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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業に

おいても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問題で

は、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭなどの柔軟性措置に関

連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成

に向けた取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制をはじめとす

る環境規制も一部が発効し、その対応策が新たな課題であるとともに、新たなビジネ

スチャンスとも考えられます。 

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平成１９

年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に伴い、リスク

アセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定される

など、機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、

それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国

機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められて

おります。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして株

式会社三菱総合研究所に「米国における機械安全推進の現状に関する調査研究」を調

査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

   

 



 

はしがき 

 

 我が国の機械産業界は、機能と品質の高さ、及び優れた生産能力で世界のトップレベルを

維持してきた。しかし、近年、アジア各国の生産技術水準が向上したことや、今まで国内機械産

業のレベルを支えてきた熟練技能者の数が減少傾向にあることを受け、今まで以上に厳しい国際

競争の場に直面している。 

我が国としては、より低コストで高付加価値な製品を短期間で設計開発し生産していくことが、

今まで以上に必要とされる。一方、その低コストで高付加価値な製品の生産を支える現場では、

規模の大きな災害が発生しており、安全に対する取り組みの変革が必要とされてきている。 

我が国では、機械を使用する人間の教育を通じた安全性を確保する対策が中心であったため、

機械安全の重要性について、産業界及び行政機関が十分に認識しておらず、国際標準のリスク

ベースドアプローチが、我が国産業界には十分に浸透しているとは言えない状況になっている。 

しかしながら、海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高ま

っており、国際競争力を維持するためにも機械安全の考えを普及させ、我が国においてリス

クベースドアプローチが定着させていくことが必要不可欠である。 

本調査研究では、機械設備に関する安全性向上の活動が、積極的に推進されている米国の

状況について調査を行い、我が国における機械安全の推進方策を検討する基礎データとしてま

とめることを目指す。 

本調査を実施するにあたり、財団法人 JKA 並びに社団法人日本機械工業連合会のご高配に、

心より感謝申し上げる次第である。 

 

平成２１年３月 

 

株 式 会 社  三 菱 総 合 研 究 所 

代表取締役社長 田中  將介 
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1. 調査研究の概要 

 

1.1  背景と目的 

製造業における生産の根幹を支える機械設備は、もともとは非常に危険度が高く、使用

にあたっては細心の注意により安全性を確保することが必要とされる。機械の安全確保の

方法としては、リスクベースドアプローチによる方法が国際的な標準として認識されてい

る。安全性を確保するための国際標準を製造現場に適用し、実際に安全を確保することは、

機械設備に関係する機械ユーザ、機械メーカが、それぞれの立場から役割を果たすことが

必要とされる。また、それが正しく有効な活動として労働者の安全が守られているかを、

国の法令に基づき行政機関が監督する仕組みを多くの国で有している。 

我が国の労働安全衛生法（労安法）では、機械安全に関して国際標準レベルまでは強制

されておらず、企業の努力義務とするに止まっている。そのために、国際標準のリスクベ

ースドアプローチが、我が国産業界には十分に浸透しているとは言えない状況になってい

る。その要因としては、機械安全の重要性について、産業界及び行政機関が十分に認識し

ていないことが、大きな課題の一つとして考えられる。この課題を解決する方策を検討す

る基礎資料として、非常に広範囲にわたって活発な活動が行われている米国の状況につい

て調査することが必要とされる。 

このような背景から、本事業は、機械設備に関する安全性向上の活動が、積極的に推進

されている米国の状況について調査を行い、我が国における機械安全の推進方策を検討す

る基礎データとしてまとめることを目的として実施する。なお、調査範囲が非常に広範囲

であり、調査すべき内容は多様である。さらに、取り巻く状況は常に変化しているため、

継続的な調査を行うことが必要とされる。そのため、今年度は継続的な調査をスタートす

るための基本的なベースを作ることを第一の目的とする。 
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1.2  調査研究項目 

(1)  米国における機械設備の安全規則の現状に関する調査 

米国における機械設備の安全性確保については、OSHA（Occupational Safety and 

Health Administration、労働安全衛生管理局）が中心となって活動しており、その活動

の内容について、機械設備の安全性を確保する規則の面から、それを監視する活動を中心

に調査する。 

調査は、国内外の文献、インターネット情報等の公開情報に関する調査を中心に行う。

調査のポイントを以下に示す。 

 

• OSHA がこれまで進化してきた過程での改訂のポイント 

• 機械設備の安全に関する OSHA の監査状況と指摘の事例 

• ホームページを通じての情報提供の豊富さ 

 

(2)  米国における機械設備の安全性向上に対するインセンティブに関する調査 

米国の製造現場において、機械設備の安全性向上を図る対策を積極的に進めるためのイ

ンセンティブについて調査を行う。企業の評価や格付けの問題、企業の利益（保険料等）

に関する問題、製造現場における意識の問題等について調査を行う。また、機械設備のラ

イフサイクルの区切りにおいて、どのような安全の要求があり、その要求の根拠（法令、

顧客基準、自主基準 等）について調査する。 

調査は、国内外の文献、インターネット情報等の公開情報に関する調査を中心に行う。

調査のポイントを以下に示す。 

 

• OSHA が行う安全に関する教育の体系 

• 企業の安全性確保の取り組みについての評価方法 

• OSHA の安全要求事項と、そこで参照する規格等 

 

(3) 我が国との比較検討 

米国における機械安全が促進されている枠組みやその理由を検討し、我が国の抱える課

題と課題解決との比較検討を通じて、今後更なる検討を行うことが有益であると考えられ

る項目を抽出する。なお、比較検討に際しては、我が国の機械安全の状況に詳しい有識者

に意見を伺い、それを参考とする。以下に、比較検討のポイントを示す。 
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• 企業における取り組みを推進するインセンティブの確保の方法 

• 安全を推進する人材の育成方法 

• 追加調査すべき事項 

 

(4) 課題の整理 

(1)～(3)の調査及び比較検討の結果を踏まえて、我が国の機械安全を推進する方策につい

て、課題を整理する。課題整理のポイントを以下に示す。 

 

• 我が国において効果が期待される OSHA の施策 

• 施策を実施するために解決すべき課題 

• 継続的な調査も含め、将来に向けてのアクションプラン 

 

以上、機械設備に関する安全性向上の活動が、積極的に推進されている米国の状況につ

いて調査をすることにより、我が国の機械安全の普及促進の方策を検討するにあたって、

非常に有効な基礎データを得ることができ、我が国の機械産業における安全性の向上を、

製品付加価値の向上に繋がることが期待される。 
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2. 米国における機械設備の安全規則の現状 

  

本章では、米国において機械設備に関する安全性向上の活動を積極的に推進している

Occupational Safety and Health Administration(OSHA：労働安全衛生庁)の活動および

その根拠となっている労働安全衛生法について調査した結果をまとめる。 

 

2.1  OSHA 設立の経緯 

1970 年のアメリカの労働災害を見ると、業務上の死亡者数は 14,000 人を超え、250 万

人以上の労働者が業務中の事故で障害を負い、推定 30 万件の職業病が報告されるという

悲惨な状態であった。業務上の怪我や疾病の増加は、結果として生産の減少につながり、

また、賃金負担、医療費の出費、そして傷害補償の支払という点において、各州で経済的

負担、障害になっていた。そこで、1970 年 12 月 29 日、多発する業務上の死亡事故や怪

我の対策として、アメリカ議会は、ニクソン大統領のサインによって”The Occupational 

Safety and Health Act (労働安全衛生法)”を制定した。この法律は、雇用主が労働者に対

して安全で衛生な職場を提供しなければならないとして、労働安全衛生のためのプログラ

ムを発展させ運営することを目的としている。さらに、この法律によって、1971 年 OSHA

が、労働省の外局として設立された。 

現在、OSHA は、アメリカ国内に 200 以上のオフィスを構えており、約 2,100 人のスタ

ッフから成る。OSHA の役割は、アメリカの労働安全衛生を促進することであり、トレー

ニングの実施、組織的奉仕活動や教育、パートナーシップの構築、継続的な職場の安全衛

生の改良の奨励などを行っている。なお、OHSA が対象とする労働者は、ほぼ全ての労働

者であるが、自営業者、他の政府機関が管轄し、その規制に基づいて働いている労働者、

（炭鉱労働者、特定の運送業者などを含む）、公務員は、対象外となっている。 

OSHA の設立以来、就業中の死亡事故が 62%、怪我が 42%削減したが、現在でも約 6,000

人が労働災害で死亡、およそ 600 万人が怪我を負っている。 

 なお、労働安全衛生法によって、国立労働安全衛生研究所（National Institute for 

Occupational Safety and Health: NIOSH）も創設され、OSHA が米国労働省が管轄する

組織であり、職場の安全衛生に関する規制を策定、執行する役割を担うのに対して、NIOSH

は保健社会福祉省が管轄する組織であり、業務関連傷害・疾病の防止を目的とした研究お

よび勧告を行う機関とされている。 
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2.2  Occupational Safety and Health Act（労働安全衛生法） 

労働安全衛生法は、労働安全衛生に関する連邦の基本法であり 1970 年に制定された（章

項目は表 2-1参照のこと）。各州でも労働安全衛生に関連する法律の立法権限を持っており、

州独自の法律を制定することも可能であるが、実際には労働安全衛生法をそのまま採用し

て州法として制定しているケースが多いようである。 

労働安全衛生法の適用範囲は、50 州と連邦政府の統治が行われている領土の民間部門の

事業者すべてと、そこで働く労働者に及ぶ。領土には、コロンビア特別区、プエルトリコ、

ヴァージン諸島、米サモア、ジョンソン・アイランド、キャナルゾーン、及び外洋大陸棚

土地法が定義する外洋大陸棚土地も含まれる。また、対象とする範囲は、以下のようにな

っており、連邦政府機関の OSHA によって直接、あるいは OSHA の認定した州プログラ

ムを通じて、事業者や労働者に適用される。 

 

 製造業、建設業、港湾荷役業、造船業、船舶解体業、船舶修繕業、農業、法曹

業、医療業、慈善救済事業、災害救助業、労働組合、私立の学校など、さまざ

まな分野の事業者と労働者 

 宗教に関係のない目的で労働者を雇用する部分に限っては宗教法人も対象  

 

労働安全衛生法は連邦法（Federal Laws）第 29 編労働（Labor）の条項のうち、651

条～678 条を総称したものであり、連邦法令集（The United States Code：USC）に収め

られている。USC に収められている法律の規則集は連邦規則集（The Code of Federal 

Regulation：CFR）である。労働安全衛生法は労働安全に関する具体的な基準は定めてい

ない。CFR が具体的な基準を定めており、労働安全では CFR29 編（29CFR）を参照し、

特に 29CFR の Part 1904、Part 1910、Part 1926 が参照されている。29CFR Part 1910

は一般的な労働安全に関する基準であり、25 のサブパートから構成されており、機械及び

機械の防御装置についてはサブパート O で定められている（付録資料参照のこと）。 
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表 2-1 労働安全衛生法の構成 

  タイトル 備考 

Section 1 
Introduction 

(導入） 
  

Section 2  
 Congressional Findings and Purpose  

（議会の所見と目的） 
  

Section 3  
 Definitions  

(定義） 
  

Section 4  
 Applicability of This Act  

(法の適用） 
  

Section 5  
 Duties  

(義務） 
  

Section 6  
 Occupational Safety and Health Standards  

（労働安全衛生の基準） 
  

Section 7  
 Advisory Committees; Administration  

(諮問委員会：管理部） 
  

Section 8  
 Inspections, Investigations, and Recordkeeping  

（監視、調査、記録保持） 
  

Section 9  
 Citations 

(通告） 
  

Section 10  
 Procedure for Enforcement  

（実施の手順） 
  

Section 11  
 Judicial Review  

(法的レビュー) 
  

Section 12  

 The Occupational Safety and Health Review 

Commission  

（職業上の安全衛生見直し委員会） 

  

Section 13  
 Procedures to Counteract Imminent Dangers 

（差し迫った危険に対処するための手順） 
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Section 14  
 Representation in Civil Litigation 

（市民訴訟における代表） 
  

Section 15  
 Confidentiality of Trade Secrets  

（秘密についての信頼性） 
  

Section 16  
 Variations, Tolerances, and Exemptions 

（変化、許容、例外） 
  

Section 17  
 Penalties  

(罰則） 
  

Section 18  
 State Jurisdiction and State Plans  

（州の司法と州計画） 
  

Section 19  
 Federal Agency Safety Programs and Responsibilities  

（連邦機関の安全プログラムと責任） 
  

Section 20  
 Research and Related Activities  

（研究及びそれに関連した活動） 
  

Section 21  
 Training and Employee Education  

（トレーニングと労働者の教育） 
  

Section 22  
 National Institute for Occupational Safety and Health  

（国の職業上の安全衛生機関） 
  

Section 23  
 Grants to the States  

（州の認可） 
  

Section 24  
 Statistics  

(統計） 
  

Section 25  
 Audits  

（監査） 
  

Section 26  
 Annual Report  

（年間リポート） 
  

Section 27  

 National Commission on State Workmen's 

Compensation Laws  

（州の労働者の補償法についての任務） 

削除 

Section 28  
 Economic Assistance to Small Businesses  

(小企業への経済支援） 
削除 
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Section 29  
 Additional Assistant Secretary of Labor  

（労働長官の補佐） 
削除 

Section 30  
 Additional Positions  

（追加的位置づけ） 
削除 

Section 31  
 Emergency Locator Beacons  

（緊急時について） 
削除 

Section 32  
 Separability  

（分離性） 
  

Section 33  
 Appropriations  

（予算） 
  

Section 34  
 Effective Date  

(効用を発揮する日） 
  

Section   Historical Notes    

 

 労働安全衛生法によって、以下の責任・権利が雇用主・労働者に認められている。 

 

～雇用主の責任～1

・ 深刻な認識された危険源のない職場を提供し、労働安全衛生法が定める基準、ル

ール、規制に従うこと 

・ OSHA の基準に一致していることを確実にするために職場状況を調べること 

・ 労働者が安全な道具や設備を使用していて、的確にこれを維持していることを確

実にすること 

・ 潜在的危険について労働者に警告するためにカラフルなポスター、ラベル、サイ

ンを使うこと 

・ 労働者が安全衛生の要求に従えるように、作業手順を確立または更新し、彼らと

コミュニケーションをとること 

・ OSHA の基準によって要求されたとき、医療調査やトレーニングを行なうこと 

・ 職場内の目立つ場所に労働者の権利や責任を知らせる OSHA のポスターを貼るこ

と 

・ 3 人以上の労働者が死亡または病院に行くような事故が発生した場合は 8 時間以

                                                  
1 http://www.osha.gov/as/opa/worker/employer-responsibility.html 
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内に報告すること 

・ 仕事に関連した怪我や疾病の記録を保持すること（10 人以下の労働者しかいない

確実に危険が低い産業の雇用主は除外される） 

・ 労働者や元労働者、彼らの代理人に仕事に関連した怪我・疾病の記録へのアクセ

スを提供すること 

・ 2002 年の 2 月は、OSHA 200 Log のポスターの最後のページのコピーを貼っておく

こと 

・ 労働者の医療記録や曝露記録の閲覧を労働者や彼らの代理人に可能にすること 

・ OSHA のコンプライアンス・オフィサーに監視中に同行することが求められる労

働者の代表の名前を伝えること 

・ 労働安全衛生法の下で権利を行使した労働者に対して差別をしないこと 

・ OSHA の通告を職場もしくはその近くに掲示しておくこと。各通知は違反が訂正

されるまで、または、３営業日以上掲示したままにしておくこと。是正確認通知

やタグを掲示しておくこと。 

・ OSHA の通告が指定した期日までに違反を訂正し、要求される是正確認通知を提

出すること。 

 

～雇用主の権利～ 

・ 無料のアドバイスや現場におけるコンサルタンティングを受ける 

・ 業界団体を通じて職場の安全衛生に関与する 

・ OSHA のコンプライアンス・オフィサーに身分証明書の提示を求める 

・ コンプライアンス・オフィサーに監視の理由を尋ねる 

・ コンプライアンス・オフィサーと会議をする 

・ 監視時にコンプライアンス・オフィサーに同行する 

・ 監視結果に異議を唱える 

・ 専門的な技術の欠如によって指定日までに完全に従うことができず、他の効果的

な手段で労働者を守っていることが証明されたとき、基準の適用除外を受ける 

・ 安全衛生の発展のために積極的な役割を担うこと 

・ 秘密が守られるという保証を受ける 

・ 職場に有害な物質があるかどうかを NIOSH に文書で要求をする 

・ OSHA に基準の発行、変更、取り消しについての情報やコメントを提出し、公聴

会を求める 
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～労働者の責任～2

・ 職場で OSHA のポスターを読むこと 

・ 全ての適用される OSHA の基準に従うこと 

・ 雇用主が定めた全ての安全衛生のルールと規制に従い、働いている間は決められ

た保護装備を着用もしくは使用すること 

・ 監督官に危険な状況を報告すること 

・ 仕事に関係した怪我や疾病を雇用主に報告し、適切な治療を求めること 

・ 適切なマナーで法の下に権利を行使すること 

 

～労働者の権利～3

・ OSHA の基準が要求するトレーニングを雇用主から受けること 

・ OSHA の基準に関する情報（労働者の怪我や疾病、仕事の危険性、労働者の権利）

を雇用主に要求すること 

・ 危険性や違反に対して正しい行動をとることを雇用主に要求すること 

・ OSHA の基準の違反や深刻な危険が職場にあると思う場合に OSHA のコンプライ

アンスに申告すること 

・ 職場での OSHA の監視に関わること 

・ OSHA の監視の結果を知ること 

・ 雇用主への OSHA の通知や是正期間の変更について話し合う会議や公聴会に関わ

ること 

・ 危険源の訂正の期限に異議を唱えること 

・ 苦情を申し立てたことによる差別について訴えること 

・ 職場の健康危機の可能性について調査を要求すること 

・ 新しい基準を作成している間に OSHA にコメントや証言をすること 

 

  

                                                  
2 http://www.osha.gov/as/opa/worker/responsible.html 
3 http://www.osha.gov/as/opa/worker/rights.html 
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なお、Section 18 にて、州計画とあるが、これは OSHA から認可を受けた労働安全衛生

プログラムのことで、その運営には連邦政府機関の OSHA の代理として、それぞれの州が

担当する。 

労働安全衛生法によって、各州が独自に労働安全衛生計画を策定、運営するよう奨励さ

れているが、OSHA が認可した計画を持たない州は、州による基準を施行することができ

ないなど、すべての州計画は、OSHA によって認可され、監視されることになっている。 

OSH Act Section 18(b)に基づいて州計画が認可されたら、そのプログラムの運営費用の

50%を OSHA が負担する。州計画には、連邦政府のプログラムと同等以上の効果を持つ基

準、実施プログラム、自主的遵守活動が設けられていなければならない。なお、州計画は、

連邦政府の基準が発効してから 6 ヶ月以内に、その基準と同等の基準を導入しなければな

らない。OSHA が認可した州計画の基準のほとんどは、連邦政府の基準と酷似しているが、

OSHA によって認可された州は、連邦政府の基準とは異なる独自の基準を持つこともでき

るとされている。 

OSHA は州に対し、公共部門（州政府及び地方政府）の職員のみを対象とした計画策定

も認めているが、そのような場合、その州の民間企業に関しては、OSHA の管轄となる。  

全体の計画を運営している州は 23 州、公共部門だけに適用される計画を運営している

州は 3 州ある（表 2-2参照）  

OSHA による州計画認可プロセスの第一段階は、OSHA から「開発計画」としての認可

を受けることであり、州がその認可を受けるには、適切な立法機関があること、3 年以内

に基準制定手続き、施行手続き及び不服申し立て手続きを定められること、十分な数の監

督官を揃え、訓練、教育、技術援助プログラムを用意できることを証明しなければならな

い。州が、OSHA と同等以上の機能を有し、そのほかの要件も満たした場合、OSHA はそ

の州計画の最終認可を行い、州が管轄する分野での連邦政府権限の行使を停止する。 

認可された州計画を持つ州は、事故の発生や苦情の申立てに対応し、OSHA と同様に任

意の抜き打ち監督を実施することになり、通告を発行し、州法に基づいて罰則を提示し、

州の審査委員会または、そのほかの手順を通じて問題に判定を下す。 
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表 2-2 州計画 

州計画の適用範囲 
州 

民間 公共 

アラスカ ○ ○ 

アリゾナ ○ ○ 

カリフォルニア ○ ○ 

コネチカット × ○ 

ハワイ ○ ○ 

インディアナ ○ ○ 

アイオワ ○ ○ 

ケンタッキー ○ ○ 

メリーランド ○ ○ 

ミシガン ○ ○ 

ミネソタ ○ ○ 

ネバダ ○ ○ 

ニュージャージー × ○ 

ニューメキシコ ○ ○ 

ニューヨーク ○ ○ 

ノースカロライナ ○ ○ 

オレゴン ○ ○ 

プエルトリコ ○ ○ 

サウスカロライナ ○ ○ 

テネシー ○ ○ 

ユタ ○ ○ 

バーモント ○ ○ 

ヴァージン諸島 × ○ 

ヴァージニア ○ ○ 

ワシントン ○ ○ 

ワイオミング  ○ ○ 
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2.3  OSHA の業務概要 

OSHA の Mission・Values・Vision が下記の図のように提示されている。 

 

図 2-1 OSHA の Mission・Values・Vision 

MISSION: 

働く男性と女性のための安全で衛生な労働状況を確保する。 

 

VALUES: 

RESPECT 

全ての人々に敬意を表し、それぞれの違いを認識し、貢献を評価して接する。 

INTERGRITY 

誠実さをもって、正直に責任を持って行動する。 

COMMITMENT 

全ての働く男性と女性の健康安全保護に取り組む。 

 

VISION:  

アメリカ全ての職場に効果的な安全衛生マネジメント・システムを。 
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OSHAの組織体制は、下記の図 2-2のようになっており、上述したMission・Values・

Visionを実現すべく、労働安全衛生法が認める以下の 4 つの基本戦略に則り、事業者や労

働者を支援し、職場での傷害、疾病、死亡者数の削減を目指している。 

 

① 徹底的、公平でかつ効果的な施行 

② 安全衛生基準のガイダンス 

③ トレーニングと教育 

④ パートナーシップやその他の協力プログラム、基準順守の支援 

 

上記の 4 つの戦略を通じ、OSHA は幅広いプログラムや活動を実施し、職場の安全衛生

を促進することを目的とし、以下のような業務を行っている。 

 

① 職場における危険性の削減や、新たな安全衛生のためのプログラムの実行や、既存のプ

ログラムの改良に関する雇用主および労働者に対しての奨励 

② 労働安全衛生の義務基準の作成、および職場の監視や労働者の支援を、通告を通じた強

化 

③ よりよい労働安全衛生を達成するために雇用主・労働者の責任と権利の規定 

④ 職場の危険を防止する革新的な方法の開発を目指した調査の実施 

⑤ 職業上の事故や病気のモニタリングするための記録システムのメンテナンス 

⑥ 労働安全衛生についての個人の能力を向上させるためのトレーニング・プログラムの作

成 

⑦ 州の労働安全衛生プログラムの開発、分析、評価、賛同 

⑧ 労働事故や怪我を減らすための技術的な支援、トレーニングと教育、協力プログラムと

パートナーシップの実施 
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（出典）OSHA WEB サイト 

図 2-2 OSHA 組織図 
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 ここで、OSHA による基準の制定プロセスを以下に示す。 

 

OSHA は自らの発議または、以下に示す関係者からの要請に応じて、基準の制定に着手

する。  

・ 健康社会福祉省（HHS）  

・ 国立労働安全衛生研究所（NIOSH）  

・ 州政府及び地方自治体  

・ 国が認める基準策定団体、事業者または労働者の代表者 

・ そのほかの関係者  

 

OSHA が自発的に制定することもあれば、労働者や事業者の要請によって制定されるこ

ともあり、また、NIOSH をはじめとするその他の政府機関が、基準を制定するよう OSHA

に勧告することもできる。 

前述したように、労働安全衛生法は、労働安全衛生の研究機関として国立労働安全衛生

研究所（NIOSH）を設置し、NIOSH は、さまざまな安全衛生問題を研究し、OSHA に技

術的支援を提供し、採用すべき基準について OSHA に勧告をしている。 

 

OSHA が基準の制定等を行う際には、基準の提案、改訂、廃止の意向を、官報（Federal 

Register）に以下の形式で発表する。 

 

・ 基準案の起草に使う情報を集めるための情報要請、規則制定案の事前通知、提示

の起草に利用する情報収集ミーティングのお知らせ。  

・ 提案された新規則の要件を発表し、一般の人々からの意見を聞く期間を設けた規

則制定案通知。 

  

関係者は、文書情報や証拠を提出することができ、OSHA は、さまざまな主張を考慮す

るために、公聴会を計画することも可能である。 

 

一般市民の意見や証拠、証言を検討した後、OSHA は以下のいずれかを発表する。 

 

・ 改訂された、あるいは導入された基準の全文と発効日、その基準の説明ならびに

導入の理由。 
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・ 基準の制定も改訂も不要である、という決定。 

 

労働省は毎年春および秋に、策定中の規制の全リストを官報で公表しており、

Regulatory Agenda には、基準や規制の制定スケジュールが掲載されている。そのため、

事業者や労働者、その他の関係者たちも基準の制定時期を知ることができるようになって

いる。 

 

 なお、特定の状況があれば、OSHA は直ちに効力を発し、恒久的基準が導入されるまで

有効とされる緊急暫定基準を制定できる。この緊急暫定基準を制定するに際しては、OSHA

が以下のような状況であることをあることを認めなければならない。  

 

・ 毒性がある、物質的に有害又は新たな危険がある物質や要因へのばく露によって、

労働者が重大な危険にさらされている  

・ 労働者を保護するために、緊急基準が必要である。  

 

上記のような状況が存在すると判断した場合、OSHA は官報に緊急暫定基準を発表する。

なお、この緊急暫定基準は、恒久的基準制定の基準案となり、最終決定が 6 ヶ月以内に下

されることを除けば、恒久的基準の制定手続きは通常の手続きと同様である。 

 

新しい基準・要件を遵守できない事業者や新しい基準に反対する人は、以下を行うこと

が認められている。  

 

・ 裁判に訴え、法的見直しを求める。  

・ 基準や規制の恒久的、暫定的、または実験的な適用除外を求める。  

・ OSHA が適用除外要請を検討しているあいだ、既存の状況での業務継続を許可す

る仮命令の申請。  

 

事業者や労働者は OSHA に対し、基準の策定を要請することも、基準の一部変更や廃止

を要請することもでき、OSHA は技術の発達や変化に合わせて基準の見直しを継続的に行

っている。 
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2.4 OSHA による監査 

2.4.1  監査方法 

 監査は、安全及び衛生工学の教育・トレーニングを受けた安全衛生の専門家である

OSHA の Compliance safety and health officers によって実施される。 

な お、 Compliance safety and health officers に対して は、 Certified Safety 

Professional(CSP)や Certified Industrial Hygienist(CIH)などの資格が参照されている。 

監督は常に、抜き打ちで行われるが、特殊な事情があれば、OSHA が予め事業者に通知

することもある。ただし、そのような通知も通常、監督の実施 24 時間以内に行われる。

なお、特殊な事情とは次のような場合を示す。 

 

 緊急に是正を必要とする差し迫った危険がある場合。 

 事業者が自ら OSHA に届け出た死亡事故や大惨事の事故を調査する場合。 

 通常の営業時間後に実施しなければならない監査、特別な準備が必要な監査。 

 労働者や事業者の代表、あるいはその他の人々に立ち会ってもらうために事前通知

が必要な場合。 

 正当な理由により、監査の実施を 5 営業日以上遅らせる場合。 

 事前に通知をしたほうが、徹底的あるいは効果的な監査ができる、と OSHA が判断

した場合。  

 

監査実施の通知を事前に受け取った事業者は、労働者の代表にその旨を伝えるか、OSHA

が労働者の代表に通知できるように手配しなければならず、事業者が OSHA の監査官の受

け入れを拒否、あるいは監査の妨害をしようとした場合は、法により、監査令状の取得な

ど、適切な法的手段が執られる。 

 

OSHAによる監査は図 2-3のような流れになっている。 
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図 2-3 OSHA による監査の流れ 

＜到着＞ 

事業所に到着した OSHA の監査官は資格票を提示し、事業者側代表との面会を申し入れ

る。事業者は、監査官に証票の提示を求めなければならない。 

なお、事業者は、最寄りの連邦あるいは州の OSHA 事務所に電話をし、その OSHA 監

査官が本人であることを確認することができる。また、監査官は、監査の際に罰金を徴収

してはならない。 

 

＜監査前の会議＞ 

事業所がどのようにして選ばれたのか、何が監査の対象となるかについて、監査官が説

明を行う。 

また、監査官はその施設が OSHA のインセンティブプログラム等によって監査免除措置

を申請中あるいは既にその措置を受けているかを確認し、もしそうであれば、監査は限定

的なものになるか、あるいは終了となる。 
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 監査官は、訪問の目的、監査の範囲、適用する基準について説明し、適切な安全衛生基

準の写しや労働者による苦情申立ての写しの入手方法も事業者に伝える。 

 また、監査官は事業者に対し、監査のあいだ監査官に同行する事業者側代表を選ぶよう

要請する。 

 

＜監査＞ 

事前の会議の後に、監査官と同行する代表達は事業所内を歩き、作業区域における安全

衛生問題について調査を行う。 

作業現場における監査では、監査を実施する経路と所要時間は、監査官が決定するが、

監査対象の作業員へのヒアリング調査等において作業の中断を最小限に抑えるべく最大限

の注意を払うとされている。ちなみに、特定の苦情や死亡事故、重大災害がきっかけとな

って実施された監査であっても、事業所の一部あるいは全体を監査の対象とすることがで

き、また、明らかな違反が見つかった場合も、監査の範囲を拡大する許可を求めることが

できる。 

 なお、必要があれば写真やビデオを撮影し、測定器で計測をし、記録の検討、空気サン

プルの収集、騒音の測定、既存の技術管理体制の調査、そして労働者が有毒なヒュームや

ガス、粉じんにさらされていないかを調べる。ただし、監査官には守秘義務があり、業務

上の秘密を外部に漏らしてはいけない。 

 OSHA は、掲示義務と記録管理義務を重視しており、監査官は、事業者が保存すること

が義務付けられている死亡や傷害、疾病の件数についての記録を調べる。また、OSHA 様

式 300 の最終ページに記載されている総計の数字が規定どおり掲示されているか、安全衛

生に関する労働者の権利を記した OSHA の職場ポスターが、目に見える場所に掲示されて

いるかも点検する。労働者が有毒物質や危険な物理的因子に暴露した際の記録が義務付け

られている場合、監督官はその記録が、記録管理要件を満たしているかも調べる。 

 OSHA の危険・有害性の周知徹底基準は事業者に対し、容器の表示や物質の安全データ

シート、労働者の訓練プログラムについての規定など、文書による包括的な情報伝達プロ

グラムを設けることを義務付けており、監査官は、事業者の危険・有害性の周知徹底プロ

グラム（Hazard Communication Program）を一部提出するように求める。 

 監査の実施中、監査官は目についた不安全な労働環境、あるいは健康を害するような労

働環境を事業者に指摘し、事業者が望めば、監査官はその問題点の改善策についても討議

する。 
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 監査官が発見した明確な違反の中には、直ちに是正できるものもあり、事業者がその場

で是正措置をとった場合、監査官はその是正行為を記録し、事業者が基準の遵守に積極的

であると判断する参考にすることがある。しかしながら、たとえ是正されたとしても、明

らかな違反があったという事実は、通告あるいは罰則通知の対象となる。ただし、違反の

種類によっては、即座に是正したことで、罰則が減じられるケースもある。 

 

＜監査終了後の会議＞ 

監査が終了後、監査官は事業者、労働者および/または労働者の代表と共に終了時の会議

を行う。 

 監査官は参考資料として、労働者およびその他のすべての関係者に、『OSHA 監査後の

事業者の権利と責任（Employer Rights and Responsibilities Following an OSHA 

Inspection）』を一部渡す。 

 監査官は、監査中に発見した不安全や健康を害するような環境すべてについて事業者と

話し合い、通告や罰則提示の可能性がある違反すべてを指摘するとともに、事業者に対し

て不服申立ての権利があることも伝える。 
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OSHA による職場の安全衛生状態の監査は、雇用主が安全衛生順守のために活用してい

るプログラムとマネジメント・システムに対する明確な理解に基づいて行われている。 

監査方法としては、「Evaluation of Workplace Safety and Health Programs」「Safety 

and Health Program Management Guidelines」「Program Evaluation Profile（以下、

PEP）」があるが、PEP が新しい評価手法であり、PEP 評価は、以下の 6 項目から行う。 

 

 Management Leadership and Employee Participation 

 経営陣のリーダシップ 

 従業員の参加 

 リソース配分（人的、金銭的含む） 

 契約者の安全 

 

 Workplace Analysis 

 調査およびハザード分析 

 検査 

 レポート 

 

 Accident and Record Analysis 

 事故とニアミス事故の調査 

 データ分析 

 

 Hazard Prevention and Control 

 ハザードコントロール 

 メンテナンス 

 医療プログラム 

 

 Emergency Response 

 非常時への備え  

 救急 

 

 Safety and Health Training 
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職場におけるプログラムとマネジメント・システムに対して、上記観点より各評価項目に

関して表 2-3に示すように 5 段階評価を行うが、その際、下記（出典）OSHA WEBサイ

ト 

図 2-4に示すようなチャートを用いて評価を行う。 

 

なお、評価に際して、「Management Leadership and Employee Participation」に関し

ては、「経営層のリーダシップ」「従業員の参加」「4 項目の平均」のうち最も評価点の低い

ものを採用することとし、他の評価項目に関しては項目ごとの評価点の平均値を算出して

四捨五入して評価点とする。 

6 番目の要素、 Safety and Health Training に関しては、労働現場に最もよく合ってい

る評価点をつけることとする。 

このように 6 つの評価項目に対して評価点を算出した上で、6 項目の平均値を算出して

四捨五入してトータルの評価点を求める。 

 

なお、6 つの評価項目「Management Leadership and Employee Participation」

「Workplace Analysis」「Accident and Record Analysis」「Hazard Prevention and 

Control」「Emergency Response」「Safety and Health Training」に対する評価基準の例

を表 2-4～表 2-10に示す。 
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表 2-3 職場の安全衛生プログラムの評価 

Score 安全衛生プログラムのレベル 

傑出しているプログラム 5 

優れたプログラム 4 

基本的なプログラム 3 

開発段階のプログラム 2 

1 プログラムがない。 

効果がないプログラム 

 

 

 
（出典）OSHA WEB サイト 

図 2-4 PEP チャート 
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表 2-4 Management Leadership and Employee Participation（経営陣のリーダシップ） 

 

1 経営者は、労働現場における安全衛生に対するポリシー、目標、目

的、または関心を有していない。 

2 経営者は、安全衛生に関するポリシー、目標を設定して労働者に伝

えるが、実行が伴っていない。 

3 経営者は、すべての安全衛生規則に従っており、安全衛生実現に対

して目に見える支援を行っている。 

4 経営者は、労働現場における安全衛生プログラムの重要な場面、現

場の視察や、レビューや、プログラムレビューなどに参加する。  

事故、兆候、負傷、または危険の報告を推奨するようなプログラム

が欠けている。  

5 労働現場の安全衛生が経営者会議において議題に定期的に含まれて

いる。 経営者側は労働者に対して明確に安全衛生が最重要であるこ

とを支援・事例をもって示す。性能は、一貫していて持続している

か、向上している。 
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表 2-5 Management Leadership and Employee Participation（従業員の参加） 

1 職場の安全衛生に対する労働者の参加が推奨されない。従業員/従業

員代表は安全衛生プログラムに関与しない。 

2 労働者とその代表は報復の恐れもなく自由に労働現場における安全

衛生活動に参加できる。 安全衛生に関する雇用者と労働者とのコミ

ュニケーションの手順が設定されている 労働安全衛生法に基づく

労働者の権利（急迫の危険を伴うと合理的に思われる仕事を拒否す

るか、または止める権利）は、労働者によって理解されて、経営者

側によって尊重される。 安全活動を実行している間、労働者に賃金

が支払われる。 

3 労働者とその代表は、安全衛生プログラムに関与している（作業領

域の監査に携わる、監査結果を受け取ることが許可されている）。 労

働者と代表の情報へのアクセスは、労働者によって理解されて、経

営者側によって認識されている。ハザードや差別の苦情を述べ、雇

用主からのタイムリーな対応を受けるための手順が記録されてい

る。 

4 労働者と彼らの代表は、仕事場分析、監査、調査、および管理手法

の開発に参加しており、またそのような活動に参加する必要なトレ

ーニングと教育を受けている。労働者とその代表は、安全報告と監

査を含む、すべての適切な安全衛生情報にアクセスできる手段を有

している。 労働者は重大な危険を自分たちに引き起こす作業への関

与を拒否する権利について知識を有している。 

5 労働者と代表は、安全衛生プログラムの開発、教育・トレーニング

にフルに参加する。 労働者は、経営者や第三者によって行われる監

査やプログラムレビューや、モニターのためのサンプル収集に参加

したり、そのような活動への参加に必要なトレーニングと教育を有

している。 雇用主は、従業員が潜在的に重大な安全衛生におけるハ

ザードを有する活動を止めるのことを奨励して、認可している。 
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表 2-6 Workplace Analysis（調査およびハザード分析） 

1 計画された／変更された／新しい操作に対するハザードレビューに

対するシステムや要求がない。 衛生安全や、ルーチン作業ハザード

分析に対する包括的な調査に関する証拠が全くない。 

2 規格違反に対する調査は知識のある人によって行われるが、単に事

故か苦情に対応してのみ行われる。 雇用主は労働現場に適用される

主要な OSHA 規格を特定している。 

3 プロセス、タスク、および環境への影響に関する調査を知識のある

人が行い、必要に応じて適用規格をアップデートする。 現在のハザ

ード分析はすべての危険性の高い仕事とプロセスについて書かれて

いる。 分析は、影響を受ける従業員に伝えられ理解されている。 ハ

ザード分析は、過去に負傷か疾病が記録された仕事/タスク/ワーク

ステーションに対して行わる。 

4 入念な調査が定期的に行われ、適切な修正措置がとれられている。 

初期調査は資格のある専門家によって実施される。現在のハザード

分析は、すべての作業領域に対して記録されており、すべての従業

員にとって利用可能である。 知識のある人はすべての計画された／

変更された／新しい施設・プロセス・材料・設備についてレビュー

する。 

5 記録された包括的な作業場の災害評価を含む定期的な調査が、公認

された安全衛生専門家やプロフェッショナル・エンジニアなどによ

って実施される。 是正措置が記録され、そして、ハザードリストが

アップデートされる。 ハザード分析は設計、開発、導入、およびす

べてのプロセスと業務の変更において実施される。 
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表 2-7 ACCIDENT and RECORD ANALYSIS（事故調査） 

 

1 事故、負傷、ニアミス、または他のインシデントの調査が全く行わ

れない。 

2 インシデントに対して何らかの調査が行われるが、根本的原因は特

定されない。また、是正措置は一貫性がない。 

3 OSHA-101 はすべての記録可能なインシデントのために完成される。 

レポートには原因特定と是正措置が一般的に記載される。 

4 OSHA へ記録可能なインシデントは常に調査され、有効な防止策が実

行される。 従業員にとって、レポートと事故防止のために推奨され

ることが利用可能である。 調査の品質と完成度は訓練された安全人

員によって体系的にレビューされる。 

5 すべての損失を起こす事故と「ニアミス」は、根本的原因追及のた

めに訓練された安全人員と従業員を含んでいるチームもしくは個人

によって調査される。 
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表 2-8 HAZARD PREVENTION and CONTROL（ハザードコントロール） 

1 ハザードコントロールは、不足している・存在しない。 

2 ハザードコントロールは存在するが、有効性と完全性に不備がある。 

重大なハザードがまだ存在しているかもしれない。 雇用主はハザー

ドを重大な身体的危害を引き起こすという重大な確率とみなし、適

切な OSHA 規格への一般的なコンプライアンスを達成している。 施

設での過去に負傷を引き起こした施設におけるハザードは是正され

ている。 

3 適切なコントロール(工学、作業の実践、運営管理コントロール、お

よび PPE)は重大なハザードのために存在する。 いくつかの重大な

ハザードが存在するかもしれない。 雇用主は一般に自主基準、産業

会の習慣、およびメーカと供給者の安全勧告に従っている。 機械の

ガード、エネルギーのロックアウト、人間工学、マテリアル・ハン

ドリング、制限された空間、ハザードコミュニケーションに対する

必要な記録されたレビュー、および他の一般に適用可能な規格が実

践されている。 総合的なプログラムは時々の逸脱を許容する。 

4 ハザードコントロールは、完全になされており、従業員によって認

知されており支えられている。 雇用主は厳格でかつ完全な OSHA・

コンセンサス・産業界の規格・推奨されることへの順守を求めてい

る。すべての逸脱が、特定されており、原因が明らかにされている。 

5 ハザードコントロールが完全になされており、作業現場における経

験と一般的な知識に基づいて絶えず改良されている。 要求に対する

記録されたレビューが公認された安全衛生の専門家やプロフェッシ

ョナル・エンジニアなどによって行われる。 
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表 2-9 EMERGENCY RESPONSE（非常時への備え） 

 

1 有事に対処するためのほとんど有効な取組みがない。 

2 29CFR1910.38、1910.120、または 1926.35 に求められている火災、

化学物質、および気象非常時に対する非常時対応は存在している。 

トレーニングが適用される規格によって行われる。 いくつかの欠落

が存在するおそれがある。 

3 緊急時の対応計画は特定の訓練を受けた人々によって用意されてい

る。 適切な警報装置がある。 従業員は緊急時の対処法に関して訓

練される。 緊急時の応答は通常の生産における流出とインシデント

にまで適用される。  

4 避難訓練がだいたい毎年行われます。 プランは安全衛生専門家によ

ってレビューされる。 

5 適切なトレーニングがなされた指定された救急隊が現場に存在す

る。 すべての潜在的な緊急時が特定されている。 プランは地域の

消防署によって見直される。 プランと性能は毎年、少なくともそれ

ぞれの重大なインシデントの後に再評価されます。 緊急時の対応状

態における手順は明確に定義されている。 
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表 2-10 SAFETY and HEALTH TRAINING（安全衛生トレーニング） 

1 施設はニーズを満たすよう経験と訓練に依存している。 経営者/監

督はほとんど安全衛生トレーニングに対する責任に関与しない。 

2 いくつかの入社指導を新入社員に対して行う。 いくつかの安全訓練

資料(例えば、パンフレット、ポスター、ビデオテープ)が、利用可

能であるか、または安全ミーティングで定期的に使用されるが、労

働者のトレーニング／知識のチェックに対するドキュメンテーショ

ンがない。 マネージャは、一般に安全衛生の認識を示すが、訓練プ

ログラムにおけるトレーニングや関与はほとんどない。 

3 トレーニングは OSHA 権利と情報入手を含んでいる。 適用可能な規

格によって要求されたトレーニングをすべてのサイト従業員に提供

する。 監督とマネージャは彼らの指示に基づく従業員に提供された

すべての対象のトレーニングに出席する。 一般に、従業員は安全に

彼らの仕事を実行するのに必要な技能/知識を示すことができる。 

トレーニングに関する記録はつけられ、有効になるようにするため

に評価されます。 

4 知識のある人が計画された、評価された、文章化された安全衛生の

トレーニング（すべての必要な技術的内容を含んでいる）を実施す

る。従業員がハザード、OSHA 規格の違反、および施設業務を認識す

るよう訓練される。 従業員が違反を経営に報告するよう訓練され

る。 

5 知識のある人が計画された、評価された、文章化された安全衛生の

トレーニングを実施する。 トレーニングは、すべての必要な項目と

状況を含んでおり、サイトで働く全ての人々を含んでいる。従業員

はサイト特有の訓練方法・材料の作成に参加する。 従業員が報告さ

れたプログラム違反への不十分な反応を認識するよう訓練される。 
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 なお、表 2-4～表 2-10に示された評価項目の例から分かるように、公認された安全専門

家やプロフェッショナル・エンジニアの関与がなければ高評価を得ることは出来ず、企業

において安全専門家の位置付けが重要視される理由がOSHAによる安全性促進の枠組みと

して存在していることが示唆されている。 

 また、評価項目全体を通じてハザードをどれだけ適切に把握して、雇用主と従業員の間

で共有できているかが重要であるとされており、Workplace Analysis（調査およびハザー

ド分析）においては機械のライフサイクルを考慮したハザード解析の重要性が示唆されて

いる。 

 ただし、ハザード解析やリスクアセスメントの開示要求の有無などに関する詳細につい

ては、言及されておらず、どの程度のリスクアセスメントが求められているかは不明であ

り、また、労働安全衛生法において“リスクアセスメント”というワードは記載されてお

らず、これらの根拠については今後調査を行う必要があると考えられる。 
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2.4.2  監査の優先度とペナルティ 

OSHA による監視は、29 USC 657（OSH Act の Section8: Inspections, Investigations, 

and Recordkeeping)に基づいて、雇用主と労働者がいる職場であればどこであっても、通

常の操業時間内や適切な時間に行なわれる。  

労働安全衛生法が適用される会社は、700 万ヵ所以上あるが、この全てを毎年監査する

ことは不可能であるため、優先度をつけて監査を行なっている。監査における優先度は以

下の通りである。 

 

① 差し迫った危険が存在する場合 

最優先されるのは、差し迫った危険が存在する職場である。差し迫った危険とは、死亡

事故や重大な傷害を伴う事故が、今にも起こりうる、あるいは通常の執行手続きでその危

険を排除する前に起こりうる、と考えられる状況を指す。 

 差し迫った危険が存在することに監督官が気づいた場合、監督官は事業者に、その危険

を自主的に排除し、労働者をその危険から遠ざけるよう勧告する。 

 事業者が改善を怠り、不安全な状況が続いた場合、OSHA は地域の法務官を通じ、連邦

地方裁判所に事業の継続禁止命令を申請することができる。 

 

② ３人以上の雇用者を病院送りにするほどの重要な死亡事故があった場合 

次に優先されるのは、3 人以上の労働者が死亡あるいは入院する事故がおきた職場であ

る。そのような大きな災害があった場合、事業者は OSHA に 8 時間以内に報告しなけれ

ばならず、OSHA は、その事故原因を究明し、OSHA の現行基準に違反していなかったか

どうかを判断する調査を実施する。 

 

③ 労働者の訴えがあった場合 

次に優先されるのは、労働者が不安全あるいは健康を害する職場環境について正式に苦

情を申立てた職場と、その他の関係者が危険性について問い合わせてきた職場である。 

 労働安全衛生法は、差し迫った危険にさらされている、あるいは身体的危害を伴う

OSHA 基準の違反がある、と考えるすべての労働者に、監督を要請する権利を認めている。 

 

④ 計画的に実施される場合 

次に優先されるのは、OSHA の現行の監督手順が指定する、危険性が特に高い業種や職

場、職業、健康に影響を与える物質およびその他の業種を対象とした計画的な監督である。  
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監督の対象となる業種は、傷害の発生頻度や違反歴、労働者が有毒物質にさらされる要

因などに基づいて選ばれることもあれば、無作為に選ばれることもある。 

 

⑤ フォローアップの監視の場合 

フォローアップ監督とは、以前指摘された違反を事業者が是正したかどうかを判断する

監督である。違反が是正されていなかった場合、監督官は、その事業者が指摘された違反

の「是正怠慢」の対象になることを通告する。「是正怠慢」とみなされた場合、事業者が違

反を是正するまで罰金（日割）が加算されることとなる。 

 

企業が OSHA の基準を満たさなければ、基準を満たさなかったことが雇用者に与える害

の深刻さの程度によって、$0 から$70,000 のペナルティが課せられる。調査は、通常の操

業時間内や妥当な時間に、雇用者と雇用主がいる職場ならどこでも行なわれる。 

 

なお、OSHAのWEBサイトにおいて、Enforcement Activityの結果等について公表して

おり、各年度の死傷者数の推移はもちろんのこと、その年度において重点的に監査を行っ

た業界などが明記され、また監査数や監査時における違反件数などが記載されている（表 

2-11および表 2-12参照）。 

なお、違反に対するペナルティは、労働安全衛生法のSection 17 Penaltiesにて表 2-13の

ように規定されている。
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表 2-11 OSHA の監査活動報告 

 

OSHA 

Inspection 

Statistics 

FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY 2008 
% Change 

2004-2008

Total 

Inspections 
39,167 38,714 38,579 39,324 38,591 -1.50%

Total 

Programmed 

Inspections 

21,576 21,404 21,506 23,035 23,023 6.70%

Total 

Unprogrammed 

Inspections 

17,590 17,310 17,073 16,288 15,565 -11.50%

              

Fatality 

Investigations 
1,060 1,114 1,081 1,043 957 -9.70%

Complaints 8,062 7,716 7,376 7,055 6,697 -16.90%

Referrals 4,585 4,787 5,019 5,007 4,855 5.90%

Other 3,829 4,807 3,555 3,183 3,056 -20.20%
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表 2-12 OSHA 違反件数 

 

OSHA Violation 

Statistics 
FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 

% Change 

2004-2007

Total Violations 86,708 85,307 83,913 88,846 87,687 1.10%

Total Serious 

Violations 
61,666 61,018 61,337 67,176 67,052 8.70%

Total Willful 

Violations 
462 747 479 415 517 11.90%

Total Repeat 

Violations 
2,360 2,350 2,551 2,714 2,817 19.40%

Total 

Other-than-Serious
21,705 20,819 19,246 18,331 17,131 -21.10%
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表 2-13 違反とペナルティ 

タイプ ペナルティ 判断基準 ペナルティの減額 

Other-than-Serious

(重大な違反以外） 

～$7,000 労働安全衛生に違反して

いるが、死や重度の障害は

引き起こさない可能性が

高い 

雇用者の良心、近年の違

反、ビジネスの規模によ

り減額あり（$100 まで

減額された場合はペナ

ルティなし） 

Serious 

(重大な違反） 

$100～ 

$7,000 

死や重度の障害を引き起

こしうる潜在的可能性が

あり、かつ雇用者がその危

険性を認識しているか認

識する必要を感じた。 

雇用者の良心、近年の違

反、違反の疑わしさ、ビ

ジネスの規模によって

減額あり 

Willful 

（意図的な違反） 

$5000～

$70,000 

雇用者が故意もしくは知

っていて法を犯したり、危

険の解消のための対処に

努めない 

ビジネスの規模や近年

の違反により減額あり 

 

Case1：意図的と認定された上に、死者が発生した場合 

個人としては最高$250,000、会社としては最高$50,0000 の罰金か禁固 6 ヶ月か両方。 

Case2：上記内容を二度繰り返した場合 

個人としては$250,000、会社としては$500,000 の罰金か禁固 1 年か両方。 

Case3：再監視の際に前回と同じ内容の違反を発見した場合 

$5,000～$70,000 の罰金。 

Case4：違反の是正を期間内にしなかった場合 

1 日$7,000 の罰金。 

Case5：虚偽の報告を裁判所でした場合 

$10,000 か禁固 6 ヶ月、もしくは両方。 

Case6:：コンプライアンス・オフィサーに対する暴行や業務妨害 

$5,000 以内の罰金か、禁固 3 年以内。 

Case7：監視の日程に関して労働長官の許可なしに事前通達をした場合 

$1,000 の罰金か禁固 6 ヶ月以内か両方。 
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2.4.3  摘発事例 

 後述する OSHA の WEB サイトにおいて、NEWS として情報が提供されており、以下

の項目が公表されている。 

 

・ 企業名 

・ 事業所名 

・ 簡潔な違反内容 

・ 罰金 

 

なお、OSHA は事業者および労働者を対象とした法規制であり、安全でない機械設備を

用いていた場合などにおいても、事業者が職場の安全を十分に確保しなかったなどという

記載になっていると考えられる。 

 

(1)  Stark Excavating  

 OSHA は Stark Excavating が労働安全の基準に違反したとして総額$247,000 の罰金を

命じた。違反内容としては、潜在的な落盤の可能性に対して労働者の保護を行なっていな

い、目の保護や労働者に対する目の保護についてのトレーニングの欠如、発掘の現場から

安全な距離に道具をおいていないなどであり、この会社は 1982 年以来、少なくとも 19 回

OSHA から通告を受けている。会社は操業において労働者の安全の確保に高いプライオリ

ティをおいているという声明を発表した。 

 

(2)  John Rocchio Corporation  

 John Rocchio Corporationは労働者を深さ８フィートの落盤の危険性がある穴の中で何

の保護対策をとらずに労働させ、脱出のためのはしごなどの設備も用意せず、さらに発掘

道具の設置場所を現場から少なくとも２フィート離れたところにしなければならないとい

う OSHA の基準に違反したとして３つの Willful を通告、加えて労働者に頭を保護するか

たい帽子を供給していなかったということで総額$216,000 の罰金を認めた。 

 

(3)  Wendt Corp  

 前回の監視時に確認された 15 の違反に対するフォローアップの監視で訂正されていな

い７つの違反が確認されたとして、$169,500 の罰金を命じた。 
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(4)  Port Pirie 精錬所  

 4年前に45歳の精錬工Greg Sleep に死をもたらしたとして$65,000の罰金を科せられ、

職場の安全法違反として有罪判決を受けた。この会社の職場システムはいくつもの点で安

全な職場環境の維持ができていないと指摘された。 

 

(5)  チョコレート会社の Ferrero Canada Limited  

 労働安全衛生法の違反により労働者に怪我をさせたとして$65,000 の罰金を科せられた。

ココアをつめるホッパーで労働者は指を切断してのだが、ホッパーを覆い機械を締め付け

る部分への接触をさけるガードがついていなかったということで有罪判決を受けた。 

 

(6)  Pittsburgh 大学  

 研究用のサルが研究者の手を噛んだことで、大学がトレーニングを怠り、保護用の手袋

を与えなかったとして$5,250 の罰金を命じた。 

 

(7)  Florida Tech  

 メンテナンスの労働者を、ドミトリーの改装時にアスベストにさらしたまま（防塵マス

クなどを着用させなかった）作業させたとして、$10,500 の罰金が科せられた（罰金は、

最初$12,000 だったが減額された）。 

 

2.4.4  今後調査すべき項目 

 2.4 章において OSHA による監査について、監査方法、監査の優先度とペナルティ、摘

発事例について調査した結果をまとめた。 

OSHA の監査の有効性、妥当性の観点から、今後の調査におけるポイントを以下にまと

める。 

・ 労働災害が裁判に至るケースについて 

・ 労働安全組合から見た OSHA の意義・有効性 

・ OSHA 監査官の資格、教育プログラムの詳細 
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2.5  OSHA の WEB サイト 

 図 2-5に示すOSHAのWEBサイト（トップページ）に表示されているコンテンツを以下

にまとめる。 

なお、OSHAのWEBサイトにはサイトマップがないが、比較的よく参照するであろうコ

ンテンツ（法規制、申請書類の書式、インセンティブプログラム、教育プログラム、出版

物、監査結果等のファクトデータ、ニュース）は、トップページから容易にアクセスでき

るようになっており、それぞれのトップページ（法規制、出版物、インセンティブプログ

ラム、教育プログラム、ニュース）を次頁以降に示す（図 2-6～図 2-10）。 

ちなみに、OSHA の WEB サイトにアクセスしてきた人に対して、相談できる近くの

OSHA がトップページから検索できるようになっている。 

また、監査結果に基づき違反していた企業に対するペナルティについて企業名、違反内

容、罰金がニュースで公表されているが、OSHAは米国を 10 の地域に区分しており（図 

2-11）、それぞれのニュースがどこのエリアに関するものかがすぐ把握できるようになって

いる（図 2-10）。 

 

①OSHA NEWS：OSHA、DOL 等の最新ニュース 

 

②Audiences：読者別情報  

 ■ En Español：スペイン語情報  

 ■ Small Business：中小企業  

 ■ Workers：一般労働者  

 ■ Teen Workers：若年労働者 

 

③HOW DO I?：情報提供フォーム 

■ Report possible hazards in the workplace：ハザード情報の報告 

■ Find hazards by industry or operation：ハザード検索 

■ Find a regulation and related information：規制・関連情報の検索 

■ Order publications：刊行物の請求 

■ Contact OSHA：OSHA に連絡 

■ Submit comments on draft rulemaking：基準案等へのコメント送付 

■ Apply for a training grant：トレーニング助成金の申請 

■ Download the recordkeeping forms (300, 300A, 301) ：各種報告フォーマット 
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■ Subscribe to RSS feeds：RSS 登録 

 

④In Focus：注目記事 

 

⑤Programs & Resources：OSHA が提供するプログラム等 

■ Compliance Assistance：遵守支援のための活動およびツール 

■ Newsroom：ニュースルーム 

■ Safety & Health Topics：安全衛生トピックス 

■ Statistics：統計データ 

■ Laws & Regulations：法令 

■ Enforcement：施行 

■ Cooperative Programs：協力プログラム 

■ State Programs：州計画 

■ International：国際関連 

 

⑥サイドバー 

■Find It! in DOL：労働省の検索ページ  

   ■About OSHA：OSHA について 

  ■Recordkeeping：事故・疾病の記録  等 

 

  

 41



 

 

 

 

図 2-5 OSHA トップページ 
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図 2-6 法規制トップページ
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図 2-7 出版物のトップページ 

 44



 
 

図 2-8 教育プログラムのトップページ 
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図 2-9 各種プログラムのトップページ 
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図 2-10 ニュースのページ（上：トップページ、下：公表されたニュース） 
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図 2-11 OSHA の地域区分 
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3. 米国における機械設備の安全性向上に対するインセンティブ 

 

 本章では、OSHA が提供しているインセンティブプログラムおよび教育・トレーニング

プログラムについて、OSHA の WEB サイトに基づいて調査した結果をまとめる。 

 

3.1  OSHA インセンティブプログラム 

3.1.1  OSHA が提供している各種プログラム  

 OSHA の WEB サイトにて提示されている 6 つのプログラムについて、以下に概要およ

びインセンティブについてまとめる。 

 

(1)  On-site consultation Program 

 中小企業（危険性の高い職場は特に優先的に）が受けることのできる安全衛生の改善を

助けることを狙いとしている無料のコンサルティング・プログラムである。 

 

(a) 概要 

 州の機関や大学からのコンサルタントが雇用主と一緒に職場の潜在的な危険源を確認し、

OSHA の基準に従ってアドバイスを行い、安全衛生マネジメント・システムの構築を支援

する。このプログラムは OSHA の施行とは分離しており、違反や危険性が確認されたとし

ても通告の対象にはならない。コンサルティングを受けたい場合は、電話か手紙で連絡を

し、コンサルタントと訪問日や要求について話し合いを行う。コンサルタントが訪問した

らまず会議を行い、コンサルタントの役割や雇用主の義務について確認をしてから、職場

の状況を調べるために、コンサルタントと雇用主と出来る限り最大限の労働者と一緒に職

場をチェックしてまわる。その後また会議を行い、コンサルタントから訂正が必要な危険

源や良い面についてアドバイスを受け、可能な解決方法などの話し合いをする。コンサル

ティング終了後、コンサルタントから訪問の結果についての文書が送付され、改善状況に

ついてコンタクトをとることができる。 

 

(b) インセンティブ 

 このプログラムに参加するインセンティブとは、職場の危険の改善についての専門的な

アドバイスと支援が得られる、コンサルタントから現場で指導を受けられる、OSHA の基

準を満たせば（全ての危険源の訂正、効果的な安全衛生マネジメント・システムの運営な

ど）1 年間監査の対象外になる、ということである。 

 49



(2)  Safety and Health Achievement Recognition Program  

 Safety and Health Achievement Recognition Program（以下、SHARP）に認定される

ということは、労働安全衛生の模範として認知されるということを意味している。 

 

(a) 概要 

SHARP に認定されるためには、5 つの条件があり、1) コンサルタントの訪問を要求し、

特定された危険源を全て訂正する、2) コンサルティングのプロセスに労働者を参加させる、

3) 安全衛生マネジメント・システムの施行と維持、4) 会社の怪我・疾病率を国の平均値

より下回らせる、5) 労働条件や職場への新たな危険に対して手を加える前にコンサルテー

ション・プロジェクト・オフィスに知らせる、を満たす必要がある。 

 

(b) インセンティブ 

上記の 5 つの要件を満たした後、コンサルテーション・プロジェクトのマネージャーに

よって SHARP に推薦され、州と OSHA によって認定されると、最大 2 年の監査免除を

受けることができる。 

 

 

図 3-1 Safety and Health Achievement Recognition Program 

 

(3)  OSHA Strategic Partnership Program  

1998 年 11 月 13 日に採用されたプログラムで、全ての民間部門の産業と政府機関が利

用可能である。深刻な危険源をなくしハイレベルな労働安全衛生の達成のための努力を奨

励し、支援し、認識するために、雇用主、労働者、労働者の代表らのグループとの広範囲

にわたる自発的な協力関係を結ぶことを目的としている。 
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(a) 概要 

 OSHA とパートナーは共通のゴールを設定し、そのゴールを達成するためのプランを発

展させ、その実行において協力をする。その中でも OSHA は、個々の職場をターゲットに

し、基準に違反している雇用主を罰するという伝統的な施行法から離れて、雇用主や労働

者のグループと協力して働き、職場におけるもっとも深刻な危険源を特定し、職場に適切

な労働安全システムを展開させ、資源を共有し、そして労働者の怪我、疾病、死亡を減ら

す効果的な方法を探す。パートナーに選ばれる多くの会社が小規模な企業であり、平均労

働者数は 50 人以下である。 

 パートナーシップ構築の手順は、はじめに、OSHA の戦略パートナーシッププログラム

について知ること（ホームページを見る、インストラクションを見る）から始まる。次に、

明確なゴール（何を達成したいのか）、戦略（どのように達成するのか）、達成度の計測法

（どのように計測するのか）を特定する。そして、OSHA の他に誰がパートナーになりう

るか、誰が同じような問題を抱えているかを特定する。さらに、パートナーシップ提案書

を作成し、最終提案書を OSHA に提出する。この提案書は検討され、承認を得るか、コメ

ントと一緒に返却をされる。内容が承認されれば、OSHA との 3 年間にわたる新しいパー

トナーシップが始まる。 

 

(b) インセンティブ 

 本プログラムによって、効果的な安全衛生マネジメント・システムの構築の支援、経営

者と労働者に彼らが従事する産業の一般的な危険、職場にある危険の認識、これらの危険

を取り除くまたはコントロールする方法についてのトレーニング、参加者間での専門知識

や他の資源を共有する方法の考案、職場の疾病率の減少へのインパクトを評価するゴール

と計測法の構築を行なうことができる。 

 

 

図 3-2 OSHA Strategic Partnership Program 
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(4)  Voluntary Protection Program 

 Voluntary Protection Program (以下、VPP)は、効果的な労働安全衛生の促進のための

OSHA の主要な認定プログラムで、包括的な労働安全衛生マネジメント・システムの実行

のための経営者、労働者、OSHA の職場での協力的な関係を構築する。VPP と認めても

らうには、雇用主と労働者の、模範になるような労働安全衛生の達成に対する活動を

OSHA に認識してもらう必要がある。 

 

(a) 概要 

 VPP の特徴は、経営陣、労働者、OSHA が一緒に職場の安全・衛生の追求のために働

くことである。VPP はまず、安全衛生システムの基準を設定し、この採用を促し、その後

これらの基準を満たしているか評価する。 

 VPP は、Star、Merit、Star Demonstration の 3 つから成っている。Star は、包括的

で成功した労働安全衛生マネジメント・システムを持った模範となる会社のためのプログ

ラムで、適用する会社は、怪我・疾病率に関して、それぞれの産業における国の平均値と

同じかもしくはそれ以下を達成している必要がある。事故率は毎年チェックされるが、資

格は３～５年ごとに評価される。Merit は、良い労働安全衛生マネジメント・システムを

持っているが、素晴らしいと判断されるためにいくつかの改善が必要であることを意味す

る。現地での評価は 18～24 ヶ月ごとに行なわれる。また Merit は Assistant Secretary

に認定されない限り、3 年の１回限りしか認定されない。Star Demonstration は、Star

を許可される会社と同等の安全衛生を保有している会社か、Star の資格と要求されるパフ

ォーマンスを実現できるかテストするためのプログラムである。参加者は 12～18 ヶ月ご

とに評価される。各参加者は、施設の規模や操業の複雑性などによって日数は変わるが、

およそ４日間にわたって現場において安全衛生プログラムのレビューを受ける必要がある。

経営者と労働者との会議、施設内の危険源のチェック、インタビュー、監視の結果報告の

ための会議も行なわれる。 

 OSHA の検証は OSHA の安全衛生の専門家のチームによるレビューおよび厳格な現地

での評価によって行なわれる。 

 

(b) インセンティブ 

 VPP に参加している企業は OSHA が行っている定期的監査を受けなくてよく、またこ

れまでに VPP プログラムは労働者の怪我を 50%減らし、怪我・疾病率をその産業の平均

値を 53％下回らせ、労働者の補償費の削減に貢献している。 
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なお、雇用主のメリットとして、少ない怪我や疾病は労働者の補償金や他のコストを引

き下げるという利益を生み出す。また、VPP の優秀なモデルと発展していき、産業の実践

に影響を与えることで産業全体の利益を生み出す。 

 

 

図 3-3 Voluntary Protection Program 
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(5)  OSHA Challenge Pilot Program 

 上述した VPP に興味はあるが、参加要件を満たすために支援が必要な多くの雇用主か

ら、VPP に参加するための支援を行うプログラムを求める声が多数寄せられていたことを

受けて、提供が開始されたプログラムである。 

 

(a) 概要 

 VPP の要件を満たすために必要なステップを指導するロードマップを、オンラインで提

供することによって安全衛生の実現を支援する。例えば、一般産業のロードマップ は、そ

れぞれいくつかの要素から成っており、1）マネジメント・リーダーシップ、2）職場分析、

3）危険防止とコントロール、4）安全衛生トレーニングの 4 つに大きく分かれており、要

素ごとの段階によって１～３のステージに分かれている。1）マネジメント・リーダーシ

ップの「コミュニケーション」を見てみると、第 1 ステージは、労働者とのクリアなコミ

ュニケーション・ラインの作成と、経営陣との妥当なアクセスの提供、第 2 ステージ：労

働者とのクリアなコミュニケーション・ラインの維持、第 3 ステージ：経営陣と労働者間

の開かれた対話の促進となっている。 

 

(b) インセンティブ 

 3 つのステージを全て修了してこのプログラムを卒業したら、VPP の Star か Merit プ

ログラムに参加できる。 

 

 

図 3-4 OSHA Challenge Pilot Program 
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(6)  Alliance Program  

 2002 年 3 月に、OSHA との自発的な協力関係を容易に構築するために提供されたプロ

グラムである。興味のある企業は OSHA とコンタクトをとり、一度ミーティングを行い参

加するかどうかを決め、参加するのであればゴールの設定と合意書の作成にとりかかり、

2 年の契約を行なう。 

 

(a) 概要 

 OSHA と企業、教育機関、政府機関などとの間における定期的な協力関係構築の機会を

提供し、安全衛生問題についての議論の更なる発展と情報共有、そして労働者の保護状況

の改良を目的としている。 

 通常 1 人のコーディネーターが 1 つのアライアンスの構築に関わり、少なくとも年に 3

回の直接か電話による会議、活動が目的達成に適っているかの確認、報告や契約などの文

書類の管理、ウェブページの情報が最新で正確かの確認、他の OSHA メンバーとのコミュ

ニケーションなどの責任を負っている。 

 このプログラムの内容遵守は強制ではないが、OSHA と参加組織は、1) トレーニング

と教育（職場の危険の削減を目指したトレーニングや教育プログラムとセミナーの発展な

ど）、2) アウトリーチとコミュニケーション（教育目的のための最新の人間工学の情報の

共有など）、3) 労働安全衛生についての国家レベルでの対話の促進（労働安全衛生の改良

について話し合うフォーラムへの参加など）、の 3 つについて定義し、実行し、短期・長

期のゴールを策定しなければならない。 

 

(b) インセンティブ 

 このプログラムに参加するメリットとして、参加機関との信頼・協力関係の構築、労働

安全衛生に関わるネットワークの形成、労働安全衛生の確保を最大限にするための資源の

活用、安全衛生確保のリーダーとして認知されることなどがある。 

 

 

 

図 3-5 Alliance Program 
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3.1.2  まとめ 

OSHA が提供しているプログラムの調査より明らかになったこととして、下記 5 点が挙

げられる。 

 

・ 提供しているプログラムのインセンティブとして、プログラムへの参加によって

「①事故が減少している・労災の補償費削減に資する。」「②OSHA監査が免除さ

れる。」ことが挙げられる（表 3-1参照）。 

 

・ 様々なレベルのプログラムの提供や無料コンサルティング活動を通じて、労働安

全衛生の規制機関としてだけではなく、産業界における労働安全の向上を担って

活動しており、産業界全般に対して労働安全レベルのボトムアップに貢献してい

ると考えられる。 

 

・ プログラムを通じて、産業業界のみならず、地方自治体を含め関係する機関との

連携やネットワークの構築を行っている。 

 

・ 企業が抱える課題／問題など現場の声を把握している。 

 

・ OSHA は労働安全衛生に関する基準を策定しているが、その際に上記活動を通じ

て得られた現場の課題や要望、関係機関との連携より得られた知見等に基づいて

基準策定を実現していることも容易に推測される。 

 

 しかしながら、上記内容はあくまでも WEB 等に基づく調査結果であり、実態がどのよ

うになっているのか、例えば、「プログラム参加企業が参加した成果として何を感じている

のか（プログラム参加者の声）」「OSHA が把握している企業の現状等をどのように規制に

反映させているのか」等、については、情報が不足していると考えられる。また、保険料

金が OSHA の監査結果／企業格付け結果等に基づいて査定されるという有識者からのコ

メントがあるが、具体的にどのように利用されて査定されているのかは不明である。 

 

そのため、OSHA の提供するプログラムによるインセンティブについては現地ヒアリン

グによる実態調査が必要である。 
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以下に、現地での実態調査におけるヒアリングポイントをまとめる。 

 

＜企業に対して＞ 

・ OSHA の監査による企業活動におけるインパクト 

 監査結果に対する対応の難易度 

 免除されることによるメリットはどれくらいか？ 

 

・ OSHA の監査によって指摘される内容について 

 監査の妥当性 

 監査を受けることによってどのような業務改善がなされたか？（具体例） 

 

・ OSHA が提供するプログラムに参画するようになったのは何故か？ 

 プログラムに参加した経緯・きっかけ 

 労働組合からの要求の有無 

 労災保険との関係 

 プログラム参加によって得られたメリット 

 

＜OSHA に対して＞ 

・ 提供するプログラムに対する考え方 

 プログラムの受講状況 

 プログラム参加企業に対するフォローなど 

 OSHA としてプログラムで得られる知見について 

 規制の改訂等につながるのか？（具体例等） 

 監査方法・手順に影響はあるのか？ 

 現状感じている課題（米国における労働安全状況とプログラムについて） 

 プログラム策定のプロセス・検討委員会等の概要 

 プログラムを実施する際の資金 

 プログラムの改訂・新設の予定 

 

・ 保険料金との関係 

 OSHA の監査結果に基づく保険料金査定について 
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表 3-1 各種プログラムとインセンティブ 

 
プログラム名 インセンティブ

1
On-site consultation
Program

・職場の危険の改善についての専門的なアドバイスと支援。
・コンサルタントから現場で指導を受けられる。
・OSHAの基準を満たせば、1年間監査の対象外になる。

2

Safety and Health
Achievement Recognition
Program

最大2年の監査免除

3
OSHA Strategic
Partnership Program

・効果的な安全衛生マネジメント・システムの構築の支援。
・経営者と労働者に彼らが従事する産業の一般的な危険、職
場にある危険の認識。
・これらの危険を取り除くまたはコントロールする方法につ
いてのトレーニング。
・参加者間での専門知識や他の資源を共有する方法の考案。
・職場の病気・失費率の減少へのインパクトを評価するゴー
ルと計測法の構築。

4
Voluntary Protection
Program

・VPPに参加している企業はOSHAが行っている定期的監査を受
けなくてよい。
・これまでにVPPプログラムは労働者の怪我を50%減らし、怪
我・疾病率をその産業の平均値を53％下回らせ、労働者の補
償費の削減に貢献。
・雇用主のメリットとして、少ない怪我や疾病は労働者の補
償金や他のコストを引き下げるという利益を生み出す。
・VPPの優秀なモデルと発展していき、産業の実践に影響を与
えることで産業全体の利益を生み出す。

5
OSHA Challenge Pilot
Program

3つのステージを全て修了後、VPPのStarかMeritプログラムに
参加可能。

6 Alliance Program
・参加機関との信頼・協力関係の構築。
・労働安全衛生に関わるネットワークの形成。
・労働安全衛生の確保を最大限にするための資源の活用。
・安全衛生確保のリーダーとしての認知。  
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3.2  OSHA 教育プログラム 

3.2.1  OSHA Training Institute(OTI) ：OSHA 研究所 

イリノイ州デプレーンズにある OSHA 研修所（OSHA Training Institute）では、連邦

および州の監督官、州のコンサルタント、その他の連邦機関職員、民間部門の事業者、従

業員、および従業員の代表を対象に、安全衛生に関する基礎レベルおよび上級レベルの教

育訓練を行っている。 

研修所のコースでは、電気のハザード、機械の防護、個人用保護具、換気、エルゴノミ

クスといった安全衛生に関するさまざまなトピックスが取り上げられている。 

また、研修所には、教室、実験室、図書室、視聴覚教室といった施設があり、例えば、

実験室では、動力プレスなどの各種装置、木工・溶接作業室、工業用換気装置一式、音響

デモ用実験室などを用意し、さまざまなデモを行えるようになっている。なお、57 を超え

るコースでは、OSHA 基準の遵守方法や一般産業の安全衛生、建設業界などの個別業界に

おける安全衛生、といったさまざまなテーマを扱っており、民間部門の従業員もこれらの

コースを受講することができる。 

研修所のほか、OSHA の 73 の地域事務局も、各種サービスを網羅した拠点として、講

演担当要員や刊行物、職場のハザードに関する視聴覚資料、技術的なアドバイスなど、さ

まざまな情報サービスを提供している。 

 

3.2.2  OSHA が提供している教育・トレーニングプログラム 

(1)  OSHA Outreach Training Program 

 労働者に労働安全衛生の基本についてトレーニングをするプログラムである。 

 

(2)  Construction and General Industry Outreach Training Program  

 この１週間のコースを修了した者は、10 時間か 30 時間の建設業界または一般産業の安

全衛生の危険の認識と回避についてのコースを教える権限を与えられる。カリキュラムは、

OSHA についての紹介、OSHA が焦点を当てている４つの危険源、自己防衛、安全衛生、

火災、人間工学、機械の扱い方などである。 

 

(3)  Maritime Industry Outreach Training Program  

 この１週間のコースを修了者は、10 時間か 30 時間の造船所、港、港湾労働についての

コースを教える権限が与えられる。 
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(4)  Disaster Site Worker Outreach Training Program  

 災害現場で働く労働者に、自然災害と人工災害に対してのスキルのある支援サービス（実

用品、取り壊し、残骸の除去、重い設備の操作など）や現場をきれいにするサービスのト

レーニングを行なう。特に、災害現場にいる全ての労働者は、災害の現場と通常の建築や

解体現場の違いに気づく必要があり、空気清浄のマスクを検査し着脱すると認識されてい

る。 またこのプログラムは労働者に前もって行なうトレーニングが災害現場の労働者の安

全衛生を確かにするために効果的であることに気づかせるだろう。この４日間のコースを

修了したものは、16 時間の Disaster Site Worker Course (#7600) を教えることができる。

コース内容は、災害現場の特徴の認識、災害現場の安全衛生における危険性の認識、保護

装備の的確な使用法の認識などである。 

 

(5)  Resource Center Loan Program  

 600 以上の労働安全衛生に関するビデオのコレクションを保持しているセンター。対象

は主にアウトリーチのトレーナーである。 

 

(6)  Susan Harwood Training Grant Program  

 労働安全衛生についての認識、回避、予防についてのトレーニングや教育を行なうため

の補助金を、勝ち抜いた非営利団体や州・地方政府が支援しているハイレベルな研究所に

提供するプログラムである。 
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3.2.3  まとめ 

前節3.2.2で述べたように様々なプログラムやコースが提供されていることがWEBサイ

ト上で公開されているが、具体的なトレーニングコースのプログラムやコンテンツ例など

は記載されていない。 

なお、OSHA から Training Requirements in OSHA Standards and Training 

Guidelines が提供されており、OSH Act において雇用主に求められている雇用者に対する

教育・トレーニングに関する要求事項と自主的な教育・トレーニングに関するガイドライ

ンとしてまとめられており、OSHA が提供しているプログラムやコースの内容も同様なも

のであると推測される。しかしながら、ガイドラインは OSH Act にて求められる要求項

目に関する教育・トレーニングであり、そもそも OSHA が安全知をどのように考えており、

どのように体系化しているのかについては不明である。そのため、教育・トレーニングプ

ログラムの策定方法および安全教育の体系については現地ヒアリング調査を実施する必要

があると考えられる。 

 以上を踏まえて、今後調査すべき項目を以下に示す。 

 

＜OSHA へのヒアリング＞ 

・ 提供する教育トレーニングのコンテンツはどのようなものか？（具体的なシラバ

ス・パンフレット等） 

・ コンテンツの策定はどのようになされているのか？（策定・改訂方針・プロセス） 

・ 教育トレーニングにおいて安全知の体系化をどのように考えているか 

・ 受講状況について（各年の受講者数の推移、事故状況との関連性など） 

・ 現状感じている課題 

・ 今後 OSHA として注力していく分野 
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4. 我が国との比較検討 

我が国では、従来は機械で安全を守るという考え方が希薄であったため、現状でも機械

安全に関する基本的な考えが十分に浸透しているとはいえず、依然として欧米に比べて機

械の安全性について低いレベルにあるといえる。 

本章では、今後、機械安全を促進していく上で現状の課題を総括し、課題解決のための

方策を提示した上で、米国における機械安全推進の現状として前述した 2 章、3 章の知見

との比較検討を行い、今後検討すべき項目を抽出した結果をまとめた。 

 

4.1  我が国の現状 

機械安全を促進するために、まず現状を分析することが必要であり、有識者のコメント

に基づいて我が国の機械安全における現状を「労働安全」「品質と安全」「企業の姿勢」「人

材」「保険制度と責任」の 5つの観点から以下にまとめる。 

 

観点１：労働安全 

1. 現状、多くの企業において労働安全、設備安全に関連する業務は、労務部門

が主体となって行っている状況であるため、全社的な取組としてリスクアセ

スメントが進まない。そのため、本来は労働安全に対して最前線に位置する

製造現場においてリスクアセスメントの知識が浸透しておらず、労働安全や

設備安全は、労働環境の改善と作業員の教育・トレーニングによる安全対策

が主体となっている。 

 

2. 機械設備を使用するユーザ企業において、現場の努力で機械設備のリスクを

軽減しようとするため、機械メーカに対して機械安全の責任を追求するケー

スが少ない。また、個々の労働者が企業に対して訴訟を行うケースも少ない。 

 

3. 機械安全国際標準は、階層化されており、包括的に全ての機械をカバーした

体系をなしているのに対して、我が国の労働衛生安全法の技術基準と国際標

準の間に乖離があり、また、我が国においては労働安全に関する研究が十分

になされておらず、事故状況や現場の課題から基準の改訂を体系的に行う等

の活動がなされておらず、労働安全の体系化ができていない。 

 

4. 機械安全国際標準に基づき策定された「機械の包括的な安全基準に関する指
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針」は、労働衛生安全法の指針として定められているものの、努力義務とさ

れており、法律上義務化されていない。 

 

観点 2：品質と安全 

1. 欧米では品質と安全は表裏一体であり、品質の向上と安全性の向上は等価で

あると見なされて活動がなされているが、日本では信頼性だけが品質の指標

となっているため、安全と品質が結びついておらず安全＝コストという図式

に陥っている。 

 

2. 安全性を評価する指標や社会的価値が普及しておらず、企業においては安全

性確保によるメリットを把握できない状況である。そのため、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、という文化が定着している。

また、事故発生による損失をコストとして把握していないとうことも指摘さ

れている。 

 

観点 3：企業の姿勢 

【企業の経営層】 

1. 安全対策は、製造部門や労務部門といった特定部署の活動であり、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。そのため、事故原因の分

析などにおいて、マネジメントの課題が検討されるケースは少ない。 

 

【企業の製造部門】 

1. 安全に関して教育を受けた専門家が、リスクアセスメントを実施する主体と

なるケースは少なく、そもそも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。また、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。また、総合

生産システム全体としてのリスクアセスメントが行われていない。 
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観点 4：人材 

1. 安全に関する体系的な教育システムがなく、教育する講師がいないため、リ

スクアセスメントを実施できる技術者が不足している。また、企業において

設計の外注化や雇用の問題等に伴い、設備等に関して製造現場レベルで技能

伝承が適切になされておらず、リスクアセスメントを実施するだけの設備に

関する知見が蓄積されていないケースがある。 

 

2. 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おり、

高収入を得ているのに対して、我が国においては、安全技術者の社内的地位

が低く、社内でのキャリアアップの仕組みがないなど、モチベーション確保

することが難しく、優秀な人材を確保しにくい。 

 

観点 5：保険制度と責任 

1. 我が国において、Responsibility と Accountability をセットにした責任につ

いての考えが普及しておらず、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ため、機械安全に取り組む機運が生

じにくく、また、安全対策を実施しても保険料率に反映されないなど機械安

全への取組に対するインセンティブが働いていない。 
 

 64



4.2  対処の方向性 

 前節 4.1 にて示した課題に対して、今後検討することが有効であると考えられる対処の

方向性について「労働安全」「品質と安全」「企業の姿勢」「人材」「保険制度と責任」の 5

つの観点より示す。 

 
観点１：労働安全 

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、

製造現場におけるリスクアセスメントを確立するとともに、現場においてリ

スクアセスメントを確実に行うためにリスクアセスメントを産業界に定着さ

せるための活動を行う。その際に、リスクアセスメントを行う責任者として

安全に関する教育・トレーニングを受けた安全専門家の活躍の場を設ける。

また、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を浸透させる。まずは、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し、

何らかの基準や圧力で、安全文化の考え方を導入することが必要である。ま

た、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

を明らかにし、経営マネジメント層も含めて事故対策を検討する。 

 

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。 

 

4. 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、

我が国の労働安全衛生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。また、機械安全国際基準に適合した機械の購入に対して、中小企業向け

の補助金制度を設けることや、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。 
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観点 2：品質と安全 

1. 品質と安全を両立させる設備安全・機械安全のマネジメントシステムを構築

する。例えば、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. CSR の観点から安全への取組状況を、事故情報等とともに報告することを義

務付け、報告された取組状況や情報に基づいて、企業の経営面、研究開発面、

人材育成面等から評価し、企業を格付けする。なお、評価上位企業に対して、

優遇税制措置、保険金軽減等のインセンティブの導入を行う。 

 

観点 3：企業の姿勢 

【企業の経営層】 

1. 企業に対して、社会・環境報告書と同様な「安全報告書」の導入を促進し、

報告に際して、経営、技術、人的課題等の観点から状況報告を行うこととし、

安全の要素の多面性についての理解を促進するとともに、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意識付けすることを通して、

安全の社会的価値の向上を図る。 

 

【企業の製造部門】 

1. 現状努力義務となっている改正労安法に基づく機械のリスクアセスメントを

徹底させ、実質的義務化させることを通じて、トップダウンによるリスクア

セスメント導入の機運を高め、機械ユーザ企業においてリスクアセスメント

を実施する職務を定着させ、また、リスクアセスメントを実践する設備技術

者等の育成を行う。また、ISO 11161（機械安全・総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。 

 

観点 4：人材 

1. 労働安全の体系化を行い、体系的な安全教育システムを業界主導で確立させ

て、リスクアセスメントを実践する設備技術者等の育成を行う。また、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。 
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2. 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ることやリスクアセ

スメントの評価結果において安全技術者のサインを義務付けることによって、

マネージャクラスの安全技術者を育成する。 

 

3. 規格に適合していることを評価し、裁判等において証言することが可能な専

門家として、また企業に対して高度な専門的なコンサルティングを行うこと

が可能な人材として、機械安全技術者の資格制度を設立し、そのような資格

を有した人材を活用する枠組みを構築する。 

 

観点 5：保険制度と責任 

1. 産業事故情報を収集・公開するシステムを構築し、保険料率算出に活用する

ことや、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。 

 
2. 機械安全国際規格に適合した機械の安全性を、認証可能とする制度の立ち上

げを行い、収集された産業事故情報について、機械メーカへのフィードバッ

クを行う。 
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4.3  米国における対応状況 

  

2章 米国における機械設備の安全規則の現状および3章米国における機械設備の安全性

向上に対するインセンティブから得られた知見から、米国において OSHA が機能しており

機械安全が促進されている仕組み・背景・理由を簡潔にまとめる。 

 

＜労働安全＞ 

1. 米国では、労働安全衛生法に基づいて、OSHA に監査権が付与されており、

定期的な監査がなされているため、企業において労働安全、職場におけるリ

スクに対する意識が高い。 

 

2. 米国では、労働安全衛生法において雇用主に対して職場の労働安全を確保す

ることが義務付けられており、リスクアセスメントの実施が必須のものとし

て位置づけられている。 

 

3. 労働安全衛生法において、労働者に対しても OSHA の基準やコンプライアン

スに対する理解はもちろんのこと、職場におけるリスク・ハザードに対する

報告等が求められており、職場の安全衛生に対する意識が啓発されている。 

 

4. 企業が構築している労働安全マネジメントシステムにおいて、安全専門家の

関与の有無が OSHA の評価ポイントに含まれており、安全専門家の要件はも

とより社内的位置付け・権限・役割・責任が明確になされており、安全専門

家の活躍するフィールドが確保されている。 

 

5. 安全に関する必須要求事項の形態で労働安全衛生法が存在しており、民間が

作成した自主規格・業界基準が法律等に参照されることによって強制力を有

するようになっている。また、民間企業の意識としても規格作成に積極的で

ある。 

 

＜情報公開＞ 

1. 職場におけるハザード情報が提示されており、雇用主・労働者に対してリス

クへの意識を啓発している。また、頻発する事故情報に関して、事例を挙げ
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て解説が行われており、さらに関連する法規・規格・基準が明記され、雇用

主・作業者等に対して安全性を向上させるために何をすべきかが示されてい

る4。 

 

2. OSHA の WEB サイトにおいて、死亡者情報だけではなく負傷者数の情報も

提示されており、労働安全の状況が適切に把握することができる。 

 

3. OSHA による企業の労働安全マネジメントに対する評価基準が公開されて

おり、企業・事業主・労働者として何をすればいいのかが明確になっている。 

 

4. OSHA の監査によって、労働安全が十分に確保されていない場合、WEB サ

イトのニュースにおいて企業名が名指して公表される。 

 

＜OSHA の活動＞ 

1. OSHA は、中小企業を対象とした無料コンサルティングなど含む様々なイン

センティブプログラムや教育・トレーニングプログラムを提供しており、産

業界全体への機械安全促進に貢献している。また、インセンティブプログラ

ムに取り組むことによって、OSHA による監査を免除されるという特典も付

与される。 

 

2. 具体的な内容は記載されていないが、OSHA による監査によって職場環境が

改善され、品質向上・生産性の向上が図られている。 

 

3. また、OSHA は基準の改訂・策定する活動を行っており、現場の状況を踏ま

えた適切な規制体制を構築することが可能である。 

 

 

                                                  
4 NIOSHから公表されるレポートは大よそ下記のような構成となっている。 
・労災の背景 
・負傷に係るデータ 
・現状の適用基準 
・事故事例 
・事業者／労働者／リース会社など関係者に対する安全性確保に向けた活動項目 
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＜保険制度＞ 

1. 一定期間内にどれくらいの死傷者が出た等、過去の事故情報、運用状況によ

るリスク評価に基づいて、保険料が設定される。 

 

2. 訴訟が多い文化から、責任の所在がはっきりしており、裁判等においてもど

のような資格を有した人物が署名したのかが問われることが多い。安全専門

家がマネジメント層に位置づけられている。 
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4.4  我が国との違いについて 

  

 上記 4.3 節にて述べた米国においてOSHAが機能しており機械安全が促進されている仕

組みに対して、我が国における実現性の観点から 3 段階に分類すると次頁以降の表 4-1～

表 4-4のようになる。 

 

 OSHA が機能している理由として、OSHA が法律によって監査権を有しており、基準の

策定・改訂など規制当局として活動を行っていることが根底にあると言える。しかしなが

ら、規制をする一方で適切な情報発信・情報提供を行い、企業に対するコンサルティング

や企業の安全への取組に対してインセンティブを付与するプログラムや、教育プログラム

を提供しており、規制をするだけではなく産業界の安全性の向上を支援する活動を積極的

に実施していることが米国における労働現場での安全性向上が促進されている所以である

ことが伺える。 

以上を踏まえて、我が国の法体系や文化的背景を考慮すると、現状、米国において機械

安全を促進している手段のうち、我が国において実現性が高く、今後検討していくことが

有益であると思われる項目として下記の 4 項目が挙げられる。 

 

1. 産業界としてリスクアセスメントの確立・実施を定着させて、実質的に義務化さ

せることを通じて、トップダウンによるリスクアセスメント導入の機運を高め、

労働者に対して教育・啓発を行うことの有効性。 

 

2. 労災情報をはじめとして、情報発信についてハザード・リスクへの意識を啓発す

るスタイルで情報発信を行うこと、また、死傷者数の推移等の情報だけではなく、

企業名・事業所名を公表することの妥当性。 

 

3. リスクアセスメントや職場の安全性評価において、責任者の資格評価制度を設立

し、安全学と法律を理解できる人材の育成・確保を行うことの有効性。また、責

任者の組織内における独立性を確保することを企業に定着させ、安全専門家をマ

ネジメント層に位置づけることの実現性。 

 

4. 業界団体として、業界団体として、安全への取組みに対して評価する枠組みを構

築し、評価制度における基準を明確にすること、また評価基準において、安全専
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門家の関与、安全専門家のスキル・能力・コンピテンシーを教育プログラムと共

に明記することの実現性および有効性。 

 

 米国において付与されているインセンティブの最たるものは、OSHA の監査が免除され

ることであり、我が国においてそのまま適用することは難しいが、業界として企業におけ

る安全への取組を評価し表彰する制度を創設すること、評価結果を公表することによって、

企業において自発的な安全への取組を創出することが可能となる。なお、安全への取組に

おける評価において、安全専門家の職務・機能・権限を明確にし、安全専門家の育成およ

び有効活用を促進していく必要がある。 

ここで、企業における安全への取組の評価方法としては、2.4 章で述べた OSHA の監査

方法における PEP 評価（Program Evaluation Profile）を参考にすることは有効であると

考えられるため、以下に評価項目を再掲する。 

 

 Management Leadership and Employee Participation 

 経営陣のリーダシップ 

 従業員の参加 

 リソース配分（人的、金銭的含む） 

 契約者安全 

 

 Workplace Analysis 

 調査およびハザード分析 

 検査 

 レポート 

 

 Accident and Record Analysis 

 事故とニアミス事故の調査 

 データ分析 

 

 Hazard Prevention and Control 

 ハザードコントロール 

 メンテナンス 

 医療プログラム 
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 Emergency Response 

 非常時への備え  

 救急 

 

 Safety and Health Training 

  

また、各評価項目において高評価を取るためには、安全専門家の関与が必要不可欠であ

り、この評価の枠組みが企業に対して安全専門家の雇用を促進しており、また安全専門家

の地位を確立している要因のひとつであるといえる。 

そのため、我が国においても、業界として企業における安全への取組みを評価し表彰す

る制度においても安全専門家の関与を明記すべきであり、安全専門家のスキル・能力・コ

ンピテンシーを教育プログラムと共に提示する必要がある。 
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表 4-1 ＜労働安全＞ 

項目 実現性 備考

1

米国では、労働安全衛生法に基づいて、OSHAに監査権が付
与されており、公開された評価基準に基づいて定期的な監査
がなされている。また、違反に対してペナルティーが科せら
れ、情報が公開されるため企業において労働安全に対する意
識が高い。

△

基準の公開がなされておらず、違反に対するペ
ナルティーや違反状況に関しても労働安全への
意識を啓発する観点から情報公開について検討
する必要がある。

2
米国では、労働安全衛生法において雇用主に対して職場の労
働安全を確保することが義務付けられており、リスクアセス
メントの実施が必須のものとして位置づけられている。

△
義務化することは難しいが、産業界としてリス
クアセスメントの確立・実施を定着させていく
ことで実現可能である。

3

労働安全衛生法において、労働者に対してもOSHAの基準や
コンプライアンスに対する理解や職場におけるリスク・ハ
ザードに対する報告等が求められており、職場の安全衛生に
対する意識が啓発されている。

△

上記と同様に、機械のリスクアセスメントを徹
底させ、実質的に義務化させることを通じて、
トップダウンによるリスクアセスメント導入の
機運を高め、労働者に対して教育・啓発を行い
機運を高めていくことで実現が可能である。

4

企業が構築している労働安全マネジメントシステムにおい
て、安全専門家の関与の有無がOSHAの評価ポイントに含ま
れており、安全専門家の要件はもとより社内的位置付け・権
限・役割・責任が明確になされており、安全専門家の活躍す
るフィールドが確保されている。

×
安全専門家の育成、教育プログラムの開発およ
び労働安全マネジメントシステムを評価する枠
組みの構築が必要である。

5

安全に関する必須要求事項の形態で労働安全衛生法が存在し
ており、民間が作成した自主規格・業界基準が法律等に参照
されることによって強制力を有するようになっている。ま
た、民間企業の意識としても規格作成に積極的である。

×

法律の中に構造規格としての規格が入りこむな
ど必ずしも現状に則した法体系となっていな
い。
規格作成が官主導でなされており、また法律に
直接含まれていることもあり、民間から規格作
成に参画する土壌はまだない。

我が国での実現性
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表 4-2 ＜情報公開＞ 

項目 実現性 備考

1

職場におけるハザード情報が提示されており、雇用主・労働
者に対してリスクへの意識を啓発している。また、頻発する
事故情報に関して、事例を挙げて解説が行われており、さら
に関連する法規・規格・基準が明記され、雇用主・作業者等
に対して安全性を向上させるために何をすべきかが示されて
いる。

○

2
OSHAのWEBサイトにおいて、死亡者情報だけではなく負
傷者数の情報も提示されており、労働安全の状況が適切に把
握することができる。

○

3
OSHAによる企業の労働安全マネジメントに対する評価基準が公
開されており、企業・事業主・労働者として何をすればいいのかが
明確になっている。

○

4
OSHAの監査によって、労働安全が十分に確保されていない

場合、WEBサイトのニュースにおいて企業名が名指して公
表される。

△

我が国の状況を鑑みると、左記取組の実現は難
しいと考えられるが、年間の死亡者数の多いと
ころや増加したところは企業名を明記して警告
を発する等の取組は実現可能である。

我が国での実現性

労災情報をはじめとして、情報発信についてハ
ザード・リスクへの意識を啓発するスタイルで
の情報発信を行うこと、また、死傷者数の情報
だけではなく企業名・事業所名も公表して企業
への安全への意識を啓発することは実現可能で
ある。

 

 

表 4-3 ＜OSHA の活動＞ 

項目 実現性 備考

1

OSHAは、中小企業を対象とした無料コンサルティングなど
含む様々なインセンティブプログラムや教育・トレーニング
プログラムを提供しており、産業界全体への機械安全促進に
貢献している。また、インセンティブプログラムに取り組む
ことによって、OSHAによる監査を免除されるという特典も
付与される。

×

我が国においても各種教育・トレーニングプロ
グラムは提供されているものの、監査権等が無
いため監査免除のために参画するというインセ
ンティブは生じ得ない。

2
具体的な内容は記載されていないが、OSHAによる監査に
よって職場環境が改善され、品質向上・生産性の向上が図ら
れている。

△

品質と安全を両立させる設備安全・機械安全の
マネジメントシステムを構築した上で企業診断
等を実施していくことで実現は可能であるが、
監査権がないために企業の参加は自主的なもの
となる。

3
OSHAは法規制や基準の改訂・策定する活動を行っており、
現場の状況を踏まえた適切な規制体制を構築することが可能
である。

×
民間による規格基準作成の機運を高める必要が
ある。

我が国での実現性
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表 4-4 ＜保険制度＞ 

項目 実現性 備考

1
一定期間内にどれくらいの死傷者が出た等、過去の事故情
報、運用状況によるリスク評価に基づいて、保険料が設定さ
れる。

×
安全への取組を評価する枠組み、保険制度の改
善を促進していく必要がある。

2
訴訟が多い文化から、責任の所在がはっきりしており、裁判
等においてもどのような資格を有した人物が署名したのかが
問われることが多い。

○

責任者の資格評価制度を設立し、安全学と法律
を理解できる人材の育成・確保を行う。また、
責任者の組織内における独立性を確保すること
を企業に定着させ、安全専門家をマネジメント
層に位置づける第一歩とする。

我が国での実現性
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4.5  追加調査事項 

 

 米国における機械安全が促進されている枠組みやその理由を検討し、我が国産業の抱え

る課題と課題解決に対して検討することが有益であると考えられる項目を抽出したが、

WEB サイト等の文献調査に基づいた分析・検討であり、OSHA による規制や教育トレー

ニング・インセンティブプログラムがどの程度効力を有しているのか、プログラム参加企

業が参加した成果として何を感じているのか（プログラム参加者の声）、といった実態に関

して現地での調査が、今後、より詳細な検討を行うために必要不可欠である。また、保険

料金が OSHA の監査結果等に基づいて査定されることは良く知られているが、具体的にど

のように査定に利用されているのかは不明である。 

そのため、実態調査において、「OSHA の影響力」「機械安全に関するインセンティブ」

「保険」「教育トレーニング」に関して下記にヒアリングポイントをまとめる。 

 

（１）OSHA の影響力 

（企業に対して） 

・ OSHA の監査による企業活動におけるインパクト 

 監査結果に対する対応の難易度 

 免除されることによるメリットはどれくらいか？ 

・ OSHA の監査によって指摘される内容について 

 監査の妥当性 

 監査を受けることによってどのような業務改善がなされたか？（具体例） 

 

（OSHA／NIOSH に対して） 

・ 監査官について 

 資格 

 教育プログラム 

 視覚情報の更新等について 

・ OSHA や NIOSH の活動成果 

 企業等から寄せられる苦情・コメントなど 

 現状の課題 

 他機関との連携について 
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（２）機械安全に関するインセンティブ 

（ユーザ企業に対して） 

・ 機械安全への取組みとして何を行っているか？ 

 OSHA インセンティブプログラムへの参加状況 

 他の活動 

 労働組合からの要求等について 

 労災と裁判について 

・ 保険との関係 

 労災保険と安全への取組の関係 

・ 安全専門家の位置付け・必要性 

 雇用に関する考え方 

 人材確保・雇用確保の方法 

 教育トレーニングの考え方 

 

（メーカ企業に対して） 

・ 機械安全への取組みに対する考え方 

 取組を促進する枠組み、制度 

 インセンティブ 

 労働組合等からの要求等について 

 労災と裁判について 

 

（OSHA に対して） 

・ 提供するプログラムに対する考え方 

 プログラムの受講状況 

 プログラム参加企業に対するフォローなど 

 OSHA としてプログラムで得られる知見について 

 規制の改訂等につながるのか？（具体例等） 

 監査方法・手順に影響はあるのか？ 

 現状感じている課題（米国における労働安全状況とプログラムについて） 

 プログラム策定のプロセス・検討委員会等の概要 

 プログラムを実施する際の資金 

 プログラムの改訂・新設の予定 
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（３）保険 

（OSHA もしくは保険会社） 

・ 保険料金との関係 

 OSHA の監査結果に基づく保険料金査定について 

 

（４）教育トレーニング 

（企業・受講者に対して） 

・ 教育トレーニングに参加した経緯・きっかけ 

・ 参加によって得られたメリット 

 

（OSHA に対して） 

・ 提供する教育トレーニングのコンテンツはどのようなものか？（具体的なシラバ

ス・パンフレット等） 

・ コンテンツの策定はどのようになされているのか？（策定・改訂方針・プロセス） 

・ 教育トレーニングにおいて安全知の体系化をどのように考えているか 

・ 受講状況について（各年の受講者数の推移、事故状況との関連性など） 

・ 現状感じている課題 

・ 今後 OSHA として注力していく分野 
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5. 課題の整理 

5.1  課題整理のフロー 

 図 5-1に調査結果から課題整理に至るフローを示す。 

 2 章において米国における機械設備の安全規則の現状を、3 章において米国における機

械設備の安全性向上に対するインセンティブの調査を行い、4 章にて我が国の現状を整理

した。また、米国にて機能していると枠組みや考え方において、我が国産業界に対して検

討することが有効であると思われる「インセンティブの確保の方法」「安全を推進する人材

の育成方法」のあり方ついて検討項目・追加調査項目を示した。 

 本章では、今回の調査検討を我が国における機械安全の推進に資するために、今後の継

続的に調査を行う観点から課題整理のフローと整理した課題を示す。 
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図 5-1 課題整理のフロー 
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5.2  課題整理  

 米国の取組を参考にした国際レベルの機械安全を確保するための方策を導くに当たって

検討が必要と考えられる項目を以下にまとめた。 

 

＜検討項目＞ 

 

1. 産業界としてリスクアセスメントの確立・実施を定着させて、実質的に義務化さ

せることを通じて、トップダウンによるリスクアセスメント導入の機運を高め、

労働者に対して教育・啓発を行うことの有効性。 

 

2. 労災情報をはじめとして、情報発信についてハザード・リスクへの意識を啓発す

るスタイルで情報発信を行うこと、また、死傷者数の推移等の情報だけではなく、

企業名・事業所名を公表することの妥当性。 

 

3. リスクアセスメントや職場の安全性評価において、責任者の資格評価制度を設立

し、安全学と法律を理解できる人材の育成・確保を行うことの有効性。また、責

任者の組織内における独立性を確保することを企業に定着させ、安全専門家をマ

ネジメント層に位置づけることの実現性。 

 

4. 業界団体として、業界団体として、安全への取組みに対して評価する枠組みを構

築し、評価制度における基準を明確にすること、また評価基準において、安全専

門家の関与、安全専門家のスキル・能力・コンピテンシーを教育プログラムと共

に明記することの実現性および有効性。 
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 なお、本事業は機械安全の推進方策を検討する基礎データとしてまとめることを目的と

して実施しており、機械安全を取り巻く状況は常に変化しているため、継続的な調査を行

うことが必要とされる。以上を踏まえて、今後も継続的な調査を実施していく観点から調

査のポイントを以下にまとめる。 

 

＜今後の調査ポイント＞ 

 

I. 制度・枠組み 

1. これまでの改訂経緯 

 現状の枠組みについては、比較的容易に OSHA の WEB サイト

から把握することが出来るが、これまでの経緯を踏まえてどの

ように評価方法を変更してきたか等の情報は見あたらなかった。

しかしながら、我が国産業界への導入を検討する上で、必要な

情報であり、OSHA へのヒアリング等により調査すべき項目で

あると考えられる。 

2. 新規公表されるガイドライン 

 OSHA のコンプライアンス支援活動として、ガイドラインが各

種提供されている。法的拘束力はないものの、ガイドラインを

発表する方が基準を策定・改訂するよりも容易であることから、

事故状況や企業等における課題を踏まえてガイドラインが今後

も策定されていくことは明らかであるため、キャッチアップし

ておく必要がある。 

3. 今後の改訂 

 OSHA が策定・改訂・廃棄する基準について、Federal Registers

等を参照して情報収集を行い、改訂のポイント・考え方・背景

について調査を行う。 

 

II. 実態調査 

1. OSHA の影響力 

 OSHA の監査による企業活動におけるインパクトとして、

OSHA 監査への対応に関する企業の意識や、OSHA の監査によ

って指摘される内容について監査の妥当性や監査によって業務
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改善がなされたことについての具体例を調査して、企業におけ

る OSHA の持つ影響力の実態を調査する必要がある。 

 NIOSH 等の他機関との連携について、調査を行い、今後の米

国における機械安全・労働安全に関する展開について調査を行

う。 

 OSHA に対するコメント・意見・批判について、米国でどのよ

うな議論がなされているのかについて調査を行う。 

2. 機械安全に関するインセンティブ 

 企業における OSHA インセンティブプログラムへの参加状況

やプログラムに対する意識調査 

 安全専門家に対する考え方、企業における雇用状況について 

 OSHA として感じている現状の課題、および今後取り組むべき

インセンティブプログラム等について 

 ユーザ企業のみならず、メーカ企業におけるインセンティブに

ついて 

 労災と裁判について 

3. 保険 

 安全性向上に対する取組に関して具体的にどのように査定して

いるのかについて 

4. 教育トレーニング 

 企業における教育トレーニングの成果、現状の課題・不満 

 OSHA における教育トレーニングの体系、および、現状との課

題と今後拡充すべき教育トレーニング 

 OSHA 監査官における資格・教育トレーニング等について 
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付録資料 Occupational Safety and Health Standards の概要 

 

OSHAct で参照される 29CFR は下記表のような構成となっている。 

 

PART 70 Production or Disclosure of Information or Materials 

PART 70A  Protection of Individual Privacy in Records 

Protection of Individual Privacy and Access to Records under the 

Privacy Act of 1974 
PART 71  

PART 1900  Reserved 

PART 1901  Procedures for State Agreements 

PART 1902  State Plans for the Development and Enforcement of State Standards

PART 1903  Inspections, Citations, and Proposed Penalties 

PART 1904  Recording and Reporting Occupational Injuries and Illness 

PART 1905  Rules of Practice 

PART 1906  Administration Witness and Documentations in Private Litigation 

PART 1908  Consultation Agreements 

PART 1910  Occupational Safety and Health Standards 

Rules of Procedure for Promulgating, Modifying or Revoking OSHA 

Standards 
PART 1911  

PART 1912  Advisory Committees on Standards 

PART 1912A  National Advisory Committee on OSHA 

PART 1913  Rules Concerning OSHA Access to Employee Medical Records 

PART 1915  Occup. Safety and Health Standards for Shipyard Employment 

PART 1917  Marine Terminals 

PART 1918  Safety and Health Regulations for Longshoring 

PART 1919  Gear Certification 

PART 1920  Procedure for Variations under Longshoremen's Act 

Rules of Practice in Enforcement under Section 41 of Longshoremen's 

Act 
PART 1921  

PART 1922  
Investigational Hearings under Section 41 of the Longshoremen's and 

Harbor Workers' Compensation Act 
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PART 1924  Safety Standards Applicable to Workshops and Rehab. Facilities 

PART 1925  Safety and Health Standards for Federal Service Contracts 

PART 1926  Safety and Health Regulations for Construction 

PART 1927  Reserved 

PART 1928  Occup. Safety and Health Standards for Agriculture 

PART 1949  Office of Training and Education, OSHA 

PART 1952  Approved State Plans for Enforcement of State Standards 

PART 1953  Changes to State Plans 

PART 1954  Procedures for the Eval. and Monitoring of Approved State Plans 

PART 1955  Procedures for Withdrawl of Approval of State Plans 

Plans for State and Local Government Employees without Approved 

Plans 
PART 1956  

PART 1960  Basic Program Elements for Federal Employees OSHA 

PART 1975  Coverage of Employees under the Williamns-Steiger OSHA 1970 

PART 1977  Discrimination against Employees under OSHA Act of 1970 

PART 1978  Rules for Implementing Section 405 of the STAA of 1982 

Procedures for the Handling of Discrimination Complaints Under 

Section 519 of the Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform 

Act for the 21ST Century 

PART 1979  

Procedures for the Handling of Discrimination Complaints Under 

Section 806 Of the Corporate and Criminal Fraud Accountablity Act 

of 2002, Titile VIII of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 

PART 1980  

Procedures for the Handling of Discrimination Complaints Under 

Section 6 of The Pipeline Safety Improvement Act of 2002 
PART 1981  

PART 1990  Identification, Classification, and Regulation of Carcinogens 

PART 2200  OSHA Review Commission 

PART 2201  Regulations Implementing The Freedom of Information Act. 

PART 2202  Rules of Ethics and Conduct of Review Commission Employees 

PART 2203  Regulations Implementing The Government In the Sunshine Act 

PART 2204  Implementation of the Equal Access to Justice Act 
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Enforcement of Nondiscrimination on the Basis of Handicap in 

Programs or Activities Conducted by the Occupational Safety and 

Health Review Commission 

PART 2205  

PART 2400  Regulations Implementing the Privacy Act 
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CFR29 で特に参照される 29CFR Part 1910 の概要を以下に示す。 

 

(1) サブパートA 総則 
• 1910.1  目的および適用範囲  
• 1910.2  定義  
• 1910.3  基準の発行、改訂、廃止の請願  
• 1910.4  本パートの改正  
• 1910.5  基準の適用  
• 1910.6  官報掲載  
• 1910.7  国家認定試験機関の定義および条件  

o 1910.7 補遺 A － 国家認定試験機関にかかる OSHA 認定手順  
• 1910.8  事務処理簡素化法に基づく監理・予算局管理番号  
 

(2) サブパートB 制定連邦基準の採択と拡大範囲 
• 1910.11  範囲および目的  
• 1910.12  建設工事  
• 1910.13   [削除]  
• 1910.14   [削除]  
• 1910.15  造船所雇用  
• 1910.16  港湾作業および船舶発着所  
• 1910.17  発効日  
• 1910.18  制定連邦基準の変更  
• 1910.19  空気汚染物質に関する特別条項  
 

(3) サブパート C 制定連邦基準の採択と拡大範囲 [削除および保留] 
 
(4) サブパートD 歩行面・作業面 

• 1910.21  定義  
• 1910.22  一般規定  
• 1910.23  床・壁の開口および穴の防護  
• 1910.24  工業用固定階段  
• 1910.25  移動式木製はしご  
• 1910.26  移動式金属はしご  
• 1910.27  固定はしご  
• 1910.28  足場の安全規定  
• 1910.29  手押し式移動はしご台および足場(タワー型足場)  
• 1910.30  その他の作業面  
 

(5) サブパートE  退避手段 
• 1910.35  定義  
• 1910.36  一般規定  
• 1910.37  退避手段、一般  
• 1910.38  労働者緊急事態計画および防火計画  

o サブパート E 補遺  退避手段  
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(6) サブパートF  動力付きプラットフォーム、マンリフト、および車輌搭載作業台 
• 1910.66  建物メンテナンス作業用動力付きプラットフォーム（ゴンドラ）   

o 1910.66 補遺 A － 指針（推奨基準）   
o 1910.66 補遺 B － 例示（推奨基準）   
o 1910.66 補遺 C － 人の落下防護システム（セクション I－強制基準、セク

ション II および III－非強制基準）   
o 1910.66 補遺 D － 設置済みの機器（強制基準）  

• 1910.67  車輌搭載昇降・回転型作業用プラットフォーム  
• 1910.68  マンリフト  
 

(7) サブパートG  労働衛生環境管理 
• 1910.94  換気  
• 1910.95  職業性騒音暴露  

o 1910.95 補遺A － 騒音暴露の算定  
o 1910.95 補遺B － 聴覚保護具減衰適正評価方法  
o 1910.95 補遺C － 聴力測定器  
o 1910.95 補遺D － 聴力試験室  
o 1910.95 補遺E － 聴力測定器の音響較正  
o 1910.95 補遺 F － 聴力図の年齢補正に関する計算および適用  
o 1910.95 補遺 G － 騒音レベルの測定  
o 1910.95 補遺 H － 参考文献の入手  
o 1910.95 補遺 I － 定義  

• 1910.96   [1910.1096 として再制定]  
• 1910.97  非電離放射線  
• 1910.98  発効日  
 

(8) サブパート H  危険物質 
• 1910.101  圧縮ガス(一般規定)  
• 1910.102  アセチレン  
• 1910.103  水素  
• 1910.104  酸素  
• 1910.105  窒素酸化物  
• 1910.106  引火性、可燃性液体  
• 1910.107  引火性、可燃性物質を使用する吹き付け仕上げ  
• 1910.108   引火性および可燃性物質の浸漬用タンク  
• 1910.109  爆発物および爆破剤  
• 1910.110  液化石油ガスの貯蔵および取り扱い  
• 1910.111  無水アンモニアの貯蔵および取り扱い  
• 1910.112   [保留]  
• 1910.113   [保留]  
• 1910.119  高危険度化学物質の工程安全管理  

o 1910.119 補遺 A － 特に危険な化学物質、毒物および反応物質（強制適用）  
o 1910.119 補遺 B － ブロックフロー図および単純化された工程フロー図

（非強制適用）  
o 1910.119 補遺 C － 工程安全管理に関する指針および勧告（非強制適用）  
o 1910.119 補遺 D － 詳細情報の入手先（非強制適用）  

• 1910.120  危険廃棄物処理作業および緊急処置  
o 1910.120 補遺 A － 個人用保護具試験方法  
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o 1910.120 補遺 B － 保護の度合いおよび保護器具に関する一般事項  
o 1910.120 補遺 C － 指針  
o 1910.120 補遺 D － 参考文献  
o 1910.120 補遺 E － 教育訓練カリキュラムに関する指針（非強制適用）  

• 1910.121  [保留]  
• 1910.122  目次  
• 1910.123  浸漬および被覆作業：適用および定義  
• 1910.124  浸漬および被覆作業にかかる一般基準  
• 1910.125  可燃性および爆発性の液体を用いる浸漬および被覆作業にかかる追

加基準  
• 1910.126  特別な浸漬および被覆作業にかかる追加基準  
 

(9) サブパートⅠ 個人用保護具 
• 1910.132  一般規定  
• 1910.133  眼および顔の保護  
• 1910.134  呼吸器の保護      

o 1910.134 補遺 A － 装着試験手順（強制適用）  
o 1910.134 補遺 B-1 － 使用者シール点検手順（強制適用）  
o 1910.134 補遺 B-2 － 呼吸器保護具の清掃手順（強制適用）  
o 1910.134 補遺 C － 呼吸器保護具の医学的評価に関する OSHA 作成質問

書（強制適用）  
o 1910.134 補遺 D －基準により使用が必要とされていない場合に呼吸器保

護具を使用する労働者のための情報（強制適用）       
• 1910.135  頭部の保護  
• 1910.136  足部の保護  
• 1910.137  電気防護装置  
• 1910.138  手部の保護  
• 1910.139  結核に対する呼吸器の保護      

o  サブパート I 補遺 A － 詳細参考情報の入手先（非強制適用）  
o  サブパート I 補遺 B － 危険度アセスメントおよび個人用保護具の選定

に関する指針（非強制適用） 
  

(10) サブパートJ  一般環境管理 
• 1910.141  衛生設備  
• 1910.142  仮設労働者宿泊施設  
• 1910.143  水を用いない廃水処理システム〔保留〕  
• 1910.144  物理的な危険を表示する安全カラーコード  
• 1910.145  事故防止のための標識（サインおよびタグ）の仕様      

o 1910.145(f)項補遺 A － 推奨色識別番号  
o 1910.145(f)項補遺 B － 詳細情報入手先  

• 1910.146  許可の必要な閉塞的空間       
o 1910.146補遺A － 許可の必要な閉塞的空間の決定に関するフローチャー

ト  
o 1910.146 補遺 B － 環境試験手順  
o 1910.146 補遺 C － 許可の必要な閉塞的空間に関する対策の例  
o 1910.146 補遺 D － 閉塞的空間に関する立ち入り前チェックリスト  
o 1910.146 補遺 E － 下水設備への立ち入り  
o 1910.146 補遺 F － 救助隊または救助活動の評価基準（非強制）  
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• 1910.147  危険エネルギー管理（ロックアウト／タグアウト）  
o 1910.147 補遺 A －必要最小限度のロックアウトに関する典型的な例  
 

(11) サブパート K  医療および応急手当 
• 1910.151  医療サービスおよび応急手当   

o 1910.151 補遺 A － 救急治療道具（非強制）  
• 1910.152  （保留）  
 

(12) サブパート L  防火 
• 1910.155  本サブパートにかかる範囲、適用および定義  
• 1910.156  消防団  
• 1910.157  携帯消火器  
• 1910.158  給水塔およびホースシステム  
• 1910.159  自動スプリンクラーシステム  
• 1910.160  固定型消火システム、一般  
• 1910.161  固定型消火システム、ドライケミカル  
• 1910.162  固定型消火システム、気体剤  
• 1910.163  固定型消火システム、散水および泡  
• 1910.164  火災感知システム  
• 1910.165  労働者に対する警報システム    

o サブパート L 補遺 A － 防火  
o サブパート L 補遺 B － 国民総意基準  
o サブパート L 補遺 C － 消防関係詳細情報参考文献  
o サブパートL補遺D － 1910.156消防団に関する官報掲載出版物の入手

法  
o サブパート L 補遺 E － 防火服に関する試験法  
 

(13) サブパート M  圧縮ガスおよび圧縮空気装置 
• 1910.166  （保留）  
• 1910.167  （保留）  
• 1910.168  （保留）  
• 1910.169  空気溜め  
 

(14) サブパート N  材料の取り扱いおよび貯蔵保管 
• 1910.176  材料の取り扱い、一般  
• 1910.177  複片リムホイールおよび単片リムホイールの点検修理  

o 1910.177 補遺 A － ホイールが飛び出す可能性がある範囲  
o 1910.177 補遺 B － NHTSA 図の注文に関する情報  

• 1910.178  動力駆動工業用トラック  
o 1910.178 補遺 A －動力駆動工業用トラック  

• 1910.179  天井クレーンおよびガントリークレーン  
• 1910.180  キャタピラークレーン、ロコモティブクレーンおよびトラッククレ

ーン  
• 1910.181  デリック  
• 1910.183  ヘリコプター  
• 1910.184  玉掛け  
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(15) サブパート O  機械および機械の安全防護 
• 1910.211  定義  
• 1910.212  すべての機械に関する一般規定  
• 1910.213  木工機械規定  
• 1910.214  桶製造機械（保留）  
• 1910.215  研削機械  
• 1910.216  ゴムおよびプラスチック工業における圧延機およびカレンダーロー

ル機  
• 1910.217  動力機械プレス  

o 1910.217補遺A － 動力機械プレスのセンサー装置安全システムの証明お

よび認証に関する強制基準  
o 1910.217補遺B － 動力機械プレスのセンサー装置安全システムの証明お

よび認証に関する非強制指針  
o 1910.217 補遺 C －  センサー装置安全システムの第三者認証機関の

OSHA の承認に関する強制規定  
o 1910.217 補遺 D － その他の非強制補足情報  

• 1910.218  鍛造機械  
• 1910.219  機械式動力伝導装置  
 

(16) サブパート P  手持ち式および携帯用動力工具およびその他の手持ち式装置 
• 1910.241  定義  
• 1910.242  手持ちおよび携帯用動力工具および装置、一般  
• 1910.243  携帯用動力工具の防護  
• 1910.244  その他の携帯用工具および装置  
 

(17) サブパート Q  溶接、溶断およびろう付け 
• 1910.251  定義  
• 1910.252  一般規定  
• 1910.253  酸素ガス溶接および溶断  
• 1910.254  アーク溶接および溶断  
• 1910.255  電気抵抗溶接  
 

(18) サブパート R  特殊な産業 
• 1910.261  パルプ、紙およびボール紙製造工場  
• 1910.262  繊維  
• 1910.263  パン製造装置  
• 1910.264  ランドリー機械および操作  
• 1910.265  製材所  
• 1910.266  伐木搬出  

o 1910.266 補遺 A － 救急治療器具（強制適用）  
o 1910.266 補遺 B － 救急および救命訓練（強制適用）  
o 1910.266 補遺 C － 対応 ISO 基準（非強制適用）  

• 1910.267   [保留]  
• 1910.268  長距離通信  
• 1910.269  発電、送電および配電  

o 1910.269 補遺 A － フローチャート  
o 1910.269 補遺 B － 露出充電部に関する作業  
o 1910.269 補遺 C － 接触電位からの保護  

 92



o 1910.269 補遺 D － 木製ポールの検査・テスト方法  
o 1910.269 補遺 E － 参考文書  

• 1910.272  穀物取り扱い設備  
o 1910.272 補遺 A － 穀物取り扱い施設  
o 1910.272 補遺 B － 国民総意基準  
o 1910.272 補遺 C － 詳細情報  
 

(19) サブパート S  電気 
• 1910.301  イントロダクション  
• 1910.302  電気公共システム  
• 1910.303  一般規定  
• 1910.304  配線の設計および防護  
• 1910.305  配線方法、構成要素および一般に使用される装置  
• 1910.306  特殊目的の装置および据え付け  
• 1910.307  危険な(クラス区分された)場所  
• 1910.308  特殊システム  
• 1910.309－1910.330 [保留]  
• 1910.331  適用範囲  
• 1910.332  訓練  
• 1910.333  作業基準の策定および実施  
• 1910.334  装置の使用  
• 1910.335  作業者防護のための保護装置  
• 1910.336－1910.398 （保留）  
• 1910.399  本サブパートに適用される定義  

o  サブパート S 補遺 A － 参考文書  
o  サブパート S 補遺 B － 説明資料  
o  サブパート S 補遺 C － 表、脚註および図表  
 

(20) サブパート T  商業潜水作業 
• 1910.401  範囲および適用  
• 1910.402  定義  
• 1910.410  潜水チームの資格  
• 1910.420  安全実行方法説明書  
• 1910.421  潜水前手続き  
• 1910.422  潜水中手続き  
• 1910.423  潜水後手続き  
• 1910.424  スキューバ潜水  
• 1910.425  海面給気潜水  
• 1910.426  混合ガス潜水  
• 1910.427  救命ボート操作  
• 1910.430  装置  
• 1910.440  記録保管規定  
• 1910.441  発効日  

o  サブパート T 補遺 A － 高圧状態への暴露を抑制または制限し得る条

件の例  
o  サブパート T 補遺 B － 科学的潜水指針  
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(21) サブパート U  （保留） 
(22) サブパート V  （保留） 
(23) サブパート W  プログラム基準（保留） 
(24) サブパート X-Y  （保留） 
(25) サブパート Z  有毒および危険物質 

• 1910.1000  空気汚染物質  
• 1910.1000 表 Z-1 空気汚染物質の限度 表 Z-1  
• 1910.1000 表 Z-2  
• 1910.1000 表 Z-3 金属粉塵 表 Z-3  
• 1910.1001  アスベスト      

o 1910.1001 補遺 A － 作業環境測定にかかる OSHA 参照手法（強制適用）  
o 1910.1001 補遺 B － アスベストのサンプリングおよび分析に関する詳細

手順（非強制適用）  
o 1910.1001 補遺 C － 質的量的装着試験手順（強制適用）  
o 1910.1001 補遺 D － 医学的問診票（強制）  
o 1910.1001 補遺 E － 胸部レントゲン写真の診断および分類（強制）  
o 1910.1001 補遺 F － 自動車ブレーキおよびクラッチの点検、分解、修理

および組み立てに関する作業手順（強制）  
o 1910.1001 補遺 G － アスベストにかかる物質技術情報（非強制）  
o 1910.1001 補遺 H － アスベストにかかる医学調査指針（非強制）  
o 1910.1001 補遺 I － アスベストにかかる禁煙プログラム情報（非強制）  
o 1910.1001 補遺 J － アスベストの偏光顕微鏡写真（非強制）  

• 1910.1002  コールタールピッチ揮発性物質；用語の解釈  
• 1910.1003  13 の発ガン物質（４－ニトロビフェニール等）  
• 1910.1004  アルファナフチルアミン  
• 1910.1005  （保留）  
• 1910.1006  メチルクロロメチルエーテル  
• 1910.1007  3、3'-ジクロロベンジジン(およびその塩)  
• 1910.1008  ビスクロロメチルエーテル  
• 1910.1009  ベータナフチルアミン  
• 1910.1010  ベンジジン  
• 1910.1011  4-アミノジフェニール  
• 1910.1012  エチレンイミン  
• 1910.1013  ベータプロピオラクトン  
• 1910.1014  2-アセチルアミノフルオレン  
• 1910.1015  4-ジメチルアミノアゾベンゼン  
• 1910.1016  N-ニトロソジメチルアミン  
• 1910.1017  塩化ビニル  

o 1910.1017 補遺 A － 補足的医学情報  
• 1910.1018  無機ヒ素  

o 1910.1018 補遺 A － 無機ヒ素にかかる化学物質情報シート  
o 1910.1018 補遺 B － 化学物質技術指針  
o 1910.1018 補遺 C － 医学調査指針  

• 1910.1020  労働者暴露および医療記録の閲覧  
o 1910.1020 補遺 A － 指定代理人への労働者医療記録の閲覧許可証の例文

（非強制）  
o 1910.1020 補遺 B － NIOSH 登録の化学物質有害影響(RTECS)情報の入

手（非強制）  
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• 1910.1025  鉛  
o 1910.1025 補遺 A － 鉛への職業性暴露にかかる化学物質データシート  
o 1910.1025 補遺 B － 労働者が遵守すべき基準の要約  
o 1910.1025 補遺 C － 医学調査指針  
o 1910.1025 補遺 D － 定性装着試験プロトコル  

• 1910.1027  カドミウム  
o 1910.1027 補遺 A －カドミウムにかかる化学物質安全データシート  
o 1910.1027 補遺 B － カドミウムにかかる化学物質技術指針  
o 1910.1027 補遺 C － 定性的、定量的装着試験プロトコル  
o 1910.1027 補遺 D － カドミウムへの暴露に関する労働衛生職歴調査  
o 1910.1027 補遺 E － 職場環境におけるカドミウム  
o 1910.1027 補遺 F － 生物学的モニタリングに関する非強制適用プロトコ

ル  
• 1910.1028  ベンゼン  

o 1910.1028 補遺 A －ベンゼンにかかる化学物質安全データシート  
o 1910.1028 補遺 B － ベンゼンにかかる化学物質技術指針  
o 1910.1028 補遺 C － ベンゼンにかかる医学調査指針  
o 1910.1028 補遺 D － ベンゼンモニタリングに関するサンプリングおよび

分析法および環境測定手順  
o 1910.1028 補遺 E － 装着に関する定性・定量試験手順  

• 1910.1029  コークス炉放出物質  
o 1910.1029 補遺 A － コークス炉放出物質情報シート  
o 1910.1029 補遺 B － 労働衛生および医学調査指針  

• 1910.1030  血液感染病原体  
o 1910.1030 補遺 A － B 型肝炎ワクチン接種辞退（強制）  

• 1910.1043  綿くず  
o 1910.1043 補遺 A － 綿くずの空気中濃度を決定するためのサンプリング

および分析手順  
o 1910.1043 補遺 B-I － 呼吸器保護具に関する質問票  
o 1910.1043 補遺 B-II － 綿製造業における非織物製造従事者に対する呼吸

器保護具に関する質問票  
o 1910.1043 補遺 B-III － 呼吸器保護具に関する簡易質問票  
o 1910.1043 補遺 C － 男女健常者用の肺活量決定表  
o 1910.1043 補遺 D － 綿くず基準に関する肺機能基準  
o 1910.1043 補遺 E － 分粒器の等質性評価プロトコル  

• 1910.1044  1,2 ジブロモ-3-クロロプロパン  
o 1910.1044 補遺 A － DBCP 化学物質安全データシート  
o 1910.1044 補遺 B － DBCP にかかる化学物質技術指針  
o 1910.1044 補遺 C － DBCP にかかる医学調査指針  

• 1910.1045  アクリロニトリル  
o 1910.1045 補遺 A － アクリロニトリル化学物質安全データシート  
o 1910.1045 補遺 B － アクリロニトリルにかかる化学物質技術指針  
o 1910.1045 補遺 C － アクリロニトリルにかかる医学調査指針  
o 1910.1045 補遺 D － アクリロニトリルに関するサンプリングおよび分析

法  
• 1910.1047  酸化エチレン  

o 1910.1047 補遺 A － 酸化エチレン化学物質安全データシート（非強制）  
o 1910.1047 補遺 B － 酸化エチレンにかかる化学物質技術指針（非強制）  
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o 1910.1047 補遺 C － 酸化エチレンにかかる医学調査指針（非強制）  
o 1910.1047 補遺 D － 酸化エチレンに関するサンプリングおよび分析法

（非強制）  
• 1910.1048  ホルムアルデヒド  

o 1910.1048 補遺 A － ホルマリンに関する化学物質技術指針  
o 1910.1048 補遺 B － ホルムアルデヒドに関するサンプリング戦略および

分析方法  
o 1910.1048 補遺 C － ホルムアルデヒド医学調査  
o 1910.1048 補遺 D － 職業病問診票（非強制）  
o 1910.1048 補遺 E － 装着に関する定性・定量試験手順  

• 1910.1050  メチレンジアニリン  
o 1910.1050 補遺 A － 4,4'-メチレンジアニリン化学物質データシート  
o 1910.1050 補遺 B －メチレンジアニリンにかかる化学物質技術指針  
o 1910.1050 補遺 C － メチレンジアニリンにかかる医学調査指針  
o 1910.1050 補遺 D － メチレンジアニリンモニタリングにおけるサンプリ

ングおよび分析法および測定手順  
o 1910.1050 補遺 E － 装着に関する定性・定量試験手順  

• 1910.1051  1,3-ブタジエン  
o 1910.1051 補遺 A － 1,3-ブタジエン化学物質安全データシート（非強制）  
o 1910.1051 補遺 B － 1,3-ブタジエンにかかる化学物質技術指針（非強制）  
o 1910.1051 補遺 C － 1,3-ブタジエンにかかる医学調査指針（非強制）  
o 1910.1051 補遺 D － 1,3-ブタジエンに関するサンプリングおよび分析法

（非強制）  
o 1910.1051 補遺 E － 呼吸器保護具装着試験手順（強制適用）  
o 1910.1051 補遺 F － 問診票（非強制）  

• 1910.1052  塩化メチレン  
o 1910.1052補遺A －塩化メチレン化学物質安全データシートおよび化学物

質技術指針  
o 1910.1052 補遺 B － 塩化メチレンにかかる医学調査  
o 1910.1052 補遺 C － 質疑応答 -- 家具磨き剤剥離における塩化メチレン

管理  
• 1910.1096  電離放射線  
• 1910.1200  危険時通信  

o 1910.1200 補遺 A － 健康障害危険に関する定義（強制）  
o 1910.1200 補遺 B － 危険の決定（強制）  
o 1910.1200 補遺 C － 情報源（勧告）  
o 1910.1200 補遺 D － 「企業秘密」の定義（強制）  
o 1910.1200 補遺 E － 労働者が遵守すべき基準（助言）  

• 1910.1201  運輸省表示、標章およびラベルの保持  
• 1910.1450  研究施設における危険化学物質への職業性暴露  

o 1910.1450 補遺 A － 研究施設における化学物質に関する労働衛生にかか

る国家研究協会勧告（非強制）  
o 1910.1450 補遺 B － 参考文献（非強制）  
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おわりに 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業に

おいても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきている。環境問題では、

政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しており、排

出権取引や CDM などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、新たな

ビジネス領域が広がりつつある。 

 一方、安全問題に関しては、平成 19 年、厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関

する指針」が改正されて以降、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施

が事業者の努力義務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題と

なっている。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、

それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国

機械工業にとって、この動きに遅れることは我が国の産業の国際競争力の低下につな

がりかねず、死活問題であり早急な対処が求められている状況である。 

 今回の調査では、機械設備に関する安全性向上の活動が、積極的に推進されている米

国の状況について調査を行い、米国にて機能していると枠組みや考え方の我が国産業界へ

の適用性を検討し、米国の取組を参考にした国際レベルの機械安全を確保するための方策

を示した。 

 今回の調査が、日本における機械安全レベルの向上に、多少なりとも貢献すること

ができれば幸いである。 
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