遅れから危害の拡大を招いたといえます。 近は、情報開示

の方法も発達し、取扱説明書、使用者マニュアルなど 新の改訂版がインターネットで入手で

きるようになっています。一般消費者製品の場合、このような情報提供のタイミングと方法を

確立しておく必要があります。 

（７）被害者保護の相違 

 産業機械のような工場設備の場合、従業者は労災保険で保護されています。一方、一般消費

者製品の場合は、特殊な場合（自動車保険など）を除いて被害者保護のための保険はありませ

ん。法律的には、製造物責任法や民法で保護されていますが、これは裁判等に訴えなければな

りません。日本において工場設備の場合、従業者は労災保険で手厚く保護されていますから、

製造物責任法に訴える事例は少ないのですが、これに安穏としていられなくなっているのが

近の労働環境の変化です。 

パート労働者、派遣労働者など、必ずしも労災保険で保護されていない場合や労災保険の補

償では十分でない場合にも事故が発生しています。このような場合、被害者個人は製造物責任

法に訴えることになります。製造者は製造物責任法防衛対策として PL 保険への加入を考慮する

必要が出てきています。ただし、PL 保険に加入したからといって、安全対策をおろそかにする

ことはできません。保険は、製造者が安全責任を果たした上で、やむなく起こる欠陥を免責と

して、被害者を救済する手段と考えるべきものです。 

これらの相違を法制面から見ると、一般消費者製品に関しては消費者保護の法律として、消

費者保護法、消費者契約法、製造物責任法、家庭用品品質表示法、家庭用品品質表示法施行令､

消費生活用製品安全法、消費生活用製品安全法施行令などがあります。一方、産業機械等に関

する機械安全の法律は、労働安全衛生法及び関連法規、産業別の事業法、製造物責任法などが

あります。これからも、一般消費者製品と産業機械とでは、機械安全への行政面から考え方に

相違があること分かります。これらの相違は、日本の安全文化の歴史によると考えられますが、

経済の国際化の流れの中で、産業機械の安全にも一般消費者製品の安全の考え方が求められ始

めていることに留意する必要もあります。 
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Ｑ６７  客先から支給された図面に起因する欠陥について、請負者は機械安全責
任を問われますか？  
また、その予防策にはどのようなものがありますか？ 

 

（１）責任を問われる場合があリます 

客先から支給された図面に起因する欠陥について、請負者の機械安全責任が問われる場合が

あります。製造物責任法第四条第二項（免責事由）は、次のような規定になっています。 

製造物責任法第四条第二項（免責事由） 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料とし

て使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関す

る指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 

したがって、客先から支給された図面で機械を製造する場合、客先が製造業者としての責任

を有しており、上記規定の「専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従っ

たこと」になりますから、責任は、原則的に客先にあり免責になるわけですが、上記規定「そ

の欠陥が生じたことにつき過失がないこと」の意味は、請負者が、欠陥を知り得るのに見逃し

たり、無視したり、是正処置を怠った場合には、免責事由が適用されず、請負者の責任が問わ

れることがあることを意味します。 

即ち、免責が適用されるためには、客先の指示に従うと欠陥が生じることを予見できなかっ

たか、又は欠陥の存在を知りえなかったというように、請負者に過失がないことが条件になり

ます。これは、機械製造者が、発注仕様書に基づいて調達したり、図面指示に基づいて加工外

注する場合にも当てはまります。 

この免責事由は、機械の製造業者の指示に従って、その一部の製造又は部品の製造を請け負

った場合、受注金額、企業規模を考慮したときに、製造物責任を請負者に負わすのは酷である

という考えに基づくものです。しかしながら、欠陥を知りえなかったと証明することは、実際

には難しいので、発注者と請負者の間で責任分担を明確にして、契約書などで合意しておくこ

とが大切です。ただし、契約書等の合意事項は当事者間に限り有効であり、被害者個人に対し

ては必ずしも有効ではなく、両者が連帯責任を負うことになる場合があります。また、請負者

は知り得なかった場合、責任は無いからといって品質や安全性の確認を怠ってはなりません。

請負者は請負者としての果たすべき責任があるはずです。 

 

（２）予防策 

欠陥を見逃さない体制を確立する必要があり、以下のような予防策が考えられます。 

① 製造上の欠陥なども図面上の指示不足、難しい工作法など図面に起因して発生する場合

があるので請負者は持っている技量と合わせて、図面をチェックし、客先にフィードバ

ックする。 

② 支給される製造上の情報は、必ず文書化、図面化し、口頭の指示は避ける。 

③ 客先との変更管理体制を確立し、支給図面の変更情報の確実な伝達を図る。 

④ 客先との検査体制を確立し、客先の意図が反映されているか欠陥がないかを確認する。 

以上、考え方を述べましたが、実際に判断基準になるようなものはありませんので、現実的

な判断は裁判所の判例を待たなければなりません。 
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Ｑ６８ 機器調達時に機械安全上どのような点に留意すべきですか？ 
 

製造する機械の安全責任は原則的にその機械製造者が負うことになります。しかし、一般

に製造する機械は、多くが調達品（調達先から購入する原材料、部品、製品など）で構成さ

れていますので、調達品の安全がその機械の安全にとって重要な位置を占めることになりま

す。もちろん、調達機器の製造物責任は調達先に課される場合もありますが、調達品の条件

によっては、連帯責任を負ったり、機械本体の製造者が負ったりする場合もあります。この

点から調達段階での機械の安全対策は、PL 対策上からも非常に重要になります。 

このため、調達部門は調達品を購入する場合、この点を十分に考慮し、顧客へ安全な製品

を供給できるようにしなければなりません。したがって、調達部門は以下の事項などを実行

する必要があります。 

① 注文仕様書に安全対策上必要な条件が明記されていることの確認  

② 調達品の安全を保証できることが認定された業者から調達 

③ 安全に関わる考え方や内容で調達先と調達側で差異がある場合の調整 

 

また、調達部門には、設計、品質保証、製造などと協力して調達品が顧客を含めた安全要

求事項をすべて満たしていることの検証を行うことが求められます。調達の段階に応じて、

以下のような役目があります。 

 

（１）見積り先の選定 

調達部門は、安全が保証されている製品を調達するために、製品の品質、価格、納期など

に加え、安全についても評価・認定された取引先（認定取引先）の中から見積先を選定する

ことが大切です。 

① 品質保証能力と安全対策能力の評価 

② 新の安全情報入手と維持管理 

 

（２）見積り段階 

見積照会を要求する場合、従来の見積条件に加え注文仕様書に明記されている調達品の安

全に関する条件を徹底させ見積りに反映させることが重要です。 

① 見積製品の使用環境の情報の確認 

② 安全に関わる責任分担範囲の確認 

③ 調達品の安全情報の入手（リスクアセスメントを含む、安全技術情報） 

④ 安全要求事項の差異事項の確認と処置 

 

（３）契約段階 

① 見積書と注文仕様書との相違・変更の確認 
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② 相違を求める場合の責任範囲の明確化 

③ 必要に応じたサーベイの実施（設計部門やサービス部門の協力得て） 

 

（４）契約後の処置 

調達部門は、契約した調達品の安全に関する条件が、客先要求や社会情勢などによって変

わることに注意し、関係部門と協議し安全装置の追加処置など必要な処置を講じる必要があ

ります。このため調達部門も、調達品の安全に関する情報管理の仕組みを構築し、正確な情

報を早期に入手し、関係部門へ連絡を行い必要な対策を速やかに実施することが求められま

す。 

 

（５）調達品の安全に関する検証 

調達品が納品される前に、調達品が保有する危険性、危険度、安全レベルの設定及び安全

性確保の手段などの観点から、要求部門が求める方法によって調達品の安全性について検証

しなければなりません。調達部門は、関係部門と協力して、調達品の安全に関する検証を確

実に、効率よく実施するための仕組み作ることが求められます。 

 

① 検査方法の決定 

 ② 安全機能検査記録の入手 

 ③ 当該機械の安全情報の入手（残留リスク情報、取扱説明書、警告・注意情報など） 
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Ｑ６９ 客先の設計に基づき調達した機器に対する機械安全の責任はどうな

りますか？ 
 
（１）それぞれ責任分担範囲に対し責任があります 

この場合、３者が関係していると考えられます。即ち、①機器を設計した客先、②その設

計に基づき機器を調達し完成させた製造者（所謂システムインテグレーター）、③該当機器を

製造したメーカー。このような場合、その関係はＱ６７の客先と請負者（機器の製造者及び

調達先メーカー）と同様な関係にあると考えられます。したがって、設計に起因する安全責

任は客先に、製造に起因する安全責任は製造者又は調達先メーカーにあると言えます（Ｑ６

７参照）。しかし、このように３者が関係する場合は、物事はより複雑になりますので、安全

を含む品質保証の責任範囲を契約書などで明確にしておくことがますます重要になります

（契約条件についてはＱ３６、Ｑ３７、Ｑ３８参照）。 

 

（２）客先支給図面の使用上の注意点 

客先で基本設計を行い、製造者が詳細設計を行うような場合、安全の機能面に関する責任

は客先にありますが、詳細設計の段階において、基本設計の要求事項を満たしていなかった

り、ヒューマンエラーが介在したりする場合があります。このようなことに起因する安全責

任は、当然製造者が負わなければなりません。 

 

① 一般的注意事項： 

図面が支給され、製造する場合の機械安全に関する注意点としては、次のようなことが

考えられます。 

① 支給図面の中に、詳細設計展開から製造において必要な情報が表示されているかを

確認する。 

② 客先のリスクアセスメント情報を入手し、詳細設計の展開、製造プロセスに応じて

見直しを行う。 

③ 支給図面を基に展開した詳細設計の妥当性を確認する方法を確立する（例えば、客

先のチェック及び承認など）。 

④ 安全機能の妥当性を確認する方法を確立しておく（例えば、検査法案の支給、立会

い検査の実施など）。 

 

② 機械製造者の設計時の留意点 

詳細設計の展開中においては、以下のような事項に留意する必要があります。 

① 新たな危険源が発生していないか、リスクアセスメントを実施して確認する。 

② 客先支給の図面に安全上不具合がないかをチェックし、あれば客先にフィードバッ

クして改善する。 

③ 変更が生じた場合、客先にフィードバックして、安全性の評価を受ける。 

④ 機械安全に関する客先との合意事項など記録として残す。 
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③ 文書での使用言語も重要な事項 

海外調達を行う場合、使用言語が問題になります。一般に完成図面、取扱説明書、注意・

警告ラベルなどは使用者の理解できる言語にすることが原則（使用言語が法的に規定され

ている場合もある）です。どのような言語を使用するかはあらかじめ、客先、製造者、調

達先で明確にしておく必要があります。特に、注意・警告ラベルは、機械の運転者だけで

なく、周りにいる作業者や場合によっては第三者が理解できるものでなくてはなりません。

したがって、注意・警告ラベルは、使用者の文化で理解できる絵文字などを活用する必要

があります。これらは使用上の情報を提供する上での重要事項であり、PL 訴訟などでも、

使用上の情報の不備が問われる場合があります。 
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Ｑ７０ 施工現場のスーパーバイジングに関わる機械安全予防策には、どのよ

うなものがありますか？ 

 

（１）施工現場の機械安全の重要性 

工場設備などのプラント又はシステムは、現場で据付、組立、試運転をした後、顧客に引

き渡すものが多く、据付工程は機械の安全性を確立する 後の機会と言えます。プラント又

はシステム全体の安全性を確認する場であるとともに、現地工事を労働安全衛生面から安全

に施工するという二面の重要な役割があります。そのために、必要な予防策を講じることと、

施工を通じて入手される機械安全関連知見（不具合点及び改造点、客先ニーズ等）情報を設

計部門等にフィードバックする役割が求められています。 

据付施工段階では、調達先や工場で製造・組立され、搬入された個々の機械を据付要領書

などの手順に従って据付けることになりますが、この時、搬入された製品が安全面で問題が

ないかを確認するとともに、機器相互のインターフェースで新たな危険源が発生していない

かということにも配慮する必要があります。 

この段階で搬入された機械に、問題があることが判明した場合は、設計、調達及び工場部

門などに連絡をとり、必要な処置を行わなければなりません。 

このため据付施工を担当するスーパーバイザーは、据付施工が機械の安全性を作り込む

終段階であることを認識し、顧客、自社及び下請業者と協力し、機械の安全性を確保するこ

とに務めることが肝要です。また、据付中に変更が生じた場合は、上流部門と連携を密にし

て決められた通りの据付工事を行わねばなりません。 

 

（２）機械安全予防策 

据付施工段階は、機械の安全保護方策が完全でなかったり、未装備の状態で工事を行った

り、また運転したりする場合がありがちです。現場における労働安全衛生の面からも、労働

安全衛生リスクアセスメントなどを実施して、客先の労働安全衛生管理体制及び方針との整

合性を執りながら、安全に作業ができるようにしなければなりません。このための安全保護

方策は、機械稼動後の保守点検修理の場面でも有効に機能すると考えらえます。 

しかし、施工現場に求められている機械安全を実現するための特別な予防策はありません。

事前計画を綿密に行い、潜在リスクを先取りし、日々発生する事象に対し作業基準を遵守し

粛々と組織的に対応することにつきます。特に留意する視点は次の 4事項です。 

① 据付計画書の作成 

据付は多くの作業が相互関係を保ちながら順次実施されます。したがって、調査に基づい

た正確な据付計画を立て、据付前に問題点を解決することで、実施時の段取り換えや日程遅

れ、又は能力的な面から発生する機械の欠陥を防止する必要があります。また様々な人が作

業に関係しますので、組織体制を明確にし、各自が機械の安全について十分な認識をもち作

業ができるように、以下のことに配慮しながら据付計画書を作成し、実施する必要がありま

す。 

○ 法律の規制や顧客の基準 

○ 請負業者の技術レベル、能力の把握 

○ 顧客の提供する据付条件と安全影響度の評価 
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○ 環境基礎データ（地盤、気象条件など）の収集と評価 

○ 現地搬入品の損傷及び欠品調査 

 

② 据付工事におけるリスクアセスメントの実施 

据付工程は、搬入品の開梱に始まり、保管・移動・加工・組立・据付・検査・試運転・引

渡しの各工程で構成されます。各工程で新たな危険源が発生していないかを確認し、新たに

発生する可能性のある危険源に対してはリスクアセスメントを実施して、リスクの低減を図

ることが必要です。 

 

③ 工事体制の確立 

据付工程は、搬入品の遅延、設計変更、飛込工事などの外的な要因もあって、予定通りに

仕事が進まない場合があります。このようなときは、遅れを取り戻すため、機械の安全性に

関しておろそかになり易いので、適切な日程管理を実施することで遅れがないように計画す

る必要があります。そのためには、次のことを実行する必要があります。 

○ 据付に必要な体制を組織し、特に安全に関わる各担当の責任と権限及び情報伝達経路

を明確にすること。 

○ 顧客（関係機関を含む）との連絡体制、社内の支援体制を含め、製品安全上の問題に

関して即応できるようにすること。 

 

④ 工事中の対応 

据付中の不適合な作業は、作業者の欠勤や体調不良、設備不良、停電、段取変更、情報伝

達不完全などによって発生しやすいものです。このことは据付時の機械安全に影響しますの

で、日常管理で防止することが不可欠で、特に以下の点について留意する必要があります。 

○ 作業者指示の徹底 

○ 機械の安全や安全装置についての正しい認識 

○ 検査･パトロールなどによる不具合の早期発見 

○ 不具合処理体制の確立（発見、検討、処置、検証、記録など） 
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Ｑ７１ 客先の立会い検査を受けたことで、機械安全責任は回避できますか？ 

 

（１）責任回避等はできません 

一般に、受注生産を行う工場設備機械などでは、客先の図面承認や製造中の立会い検査、

検査記録の承認などを受ける場合がありますが、これらの行為によって製造者が本来果たす

べき義務の軽減、又は事故責任の回避はできません。しかし、立会い検査において、保護方

策と残留リスクのレベルを確認して、製造者の責任範囲を客先との間で合意し、文書化して

おくことは、後々のトラブル防止に有効と考えられます（Ｑ３６参照）。 

 

（２）客先検査の意義 

品質マネジメントシステムでは、製品の実現に当たって、その検証と妥当性の確認が重要

な要素となっています。機械安全マネジメントシステムにおいても、その重要性に変わりは

ありません。しかし、製品の検証と妥当性の確認は、ともすると要求品質の達成に重点が置

かれ、安全性の確認がおろそかにされる傾向にあります。それは、安全に対する開発・設計

者の意図が十分に明らかになっていないことに起因しています。また、検査では、検証、即

ち規定値の確認にのみに重点がおかれ、妥当性の確認（特に暗黙値の確認）が忘れられがち

になるからです。 

機械安全に関する客先立会い検査は、その暗黙値の確認に大きな意義があると言えます。 

 

（３）機械安全の妥当性の確認のために、機械安全リスクアセスメントの実施が必要 

特に、機械の安全性の検証と妥当性の確認を明確にするために、機械安全リスクアセスメ

ントの実施結果を活用することが有益です。例えば、安全性の検証と妥当性の確認の項目と

しては、次の項目などを決定します。 

① 機械の使用上の制限が正しく設定されているか？ 

② 作業手順が正しく設定されているか？ 

③ 予見可能な誤使用、誤作動、機能不良がもれなく考慮されているか？ 

④ すべての危険源が網羅されているか？ 

⑤ リスク見積りが妥当なものか？ 

⑥ 保護方策が正しく機能するか？ 

⑦ 残留リスクが適切か？ 

⑧ 新たな危険源が発生していないか？ 

検査で安全性に欠陥が発見された場合は、後戻りになることに留意すべきです。 終検査

で客先の立会いを受け確認するのではなく、設計・製造工程の各ステージにおける機械安全

リスクアセスメントの実施を通じてのチェック体制を整え、機械安全を作り込んで行くこと

が重要です。 

① 図面検査        

② 調達品受け入れ検査   

③ 工程中検査       
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④ 出荷検査 

⑤ 梱包・包装検査 

⑥ 開梱検査 

⑦ 終検査（試運転） 

 

（４）客先立会い時の主な検査項目 

① 本質的安全設計方策の適用確認と作動確認 

② 安全保護方策の適用と作動確認、新たな危険源の有無確認 

③ インターロックの作動確認、必要に応じてシミュレーションの実施 

④ 取扱説明書の操作手順の確認 

⑤ 非常運転の確認 

⑥ 注意・警告表示の確認：表示内容と方法、表示位置、取付方法 
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Ｑ７２ 運搬時の事故に関して、製造者に機械安全責任が問われますか？ 

 

（１）運搬上の安全は機械安全の範囲ですので、事前対策が必要です 

運搬中の機械は、未完成の場合もあり、また完成した製品であっても、正規に据え付けら

れた状態では稼動していないので、製造物とは見なされないのではないかなどという疑問も

ありますが、たとえ PL法の範囲でなくとも、運搬中の機械に対して、安全性への配慮が不足

している場合、民法の不法行為や道路交通法などで、製造者の責任が問われる可能性がある

と考えられます。また、運搬中の損傷や不具合の発生に気付かずに、稼動後にリスクを生む

可能性もあります。したがって、責任が問われるか否かに拘わらず、運搬という行為も機械

のライフサイクルの一部として、安全保護方策を講じる必要があります。運搬中の責任範囲

は、その機械の納入条件によっても異なってきます。製造工場渡し、使用者の工場渡し、海

外輸送の場合は、EX－WORKS（工場渡条件）、FOB（本船渡条件）、DDU（仕向地持込渡〔関税抜

き〕条件）など引渡し条件をベースにしてその責任範囲を契約書などで明確にしておく必要

があります。また、輸送を製造者が行う場合は、輸送業者との責任範囲を明確にしておかな

ければなりません。 

 

（２）必要な安全方策 

運搬中の安全方策として、安全性、運搬手段及び梱包に関して、一般に以下の事項に配慮

する必要があります。 

 

① 安定性 

a.安定性の確保（形状、重量分布、転倒モーメント、振動、重心の変

動、運搬環境、外力など） 

b.質量の表示 

c.重心位置の表示 

d.固定装置 

e.吊り金具の設置 

f.運動制御装置 

g.加速度・減速制御装置 

h.その他転倒防止装置 

など 

 

② 運搬手段 

a.道路交通法 

b.道路事情 

c.運搬車両 

d.分割要領 

e.動揺・振動への配慮 

など 

 

－195－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

③ 梱包 

梱包は、運搬中の損傷や不具合が機械の試運転や稼動時のリスクにつながらないようにす

るための方策として重要です。特に安全装置、安全対策を施した個所などの機能に低下をき

たすことのないように処置する必要があり、そのために、作業指示書などを準備し、これに

基づいて作業や検査を実施することが大切です。留意点は次のとおりです。 

a.作業指示書や検査手順書に関する法規・規格などがある場合は、その内容を確認し

合致させておく。 

b.特に保管中の機械に対しては、劣化や破損に対する保護を十分に行う。 

・内容物の保護機能が十分であること。 

・包装材に起因する汚染や変質がないこと。 

c.内容物の危険性が包装・容器により隠されていないようにする。 

・危険個所の表示 

・開梱手順の指示 

d.容器・包装が使用者や荷取扱者に危害を及ぼさないようにする。 

e.容器・包装の規則を満たす。 

f.損傷を受けやすい個所を明示し、特別な包装を適用する。 

g.必要に応じて、運搬取扱説明書を作成する。 

h.仮組や未完成の状態で出荷する場合、適切な情報提供を行う。 

i.包装・梱包設備の維持管理に努める。 
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Ｑ７３ 試運転時の機械安全予防策には、どのようなものがありますか？ 

 

試運転時は、機械安全を確認する貴重な工程です。機械の安全対策は設計・製造・組立及

び据付の段階で十分対応しても、実際に作動させてみると新たに問題が発見されることがあ

ります。新たに発見された問題が据付段階で改善されるべき内容である場合には、運転（操

作）に入る前に設計部門や関連部門と連絡をとり、問題を解決しなければなりません。また

機械の安全性を確認するために、運転（操作）を実施する場合は、事前に運転マニュアル又

は取扱説明書が正しく、順序よく、正確に記載されているかどうかを確認し、正しく運転（操

作）を実施して、機械が、顧客の要求品質に適合して運転（操作）ができることを確認する

ことが大切です。機械の品質、安全対策及び警告表示や取扱説明書に不適合個所が発見され

た場合は、設計部門などへフィードバックし適切な是正措置を行う必要があります。 

また、試運転時の安全対応も重要です。試運転段階では、機械の安全保護方策が完全でな

かったり、保護方策やインターロックを解除した状態で運転したりする場合が予想されます

ので、現場における労働安全衛生の面からも、危険な状態が生じがちです。リスクアセスメ

ントなどを基に安全保護方策の解除状態のリスクがどのようなものであるかを考慮して、対

策を講じておく必要があります。特に、試運転段階では、安全機能が不安定である場合が多

く認められますので、事故のひどさに応じてプライマリープロテクションを実施して安全に

作業ができるようにしなければなりません。このような安全保護方策は、機械稼動後の保守

点検修理の場面でも有効ですから、使用上の情報にフィードバックしておくことが大切です。 

以下に確認項目を参考として記載します。 

 

参考１：試運転における安全対策確認項目例 

a. 安全装置の確認をすべて実施したか。 

b. 運転・操作員の安全保護対策が十分機能するようになっているか。 

c. 保守・点検作業等のために安全装置を取り外す場合には、安全が確保された状態でないと

保守・点検作業を行ってはならないことが取扱説明書に記載されているか。 

d. 客先が行う安全対策との取り合いが正しく設定されているか。 

e. 安全対策が複雑になっていないか（単純な代替案がないか）。 

f. 非常停止機構を確認するようになっているか。 

g. 安全運転の確認は、正常時だけでなく、異常条件についても実施するようになっているか。 

h. 異常操作（誤操作）を行っても機械安全が確保されているか。 

i. 運転環境の変化（温度・湿度・速度・長時間運転など）に対応できることを確認するよう

になっているか。 

 

参考２:使用上の情報のチェック項目例 

a. 運転（操作）対象者のレベルが取扱説明書で要求しているレベルにあっているか。 

b. 意味があいまいな表現や多義的に解釈される表現になっていないか。 

c. 適切な位置に適切な警告ラベルが貼付されているか。 

d. 警告・指示は、少ない語数で読みやすい字体で、核心のメッセージを伝えているか。 

e. 安全対策の実施が可能なのに、警告ラベルを貼付するだけですませていないか。 

f. 警告ラベルの警告内容が必要な作業時に必ず目に入り、しかも容易に理解できるか。 
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Ｑ７４ アフターサービスとしての機械安全予防策には、どのようなものがあ

りますか？ 

 

機械が、納入先で安全保護方策の機能を十分に発揮し続けるためには、正しい運転（操作）

と確実な保守点検が不可欠です。このためには、機械製造者が製品の技術的特性などを基に

作成した取扱説明書に従った運転（操作）と、保守点検要領書に従った保守点検を確実に実

施してもらう必要があります。これは保守点検サービス部門（含む検査サービス会社）の責

務と言えます。 

特に顧客が、機械製造者の承認を得ずに製品を改造したり、運転方法を変更したような場

合には、安全対策上の問題が発生することも考えられます。 

これらを防ぐためには、製品引渡し後においても、適切なアフターサービスを行うことに

よって、機械がいつまでも安全機能を維持できるように努めなければなりません。そのため

には、機械安全リスクアセスメント結果の見直しを実施すること、顧客との継続的な納入機

械の安全に関する情報交換を実施することが有効です。 

 

（１）顧客が保守点検を実施する場合の留意事項                   

機械の引渡し後の運転（操作）及び保守点検は、機械製造者が提供した運転（操作）マニ

ュアル又は取扱説明書に従い、顧客の責任において実施されます。この場合においても、機

械の安全を確保するため、顧客に対し機械製造者として次のサービスの提供及び指導を行う

必要があります。 

① 顧客が運転（操作）マニュアル及び取扱説明書に従い、正しい運転（操作）及び保守

点検ができるよう教育指導を行う。 

② 運転（操作）及び保守点検の記録保管を行うように指導する。 

③ 機械安全に関する運転（操作）及び保守点検な度への問合せに対しては、速やかに回

答する。 

④ 万一製品に不適合が発生した場合は、迅速にまた誠心誠意対応し解決に当たる。 

⑤ 同型機械に関する安全上の情報を提供する。 

⑥ 引渡した製品の改造、又は警告表示、取扱説明書の内容を変更する必要が生じた場合

は、速やかに顧客へ連絡を行い処置する。 

⑦ 機械を正しく使用した状態で必要となる予備品に対しては、速やかに供給できるよう

にする。 

⑧ 以上を実行するための仕組み及び組織体制を構築する。 

⑨ 取扱説明書には、上記⑧項の仕組み（当社の窓口を含む）を記載し、顧客とのコミュ

ニケーションに努める。 

⑩ 上記①項から⑦項の実施記録を機械製造者として管理する。 

 

（２）機械製造者又はサービス会社が保守点検を実施する場合の留意事項 

  契約に基づき機械製造者やサービス会社が保守点検を請負う場合は、顧客で実施された運

転（操作）及び保守点検内容が十分把握されていない場合があります。このような条件でも、

保守点検した結果、機械の安全性に問題が生じた場合は、実施者の責任となる場合がありま
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すので、次の点に留意する必要があります。 

 

① 保守点検の前には、顧客による機械の運転（操作）及び保守点検状況を全て確認する。 

② 上記①項と機械の引渡し状況とを照合し、機械安全の面からの違いを明確にしておく。 

③ 作業前に、点検要領書や取扱説明書を作成し、機械製造者及び顧客の承認を得てから

作業に入る。 

④ 機械製造者又はサービス会社の工事内容、範囲及び責任を、契約書で明確にしておく。 

⑤ 保守点検工事中に機械安全上の問題、又は改造すべき点（警告表示及び取扱説明書の

改訂を含む）が発見された場合は、顧客及び関係部門と協議し、対策を講じる。 

⑥ 一度引渡しをした機械は、顧客の財産であるため、工事完了後の運転（操作）などは、

顧客の責任にて実施する。 

⑦ 保守点検記録は、顧客へ提出する以外に、機械製造者、サービス会社でも保管する。 

 

（３）改造する場合の留意事項 

顧客の要求などにより、機械の引渡し後、改造を行うことがあります。この場合は、当初

の製作時とは異なり、既に使用された部品を利用することになるため、製品の安全対策から

も、より慎重に改造工事を行うことが必要です。特に次のことに留意する必要があります。 

① 改造計画に当たり、該当機械の運転（操作）及び保守点検状況をすべて把握し、改造

した場合、機械の安全に影響する部品についての処置を協議して具体的処置を決めてお

く。 

② 改造することにより当初の安全を保証できなくなる場合は、顧客と協議しておく。 

③ 改造契約において、改造工事した場合の責任範囲及びＰＬ法上の責任について明確に

しておく。 

 

（４）機械安全リスクアセスメントのレビューの実施 

 機械の製造時に行ったリスクアセスメントに基づく安全保護方策は、時間が経過するに従

って、その使用上の制限やリスク評価基準（受忍可能なリスクレベル）も変化し、また、安

全保護方策の技術も進歩します。したがって、適切な時期にリスクアセスメント結果を見直

し、時代に即した ALARP の原則を適用することが重要になります。これは、 近注目を集め

ているリスクベースド・メンテナンスにも有効な情報を提供できます。リスクベースド・メ

ンテナンスは、リスクベースド・インスペクションに基づき、管理する機器の重要度（品質

面、安全面で）、緊急度をあらかじめ一定の基準で評価した上で、設備全体のリスクを下げ、

同時に機器の保全費用を削減しようという考え方で、100%の絶対的安全を確保するために、

過剰な設計、過剰な保守を行うのではなく、適正な保守管理を実施し、より高い安全性を合

理的に実現しようとする考え方で、機械安全リスクアセスメントの ALARP の原則と同じよう

な考え方に基づくものです。
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Ｑ７５ 稼働中の誤動作に対する機械安全予防策にはどのようなものがあり
ますか？ 

 

機械が稼動している時の機械の誤作動や人間の誤動作は、事故発生の大きな要因となりま

す。したがって、機械安全、通常運転のみならず、異常事態発生時、又は非定常運転など、

機械の種々の運転状態を想定し、危険源を特定し、リスク評価を行い、予防策を採る必要が

あります。また、人間の誤動作も、「人間は間違いを犯す」という前提で、予見可能な人間の

誤動作やヒューマンエラーに配慮する必要があります。 

 

（１）機械の誤動作に対する対策 

機械が正常に稼動し、その機能を果たし、安全機能も正常に働くようにその信頼性を高め

ておくことは第一義ではありますが、機械の安全を考慮する上で、非常時の発生によるリス

クの具現化にも配慮しておく必要があります。その起因対象としては次のようなものがあり、

各危険源の抽出には、FTA、FMEA、HAZOP などの手法が有効です。 

① 故障など不具合発生に起因する危険源 

② プログラムのバグに起因する危険源 

③ 非定常運転時（過負荷、低負荷、非常停止など）に起因する危険源 

④ 他システムの不具合（電源の変動、停電など）に起因する危険源 

⑤ 気候の変化、天災などの誘発される危険源 

  

（２）人間の誤動作に対する対策 

人間による予見可能な誤使用及び誤動作は、危険源として特定し、リスクアセスメントを

実施することが必要です。事故のほとんどは、人間の勘違いなどに起因する誤使用や誤動作

に起因しているといっても過言ではありません。次の事項などが人間の誤使用、誤作動、ヒ

ューマンエラーの原因になります。 

① 操作の難易度 

② 簡単な操作の繰り返し 

③ 過度な生理的肉体的負荷 

④ その他、人間工学原則無視 

 

（３）リスク低減方策のための方法論 

機械安全リスクアセスメントを実施し上記要因に起因する危険源を特定（同定）し、リス

ク低減方策を実施することが重要で、効率的かつ論理的な方法論です。また、ヒューマンエ

ラーに関しては、常々運転者などの行動パターン、発生したエラーなどを分析し、人間の行

動特性を把握することも必要になってきます。リスクを低減する考え方は、JIS B 9702-1「機

械類の安全性―設計のための基本概念、一般原則―第 1部：基本用語、方法論」を活用する

ことを推奨します。 

以下に、JIS B 9702-1 「機械類の安全性―設計のための基本概念、一般原則―第 1部：基

本用語、方法論」の要求事項、また、人間の誤動作により事故発生例を参考に示しておきま

す。 
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参考１：規格要求事項（抜粋） 

５．リスク低減のための方法論 
５．３ 危険源の同定、リスク見積り及びリスクの評価 
ｂ）機械で起こる可能性のある状況 
  １）機械は意図された機能を果たす（機械は正常に作動する。）。 
  ２）機械は次を含む多様な理由で意図された機能を果たさない（即ち機能不良である。）。 
   －加工材料又はワークピースの特性又は寸法の変化 
   －構成部品又は機能の一つ（又は複数）の故障 
   －外的妨害（例えば、衝撃、振動、電磁妨害） 
   －設計誤り又は設計不良（例えば、ソフトウェアエエラー） 
   －動力供給異常 
   －周囲の状態（例えば、損傷した床の表面） 
ｃ）オペレータの意図しない挙動又は合理的に予見可能な機械の誤使用 
  例えば、 
   －オペレータによる機械の制御不能（特に、手持ち機械又は移動機械） 
   －機械を使用中に、機能不良、事故又は故障が生じたときの人の反射的な挙動 
   －集中力の欠如又は不注意から生じる挙動 
   －作業遂行中、“ 小抵抗経路”をとった結果として生じる挙動 
   －すべての事態において機械を稼動させ続けるというプレッシャーから生じる挙動 
   －特定の人の挙動（例えば、子供、障害者） 

 
参考２：人間の誤操作による事故例 

エレベーター事故 

読売新聞 平成 18 年 8 月 25 日 
エレベーター点検 作業員はさまれ死亡 
エレベーターの点検作業をしていた東芝エレベーター社員佐瀬英之さん（31）が、死亡した。 
佐瀬さんは同日午前 10 時から、別の作業員（47）と 2 人で、エレベーター定期点検作業を実施。各階ごとの

扉の開閉チェックで、佐瀬さんは 7 階に止まっていたエレベーターのかごの上で作業をしていたが、かごの中に

いたもう 1 人の作業員が「開閉」ボタンを押そうとして誤って「8 階」のボタンを押したため、かごが上昇し、

佐瀬さんはバランスを崩して転倒、すき間にはさまれたと見られる。（一部省略） 
事故を他山の石とする方法 

発生した事故例も、機種が異なる、状況が異なるといった目で見ていると自社の機械に生かすことはできませ

ん。 
＜ポイント＞ 人間は過ちを犯す。それをどう防ぐか？  

＜シナリオの想定＞ 自社の機械に置き換えて事故のシナリオ（５Ｗ１Ｈ）を描く 

①保守要員が輻輳して作業をする場合を想定する。 

②保守要員が誤操作を行う。 

  ・操作ボタンを押し間違う 

  ・ハンドル操作を間違う 

  ・電源のオン・オフを行う 

  など 

③起こりうる危害の発生状況（リスク）を想定する。 

＜実施事項＞ 

①想定したシナリオを基にリスクアセスメントを行う。 

②受忍可能範囲外のリスクの低減を図る。 

③リスクを再評価する 
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Ｑ７６ 機械安全予防の観点から、取扱説明書の内容について留意すべきこと

がありますか？ 

 

（１）取扱説明書は 後の手段 

 機械安全予防の観点から、取扱説明書で、注意・警告表示などを含めて、 も留意すべき

ことは、「本質的安全設計方策、安全防護又は付加保護方策を適切に適用するところを、『使

用上の情報』で代替してはならない」ということです。即ち、製造段階において、合理的に

実現可能な方法を適用して、リスクを受忍可能なレベルにまで低減しておくことが、「機械安

全の原則」であって、受忍できないリスクのレベルを低減しないで安易に「使用上の情報」

で済ますことは許されません。 

製造物責任法が発効された当時は、「取扱説明書やラベルで注意、警告をしておけばよい」

との考えから、注意書きや警告の文言が氾濫していましたが、これらの行為は、注意及び警

告をしておけば、製造物責任を免れるという誤った考えに基づくものです。取扱説明書にお

ける安全上の指示事項や、注意及び警告は、使用者が実行して初めて効果を発揮するもので

す。また、あくまでも「人間に遵守してもらえる」という前提に依存した行為です。取扱説

明書、注意及び警告は、製造者がその責務を果たした上で、残されたリスクへの対処を使用

者に依存する 後の手段と考えなければなりません。 

 

（２）残留リスク情報の充実が必要 

二番目に留意することは、取扱説明書など、使用上の情報として残留リスクを確実に使用

者に伝達されているかどうかです。取扱説明書は、運転ノウハウや保守点検手順など機能維

持に重点が置かれ、安全に関する使用上の情報を忘れがちです。また、安全機能、構造や安

全上の対策を指示しても、そこに潜むリスクの大きさが示されていないと、その重要性の判

断ができなくなり、機械使用者が行う対策に適切性を欠くことになります。このような残留

リスクを含めた使用上の情報は、機械製造者が機械安全リスクアセスメントを適切に実施し

ていないかぎり、明確には把握できません。 

平成 18 年 4 月に施行された、改定労働安全衛生法では、機械使用者に対して、機械製造

者から入手する残留リスク情報に基づき労働安全衛生リスクアセスメントの実施を求めてい

ます。機械製造者からの残留リスク情報は、機械使用者のリスクアセスメントに不可欠なも

のです。 

残留リスク情報として、次の事項について提供する必要があります。 

① 危険源 

② リスクの大きさ（被害のひどさ、発生頻度） 

③ リスク発生の工程と対象者 

④ 採用された保護方策 

⑤ 低減されたリスクの大きさ 

⑥ リスク領域とリスクレベル（ハザードマップ） 

（３）取扱説明書に対する一般要求事項 

機械安全を考慮した取扱説明書に関する要件を、具体的に紹介することはできませんので

参考資料を紹介するにとどめます。 
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① JIS B 9702-2「機械の安全性―設計のための基本概念、一般原則―第 2部：技術原則」

の第 6章「使用上の情報」、6.5 章「付属文書（特に、取扱説明書）」 

参考として記載項目に一覧を下枠内に表示します。 

 

② 日本食品機械工業会「食品機械の取扱説明書作成ガイドライン」 

食品機械を対象としていますが、一般機械にも参考になります。 

 

（４）注意、警告の表示上の留意事項 

取扱説明書、機械本体又は危険区域に表示する注意、又は警告は、機械使用者であるリス

ク対象者に理解されなければなりません。表示の要件として留意することは次のとおりです。 

① 対象者が理解できる言語、絵文字を使用 

労働環境の変化により、外国人労働者が増加し、必ずしも日本語だけで対応できな

い状況が生じています。機械使用者と協議の上使用言語を決める必要があります（使

用言語は法的規定されている場合がある）。 

② 明瞭で判読できること 

表示場所の環境を考慮して、文字の大きさ、色彩などを工夫する（表示方法に関す

る規格や法令がある）。 

③ 危険源の内容、性質、大きさ 

どのような危険源が存在するのか、どのような危害を受ける可能性があるか、受け

る危害はどのような程度か。 

④ 危険源が具現化する条件 

どのような状態になったとき、危険が発生するか 

⑤ リスク回避の方法 

⑥ とるべき行動、禁止すべき事項、厳守すべき事項など 

 

 

参考１：JIS B 9702-2 の要求事項（詳細は JIS 本文参照） 

６．使用上の情報 
６．１ 一般要求事項 
    意図する使用についての情報及び指示事項 
６．２ 使用上の情報の配置及び性質 
６．３ 信号及び警報装置 
６．４ 表示、標識（絵文字）及び警告文 
６．５ 付属文書（特に、取扱説明書） 
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参考２：取扱説明書の構成要件の例 

（（社）日本食品機械工業会 「食品機械の取扱説明書作成ガイドライン」より、一部改変） 

（１） 保証・免責事項：製造者の保障事項及び保証の範囲、免責事項 

（２） 重要なお知らせ：機械及び取扱説明、特に安全に関する重要事項、製造者の安全

に関する考え方 

（３） 用語解説：取扱説明書に使用する用語の定義と説明 

（４） 安全：作業者の安全対策、機械自体の安全対策、残留リスク情報 

（５） 機械の構成と仕様：機械の仕様及び仕様の限界（機械の寿命に関する情報） 

（６） 操作要領：操作パネルなど制御系の説明 

（７） 運転手順：通常運転手順、非常時運転手順 

（８） 清掃・洗浄：機械運転後及び定期的清掃・洗浄の要件及び手順 

（９） 保守・点検：保守・点検の要件、手順、時期、部品交換時期 

（１０）トラブルシューティング：故障原因の追究及び対策の方法と手順 

（１１）据付：機械据付および解体に関する情報 

（１２）関係資料：設計図面、付属機器の取扱説明書、適用規格など 
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Ｑ７７ 本質的安全設計、本質安全設計、安全設計等の考え方について教えて

ください。（具体的な事例を含めて） 

 
本質的安全設計等についての明確な定義はありませんが、機械安全関係者の設計イメージ

としては、そのような概念があることは確かです。そこで、関連データを整理し紹介するこ

とにします。 

 

（１）本質的安全設計とは 

機械安全に関して、本質的安全設計、本質安全設計、安全設計、本質的安全化、本質安全

化など多くの用語が、関係者（製造者側の設計者、使用者側、労働監督側等）によって使わ

れているようですが、機械設計上で安全を主（安全第一）に考えるか、従（本来の機械機能

第一）に考えるか、付加機能（保護）と考えるか、意識の差によってその使用に拘りがある

ようです。しかも、それらの概念や実態も機種及び機械プラントによって多様に異なるよう

です。 

また、修飾語のついた用語（表現）ですから、夫々に厳密な定義をすることも難しいとい

う状況にもあります。それらの表現の違いに拘わらず設計内容（基本事項、一般原則、必須

事項など）に関しては大きな差異はないように判断しますが、それらを運用する対象と検討

段階（時期）・重視度合い・選択基準などに関連させると多様な差異があるものと考えられま

す。 

例えば、「ISO12100（JIS B 9700）機械類の安全性－設計のための基本概念、一般原則－」

の中には「本質的安全設計方策」の定義がありますので、その定義から類推することにしま

す。 

「本質的安全設計方策」は、「保護方策（リスク低減を達成することを意図する方策）」の

中核に位置付けられており、「ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は運転特性

を変更することによって、危険源を除去する、又は危険源に関連するリスクを低減する保護

方策」と定義付けられています。 

この定義から、「本質的安全設計」の概念は「機械の構造又は運転特性を変更することによ

って、危険源を除去する、又は危険源に関連するリスクを低減する」設計行為と言えます。 

一方、「本質安全設計」は、危険区域に適用される「本質安全（intrinsic safety）」と混同

される恐れがあり、また「安全設計」は、すべての安全に関わる設計行為と広く解釈される

場合があります。さらに機械安全への取り組みの中で、「絶対安全」は存在し得ないので、「安

全な機械」などの表現で「安全」という用語を安易に使用することは適切でないという発想

がありますが、同じ発想を援用して、「本質安全設計」「安全設計」などの表現を使用するこ

とを避けることが望ましいという考え方もあります。 

ここでは、用語の使用の適否に拘わらず、機械安全を考慮する設計を実務面から「機械に

求められる本来具備すべき機能を維持しながら、設計者が機械に受忍可能な安全を作り込む

ために、換言すれば機械の構造又は運転特性を変更することによって、危険源を除去する、

又は危険源に関連するリスクを受忍可能な水準まで低減するために、考慮すべき必須事項の

実現に向けて取り組むこと、そのようなエンジニアリングを実施すること」と考えることに

します。 

なお、安全第一のために、機械が本来備えるべき機能（人に代替することを期待されてい

る機能、人にできない機能など）を削除してしまっては、機械そのものが成り立たない（機
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械足りえない）ことになり、設計上の自由な思考を拘束する発想となるので受け入れられな

い、論外であるという声があることも現実のようです。 

また、機械は人との接触において本来危険な物であり、本来の機械性能の発揮を実現する

ことが、設計者にとっての第一優先課題であり、安全機能の実現は二次的課題であるので

後に保護方策で対処すれば良い、上記の考え方は根本的に非現実的であるとする声・考え方

も世の中に強くあるようです。 

 

（２）機械安全における設計上の必須事項 

機械に安全を作り込む場合の設計上の基本事項、一般原則、必須事項などの一端を、次に

具体的イメージとして紹介します。 

これらの必須事項は、当然、機械に求められ、構造･運転特性・安全性・経済性等とのバ

ランスの下に技術判断されることを前提として運用する必要があります。 

したがって、機械が本来備えるべき機能（人に代替することを期待されている機能、人に

できない機能など）を損なうことなく、次の機能等を取り込むことに努めるという発想を加

えるということです。努力する必要があることを認識して、設計することが も大切な点で

あり、物事の出発点です。 

即ち、次のような考え方等に取り組み、リスクアセスメントに基づいてリスク評価を行い、

残留リスクが受忍可能な範囲内にあるようにすることです。 

① 危険源を除去する又はそのリスクを受忍可能な範囲まで低減すること 

② フェールセーフ機能を備えること 

③ フールプルーフ機能を備えること 

④ 安全機能（安全確認システム、危険検出システム）を備えること 

⑤ 非常停止機能を備えること 

⑥ 捕捉された人の脱出及び救助のための方策を備えること 

⑦ 遮断及びエネルギーの消散に備えること 

⑧ 機械及び重量物構成部品の容易、かつ安全な取り扱いに対し備えること 

⑨ 機械類への安全な接近手段を備えること 

 

なお、上記設計の取り組みの中に、機械面の設計、エネルギー・動力面の設計、各種制御

面の設計、ソフトウエア面の設計すべてに渡ること、機械安全への同一の理念の下に各部門

が取り組むことを前提にしています。 

 

（３）本質的安全設計の考え方の必要性と意義 

① 設計部門への安全方策上の意識改革効果 

従来、設計部門は安全に関して十分に留意し設計を行ってきたとの自負の上で、 近要求

されているリスクアセスメントによる保護方策の実施に対し、追加業務として取り組んでい

るのではないでしょうか。そのような受け止め方では、従来発想の設計終了後に機械安全リ

スクアセスメント結果に基づく保護方策（本質的安全設計方策、安全防護等）の設計を行う

ことになりますので、設計業務の後戻り作業も増え、追加設計日程も要し、設計業務の効率

化･生産性を阻害することになります。その結果、機械安全への取り組みは設計業務を増やし、

設計業務の負担が大きいと嫌われることも予想されますので、従来の設計プロセスを革新し
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それらの支障･弊害を除くことが必要になります。解決策は、本質的安全設計の考え方を、設

計開発の開始段階から取り込むことが有効です。「リスクアセスメントに基づくリスクの評価

と保護方策」を、日常の設計業務の中で実質的に消化してしまい、リスクアセスメント関連

業務を確認業務に位置付けられるようにすることも有効です。そのような設計プロセスに革

新することによって設計業務の整流化が図られます。設計部門における意識改革効果という

ことができます。 

 

② 安全方策の質的充実効果 

機械安全方策への取り組みは、設計開発の早期段階で着手すれば、それだけ自由度の高い

選択が可能になります。しかも機械に求められる本来機能と安全性とのバランスをより適切

に考慮することができます。その結果、ガード及び囲いなどの防護方策や、リスク情報の提

供によって対処することよりも本質的安全設計対策の視点での対応がしやすくなる効果があ

ります。しかも、日常の設計業務の中で実施されることに大きな意義があります。 

 

③ 機械安全対応に関するコストアップ対策効果 

機械の設計開発のスタート段階から、機械の構造・運動機能・運転特性等と安全性を同等

な優先順位に位置付け、設計を行うことによって、無駄なコストを抑制することが可能にな

ります。設計の後工程、又は出図後にリスクアセスメントが実施され、リスク保護方策が講

じられれば、追加設計及び図面改正も増え、製造プロセス等の混乱にもつながります。製造

プロセスの混乱は、管理上のコストアップになります。それらのコストアップを含め、機械

安全への取り組み及びリスクアセスメント実施に関連する諸コストを減らすことが可能に

なります。 

 

参考１：機械の安全設計に関連のあるＪＩＳにおける用語及びその定義 

 
①保護方策（JIS B 9700-1 の 3.18）：リスク低減を達成することを意図した方策。 
 
②本質的安全設計方策（JIS B 9700-1 の 3.19）：ガード又は保護装置を使用しないで、機

械の設計又は運転特性を変更することによって、危険源を除去する、又は危険源に関連
するリスクを低減する保護方策。 

 
③安全防護（JIS B 9700-1 の 3.20）：本質的安全設計方策によって合理的に除去できない
危険源、又は十分に低減できないリスクから人を保護するための安全防護物の使用によ
る保護方策。 

 
④使用上の情報（JIS B 9700-1 の 3.21）：使用者に情報を伝えるための伝達手段（例えば、
文章、語句、標識、信号、記号、図形）を個別に、又は組み合わせて使用する保護法策。

 
⑤安全防護物（JIS B 9700-1 の 3.24）：ガード又は保護装置 
 
⑥付加保護方策（JIS B 9700-1&2 には意義がないが、2 の 5.5 章で内容を記載）：機械の
“意図する使用”及び合理的に予見可能な機械の誤使用によって必要なとき、本質的安
全設計方策でなく、安全防護でもなく、使用上の情報でもない保護方策を実施しなけれ
ばならない場合がある。このような方策は 5.5.2 から 5.5.6 の方策を含むが、これらに限
定するものではない。 
・非常停止機能を達成するための構成品及び要素 
・捕捉された人の脱出及び救助のための方策 
・遮断及びエネルギーの賞賛に関する方策 
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・機械及び重量構成部品の容易、かつ安全な取扱いに関する準備 
・機械類への安全な接近に関する方策 
 

⑦非常停止（JIS B 9700-1 の 3.37、JIS B 9703）：次のことを意図する機能  
－ 人に対する危険源を又は機械類若しくは工程中のワークへの損害を避けるか又は

低減する。 
－ 人間の単一の動作によって停止指令を出す。 

注）用語の関連： 

 

 

 

 

 

参考２：労働災害防止上での用語「機械設備の本質的安全化」の内容 
 
①機械設備の本質的安全化（現在では、「的」の文字を入れると響きが悪いので本質安全を使用

中とのこと） 
②機械設備の本質安全化の要件： 
・機械設備の操作や取扱いを誤っても、災害につながらないように、いわゆるフールプルー
フ機能を有す。 

・機械設備や其の部品が破損、故障しても安全側に作動するように、いわゆるフェールセー
フ機能を有す。 

・安全機能（安全確認システム、危険検出システム）が機械設備に内蔵され、又は組み込ま

れている。 

参考３：日本における用語「本質的安全」等の使用来歴 

○第三次労働災害防止計画（昭和 43 年～47 年）で「機械設備の本質的安全化」という表現が
なされ、機械設備の製造段階において安全化が計られなければならないとしている。 

○第九次労働災害防止計画（平成 10 年～14 年）でフェールセーフ化の技術指針を策定するこ
とにより「機械設備の本質的安全化」を促進するとしている。 

○JIS B 9700-1（ISO12100-1 の翻訳 JIS として平成 15 年に発行）「機械類の安全性－設計の
ための基本概念、一般原則－」にある３ステップメソッドの中で「本質的安全設計による保
護方策」として、「本質的安全設計」なる用語が使用されている。 

○現在、「本質的安全」が変化し「本質安全」と呼称される場合もある状況になっている。 

参考４：本質的安全設計による保護方策の具体的なイメージ例 

①機械的危険源の除去例（順不同） 
・擦り傷や切り傷の危険源の除去：機械加工後の端部エッジを R 加工する。 
・押しつぶしの危険源の除去：十分な間隔を取る。 
・必要 小限のエネルギーへの低減：ロボットアームの作動速度を落とす、旋盤の回転数を

下げるなど。 
②電気関連のリスク低減（順不同） 
 ・感電防止：JIS B 9960-1:1999「機械類の安全性－機械の電気装置－第 1 部：一般要求事項」

の適用など 
・電気系制御関連部における機械の起動と停止に関する事項：起動条件、フェールセーフ条

件の適用など 
等 

保護方策 本質的安全設計方策 

使用上の情報

安全防護 安全防護物 
付加保護方策 

－208－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

Ｑ７８ 保護方策に対する標準的なリスク評価基準はありますか？ 

 

保護方策に関する事例や方法は、多くの文献、規格等に示されていますが、その標準的な

リスク評価基準（保護方策選択上の適否妥当性基準、及びどれだけリスクが低減されるかの

基準等の意、）はありません。 

保護方策の適否は、機械の特性や使用上の制限事項を考慮して、ALARP の原則に従って

受忍可能なレベルにあるかどうかで判断するものですから、一律に標準的な評価基準を提示

することは困難です。また、保護方策の適否・妥当性は、技術の進歩、社会的要求の変化に

依存しますので、事例に見られる保護方策は参考にし、その後の技術及び社会的要求の実態

判断に加え保護方策費用をも考慮し総合的に判断して適合しているかどうかの判断をする必

要があります。実施事例を収集し、これらを通じての代表的な保護方策を採用することによ

って、ある水準のリスクレベルは達成できますが、その選択が製造する機械にとって必要十

分であるかを含め、その採否及びリスク低減効果の判定はあくまでも設計者に委ねられます。 

 

（１） 危険源・保護方策の具体例 

危険源に対しどのようしてそのリスクを低減するかの具体例は英国規格 PD 5304: 2000、

その他文献に掲載されています。（社）日本機械工業連合会の平成 14年度報告書「機械設計

におけるリスクアセスメント実施の手順に関する標準化調査研究」第 8.2 章には、これらの

データを危険源に対応させ、危険源の具体例及び防護策（保護方策）の具体例を視覚的にま

とめた表が掲載されています。 

これらの保護方策には、本質的安全設計方策、安全防護及び追加保護方策が混在していま

すので、設計者はリスク低減の目標に合わせて選択する必要があります。 

また、機械の特性を考慮して、これらの保護方策を採用した場合、新たな危険源が発生し

ていないかということにも配慮が必要になります。 

参考文献の一覧を下枠に示します。これらの事例とともに、自社で高度化した事例、又は

採用した事例を収集し、機械安全技術情報として整備することを推奨します。 

 

（２）危険源のリスクを低減するために使用可能な規格類 

  保護方策に関しては、規格においてもその概念や要件が示されています。これらの規格を

適用することによってある水準の安全性が確保できますが、万全ではないことに留意しなけ

ればなりません。規格の要件は、それが作成された時期、作成に参加したグループの技術レ

ベルが反映されものです。したがって、これらを基に自社の時代の要求と技術レベルを反映

させた安全技術標準を確立することを推奨します。 

上述の「機械設計におけるリスクアセスメント実施の手順に関する標準化調査研究」第 8.

１章には、製造者がリスクアセスメント及び保護方策を実施する際に、広範な機械について

設計者が利用できる規格を、JIS、ISO、IEC、EN 規格より抜粋し、危険源ごとに関連規格を

整理して掲載されています。 

また中央労働災害防止協会が作成した「機械の包括的な安全基準に関する調査研究委員会 

平成 12 年度報告書 その２、機械の設計・製造時のリスクアセスメント手法報告書」にも掲

載されています。 
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参考１ 有効データ：（社）日本機械工業連合会/リスクアセスメント検討委員会の平成 14

年度活動報告書「機械設計におけるリスクアセスメント実施の手順に関する

標準化調査研究」 

8.1 章 危険源のリスクを低減するために使用可能な規格類リスト 

8.2 章 危険源･防護策の具体例 

 

参考２ 参考文献リスト 

(1) PD5304:2000 英国規格協会 

(2) 安全衛生推進者必携 中央労働災害防止 1991 年 10 月第 12 版 

(3) 安全基準ガイドブック 産業教育センター 1993 年 2 月第 8 版 古賀鐵也著 

(4) 安全基礎工学入門 ㈱工業調査会 2001 年 4 月第 2 版 

(5) 安全作業シート集 労働基準調査会 1990 年 6 月初版 

(6) 安全コンセプトブック 和泉電気㈱ 2002 年 3 月改訂第１版 

(7) 安全システム構築便覧 ㈱通産資料調査会 2001 年 6 月初版 

(8) 安全な機械の設計 ＮＰＯ安全工学研究所 2002 年 8 月初版 田中紘一監修 

(9) あなたの職場の安全ガイド 中央労働災害防止協会 1996 年 5 月第 2 版 

(10) あなたの職場の４Ｓ中央労働災害防止協会 1992 年 4 月第 9 版加藤多慶夫著 

(11) 印刷機械システム及びその周辺機器 (社)日本印刷産業機械工業会  

2001 年 7 月 

(12) 印刷技術－印刷システムに対する安全要求事項  

(社)日本印刷産業機械工業会 2001 年 7 月 

(13) カタログ（ライトカーテン：№0012-3K-2-PR、セーフエッジ： 

9809-3000-5-PG） ㈱山武商会 

(14) 機械安全の包括的基準等に関する調査研究委員会報告書  

中央労働災害防止協会 2000 年 3 月 

(15) 機械基礎の設計と据付 丸善㈱ 1976 年 11 月第 4 版 澤潟作雄著 

(16) 機械設備の安全化のためのリスクアセスメント  

中央労働災害防止協会 2002 年 1 月 

(17) 建築現場における工事例ヒヤリハット 286 例 労働基準調査会 

 1998 年 2 月初版 

(18) 12 の心の弱点を知り不安行動を防ごう ㈱東京法規出版  

1994 年 7 月 谷村冨男著 

(19) 製品安全の考え方 鹿島出版会 1988 年 8 月 高橋恒彦監訳 

(20) 騒音・振動防止機器活用事典 ㈱産業調査会 1996 年 8 月初版 

(21) 人間工学データブック ㈱コロナ社 1983 年 6 月第 7 版 近藤 武著 

(22) ポカヨケ導入の実際 日刊工業新聞社㈱ 1990 年 8 月初版 平野裕之著 

(23) 目で見る職場の安全衛生 中央労働災害防止協会 1996 年 4 月第 1 版 

(24) リスクアセスメント事例集 安全技術応用研究所 1999 年 6 月 
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Ｑ７９ 残留リスク情報の伝達が適切に行われていることの妥当性は誰が判

断するのですか？ 

（１）残留リスク情報伝達の目的 

 まず、残留リスク情報伝達の目的について考えてみる必要があります。残留リスク情報を

伝達する目的は、機械のライフサイクルで、製造から廃棄までの各段階において、機械に潜

在するリスクとインターフェースを持つ人間、環境、財産などの保護方策（スリーメソッド）

としての 3番目に位置付けられた「使用上の情報」であることを理解した上で、考えること

が重要で、「本質的安全設計方策」「安全防護及び付加保護方策」という機機械設備面では対

処しきれない残留リスクについて、機械使用者の職場管理体制における使用環境の中でしか

るべく対処してもらうということです。伝達される残留リスク情報は、機械設計者が予知し

うる危険源及びリスクを網羅し、かつ機械使用者側に理解できる内容でなければ、その存在

価値はありません。したがって、残留リスク情報は、機械のライフサイクルで、関わりを持

つ人々（主として使用者）が十分に活用できるものでなければなりません。 

一方、機械製造者にとっては、リスクアセスメントを実施して、必要な保護方策を採った

上で、残されたリスクを情報として機械の使用者に伝達することで、機械製造者の責務を果

たすという目的があります。 

 

（２）残留リスク情報の妥当性 

残留リスク情報は、その内容によって、種々な形式で伝達されますが、その主なものに、

次のような方法があります。 

① 取扱説明書における警告表示 

② 機械上又は機械の使用区域内の警告表示 

これらの警告表示に要求される妥当性は、指示事項、警告指示対象者、指示事項などを通

じて判断することができます。残留リスクの情報は、これらの事項が確実に織り込まれてい

ることを確認する必要があります。 

 

指示事項： 

① 危険源（危険の種類、性質、存在場所、危険の及ぶ範囲、機械の寿命など時間的要

因など）が明確になっているか 

② リスクの大きさ（被害のひどさ）が明確になっているか 

③ 機械のライフサイクルの各ステージ、各使用環境で適切なものになっているか 

④ 回避の方法又は禁止事項が明確になっているか 

 

警告指示対象者： 

① 適切な関係者（運転者、保守要員、周囲の作業など）に対する指示となっているか

② 警告指示対象者の能力レベル（身体的能力、知識など）を考慮しているか 

 

－211－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

指示方法： 

① 表現方法（表示文、言語、文字サイズ、色彩など）は適切か 

② 指示通りの行動が取れるか 

③ 警告目的が十分に達成されているか 

④ 警告表示場所（取扱説明書に記載、警告ラベル、掲示場所など）は適切か 

 

（３）残留リスク情報の妥当性確認 

残留リスク情報の妥当性確認は、いわば上述した事項が適切に確実に提供されていること

を確認することです。その妥当性確認を行うためには、リスクアセスメントを実施して、そ

の内容に基づいて行われなければ、必要十分なものにならないことに留意すべきです。リス

クアセスメントを実施して、危険源を余すことなく抽出して評価しておかないと、漏れや不

足が生じることになります。残留リスク情報の妥当性の確認は、リスクアセスメントに基づ

き、それぞれの専門家が実施しなければなりません。設計部長などラインの長が、その専門

性にも依りますが、すべてを判断できるものではありません。管理者の責務は、このような

妥当性の確認が、確実に行われる体制を作ることにあります。 

 

（４）残留リスクの表示方法 

残留リスク情報の伝達方法について、特に警告ラベルの表示方法については、法的要求事

項や規格要求があり、その機械に適用する法的要求事項や規格に従わなければなりません。

しかし、これらの法的要求事項や規格は、一般に 低限遵守すべき事項を定めたもので、そ

の内容が、該当する機械に適したものであるかは、機械製造者の技術レベルや使用者の要求

事項に基づき判断しなければなりません。 

 

参考１：機械のリスクに関する情報 

（「機械の包括的な安全基準に関する指針」より） 

① 機械の安全性に係る設計情報 

② リスクアセスメントで特定した危険源及び危険状態（リスクが残存し   

ているものに限る） 

③ 機械の危険源及び危険状態に対して行った設備上の安全方策（当該機 

械を使用するときの不適切な取扱い等によりリスクが生じるか、又は 

増加するものに限る） 

④ 製造等における残存リスクを低減するために必要な保護具、労働者に 

対する教育訓練等の安全方策 

 

参考２：取扱説明書に必要な残留リスク情報の例 

（「（社）日本食品機械工業会 食品機械の取扱説明書作成ガイドライン」より） 

① 厳守事項と禁止事項 

安全を確保するために重要な「厳守事項」と「禁止事項」 

② 警告ラベルと注意銘板 
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残留リスクのレベルに対応した機械の警告ラベルと取付位置 

③ 警告の定義 

シグナルワードの定義の記載 

① 危険区域 

機械の危険区域に関する説明（ハザードマップ） 

② 安全設備 

安全装置の種類と設置場所、使用者における前後設備のインターフェイス 

③ ハザードが生じた際の対処方法 

危険区域へのアクセスする場合の必要な処置 

④ 法的要求事項 

当該機械に適用される法的要求事項 

⑤ 使用者が講じる保護方策 

追加の安全防護物、安全保護具、安全距離、警告表示及び信号等についての推奨事項 
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Ｑ８０ 機械安全に関する保険制度はありますか？ 
 それはどのような保険ですか？ 

（１）損害保険と製造物責任保険 

機械安全に関する保険制度には、損害保険と製造物責任保険があります。損害保険は、機

械等に起因する損害、被害、被害者救済などを対象とし、労働災害保険、機械保険、火災保

険など各種多様な保険制度がありますが、これらはあくまで機械使用者又は所有者が加入す

るものです。機械製造者が、自社の製品の欠陥に起因する損害や被害を対象に掛ける保険は

製造物責任保険に限られます。したがって、各種損害保険制度は、あくまでも機械使用者又

は所有者が自己の責任に起因する経済的損失を補填するものであって、機械製造者をプロテ

クトするものではありません。しかしながら、製造者が機械の安全対策を実施し、安全な機

械を提供することは、事故防止に寄与するとともに、機械使用者や所有者の保険料率にメリ

ットを提供することになります。ここでは、損害保険の一種である機械保険、組立保険、使

用者賠償責任保険及び製造物責任保険について述べることにします。 

 

（２）機械保険 

機械保険は、不測かつ突発的な事故により、機械使用者の工場において使用している各種

機械設備や装置に生じた損害に対して経済的な補填をするものであり、運転誤操作、材質や

設計・製造上の欠陥、他物の落下・衝突などによる事故の損害を対象にしています。保障の

範囲は、通常、損害を受けて機器と同型の機器を新たに調達するための費用であり、場合に

よっては運搬費、組立据付費などが含まれる場合があります。したがって、人的被害や二次

的被害は担保されないのが普通です。製造物責任法では、製造物責任は「ただし、その損害

が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない」とありますから、この部分を

補うものと考えられます。参考として機械保険の対象範囲と非対称範囲の例を下枠（参考１）

に例示します。 

 

（３）組立保険 

組立保険は、据付工事段階における機械安全に係る保険で、機械設備、プラント類の据付

工事段階における機械類の設計上の欠陥、材質・製作上の欠陥により事故が発生した場合に

備えた保険です。欠陥の存在していた部分の損害、他の部分に波及して生じた損害のいずれ

に対しても自動的にカバーされます。 

 

（４）使用者賠償責任保険 

使用者賠償責任保険も、据付工事段階における機械安全に係る保険で、海外輸出向けの機

械設備及びプラント類の現地据付工事期間に、工事作業者が労働災害事故により負傷･死亡し

た場合のリスクに備えて、機械製造者や機械類のインテグレーターが、民事上の責任をカバ

ーするための保険です。なお、機械安全を話題にする場合の機械使用者、機械製造者と使い

分ける時の使用者ではなく、据付工事者が現地で使用（又は雇用）する工事作業者の意です。 

 

（５）製造物責任保険 

一方、製造物責任保険は、機械の製造者が製造販売した製品、又は請け負って行った仕事
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に起因する欠陥による損害に対して製造物責任法に照らして、経済的な補填をするものであ

り、生命及び身体の損傷、財産の損害を対象にしています。機械保険は、機械本体を対象に

しているのに対し、製造物責任保険は、製品の欠陥に付随して生じる損害を対象にしていま

す。製造物責任保険は、それを付保することによった万が一生じた被害によって、製造者が

被る損失を軽減し、また訴訟などにおいて保険会社の支援を受けることができるなどメリッ

トがありますが、保険は、あくまで製造物責任の防衛対策であり、保険のみで製造物責任が

全うできるわけではありません。ALARP の原則に従って、機械の安全保護方策の実施、即ち

製造物責任予防対策とその他防衛対策を実施して、 大の効果が発揮すると言えます。むし

ろ、製造物責任保険は、機械の製造者が安全責任を果たした上で、残されたリスクによって

やむなく発生した事故に対して製造物責任保険で被害者を救済するという、補完的役割と考

えるべきです。製造物責任保険の対象範囲の例を下枠（参考 2）に例示します。

 

参考１：機械保険の対象範囲と非対称範囲の例 

＜対象範囲＞  
（１） 従業員等の運転・取扱いミス、過失による事故  
（２） 設計、製造などにおける欠陥による事故  
（３） 工場製作、組立、加工などの欠陥による損害  
（４） 保守、点検不良による事故  
（５） 短絡、スパーク、過電流などによる電気的事故  
（６） 回転機械の飛散、破壊事故  
（７） 凍結事故  
（８） 衝突、落下事故  
（９） 落雷事故  

（１０）ボイラーの爆発、破裂、空焚き事故  
＜非対象範囲＞  
（１） 事業責任者の故意、重大な過失による損害  
（２） 契約時点で知り得た又は重大な過失に知り得なかった過失による損害  
（３） 天災、戦争など不可抗力による損害  
（４） 化学反応などによる損害  
（５） 日常的な磨耗、腐食、劣化などによる損害  
（６） 核物質、放射能による損害  
(注)  対象範囲と非対称範囲の詳細は保険会社に照会されたい。  

 

参考２：製造物責任保険の対象範囲と非対称範囲の例 

＜対象範囲＞  
（１） 製造物責任訴訟による損害賠償（二次被害も含む場合がある）  
（２） 賠償責任に伴う訴訟費用・弁護士費用  
（３） 求償権の保全・行使等の費用  
（４） 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用  
（５） 保険会社の要請に伴う協力費用  
＜非対象範囲＞  
（１） 保険契約者、被保険者が故意に起こした事故  
（２） 保険契約者、被保険者の重大な過失による事故  
（３） 当該生産物自体又は仕事の目的物自体の修理･取替・回収費用  
（４） 日本国外において発生した事故  
（５） 核燃料物質、核原料物質、核汚染物質等による原子力危険に起因する事故  
（６） 天災、戦争など不可抗力による事故  
（７） 生産物の効能または性能に関する不当な表示、虚偽表示に起因する賠償  
（８） その他特約事項  
(注)  対象範囲と非対称範囲の詳細は保険会社に照会されたい。  
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Ｑ８１ 機械安全の法体系はどのようになっていますか？ 

（１）法体系について 

機械製品の安全を論じる場合に、特に行政面では「製品安全」という用語を使用し、一般

消費者向け製品を対象にしているようです。世の中には、工場等事業所で使用される生産設

備機械もたくさんあるわけで、これらの機械の安全を対象として「機械安全」を考えていま

す。用語上、「製品安全」と「機械安全」とに厳密な区分があるわけではありませんが、それ

らにおける安全上の取り組みには大きな違いがあり、法体系での取り扱いにも違いがありま

す。強いて言えば、法体系面からも、製品安全の方が一般消費者の属性を念頭においたきめ

細かな配慮がなされているということができます。 

機械安全の法体系を考える対象として、機械に関連して発生する損害賠償の処理が結果と

して重要になります。この機械安全に関する損害賠償に関しては、民法の第 5章「不法行為」

の第 709 条に準拠することが、製造物責任法第 6条「民法の適用」として決められています。 

民法第709条 故意又は過失により他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害

を賠償する責に任す 

また、長期にわたって使用される産業機械の損害賠償問題は、製造物責任法ではなく、民

法の問題になりますので、機械安全の法体系は、民法の存在の上に成り立っているというこ

とになります。 

そのような発想の下に、製品安全に直接関与する法律には、次のようなものがあります。 

① 民法 

② 製造物責任法（所謂 PL 法） 

③ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 

④ 消費生活用製品安全法 

⑤ 電気用品安全法 

など 

そのほか、間接的には労働安全、健康保護、防災、環境安全、各種事業法も関連を持って

います。 

一方、機械安全に関しては、その対象が工場等事業所の単品生産設備機械だけでなく、機

械プラント、化学・石油・エネルギープラント、自動車・航空機・船舶等交通運輸機械及び

付帯設備、建築建設物関連機械設備、遊戯機械設備なども含め極めて多種多様ですので、関

連する法令も分散され制定されています。機械安全に関連する法体系を包括的に整理した表

を参考１に示します。 

表に見るように多くの法律がありますが、機械全般に共通な機械安全に関する法律は、製

造物責任法（PL法）及び労働安全衛生法の２つに絞られます。その他の法律は、特定の一般

大衆向け製品・生産用機械設備・プラント等に特化した目的を持ったものです。したがって、

各機械設備等の製造者は、自社が製造する製品及び機械の安全を律している特定の法律ごと

に準拠・遵守しなければならなりません。 

 

（２）海外の法体系について 

参考 2に、日本・米国・欧州（EU）について法令、指令を対比し示します。これらの法令、
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指令は、国及び地域によって異なる性格を持っています。例えば、欧州の機械指令は、加盟

国に対して拘束力を持ち、その実施形式と方法は各国に任されており、米国では州によって

も異なっています。したがって、機械の製造者は、対象国によってどのような法令や指令が

あるかを把握にしておく必要があります。 

 

（３）日本における労働安全衛生と機械安全との連携 

日本の場合は、労働災害に関して労働安全衛生法があり、その中に機械の使用者が取るべ

き安全方策が規定され、そのため機械の製造者は、該当する機械の安全情報を使用者に提供

する必要があります。さらに、厚生労働省からの通達「機械の包括的な安全基準に関する指

針」があります。そこでは、機械製造者等と機械使用事業者が行うべき安全方策の詳細が記

載されています。一般的に、「機械の包括的な安全基準に関する指針」も法令に準じた指導

事項と理解し、運用しなければなりません。 

 
参考１：日本における機械安全に関連する法体系の総括的整理 

注）平成13年度「製造技術の安全性・信頼性に関する調査研究」報告書（（財）日本産業技術振興協会）より抜粋作成 

主管省庁 法 律 分 類 制定 終改正 目 的 関連政省令等 

法務省 民法 ・不法行為 

・損害賠償請求 

1892 2000.5 機械安全に関連する事項としては、加害者の「故

意・過失」の立証、損害賠償責任について規定して

おり、製造物責任法を運用する場合の大前提と位置

付けられている。 

 

内閣府 
製造物責任法 

（PL法） 
製品安全 1994 

 製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る

被害が生じた場合における製造者等の損害賠償の

責任について定めることにより、被害者の保護を図

り、もって国民の安定向上と国民経済の健全な発展

に寄与する。 

 

労働安全衛生法 労働安全 1972 
2006.4 

改正施行

労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危

害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動

の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的

計画的な対策を推進することにより職場における

労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職

場環境の形成を促進する。 

同法施行例、労働安

全衛生規則、各種政

省令（ボイラ及び圧

力容器安全規則、ク

レーン等安全規則

等） 

労働基準法 労働安全 1947 2001.11 
（法に目的の記載なし） 同法施行規則、燃焼者

労働基準規則等 

厚生労働省 

有害物質を含有する

家庭用品の規制に関

する法律 

製品安全 1973 1999.12 

有害物質を含有する家庭用品について保険衛生上

の見地から必要な規制を行うことにより、国民の健

康の保護資する。 

同法施行規則、関連

政令 

高圧ガス保安法 防災 1951 200.5 

高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製

造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに

容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業

者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に

関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を

確保する。 

同法施行令、一般高圧ガ

ス保安規則、液化石油ガ

ス保安規則、冷凍保安規

則、容器保安規則、コン

ビナート保安規則等 

消費生活用製品 

安全法 
製品安全 1973 2000.5 

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体

に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の

製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品

の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動

を促進し、もって一般消費者の利益を保護する。 

同法施行令・施行規

則等 

電気用品安全法 

（旧電気用品取締法）
製品安全 1961 2000.5 

電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気

製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な

活動を促進なすることにより、電気用品による危険

及び障害の発生を防止する。 

同法施行令、施行規

則、電気用品の技術

上の基準を定める

省令等 

電気事業法 エネルギ 1964 2001.6 記載省略 記載省略 

ガス事業法 エネルギ 1954 2000.5 記載省略 記載省略 

経済産業省 

石油ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ事業法 エネルギ 1972 2000.5 記載省略 記載省略 
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建築基準法 防災 1950 2000.6 記載省略 記載省略 

道路運送車両法 交通運輸 1951 2000.5 記載省略 記載省略 国土交通省 

鉄道事業法 交通運輸 1986 2002.12 記載省略 記載省略 

農林水産省 食品衛生法 健康保護 1847 2000.5 記載省略 記載省略 

 
参考２：「機械類の安全」に関連する法規 

法令・指令等  

機械類の製造者 機械類の使用者 

日本 

①労働安全衛生法第３条２項 
②機械の包括的な安全基準に関する指
針 

③製造物責任法 

 
①労働基準法 
②労働安全衛生法第３条１項 
③労働安全衛生法施行令及び規則（個
別） 

④機械の包括的な安全基準に関する指
針 

 

米国 

 
①製造物責任法 
②消費者製品安全法 
③OSHA 
 

 
①連邦職業安全衛生法 
②連邦職業安全衛生規則（OSHA） 
③連邦鉱山安全衛生法（MSHA） 

ＥＵ 

 
●欧州経済共同体条約の 100a 条項によ
る 
①機械指令（機械設備に関する加盟国
の法律を近似させるための理事会
指令）、EMC 指令 

②一般製品安全指令 
 
●指令に基づく欧州加盟国の法整備 
例えば、ドイツでは、 
・機器安全法----行政機械指令 
・災害防止規定（製造と設備） 
 

 
●欧州経済共同体条約の 118a 条項によ
る 
①労働安全衛生基本指令 
②労働場所に関する個別指令 
③労働手段利用の関する個別指令 
等 

 
●指令に基づく欧州加盟国の法整備 
例えば、ドイツでは、 
・労働安全衛生保護法‐-行政指令 
・災害防止規定（工場） 

 
注１）日本の安全規則体系 
 
   
        個別     個別（特定機械,安全関係,衛生関係） 
 
 
 
注２）欧州の機械指令等の「指令」は、加盟国に対して拘束力を持ち、その実施形式と方法

は各国にまかされるものである。 
 

労働基準法

労働安全衛生法 規則・施行令 告 示 
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Ｑ８２ 機械安全規格は体系化されていますか？          

 

（１）「機械類の安全性」国際規格における体系化 

国際的な機械安全規格は、ISO/IEC GUIDE 51:1999 Safety aspects-Guidelines for their 

inclusion in standards（JIS Z 8051:2004 安全側面－規格への導入指針）の中で体系化（３

階層別分類構成）が規定され、タイプA規格・タイプB規格・タイプC規格と呼称され、安

全に関する各種規格が３つに位置付けられ体系化されています。 

現在、機械安全に関する規格としては、国際標準化機構（ISO：International Organization 

for Standardization）によって作成された機械的側面からの安全規格と、国際電気標準会議

（IEC：International Electrotechnical Commission）によって作成された電気的側面から

の安全規格とがありますが、それらすべてが上述の体系に則って作成されています。 

なお、このGuide 51 では、規格をこの３つの階層に分類することにより、 新の技術で

製造される機械にも適用できるような規格体系を構築する狙いを持っています。 

したがって、これらの規格を使用して機械に安全を作りこむことができます。理想として

は、タイプC（個別機械安全規格）が既に整備されていて、その規格に準拠することにより

標準的な安全を確保・維持することができればよいわけですが、必ずしもすべての機械に対

してタイプCの規格が整備されているわけではないというのが実態です。タイプCの規格が

ない機械の場合は、タイプA及び Bの規格を活用することによって機械に安全を作りこむ必

要があります。 

また、タイプCの規格がない機械については、タイプA及び Bの規格を活用して、新たに

タイプCの規格を制定することが求められますので、機種別工業会などでの取り組みが期待

され、鋭意展開中です。 

なお、タイプC規格が、タイプA及びタイプB規格で規定されている条項から逸脱してい

る場合は、タイプC規格が優先することで運用されることになっています。ということは、

機械個別の機能、使用方法及び環境条件の特定等によって、リスク受忍可能度合及び費用便

益基準等の評価基準も明確にすることが可能になり、機械に望まれる安全要求事項が具体的

に絞り込まれ、タイプC規格はより現実的な標準になっているということです。  

図 機械安全規格体系の階層化構造イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/IEC GUIDE 51:1999 

ISO:機械系 IEC:電気系 

タイプ C 

個別機械安全規格 

タイプ B 

グループ安全規格

タイプ A 
基本安全規格

・設計のための基本概念 

・リスクアセスメント原則 等 

・上肢下肢到達安全距離 

・インターロック装置 等

・機械の電気装置 

・検知保護装置 等 
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タイプ A規格、タイプ B規格、タイプ C規格の説明 

タイプＡ規格（基本安全規格）：あらゆる機械類（広範囲の製品、プロセス及びサービス）

に対して適用する一般的な安全側面に関する基本概念、設

計原則及び要求事項を含む規格。 

タイプＢ規格（グループ安全規格）：広範な機械類（一群の類似の製品、プロセス及びサー

ビス）に適用できる特定の安全側面、又は安全防護物（安

全関連機器）を扱う規格。 

－Ｂ１規格： 特定の安全側面に関する規格（主に安全距離や騒音など） 

－Ｂ２規格： 安全関連機器に関する規格（主に光線式センサやインターロック装置など） 

タイプＣ規格（個別製品安全規格）：特定の機械又は機械グループに対する詳細な安全要求

事項を規定する規格。 

製品例：工作機械、産業用ロボット、鍛圧機械、無人搬送

車、化学プラント、輸送機械など 

 

 次ページの図表は、ISO/IEC Guide 51 に基づいた機械安全に関する 新の国際規格及び対

応するJIS の現状を示したものです。 

特に、グループＡ規格に属するISO 12100-1:2003 (JIS B 9700-1:2004), ISO 12100-2:2003 

(JIS B9700-2:2004)及び ISO 14121:1999 (JIS B 9702:2000)は、すべての機械類で共有の設

計のための基本概念、設計原則を規定した機械の設計に際して必須の安全要件を示した規格

です、是非これらの内容を十分に理解していただきたいものです。 

 また、グループＢ規格に属するIEC 60204-1, IEC 60204-1 (JIS B 9960-1:1999)などの電

気関連の規格も機械の安全化に欠かすことのできないもので、機械安全規格の体系として関

連付けて適用することが重要です。 

 
（２）設計実務上の課題（機械安全関連規格類の体系化は未整備！） 

機械の設計開発者が、受注機械を設計する場合を考えてみますと、タイプC規格等上述の

規格体系を使用すれば、機械安全が達成されるという状況にはありません。特に、個別受注

生産する複雑な機械システムの製造に当たっては、機械安全に対する規制法令及び規格は国

及び企業、さらに機種によって多様に展開されていますし、関連の規格類も多岐に分散され

ていますので、一つの規格を使えば用が足りるというようには体系化されていないのが実態

です。 

世界で活用されている機械安全に関する規格（リスク低減方策に関する規格類も含め）は

数多くあり、それらは欧米先進国の民間団体での実績を踏まえ、民間で標準化され、中には

法令等に展開されているものも数多くあります。しかも、それらの全体像が整理され、体系

化され、データベース化され、さらに公開されている状況にあるとは言えません。また、そ

れらのすべてが、JIS 化されたり、日本の法令及びJIS に取り込まれたりしているわけでも

ありませんので、各企業の設計開発部門は、海外規格を含め必要な法令及び規格類を必要に

応じ、適宜収集する努力を重ね、日常業務をこなしているということになります。 

体系化なる意味合いも多様ですが、機械安全に関する規格類が使用者勝手を考慮しで体系

化されているとは言い難いと判断しています。
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                     参考： 『機械類の安全性』 国際規格と Ｊ Ｉ Ｓ規格の現状 

 

 
 

  
  
  
         ＴＣ１９９（幹事国：ドイツ） 

〔機械類の安全性〕 

 

規格体系は A,B,C 階層構成 
ＴＣ４４（幹事国：英国） 

〔機械類の安全性－電気的側面〕 
 

JIS 原案作成中 or 未着手 

  （○印 IS 審議中） 

JIS 制定及び JIS 原案作成完了済 

    （▲印 未審議分 含む、→ISO 改訂版制定） 
 
 

JIS 制定及び JIS 原案作成完了済 

（▲印 未審議分 含む、→IEC 改訂版制定） 
JIS 原案作成未着手 

   (○印 IS 審議中)  
○リスクアセスメント―第１

部：原則 

ISO 14121-1 
○リスクアセスメント―第２

部：実践ガイド及び方法の例 

ISO/TR 14121-2 
 

●設計のための基本概念、一般原則―第１部：基本用語、方

法論 

ISO 12100-1:03（JIS B 9700-1:04） 
●設計のための基本概念、一般原則―第２部：技術原則  

ISO 12100-2:03（JIS B 9700-2:04） 
 

●リスクアセスメントの原則 

ISO 14121:99（JIS B 9702:00） 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

●制御システム安全関連部の検

証 ISO 13849-2:03 
●圧力検知保護装置 

(ﾏｯﾄ、ｴｯｼﾞ､ﾊﾞﾝﾊﾟｰ) 

ISO 13856-1:01,-2:05,-3:06 
●機械類設計のための衛生面要

求事項 ISO 14159:02 
●火災防止及び保護 

ISO 19353:05 
●製品と接触する潤滑油（衛生

面要求事項）ISO 21469:06 
○使用上の情報 

ISO/TR 22831 
○統合生産システム（基本要求

事項）ISO 11161 
○ISO 14119 Amd 1 
・機械安全用語・定義 

  (JIS B 9701)予定  

 

●制御システム安全関連部（一般原則）→ISO 13849-1:06 
ISO 13849-1:99（JIS B 9705-1:00） 

●非常停止 ISO 13850:96（JIS B 9703:00）→ISO 13850:06
●安全距離（上肢／下肢）→ISO 13857 へ統合審議中 

ISO 13852:96／13853:98（JIS B 9707/JIS B 9708:02） 

●人体部位の最小隙間 ISO 13854:96（JIS B 9711:02） 
●機械類からの放出される危険物質（原則､方法論） 

ISO 14123-1,-2:98（JIS B 9709-1,-2:01） 
●機械類への常設接近手段 (昇降設備､通路､階段､はしご) 

ISO 14122-1,-2,-3:01,-4:04 （JIS B 9713-1,-2,-3,-4:04） 

●手･腕の速度 ISO 13855:02 (JIS B 9715:06)  

●両手操作制御装置 ISO 13851:02（JIS B 9712:06） 
●予期しない起動の防止 ISO 14118:00（JIS B 9714:06）
●ガードインタロック装置  

ISO 14119:98（JIS B 9710:06） 
●ガードの設計、製作 

ISO 14120:02 (JIS B 9716:06)  

 

 

        B 
グループ安全規格 

 
 
 
 
 
 

 

●機械の電気装置一般要求事項 →IEC 60204-1:05 
IEC 60204-1:97（JIS B 9960-1:99） 

●高電圧(36kv 以下)装置 

IEC 60204-11:00（JIS B 9960-11:04） 
●縫製用機械 

IEC 60204-31:01（JIS B 9960-31:04） 
●巻上げ機械 

IEC 60204-32:98（JIS B 9960-32:04） 
●表示；マーキング；作動 

IEC 61310-1,-2:95,-3:99（JIS B 9706-1,-2,-3:01） 
●電気的検知保護設備（ESPE） 

（一般要求事項、能動的光電保護装置、拡散反射型） 

IEC 61496-1,-2:97,-3:01（JIS B 9704-1,-2:00,-3:04） 
→IEC 61496-1:04,-2:06 

●人検知用保護装置（PSPE） 

IEC/TS 62046:04 (TS B 62046:06) 
▲機能的安全性 IEC 62061:05 

 

○映像利用保護装置 (VBPD) 

 IEC/TR 61496-4 
○半導体製造装置 

 IEC 60204-33 
○IEC 61310-1,-2,-3 Ed.2.0 
○IEC 61496-3 Ed.2.0 

○IEC 61496-1am.1 Ed.2.0 
○IEC 62046 Ed.1.0 

○IEC 60204-32 Ed.2.0 
｛備考｝ISO/TC199、IEC/TC44 の担当以

外の例 
･ 電気的安全機能 

IEC 61508  (JIS C 0508) 
･  ｽｲｯﾁ類   IEC 60947  (JIS C 8201) 
･  EMC   IEC 61000  (JIS C61000) 
･  防爆安全 IEC 60079  (JIS C60079) 
･  人間工学 ISO 10075 （JIS Z 8503）
･ 機械振動 ISO 10816  (JIS B 0906) 
･  騒音     ISO 3741  （JIS Z 8734） 

等々

 
 

      C 
個別機械安全規格 

 
 

 
 

 
 

広範囲の機械類で利用で

きる安全または安全装置

を扱う規格 

個別の製品例：工作機械、産業機械、縫製機械、農業機械、 
産業用ロボット、食品加工機械、印刷産業機械、

木工機械、輸送機械、鍛圧機械 等々 
 

改 H18 年 12 月 15 日 
(社)日本機械工業連合会 

ＩＳＯ：機械系 ＩＥＣ：電気系 

安全側面―規格への導入指針 
ＩＳＯ／ＩＥＣ Guide ５１:1999 

(JIS Z 8051:2004) 

特定の機械類に対する詳細な

安全要件を規定する規格 

TC44 と強いﾘｴｿﾞﾝをもつ分野(TC) 
IEC: (16)ﾏﾝﾏｼﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ、(27)工業用電気加熱装置、(56)

ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ、(64)電気設備及び感電保護、 
(65)工業ﾌﾟﾛｾｽ制御、(94)補助継電器、(99)電力設備

のｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ及び施工、(101)静電気 
ISO:(39)工作機械、(96)ｸﾚｰﾝ、(148)ﾐｼﾝ、(184)産業ｵｰﾄﾒ

ｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、(199)機械類の安全性 

TC199 と強いﾘｴｿﾞﾝをもつ分野(TC) 
ISO: (39/SC10)工作機械の安全、(43)音響・騒音、

(72/SC8)繊維機械の安全制御、(108)機械振

動・衝撃、(110/SC2)動力付産業車両の安全、

(131)油圧・空気圧ｼｽﾃﾑ、(159)人間工学、(17)
鋼、(184)産業ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、 

IEC:(16)ﾏﾝﾏｼﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ、(44)機械類の安全性―電気

的側面、(5)蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ、(65)工業ﾌﾟﾛｾｽ制御 

(注) Ｂ規格の規格名称は、正式名ではな

く簡略化してある。 

すべて の機械類で 共有の 
基本概念、 設計原則を 扱う規格 

A 
基本安全規格 
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Ｑ８３ 機械安全規格は拘束力があるのですか？ 

 

日本の標準規格（ＪＩＳ）における機械安全規格は、その位置付けから法的な拘束力は持

っていませんが、傷害事故発生に伴う訴訟裁判の判例では、その起因がＪＩＳの機械安全規

格に規定された必須事項を守っていないことにある場合は、規格不履行と判定されますので、

間接的に法に順ずる拘束力を持つ位置付けと考えられています。 

一方、機械安全に関して先進国といわれている欧州では、ＥＣ機械指令に基づき、機械安

全規格（ＥＮ）は拘束力を持っています。「ＣＥマーク」を機械に貼り付けるということによ

って、上市する上でＥＣ機械指令に適合しているという宣言をしたということになります。

もし抜き取り検査や市場事故等で機械指令に違反していることが分かった場合には、市場に

ある製品の回収や対策の命令が出されます。したがって、欧州の機械安全規格は拘束力を持

っていることになります。以下、欧米と日本に関する実態について説明を加えます。 

 

（１） 欧州の実態 

 欧州においては、長い歴史の中で多民族がそれぞれ独立した国家を築き、それぞれの価値

観を容認してきました。しかし、近年の対米政策の一貫として打ち出された欧州統合化政策

によって、少なくとも政治、経済などの面では、同じような価値観を共有する方向に進んで

います。こうした一連の動きのなかで、欧州は、戦略的に経済市場を単一化し、その中に機

械安全という大きな課題をも包含しています。 

こうした戦略は、欧州の人たちの経済に関する危機感に起因することですが、歴史的な流

れの中における機械安全に対する価値観がそれぞれに異なるとは言え、実質的には各国間で

かなり似通っていたのではないかと思われます。そうした背景があって、欧州の共通のニー

ズとして機械安全の統一化も比較的円滑になされたと思われます。それらのポイントは次の

３点となります。 

① 欧州単一市場戦略（人及び物の移動性を求めて）としての標準化及び機械安全規格の

重要性・必然性の存在 

② 機械安全に対する欧州ユーザー（顧客）の高い要求（国間の温度差の解消を求めて）

及びその対応実績の存在と伝統 

③ 欧州における安全等の法の特徴 

・「規則（Regulation）」は、EU 法の中で も拘束力があり強制力がある。したがって、

「規則」は加盟国が必ず直接かつ全面的に国内法として適用しなければなりません。

加盟国の既存国内法よりも「規則」を優先する義務を負っている。 

・「指令（Directive）」は、直接かつ全面的に国内法として加盟国で適用されるわけで

はありません。加盟各国が「一定期間内に国内法にすることを義務付けられている」

ものです。また、多数の「指令」が発行されているので、各「指令」間の関係を把握

する必要があります。 

    例えば、 

   ○機械指令：単体の機械類 

  ○セベソⅡ指令：単体の機械類をシステム化したプラントを対象に事故時の危機管理 

○圧力容器指令：プロセス機器である圧力容器を対象に、危険度分類とリスクアセス

メント 
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   ○電磁適合性（EMC）指令：電気電子制御機器類の電磁ノイズへの対応 

・「指令」は、本来 EU 域内の製造者などに対するものであって、域外の製造者などの

責任を求めるものではありません。日本国で製造し単にＥＵ域内に輸出するだけで

あるならば、その販売者･輸入業者が責任を負うことになります。 

 

（２）米国の実態 

米国の制定法には、民間団体が作成した規格が取り込まれるという文化を持っていますの

で、民間業界規格が実質的に拘束力を持つ場合が多くあります。 

米国における機械安全思想は、世界に冠たる人権重視という歴史的な社会環境の中で培わ

れ、特に、ＮＡＳＡによるスペースシャトルの開発以後、極めて急速に発展し、現在の機械

安全における実質的な基礎を築き上げました。ここで発展した機械安全思想は、単なる思想

に止まらず、技術面をサポートするマネジメントシステムへとその範囲を拡大することで、

以下のように多くの特徴が認められます。 

① 機械使用者の立場では、機械安全の確保は、生産性の向上、製品の品質向上に繋がる

との発想が強い。 

② 機械製造者は、機械安全を機械の設計段階で確保することが も重要であり、それが

機械製造者の役割であると認識されている。 

③ 米国は訴訟社会であるので、機械製造者及び機械使用者は共に保険に加入し、労働災

害発生に伴う賠償に備え、しかも大手損保ブローカ及び損保会社を巻き込んだ機械安

全リスクアセスメント実施内容及び結果などが損害保険料決定に反映されるので、機

械安全への取り組みが重要になっている。 

④ 市場・顧客指向の自由経済社会、競争社会、契約社会、訴訟社会等の秩序の中で、機械

安全への対応も企業間で多様に展開され、機械の安全責任に関しても機械製造者及び

機械使用者間の分担がなされている。 

⑤ 機械製造者及び機械使用者は共に、機械安全への取り組みプロセス及び機械安全に関

する情報を公開することによって労働災害等の訴訟対策に事前に取り組んでいる。免

責への対応の発想よりも勝訴への証拠残しの発想が強い。 

⑥ 機械製造者及び機械使用者は、労働安全衛生に関する法律（OSHA、MSHA、TSCA など）

に基づき共に拘束される上に、これらの制定法に組み込まれた民間団体の諸規定も、

引用された範囲内では任意規格（Voluntary Standards）から強制規格（Mandatory 

Standards）となるので、共に拘束されることになる。 

 

（３）機械安全に関する欧米の考え方 

機械安全は、社会の文化に根ざしています。その文化を維持発展させるために、法令及び

規格などが制定されていますが、それらの法規には、その国・地域の文化の一部分しか記述

されていません。したがって、国際的に通用する機械安全に取り組むためには、先ず欧米に

おける機械安全文化の考え方の系譜を理解し、法令及び規格が万能ではないことを熟知した

上での対応が必要となります。 
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① 安全に関する法令レベルの考え方 

・法律レベルの規定は、遵守すべき 低限の基準に過ぎない。 

・法律レベルを上回る判例レベルの基準及び業界の慣行レベルがあれば、それを遵守

しなければならない。 

・したがって、これらの基準を上回る自主基準を設定し、遵守すべきである。 

② 安全ポリシーに見る法律レベルの安全に対する姿勢 

・欧米社会では、企業が、社会的責任を果たす上で、法令･規則･規格が規定する水準

をどのように捉らえているかを、安全ポリシーを通じて表明する。 

・安全ポリシーとは、事業活動を通じて市場に出荷する製品の安全確保に関する経営

理念を述べた基本方針である。 

③ 新の科学技術の知見 

・一般に、機械を市場に出荷する時点における科学技術水準の知見では、例えそのリ

スクを低減することが不可能であっても、その後の科学技術の進歩によりリスク低

減が可能となることもあり得る。したがって、機械製造者は、常に製造物が市場に

出荷される時点の科学技術の水準に注意を払い、 新の科学技術水準に基づく製品

の設計開発を行う責任がある。 

・出荷された時点の科学技術の知識水準では、その存在が予見不可能であったリスク

については、製造者が予見することが不可能であったことを立証すれば、免責とさ

れる（開発危険の抗弁）。 

④ ベンダーに対する特定目的への適合性の黙示の要求 

・ベンダーから機械、装置類などを調達する際には、ベンダーにその調達品の使用目

的、用途、使用環境、システムやプロセスに組み込むインターフェース条件、 終仕

向け地等の情報を提供することにより、ベンダーにはその調達品に関する特定目的へ

の適合性の黙示の保証責任が生ずる。 

⑤ 顧客に対する特定目的の適合性の黙示の保証責任 

・指定された用途又は意図する用途が、その取引の経緯から明らかな場合には、その

顧客が意図する特定の目的に整合することを「特定目的の適合性の黙示の保証」と

いう。すなわち、通常の受注生産方式の取引においては、顧客の要求事項、商談の

過程又は取引の諸情況から、その製品の顧客の意図する使用目的やニーズを知り得

た場合、又は必然的に推論できる場合には、製品製造者はその顧客の特定の使用目

的又はニーズを満たすものを納入する責任が生じる。 

 

（４）日本における機械安全を取り巻く環境   

平成 18 年 4 月に施行された労働安全衛生法の改正（平成 17 年 11 月改訂）により、第 28

条の 2「事業者の行うべき調査等」として、機械使用者における労働安全リスクアセスメン

トの実施が努力義務化されました。また、同時に施行される改正労働安全衛生規則の第 2 章

の 4「危険性又は有害性等の調査等」の第 24 条の 11「危険性又は有害性等の調査」に関し、

通達「危険性又は有害性等の調査に関する指針」が平成 18年 3月 10 日に交付されています。 

この通達指針は、リスクアセスメントのガイドラインと位置付けられるとともに、｢労働安

全衛生マネジメントシステムに関する指針｣（平成 11 年労働省告示第 53号）に定める危険性

又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的実施事項としても位置付けられるものであ
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るとされています。その内容は、趣旨等、適用、実施内容、実施体制等、実施時期、対象の

選定、情報の入手、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討及び

実施、記録で構成されており、事業者が指針に基づき安全衛生管理体制の下に、メーカーか

らの設計･製造段階のリスクアセスメント実施情報を入手し、労働安全衛生リスクアセスメン

トを実施し、リスク低減措置を実施し、それらのプロセスで対応状況及び内容を記録として

残すというものです。 

まさに、これらの動きは、機械設備の使用者に対し、機械設備の製造者に対する機械安全

リスクアセスメントの実施及びその結果である情報の提供を求めるという仕組みの構築であ

り、その先には機械設備製造者への機械安全リスクアセスメントへの真剣な取り組み、その

ための機械安全マネジメント構築の重要性を再認識させる大きなインパクトになることが期

待されていると理解する必要があります。 

すでに、ISO 12100 等の機械安全規格の JIS 化もなされ、推進環境が整いつつあるので、

当然のことではあるが、「産業事故→労働災害→機械安全→設計不良」における責任分担のロ

ジック（過去･現在・将来における事故原因の変化と機械安全との関連など）の明確化も必要

になります。 

機械製造者がリスクアセスメントを実施する上では、安全方策の妥当性をどのようにして

確認するかが重要なポイントとなります。国際機械安全規格はその妥当性のレベルを示した

ものであり、このような規格は間接的に拘束力を持っていると位置付けることができます。 
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Ｑ８４ 機械安全の妥当性確認はどうあるべきですか？ 

（１）機械安全の妥当性の確認とは 

初に妥当性の確認とはどういうことかに触れておきたいと思います。ISO9000 では、検

証と妥当性の確認は区別して考えられています。 

検証とは「客観的証拠を提示することによって、規定要求事項が満たされていることを確

認すること」、また、妥当性確認とは「客観的証拠を提示することによって、特定の意図され

た用途又は適用に関する要求事項が満たされていることを確認すること」と定義されていま

す。 

ここでは、検証及び妥当性確認を区別しないで、「設計レビューや検証も含め、機械が具

備すべき安全性を確認すること。即ち、実施された安全保護方策（本質的安全設計方策、安

全防護及び付加保護方策、使用上の情報）が、意図する安全機能を発揮し、残留リスクが受

忍可能なレベルに達していることを確認すること」と考えます。その確認のために、次の 4

つの観点から確認する必要があります。 

a．機械使用者ニーズを実現しているか 

b．リスク評価のためのプロセスが妥当であり、証拠能力を備えているか 

c．法的規制を遵守しているか 

d．規格に準拠しているか 

① 機械安全に対する使用者ニーズの実現の確認 

 使用者のニーズには、仕様書に記載された安全機能及び仕様書に記載されていないが、機

械が当然備えているべき暗黙の内に了解されている安全機能があります。これらの安全機能

が確実に実現され、所定の安全基準を達成しているかを確認する必要があります。 

 

② 機械安全リスクアセスメントに基づく保護方策実施の確認 

 機械安全の確保のための方法論として、機械安全リスクアセスメントの実施とその充実が

国際標準として定着しています。その実施記録が、機械事故発生時の責任の有無及び損害賠

償訴訟などにおいて重要な位置付けになっています。したがって、社内規定化された機械安

全リスクアセスメントに基づき、採用された保護方策が確実に実施されているか、その結果

意図する機能が発揮されているか、安全評価した結果が安全基準（受忍可能な安全基準）を

達成しているかを確認する必要があります。機械安全リスクアセスメントは、その結果の妥

当性を確認して終了すると言えます。 

 

③ 法的要求事項及び規格要求事項の確認 

 該当する機械が、規制を受ける法的要求事項を満たしていることは、 低の条件です。ま

た、規格及び基準は適用が規定されているものは勿論、そのほかに任意規格及び基準に対し

てもあるレベルの安全水準を達成していることを確認することは、自社の安全水準を評価す

るために役立ちます。しかし、法的要求事項や規格、基準の要求事項は、満足しているから

といって万全ではありません。自社の技術水準、社会の要求に合わせて、より高度な自社の

安全基準を設定して確認することが、機械安全を競争力にし、差別化戦略に活用する場合に

は重要となります。 
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（２）妥当性確認の方法 

妥当性確認の方法は次のように種々あります。保有する技術を駆使して、機械の製造工程

に合わせて、費用対効果を考慮して、適用可能な方法を選択して行う必要があります。 

① 計算による確認 

② 実験による確認 

③ モデルによる確認 

④ シミュレーションによる確認 

⑤ 試作による確認 

⑥ 実機による確認 

など 

 

（３）機械安全の妥当性確認の時期 

妥当性確認の時期は、機械が完成し、試験やコミッショニングの工程などに限られたもの

ではありません。試験やコミッショニングの工程は、むしろ 終確認のステージと考えるべ

きです。この工程で妥当性が満たされていないと工程の後戻りが発生し、異常なコストが発

生し、必ずしも万全の安全方策が取れないことになりますので、適切な時期に実施すること

に留意すべきです。設計の各工程、製造の各工程で、PDCA の小さなサイクルを回し、品質同

様、安全を作り込んで行くことが大切です。

 
（４）機械安全の妥当性確認のための確認項目 

JIS B 9700-1「機械類の安全性－設計のための基本概念、一般原則－第 1 部：基本用語、

方法論」に「リスク低減目標の達成」として、チェック項目が挙げられています。それらの

項目は、機械安全確認のためにも有効ですので、以下に一部表現を変えてまとめて参考に供

します。なお、自社規定としての定量的な判断基準と併用し、妥当性の確認を忘れずに行う

必要があります。 

妥当性確認項目 

① すべての運転条件及びすべての介入方法が考慮されているか？ 

② リスク低減の３ステップ法が実施されたか？ 

③ 危険源は除去されたか、又は危険源によるリスクは実現可能な も低いレベルまで低減さ

れたか？ 

④ 採用した方策によって、新しい危険源が生じていないか？ 

⑤ 使用者に残留リスクについて十分に通知し、かつ警告しているか？ 

⑥ 保護方策の採用によってオペラーターの作業条件が危うくなっていないか？ 

⑦ 採用した保護方策は互いに支障なく成り立っているか？ 

⑧ 専門及び工業分野の使用のために設計された機械が非専門及び非工業分野で使用されると

き、それから生じる結果について十分配慮されているか？ 

⑨ 採用した方策が機械の機能を遂行する上で、機械の能力を過度に低減していないか？ 

注）JIS B 9700-1「機械類の安全性－設計のための基本概念、一般原則－第 1部：基本用語、方法論」5.5 章「リスク

低減目標の達成」より一部表現を変え作成したものである。 
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Ｑ８５ 機械安全の妥当性確認には、定量的な判断基準がありますか？ 

（１）妥当性の判断基準 

妥当性を確認する定量的な公の判断基準は存在しません。しかしながら、妥当性を確認す

る根拠となるものは多数存在します。例えば、次のものです。 

① 法的要求事項 

② 規格、基準、標準など 

③ 客先要求事項（仕様書など） 

 

これらは、妥当性の判断参考にはなりますが万全ではありません。法的要求事項などは

低限の基準であり、このような判断基準にいくらプラス・アルファを加えるかは、機械の設

計者が種々の条件を勘案して決めなければなりません。例えば、次の事項などを考慮して判

断基準を設定する必要があります。 

① 機械の機能、性能 

② 機械の使用条件、環境 

③ その時代の技術水準（State of the Art, Bench-marking） 

④ 使用者の特性 

 

例えば、JIB B 9707「機械類の安全性－危険区域に上肢が到達することを防止するための

安全距離」では、人体上肢の部分が、危険源に届かない距離として、上肢部が入る開口の大

きさ、ベース危険源までの安全距離及び身体寸法データを基に定量的に定められています。

しかし、これを満足していれば、安全距離が妥当であるかという判断のベースとすることは

できますが、これで妥当なものかどうかは機械の種々の条件や、これら基準の性格を考慮し

て、自分で判断する必要があります。例えば、この規格は、欧米の身体計測データをベース

に決められていますから、日本人の身体寸法に適用できるかという別の判断が求められます。 

即ち、ルールや規格に定められている定量的基準は、統計的処理やデータ収集の範囲など

が限定されている可能性があり、また、特定の機械を対象としていない場合があるので注意

を要します。さらに、試験環境や計測精度などを考慮して余裕を取る必要もあるでしょう。 

このように、妥当性の確認では、法規、規格、仕様書などで定められた規定値が、機械の

特性に合わせて妥当なものであるかの判断が求められます。 

 

（２）客観的判断の必要性 

機械安全の妥当性判断は設計当事者や規定値を定めた本人がやるべきことではありません、

独立した組織の人や第三者の客観的判断に委ねることが必要になります。 

機械安全の妥当性の確認には、必ずしもすべてが定量的に設定できるものではありません。

定量的な要求事項を持つものは、検証すればよいわけですが、それは保護方策が設計通り機

能するかどうかであり、残留リスクが受忍可能なものであるかは、保護方策が機能して達成

されるであろうとの推定に過ぎません。第三者認証もルールや規格要求を満たしているか、

安全性を確保するために決められた手順を実行しているかどうかを判断するのが一般的です。 

したがって、残留リスクが受忍可能であるかどうかは、使用者を含めて組織的に決定する

必要があります。 
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また、残留リスクが比較的大きい場合、費用対効果の面も確認しなければなりません、こ

れは、費用便益基準（Cost benefit test）ともいわれるもので安全性の妥当性確認の一部に

含める必要があります。これは、保護方策に費やす費用と得られる効果の確認です。あと僅

かなコストを掛けることで、安全性が大幅に向上するのに、それを放置してはなりません。 

 

参考：安全性第三者認証の例 

① CE マーキング（欧州）： 

  その製品が、該当するすべての EC 指令（欧州指令）の求める要件を満足

していることを認証する（一部は自己認証が認められている）。  
② GS マーク（ドイツ）： 

  EN（欧州規格）とドイツ独自要求事項への適合性を認証する。  
③  UL マーク(米国)：  

・ UL クラシフィケーションマーク  
UL が定める規格に基づき特定の条件下の使用に適していることを認証

する。  
・ UL リスティングマーク 

UL が定める規格に基づき製品の安全性を認証する。 

④ FM マーク(米国)： 

産業相互保険組織（Factory Mutual）が定めた規格（主として防火）に

適合していることを認証する。 

⑤ PSE マーク（日本）： 

電気用品の危険や障害の発生防止を目的とする電安法に基づき特定電気

用品の電安法への適合性を認証する。 

⑥ PSC マーク（日本）： 

消費生活用製品安全法に基づき、一般消費者製品の安全性を認証する。 
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Ｑ８６ 機械安全のドキュメントは、どのような内容ですか？ 

 
（１）機械安全ドキュメントとは 

機械安全マネジメントを遂行する上で留意すべき点として、機械安全をパフォーマンス追

及型ポリシーマネジメント及び機械安全活動ドキュメント管理の２点があります。 

機械安全マネジメントの目的は、いろいろありますが、要はリスクを低減して事故を未然

に防止し、万一傷害が起こっても損害賠償等の責任を 小限にすることです。特に、機械に

起因する事故及び傷害訴訟による経営への損害は、金銭的、精神的、客先信頼面及び企業イ

メージ等多様な損害を生みますので、企業経営上大きな問題であり、防止・軽減することは

経営上での実利に通じます。そのために必要な説明文書・証拠文書等を備えておくことが重

要な業務で、それが機械安全活動ドキュメント管理であり、その管理の対象が機械安全ドキ

ュメントということです。 

この機械安全マネジメントにおけるドキュメントマネジメント、又はドキュメント管理は、

主として、次の 2面があり、この両面を考慮したドキュメントマネジメントが不可欠です。 

① 機械安全マネジメントシステム構築の証 

② 機械安全（リスク）評価及び安全対策実施の証 

強いて言えば、実利面から後者の「機械安全（リスク）評価及び安全対策実施の証」には、

グローバルなニーズがあり重要ですので、しかるべき対応が望まれます。 

なお、日本ではカタカナ語として、ドキュメント（文書、書類、証書）、ドキュメンテー

ション（証拠書類の提供）などと安易に類似の意味として使用されていますが、本来、

documentation(ドキュメンテーション)には、次のような意味があり、単に記録を残すだけで

はなく、しかるべき明確な目的をもった文書を作成し証拠文書として活用するためのもので

す。この点が機械安全マネジメント及び機械安全ドキュメントマネジメントにとって重要で

すが、残念なことに日本企業にはそのような認識が未だ薄いようです。 

① 証拠書類[文書]の使用、 

② 証拠文書の提示、証拠書類による裏づけ 

 

（２）機械安全関連ドキュメントの必要性（効用） 

機械安全ドキュメントの必要性（効用）は、訴訟等の証拠文書としてだけでなく、社内向

け及び社外向けに欠かせない多くの効用があります。 

 

① 社内向け必要性（効用） 

社内向けドキュメントの必要性は、開発・設計部門を中心とした「機械に安全を作り込む」

関係者全員に対する業務・作業マニュアル、判断基準、共通認識の材料、教育材料などの提

供を通して、業務の体系化・標準化のために必要であり、組織的活動の合理化・効率化・生

産性向上・省人化・業務の均質化・業務の高品質化にとって欠くことのできない道具となり

ます。 

既に、開発・設計部門には、一般に各種の規格類、規準類、技術ノウハウ、技術知見、事

故経験等の各種知的財産が整備・活用されており、組織としての技術力が発揮できる体制が

構築されているはずですが、それらの中でともすると見落とされているドキュメントとして、
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機械安全方針、機械安全リスクアセスメント実施基準、機械安全リスクアセスメント実施デ

ータ集、機械安全判断基準、本質的安全設計基準、危険防護策基準、機械安全責任体制等の

文書があると考えます。 

その効用は次のように整理できます。 

ａ．機械の安全設計への活用、効率化 

ｂ．機械安全リスクアセスメント実施結果のデータベース化による質の向上と作業の効 

率化 

ｃ．社内関係者の機械安全意識の共有化 

 

② 社外向け必要性（効用） 

社外向けドキュメントの必要性は、外部からの文書提出要求への備えであり、要求があっ

た時点で応急的に準備できるものではありません。 

a．文書提出要求への備え 

・事故時の PL訴訟などでの用途（リスク低減レコード） 

・日本の民事訴訟法における文書提出命令対応 

b．海外での要求事項への備え 

・プラントのような大型機械装置類の生産過程における品質管理レコード 

・米国の開示要求制度に基づく開示・提出要求されるレコード 

 

（３）機械安全ドキュメンテーションに求められる記載事項 

品質マネジメントなど各マネジメントには、夫々ドキュメントが不可欠ですが、機械安全

ドキュメントとしては、「機械安全マネジメントシステム構築」と「受忍可能なリスクへの低

減」の証としてのドキュメントが特に重要で、次のような視点での記載事項（順不同）が不

可欠です。 

① 合理的に可能な限りリスクを低減するために行った活動。 

② 市場に出荷した後のユーザー又は市場へのリスクコミュニケーション（post-sale duty

として市場に出荷した後に明らかになった潜在瑕疵に関する市場・ユーザー･顧客に対

する情報伝達）。なお、米国のプロセスプラントなどの事業所においては、地域社会に

対するリスクコミュニケーションとしての Community Advisory Panel の活動も含まれ

ます。 

③ 事故発生に伴う利害関係者への説明責任（accountability）に関する事項。 

④ 訴訟事件に発展した場合に応訴できるだけの抗弁材料。 

 

（４）文書の種類例 

企業によっては、異なる用語の使用や、より適切な文書名があるかもしれませんが、機械

安全マネジメントにおけるドキュメントマネジメントをイメージアップするために参考にな

りそうな「文書提出要求の対象となる業務管理文書及びレコード」を、松本俊次著「プラン

トのプロセス安全」から引用し提示します。 

 

（５）ドキュメントマネジメントシステムの具備すべき必須事項 

ドキュメントマネジメントシステムの具備すべき必須事項は、社内外の関係者にとってド

キュメント及びレコードが使用に値するだけの信憑性と信頼性を持つこと、及び十分な組織
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的仕組みが確立されているかどうかです。そのシステムが具備すべき必須事項は、JIS Q 9001

「品質マネジメントシステム－要求事項」の 4.2 章「文書化に関する要求事項」と異なるも

のではありませんので、共通性のあるマネジメントシステムを発想すればよいと考えていた

だきたい。特筆すれば、常識的ではありますが、次のように表現することができます。 

① 正しい事実がドキュメント化及びレコード化される文化を育成すること、 

② そのための各種マニュアル（標準）の制定、 

③ チェック機能を備えた牽制･責任体制、 

④ 事後の改竄防止の仕組みを備えた保管体制 

などへの対応であると考えます。 

ただし、信憑性及び信頼性を備えたドキュメント及びレコードであること、信憑性と信頼

性のあるドキュメント及びレコードの作成・保管･活用が可能な仕組みが構築されていること

が不可欠です。そのために、次のようにマネジメントの俎上に載ってなければ十分に機能す

るとは考えられません。 

第一に、ドキュメントマネジメントシステムに関する方針（ポリシー）が確立されている

ことです。それによって、目的、組織体制及び推進責任者の明確化、保存すべきドキュメン

トの種類、範囲、保存媒体の種類、保管期間、修正の手続き、インプット手続き／破棄手続

きなど、ドキュメントのライフサイクルを考慮した基本方針を打ち出し、企業組織内への浸

透徹底を図ることが可能になります。 

第二に、マネジメントシステムを実際に運用するためのドキュメントの種類、スキャニン

グをする際のドキュメントの処理事項、スキャニングの作業手順、データの圧縮法などドキ

ュメントの作成・保管、レコードへのアクセス、レコードの利用・修正・破棄までを対象に

した各マニュアルを作成し、それに基づいて実施管理することです。 

第三に、ドキュメントマネジメントが計画したとおりに実施され運用されているかについ

ての監査を定期的に実施し、必要に応じて適切なシステム改善を実施する必要です。そのた

めの監査手順書の整備も必要です。 

当然のことながら、上記ドキュメントマネジメントの実施は、機械安全に対する設計等の

実務者集団である設計・開発部門内だけで対応しきれる内容ではありません。仮に担当者が

社内異動などでいなくなっても、過去のドキュメント及びレコードが組織的に継承され活用

できる仕組みになっていなければなりません。 

表１ ドキュメントマネジメントシステムの具備すべき要件 

○ドキュメントマネジメントに関する諸規格に基づくレコードの信憑性を立証できるド

キュメントの作成及び運用： 

○ドキュメンテーション及び管理システムを含むドキュメントマネジメントシステム

の確立： 

・ドキュメントマネジメントシステムに関する方針（ポリシー）の確立 

・方針（ポリシー）の実現のための組織作り(職務分掌と責任権限分担) 

・システム運用のためのマニュアル作成整備 

・ドキュメントマネジメント規定に基づく実施管理（作成、修正、保管、利用、廃棄

などを含む） 

・運用実施状況の監査･改善 
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表２ 文書提出要求の対象となる業務管理文書及びレコード 

（出典：松本俊次著「プラントのプロセス安全」） 

 当該プロジェクト関連レコード 組織全体の業務管理文書類 

契

約 

－契約文書： 

 保証事項、免責事項 

－コンプライアンス・プログラム 

－納入契約記録 

研

究

開

発 

－試験分析データ 

－信頼性解析データ 

－研究レポート 

－R&D の全予算と安全に関する R&D 予算 

－R&D ポリシー 

－社内外で発表した安全に関する研究論文 

 

 

設 

 

計 

－基本設計仕様書、設計計算書、設計図 

－危険分析、リスク分析 

－適用法規、準拠規格 

－設計変更に関わるすべての文書：変更目的、変

更後の安全確保の検証記録など 

－安全に関わる検討資料 

－顧客への提案文書 

－警告シグナルワードに関するレコード 

－運転保全マニュアル 

－当該製品の担当者、関係者の肩書、氏名 

 

－製品安全ポリシー 

－安全委員会 

－安全委員会の記録 

－安全設計チェックリスト 

－変更管理マニュアル 

－警告シグナルワード使用基準 

－技術水準を示す文書:自社基準、業界基準、

文献など 

製

造

／

品

質

管

理 

－製造記録 

－品質管理記録 

－外注加工記録 

－資材発注文書 

－試験成績記録 

－試験検査機器の校正記録 

－検査記録 

－立会い検査記録 

－当該製品の担当者、関係者の肩書、氏名 

 

 

－製造工程 

－品質管理体制 

－品質管理マニュアル 

－試験検査手順書 

－職務分掌規定 

 

 

施 

 

工

／

試

運

転 

－工事業者選定･発注記録 

－労働安全プログラム 

－施工マニュアル 

－安全マニュアル 

－品質管理記録 

－JHA などの危険分析記録 

－下請業者管理記録 

－安全教育実施記録 

－適用法規 

－準拠規格 

－救急医療対策記録 

－労災事故報告 

－試験検査記録 

－コミッショニング・マニュアル 

－トレーニング・マニュアル 

 

－労働安全ポリシー 

－安全スローガン 

－工事管理マニュアル 

－労災事故記録 

－職務分掌規定 

－作業許可（Permit work）プラン 

－人体保護具（PPE）プログラム 

－危機管理プログラム 

－救急救助プログラム 

－防火防災プラン 

－現地就業規則 

－医療管理 

人

事 

－設計･製造･品質保証･施工･試運転･サービスの

各部門の人事記録 
－安全教育の実施記録 

そ

の

他 

－クレーム記録 

－クレームへの対応記録 

－事故報告記録 

－改修記録 

－納入後の改修記録 

－納入後の警告伝達（リコール）記録 

 

－文書管理規定 

－電子文書管理規定 

－クレーム対応規定 
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参考１：機械安全取組み実績としてのドキュメントの必要性 

「プラントのプロセス安全－OSHA/PSM･ISO･IEC･API によるマネジメント」（日本

プラントメンテナンス協会発行）からその一部を引用し編集し直した内容を掲載する。 

 
①ドキュメントマネジメントシステムは、訴訟対応を迫られる米国及び英国社会などで

広く産業界に浸透している。米国のように開示制度（Discovery）のある社会では、ド
キュメントマネジメントは企業経営上から極めて重要なマネジメントになっている。 

②製造物責任訴訟を起こされれば、この開示要求制度に基づき被告企業は、質問書に対
する回答を求められ、次いで開発実験記録、設計図などすべての文書要求に対応しあ
らゆる関連文書の提出を迫られる。 

③外部からの文書提出要求への備えるべき具体的内容： 
○リスク低減レコード 
○プラントのような大型機械装置類の生産過程における品質管理レコード 
○米国の開示要求制度に基づく開示・提出要求されるレコード 

 

 

参考２：リスク低減レコード 

「プラントのプロセス安全－OSHA/PSM･ISO･IEC･API によるマネジメント」（日本

プラントメンテナンス協会発行）からその一部を引用し編集し直した内容を掲載する。 

 

事故時の PL 訴訟などで、製造物責任リスクへの対応として、リスク低減レコードの提出
が求められるので、常時整備しておく必要がある。 

「機械のコミッショニング、運転、保全、停止及び廃棄の各段階で生じるリスクを設計開
発段階から調達、製造、輸送及び施工段階に至る間に、一貫して合理的に可能な限りリスク
を軽減する ALARP 原則を履行して、当該機械が受忍限度以下に到達するための作業を実施
した」と言うことを、第三者に立証できる文書及びレコードを残さなければならない。 

上記の要求内容に応えるためには、事前に組織的・計画的にドキュメント（レコード）を
作成し、維持し、長期保管（機械の全ライフサイクルに亘る）する仕組み（業務分担と責任
体制を含む）、ドキュメントマネジメントが欠かせないことになる。付け焼刃で対応できる
内容ではないことを認識願いたい。 

一方、わが国では、製造物責任をめぐる損害賠償請求訴訟の件数は統計的に見ても少ない
のは事実である。しかし近年、安全性が問われる生産財の事故に関わる問題で、関係当事者
である企業間において損害賠償請求をめぐるトラブルは増加している。製造物責任問題に直
面した場合、当事者間の話し合いであれ、訴訟事件に発展した場合であれ、しっかりした抗
弁材料が無ければ有利な和解で決着することすら難しくなる。 
多数のプロセス機器、装置類などから構成されるプラントのようなシステム製品機械の場

合には、調達品に関するこの種のレコードの保管は、ベンダーに依存せざるを得ない。例え
ば、わが国自動車業界の多くの企業では、重要部品に関してはベンダーに対して 12 年間、
汎用部品に関しては 6 年間それぞれのレコードの保管要求を実施している例が多い。生産設
備としての機械の全ライフサイクルは常識的には 20～30 年と長いので、その使用期間を考
慮し、このような事例における考え方も今後のドキュメントマネジメントの中で検討する必
要がある。 

 

 

参考３：プラントのような大型機械装置類の生産過程における品質管理レコード 

「プラントのプロセス安全－OSHA/PSM･ISO･IEC･API によるマネジメント」（日本

プラントメンテナンス協会発行）からその一部を引用し編集し直した内容を掲載する。 

プラントのような大型の機械装置類及びライン編成された大型複合機械プラント類は、次
の６つの各段階での安全対応の集積として、その安全性が確保される。したがって、事故時
の PL 訴訟などで、製造物責任リスクへの対応として、品質管理レコードの提出が求められ
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るので、常時整備しておく必要がある。 
対象となる６つの段階における実施事項は、 
①設計段階におけるプロセスの危険分析及びリスク分析と評価の実施（換言すれば、リス
クアセスメントの実施結果）、 

②その分析評価結果が設計及び調達に反映されたか（リスクアセスメント結果によるリス
ク低減の実施行為内容）、 

③その設計仕様通りの調達品を現場に搬入したかどうか（リスクアセスメント結果対策の
調達への反映）、 

④その設計通りに据付施工されたか（リスクアセスメント結果対策の実現）、 
⑤コミッショニング段階で設計仕様通りの特性の有無を確認するための試験検査の実施

（設計安全仕様の確認）、 
⑥プロセス危険分析に基づく定常運転からの逸脱時の緊急シャットダウン、緊急操作手順

などを織り込んだ運転保全操作マニュアルのよる運転保安要員のトレーニング及び運
転保全の実施 

であり、これらを通じて初めてそのプラントの安全が確保されると言う考え方である。この
考え方は、米国では、“Layers of protection for plants”と称されている。 
この思想に基づいてプラント類の安全性を確保するには、プロジェクトの設計･調達･施工･
コミッショニングの各段階において、的確な品質管理が実施されなければならず、それが極
めて重要なマネジメント実施事項となる。OSHA/PSM においては、この安全思想に基づき、
現場立ち入り監査で品質管理レコードの提示が求められる。したがって、プラント類の製造
においては、プロジェクトの各段階における機械安全関連の対応状況が網羅された品質管理
レコードの作成が重要になっている。従来の品質管理・品質マネジメントにおける品質特性
の中で、機械安全が必ずしも重視されていなかったことを考慮すれば、上述した必要情報が
既存の品質管理レコードには盛り込まれていないことが想像される。新たな視点でのドキュ
メントマネジメント、レコード管理の再認識が望まれる。 

 

参考４：米国の開示要求制度に基づく開示・提出要求されるレコード 

「プラントのプロセス安全－OSHA/PSM･ISO･IEC･API によるマネジメント」（日本

プラントメンテナンス協会発行）からその一部を引用し編集し直した内容を掲載する。 

米国で提訴された場合は、原告側からの質問書及び文書提出要求に基づき要求される「当
該プロジェクト関連レコード」と開示要求制度に基づく当該組織の「業務管理文書及びレコ
ード」の主要なものは前出の表に紹介済である。なお、「業務管理文書及びレコード」には、
安全性を立証するために必要な証拠となる文書も含まれていることは言うまでもない。 

 

参考５：日本の民事訴訟法における文書提出命令対応 

「プラントのプロセス安全－OSHA/PSM･ISO･IEC･API によるマネジメント」（日本プ

ラントメンテナンス協会発行）からその一部を引用し編集し直した内容を掲載する。 

わが国においても、1997 年に民事訴訟法が大改正され、米国の開示要求制度を範とす
る文書提出義務が課せられるようになり、レコードマネジメントの重要性が高まった。
この民事訴訟法の改正により、文書の特定ができなくても当該製品（機械）の構造を示
す図面というような形で、他の文書から識別できる事項を明らかにして文書提出命令の
申し立てができることになった。 

表 新民事訴訟法と米国の開示要求制度との対比 
（松本俊次著「プラントのプロセス安全―OSHA/PSM･ISO･IEC･API による 

マネジメント」（日本プラントメンテナンス協会発行）による） 
日本の新民事訴訟法（１９９６年） 米国の開示要求制度 

当事者照会制度 質問書（Interrogatories） 

文書提出義務 文書提出要求（Product of documents） 

― 証言録取（Deposition）  
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Ｑ８７ 機械安全のドキュメント管理は、既存のマネジメントとどのような違
いがあるのですか？ 

 

（１）他のドキュメント管理との違い 

世の中には、いろいろなマネジメントがあり、夫々に必要なドキュメント管理（マネジ

メント）があります。他のマネジメントにおけるドキュメント管理の目的は、乱暴に言え

ば、システム・組織化の記録としての位置付けであり、社内的な組織維持･改善が目的とい

う域のものですので、機械安全マネジメントにおけるドキュメント管理の目的とは大きく

異なります。機械安全マネジメントにおけるドキュメント管理は、3 つの機能を持ってい

ます。特に、②及び③が重要な点です。 

① 組織及び活動記録など、単なる組織維持及び改善のための資料管理として 

② 機械製品を販売した後の機械安全関連の事故及び損害賠償などへの対応に必要な公

的な証拠文書（エビデンス）として 

③ 営業活動における客先提出資料として 

この機能を果たす目的で、長期に渡る全社組織的、かつ整合性・説得性のある一貫性の

あるドキュメントとして管理（マネジメント）する必要があります。特に、設計部門内の

文書管理というような考えでは対応できる内容ではなく、総務、法務、営業、契約、品質

保証など多くの部門が関与しなければ機能しないことに留意する必要があります。また、

グローバル化した機械安全への取り組み、グローバルな事業展開への対応を念頭においた

場合、既存の文書管理では不十分であるということです。今後の労働安全衛生法の改訂な

どに伴う日本国内市場でのニーズの高まりへの対応を念頭においても、新たな発想での取

り組みが必要になっています。 

 

（２）機械安全のドキュメント管理の特徴 

機械安全マネジメントにおけるドキュメント管理の目的の中で特記事項は、機械安全へ

の取り組み結果データの長期間に渡る対外的な証（エビデンス）としての保管及び活用で

す。以下にその要点を紹介します。 

① 機械安全への取り組みが組織的・論理的に実施される体制が構築されているかの証

（特に対外的な証）、 

② 機械安全への取り組み結果の具体的記録（合理的に可能な限りリスクを低減するため

に行った活動）としての証（特に対外的な証）、 

・機械安全（リスク）評価の証 

・安全対策実施の証 

・機械安全関連の研究開発投資実績の 

 証 

③ 機械の全ライフサイクル（設計・製作から解体・廃棄まで）という長期間に渡るドキ

ュメント管理の必要性（特に対外的な証）、 

④ 社内外からの要求に応じてのドキュメント適宜公開・提供 

例えば、 
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・市場に出荷した後のユーザー又は市場へのリスクコミュニケーション（post-sale 

duty として市場に出荷した後に明らかになった潜在瑕疵に関する市場・ユーザー･

顧客に対する情報伝達） 

・事故発生に伴う利害関係者への説明 

責任（accountability）に関する事項 

・訴訟事件に発展した場合に応訴できるだけの抗弁材料 

・機械安全技術及びノウハウの蓄積と 

水準向上（社内的な活用） 

⑤ 機械安全マネジメントシステムの改善へのバックデータ（社内的な活用） 

 

（３）機械安全の証としてのドキュメントの位置付け例 

機械安全マネジメントにおける機械安全（リスク）評価及び安全対策実施の証としての

ドキュメントの位置付け例を紹介します。 

 

① PL 法との関連 

日本における PL 法（製造物責任法）に関しては、制定当時の反響が沈静化されてしまい、

その後大きな PL 訴訟も少ないのが実態です。特に生産設備としての機械に関する PL への

問題意識は低調であるということも事実ですが、PL 法は機械安全に関する主要な法理の一

つであることを忘れてはなりません。 近、社会を騒がす各種機械製品事故及び消費財不

祥事を見ても、関係企業が正当性を実証する証拠文書を提出できないことからも、ドキュ

メント管理不在であるかの醜態をさらしているといわざるを得ません。そこで、機械安全

対策を PL 対策として捉え、ドキュメント管理との関連・位置付けを説明することにします。 

機械製造者の機械安全対策（＝PL 対策）は、PLP（予防対策）と PLD（防御策）に大別

され、PLD の事故発生前対策として「文書作成」「保管の適正化」「関連業者との責任分担

の明確化」「PL 保険の加入」などが挙げられています。事故発生後の対策としては「訴訟

対策」などがあります（図参照）。 

このように、機械安全対策の中でも、ドキュメントは欠かせない重要な要素であること

が明白です。 

「PL 保険の加入」に関し補足すれば、欧米では機械安全リスクアセスメント実施内容の

充実及び適切な防護措置の実施証明（ドキュメント）が PL 保険掛金の低減に有効であると

いう社会環境にもあります。残念ながら、日本社会では、未だ損害保険ブローカーが機械

安全リスクアセスメントを事業化する動きは遅々としている状況にありますので、関心が

薄いという背景もあります。 

 

② 機械安全マネジメントとの関連 

ドキュメントマネジメントが独立して機能するわけではありません。あくまでも、機械

安全マネジメントの中に、機械安全に関するドキュメント管理が位置付けられます。機械

安全への取り組みがあり、機械安全マネジメントが存在する中でのドキュメント管理です。 
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（４）機械安全ドキュメント管理の持つべき機能 

ドキュメント管理はドキュメントマネジメントとも呼称されますように、マネジメント

としての相応の機能、そのための方針、組織化、実施計画、計画実行、パフォーマンスの

測定、見直し及び監査のマネジメントサイクルを備え考慮し推進する必要があります。即

ち、ドキュメント管理は、実施されている機械安全マネジメントシステムに整合させた適

切な機能展開が必要となります。実際、機械安全マネジメントシステムの規模にもよりま

すが、推進組織体制図（責任体制を含む）、機械安全に関する判断基準類の整備・活用・保

管、機械安全リスクアセスメント実施記録、安全防護策、図面類、事故発生及び対策記録

などが体系的に整備され、それら文書の管理体制が明確になっていることが、 低限必要

です（詳細はＱ８６の表参照）。要するに、ドキュメントを活用・使用する場合に、その信

憑性を保証できる 低限のマネジメントが求められています。 

なお、一般のマネジメントシステムの規格には、文書化に関する要求事項への言及があ

ります。それらの要求事項及び機能は、機械安全マネジメントシステム及び機械安全ドキ

ュメント管理が具備する必要性は言うまでもありません。参考にそのイメージを表に示し

ておきます。 
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図 機械安全マネジメントから見た製造物責任対策 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

    

 

注１）本図は、三井住友海上が作成した資料をベースに一部追記等の加工をしたものである。 

 

注２）機械安全マネジメントの実施は、機械製造企業にとって PL 免責対応を指向するパフォーマンスで

もあり、PL 免責が機械安全マネジメントを強化する目的の大きな柱の一つである。 

 

 

機械製品事故 事故発生前の対策 事故発生後の対策 

機械製品安全 

（機械製品本体の安

全･警告、ISO12100

及びISO9000対応）

警告（変更等）、 

リコール、 

修理、製品改良 

販売上の表示・保

証の適正化 

（ISO9000 対応） 

PLP 

（予防策）

関連業者との 

責任分担の明確

化 

訴 訟 対 策 

（迅速な対応、

和解の見極め等

的確な状況判断

が必要） 

PL 保険の加入 

ユーザーの立場

に立った信用回

復措置 

（ 補 償 ）

PLD 

（防御策）

機械安

全対策 

PL 対策 

・文書作成 

・保管の適正化 

（ISO12100 及び 

ISO9000 対応）
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表１ 文書化の記載がある規格例 

JIS 番号 名   称 記載内容等 

JIS B 9702 機械類の安全性－リスクアセスメントの原則 文書化（論証） 

JIS Q 2001 リスクマネジメントシステム構築のための指針 文書の作成、文書管理

JIS Q 9000 品質マネジメントシステム－基本及び用語 文書化 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム－要求事項 文書管理、記録の管理

JIS Q 14001 環境マネジメントシステム－要求事項及び利用の手引 文書管理 

JIS Z 9920 苦情対応マネジメントシステムの指針 記録（検証） 

OHSAS 18001 労働安全衛生マネジメントシステム 文書化、文書及びデー

タ管理 

 

 

表２ JIS Q 9001 の 4.2 章「文書化に関する要求事項」の要点 

 

4.2.1 一般；文書化した品質方針及び品質目標の表明、品質マニュアル、規格が要求す

る「文書化された手順」、組織内のプロセスの効果的な計画･運用及び管理を実施

するために必要な文書、この規格が要求する記録。 

4.2.2 品質マニュアル 

4.2.3 文書管理；品質管理マネジメントシステムで必要とされる文書は管理すること（文

書化された手順を確立すること）。 

4.2.4 記録の管理；記録は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的

運用の証拠を示すために、作成し、維持すること。記録は、読みやすく、容易に

識別可能で、検索可能であること。記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及

び廃棄に関して必要な管理を規定するために、“文書化された手順”を確立するこ

と。 

 

 

－241－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

Ｑ８８ 機械安全活動の監査はどのように行えばよいのですか？ 

 

（１）機械安全マネジメント及びシステムの監査とは 

機械安全マネジメントシステムにおける監査は、経営方針が組織内に浸透し機械安全活動

が着実に推進されているか、安全な機械が創出されているか、客先に提供されている機械又

は機械システムの安全性及びその製造プロセスの安全性の妥当性を評価するとともに、マネ

ジメントシステムに不具合事項はないか、改善点はないかを経営者に報告するという多様な

狙いで実施されます。 

なお、一般に監査の種類は下表のように、内部監査と外部監査に分けられ、内部監査は自

社企業内組織部門による監査であり、外部監査は、更に顧客など利害関係のある団体又は代

理人による監査と外部の独立した組織による監査とに二分され、合わせて三種類があります。

したがって、各監査の目的及び機能は異なります。また、内部監査は、経営者による診断と

呼称し、実施されることもあり、企業規模及び企業文化によってその実施方法には差異があ

ります。 

a．内部監査（第一者監査）：自己宣言するための基礎となる。 

・監査プログラムを策定 

・監査の基準、範囲、頻度及び方法の規定 

・監査の計画及び実施、結果の報告、記録の維持 

b．外部監査（第二者監査）：顧客など利害関係のある団体又は代理人による。 

c．外部監査（第三者監査）：外部の独立した組織による。 

 

① 機械安全監査の実施目的 

機械安全監査を実施する目的は、次の内容を把握し妥当性を評価し、経営トップへのレビ

ュー、更には見直し･改善に結びつける情報をまとめることです。 

a. 組織としての機械安全方針、機械安全目標が達成されているかどうか 

b. 機械安全マネジメント及びそのシステムが機能しているか 

c. 製造した機械の安全に関する妥当性及び有効性を検証し、継続的に改善すること 

そのため一般には、経営者に代わって第三者が実施し、その結果を経営者に報告し、同時

に改善への課題等の情報を提供することに意義があります。経営者は、監査報告の内容を次

の経営意思決定に生かすことになりますので、その実施においては、経営者のリーダーシッ

プにより組織を挙げて取り組むなど、経営者にとっては欠かせないものです。 

 

② 機械安全活動の監査機能 

a. 機械安全マネジメント方針の達成度の評価（例えば、チェックリストによる実施） 

b. 機械安全マネジメントシステムのパフォーマンス評価（運営システムが機能している

かどうか。意図した結果が出ているか。） 
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c. 機械安全マネジメントシステムの有効性評価 

d. 機械安全マネジメントシステムの改善点指摘 

③ 必須事項 

a. 監査は、第三者が数名で実施することを基本とするが、経営者が自ら行うことは、異

なる意味合いが有り、それもまた望ましい。 

b. 監査は、客観的かつ継続性を狙い、チェックシートなどを使用して行う。 

d. 機械安全リスクアセスメント及び機械安全マネジメントの実施状況を把握する。 

e. 監査実施時期は、計画的かつ定期的に実施する。 

f. 監査結果は、経営者に報告し、マネジメントシステムの改善に活用する。 

g. 監査結果は、少なくとも機械安全の関係者には公開する。 

 

（２）経営者トップによる機械安全マネジメント及びシステムのレビュー 

① 機能 

組織の 高経営者によるレビューの目的は、機械安全マネジメント及びシステムを維持し、

かつ適切性及び有効性を改善することです。そのため、機械安全マネジメントにおける方針、

計画策定、リスクアセスメントの実施、パフォーマンスの評価、マネジメントシステムの有

効性評価、マネジメントシステムの是正・改善の実施、マネジメントシステム維持等のため

の体制・仕組みを再検討することになります。したがって、レビューは定められた間隔で実

施する必要があります。また、定期的なレビューに加え、次のような変化が生じた場合には、

適宜実施することが望まれます。 

a. 事故（事故に至らないニアミスを含む）など新しい重要な情報を入手したとき 

b. 新しい技術や方法が導入されたとき 

c. 社会情勢に変化が生じたとき 

d. 法的要求事項、規格・基準、顧客ニーズなどが変更になったとき 

 その結果、機械安全に関する方針、目標、及びマネジメントシステムを適切に変更するた

めの意思決定が可能になります。 

a. 機械安全に関する方針及び目標の妥当性、改善の必要性について 

b. 機械安全マネジメントシステムの改善・変更の必要性について 

c. 機械安全マネジメントシステムへの経営資源（人材育成、研究開発など）投入の必要

性について 

など 

 

② 必須事項 

機械安全マネジメントレビューにおいて大切なことは、単に報告で終わらせることではな

く、機械安全活動（マネジメントシステムを含む）改善への行動として展開させることです。
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したがって、経営トップに対して説得力のある情報を提供しなければなりません。そのため、

以下の事項に留意する必要があります。 

a. 必要な情報（顧客からの関連情報、前回レビュー結果のフォローアップ、機械安全環

境に影響を及ぼす可能性のある法令などの変更）を確実に収集する 

b. 機械安全マネジメント及びシステムの監査に基づく、レビュー結果の文書化 

c. レビュー結果の活用及び関連組織へのフィードバック 

・機械安全マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

・機械安全レベルの改善 

・経営資源の投入改善 

 

（３）機械安全マネジメント及びシステムの是正・改善への展開 

機械安全を取り巻く社会ニーズ環境、機械技術、安全技術などは日進月歩しており、それ

らに合わせて機械安全マネジメント水準の向上を図る必要があります。そのために機械安全

マネジメント及びシステムについても見直し･改善をおろそかにすることはできません。経営

トップによる機械安全マネジメントレビューに基づく経営意思決定事項の情報を改善所管部

門に的確に伝達し、具体的是正･改善行動へと展開しなければなりません。そのために、次の

事項の実施徹底が必須です。 

a. 是正処置及び経営者の意思は、文書化し組織に伝達する 

b. 是正処置及び経営者の意思は、実施計画に展開しフォローアップする 

 

（４）有効な監査システムの実現 

監査を厳格に一貫して実施するためには、監査を管理する必要があります。そのためには

次の事項に留意し取り組む必要があります。 

a. 監査は積極的なマネジメントツールと認識し、経営層が真剣に受け止める 

b. システムの意図した目的に従って実施する 

c. 監査能力の獲得維持を図る 

d. 訓練や評価の基準、方法や解釈の一貫性を確保する 

e. 監査結果の実行と勧告の実現を図る 

また、監査効果を上げるためには，監査を受ける部門や活動から独立した有能な人々によ

って実施する必要があります。機械安全活動で監査する内容は、従来のシステム監査では要

求されなかった機械製品技術及び安全技術などが加わり、それらが中心課題になりますので、

社内の独立部門や他地区の部門又は外部のコンサルタントの支援を得て、それらの知見を有

効に活用した効率的な対応が望まれます。 
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Ｑ８９ 機械安全活動の監査には特別な能力が必要ですか？ 

 

 機械安全活動を推進し、活動の状況を監査するためには、製造する機械の専門知識に加え

て、機械マネジメントに必要な PDCA を展開する知識と能力が必要になります。監査員には、

これらの仕組みを理解し、実践経験の上に築かれた能力を有していることが望まれます。機

械安全活動の監査には、機械安全パフォーマンス（目標達成）と機械安全マネジメントシス

テム機能の両面を監査する必要がありますので、そのために必要な能力について説明します。 

 

（１）機械安全パフォーマンスを監査する上で必要な専門的能力 

① 個人的な能力 

① 機械安全マネジメントの仕組みと果たすべき役割の理解 

② 機械に関する安全技術の理解 

③ 機械安全の実践能力（知識、経験） 

④ 法的要求事項の理解（規格、基準を含む） 

⑤ 自社基準及び手順の理解 

など 

 

② 機械安全マネジメント的な能力 

① リーダーシップ能力（経営層、社員に対する影響力） 

② コミュニケーション能力 

③ マネジメント（機械安全活動を組織し、PDCA を推進する）能力 

④ 法規制、安全規格、安全に関わる管理手法の理解 

⑤ 機械安全方針及び機械安全プログラムの企画能力 

⑥ リスク管理能力 

⑦ 教育訓練企画能力 

など 

 

③ 機械安全プログラム実践に必要な能力 

① 該当機械に関する安全設計、安全技術開発、安全化エンジニアリング能力 

② 各種機械の安全技術の理解、活用能力コミュニケーション能力 

③ リスク低減手法の習得と実践能力 

④ 該当機械の法規制、安全規格の具体的要求事項の理解 

⑤ 情報収集分析能力（特に、製品引渡し後の安全情報） 

など 

 以上のような能力は機械安全を実施する上での必要な専門的能力として求められますが、

機械安全パフォーマンスを監査する人にも同様に求められます。これらの能力を持って、機

械安全を実施した十分な経験と知識を習得して初めて機械安全活動の監査ができると言えま
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す。特に、社内で行う内部監査では、マネジメントの仕組みが構築されているか、機能して

いるかだけではなく、機械安全のパフォーマンスが発揮され、安全な機械を社会に提供する

という企業責任を果たしているかを経営者に成り代わって監査し、必要に応じて指導や支援

を行い、機械の継続的な安全性向上に寄与することが求められます。 

 

（２）マネジメントシステム監査に必要な能力 

機械安全マネジメントの原則と取り組み（Ｑ２０参照）は、現在、多くの企業で取り入れ

られている品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステム、労働安全マネジメント

システムなどで提言されていることと本質的に変わりはありません。したがって、マネジメ

ントシステムを監査するための力量も、機械安全特有の仕組みを除いては同等と考えられま

す。マネジメントシステム監査に必要な能力としては次のようなものが挙げられます（詳細

は JIS Q 19011「品質及び／又は環境マネジメントシステム監査のための指針」参照）。 

① 監査の原則、手法及び技法の理解 

 ② マネジメントシステム及び基準文書の理解 

 ③ 組織の状況を把握する能力 

 ④ 監査計画の立案と遂行能力 

 

参考１：監査員の独立性 

機械安全マネジメントの監査が一貫して厳格に行われるためには、監査員の独立性が必

要になります。監査の効果を 大限に上げるためには、監査は，監査を受ける部門や活動

から独立した有能な人々によって実施されなければなりません。これは、企業の内部監査

においては、被監査部門と直接的な利害関係を持たない別の部門や地区の人材又は外部の

コンサルタントを活用することによって達成されます。 

 

参考２：監査員に求められる監査の原則 

① 倫理的行動：プロフェッショナルとしての倫理観 

② 公正な報告：偏見のない評価に基づく報告 

③ 専門家としての力量発揮：専門知識、経験に基づいた判断 

④ 独立性の維持：公正性、客観性の確保、利害関係の排除 

④ 証拠に基づくアプローチ：事実に基づく判断 
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Ｑ９０ 機械安全活動の監査手順はどのようにすればよいのですか？ 

 
 機械安全マネジメントシステムもその仕組みの基本的なところは、品質マネジメントシス

テム、環境マネジメントシステム、労働安全衛生マネジメントシステムなど、他のマネジメ

ントシステムと変わりはありません。従って、その監査手順も基本的に同じで仕組みが適用

できます。即ち、マネジメントの仕組みである PDCA が回るように構築されており、運用され

ているかを監査することになります。 

監査は、単なる点検活動や監視活動ではなく、機械安全マネジメント全体の有効性と信頼

性に関する独立した情報を収集し、機械安全パフォーマンスの改善と向上を図る組織的な取

り組みでなければなりません。また、経営者にとっては、機械安全マネジメントの各要素が

効果的に機能し、経営者のポリシーが実践され、社会に対するコミットメントが達成されて

いるか判断する機会を与えるものです。従って、監査のプロセスは、マネジメントシステム

には不可欠なものであり、システムの他の要素で代替することはできません。監査は、通常、

定期的に行われます（例えば、年 1回）が、それだけでは監査の役目を果たすことはできま

せん。組織は、マネジメントの有効性と信頼性を日常的に管理する仕組みが必要になります。

また、機械安全マネジメントシステムは他のマネジメントシステムとも関係を持っており、

監査は他のマネジメントシステムと連携して行うこともできます。 

 

（１） 監査手順 

① 監査の目的 

  ・マネジメントシステムが適切に運用されていること、 

  ・リスクアセスメントが組織的に実施されていること、 

  ・機械の安全保護方策が実施され、リスクが受忍可能なレベルに低減されていること、 

   を確認する。 

 

② 監査の手順 

  監査の手順は、 

  ・機械安全マネジメントシステムに関する情報を収集する 

・システムの妥当性とパフォーマンスを判定する 

 

③ 情報の収集 

  機械安全マネジメントに関する情報は，監査のレベルと内容を決定するのに必要になりま

す。情報は通常サンプリングによって収集されますが、信頼できる評価を行うにはどれくら

いのサンプリングが必要かという問題は、監査の性質と程度，その目的と範囲，組織の規模

とシステムの成熟度によって変わってきます。 

 情報を収集する手段としては、 

  ａ．個人面接 

   組織内の管理者、従業員の認識，知識，理解，管理手法，技量及び力量に関する情報

を収集する（これらはミーティングによって実施される場合もあります）、 

  ｂ．文書調査 

   ドキュメント、記録，パフォーマンス基準，手順及び指示などを調査して，力量と理

解の程度、システムの完成度，正確度及び信頼性を評価する。 
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  ｃ．観察 

   法的要求事項の順守状況、リスクアセスメントの実施状況など、監査員の目で実況見

分を行う。 

 

④ 監査の実施 

  ａ．準備 

   ・監査の目的と範囲について，関係者の同意を得る 

   ・収集した文書をレビューする 

   ・監査計画を作成し同意を得る 

  ｂ．実施 

   ・監査会議を開催する 

   ・必要に応じて追加文書を集め評価する 

・機械安全プログラムの実施状況を確認、評価する 

    ｃ．監査報告 

   ・証拠を集め評価する 

   ・監査報告書を作成する 

 

⑤ 判定 

システムの妥当性の判断には，比較する対象が必要になります。明確な判断基準が無いと

評価は信頼できないものになってしまいます。 

ａ．法的要求基準（労働安全衛生法、機械の包括的な安全基準に関する指針、など） 

ｂ．他社とのベンチマーク 

ｃ．業界の判断基準 

ｄ．顧客の満足度 

などを活用して監査の判断ベースとする必要があります。 

 

 監査は，欠陥を発見する活動ではなく，マネジメントシステムの改善と向上に貢献をする

ものとして認識する必要があります。監査では，積極的な達成情況（良い点）と共に改善の

余地（悪い点）を見つけて指摘することが大切です。 

 

（２）パフォーマンスのレビュー 

パフォーマンスのレビューとは，パフォーマンスの妥当性について判定を下し，不具合を

是正するのに必要な処置、日程、責任者を決定するプロセスです。このプロセスは、定期監

査の一部として組み込まれる場合もありますが、監査のタイミングや時期を考慮すると、独

立に、組織全体として取り組むことが望ましい。パフォーマンスのレビューでは、マネジメ

ントシステムが計画通り有効に機能しているかを判断してフィードバックしなければなりま

せん。その重要な情報源は，活動の測定であり，リスクアセスメントを含めた機械安全プロ

グラムの実施状況の監査です。これらの結果として，マネジメントシステムのある部分の再

設計や改定，または方向や目的の全面的な改正を伴うことがあります。責任，時期及び該当

するシステムを特定するためには，適切なパフォーマンス基準を確立しなければなりません。 
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① パフォーマンスレビューの狙い 

   ａ．システムの設計した通りの運用と維持 

   ｂ．目的目標の達成度の測定 

ｃ．環境変化に対応した活動への方向修正 

 

② パフォーマンスレビューの計画 

   ａ．レビューの実施時期（例えば、課単位、部単位、組織全体） 

   ｂ．実施責任者の選定 

ｃ．完了時期の設定 

 

③ パフォーマンスレビューのための指標 

   ａ．機械安全マネジメントシステムの構築と運用状況 

   ｂ．機械安全プログラムの実施状況（個人と組織） 

ｃ．法的要求事項、規格基準の達成状況 

ｄ．顧客満足度 

   ｅ．事故又は事故につながる可能性のある不具合の発生状況 

 

 このような機械安全のパフォーマンスレビューには、迅速な対応が要求されます。小さな

サイクルを回して常に改善に努めることが大切です。また、パフォーマンスレビューでは、

事故の発生や不具合の発生など失敗のみを評価するのではなく、達成度や成功度に重点をお

くことも大切です。機械安全文化はそうした活動によって築かれるのです。 
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Ｑ９１ 機械安全活動の監査の目的と対象は何ですか？ 

 
（１）監査の目的と対象 

機械安全活動の監査は、単なる点検活動や監視活動ではなく、機械安全マネジメント全体

の有効性と信頼性監査し、システムの継続的な改善を行い、経営者のポリシー実現のために

行います。そのために、二つの対象から監査が必要です。 

a.「 機械安全マネジメントシステムの構築と運用」に対する監査 

b.「機械安全のパフォーマンス」に関する監査 

①「機械安全マネジメントシステムの構築と運用」に対する監査 

「機械安全マネジメントシステムの構築と運用」に対する監査は、一般にシステム監査と

呼ばれるもので、品質マネジメントシステムや環境マネジメントシステムの認証監査などで

行われている目的の監査です。次の切り口で監査し、システムの継続的改善につなげること

が監査の目的となります。 

a. システムが組織に合わせて、適切に構築されているか 

b. 組織を動員して適切に運用されているか 

具体的には、組織が決めたマネジメントシステム運用の手順が適切に実施され、また、法

的要求事項や組織が決めた適用基準が守られているかが主な監査対象となります。 

②「機械安全のパフォーマンス」に対する監査 

「機械安全のパフォーマンス」を対する監査は、機械安全マネジメントシステムが運用さ

れた結果、経営者が定めたポリシーに沿った目的、目標が達成されているかどうか、また、

組織の各部門が定めた目的、目標を達成しているかを評価・把握し、適切な改善へと結び付

けることが目的です。具体的には、次の内容を監査することが必要です。 

a. リスクが受忍可能なレベルに低減された機械となっているか 

b. 機械の引渡し後、潜在リスクが増大していないか 

c. 機械の引渡し後、事故又は事故に至る可能性のある不具合が発生していないか 

特にパフォーマンスの監査では、その目的、目標が達成されていない場合は、システムに

フィードバックし、システムの再構築又は改善をして、再発防止や未然防止につなげること

が大切です。また、機械の安全は、根本的には機械製造者の技術レベルに依存していますか

ら、必要に応じて、次の観点など技術面の監査を実施する必要があります。 

a. 安全技術の研究開発が行われているか 

b. 適切で 新の技術が適用されているか 

c. 組織的技術力が動員されているか 
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（２）監査プログラム作成時に考慮する事項例 

 監査の対象範囲は、組織の規模や製造する機械の種類、特性によって異なってきます。監

査プログラムを作成するときは、次の観点を取り込むことが重要です。特に、使用状況の把

握が重要ですから、可能な限り現地監査も含めることが望まれます。 

a. 機械安全マネジメントの組織 

b. 機械を設計、製造する組織部門 

c. 機械を設計、製造するプロセス（生産管理方式及び体制） 

d. 機械の稼動状況（使用状況） 

 
図：機械安全マネジメント監査の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 労働安全衛生マネジメント監査 

（HSE: Successful health and safety management より） 

監査の定義： 
「労働安全衛生マネジメント全体の有効性と信頼性に関する独立情報を収集し、是正処置のた
めの計画を立案する組織化されたプロセス。」 

すべての管理システムは、時間が経つに従って悪化する傾向にあり、また、変化の影響を受
けて陳腐化する傾向にある。監査は、経営者に計画と労働安全衛生マネジメントの各要素がい
かに効果的に実施されているかという情報を与えることによって経営者の監視を支援するも
のである。 

また、監査は、マネジメント体制とリスクコントロールシステムの適切性と有効性に関する
確認の機会を与えるものでなければならない。 

監査の主なる観点： 

・適切なマネジメント体制が運用されているかどうか 

・適切なリスクコントロールシステムが存在し、実行され、組織の危険な側面と整合性がとれ
ているかどうか 

・職場の適切な安全対策が実施されているかどうか 

機械安全ポリシー 

機械安全組織 

機械安全プログラム

と 

実行 

監視と測定 

監査 
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トップマネジメント 

－251－ 



機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

 

Ｑ９２ 機械安全活動の見直しの時期と頻度はどのように決めればよいので

すか？ 

 
（１）機械安全活動見直しの目的 

機械安全活動の見直しとは、機械安全マネジメントサイクルの 終段階であり、組織がそ

の全活動範囲において機械のリスクを低減し，機械安全マネジメントの継続的な有効性を保

証する能力を強化し、維持し、向上することができる「フィードバックループ」を形成しま

す。パフォーマンスの妥当性について判定を下し、不具合を是正するのに必要な処置の種類

とタイミングを決定するプロセスです。組織は、機械安全マネジメントシステムが計画通り

有効に機能しているかを判断してフィードバックしなければなりません。見直しに必要な情

報源は，活動の監視であり、機械安全マネジメントシステムの監査です。また、社会環境の

変化、法的要求事項の新規制定及び改定、組織の変更、基準・規定の変更などがあります。

これらの結果を踏まえ、機械安全マネジメントシステムの部分の再構築や改定，または方向

や目的の全面的な改正を検討しなければなりません。責任，時期及び該当するシステムを特

定するためには，適切な見直し基準を確立しておくことが望ましい。 

 

（２）見直しの時期と頻度 

 見直しの時期と頻度は、監査（レビューを含む）の時期と頻度と連携がとれていなければ

なりません。システムの要素の中には頻繁に監査すし見直す必要のないものもあります。例

えば，機械安全マネジメントマネジメントを実施する組織体制や全体の能力などの監査は，

通常、年一回あるいは半年に 1回程度が一般的です。しかし、各機械の安全性を確保する安

全プログラム（リスクアセスメントのプロセスを含む）の実行を検証する監査などは、機械

の製造プロセスに合わせて頻繁に実施する必要があります。通常は、リスクの大きさなどを

勘案して、機械の製造プロセスの各節点で実施することが望ましい。また、監査を実施する

組織も、必ずしも、システム監査のように組織全体で実施する必要はなく、関係する組織で

実施することが望ましい。 

例えば、監査、見直しの頻度は組織の大きさを考慮して、 

① 個人、部課単位の月例監査と見直し 

② 部課単位の 3ヵ月単位の監査と見直し 

③ 組織単位の年次監査と見直し 

を実施する。 

また、臨時の監査や見直しが必要な場合があります。例えば、 

① 事故又は事故の可能性のある不具合の発生時 

② 法的要求事項あるいは規格・基準の変更があった時 

③ 新しい技術や材料が導入された時 

④ 機械の仕様変更があった時 

などです。 

機械の安全に関する監査と見直しには、あらゆる状況に臨機応変な対応できるスピードが

必要です。このような意志決定には、リスクアセスメントの原則を適用することが有効です。

即ちリスクアセスメントの原則を用いて相対的な優先順位を決定することです。 
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Ｑ９３ 顧客に納入した機械が、建屋内の既存設備から発生した電磁ノイズ  

    で誤作動し事故を起こしましたが、その責任はどのように考えるべき

でしょうか？ 
 

 既存の設備から発生した電磁ノイズで機械が誤作動したため人身事故や物損事故が発生し、

関係当事者間でその責任をめぐり紛争になったり、PLトラブルになったりした事例は過去に

数多くみられます。 

 産業用のロボットが既存の機械設備から発生した電磁ノイズで誤作動し、生産ラインがし

ばしば止まり、ロボットメーカーとそのロボットを採用した事業者とその防止策に要する費

用負担をめぐり紛争に至った例があります。 

 熟練した経験豊かな作業者が工作機械に巻き込まれ死亡した事故では、建屋の工場クレー

ンから発生した電磁ノイズが原因で機械が誤作動し、事故に至ったことが事故調査で明らか

になった事例もあります。 

 一般に産業機械は、受注生産方式で設計製造されています。このため引合い段階又は商談

の段階で、顧客の意図する機械の使用目的や納入場所などを機械製造者は当然知り得る立場

に置かれます。また、詳細な使用条件は、納入契約締結後の顧客との詳細仕様決定のために 

顧客の納入先の工場に出向き打合せをしたり、現地の諸条件をチェックしたりすることも日

常的に行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように顧客との打合せや商談の過程で、機械を納入する製造者は、該当する機械の業

務契約範囲（Scope of works）を適確に把握するとともに、契約範囲外（Out of scope）で

ある機械に関わる次のようなインターフェース条件を明確に把握することが責任を全うする

上で重要な課題となります。 

○ 設置環境条件（温度、湿度、地耐力、建屋構造など） 

○ ユーティリティー供給条件（電力、水、蒸気、油空圧源など） 

○ 電磁環境条件 

○ 排水・廃液処理条件 

○ その他 

 その上で機械製造者は、このような機械を運用するに際して必要なインターフェース条件

に関する仕様を明示した納入仕様書を提出しておくことが必要不可欠となります。 

 これらのことは、製造物責任の法理の視点からみると、下図に示すように製造者責任に関

わる課題と言えるものです。 

 

納入する 

機 械 

機械の運用に要す

るインターフェー

ス条件の仕様明

示、及び必要な指

示警告の付与 

機械製造者の責任範囲 

   
顧 客 
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 以上のような理由から、電磁ノイズによる機械の誤作動に関する責任は、以下のようなこ

とになります。 

 該当する機械の運用上必要なインターフェース条件の仕様決定は、機械製造者の責任です。

したがって、納入する機械の電磁環境に関して、既存の設備から電磁ノイズが発生し納入す

る機械の誤作動要因となる可能性があれば、下記に示すような指示・警告を納入仕様書及び

操作保全マニュアルを通じて顧客に知らしめておく責任があります。 

○ 既存の設備及び動力系・制御系のラインに対するノイズ対策は、契約範囲外であるこ

と（納入仕様書）。 

○ この機械に用いる動力系・制御系のラインに対しては、ノイズ対策を施すこと（操作

保全マニュアル）。 

 この問題は、米国連邦法の統一商法典（UCC：Uniform Commercial Code）の 2‐315 条「特

定目的への適合性の黙示の保証」の法理からみると一層明確になります。 

統一商法典：2‐315 条 

売主が契約の時点でその物品に要求される特定の目的を知り得る理由があり、買主が適

切な物品を選定又は調達するのに売主の技量又は判断に依存している場合には、次の条項

（2‐316 条）の下で除外又は修正されない限り、その物品はその目的に適合するという黙

示の保証が存在する。 

 海外市場向けの機械の場合、機械製造者は、上述したインターフェース条件に関する責任

限界を明確にした上で適確な指示警告を怠り、電磁ノイズで機械が誤作動し顧客の意図する

特定の目的が達せられないようなことになり「黙示の保証違反」で欠陥製品訴訟が起こされ

ることにもなります（下図参照のこと）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような保証違反をめぐる顧客とのトラブルを回避するためには、 

－業務契約範囲の明確化 

－契約範囲外である顧客とのインターフェース条件に関する仕様の明示 

－上記に関わる必要な指示警告の付与 

を納入仕様書及び操作保全マニュアルなどの契約文書を通じて顧客に知らしめておくことが

重要であり、責任問題を明確化することになります。 

買主が売主に当該製品の意図する特定の目的を知らせている。 

又は、売主は買主の意図する特定の目的を知り得る理由がある。 

買主は売主の専門技量・判断に依存して製品を選定している。 

製品が買主の意図する特定の目的に合致ない。 

特定目的への適合性の黙示の保証違反 
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Ｑ９４ 危険ゾーンへの立入禁止の警告ラベルが貼付されていたにもかかわ

らず、危険ゾーンに保全要員が入り込み事故が発生した。 

この場合の事故の責任はどのようになるのですか？ 

 

 機械設備メーカーは、ISO 12100 で規定する「3ステップメソッド」によるリスクの回避低

減を実施する責任があります。このためステップ１の「本質的安全設計方策」により危険源

を除去することにより、又は、機械自体及び／又は暴露される人と機械との間の相互作用に

関する設計特性の適切な選択により、リスクの低減を達成する責任があります（ISO 12100-2, 

4）。 

 ステップ１の方策によってもなお残るリスクに対しては、ステップ２の「安全防護及び付

加保護方策」により、ガード及び保護装置を設けて危険源への人の暴露を回避しなければな

りません（ISO 12100-2, 5）。 

 ISO 12100-2 では、以下の場合にはそれぞれ防護物を選定し設けることを規定しています。 

－ 正常な運転中に危険ゾーンに接近する必要のない場合 

－ 正常な運転中に危険ゾーンに接近する必要がある場合 

－ 機械の設定、ティーチング、工程の切替え、不具合の検出、清掃又は保全のため接近

する必要がある場合 

 さらに人又は身体の一部が予め定めた限界を越えて危険ゾーンに侵入したときに信号を発

する光カーテン、圧力検知マットなどの検知保護設備を選定し設けることを規定しています。 

 これらのステップ 1及びステップ 2の方策を実施した上でステップ 3の残留リスクに対す

る使用上の情報を語句、標識、信号などのような伝達手段で作業者に伝えなければなりませ

ん（ISO 12100-2, 6）。 

 以上述べましたことから、危険ゾーンへの立入禁止の警告レベルが貼付されていたにもか

かわらず、危険ゾーンに保全要員が入り込み事故が発生したという場合、警告ラベルによる

使用上の情報伝達はステップ 3の方策です。機械設備メーカーが、ステップ１及びステップ

２の設計上の方策及び安全防護・付加保護方策を採用していたか否かが問われる事故という

ことになります。 

 一般に産業設備機械では、ステップ１の本質的安全設計方策により、危険源をある程度除

去軽減できますが、さらなる軽減にはステップ２の安全防護及び付加保護方策に拠らざるを

えません。 

 機械設備メーカーが、ステップ 2の方策を採用せずにステップ 3の警告ラベルによる使用

上の情報を伝える方策のみに依存していたのであれば、機械安全に関わる責任を全うしたこ

とにはなりません。 
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Ｑ９５ 機械を保全作業中、第三者が誤って電源を投入し事故が発生した場合

の責任はどのようになりますか？ また、事故防止策は？ 

 

保全作業者が機械の内部又は機械の裏面で作業中に、第三者から見て作業中の人の存在が

死角になっているために気が付かず電源を投入したため、人身事故が発生したという事例は

わが国ではしばしば起こっています。 

 安全の基本は、直接的な視認による確認です。作業者が電源を遮断して作業にあたっても、

第三者がその作業を直接視認できなければ、誤って機械を起動する危険は予見可能性の範囲

内の問題です。 

 したがって、機械製造者は、このような危険を第一に設計上で回避する責任があります。

ISO 12100（JIS B 9700）「機械類の安全性」の Part 2 では、次のように規定しています。 

4.2.1 幾何学的要因 

 制御位置から作業エリア及び危険ゾーンに対して直接の視認性が 大になるように機

械類の形状を設計すること。例えば、死角を低減すること、及び人の視覚特性を考慮して

必要な箇所に間接的に視認する手段（例えば鏡）を選定設置すること。 

             (中略) 

 機械の設計は、危険ゾーンにさらされている人がいないことをオペレータが主制御位置

から確かめることができるようにしなくてはならない。 

          （以下、略） 

 また制御装置及び制御位置について次のように規定しています。 

4.11.8 手動制御に関する原則 

ｄ） 制御装置及び制御位置は、可能な場合はいつでもオペレータが作業エリア又は危険

ゾーンを視認できるように配置しなければならない。 

 大型の機械ではその形状をいくら工夫しても制御位置から作業エリア及び危険ゾーンを見

たときに死角ができます。このため直接の視認性を設計上で確保できるか否かを問わず、安

全防護方策として、第三者による意図しない機械の起動による危険を防止するため機械的拘

束装置を採用する必要があります。 

 ここで言う「機械的拘束装置」とは、ISO 12100 の Part 1 で次のように定義している装置

を指しています。 

機械的拘束装置とは、機械の中に機械的障害物（例えば、くさび、スピンドル、支柱、

車輪止め）を組み込んだ装置で、その強度により危険な動きを防止する装置。 

 機械製造者は、このような意図しない危険な機械の起動を設計上及び防護装置の採用によ

り回避する対策を講じた上で、保全マニュアルの中で、次のような意図を警告する責任があ

ります。 
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保全作業者は、作業に際して機械的拘束装置を用いて、予期しない機械の起動による危

険を回避すること。 

 機械製造者は、ここまでの危険回避対策を設計上実施し、それに関わる警告をする責任が

あります。 

 欧米の安全対策の一つに「ホステッジ・コントロール（hostage control）」という安全概

念があります。機械の調整や保全作業を行う場合、その作業にあたる作業者自身が、第三者

による機械の意図しない起動が絶対にできないように電源や起動装置に南京錠を掛け、その

キーをホステッジ（人質）として作業中保持する。キーをホステッジとして作業者自身が持

っている間は、決して第三者は手が出せない。 

 米国では 1950 年代から NSC（National Safety Council）がこのホステッジ・コントロー

ルの採用を推奨していました。また、欧州では 1960 年代から機械の動力盤の主電源には必ず

カートリッジ・フーズを採用し、作業者は電源遮断後に必ずカートリッジ・フーズを抜き取

り、作業者自身がそれをホステッジとして保持し作業にあたる、ということが産業界に普及

していました。 

 米国ではこのホステッジ・コントロールによる安全概念は、1980 年代の初頭には ANSI に

採用され、1990 年に OSHA に導入され法制化されました。また欧州では 1980 年代に BS に採

用され、その後欧州規格の ENを経て ISO 12100‐2に次のような規定として盛り込まれてい

ます。 

5.5.4 遮断及びエネルギーの消散に関する方策 

 特に保全及び修理に関して、機械は次の措置により、動力源の遮断、及び蓄積されたエ

ネルギーを消散させる技術的手段を装備しなければならない。 

a. 機械（又は機械の決められた部分）をすべての動力供給から遮断（切断、分離）する

こと。 

b. すべての遮断装置を“遮断”の位置に施錠すること（又は他の方法で固定すること。） 

c. （以下、略） 

 以上述べましたことから明らかなように、第三者が誤って電源を投入し事故が発生した場

合の責任は、次のようなことになります。 

事故防止対策 

① 作業エリア及び危険ゾーンに対する制御装置からの視認性の確保（設計対策） 

② 機械の中に機械的障害物を組み込み、その強度により危険な動きを防止する設計対策 

③ 動力源を遮断した後、施錠し得る設計上の対策 

④ ②及び③を必ず実施する旨の警告対策 

 ①から④に至る対策を実施することは、すべて機械製造者の責任であり、④の警告に従っ

た行動をとるのは機械を使用するユーザー側の責任ということになります。 
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Ｑ９６ 監視機器の数値を読み間違って事故が発生した場合、事故の責任 

はどのようになるのですか？ 

 

 関係者が監視機器の示す数値を勘違いして読み誤り事故が発生したというのであれば、そ

の関係者の個人的なヒューマンエラーの問題であり、機器メーカーには責任はありません。

しかし、発生するヒューマンエラーも予見可能なものに対しては、機器メーカーは設計上で

そのヒューマンハザードを回避軽減すべく対応措置を講じる責任があります。ISO 12100-2

では人間工学原則を遵守することを求め次の規定を設けています。 

ISO 12100-2 

 人間工学原則の遵守（抜粋） 

4.8.1 制御器、信号又はデータ表示要素のような“オペレータ―機械”間のインターフ

ェースに関するすべての要素は、オペレータと機械間で明確かつあいまいでない

相互作用が可能であるようにして、容易に理解できるように設計しなければなら

ない。 

4.8.8 指示器、ダイヤル及び視覚表示ユニットの選択、設計及び配置は次による。 

－ それらは人間の知覚のパラメータ及び特性に適合する。 

－ 表示される情報は容易に気づくことができ、かつ、内容を識別して理解でき

る。すなわち、オペレータの要求及び意図する使用に応じて長く持続し、明

瞭で、あいまいでなく、かつ理解しやすい。 

 監視機器の数値を読み誤る原因としては、次のようなケースが想定されます。 

① 作業に不慣れな関係者によるヒューマンエラー 

② 数値のデータ表示が視覚上判読し難い 

③ 作業者と機器間のインターフェースに関わる視覚・温度・騒音・振動など環境条件の

不適合 

④ 作業者が使用されている単位に関して不慣れであった 

 ①は顧客の組織上のマネジメント問題であるから機器メーカーが責任を問われることはあ

り得ません。 

②は前述した ISO 12100-2 で規定しているように人間工学原則に反する問題ですから、機

器メーカーに責任が及ぶことになります。 

 ③の作業者と機器間のインターフェースに関わる視覚・温度・騒音・振動などの環境条件

の不適合は、機器メーカーの予見可能性の範囲内で顧客に対して適切な環境条件に関する仕

様を指示警告する形式で伝える責任がでてきます。ただし、この場合に機器メーカーがエン

ジニアリング企業のようなシステムインテグレーターを経由してエンドユーザーに納入する

のであれば、その責任はシステムインテグレーターにあります。 

 ④の作業者が使用されている単位に関して不慣れであったため、数値を読み誤り事故に至

ったケースが、海外市場で発生した場合には、以下に記すように文化の違いから機器メーカ

ーにも責任が及ぶことがあり得ます。 
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海外諸国において、単位はその国の長い歴史の中で培われてきたものですから、一つの

「文化」です。このため単位を国や行政機関が法的に強制することはできません。このた

め米国にみられるように、国民が使い親しんできた単位を安易に SI 国際単位などに切り

替えることはなかなかできません。 

 例えば、長い間オペレーターが使い慣れ親しんできた圧力の単位である“psi（pounds per 

square inch）”を “Pa（Pascal）”に切り替えれば、圧力計の数値を読み誤るトラブル

も発生することになります。 

 技術文書の作成規準を定めた MIL 規格（MIL-STD-38784）では、操作保全マニュアルなどで

用いる単位に関して次のように規定しています。 

4.3.1 ｆ. メートル法が要求されている場合を除き、測定単位は合衆国標準単位（オン

ス、ポンド、ガロン、インチ、フィート、ノット、マイル、など）によること。メートル

法を機器について用いる場合には、合衆国規格への換算値を括弧内に記すこと。 

 したがって、海外市場向けの機器類の単位に SI単位やメートル法を用いる場合には、単位

に関する警告表示をすることが必要不可欠となります。 
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Ｑ９７ 機械製造者が顧客に納入した機械に存在する瑕疵を知りながら放置し

ていたために起きた事故に対する責任はどうなりますか？ 

 

 一般に、機械製造者が出荷の時点で誠心誠意検査しても、その機械に内在する瑕疵を検出

することができないこともあります。顧客にその機械が引き渡され運用されている間に、出

荷段階では知り得なかった瑕疵の存在を製造者が知り得るケースとして、2 つの場合があり

ます。 

① 市場に出ている同種の機械を運用している顧客から瑕疵の存在についての苦情が寄せ

られる場合、 

② 顧客との間で該当する機械の保守契約に基づく定期点検作業中に、瑕疵の存在を知り

得た場合 

 ①のケースは、一般の量産品である家電製品や自動車におけるリコール又は自主回収に関

わる課題であり、機械の製造者も量産品の製造者と同様に適確な対応をとる責任があります。

②のケースは大型のシステム的な機械・装置類に多くみられる例です。 

 いずれのケースにせよ機械製造者は、既に販売又は納入した機械に潜在瑕疵があることを

知り得た時点で、直ちに適確な対応をとる責任があります。 

 

 わが国の製造物責任に関する法理は、欧米社会で生まれ発展したものが導入された経緯か

ら、米国の製造物責任の法理及び判例をわが国は後追いしているという事実があります。し

たがって、この問題も米国の判例法に示されている概念が参考になります。 

 米国の判例法では、欠陥製品を販売した製品製造者は、厳しくその責任を問われますが、

市場に流通している製品に欠陥があることを知りながら放置していた場合には、それ以上に

厳しく責任が問われます。                        

 米国の判例に基づく製造物責任の法理をまとめた「不法行為法リステイトメント」の第 9

条では、この問題について次のように述べています。 

「不法行為法リステイトメント」の第 9条 

製品製造者が、製品の販売後又は流通後に、その製品には人的又は物的被害を生む実質

的危険性を有していることを認識していたにもかかわらず、警告しなかったことに起因し

て生じる人的又は物的被害に対して責任を負うものとする。 

 さらに、第 9条で次のように述べています。 

製品製造者は、次の場合には警告する責任がある。 

① 警告を与える者を特定でき、かつそれらの者が被害の危険性を認識していないことが

合理的に推測でき、警告を与えるべき者に対して効果的に警告を伝達することができ

る。 

② それらの者がその警告に基づいて効果的に行動することができる。 
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 この不法行為法リステイトメントで述べている法理は、受注生産方式の産業機械に適用で

きるものです。受注生産方式で製造された機械は、納入先は明らかですから納入後に知り得

た潜在瑕疵に関する情報は、その顧客に直ちに重要情報として伝達する責任があります。 

 このような潜在瑕疵情報を顧客に伝えるためには、次の事項を満たすことが重要です。 

① 潜在瑕疵に起因するリスクの大きさを推定評価し、リスクの重大性を把握すること。 

② その重大性を示唆する文言を用いた文書で通知すること。 

③ 潜在瑕疵によるリスクを回避する対処法を知らせること。 

④ 文書の送達先は、顧客の責任者に宛てること。 

⑤ 瑕疵情報を顧客に伝えたという証とレコードを保存すること。 
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Ｑ９８ 保守作業者が誤って制御回路の信号指令用のリミットスイッチに接

触したため制御回路が作動せず事故が発生した。このような事故に対

して機械メーカーはどのような機械安全責任予防策を講じるべきで

しょうか？ 

 

 リミットスイッチを用いたインターロックで安全対策を講じることは、日常的に行われま

す。しかし、リミットスイッチは誤って人が触れれば、意図しない誤作動を生み出す危険が

あります。 

 長野県でゴンドラが暴走し多数の負傷者が発生した事故（1992 年）のケースでは、ゴンド

ラを自動運転するコンピューター制御回路の信号指令用のリミットスイッチに、たまたま定

期点検をしていた作業者が、誤って接触したため自動制御回路が作動せず暴走したことが明

らかになっています。 

 リミットスイッチは、この事故のようにヒューマンエラーで誤作動が生じます。機械製造

者は、誤作動が生じ得ることが予見可能な範囲内にあるコンポーネントや機器類を用いるこ

とに対しては、ISO 12100 で規定している 3 ステップメソッドのステップ１に基づき本質的

安全設計方策を実施し、事故を回避する責任があります。 

 特に、安全インターロックシステムや重要な制御回路システムに誤作動が生じる可能性が

予見できるコンポーネントを用いる場合には、製造者は適正なリスク評価を実施することが

必要不可欠です。その代表的なコンポーネントとしてリミットスイッチ及び半導体デバイ

ス・部品を挙げることができます。 

 米国の ANSI ではリミットスイッチに関して次のように規定しています。 

ANSI Z 241.3 2.45 保護（抜粋） 

○ プライマリー・プロテクション（Primary protection）： 

保護手段自体の故障又は意図的なバイパスにより、脅かされるおそれのない保護装置を

いう。 

○ セカンダリー・プロテクション（Secondary protection）： 

予見可能な手段によるバイパスが可能であり、又は採用した保護を無効にする機能不全

となるおそれのある装置又は構造のものをいう。 

リミットスイッチは、セカンダリー・プロテクションの特に重要な例である。 

 リミットスイッチを使用したインターロックシステムを採用するのであれば、そのインタ

ーロックに対するリスクアセスメントを実施する必要があります。BS 5304 Code of practice 

for Safety of machinery では、インターロックシステムを採用する際のリスクアセスメン

トについて、次のファクターからリスク評価をすべきであるとしています。 

① インターロックが故障した場合の潜在的な被害の大きさ 

② インターロックが故障した場合の被害の発生確率 

③ そのインター・システムに接近する頻度 

 リスクアセスメントの結果から冗長設計、及びモニタリング回路の要否などを判断しイン

ターロックシステムに織り込むことを求めています。  
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 リミットスイッチと同様に、外部の電磁ノイズで誤作動する恐れのあるコンポーネントに

半導体デバイスがある。前述した BS 5304 では、この点について次のように述べています。 

BS 5304: 9.7.7 半導体デバイス又は半導体部品を組み込んだシステム 

9.7.7.1 産業用の半導体デバイスと半導体部品は、極めて高い信頼性があるが、システ

ム全体となると非常に多くのの部品が使用されるために、その信頼性は損なわれること

がある。半導体デバイスは、（中略）電磁気的なデバイスや電子機械的なデバイスでは、

影響されないような電気的な干渉に感応してしまう。 

したがって、半導体を使用している機械の保護装置は、意図する環境で起こり得る潜

在的な干渉であれ、放射であれ、干渉で影響されてはならないということが必要不可欠

なこととなる。製造者もユーザーもその電気的な干渉のレベルを評価し、システムがそ

の干渉に影響されないことを確認すべきであり、又は保護されているということを確認

すべきである。 

 半導体製造装置の国際規格である SEMI（Semiconductor Equipment and Materials 

International）は、SEMI S2-0200 の中で安全インターロックシステムについて次のように

規定しています。 

SEMI S2-0200 

11 安全インターロックシステム 

11.6 電気機械的デバイス及び部品が望ましいが、安全インターロックシステム又はその

システムに関連する部分が使用に適しているかを評価することを条件に、半導体デ

バイス及び半導体素子を使用することができる。 

その適正評価は、過電圧、不足電圧、不足電圧、電源遮断、過渡過電圧、電圧変

動、電磁妨害感受性、静電放電、熱サイクル、湿気、塵埃、振動、衝撃などの異常

条件を考慮すべきである。 

 以上述べたことで明らかなように機械メーカーは、制御回路に信号指令用のリミットスイ

ッチや半導体デバイスを用いたインターロック回路を採用するのであれば、その制御回路に

対するリスクアセスメントを実施し、設置環境に起因する電気的・機械的な外部干渉にその

制御系が影響されないことを確認し、合理的に可能な限り事故防止に努める責任があります。 
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Ｑ９９ 顧客からのリスクアセスメントに基づくリスク情報の要求で、機械製

造のノウハウに関する部分はどこまで開示する必要がありますか？ 

 

 一般的な産業機械の場合、リスクアセスメント情報の提供でノウハウが流出することはあ

り得ません。ノウハウに関わる問題が生じるのは、プロセスプラントを構成する機器・装置

類の場合です。化学プラントの場合には、HAZOP に基づくリスクアセスメントを実施し、プ

ロセス操作の仕様限界を逸脱した場合の危機管理を目的とした操作プロセスに関わるもので

すから、そのリスクアセスメント作業情報提供は、ノウハウの問題が関わってきます。この

ため米国連邦法の OSHA も、プロセスプラントのリスクアセスメントに関しては、プロセス情

報の機密保持契約の締結を認めています。 

機械の製造者が、顧客から納入する機械の安全に関わるリスクアセスメント情報の提供を

求められるようになった背景には、次の指針及び規格があります。 

① 改正労働安全衛生法及び同法に基づく「労働安全衛生マネジメントシステムに関する

指針」の発効 

② ISO 12100「機械類の安全性」の JIS 化 

 これらの法規格類のリスクアセスメントに関する規定は、次のような目的を達成するため

のものです。 

① 機械製造者は、機械に存在するリスクを合理的に可能な限り設計上で回避軽減し、そ

れでもなお機械に存在する残留リスクについては、その機械の使用者である事業者に

伝える。 

② 機械を使用する事業者は、機械の製造者から提供されたリスク情報に基づき、安全衛

生計画を策定実施し、その下に機械を使用し労災事故等の低減に努める。 

 労働安全衛生法に基づく指針では、機械製造者に対してリスクアセスメントのデータ提出

に関して次のように規定しています。 

機械の包括的な安全基準に関する指針 「6（1）ウ」 

 本質的な安全設計並びに安全防護及び追加の安全方策により許容可能な程度に低減で

きないリスクについては、使用上の情報の中で機械を譲渡し、又は貸与する者に提供する

こと。 

危険性又は有害性等の調査等に関する指針 「7.情報の入手」 

(2) 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 ア 新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等のメーカ

ーに対し、当該設備等の設計・製造段階において調査等を実施することを求め、その

結果を入手すること。 

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 「第 10 条」 

事業者は、機械、設備、化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、第 6条第 1項の

危険又は有害要因の特定等に資するように、これらの取扱いに関する事項を記した書面を

入手するよう努めると共に、当該事項のうち必要な事項を労働者に周知させる手順を定

め、この手順に基づき、労働者に周知させるものとする。 
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 これらの指針で機械製造者に求めているリスクアセスメントは、ISO 12100 で規定してい

る下図に示す 3ステップメソッドを順次実施し、なお機械に残留する危険に関する残留リス

クについては、使用上の情報として、その機械を運用する事業者に伝えるためのものである。 

 

図 ISO 12100-2「３ステップメッソド」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように一般的な産業機械の場合、リスクアセスメントに基づくリスク情報を顧客の事

業者に提供するのは、設計上で回避できない残留リスクです。残留リスク情報の提供は、そ

の機械の据付・試運転・運転・保全段階における関係当事者にリスクの存在を知らしめ、そ

のリスクを回避するために実施します。 

 残留リスク情報は、操作保全マニュアル（取扱説明書）及びラベル等を介して警告形式で

顧客に伝えることになります。 

 上述したことは労働安全衛生法及び機械安全に関する規格の視点からみたリスクアセスメ

ントに基づくリスク情報の提供についての考え方です。 

 一方、製品製造者は、安全な製品を設計製造し販売する社会的な責任があります。そこで

設計上で安全が必ずしも確保できない残留リスクについては、その製品の使用者に警告とい

う形式で伝達する必要があります。したがって残留リスクに対する警告の伝達が不備で事故

が発生すれば、製造物責任の法理でいう「警告の不備に基づく欠陥」ということになり製造

者自身が責任を問われる問題となります。 

 リスクアセスメントに関わるリスク情報の顧客への開示は、本来、法や規格で強制される

から実施しなければならないというものではありません。機械製造者は、設計上で回避軽減

できなかった残留リスクの存在を警告という形式で積極的に顧客ユーザーに伝えることによ

り、製造者責任を全うすることができるわけです。機械製造者は、合理的に可能な限りハザ

ードを特定し、そのリスクを評価し、その結果に基づきリスクに起因する被害を事前に防止

すべく 善の努力を払ったという作業過程を示す証がリスクアセスメント関連文書であると

いうことになります。 

 

ステップ１  本質的安全設計方策の実施     （ISO 12100-2:2003,4 参照） 

ステップ２  安全防護及び付加保護方策の採用 （ISO 12100-2:2003,5 参照） 

ステップ３  残留リスクについての使用上の情報 （ISO 12100-2:2003,6 参照）
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Ｑ１００ 洗濯機や冷蔵庫など一般消費者向け機械製品とマシニングセンタ

ーなどの生産設備機械では、安全に関する仕様は同じなのでしょう

か？ 

 

 消費者製品と生産設備機械では、製品安全に関する仕様を決定付ける要素をみると、下記

の表に示すように明らかに異なります。 

 

製品仕様の決定要素 一般消費者製品 生産設備機械 

①製品納入先・ユーザーの特

定の可否 

通常、特定不可 一般にユーザーは特定されて

いる 

②製品を使用するユーザー

の特徴 

家庭の主婦、子供、老人を

含む一般市民 

特定の知識・経験のある作業

者、有資格者など 

③ 準拠すべき法規 

 

製品安全 4法など 労働安全衛生法、高圧ガス保安

法など 

④ 設置環境条件などの  

インターフェース条件 

電源などに限定されている 特定のインターフェース条件

を要する 

⑤製品保全維持に関する 

期待度 

期待できない 保全マニュアルに基づく 低

限の保全作業が実施され得る 

⑥ユーザーに対するトレー

ニングの可否 

不可 可能 

⑦製品安全寿命に対する  

認識度 

認識度は低い 生産性の視点に基づく製品寿

命への認識度が高い 

⑧運用段階におけるユーザ

ーとのコンタクトの可否  

通常、不可 可能 

⑨生産形態（量産・半量産・

受注生産） 

量産 受注生産、半量産 

⑩販売形態（契約に基づく 

販売/販社経由の量販） 

契約形態をとらない販社経

由の量販方式の販売 

契約に基づく販売 

 

 製品製造者は、製品仕様を決定付ける上記表に記した要素を考慮し、安全な製品を設計製

造するため、ISO 12100 で規定している 3 ステップメソッドに基づきリスクを低減していか

なくてはなりません。 

 ステップ１である「本質的安全設計方策」を実施するに際して、人間工学の視点から人体

寸法、人の動特性、筋力、取り扱い易さなどを考慮して、製品の形状・寸法・重量・操作条

件などの仕様が固まっていくことになります。そこで人間工学に関わる上記表中の①、②に

記した違いからも製品仕様は必然的に異なるものになっていきます。 

 次いでステップ２の「安全防護及び付加保護方策」の採用による安全方策を実施するに際

しても、例えば身体の一部が危険ゾーンに入ることを防止するための防護ガードの開口部の

サイズは、人体寸法から決定するので仕様は当然異なるものとなります。 

 このステップ１及びステップ２の設計上の方策によってもなお残るリスクに対しては、ス

テップ３の残留リスクについての「使用上の情報」をユーザーに伝えることによりリスクの
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低減を図ることになりますが、ここでも消費者製品と生産設備機械では明らかな違いがでて

きます。 

 生産設備機械の場合には、上表の③に記した準拠すべき法規に基づき、製造者が提供した

残留リスク情報により、製品ユーザーである事業者は安全衛生計画を策定実施し事故防止に

努める責任があります。 

 したがって、ある一定の残留リスクの存在に対しては、ユーザー事業者が労働安全衛生マ

ネジメントの実施により低減してくれることが期待できます。上表の⑤、⑥に記した保全や

トレーニングの面からも運用段階で更なるリスク低減が可能となりますので、リスク低減目

標レベルも異なってきます。 

一方、消費者製品の場合には、残留リスクはユーザーにより低減されることはあり得ませ

ん。したがって、リスク低減目標レベルは、生産設備機械よりも更に低いレベルまでリスク

を低減することが必要になります。 

 両者のリスク低減目標レベルが異なるということは、製品仕様に基本的な違いがあるとい

うことを意味します。 

 生産設備機械は、図に示しますように受忍可能リスク（Tolerable risk）領域までリスク

を低減し、そのリスク情報に基づき機械のユーザー事業者が更なるリスク低減を測ることに

なります。しかし消費者製品は、許容可能リスク（Acceptable risk）領域まで低減する必要

があります。 

図 リスク低減目標レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ステップ 1)→(ステップ２)→(ステップ３) 

リ

ス

ク

レ

ベ

ル 

受忍不可リスク領域 

受忍可能リスク領域 

許容可能リスク領域 

生産設備機械 

消費者製品 

運用/使用 

 段階 
３ステップメソッドによるリスク
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Ｑ１０１ ISO 12100「機械類の安全性」に基づく機械安全マネジメントを実施

する上で ISO 9001「品質マネジメントシステム」のもつ意味は何で

すか？ 

 

 「安全と品質は表裏一体の関係にある」と英国の政府機関であるHSEが“Health and Safety 

series booklet HS(G)65”の中で述べています。機械安全規格のISO 12100 を論じるのであ

れば、ISO 9001 も併せて論じる必要があります。 

 ISO 12100 に織り込まれているリスクアセスメントに基づく機械安全の達成を目指す安全

概念は、米国の国防総省（DOD）及び航空宇宙局（NASA）による軍需及び宇宙開発プロジェク

トに伴って開発された「システムセーフティー」に遡ることができます。その成果はリスク

ベースド・アプローチ型のモノづくりを規定したMIL-STD-882 規格に結実され、その概念は、

後にBS 5304 を経て現在のISO 12100 に至っています。 

 一方、DOD及びNASAは、多数のベンダーから資機材を調達する開発プロジェクトにおいて、

一定水準の品質マネジメントシステムをベンダーに構築させるべく発行したMIL-Q-9858「品

質プログラムの要求」が、その後BS 5750 を経て現在のISO 9000s に活かされています。 

 このように ISO 12100 と ISO 9000s の両規格は、MIL のシステムセーフティーに織り込ま

れている同一のエンジニアリングとマネジメントの概念に遡ることができます。このような

視点からも安全と品質は切り離せない関係にあるといえます。 

 わが国の産業界の多数の企業がISO 9001 の認証取得に熱意を持って取り組んできました。

しかしISO 9001 は、品質マネジメントシステムを構築するためのものであって、リスクベー

スド・アプローチによる安全達成のための規定は盛り込まれていません。リスクベースド・

アプローチによる安全概念が採り入れられているのはISO 9004「品質マネジメント － パフ

ォーマンス改善の指針」の方です。この規格は、タイトルに示されていますように9001 の品

質マネジメントのパフォーマンスの改善にあります。 

 そこでISO 9004 におけるリスクベースド・アプローチ型の要求規定の例をみますと以下の

ようになります。 

ISO 9004：5.4.2 品質計画（抜粋） 

 効果的で効率的な計画のインプットには、次の事項が含まれる。 

－ 組織の戦略 

－ 法令・規制要求事項の評価 

－ 関連するリスクアセスメント及びリスク低減データ 

ISO 9004：7.1.3.3 製品及びプロセスの妥当性確認、並びに変更 

 プロセス内の起こり得る不具合又は不備の発生の可能性及びその影響を評価するためリ

スクアセスメントを実施すべきである。リスクアセスメントの手法の例として、 

－ 故障モード影響解析（FMEA） 

－ 故障の木解析（FTA） 

－ （以下、略） 

ISO 9004：8.5.3 ロス・コントロール（抜粋） 

 損失防止並びに個々のプロセス及び製品に対する適切な優先度について、効果的で効率的

なプランを開発するための情報は、故障モード影響分析などのリスク分析データにより得ら

れる。 
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 これらの ISO 9004 の規定からも明らかなように、品質マネジメントを実施する過程で品質

計画に始まり設計・開発又は製品品質の妥当性の確認、さらにはロス・コントロールなどの

諸作業でリスクアセスメントの実施を求めています。 

 米国の連邦法であるOSHA は、プロセス機器の健全性を確保するためのマネジメントとして、

リスクベースド・アプローチ型の品質プログラムの策定と運用を要求しています。 

 ISO 12100 に基づく機械安全マネジメントを実施する上で「安全」と表裏一体の関係にあ

る「品質」のマネジメントは、ISO 9001 の認証取得レベルから脱却し、ISO 9004 の要求する

「品質マネジメントシステム」にレベルアップすることが必要です。これによりリスクベー

スド・アプローチ型の品質マネジメントが、リスクベースド・アプローチ型の機械安全マネ

ジメントをさらに押し上げ、高いレベルの機械安全が達成できることになります。 

 

－269－ 





機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

 

機械安全マネジメントＱ＆Ａ１０１ 

参考データ／参考資料：リスクアセスメントの方法と判断基準（例） 

(1) マトリックス法：MIL の例、SEMI の例、ANSI 工作機械の例 

(2) リスクグラフ法：JIS9705-1、ANSI ロボット 

(3) 加算法：ガードマスター社、サイエンティフィック・テクノロジーズ社 

(4) 積算法：ドイツのピルツ社 

 
（１）マトリックス法 

① MIL-STD-882D の例 

表１ 危害のひどさ 

 
 
 
 
 
 
 

表２ 危害の発生確率 

発生の可能性 カテゴリー 発生頻度 

頻繁   （10-１＜X） A 頻繁に起こる 

可能性多い（10-２＜X≦10-１） B 使用期間中に数回起こる 

時々発生 （10-３＜X≦10-２） C 使用期間中にたまに起こる 

可能性僅か（10-６＜X≦10-３） D 試用期間中には起こる可能性がある 

可能性なし（X ≦10-６） E 試用期間中には起こる可能性はない 

     
表３ リスクマトリックス 

    危害のひどさ 
発生確率 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

A  １ ３ ７ １３ 
B ２ ５ ９ １６ 
C ４ ６ １１ １８ 
D ８ １０ １４ １９ 
E １２ １５ １７ ２０ 

 
表４ リスク評価基準 

リスクインデックス 判断基準 
    １～ ５  許容できない 

６～ ９ 望ましくない 
１０～１７ 許容可能（検討要） 
１８～２０ 許容可能 

 

危害の大きさ カテゴリー 被害の大きさ 
致命的  Ⅰ 死亡 
重大な  Ⅱ 重傷 
限界的  Ⅲ 軽傷 
無視可能  Ⅳ 軽微 
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② SEMI の例  

表１ 重大度のグループ 

重大度グループ 人 装置/設備 所有物 

1.突発的 死亡者２人以上 システム又は設備の損失 
環境や人体の健康に重大な影響

を与え、それが持続する科学物

質の漏れ 

2.重大 身体障害をもたらす怪

我または疾病 
重要なサブシステムの損

失又は設備の損傷 
環境や人体の健康に一時的に影

響を与える化学物質の漏れ 

3.中程度 治療を伴うか、作業行

為が制限されるもの 
重要でないサブシステム

の損失又は設備の損傷 
外部に報告する条件を引き起こ

す化学物質の漏れ 

4.軽度 応急措置のみ 重大ではない装置又は設

備の損傷 
報告なしに定期的な清掃を必要

とするだけの化学物質の漏れ 
 

表 2 発生確率のグループ 

確率のグループ 予想される発生頻度 
A.高い頻度 年５回を超え 
B.ほぼ確実 年１回を超え５回以下 
C.可能性がある ５年間で１回を超え、ただし年１回以下 
D.稀 １０年間で１回を超え、ただし５年で１回以下 
E.可能性殆どなし １０年間で１回以下 

     
表 3 危険性査定マトリックス 

発生確率 
危険度のマトリ

ックス 
A. 

高い頻度 
B. 

ほぼ確実 
C. 

可能性がある 
D. 

稀 
E. 

可能性殆どなし

1.突発的 重大 重大 高い 中程度 低い 
２.重大 重大 高い 中程度 低い 低い 
3.中程度 高い 中程度 低い 低い ごく僅か 

  
重

大

度 ４.軽度 中程度 低い 低い ごく僅か ごく僅か 

 

③ ANSI 工作機械の例 

表 工作機械のリスク推定 

危害の重大度 
危害発生の可能性 

極めて重大 重大 中程度 軽微 
極めて起り易い 高い 高い 高い 中程度 
起り易い 高い 高い 中程度 低い 
起りそうもない 中程度 中程度 低い 無視できる 
全く起りそうもない 低い 低い 無視できる 無視できる 
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（２）リスクグラフ法 

① JIS9705-1 の例 

図 システムの安全関連部に関するリスク見積り 

 
 

注１）この図の見方は、例えばリスクカテゴリーが「Ⅲ」と判定した場合は安全方策のカテゴリーは「３」

が妥当であり、「１」では安全方策が不足していることを表している。よって安全方策「N」または

「（N）」に対して「M-」は方策が不十分で「M＋」では、より安全側の方策を選択していることとな

る。 
注２）安全方策のカテゴリーは表参照。 

表 安全方策の分類（JISB9705） 

安 全 方 策

の カ テ ゴ

リー 
要件の要約 安全機能の維持能力 機能上の特徴 

Ｂ ・機能制御システム安全関連部の目的機

能を実現すること 
・欠陥破発生時安全機能を損なう場

合が十分起り得る 

１ 

・カテゴリーＢの要件を満たすこと 
・十分吟味された高信頼性のコンポ ―

ネントを使用し、安全の確保は安全原

則に従うこと 

・カテゴリーＢと同様であるが､安

全関連の安全確保機能の信頼性は

高い 

使用部品の選

択による 

２ 

・カテゴリーＢの要件を満たすこと 
・安全確保は安全原則に従うこと 
・安全機能が適当な間隔でチェックされ

ること（自己チェック） 

・安全機能の消失はチェックによっ

て検出されるが、チェック間隔時

間の間では安全機能を失う 

３ 

・カテゴリーＢの要件を満たすこと 
・安全確保は安全原則に従うこと 
・設計要件：単一欠陥で安全機能を損な

わないこと。単一欠陥はできる限り検

出されること 

・単一欠陥で安全機能は損なわれ

ない 
・全てではないが、欠陥の検出がで

きる未検出欠陥の蓄積によって安

全機能を損なう場合がある 

　

リ ス ク カ テ ゴ リ ー （R）
Ｂ 1 2 3 4

S1(軽 傷 ) M +

Ⅰ N
a

P1(大 )
開 始 点 F1 Ⅱ N (N )

O (希 れ ) b
危 険 源 P2(小 )

S2 Ⅲ (N ) N
(重 傷 ) c

P1(大 )
F2 Ⅳ  N
(頻 繁 ) d

P2(小 )
Ⅴ N

リ ス ク 危 害 の ひ ど さ (S) M -

の 要 素 ＜ Nと (N )の 選 択 は 場 合 に よ る ＞
危 害 の 曝 さ れ る 頻 度 (F)
発 生 確 率    回 避 の 可 能 性 (P )

リ ス ク 見 積 り 安 全 方 策 カ テ ゴ リ ー
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４ 

・カテゴリーＢの要件を満たすこと 
・安全の確保は安全原則に従うこと 
・設計要件：単一欠陥は安全機能実行時、

もしくはその前に検出される事これが

実施出来ない時には、欠陥の蓄積で安全

機能を損なわないこと 

・欠陥が生じた場合、常に安全機能

は損なわれない 
・欠陥は安全機能実施の前の段階で

安全機能実施が必ず間に合うよう

に、予防措置として検出される 

 

 

② ANSI ロボットの例 

表１ ロボットのリスク見積り 

危害のひどさ 危険源に曝される頻度 回避の可能性 カテゴリー 
A2（不可能） R1 

E2 頻繁 
A1（可能） R2A 

A2（不可能） R2B 
S2 重傷 

E1 稀 
A1（可能） R2B 

A2（不可能） R2C 
E2 頻繁 

A1（可能） R3A 
A2（不可能） R3B 

S1 軽傷 
E1 稀 

A1（可能） R4 

 
表２ カテゴリーに対する要求事項 

カテゴリー 安全防護の性能 回路の性能 
R1 危険源の除去、又は危険源の代替 信頼できる制御 

R2A 信頼できる制御 
R2B 監視付単一チャネル 
R2C 

危険源へのアクセスを防止する、又は危険源を停止させ

るための制御装置の構築 
単一チャネル 

R3A 単一チャネル 
R3B 

インタロックなしバリア、クリアランス、手順及び設備 
単純 

R4 注意喚起手段 単純 

 
（３）加算法 

① ガードマスター社の例 

表１ 傷害発生の確率 P 

可能性 ポイント 

確   実 ６ 

可能性 大 ４ 

可能性 中 ２ 

可能性 小 １ 
 

表２ 傷害のひどさ Ｓ 

重大さ ポイント 

致命的 ６ 

重 大 ４ 

深 刻 ３ 

軽 微 １ 
 

表 3 危険源に接する頻度 Ｆ 

頻 度 ポイント 

頻 繁 ４ 

時 折 ２ 

  稀 １  

 

              式１  トータル値 ＴＶ 

ＴＶ ＝ Ｐ＋Ｓ＋Ｆ 
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              表４  リスクレベル ＲＬ 

ＴＶ レベル値 リスクレベル 

１４～１６ レベル ４ 

１１～１３ レベル ３ 

８～１０ レベル ２ 

リスク高 

０～７ レベル １ リスク低及び中 

 

② サイエンティフィック・テクノロジーズ社の例 

表１ 傷害発生の確率Ｐ 

可能性 ポイント 

確   実 ６ 

可能性 大 ４ 

可能性 中 ２ 

可能性 小 １ 
 

表２ 傷害のひどさＳ 

重大さ ポイント 

致命的 １０ 

重 大 ６ 

深 刻 ３ 

軽 微 １ 
 

表３ 危険源に接する頻度Ｆ 

頻 度 ポイント 

頻 繁 ４ 

時 折 ２ 

希 １ 
 

 

表４ 付加ファクター Ｋ 

ファクターの例 結果に対する処置 

２人以上の人間が危険源に曝される。 傷害の重大さを人数倍する。 

動力が完全に遮断されていない危険区域内に入っている時

間が長引く。 

アクセス時間が１５分を超える場合は、危

険源に曝される頻度を１ポイント増やす。 

操作者が初心者であるか又は訓練を受けていない。 トータル値に２ポイント追加する。 

アクセス間隔が長期（例えば１年）になる（特に、モニター

システムにおいて、進行性で検知できない故障が起こりやす

い）。 

危険源に曝される頻度に、 大値に相当す

る値を加える。 

                  

式 トータル値 ＴＶ 

ＴＶ ＝ Ｐ＋Ｓ＋Ｆ＋Ｋ 

                  

表５ リスクレベル ＲＬ 

ＴＶ リスクレベル 

１４～ 高 

８～１３ 中 

０～７ 低 
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（４）積算法 

 ドイツのピルツ社の例 

表１ 発生の可能性（ＬＯ）／危険との接触 

発生の可能性（ＬＯ）／危険との接触 ポイント 

殆ど起こり得ない − あるとすれば右の数値以下の割合（細小の極限状況） ０．０３３ 

 殆ど起こりそうにない − しかし起こることも考えられる   １ 

 起こりそうにない − しかし起こり得る   １．５ 

 起こり得る − しかし殆どない                       ２ 

 場合によっては起こり得る − 起こり得る   ５ 

 多分起こる − 驚くに値しない   ８ 

 起こりやすい − 予期したときだけ  １０ 

 必ず起こる − 疑いなく                １５ 

 

表２ 危険にさらされる頻度（ＦＥ） 

危険にさらされる頻度（ＦＦ）    ポイント 

毎 年 ０．５ 

毎 月    １ 

毎 週    １．５ 

毎 日    ２．５ 

毎 時    ４ 

常 時    ５ 

 

表３ 起こり得る災害のひどさ（ＤＰＨ）− 最悪の場合を考慮して 

 起こり得る災害のひどさ（ＤＰＨ）− 悪の場合を考慮して ポイント 

 引っ掻き傷／打撲傷    ０．１ 

 裂傷／軽傷    ０．５ 

 小さな骨折又は軽い病気（一時的）    ２ 

 大きな骨折又は大病（一時的）    ４ 

 １本の手足、眼球及び聴力の損失（永久）    ６ 

 両手足、両眼球の損失（永久）   １０ 

 致命傷（死亡）   １５ 
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表４ 危険にさらされる人数（ＮＰ） 

危険にさらされる人数（ＮＰ） ポイント 

１ 〜  ２人 １ 

３ 〜  ７人 ２ 

８ 〜 １５人 ４ 

１６ 〜 ５０人 ８ 

５０人を超え １２ 

 

式 トータルポイント算出式 

トータルポイント ＝ ＬＯ・ＦＥ・ＤＰＨ・ＮＰ 

 

表５ リスクレベル 

リスクのレベル ポイント 

 レベル１（取るに足りない） ： 健康と安全にごく僅かなリスクし 

                 か呈さない。 
５以下 

 レベル２（程度は低いが重大）： 安全の制御手段を必要とする危険 

                                を含む。 
５〜５０ 

 レベル３（程度が高い）   ： 緊急に安全の制御手段の実施を要 

                                する潜在的な危険を有する。 
５０〜５００ 

 レベル４（容認できない）  ： この状態での継続的な運転は容認 

                                できない。 
５００を超え 
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おわりに 

 

「機械安全マネジメントシステムの標準化」の看板を掲げての調査活動も４年間を消化し

終了することになりました。少人数の有志の知恵と努力を重ねて、機械安全及び機械安全マ

ネジメントの普及・推進を取り巻く諸課題を一つひとつ掘り起こし、理論付けを行い、しか

るべき提言を実施し、大きな成果を上げることができましたことは、委員有志及び事務局の

皆さまの強い問題意識と献身的な努力の賜物であり、心から深く感謝しております。 

部会の調査結果は、年度ごとの活動報告書に、それなりに完成された資料集としてまとめ、

（社）日本機械工業連合会の法人会員及び団体会員に配布するといともに、適宜講演会を開

催し成果を一般の方々にも広く披露し、その活用を図ってきました。部会の活動は、機械製

造企業の機械安全関係者に少しは役立ったものと自負もしている次第です。 

一方、日本における機械安全推進環境は、労働安全衛生法の改正等によって少しずつ変化

しようとしていますが、まだまだ課題が多くあるのが実態です。特に、機械安全、機械安全

リスクアセスメント、機械安全マネジメント、機械安全マネジメントシステムなどの概念だ

けが先行し、関係者の口の端にのるものの、多くの機械製造企業の関係者がそれでは何をど

のように行えばよいのか、具体的行動となるとどうしていいのか分からず悩んでいる例が多

いようです。誰もがすぐに行動に移せるようにもっと分かりやすく紹介してもらいたいとの

要求が強いようです。例えば、機械安全リスクアセスメント手法に関する分かりにくさ、説

明の不親切さ、手法の未完成さなどに関し、どうにかして欲しい、改善をしてもらいたいと

の希望が特に強いようです。これらの課題に対しても、今回の「機械安全マネジメントＱ＆

Ａ１０１」では、適切に回答を提供したつもりです。 

機械安全の普及のための活動は、これからが本番と考えております。本部会の活動は一先

ず終了しますが、今後は企業事例の交換などを通じて企業間での切磋琢磨が必要であり、そ

うしたことを関係者は求めております。各企業が自社事例を進んで発表し合うことによって、

日本の機械安全文化レベルをお互いに認識して高めあい、結果として国際競争力が強化され

経済発展に活かされることを望んで止みません。こうした歩みは、当然、機械設備に関する

障害事故の撲滅に貢献することになり、安全な職場、安全な社会、安全な家庭を実現するこ

とにつながります。 

常に、機械安全普及の原点に立ち戻って、再度普及のための課題を再確認し、普及が滞っ

ている本質的な課題への対処に取り組むことが、急がば回れではありませんが現時点で必要

なことであると感じています。機械製造企業の機械安全関係者が困っている諸課題は、本来

各企業内で知恵を出し解決すべき内容であると言えますが、共通の課題は企業間で協力して

解決する姿勢もまた必要です。企業間の横並び思考の強い日本社会の伝統的経営思想がある

ことにも配慮しながら、機械安全及び機械安全マネジメントに関する切磋琢磨をいかに図る

かが、今後の課題と考えております。 

そのためにも、本部会の作成した活動報告書の内容に対し、忌憚のないご意見を期待して

いる次第です。今回の報告書の内容についての講演会（報告会）の開催も実施したいと考え

ておりますので、会場での意見交換なども含め、ご意見をお聞かせいただければ幸甚です。 

最後に、再度、4 年間の活動を支えてくださった委員各位及び強力な推進力をもつ事務当

局に厚い感謝の意を表します。ご協力ありがとうございました。 

 

― 完 ― 
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