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当会は、経済産業省、日本自転車振興会及び関係団体のご協力を得て、「機械安全の標準化

事業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。 
これは、機械安全の国際標準化活動における国内審議団体としての使命を果たすとともに、

その普及活動を通じて我が国における機械安全の確保に貢献しようとするものであります。 
機械安全は、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の発足を契機に、関連するＥＮ規格が制定さ

れ、これに基づく国際規格化が進められるなど、世界的にもその重要性が認知されてきており

ます。 
我が国においても、平成 18 年の労働安全衛生法の改正により、機械設備の安全性確保を求

める仕組み構築への第一歩を踏み出しましたが、取り組む企業側の態勢整備やこれを支援する

社会的要素基盤の整備もこれからという状況であります。 
平成 19 年度は当会の機械安全推進特別委員会の下に機械安全普及部会を立ち上げ、こうし

た状況を踏まえ、改めて的確な現状分析を行い、課題を整理し、今後の取り組み方策を立案す

るため、主に労働安全衛生法改正の狙いを実現するための課題と解決すべき問題点及び企業マ

インドの改革、社会基盤の整備、より良い仕組みに向けての課題と解決すべき問題について調

査、検討を実施しました。 
また、「機械安全」の普及を促進するため、機械安全への取り組み企業の事例紹介、機械安

全国際規格の最新情報及び中国基準認証制度について、主に機械製造業の経営者、設計担当者

及び生産現場の技術者等に向けて２回の講演会を開催いたしました。 
本報告書は、この調査、検討と講演会の資料を取り纏めたものであり、関係各位のご参考に

寄与すれば幸甚であります。 
 

                      平成 20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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はじめに 

機械安全の普及促進について、優先して実施する方策は多岐にわたると思われる。それらの方策

案を明確にするためには、先ず、日本の現状を把握すると同時に欧米、中国、韓国、東南アジアな

ど世界の動向を把握し、現状の分析をするとともに問題点を明確にする必要がある。本事業では「機

械安全普及部会」を立ち上げ、ＩＳＯ、ＩＥＣの国際標準機関の動向も見ながら、国内における問

題点を明確にし、機械安全の普及促進を実効あるものにする方策案を討議して、次段階の具体策に

方向付けすることを目的に討議を行った。 

我が国の動向と現状分析、問題点の明確化では、政府の施策、企業の対応状況と課題、要素基盤

について整理した。特に要素基盤では、保険、裁判制度、認証制度、研究推進基盤、知的基盤、大

学、学会など、海外の動向を参考にしながら日本の企業経営に合う法規、制度の整備の可能性につ

いて討議を行ったが、課題が多岐にわたることに加え欧米やアジア諸国などとは事情が異なる場合

も多く、具体的方策案については大きなカテゴリでの作成に止まった。 

また、本事業では機械安全の普及促進の観点から、機械安全を広く外部へ知らしめる方法として、

平成２０年１月と同３月に計２回の講演会を実施した。第１回目ではブリヂストンとトヨタ自動車

の機械安全の取り組み事例の紹介、第２回目では国際安全規格の最新情報と中国基準認証制度（Ｃ

ＣＣマーク制度）についてである。本報告書にはそのレジュメを参考として記載した。 

本報告書が機械製造企業をはじめ、機械業界に携わる多くの企業の機械安全への取り組みに寄与

するものと期待する。 

機械安全普及部会 

主査 栗原 史郎 
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1. 機械安全普及部会での議論のまとめ 

機械安全普及部会の第 1 回から第 3 回における主要な議論を、以下の観点から整理した。 

 法制度と行政の枠組み 

 安全に対する社会の認識 

 安全に対する企業の認識 

 企業のプラスミッション 

 安全のための人材確保 

 安全の責任 

 保険制度 

 日機連への期待 

1.1 第 1 回 平成 19 年 10 月 26 日 

1.1.1 法制度と行政の枠組み 
 日本の産業は、産業革命後のヨーロッパの技術を導入したものが基本となっており、法制

度に関しても同様であるため、本当に定着しているとは言いがたい。 

 海外では、アメリカの連邦法と OSHA が極めて大きい影響を与えている。南米、中近東

も OSHA に準拠することを要求している。 

 労働者が OSHA に対して査察を要請する仕組みがある。労働者の知る権利が重視されて

いる。 

 事故そのものの対策をするだけでなく、それを誘発している仕組みを変えていくことが重

要である。安全に関する仕組み、法律、標準、権利意識を整えることは、安全を推進する

前提である。 

 アメリカでは国防省が安全を政策として普及させた影響が多きい。政府調達の契約条件に

MIL-STD-882 を取り入れたことで広まった。 

 海外では政府調達が規格を主導している例があるが、日本ではそのようになっていない。 

 自動車の車検制度のような制度が、機械にも導入されるとよいかもしれない。 

1.1.2 安全に対する社会の認識 
 海外では労働者の権利意識が高い。日本では、余計なことは言わない主義が蔓延している。 

 海外では、ボトムアップとトップダウンの両方から認識されている。 

 安全は、理念、哲学、文化にも関わる。広い領域を見渡して、安全学として構築すること
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が求められる。 

 イギリスの HSE では、安全と品質はコインの裏表といわれている。 

1.1.3 安全に対する企業の認識 
 機械を発注するユーザ企業側に、安全に関する権利の意識が低い。海外ではプラントオー

ナーの権利意識が高い。 

 海外向け輸出企業と、国内向けが主流の企業では、考え方にかなり大きなギャップがある。 

 機械メーカが内向きになっているだけでなく、国もその外郭団体も内向きである。 

 日本の企業の現場では、コストがかかるテーマについては、法律等で規制して欲しいとい

う声もある。 

1.1.4 企業のプラスミッション 
 安全を確保するための要件を洗い出して羅列することから始めるべき。 

 安全を確保するためのモチベーションも明確にすることが必要とされる。 

 失敗学や失敗事例は、技術的な面では役に立つが、マネジメント面では参考にならない。

実際の事故はマネジメント面の失敗が原因になっていることが多い。 

 失敗事例は、複数事例を分類して抽象化しないと役立てにくい。要素技術まで落とし込ん

で、一般的に知識化されたものは役に立つ。 

 安全であるということは価値になっているはず。安全であれば価格が 3 割増しでも売れる

のではないか。 

 他の機械より安全であることを売りにして、シェアアップに繋がっている事例がはるはず。 

 成功例が見えてきていない。成功例をもっと広く伝えることが必要とされる。 

 安全はプラスととらわれにくいが、セキュリティはプラスと認識されやすい。テロの危険

性なども含めて、セキュリティの面もハザード分析で考慮することが求められるようにな

ってきている。 

1.1.5 安全のための人材確保 
 図面を手書きしていた時代には、図面チェック時の上司のやり取りを通じて、知識の伝達

や教育が行なわれていた。CAD 化が進むことにより図面の注記がなくなり、知識の伝達

が難しくなった。それを標準化やマニュアル化により補おうとしているが、Know How は

伝えられても、Know Why を伝えるには限界があり課題となっている。 
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1.1.6 安全の責任 
 社会が認める基準と説明責任、及び国際間取引をしていくための基準を明確にしていくこ

とが求められる。 

1.1.7 保険制度 
 認証機関の本来のミッションはリスクの明確化である。リスクを明確にしない限りは、保

険は成立しない。現在の日本には、その仕組みが存在していないため、その仕組みを作る

ための検討が必要とされる。 

1.1.8 日機連への期待 
 第 1 回では議論しなかった。 

1.2 第 2 回 平成 19 年 12 月 5 日 

1.2.1 法制度と行政の枠組み 
 アメリカでは、OSHA ができたときに、誰であっても OSHA に作業現場の査察を要請で

きる仕組みを構築した。査察の少ない事業所は、保険料が安くなる仕組みもある。 

 OSHA についてもっと学ぶことが必要とされる。OSHA では品質についての規定もある。 

 OSHA では査察の際、告発者、組合代表者と経営者が立ち会う。組合の代表者は、告発者

の立場に立つ。 

 「政府調達に国際規格の遵守を取り入れる」という視点は重要である。 

 官庁からの法律改正が難しければ、議員立法で実現することも検討すべき。 

1.2.2 安全に対する社会の認識 
 労働安全から、「本質安全」にシフトしていくことが必要とされる。労働安全に本質安全

の思想を取り入れるという方向が望ましい。 

1.2.3 安全に対する企業の認識 
 本質安全設計により機械そのものを安全にシンプルにすることで、安全性を実現するとい

う思想を理解してもらうことが必要とされる。 

 機械ユーザ企業では、自分たちで防護装置を取り付けて安全にする、という文化が定着し

ているため、機械で安全を確保する考え方に抵抗がある。 

 安全な機械を使うと安全対策費が不要となるため、担当部署の仕事が無くなることに抵抗

感がある可能性がある。 

 プラント等の大型システムでは、保護対策をする代わりに、人が立ち入らないシステムと

するように、本質的安全の対策方向が変化してきている。RBM（リスクベースドメンテナ

ンス）により稼働率を向上させる方向である。 

 生産技術部門が安全に取り組むことが必要とされる。現状は、労働安全として労務関係部

署が担当していることが多い。 
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1.2.4 企業のプラスミッション 
 安全装置を付けると作業しにくいのは後付であるため。最初からバリアフリーであれば、

作業しやすい職場となるはず。全体最適化の追求が重要である。 

 安全の提唱の際には、生産性を低下させないというポリシーも重要。 

 最も重要なことは本質安全の実現であり、そのためには標準化が必要とされる。 

 事故による損失の低減だけでなく、稼働率の向上によるベネフィットの指標化も重要であ

る。 

 経営トップを前向きにさせるには、安全が儲かることを示すことが重要である。 

 工場で使用する機械は、全て国際標準にしないとマネジメントが難しい。 

1.2.5 安全のための人材確保 
 本質安全を行なうには、従来の考え方や方法は通用しない。リスクを説明できる人を育成

することが必要である。 

 現場の技術者を底上げするためには、OJT のみでなく、大学の講義として教育することが

必要である。機械安全の技術に関する専門家は、日本の中では層が薄い。 

 MOT（技術マネジメント）のように、機械安全を大学で普及させる方法も考えられる。 

1.2.6 安全の責任 
 OSHA では、製造事業者は、コンプライアンスプログラムを作成して運用することを求め

ている。 

 アメリカでは、コンプライアンスの基本は Good Engineering Practice（GEP）である。GEP

がコンプライアンスの中核であり、法律はその下に位置づけられる。 

1.2.7 保険制度 
 製造業界と保険業界が協力して機械のリスク算出を行なう仕組みが考えられるのではな

いか。 

 実態として日本の保険業界は規模が小さい、また保険ブローカが存在していない、そのた

めにリスクベースで対応することには限界がある。アメリカでは保険ブローカの規模が大

きく、力も強く、独自にアセッサを養成しているところもある。 

 本来は、保険業界としては客観的なリスクを評価して公開し、商取引にのせる役割がある

と考えられる。 

1.2.8 日機連への期待 
 方策案をまとめていくにあたっては、誰に対して、どのような提案をするか、シナリオと

して考えることが必要とされる。 
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1.3 第 3 回 平成 20 年 2 月 6 日 

1.3.1 法制度と行政の枠組み 
 最近の行政の方向性としては、事故報告と公表であるが、この方法では本当に重要な予防

安全を実現するには時間がかかりすぎる。 

 現在は設備安全が厚労省の責任になっているが、機械製造・設備エンジニアリングの見地

からは、機械安全・設備安全について経産省の責任とすることが望ましい。 

 ハードウェアは経産省、手順（プロシジャー）と人に関しては厚労省の管轄とすべき。 

 日本にも EU 機械指令のような仕組みが必要。上位の枠組みとして法律を構築しないと、

機械安全の規格を生かすには無理がある。 

 アメリカのシステムセーフティの考え方は、3 つの階層で構成される。単体機械のプロダ

クトセーフティ、設備の施工・試運転が含まれるファシリティセーフティ、そして化学プ

ロセスプラントへの適用を可能とするプロセスシステムセーフティである。 

 アメリカの OSHA の適用は、南米、東南アジア、中近東にも広がっているため、インセ

ンティブが拡大している。 

1.3.2 安全に対する社会の認識 
 アメリカでは訴訟社会であるために、法律がなくても社会の仕組みとしてドキュメンテー

ションを用意する仕組みができている。 

 認証機関をモニタリングする仕組みが必要と考えられる。 

1.3.3 安全に対する企業の認識 
 RA（リスクアセスメント）は自らの妥当性を主張するものであることが理解されていな

い。 

 RA が正しく理解されていないのが最大の問題。 

1.3.4 企業のプラスミッション 
 経営トップの責任は非常に大きく、その判断が原因として司法責任を問われた例は数多い。 

1.3.5 安全のための人材確保 
 海外では Know How より Know Why が重視されるが、日本の教育にはこの視点が欠けて

いる。 

1.3.6 安全の責任 
 ドイツでは、安全は供給メーカの責任とされている。 

 説明責任は、なぜ安全であるかということを、論理的に説明すること。それは設計者を守

ることにつながる。 
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1.3.7 保険制度 
 保険の仕組みを変えると、全体の体制が変わっていく可能性がある。現状の PL 団体保険

では、まじめに取り組む企業ほど損をする。 

 損保業界と一体となって企業評価を実施することが有効と考えられる。 

1.3.8 日機連への期待 
 日機連の取組みとして、企業トップへのアプローチを含めるべき。 

 日経新聞の論説等に取り上げられるよう働きかけを進める。 

 日機連の取組みとして、システムセーフティのどの階層までを扱うのかを明確にする必要

がある。 

 日機連会員企業の労働安全の観点からも、ファシリティセーフティまで対象とすることが

必要とされる。 

 日機連には安全に関する連合体のオーガナイザ機能が求められる。 

 安全宣言を行う機械安全フォーラムの立ち上げが期待される。 

 安全に対する事業者の取組みを評価する仕組みが必要とされる。 

 損保業界と一体となって企業評価を実施することが有効であり、日機連にはその点から損

保業界をサポートすることが期待される。 
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2. 現状認識の整理と方策案検討 

製造産業分野における機械安全推進に向けて、現状認識の整理と方策案の検討として整理した。

整理した結果を付録 A に示す。 

第 1 回普及部会の議論を踏まえて、現状認識の整理として付録 A と同様の形式で作成した資料

を第 2 回普及部会で示し、その内容について議論をいただいた。第 2 回普及部会での議論に基づき

検討を進め、「日機連の役割」の項目を追加し案として作成し、第 3 回普及部会でその内容につい

て議論と確認をいただいた。付録 A は、第 3 回普及部会での議論を反映し、各委員に確認をいた

だいた最終版である。 
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3. 我が国の機械安全の確保に関する現状の課題と対応方策案 

3.1 現状の課題 

3.1.1 基本認識 

労働安全衛生法の改正により、我が国においても漸く国際標準に取り入れられているリスクベー

スド・アプローチに基づく機械設備の予防安全の枠組み構築に向け一歩踏み出すことができたが、

既存の制度の部分修正という性格上、まだ不完全性が残っている。また、この改正の狙いを具現化

するには、企業側の態勢もいまだ不十分であり、また制度を支える社会基盤も未熟である。 

3.1.2 主要な課題 

(1) 労働安全衛生法改正の狙いを実現するための課題 

(1-1) 機械設備ユーザ（事業場）の取り組み体制の問題 

今回の法改正を有効に機能させるには、ユーザ側の取り組みのレベルアップが重要であるが、こ

の改正は従来の勤労部門が主導する“作業安全”中心の取り組みから、“機械設備安全”をまず先

にしっかりやり、その上で“作業安全”をやる取り組みへの変革を促すものといえる。製造現場の

機械設備は当然のことながら品質や生産性の追求が求められ、この任務は言うまでもなく生産技術

部門が負っている。安全性と生産性は時として（特に保守点検、修理等の非定常作業時）、トレー

ドオフの関係になりがちであり、生産技術部門が安全性も含めて主体的に取り組まねば効果は上が

らない。しかしながら一部の先駆的企業を除けば、まだ多くの製造現場で勤労部門主導の労働安全

活動の協力者として生産技術部門が参画するレベルにとどまっているというのが実情である。企業

のトップマネジメント層が認識を高め、ポリシーを明確にして変革の指示を出すことが求められる。 

(1-2) 専門人材の不足と活用方策の問題 

企業が機械設備安全に取り組むには、現状、機械安全の専門家が圧倒的に不足している。改正労

働安全衛生法に織り込まれた努力義務を忠実に実行しようとするならば、早急に人材を育成、確保

する必要がある。しかし、専門人材がいれば機械設備の予防安全が進むわけではなく、前提として

ものづくりプロセスのマネージメントシステムの中のどの局面でどのような機能を発揮してもら

うかの役割（ミッション）が明確になっていないと実効は上がらない。実際専門知見を身につける

ための外部育成方策（off-JT）については既にいくつかの機関が教育、認定事業等を立ち上げてサ

ービスを提供し始めており、育成の目的と活用先がはっきりすれば相応の費用はかかるものの育成

の手段は揃いつつある。先ずは専門人材をどのように活用するかの枠組みを作ることが重要である

が、ほとんどの企業ではまだこれができていない。 
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(1-3) “設備（facility）”としての機械システムに対する安全確保方策の明確化 

生産設備には機械単体で完結するものもあるが大規模な生産設備では多数の機械がラインとし

て連結されていたり、プラント化しているものが多い。改正労働安全衛生法に基づく機械安全の詳

細指針である「機械の包括的な安全基準に関する指針」（以下、包括指針と略）は、機械安全の基

本規格である ISO12100 の考えをベースに策定されているが、ISO12100 は欧州の機械指令の整合

規格として作られた EN 規格をベースとしていることもあり、多数の機械がライン化されたり、プ

ラント化された統合生産システムに適用するには不十分な面がある。また、このような機械システ

ムでは、これを使って生産を行う事業体が自ら設備エンジニアリング部門を持ち、システムを構成

する機械を一部単体機械メーカから調達し設備を構築する事例が多く、この安全確保の取り組みプ

ロセスは、機械メーカとユーザ企業といった単純な組み合わせモデルでは扱えない複雑さがある。

法律改正の狙いをより確かなものにするためにも、“設備”としての機械システムに対する安全確

保のプロセジャーを提供できるよう、もう一段の検討が必要である。 

(1-4) 「本質安全化」の啓蒙 

ISO12100 や包括指針に明確に記載されているように、設計時の安全の確保の先ずとるべき方策

は本質安全であることは、関係者間では常識化しているが、それを具体化する上での基本原則につ

いて必ずしも十分に理解が行きわたっているとは言えない。また、安全防護策のようには価格転嫁

の理由づけが難しいこともマネジメントのモチベーションを高められない理由となっていると推

測される。―方、設備ユーザとしての事業場にあっては、保全における設備の本質安全化が、安全

性のみならず生産性と維持コストの低減化の上でも重要であり、一部先駆的企業では生産技術部門

の主導の下に取り組まれているが、まだ少数にとどまっている。更にその効用を付け加えるならば、

本質安全化は省資源、省エネルギーを促進し、世界的課題である温暖化抑制にも寄与するものでも

ある。より多くの企業において、本質安全化が優先事項として定着するよう更なる普及の努力が必

要である。 

(1-5) 労働基準監督署担当官及び労働安全コンサルタントのレベル向上 

リスクベースド・アプローチによる機械設備の安全性確保の努力義務を実際に事業場側に対して

行政指導に当たるのは、地方の労働基準監督署の技術系担当官であり、担当官が的確に対応できな

ければ定着は思うようには進まない。しかし現実には関連知見に通じている担当官の数は圧倒的に

少ないとの指摘がある。平成 13 年に出された包括指針の中身でさえ理解していない人が多かった

とも言われている。 

事業場の前向きな取り組みを正当に評価してもらうためにも、技術系担当官の知見の向上が望ま

れる。 

また、労働安全コンサルタントに関しても同様なことがいえる。従来の作業安全を中心の知見に

とどまり、設備安全の知見が不足している方が多いとの指摘がある。法改正に合わせこれに対応で

きるよう資格基準の見直しや専門分野の区分けなども検討が必要ではなかろうか。 
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(2) 企業マインド、社会基盤、よりよい仕組みに向けての課題 

(2-1) 企業のモチベーションの向上とコンプライアンスの定着 

労働安全衛生法への対応や PL 訴訟等民事法への対処策としての動機だけでなく、経営者には、

より積極的に機械安全に取り組むことが企業価値を高めるというプラスミッションの認識を持っ

てもらう必要がある。さらに言えば企業内の関係者のみならず投資家も含めたステークホルダーが

これを共有するまでになることが望まれる。こうした認識をベースとして、企業経営者には機械安

全に対するポリシーを明確にしてイニシアチブを発揮することが望まれている。しかし現状は、機

械安全に取り組むことが企業価値を高めるとはどういうことが漠然としており企業経営に必ずし

も根付いてはいない。企業価値を高めることの意味を明確化して企業のみならず社会の共通の価値

観にまでしていく必要がある。 

また昨今、企業のコンプライアンスへの認識の欠如が問題になっているが、米国では OSHA の

品質に関する規定の中で、メーカに対しコンプライアンスプログラムの作成と運用を求めているな

ど、コンプライアンスの認識が高い。また欧州では機械安全に対するコンプライアンスの基本とし

て Good Engineering Practice という設計に対する理念があり、法律に優先するものとの認識が定

着している。 

我が国ではコンプライアンスを「法令順守」と訳することが一般化しているため“法律さえ守れ

ば後は何をしてもよい”という間違った解釈を誘発することにもなっている。我が国でも機械安全

に対するコンプライアンスを正しく定着させる必要がある。 

(2-2) 大学の機械工学関連学部生の安全工学基礎知識の習得 

機械の設計製造技術者となりうる人材を育成し世に送り出しているのは主に大学や高専の機械

工学関連の学科である。現在これら学科で、リスクベースド・アプローチに基づく安全化手法を必

須科目として教えている所はほとんど存在していない。ものづくりプロセスの各クリティカルパス

において機械安全の専門家がチェックするにしても、設計製造に携わる技術者自身のレベルが上が

らないと、質の高い効率的な取り組みは実現できない。企業では入社後の研修等で教育に努めつつ

あるが、大学、高専において必須の基礎知識を教え込むようにすれば、企業での研修負担はかなり

軽減される上、産業界の底上げにも大きく寄与することにもなる。機械工学関連の学科を持つ大学

や高専における取り組みが強く望まれる。ただし現状では教育人材の不足など対応を要する障害も

あるので、大学間の連携、協力体制も考慮する必要があると思われる。 

(2-3) 機械安全関連学会の創設による研究の活性化と専門家層の充実 

現在我が国では、機械安全に関わる最新の仕組み、手法、技術、標準化等の研究開発や事故デー

タの系統的集約と分析による判断基準の検討等について専門的取り組んでいる人はほんの一握り

の数である。欧米の機械安全先進国に比肩するレベルに引き上げ、かつ主導的位置までに高めるに

は専門家の質と厚みは不可欠である。法的な仕組みの整備が遅れていたことや、企業も含めリスク

ベースの安全確保のアプローチが社会に普及していなかったこと、それに英国の HSE やドイツの

BGIA のような上記事項に関し国を代表し一元的に研究するセンターオブエクセレンスが存在し
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なかったことが専門家の手薄な大きな理由であるが、研究などの活動成果を論文として発表し、評

価を受ける権威ある場、すなわち専門の学会が存在しなかったことも要因の一つであろう。機械安

全に関するこのような場の創設が切に望まれる。なお、新設ということでなくとも、既存の関連学

会の中に機械安全を扱う部門を設け、議論の場として活性化出来ればそれでも目的は達成されると

思われる。 

(2-4) 予防安全の責任のあり方の明確化 

事故が起こった後の責任（事後責任）については、刑事責任や補償責任、更には社会的制裁等に

ついては従来から行われてきてはいるが、設計段階からリスクベースド・アプローチにより安全性

を確保することの責任（事前責任）の取り方については必ずしも社会的な共通認識が出来ていない

し、実際、今回の労働安全衛生法の改正で、第 8 条の２に織り込まれた“法律を順守する他に、リ

スク低減に努める”ことの趣旨が充分に理解されているとは言い難い状況にある。欧州では機械指

令の中でリスクを要求レベル以下にまで下げた証（根拠）を文書化することを義務づけ、必要に応

じてそれをいつでも説明できるようにさせており、これは予防安全（事前安全）に対する説明責任

と位置付けられている。米国では訴訟社会という風土をベースに裁判時の抗弁のためもあって、予

防安全の説明責任としてのドキュメンテーションが定着している。またこのドキュメンテーション

があれば、原因を追究し、再発防止につなげるための検討を効果的かつ速やかに進めることができ

る。我が国においてもこの仕組みの定着が望まれる。 

(2-5) 保険制度の問題 

主には国の労災保険と民間の PL 保険であるが、国の労災保険については各方面でいろいろな議

論がされているのでここでは省略する。 

民間の PL 保険については、欧米に比べ歴史が浅いこと、国内の PL 訴訟の事例が少ないこと、

ユーザの立場で保険をまとめる保険ブローカが育っていないなどもあり、いまだ未成熟な状況にあ

る。例えば、欧米の保険会社は保険料率を決めるに当たって、過去の膨大な事故のデータベースの

みならず、企業の取り組み状況としてポリシーとそれを具体化するプログラムの如何、関連研究投

資額などを精査し、査定するという。これが企業の取り組みのインセンティブにつながっていると

言われている。我が国では、ほぼ業界ごとに一律のどんぶり勘定であり、まじめにやっても得にな

らないという状況を作り出している。どういう仕組がよいのか、その他の解決すべき課題と方策に

ついての議論が進められることが望まれるが、一方で、必要性の高く事故データの把握しやすい機

種から、個別企業ごとの料率設定に向けたトライを始めるなど先行活動も必要ではなかろうか。 

(2-6) 認証制度の問題 

認証制度は (2-4)項で言及した説明責任と深く関連しており、説明責任を補完するものとも位置づ

けられる。重要なポイントは、認証機関は“安全”を保障するものではなく、よりどころとなる整

合規格に適合しているかを認証するにとどまるということと、認証機関の活動は、機械安全に係わ

る責任と義務に関する我が国の枠組みの存在が必要条件であるということである（規格が法規に引

用されている等もある）。またグローバル市場化の流れの中で、国家間の相互認証の可能性も重要
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な事項となっており、相互認証には国の枠組法規の存在が前提でもある。 

現在、個別業界団体において、特定機種に関して認証活動を行っており、限られた国内ユーザ企

業に一定の評価を受けている事例もあるし、民間認証機関による自律的な認証活動の可能性もない

ではないが、相互認証（例えば、EU や中国）という点ではメリットを見出しえない。重要なポイ

ントに挙げた前者に関しては、使用する規格の整備が前提であり、これも現状ではネックになって

いる。また、機械メーカ、ユーザと同様、認証に従事する専門人材も限られており、本格的な活動

へ移行する態勢にはない。いずれにしても、認証制度は、 (2-4)項の説明責任の問題と同様、我が国

の包括的な枠組みの構築と一体となって検討する必要があり、この検討を我が国としてどのような

イニシアチブの下に進めるかが課題である。なお、現在 EU の機械指令を中心とする法規性が標準

の活用の仕方も含めて、最も進んでいる枠組みであるとの認識が一般的であり、日機連としても運

用実態も含めて調査研究をして来たが、一方で設備安全の観点などを始め多くの点で米国の OSHA
もまた進んでいる枠組みであり、参考とすべき OSHA のポイントはどこにあるのかなどを謙虚に

見極める努力も重要である。 

(2-7) 労働安全衛生法の機械安全基準の国際規格との不整合 

特定機械に対する安全基準の多くはまだいわゆる構造規格の範疇にあり、国際規格に整合化して

おらず、機械ユーザの認識の遅れと相まってグローバル市場への対応を指向する機械設備メーカに

一部足枷にもなっている。現在この構造規格を可能な限り国際規格に近づける努力が行われつつあ

るが、究極的にはこの点に関しても (2-6)項同様、国際規格を有効に国内法規に活用し、グローバル

市場にも対応しうる、より効果的な枠組みの構築が望まれる。 

3.2 上記課題に対する日機連の対応策 

3.2.1 労働安全衛生法改正の狙いの実現関連 

(1) 機械設備安全の取り組みに関し、生産技術部門が主体性を持って取り組む問題に関しては、平

成 19 年度の機械安全講演会において先進企業の取り組み事例の紹介を含めて、企業への啓蒙

活動を行ってきたが、今後も引き続き講演会等を通じ、理解を広める努力を行う。また、中央

災害防止協会等の関連団体とも連携をとって活動の輪を広げることとする。 

(2) 専門人材の問題に関しては、発揮すべき局面と機能及びその専門要件について平成 17 年度よ

り日機連の機械安全人材部会を設け検討をしてきており、平成 19 年度末に最終取りまとめを

行うことになっている。また、機械安全講演会において、企業における専門人材活用の先進事

例の紹介を行っている。今後は、機械安全人材部会の成果を紹介する講演会等の場を設け、多

くの企業関係者（特にマネジメント層）の参考に供するとともに、会場の聴講者との意見交換

等も積極的に実施し、このモデルの更なる改善に努めることとする。また、大学や民間の教育

機関等にも働きかけて、人材の活用先をイメージした教育活動につなげるようにする。なお、

専門性を公的資格制度にまで発展させるかどうかについては、広くステークホルダーのコンセ

ンサスが不可欠であるので、各方面との意見交換を踏まえた上で、国等への働きかけの対応方
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針をまとめることする。 

(3) 「機械安全」から「機械設備」としての機械システムの安全性に展開するための方策について

は、標準上の問題も重要であり、機械安全標準化特別委員会の ISO TC199 部会を中心に検討を

始めている。今後は企業における取組上の視点から、機械安全推進特別委員会の中で、「機械

安全を設備安全に展開するための課題と方策に関する検討部会（仮称）」を設けて、まず問題

を整理し方向性を明らかにすることとする。 

(4) 本質安全化の啓蒙については、平成 19 年度の機械安全講演会において先進取組事例の紹介を

行っているが、よい事例があれば今後も講演テーマに取り上げて、普及に努めることとする。

なお、生産設備の本質安全化は生産性と安全性の両立に不可欠の事項であるので、後に述べる

企業価値を高めることに関する検討部会においても検討項目に加えて、その意義と方策につい

て検討を加えることとする。また、保全時における本質安全活動については、設備保全活動に

深く関わる団体とも連携し、産業界に広く浸透するよう働きかけることとする。 

(5) 労働基準監督署担当官及び労働安全コンサルタントのレベル向上については、既に幾人かの識

者より指摘されていることでもあるが、厚労省政策担当部局に対し、機会を捉えて、 

①全国の労基署における、28 条の 2 の履行に対する指導、支援の促進 

②労働安全コンサルタントの機械安全知見の向上 

更には、 

③生産技術者への機械安全研修の実施を促す指針等の発行 

等を働きかけることとする。   

3.2.2 企業マインド、社会基盤、よりよい仕組みに向けての課題関連 

(1) 企業のモチベーションの向上とコンプライアンスの定着については、機械安全  に取り組む

ことで企業価値を高めるということが具体的にどういうことを意味し、どう取り組むことを指

すのか、またそのためにどのような環境整備の方策が必要かつ有効かなどを検討しビジブルに

するための部会「機械安全と企業価値に関する検討部会（仮称）」を平成 20 年度に立ち上げて、

広く関係者のご意見、ご批判を仰ぎつつ、企業経営層等への提言案を取りまとめることする。

この中で、コンプライアンスや CSR 等についても検討アイテムに加える。 

(2) 大学の機械工学関連学部生の安全工学基礎知知識の習得については、先ずは明治大学や長岡技

科大等、安全工学の専門講座に取り組みつつある大学に働きかけるとともに、大多数の機械工

学関連の大学教授が会員として参画し、また JABEE（日本技術者教育認定機構）の進めてい

る技術者教育認定制度の下で、機械及び機械関連分野の教育プログラムの認定の任に当たって

いる（社）日本機械学会にも働きかけて、その実現に向けた協力を仰ぐこととする。 

(3) 機械安全関連学会あるいは既存学会の中での機械安全専門分野の創設については、現在の産官

学の関連技術者や研究者自身の熱意と行動力が不可欠であることは言うまでもない。それを前

提として、日機連としてその活動に支援できることがあれば協力し、また意見集約の触媒の役

割を果たすことは可能である。先ずは事務局ベースで、協力の可能性について、主要な関係者
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の方々と意見調整を図ることとする。 

(4) 予防安全の説明責任としてのドキュメンテーションの定着については、以前より日機連の調査

研究報告書で主張し、また機械安全マネジメントに関する講演会等でも必要性を提言してきた

が、今後も先行事例の紹介など講演会で引き続き啓蒙活動に努めることとする。さらに我が国

の法制度のもとでの義務化については、我が国のよりよい枠組み検討の動きの中で主張してい

くこととする。 

(5) 保険制度については、我が国の保険業界等の現状から、今すぐの議論は難しいが、前述の、平

成 20 年度に立ち上げる「機械安全と企業価値に関する検討部会（仮称）」においても議論する

こととし、また 3.1.2 (2-5)で述べたように、PL 保険の適正な料率設定に前向きに取り組もうと

している保険会社や個別業界団体との意見交換を行い、取り組みやすい機種に対する先行実施

の可能性を模索することとする。あわせて、要すれば平成 21 年度以降に検討部会を立ち上げ

る可能性についても検討のこととする。 

(6) 認証制度、国際規格の我が国法規への本格導入及び次世代のあるべき枠組みの検討においては、

どのようなアプローチで議論を喚起すべきか、関係識者等と意見交換を図りつつ、方策を検討

のこととする。ただし、今までは欧州の仕組みを中心に調査検討を行い、かなり核心に触れた

把握ができているが、OSHA を中心とする米国の仕組みの本質と運用実態については把握が不

足しており、我が国の企業が米国で活動する際の必要な情報提供という観点のみならず、我が

国のあるべき仕組みを検討する上でも、おおいに参考とすべき必要不可欠な知見であることに

鑑み、平成 20 年度以降の適当な時期に調査研究を行う方向で検討のこととする。 

 なお、機械安全の普及に関する諸問題については、関係各方面の関心も高く、また、それぞ

れの分野での活動も活発化してきつつあることを踏まえれば、今後は、この分野に関係し活動

されている関係者、諸団体が参加した議論の場づくりも必要かつ有意義と思われる。ひとつの

方法としてフォーラム（例えば、機械安全フォーラム）の立ち上げが考えられるが、日機連の

役割も含めたフィージビリティーについて関係各方面のとの意見交換を図りつつ検討のこと

とする。 

(7) その他： 

 機械安全普及部会では、上記の他に、産業界として機械安全に積極的に取り組む意思表示と

しての“機械安全適合化宣言”を出すようにしてはどうかとの意見があった。平成 16 年度の

標準化推進特別委員会で取りまとめた日機連の「機械安全戦略」では、改正労働安全衛生法に

よる機械安全取組の努力義務化が存在しない中で、なんとか我が国の事態を前進させるために、

その先導活動として、機械安全に積極的に取り組もうとする企業を結集したコンソーシアムを

創設し、“機械安全への積極的取り組み宣言”を出す方向で検討することとした経緯がある。

残念ながら、現時点で産業界として“機械安全適合化宣言”を打ち出す態勢にはないが、その

前のステップとして、前項で述べたフォーラムによる宣言（フォーラム宣言）の可能性はあり

うると思われる。先ずはこれを模索してはどうかと考える。 
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4. 「機械安全」普及講演会の総括 

4.1 第 1 回講演会（1 月 29 日開催） 

4.1.1 日機連講演会『企業の「機械安全」取り組み事例紹介』を開催 

日機連主催の“｢機械安全｣の新しい波―｢機械安全マネジメント｣を企業経営のプラスミッション

に―”との標語を掲げた講演会「企業の機械安全取り組み事例紹介」が､１月２９日(火)、女性と仕

事の未来館ホール（港区芝）において、機械および電気機械の製造業を中心とする約 230 名の多数

にのぼる参加を得て開催された｡ 

本講演会は､日機連の機械安全推進特別委員会(委員長･栗原史郎 一橋大教授)の下に標準化推進

部が進める｢機械安全｣普及活動の一環として､｢機械安全普及部会｣(主査・栗原史郎 同)において企

画･立案され､昨年度開催の「講演会」、「シンポジューム」に引き続いて実施されたものである｡ 

冒頭に､主催者を代表して日機連事務局長の石坂清より企業の取り組み事例をご紹介するにあた

って、機械安全、設備安全を普及する上での以下の２つの重要な課題に関連する事例テーマとして

取り上げさせて頂いた旨の紹介をおこなった。 

①機械安全専門人材の不足の課題、また、人材を確保しても企業内でどのようなミッションを与

えていくかの仕組みがないと実効は上がらない。 

②作業安全主体を脱却し、設備安全を実効あるものとするには、従来の勤労部門主導ではなく、

生産技術部門主導で安全活動を進める必要がある。 

 

講演では、 

①の事例として､㈱ブリヂストン安全管理部の水野恒夫氏により、「ブリヂストンの機械安全への取

り組み-機械安全専門人材の活用-」 

②の事例として、トヨタ自動車㈱安全健康推進部の宮川光雄氏により「トヨタの機械安全-生産

技術部主体の取り組み-」 

とそれぞれ題して講演を行った。 
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㈱ブリヂストン 水野恒夫氏          トヨタ自動車㈱ 宮川光雄氏 

 

①のブリヂストンの例では、タイヤ産業の製造現場の特色として四季の温度変化でゴムの性状が

変動するため製造条件、プロセスの変更が多い、工程異常の発生率が極めて高い等々の御し難い環

境のなか、約８割が自社設計の生産設備で構成されている。 

そうしたなか１９９９年に発生した災害が契機となって、安全に関する国際的な潮流である「技

術とシステムで保証する安全」の基本コンセプトのもと、「機械安全の路線」の転換を進めた。そ

れにより設備の本格的なリスクアセスメントを導入したが問題点も多かった。 

なかでも、ミッションを持ち職場組織上第三者的機能で専門に役割を担う人材がいないと実効が

あがらないため、機械安全専門人材を養成し、各事業所に Safety Engineer（機械安全技術／専任

スタッフ）を配置する制度を導入して効果を上げている。 

しかしながら、本制度が抱えている課題も多く、米国セーフティーアセッサー制度(ＣＳＰ)にみ

られるような「機械安全技術者」という欧米並みの社会的な職能ステータスの確立には、今しばら

く時間がかかると考えられ(日本の立ち遅れ分野)、現在日機連にて機械安全技術者の能力要件、資

格認定制度について部会にて研究中であり、講師はその部会の有力メンバーである。 

ブリヂストンの安全施策の未来ビジョンとしては、既にリスクとして存在している潜在災害要因

の摘出、撲滅施策である Preventive Safety（未然防止型安全）の充実とその構成比の漸減、さら

に設計時のリスク評価＆本質安全化等を図ったリスクを事前に排除できる、災害要因を生み出さな

いシステムである Pro-Active Safety（先取り型安全）へのウエイト移行（構成比の漸増）を目指
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している。 

 

②のトヨタの例では、安全活動の経緯として昭和３０年代までの「法対応」、昭和４０、５０年

代の「再発防止（個別対応）」の時代を経て、１９９１年（平成３年）に全社総括安全衛生管理者

より「機械安全は生産技術部門の責務」との指示があり、全社及びショップ別安全設計検討会を設

置して生産技術部門主体の安全設計としての「未然防止（包括対応）」への転換を図った。 

「未然防止（包括対応）」では、９０年代～（第一フェーズ）の「包括的対応基礎づくり」、０

０年代～（第二フェーズ）の「本質安全化の展開」のフェーズがある。 

第一フェーズの「包括的対応基礎づくり」では、安全設計検討会で生産技術各部と安全スタッフ

（使用部署）でそれぞれ立場が違うことに要因して機械の不備が不安全行為のルール違反を誘発す

る等々の論点の合意に苦労があったが、トヨタの安全設計原則の合意を経て、国際安全規格と整合

化した階層化（A,B,C 規格）されたトヨタの安全規格体系を構築し９４年に運用を開始した。 

第一フェーズの課題の克服と更なるレベルアップのため第二フェーズの「本質安全化の展開」を

「安心してモノづくりに集中できる現場づくり」、「人のムリ・ムラ・ムダ排除」のコンセプトの

もと、機械、作業並びに管理面の徹底した本質安全化を本質安全度、設備信頼度、使い易さ度等の

指標を利用した全体最適化の追求が可能なリスクアセスメントを強力に進めている。 

その結果、本質安全化はコスト、工数低減に寄与していることはもとより、使用エネルギーの低

減により地球環境対策に寄与し、安心して作業に集中できるため作業品質も向上すること等、総じ

て「企業、職場の体質強化、活力向上に寄与」していることを認識できている。 

２例それぞれ特色のある事例発表であったこともあり、熱心に聴講して頂いた。これは、国際規

格に則った機械安全施策を企業のマネジメントとして取り入れることは、場合によっては企業の組

織、人事考課等の変更を伴い、企業トップの理解無しでは立ち行かない。その点、２例に共通して

言えることであるが、我が国で先駆的に取り組みを始め、企業トップの明確なトップポリシーのも

と関係者の並々ならぬ努力が上手く噛み合い企業力の力強さが感じられる点であろう。 

今回も、ご案内をお出しした早々に定員を上回る申し込みを頂き、多くの方にお断りのご連絡を

差し上げざるを得ない状況となった。皆様のご関心の高さを、改めて認識した次第である。 
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4.1.2 機械安全講演会 参加者アンケート調査結果 

(1) 概要 

１．アンケート調査の実施日 

      平成２０年１月２９日（火） （注：当日は講演会開催日） 

２．アンケート調査の方法 

      アンケート調査用紙を講演会開催当日の配布資料に添付して配布し、閉会後に回収した。  

（注：後日にＦＡＸによる回答が数名あった） 

３．アンケート調査用紙の回収数と回収率 

     ① 回収数： １６０枚（名）  

② 回収率： ７２％ （注：講演会参加者数２３０名、 

講師・事務局除く２２１名回収対象） 

４．回答状況のまとめ 

① 参加者は約３２％が一般機械器具製造業からで、その他電気・輸送用・精密機械器

具製造業から約３４％であり、合わせて６６％超が機械器具製造業からの参加であ

る。 

また、担当業務としては約２８％が製品開発・設計を担当する開発・設計者であり、

安全管理約１５％、生産技術・生産管理約１１％、技術管理・企画約１０％、品質管理

約４％となっている。（表７，表８） 

② 講演プログラムの内容については、約５０％の方が参考になった、約４２％の方がとて

も参考になったとの回答を頂き、“自らの業務上に参考になった”と９０％超の方で好

評であった。但し、５％の方があまり参考にならなかったと回答を寄せている。理由は、

Ｑ１、Ｑ２、Ｑ７のその他・ご意見の苦情コメントに示されている内容と考えられる。（表

１）（Ｑ２.）（Ｑ７.） 

③ Ｑ２で特に参考になったプログラム名を問うているが、①の「ブリヂストンの機械安全へ

の取り込み」と②の「トヨタの機械安全」の講演がほぼ拮抗して高ポイントであり、二件

とも高評価が得られた。評価の内容についてはその他・ご意見のコメントに大方示さ

れていると考えられる。（表２） 

④ 次回開催で希望するテーマとしては、「安全性確保の技術課題の解決方策」、「国際

安全標準の内容・動向」、「安全に関する国内法規制の内容・動向」、などに期待が

大きい。（表３） 

また、日機連の今後の活動については、「機械安全に関連する情報提供」や「技

術者育成に係わる支援」などに期待が寄せられた。（表４） 

⑤ 企業自らが抱える解決すべき課題については、「企業内の人材育成と技術の伝承」

が最もポイントが高く、「製品の安全確保のための技術力の向上」、「海外並びに国

内の安全規制への適合」にも課題との回答が続き、「社会に対する企業としての安全

の責任」や「企業内の技術・情報の共有と蓄積」なども課題であると回答している。

（表５） 
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(2) アンケート調査結果の詳細 
（注．各設問の回答率は、各回答数の合計に対する割合を示す） 

 

Ｑ１．本日のシンポジュウムの内容は、あなたの業務（または、あなたの組織） 

において、参考となる内容でしたか？  

                  ＜表１＞ 

       回答内容  回答数 回答率（％）

１．とても参考になった 68 42.5 

２．参考になった 79 49.4 

３．あまり参考にならなかった 8 5.0 

４．全く参考にならなかった 0 0.0 

５．その他 1 0.6 

未回答 4 2.5 

         合計 160 100.0 

注：1．複数項回答者あり。 

 

その他・ご意見： 

・大変参考になる講演会を企画頂きありがとうございました。（１．を選択） 

・安全機器メーカの立場である為、他の方とは興味が違ったのかもしれません。（３．を選択） 

・リスクアセスメントは新規設計と言われましたが、労働基準監督協会のセミナーでは、安全衛生

の為、工場設備全般のリスクアセスメントを行なう様指導されています。（１．を選択） 

・設備メーカにとって USER からの視点、とり組みを聞け、参考になった。設備メーカとしてのと

り組み、また USER 情報についての講演も希望したい。（１．を選択） 

・今後、機械メーカとして、ユーザへのリスク開示が必須項目になるであろうと考えるので、社内

リスクアセスメント実施の参考になった。（１．を選択） 

・安全の仕組みづくりに参考になる。大企業の例から中小企業へのトランスファーをどうするか。 

（１．を選択） 

・安全とは何か。電機工業会（JEMA）内の関係委員会という点で参考になりました。下名の組織は

営業部門につき、直接的には、関係は少ないと感じました。（５．のみ選択） 

・もっと、詳細なリスクアセスメント実施の内容を、具体的にどのようなやり方でどのように実施

しておられるか、具体的な実施方法の発表をお願いしたい。（２．を選択） 

・設備の具体的な安全対策を聞きたかった。（制御、ハード）（３．を選択） 

・安全の費用対効果の判定（トヨタ）を詳細に知りたい。（２．を選択） 

・トヨタの安全への対応で事業所間の統一をどのようにしようとしているか。（２．を選択） 

・最後の質疑でもあった様に、参加者の多くが既在設備に対する安全を担当している事から、既在
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設備に対するＲＡを求めています。（２．を選択） 

Q1

未回答; 2.5%

⑤その他; 0.6%

③あまり参考
にならなかっ

た; 5.0%

④全く参考にな
らなかった;

0.0%

①とても参考に
なった; 42.5% ②参考になっ

た; 49.4%

②参考になった

①とても参考になった

③あまり参考にならな
かった

未回答

⑤その他

④全く参考にならな
かった

 

 

 

 

Ｑ２．特に参考になった、あるいは大変興味深かったプログラムはどれですか？ 

＜表２＞        （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％）

１．『ブリヂストンの機械安全への取り組み―機械安全

専門人材の活用―』 
128 52.0 

２．『トヨタの機械安全―生産技術主体の取り組み―』 105 42.7 

３． その他 3 1.2 

未回答 10 4.1 

         合計 246 100.0 

  

その他・ご意見 

・良好。（１．２．を選択） 

・もう少し中身が知りたかった。（１．２．を選択） 

・機械設計技術者にとって、まさに本質安全化は基本であり、そのルール化の参考に成りました。

トヨタ様の仕様確認、安全の考え方、良くわかりました。（１．２．を選択） 

・トヨタの安全への取り組みは、すごい。（１．２．を選択） 

・講演の画面と冊子の違いは。別途もらいたい。（１．２．を選択） 

・どちらかと云うとＢＳさんの人の教育より、トヨタさんの方が興味を引いた。（２．を選択） 

・都合で第一部（ＢＳ）のみで。（３．のみ選択） 

・具体的な進め方を示して頂き参考になりました。進めていく中での難しさ等本音の話がもう少
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し聞ければと思いました。（１．を選択） 

・リスクアセスメントを教育する場がある事を知ったこと。（１．２．を選択） 

・各社の活動をオープンに分り易く現実的に説明され分り易かった。（１．２．を選択） 

・ブリヂストンの専門スタッフ人材育成に力を入れているところ。（３．のみ選択） 

・社内、特に設計部門の安全に対する意識改革、設計プロセスへのＲＡの組み込み等、組織化に

取り組んでいるので大変参考になった。非常に具体的に導入上の問題点の指摘があった。 

（１．２．を選択） 

・ブリヂストンの講演会の配布資料の文字が一部隠れて読めない。パワーポイントの効果のため

スクリーンでは読めましたが。トヨタの配布資料の内容が、スクリーンに写しだされた内容と

一部異なっていた。（３．のみ選択） 

・トヨタさんはやっていることは高レベルで多岐に亘るでしょうが、発表は抽象的、概念的でも

う少し中味が知りたかった。（１．２．を選択） 

・セーフティーエンジニア、・セーフティーアセッサー。（１．を選択） 

・ＳＥ制度を聞いたのは初めてで参考になりました。（１．２．を選択） 

・ブリヂストンさんのＳＥは卒業後、関連会社や地域で活躍されているのか。（１．２．を選択） 

・リスクアセスメントの社内への普及方法。（１．を選択） 

・１０年前からＲＡに取り組んでいる先端企業の事例紹介で、非常に参考になった。話し方も、

理路整然としており、とても分り易かった。 

８０年代末の３００件／年から現状に至るまでの活動が具体的に説明され、良く理解できた。 

（１．２．を選択） 

・仕組から教育にいたるまでシステム化されて理解し易い。（２．を選択） 

・設計段階からのほうがコストが低いことがわかった。（１．を選択） 

 

Ｑ２

③その他, 1.2%

未回答, 4.1%

②『トヨタの機械
安全―生産技

術主体の取り組
み―』, 42.7%

①『ブリヂストン
の機械安全へ

の取り組み―機
械安全専門人
材の活用―』,

52.0%

①『ブリヂストンの機械安
全への取り組み―機械安
全専門人材の活用―』

②『トヨタの機械安全―生
産技術主体の取り組み
―』

未回答

③その他
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Ｑ３．日機連のシンポジュウムやセミナーのテーマとして、今後どのような 

テーマを希望されますか？       

＜表３＞        （回答複数可） 

     回答内容  回答数  回答率（％） 

１．国際安全標準の内容・動向  72 19.4 

２．安全に関する国内法規制の内容・動向 68 18.4 

３．労安法改正に伴うﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ努力義務への対応 45 12.2 

４．安全性確保の技術課題の解決方策 82 22.2 

５．安全性の観点から考える企業マネジメント 46 12.4 

６．事故状況、判例の分析 48 13.0 

７．その他 8 2.2 

未回答 1 0.2 

         合計 370 100.0 

 

その他・ご意見： 

・制御システムの安全方策。具体的には回路例など。（１．２．４．を選択） 

・機能安全。（１．２．を選択） 

・ISO13849-1:2006 解説、事例セミナー。（１．２．４．を選択） 

・本質安全への取組み（仕様決定･構想設計･具体化･出図時の検証・出荷時の妥当性検証など）と

その具体的効果についての事例。（１．２．を選択） 

・納入する機械のＲＡ手法について。（７．のみ選択） 

・規格等、国際的な内容も先取りされていると感じております。情報発信源としてよろしくお願い

します。（１．２．３．４．５．６．を選択） 

・１．について機能安全について学んでいきたい。企画願いたい。（１．３．４．を選択） 

・メーカが製造する製品の企業の安全取り組み事例。（１．２．３．６．を選択） 
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Ｑ３
未回答, 0.2%

⑦その他, 2.2%

③労安法改正に
伴うﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
努力義務への対

応, 12.2%

⑤安全性の観点
から考える企業

マネジメント,
12.4%

⑥事故状況、判
例の分析, 13.0%

②安全に関する
国内法規制の内
容・動向, 18.4%

①国際安全標準
の内容・動向　,

19.4%

④安全性確保の
技術課題の解決

方策, 22.2%

④安全性確保の技術課題
の解決方策

①国際安全標準の内容・
動向　

②安全に関する国内法規
制の内容・動向

⑥事故状況、判例の分析

⑤安全性の観点から考え
る企業マネジメント

③労安法改正に伴うﾘｽｸｱ
ｾｽﾒﾝﾄ努力義務への対応

⑦その他

未回答
 

 

 

 

Ｑ４．機械安全に関する日機連の活動として、今後どのような活動を期待されますか？ 

                     ＜表４＞       （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１．ホームページ等による関連情報の提供 84 25.2 

２．規格作成に関するサポート 30 9.0 

３．産業界の意見の取りまとめと行政機関に対する働

きかけ 

38 11.4 

４．機械安全に関する技術者の育成 84 25.2 

５．安全の認証取得のサポート 42 12.6 

６．安全の技術に関する相談窓口 45 13.5 

７．特にない 1 0.3 

８．その他 7 2.1 

未回答 2 0.6 

         合計 333 100.0 
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その他・ご意見 

・設備を利用しているものの、機械技術者が少ない会社が助かるような上記サポートをバックアッ

プいただければと思います。（２．と４．を選択） 

・各種調査研究報告はすでに十分利用させていただいております。今後も HP での提供をお願いし

ます（１．６．を選択） 

・保険会社に対する働きかけ（リスクアセスメントを行っている企業の工場に対しては、保険料を

優遇する制度を作成してもらう。自動車免許と自動車保険のような事後の対応ではない。） 

（３．を選択） 

・安全技術の解説、ＲＡ事例の指示（８．のみ選択） 

・特に今回の様な講演会、研修会を広く開催していただきたい。最悪は同一テーマでも良いから数

多く開催し、内容を聞いていただきたい。（４．を選択） 

・ホームページを参照するのは、情報が欲しいため。技術者を指導・教育するための資料の提供を

積極的にして欲しい。（１．を選択） 

・お手伝いしたい。（５．を選択） 

 

Q4
⑦特にない,

0.3%

②規格作成に
関するサポー

ト, 9.0%

⑧その他, 2.1%

未回答, 0.6%

③産業界の意
見の取りまと
めと行政機関
に対する働き
かけ, 11.4%

⑤安全の認証
取得のサポー

ト, 12.6%

⑥安全の技術
に関する相談
窓口, 13.5%

④機械安全に
関する技術者
の育成, 25.2%

①ホームペー
ジ等による関

連情報の提供,
25.2%

①ホームページ等による関連
情報の提供

④機械安全に関する技術者
の育成

⑥安全の技術に関する相談
窓口

⑤安全の認証取得のサポー
ト

③産業界の意見の取りまとめ
と行政機関に対する働きかけ

②規格作成に関するサポート

⑧その他

未回答

⑦特にない
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Ｑ５．業務の上で、安全に関してどのような面で、解決すべき課題があると感じて 

おられますか？         

＜表５＞        （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１．製品の安全を確保・向上する技術 74 16.5 

２．製造工程上の安全を確保・向上する方法 61 13.6 

３．社会に対する企業としての安全の責任 44 9.8 

４．海外の安全規制への適合 48 10.7 

５．国内法規制への適合 41 9.2 

６．労安法改正に伴うリスクアセスメント努力義務

化 

43 9.6 

７．企業内の技術・情報の共有と蓄積 45 10.0 

８．企業内の人材育成と技術の伝承 80 17.9 

９．特にない 0 0.0 

１０．その他 5 1.1 

未回答 7 1.6 

         合計 448 100.0 

 

その他・ご意見： 

・安全に対する教育及び危険予知訓練。（３．５．６．を選択） 

・災害・事故発生時の重大性理解（分析）力。（１．２．８．を選択） 

・特に海外拠点で現地の安全規制が判るマニュアル等があればありがたいと思います。 

（４．６．８．を選択） 

・顧客の安全に対する理解度の向上（１．を選択） 

・製品への対応レベルなど（１．を選択） 

 

 



26 

Q5

⑨特にない, 0.0%

③社会に対する
企業としての安
全の責任, 9.8%

⑦企業内の技
術・情報の共有と

蓄積, 10.0%
④海外の安全規

制への適合,
10.7%

⑥労安法改正に
伴うリスクアセス
メント努力義務

化, 9.6%

⑤国内法規制へ
の適合, 9.2%

未回答, 1.6%

⑧企業内の人材
育成と技術の伝

承, 17.9%

①製品の安全を
確保・向上する

技術, 16.5%

②製造工程上の
安全を確保・向

上する方法,
13.6%

⑩その他, 1.1%

⑧企業内の人材育成と技術
の伝承
①製品の安全を確保・向上
する技術
②製造工程上の安全を確
保・向上する方法
④海外の安全規制への適
合
⑦企業内の技術・情報の共
有と蓄積
③社会に対する企業として
の安全の責任
⑥労安法改正に伴うリスク
アセスメント努力義務化
⑤国内法規制への適合

未回答

⑩その他

⑨特にない
 

 

 

Ｑ６．当シンポジュウムを何でお知りになりましたか？ 

＜表６＞        （回答複数可） 

    回答内容 回答数  回答率（％） 

１．日機連ホームページ 11 6.4 

２．日機連からの郵送による案内 93 54.1 

３．関連工業団体からの紹介 28 16.3 

４．知人からの紹介 25 14.5 

５．その他 9 5.2 

未回答 6 3.5 

         合計 172 100.0 

 

その他： 

・日機連での御紹介 

・上司指示 

・人事異動に伴う上長指示 

・他部署からの紹介 

・上司からの紹介 

・社内安全担当部署からの連絡 
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・社内の連絡より 

・（記入なし） 

・会社からの指令による 

 

Q6
未回答, 3.5%５．その他, 5.2%

１．日機連ホーム
ページ, 6.4%

４．知人からの紹介,
14.5%

３．関連工業団体か
らの紹介, 16.3%

２．日機連からの郵
送による案内,

54.1%

２．日機連からの郵送による案
内

３．関連工業団体からの紹介

４．知人からの紹介

１．日機連ホームページ

５．その他

未回答

 

 

Ｑ７．その他、ご質問、ご意見等ありましたらご自由にお書き下さい。 

 

・企業トップの安全に対する姿勢が重要！規格や法を守ればよいといった姿勢が危険！ 

・油圧関係の安全の具体的な取組みがあったら、講演してほしいと思います。 

・ＲＡが特定の業種にかたよっているのでは？ex.三菱自動車のリコール問題、ＲＡで未然に防げた

だろうか？ＲＡが製品（自動車）開発の段階まで入り、評価し、権限をもてれば可能と思われる。 

・リスクアセスメントのリスクの評価手法に関する効率的な確認事例の紹介 

・一品生産品の機械安全について 90 年代後半より取組み、社内での基本的システム化は定着して

きたが、本質安全の取組みに関しての基本構想、特に見積り時の重要性を営業、営業技術に対し

てＰＲする、定着させることに困難を感じている。技術者向けでないＰＲも実施いただけると幸

いです。 

・機械安全について、どこが実施するのか、どの程度やるのか？について、一部実施しているが、

まだ、メジャーとなっていない。やはり、国が、リードすべきだと思う。 

・今後もこのような企画をお願いいたします。 

・安全コンポーネントに何を求めるか？（ＰＬＣ、ドライブ等） 

・業界毎にリスクアセスメントについて、商品レベルでの基準を決めていく必要があると思われま

す。（何をどう云う風にどこまで実施するか） 

・安全に関しての法的強制が必要。 

・非常に参考になりました。有難うございました。 

・欧州ＥＮ規格の和訳（日本規格協会にはすべてそろっていない）。 

・機械安全のインストラクターを 3 泊 4 日（or 2 泊 3 日×2 回）、10 万円程度で育成できるような

プログラムの検討をして欲しい。 

・リスクアセッサーは専門的すぎる。修了科目等のハードルが高すぎる。 
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・時間なく、質問できなかったので、記入致します。（以下はその質問） 

  安全意識の低い国に対してどのように安全設計を推進していくべきでしょうか？ 

・「機械安全」についての国内共通の規格（特に工作機械）について規格制定されたものはあるの

かどうか教えてほしい。 

 

Ｑ８―１．貴方の業種を教えてください。 

                    ＜表７＞ 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１． 化学工業 1 0.6 

２.   石油製品製造業 0 0.0 

３． プラスティック製品製造業 3 1.9 

４． 鉄鋼業 6 3.7 

５． 非鉄金属製造業 3 1.9 

６． 金属製品製造業 4 2.5 

７． 一般機械器具製造業 52 32.3 

８． 電気機械器具製造業 28 17.4 

９． 情報通信機械器具製造業 0 0.0 

１０．電子部品・デバイス製造業 1 0.6 

１１．輸送用機械器具製造業 18 11.2 

１２．精密機械器具製造業 9 5.6 

１３．医療用器械器具製造業 0 0.0 

１４．医療付帯サービス業 0 0.0 

１５．教育・研究機関 2 1.2 

１６．調査・コンサルティング 5 3.1 

１７．その他 17 10.6 

未回答 12 7.5 

         合計 161 100.0 

 注： 1. 複数項目回答者あり。     2. その他としては下記 
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・輪転機（2 名）・窯業・卸売業・航空機部品製造業・食品製造・試験機関・エンジニアリング 

・建設業（2 名）・北米の製品安全認証機関・カッコ内記入なし（6 名） 

 

Q8-1

１０．電子部品・
デバイス製造業,

0.6%

１．　化学工業,
0.6%

１５．教育・研究
機関, 1.2%

５．　非鉄金属
製造業, 1.9%

３．　プラス
ティック製品製

造業, 1.9%

６．　金属製品
製造業, 2.5%

４．　鉄鋼業,
3.7%

１６．調査・コン
サルティング,

3.1%

１２．精密機械
器具製造業,

5.6%

未回答, 7.5%

１７．その他,
10.6%

１１．輸送用機
械器具製造業,

11.2%

８．　電気機械
器具製造業,

17.4%

７．　一般機械
器具製造業,

32.3%

７．　一般機械器具製造
業
８．　電気機械器具製造
業
１１．輸送用機械器具製
造業
１７．その他

未回答

１２．精密機械器具製造
業
４．　鉄鋼業

１６．調査・コンサルティ
ング
６．　金属製品製造業

３．　プラスティック製品
製造業
５．　非鉄金属製造業

１５．教育・研究機関

１．　化学工業

１０．電子部品・デバイス
製造業  
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Ｑ８―２．貴方の担当業務を教えてください。 

                     ＜表８＞ 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１． 製品開発・設計 47 28.5 

２． 生産技術・生産管理 19 11.5 

３． 安全管理 25 15.2 

４． 技術管理・企画 16 9.7 

５． 品質管理 7 4.2 

６． 調達・渉外 1 0.6 

７． 研究・調査 3 1.8 

８． 教育 4 2.4 

９． 情報システム 2 1.2 

１０．企業経営 4 2.4 

１１．その他 12 7.3 

未回答 25 15.2 

         合計 165 100.0 

  注：1. 複数項目回答者あり。 

     2. その他としては下記 

・営業（2 名）・製造部門・品質保証・設備，導入保全・リスクアセスメント／取説 

・マーケティング（3 名）・カッコ内記入なし（3 名） 
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Q8-2

８．　教育, 2.4%

７．　研究・調
査, 1.8% ９．　情報シス

テム, 1.2%

６．　調達・渉
外, 0.6%

１０．企業経営,
2.4%

５．　品質管理,
4.2%

１１．その他,
7.3%

４．　技術管理・
企画, 9.7%

２．　生産技術・
生産管理,

11.5%

未回答, 15.2%

３．　安全管理,
15.2%

１．　製品開発・
設計, 28.5%

１．　製品開発・設計

３．　安全管理

未回答

２．　生産技術・生産管理

４．　技術管理・企画

１１．その他

５．　品質管理

８．　教育

１０．企業経営

７．　研究・調査

９．　情報システム

６．　調達・渉外

 
 



32 

4.2 第 2 回講演会（3 月 11 日開催） 

4.2.1 日機連講演会『機械安全国際規格の動向と中国の基準認証制度の状況』を開催 

日機連主催の｢機械安全｣に関する講演会『機械安全国際規格の動向と中国の基準認証制度の状

況』が、３月１１日 (火)に女性と仕事の未来館ホール（港区芝）において、機械および電気機械の

製造業を中心とする約 2２0 名の多数にのぼる参加を得て開催された｡ 

本講演会は､日機連の機械安全推進特別委員会(委員長･栗原史郎 一橋大教授)の下に標準化推進

部が進める｢機械安全｣普及活動の一環として､｢機械安全普及部会｣(主査・栗原史郎 一橋大教授)
において企画･立案され､今年度１月２９日開催の講演会「企業の機械安全取り組み事例紹介」に引

き続いて実施されたものである｡ 

冒頭に､主催者を代表して日機連事務局長の石坂清より機械安全国際規格の動向を紹介し、本講

演会の前半二例の国際規格は、日機連「ISO/TC199 機械類の安全性部会」の下に設置されている

ワーキンググループにおいて対応しているものであり、本日の講師をそれぞれのワーキンググルー

プで中心的活動をされているお二人にお願いした旨紹介した。後半の中国の基準認証制度は、日機

連としてここ数年調査を続けており、最新動向の的確な理解が必要との判断でテーマとして取り上

げさせて頂いた旨の紹介を行った。 

講演では、 

平田機工㈱ 技術本部 木下博文氏により 

「最近の機械安全国際規格の紹介 ISO11161:2007 統合生産システム（基本要求事項）」 

オムロン㈱ ｾｰﾌﾃｨｺﾝﾎﾟ事業部 井上正也氏により 

「最近の機械安全国際規格の紹介 ISO13849-1:2006 制御システム安全関連部（一般原則）」  

㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 首藤俊夫氏により 

「中国の基準認証制度（ＣＣＣマーク制度）の状況」とそれぞれ題して講演を行った。 
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日機連 石坂事務局長                  会場演台 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平田機工㈱ 木下博文氏             オムロン㈱ 井上正也氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱三菱総合研究所 首藤俊夫氏 

 

ISO11161:07 統合生産システム（基本要求事項）は、単体機械に対する要求事項を規定する規

格ではなく、２台以上の機械を統合した場合の安全性を規定する新たな規格として登場したもので

ある。規格の内容としてまだ練れていないところがあり、統合生産システムの事例を多くもつ日本

国内で今後内容を整理し、「付属書の作成・整備」を行うことにより、ガイドとして活用できるよ

うにしていきたいとの発表があった。 

ISO13849-1:06 制御システム安全関連部（一般原則）は、制御システム安全関連部のアーキテク
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チャを定義する際に、確定論的な定義に基づくカテゴリに加えて、信頼性の概念を導入して確率論

的な要素を取り入れたパーフォーマンス・レベルを定義するやり方に変更となったことを紹介する

ものである。講演では、このパーフォーマンス・レベルの求め方を事例を交えながら紹介した。 

中国の基準認証制度（ＣＣＣマーク制度）の状況は、ＣＣＣマーク制度の最新情報を現地調査に

基づき発表したものである。 

今回も、ご案内をお出しした早々に定員を上回る申し込みを頂き、多くの方にお断りのご連絡を

差し上げざるを得ない状況となった。皆様のご関心の高さを、改めて認識した次第である。 
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4.2.2 機械安全講演会 参加者アンケート調査結果 

(1) 概要 

１．アンケート調査の実施日 

      平成２０年３月１１日（火） （注：当日は講演会開催日） 

２．アンケート調査の方法 

      アンケート調査用紙を講演会開催当日の配布資料に添付して配布し、閉会後に回収した。  

（注：後日にＦＡＸによる回答が数名あった） 

３．アンケート調査用紙の回収数と回収率 

     ① 回収数： １５８枚（名）  

② 回収率： ７５．２％ （注：講演会参加者数２２１名、 

講師・事務局除く２１０名回収対象） 

４．回答状況のまとめ 

① 参加者は約３５％が一般機械器具製造業からで、その他電気・輸送用・精密機械・情

報通信機械器具製造業から約３５％であり、合わせて７０％が機械器具製造業からの

参加である。 

また、担当業務としては約２９％が製品開発・設計を担当する開発・設計者であり、

安全管理約１７％、品質管理約１４％、技術管理・企画約８％、生産技術・生産管理

約３％となっている。（表７，表８） 

② 講演プログラムの内容については、約６７％の方が参考になった、約２５％の方がとて

も参考になったとの回答を頂き、“自らの業務上に参考になった”と９２％超の方で好

評であった。但し、６％の方があまり参考にならなかったと回答を寄せている。理由は、

Ｑ１、Ｑ２、Ｑ７のその他・ご意見の苦情コメントに示されている内容と考えられる。（表

１）（Ｑ２.）（Ｑ７.） 

③ Ｑ２で特に参考になったプログラム名を問うているが、②の「ISO13849－1:06 制御シス

テム安全関連部（一般原則）」と③の「中国の基準認証制度（CCC マーク制度）の状

況」の講演がほぼ拮抗して高ポイントであり、二件とも高評価が得られた。①の

「ISO11161:07 統合生産システム（基本要求事項）」は、ポイントが低かった。評価の

内容についてはその他・ご意見のコメントに大方示されていると考えられる。（表２） 

④ 次回開催で希望するテーマとしては、「国際安全標準の内容・動向」、「安全に関する

国内法規制の内容・動向」、「安全性確保の技術課題の解決方策」などに期待が大

きい。（表３） 

また、日機連の今後の活動については、「機械安全に関連する情報提供」や「技

術者育成に係わる支援」などに期待が寄せられた。（表４） 

⑤ 企業自らが抱える解決すべき課題については、「海外の安全規制への適合」が最も

ポイントが高く、「製品の安全確保・向上する技術」、「国内の安全規制への適合」、

「企業内の人材育成と技術の伝承」にも課題との回答が続き、「社会に対する企業と

しての安全の責任」、「製造工程上の安全を確保・向上する方法」、「企業内の技術・
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情報の共有と蓄積」なども課題であると回答している。（表５） 

(2) アンケート調査結果の詳細 
（注．各設問の回答率は、各回答数の合計に対する割合を示す） 

 

Ｑ１．本日のシンポジュウムの内容は、あなたの業務（または、あなたの組織） 

において、参考となる内容でしたか？  

                  ＜表１＞ 

       回答内容  回答数 回答率（％）

１．とても参考になった 39 24.7 

２．参考になった 106 67.1 

３．あまり参考にならなかった 10 6.3 

４．全く参考にならなかった 0 0.0 

５．その他 0 0.0 

未回答 3 1.9 

         合計 158 100.0 

 

その他・ご意見： 

・時間を守ったまじめな講演でしたね。（２．を選択し） 

・ISO11161,ISO13849-1 についての大まかな内容を理解できた。（２．を選択し） 

・11161:07 があまり役立ちそうもないことも含め、参考になることが多々あった。 

（１．を選択し） 

･平田機工さんの会社案内が長すぎる。講演会に本来、自社紹介は必要ない。（２．５．を選択し） 

・特に下記の１．（「ISO11161:07 統合生産システム（基本要求事項）」平田機工㈱ 木下博文氏の講

演）と２．「ISO13849－1:06 制御システム安全関連部（一般原則）」オムロン㈱ 井上正也氏の講

演）については、内容が専門的なため、理解に時間がかかる。（３．を選択し） 
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Q1
未回答; 1.9%

⑤その他; 0.0%

③あまり参考
にならなかっ

た; 6.3%

④全く参考にな
らなかった;

0.0%

①とても参考に
なった; 24.7%

②参考になっ
た; 67.1%

②参考になった

①とても参考になった

③あまり参考にならな
かった

未回答

⑤その他

④全く参考にならな
かった

 

 

Ｑ２．特に参考になった、あるいは大変興味深かったプログラムはどれですか？ 

＜表２＞        （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％）

１．「ISO11161:07 統合生産システム（基本要求事項）」

平田機工㈱ 木下博文氏 

48 19.2 

２．「ISO13849－1:06 制御システム安全関連部（一般原

則）」オムロン㈱ 井上正也氏 

99 39.4 

３．「中国の基準認証制度（CCC マーク制度）の状況」

㈱三菱総合研究所 首藤俊夫氏 

99 39.4 

４．その他 0 0.0 

未回答 5 2.0 

         合計 251 100.0 

  

その他・ご意見 

・（１．の講演は）一所懸命、四角四面に勉強中の感であった。（１．を選択し） 

・（２．の講演は）余裕を持って、考え方、背景、将来を勉強していた。（２．を選択し） 

・（３．の講演は）動向がよくわかった。（３．を選択し） 

・但し、ＩＳＯ11161 の解説は分かりにくかった。（１．２．を選択し） 

・すべての講演が最新のものであり、特に CCC 認証については知識がなかった為、大変有意義で

あったと感じました。（１．２．３．を選択し） 

・13849：06 について概念的な話はこれまでにも２~３度聞いていたが、今回の講演は例示も含め

大変わかりやすかった。業務の参考とさせていただきたい。 
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・中国での認証制度の内容がよくわかりました。中国に対してはきちっとした戦略が必要であるこ

とがわかりました。（３．を選択し） 

・当方のレベルが低く、理解が追いつかなかった。 

・特に２．が非常に難しい内容を具体的でわかりやすく説明していただき、参考になった。（２．

３．を選択し） 

・バランスの良い広範な調査。なかなか聞けない話もあり、断片的な知識がつながった。 

・ＩＳＯはむずかしくてわかりにくい。（２．３．を選択し） 

Ｑ２
未回答, 2.0%

④その他, 0.0%①
「ISO11161:07

統合生産システ
ム（基本要求事

項）」, 19.2%

③「中国の基準
認証制度（CCC
マーク制度）の
状況」, 39.4%

②「ISO13849－
1:06制御システ
ム安全関連部
（一般原則）」,

39.4%

②「ISO13849－1:06制御
システム安全関連部（一
般原則）」

③「中国の基準認証制度
（CCCマーク制度）の状
況」

①「ISO11161:07統合生
産システム（基本要求事
項）」

未回答

④その他

 
 

Ｑ３．日機連のシンポジュウムやセミナーのテーマとして、今後どのような 

テーマを希望されますか？       

＜表３＞        （回答複数可） 

     回答内容  回答数  回答率（％） 

１．国際安全標準の内容・動向  88 25.2 

２．安全に関する国内法規制の内容・動向 77 22.1 

３．労安法改正に伴うﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ努力義務への対応 51 14.6 

４．安全性確保の技術課題の解決方策 53 15.2 

５．安全性の観点から考える企業マネジメント 30 8.6 

６．事故状況、判例の分析 41 11.7 

７．その他 7 2.0 

未回答 2 0.6 

         合計 349 100.0 
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その他・ご意見： 

・安全と環境、安全と公共性（１．を選択し） 

・中国の更なる調査報告（６．を選択し） 

・SIL の決定（計算）方法について、事例を合わせたセミナーを実施して欲しい。（７．を選択し） 

・リスクアセスメント事例（２．を選択し） 

・メーカから見た労安法改正（化学設備関連）に伴う対応（２．４．を選択し） 

・IEC61508，ISO13849 の詳細（６．を選択し） 

・IEC61508 シリーズに関するテーマ（１．２．を選択し） 

Ｑ３
未回答, 0.6%

⑦その他, 2.0%

⑤安全性の観点
から考える企業

マネジメント, 8.6%

⑥事故状況、判
例の分析, 11.7%

③労安法改正に
伴うﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
努力義務への対

応, 14.6%

④安全性確保の
技術課題の解決

方策, 15.2%

②安全に関する
国内法規制の内
容・動向, 22.1%

①国際安全標準
の内容・動向　,

25.2%

①国際安全標準の内容・
動向　

②安全に関する国内法規
制の内容・動向

④安全性確保の技術課題
の解決方策

③労安法改正に伴うﾘｽｸｱ
ｾｽﾒﾝﾄ努力義務への対応

⑥事故状況、判例の分析

⑤安全性の観点から考え
る企業マネジメント

⑦その他

未回答
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Ｑ４．機械安全に関する日機連の活動として、今後どのような活動を期待されますか？ 

                     ＜表４＞       （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１．ホームページ等による関連情報の提供 88 28.0 

２．規格作成に関するサポート 33 10.5 

３．産業界の意見の取りまとめと行政機関に対する働

きかけ 

43 13.7 

４．機械安全に関する技術者の育成 59 18.8 

５．安全の認証取得のサポート 31 9.9 

６．安全の技術に関する相談窓口 45 14.3 

７．特にない 2 0.6 

８．その他 5 1.6 

未回答 8 2.5 

         合計 314 100.0 

  

その他・ご意見 

・設計段階における設計業務に関する法規制、適用される規格について。国内外の規格範囲。（８．

を選択し） 

・今回のようなセミナー（８．を選択し） 

・日本のユーザに対して日本の機械メーカが機械安全方策がきっちりできるよう指導してほしい。

（海外向けではなく）（１．２．３．４．を選択し） 

・海外の規格の動向の情報提供（１．を選択し） 

・機械安全に関する国内認証機関の立ち上げ（１．２．３．４．を選択し） 
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Q4
⑦特にない,

0.6%

⑤安全の認証
取得のサポー

ト, 9.9%

未回答, 2.6%

⑧その他, 1.6%

②規格作成に
関するサポー

ト, 10.5%

③産業界の意
見の取りまと
めと行政機関
に対する働き

⑥安全の技術
に関する相談
窓口, 14.3%

④機械安全に
関する技術者
の育成, 18.8%

①ホームペー
ジ等による関

連情報の提供,
28.0%

①ホームページ等による関連
情報の提供

④機械安全に関する技術者
の育成

⑥安全の技術に関する相談
窓口

③産業界の意見の取りまとめ
と行政機関に対する働きかけ

②規格作成に関するサポート

⑤安全の認証取得のサポー
ト

未回答

⑧その他

⑦特にない
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Ｑ５．業務の上で、安全に関してどのような面で、解決すべき課題があると感じて 

おられますか？         

＜表５＞        （回答複数可） 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１．製品の安全を確保・向上する技術 76 16.8 

２．製造工程上の安全を確保・向上する方法 41 9.1 

３．社会に対する企業としての安全の責任 44 9.8 

４．海外の安全規制への適合 91 20.1 

５．国内法規制への適合 57 12.6 

６．労安法改正に伴うリスクアセスメント努力義務

化 

39 8.6 

７．企業内の技術・情報の共有と蓄積 38 8.4 

８．企業内の人材育成と技術の伝承 48 10.6 

９．特にない 2 0.5 

１０．その他 6 1.3 

未回答 10 2.2 

         合計 452 100.0 

 

その他・ご意見： 

・コストダウン、価格アップにつながるのを防ぎたい。（４．を選択し） 

・自発的な取り組みには限界があります。CE、SEMI S2 といった具体的要求があればよいのですが、

日本国内においてはまだまだの感があります。（１．４．５．を選択し） 

・まだまだ先進の機械安全技術の認識が低い企業が多いようだ。メーカー・ユーザーを問わずきめ

細かい周知活動が必要。また中小メーカなどが人材不足の中での機械安全をどう進めるかが今後

の課題であろう。（１．２．７．８．を選択し） 

・国内外の安全規格に対し、体系的に理解している人材が少ない。（３．６．８．を選択し） 

・空圧安全の普及。 

・安全意識の向上（１．６．８．を選択し） 
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Q5

⑨特にない, 0.5%

②製造工程上の
安全を確保・向

上する方法, 9.1%

③社会に対する
企業としての安
全の責任, 9.8% ⑧企業内の人材

育成と技術の伝
承, 10.6%

⑥労安法改正に
伴うリスクアセス
メント努力義務

化, 8.6%

⑦企業内の技
術・情報の共有と

蓄積, 8.4%

未回答, 2.2%

④海外の安全規
制への適合,

20.1%

①製品の安全を
確保・向上する

技術, 16.8%

⑤国内法規制へ
の適合, 12.6%

⑩その他, 1.3%

④海外の安全規制への適
合
①製品の安全を確保・向上
する技術
⑤国内法規制への適合

⑧企業内の人材育成と技術
の伝承
③社会に対する企業として
の安全の責任
②製造工程上の安全を確
保・向上する方法
⑥労安法改正に伴うリスク
アセスメント努力義務化
⑦企業内の技術・情報の共
有と蓄積
未回答

⑩その他

⑨特にない
 

 

Ｑ６．当シンポジュウムを何でお知りになりましたか？ 

＜表６＞        （回答複数可） 

    回答内容 回答数  回答率（％） 

１．日機連ホームページ 11 6.6 

２．日機連からの郵送による案内 82 49.4 

３．関連工業団体からの紹介 30 18.1 

４．知人からの紹介 25 15.1 

５．その他 11 6.6 

未回答 7 4.2 

         合計 166 100.0 

 

その他： 

・社内部門から・工業会・会社より（2 名）・社命・親会社からの紹介・本社紹介 
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Q6
未回答, 4.2%５．その他, 6.6%

１．日機連ホーム
ページ, 6.6%

４．知人からの紹介,
15.1%

３．関連工業団体か
らの紹介, 18.1%

２．日機連からの郵
送による案内,

49.4%

２．日機連からの郵送による案
内

３．関連工業団体からの紹介

４．知人からの紹介

１．日機連ホームページ

５．その他

未回答

 

 

Ｑ７．その他、ご質問、ご意見等ありましたらご自由にお書き下さい。 

 

・機械安全に関連する法規制の制改訂動向については今後とも告知して頂きたい。 

・機械安全に対しての「法規制」を早急に実施して、「事故を起こした作業者がわるい」「ルールを

守らないのが悪い」が根強い日本の企業風土を変える必要がある。 

・統合生産システム。 

・ありがとうございました。機械安全のインフラをどのように整備したらよいか 

・CCC 認証製品に関する新しい情報を HP 等で公開してほしい。 

・写真等の実例での説明があれば良いと思う。 

・RA 等の見積、評価が正しくできる教育体制が必要と思われる。 

        「物づくりは人づくり」→基準の規格の明確化 

・人に依存しないしくみに依存する。 

・機械安全は今後更に重要となる。今後もさらに取り組んでいきたい。協力をお願いしたい。 

・小学校、中学校からの義務教育に安全の考え方（12100 等）を取り入れるべき。 

 



45 

Ｑ８―１．貴方の業種を教えてください。 

                    ＜表７＞ 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１． 化学工業 ４ 2.4 

２.   石油製品製造業 0 0.0 

３． プラスティック製品製造業 0 0.0 

４． 鉄鋼業 2 1.2 

５． 非鉄金属製造業 2 1.2 

６． 金属製品製造業 4 2.5 

７． 一般機械器具製造業 56 34.6 

８． 電気機械器具製造業 25 15.4 

９． 情報通信機械器具製造業 7 4.3 

１０．電子部品・デバイス製造業 0 0.0 

１１．輸送用機械器具製造業 9 5.6 

１２．精密機械器具製造業 15 9.3 

１３．医療用器械器具製造業 1 0.6 

１４．医療付帯サービス業 0 0.0 

１５．教育・研究機関 2 1.2 

１６．調査・コンサルティング 3 1.9 

１７．その他 17 10.5 

未回答 15 9.3 

         合計 162 100.0 

 注： 1. 複数項目回答者あり。     2. その他としては下記 

・建設機械製造業・団体・第三者認証機関・測定器メーカ・試験機関･紙機械業・認証機関 
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Q8-1

１３．医療用器
械器具製造業,

0.6%

１５．教育・研究
機関, 1.2%

５．　非鉄金属
製造業, 1.2%

４．　鉄鋼業,
1.2%

１６．調査・コン
サルティング,

1.9%

１．　化学工業,
2.4%

９．　情報通信
機械器具製造

業, 4.3%

６．　金属製品
製造業, 2.5%

１１．輸送用機
械器具製造業,

5.6%

１２．精密機械
器具製造業,

9.3%
未回答, 9.3%

１７．その他,
10.5%

８．　電気機械
器具製造業,

15.4%

７．　一般機械
器具製造業,

34.6%

７．　一般機械器具製造
業
８．　電気機械器具製造
業
１７．その他

未回答

１２．精密機械器具製造
業
１１．輸送用機械器具製
造業
９．　情報通信機械器具
製造業
６．　金属製品製造業

１．　化学工業

１６．調査・コンサルティ
ング
４．　鉄鋼業

５．　非鉄金属製造業

１５．教育・研究機関

１３．医療用器械器具製
造業
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Ｑ８―２．貴方の担当業務を教えてください。 

                     ＜表８＞ 

     回答内容 回答数 回答率（％） 

１． 製品開発・設計 49 28.9 

２． 生産技術・生産管理 5 3.0 

３． 安全管理 28 16.5 

４． 技術管理・企画 13 7.7 

５． 品質管理 23 13.6 

６． 調達・渉外 1 0.6 

７． 研究・調査 5 3.0 

８． 教育 5 3.0 

９． 情報システム 1 0.6 

１０．企業経営 3 1.8 

１１．その他 19 11.2 

未回答 17 10.1 

         合計 169 100.0 

  注：1. 複数項目回答者あり。 

     2. その他としては下記 

・品質保証（2 名）・㈳工業会事務局・営業（2 名）・マーケティング 
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Q8-2

８．　教育, 3.0%

１０．企業経営,
1.8% ９．　情報シス

テム, 0.6%

６．　調達・渉
外, 0.6%

７．　研究・調
査, 3.0%

２．　生産技術・
生産管理, 3.0%

４．　技術管理・
企画, 7.7%

未回答, 10.1%

１１．その他,
11.2% ５．　品質管理,

13.6%

３．　安全管理,
16.5%

１．　製品開発・
設計, 28.9%

１．　製品開発・設計

３．　安全管理

５．　品質管理

１１．その他

未回答

４．　技術管理・企画

２．　生産技術・生産管理

８．　教育

７．　研究・調査

１０．企業経営

９．　情報システム

６．　調達・渉外
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お わ り に 

 

機械安全国際標準にも示される機械安全に対する基本的考え方は、ヨーロッパやアメリカだけで

はなく、日本を除くアジア諸国にも浸透してきており、国際的な共通概念となってきている。特に

中国は、国策として国内の技術基準や制度に国際標準を積極的に取り込んでいる。 

我が国では、国策としての法規や制度が必ずしも整っておらず、企業の生産活動など民間レベル

での努力に大きな負担がかかっていると言える。本事業では、この負担とも言える現状の問題と課

題への方策案を提示することで、次段階においてなすべき具体的方策の検討へ繋げることは出来た

と考える。 

また、「機械安全取り組み企業の事例紹介」及び「ISO の国際安全規格の最新動向と中国基準認

証制度（ＣＣＣマーク制度）の状況」の２回の講演会の資料は、主に機械製造企業を中心に機械安

全の取り組みへの参考となると思われる。 

本事業において、企業における機械安全の一層の普及促進に貢献できるとともに、産業事故削減の

ためにも結びつくものと考えられる。更に今回の討議、検討が、機械製造企業を中心に機械安全取

り組みの普及促進に、多少なりとも貢献することができれば幸いである。 

 

 

 



 

 

 

 

 

付録 A 現状認識の整理と方策案検討 

－製造産業分野における機械安全推進に向けて－ 
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現状認識の整理と方策案検討 －製造産業分野における機械安全推進に向けて－ 

株式会社三菱総合研究所 
科学・安全政策研究本部 

要素 現状認識 方策案 要検討事項 日機連の役割 

(1)改正労安法の

定着 

①現状は労務部門主体の労働安全、設備安全であるため、リス

クアセスメントが進まない。 
・ 製造現場にリスクアセスメントの知識が浸透していない 
・ 労働環境改善と教育訓練による安全対策が主体である。 
・ 国際標準は設計のリスクアセスメントのみである。 
・ 改正労安法第 8 条 2「法律を遵守する他に、リスク低減に

努める」ことの趣旨が十分に理解されていない。 
 

②機械ユーザ企業の機械メーカ企業に対する安全の権利意識

が低い。 
・ 機械メーカに対して機械安全の責任を追及しない傾向が

ある。（現場の努力でリスク軽減しようとする機運があ

る。） 
・ 個々の労働者の権利意識も低いため、自発的な安全文化が

醸成しにくい。 
③労働安全に関する研究がなされていない。労働安全の体系が

できていない。 
④労安法の指針として定められる包括基準が努力義務とされ

ている。 
⑤労安法の技術基準と国際標準の間に乖離がある。（階層化さ

れた機械安全国際標準は包括的に全ての機械をカバー） 

①設備技術者（生産技術者）がリスクアセスメントに関与する仕

組みを作り、現場のリスクアセスメントを確立する。 
・ 製造現場でリスクアセスメント方策を考える仕組みを作る。。

・ 機械ユーザに安全専門家を定着させる。 
・ 業界として各社のハザードを収集し、ハザードリストを整理

するとともに共有を図る。 
 
②機械の安全性を高めるための安全文化の浸透 
・ 生産技術者やユーザ企業からの自発的な安全性向上の動きは

期待できないため、当初は何らかの基準や圧力で、安全文化

を導入することが必要であると考えられる。 
 機械導入の際、契約書への「残留リスク明記」や「稼働率」

などを要求する動きを促進する。 
 事故発生によるコスト算定のガイドラインを示し、経済的

損失の大きさを明らかにする。 
③安全の研究を追求するために必要とされる組織、人材、方向性

を明確にする。 
④EC 指令、OSHA が要求する国際標準レベルの本質安全を国内法

令に取り込んでいくための議論を促し、労安法の根本的な見直

しの必要性を高めていく活動を進める。 
⑤政府調達の機械導入時の契約条件に国際規格の遵守を取り入れ

る。 

①、②製造現場がシステムを改

善する仕組みを構築するた

め、現場の状況を把握する必

要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
③リスクベースドアプローチ

に基づく活動の進め方、体制

の検討を行う。 
－OSHA における労働安全活

動の枠組みの調査・検討など 
④国内法の基本的枠組みとし

て、どうあるべきかという議

論を深め、見直しに向けての

活動に結びつける働きかけ

が必要。 
⑤政府調達の契約条件を変更

する手法や課題を抽出する。 

(1)関係者の意見、活動を総合して

連携を高め、意見要望、提言を

発信するための「機械安全フォ

ーラム（仮称）」の創設に向けて

ステークホルダー間で議論を進

める。フォーラムによる宣言の

可能性を模索する。 

(2)リスクベースドアプローチに基

づく労働安全活動の参考とし

て、OSHA の活動内容、その裏

付けとなる制度について調査

し、OSHA の枠組みを明確にす

る。（H20 年以降） 

(3)厚労省政策担当部局へ働きかけ

る。 

－労安法第 28条 2の履行に対する

指導、支援の促進 

－労働安全コンサルタントの機械

安全知見の向上 

－生産技術者への機械安全研修の

実施を促す指針等の発行 

 

(2)安全性確保に

よるメリット 

①安全と品質が結びついていない。 
・ 欧米では品質と安全は表裏一体だが、日本では信頼性だけ

が品質の指標となっている。 

②安全性確保によるメリットを把握していない。 
・ 安全性を測る指標がない。 
・ 安全の社会的価値が普及していない。 
・ 事故発生による損失をコストとして把握していない。 
・ セキュリティには費用負担するが、安全には費用負担しな

い、という文化がある。 
 

①品質と安全を両立させる設備安全への変革推進 
・ マネジメントシステム（ISO9004：パフォーマンス改善の指

針）の「品質」に「安全」をビルトインさせた指針を作る。

②安全に関する企業評価制度の導入 
・ 事前対策評価：企業の経営面、研究開発面、人材育成面等を

一定の基準で評価する。 
  ↓ 
・ 評価上位企業に対するインセンティブの導入（優遇税制措置、

保険金軽減等） 
・格付け評価の①の「安全報告書」への記載義務づけなど 
 

①「品質と安全」に関する指針

づくりの検討 
 
②安全評価方法の検討・明確化 
・ 客観的かつ合理的な指標

の策定、実証など 
・ 優遇税制を導入する際の

課題、実現性など 
・ 企業表彰制度の実施 
・ OSHA 等の企業評価の仕

組みの調査 
 

(4)「生産性と安全性」、「品質と安

全性」を講演テーマに取り上げ

る。 

(5)機械安全の取り組みが企業価値

を高める「具体的意味・概念」

の明確化（検討及び提言）を進

めるために、「機械安全と企業価

値に関する検討部会（仮称）」を

立ち上げ検討する。 

(6)先進企業の取組み事例の紹介を

含め、企業への啓蒙活動を継続。

他の関連団体とも連携し活動の

輪の拡大を図る。 
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要素 現状認識 方策案 要検討事項 日機連の役割 

【企業の経営層】 

①製造部門の安全対策を経営マネジメントの問題として認識

していない傾向がある。 
・ 事故等の原因についてマネジメント面の課題として捉え

る機運がない。 
 

①安全の社会的価値の向上 
・ 公表制度の普及：企業の社会・環境報告書（CSR レポート）

のようなイメージの「安全報告書」の導入を促進する。 
・ 安全の要素の多面性（経営、技術、人的課題等）についての

理解を促進する。 
 事故分析に技術や人的課題のみでなく、マネジメント面の

課題を積極的に導入する。 
 

①企業のメリットの明確化 
 ・普及方法を検討する。 

 CSR レポート等による

メリット等を整理し、安

全のメリットに置き換え

るなど。 
 
 

(7)機械安全の取り組みが企業価値

を高める「具体的意味・概念」の

明確化（検討及び提言） 

 「機械安全と企業価値に関する検

討部会（仮称）」を立ち上げ検討

を行なう。 
 

(3)メーカのプラ

スミッション 

【企業の製造部門】 

①製造現場がリスクアセスメントの主体となる場合、安全性確

保より生産効率、設備導入コストを優先する傾向がある。 
②リスクアセスメントを実施する主体が明確になっていない、

又はない。 
・ 設備技術者（生産技術者）がリスクアセスメントを実施し

ていない。 
・ 安全を職務とするポジションがない。 
③統合生産システムとしてのリスクアセスメントが行われて

いない。 
 

 
①トップダウンによるリスクアセスメント導入の機運づくり 
 
②改正労安法に基づく機械のリスクアセスメント努力義務の徹底。

・ 機械ユーザ企業においてリスクアセスメントを実施する職務

の定着 
・ リスクアセスメントを実践する設備技術者等の育成 

 
③ISO 11161（機械安全・統合生産システム要求事項）を中心に、

システムとしてのリスクアセスメントの普及を図る。 

 
①リスクアセスメント導入の

機運を醸成するための活動 
②必要とされる人材の育成と

確保、及び企業の人材ニーズ

を高める工夫 
③統合生産システムのリスク

アセスメントの実践と ISO
規格の見直し 

 

(8)「機械安全を設備安全に展開す

るための課題と方策に関する検

討部会（仮称）」を立ち上げ、問

題点の整理と検討を進める。 

－ISO 11161 に関する解説セミナ

ーの実施 
－企業の統合生産システムに関す

るニーズ調査 
－ISO への見直し提案の中心的役

割として活動 
 

(4)安全性確保の

ための人材確保 

【機械ユーザ、機械メーカ企業の製造部門】 

①リスクアセスメントを実施する技術者が不足している。（又

は存在しない） 
・ 安全に関する体系的な教育システムがない。教育する講師

がいない。 
・ 設計の外注化等に伴い、製造現場レベルでの技能伝承に課

題がある。 
②安全技術者の社内的地位が低い。 
・ 社内でのキャリアアップの仕組みがない。 
・ アメリカでは安全技術者（CSP 等）がマネジメント層に

位置づけられている。 

 

①教育システムの確立、安全技術者の育成 
・ 体系的な安全教育システムを業界主導で確立する。 
・ リスクアセスメントを実践する設備技術者等の育成 
・ 失敗事例の分析の精緻化等、技能伝承を支援する仕組みを構

築する。 
 
②安全技術者の社会的地位の向上 
・ 機械導入時の契約書への安全技術者のサインを義務づけ、マ

ネージャクラスの安全技術者を育成する。（契約書へのサイン

義務づけを政府調達などから導入する） 
 

 

①教育システムの確立 
・ 製造現場で取り入れられ

る教育システムとするよ

う検討する必要がある。 
②契約書の記載内容や運用方法

についての検討 
・ 契約書へのサイン義務づ

けの導入の課題を抽出す

る。 
・ 形式的にならないような

仕組みづくり 

(9)機械安全人材部会の成果を広く

紹介し議論する場を設け、モデ

ルの改善を進める。、また、教育

機関等へ働きかけ、人材活用先

をイメージした教育活動につな

げる。 

 
(10)大学、高専の工学部等の機械関

連分野教育プログラムの認定を

担当する日本機械学会に働きか

け、安全工学基礎知識修得教育

の実現に向けて活動を進める。 

(5)保険制度と責

任 

【国の労働災害保険】 

①説明責任に関する明確な社会の共通認識がない。 
 
②機械安全の認証制度が構築されていない。 
③安全対策の実施が保険料率に反映されていない。 

 
 

 
①説明責任における「安全報告書」公表や、事故情報データ公開、

認証制度の有効性等についての理解を深める。 
②機械安全の認証制度の必要性について検討を進める。 
③リスクに応じた保険料率を最適化する。 
・ 保険料率算出のため、事故情報の収集・公開及び機械メーカ

へのフィードバックを行う。 
・ 企業格付け制度等を導入し、取り組み姿勢の優良企業の保険

料率に反映する。 

 
①事故情報の公開方法の検討 
②認証制度導入等に関する検

討 
③保険料率の決定方法の検討 
 

 
(11)「機械安全と企業価値に関す

る検討部会（仮称）」での議論を、

保険会社や業界団体との意見交

換により、可能性の模索を進め

る。 
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Common Cause Failure��������

� �����������������������
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No. Item �������� ��������

1 �����

����������� 15 15

2 ���

�������������������� 20 20

3 ��������������

3.1 ���������������� �� 15

3.2 ������������� 5 5

4 ���������

���������������������������������
�������

5 5

5 �����

��������������������������������� �� 5

6 ��

6.1 ���������������CCF������������EMC� 25 25

6.2 ������

�����������������������������������
����������������������������

10 10

�� 80 ��100

CCFCCF ��������

65��������������

�����������

���

Table I.1 - Estimation of the measures against CCF for example B

� ������������������������������
���������� � ��������������

30

��������������������������������������

MTTFd=High

MTTFd=Medium

MTTFd=Low

PL

a

b

c

d

e

Cat.B Cat.1 Cat.2 Cat.2 Cat.3 Cat.3 Cat.4
����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ����

� CCF�65��������MTTFd�DCavg�����������

��������������������
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MTTFd=High

MTTFd=Medium

MTTFd=Low

PL

a

b

c

d

e

Cat.B Cat.1 Cat.2 Cat.2 Cat.3 Cat.3 Cat.4
����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ����

���������MTTFd=high�Dcavg=high� CCF�65������PL�”e”������
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����������������

Category B 1 2 2 3 3 4

DCavg none none low medium low medium high

MTTFd of each channel

Low a � a b b c �

Medium b � b c c d �

High � c c d d d e

��Not covered

Table7 Simplified procedure for evaluating PL achieved by SRP/CS

� ��������������������������

��CCF�65���������MTTFd=medium�DCavg=low���PL�”c”������

33

PLPL��������

34

MTTFdMTTFd �������� ��Annex C C.4.3)Annex C C.4.3)

�����������������Annex C���������������
dop: ������� 220�
hop: 1������� 16��
t cycle: ���������� 5�
B10d: ��������Data����Annex C Table C.1���
60000000 ��������

35

MTTFdMTTFd �������� ��Annex C C.4.3)Annex C C.4.3)

���������������������������������
nOp� ����������
T10d: 10%���������������������
MTTFd: T10d/0.1

36
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������

���� ������
��

������

1������: SW1B������
K1B�MTTFd�30�������

2������: SW2 PLC CC RS ��
��20��MTTFd���������

������������������
���

Annex I���
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22��������������������PLPL��Annex IAnnex I��

1����������MTTFd�������K1B����

���������������������������
�������������������

2����������MTTFd�����20��MTTFd�
�����������������

1/0.15=6.7��MTTFd�����Annex D�

MTTFd=30������

38

����MTTFd����2����������

���������MTTFd��� Annex D
D.2����������������

22��������������������PLPL��Annex IAnnex I��

=20�

6.7�30�

��������
���

������

���� ��������

������

39

22��������������������PLPL��Annex IAnnex I��

60% DC���

�������
������
������

99% DC���
�������
�������
������

30% DC�=DC
None ����

�������

90% DC���
�����+
������
������
�������

DCavg=
LOW
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22��������������������PLPL��Annex IAnnex I��

��������
���

������

���� ������
��

������

Annex I Figure I.4 ���PL
�����: 3

CCF Table F.1����: 85�>65�
1������MTTFd: 20�

DCavg:67 (low)

PLc

41

PLPL������

1. PL����

2. ��������

3. MTTFd���

4. DCavg���������2 3 4�������

5. CCF��� Yes or No��� ������2 3 4��
�����

6. ISO13849-2���

7. �������������
- Systematic Failure �Annex G�
- ������� �Annex J�

42

������PLPL��SILSIL������

PL
SIL

(IEC61508-1)
high/continuous mode of operation

a No correspondence

b 1

c 1

d 2

e 3

43
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����������

1. SRP/CS: Safety Related Parts of a Control System
� ������������

2. PL: Performance Level
� SRP/CS���������������������������

3. PLr: Required Performance Level
� ����������������PL

PL����:
1. Category

� ���6.2���������

2. MTTFd - Mean Time to Dangerous Failure
� ������������������������������

3. DC - Diagnostic Coverage (of Tests)
� �����������������������������

4. CCF - Common Cause Failure
� �������������������������������

45

PLPL����������

PL���� �� �����
���

(Annex)
����

�
�
�

����
(Category)

���������
������

B,1,2,3,4 ���
EN954-1
ISO13849-1
(1999)

�
�
�

MTTFd
(Mean Time to
Dangerous
Failure)

���������
���

Low, Middle,
High
B10d, N

OP
, T10d

Annex
C,D

DC
(Diagnostic
Coverage)

����

��,Low, Middle,
High
High�99%�DC

Annex E IEC61508

CCF
(Common
Cause Failure)

��������� ���65��

Annex F
Annex I
Table I.1

ISO13849-2

46

��������

47

������PLPL

PL
���������������

1/h

a � 10-5 to � 10-4

b � 3�10-6 to � 10-5

c � 10-6 to � 3�10-6

d � 10-7 to � 10-6

e � 10-8 to � 10-7
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������PLPL��SILSIL��������

PL
SIL

(IEC61508-1)
high/continuous mode of operation

a No correspondence

b 1
c 1
d 2
e 3
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PL
SIL

(IEC61508-1)
high/continuous mode of operation

a No correspondence

b 1
c 1
d 2
e 3
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  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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