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付録資料 Occupational Safety and Health Standards の概要 

おわりに 

 

[要 約] 

本事業では、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 2 章、3 章にて調査を行った結果をまとめ、4 章にて我が国における現状・課

題と課題解決の方策を示し、米国の状況と比較検討した結果から我が国において有効性が

あると考えられる「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。 

 

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
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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。 

 

1.2 調査研究項目 

 上記の背景および目的に基づき、今回の調査研究では下記 4 点を実施した。 

(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 

(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 

(3) 我が国産業界への適用検討 

(4) 提言の検討 

 

2. 米国における機械設備の安全規則の現状 

2.1 OSHA 設立の経緯 

Occupational Safety and Health Administration(OSHA)が設立された経緯として、The 

Occupational Safety and Health Act (労働安全衛生法)が制定された時代背景等の観点か

らまとめた。 

 

2.2 Occupational Safety and Health Act（労働安全衛生法） 

OSHAct の概要を OSHA の WEB サイトや文献等に基づいて、OSHAct の適用範囲、法によっ

て定められている雇用主・労働者の権利と義務、州による監査（州計画）についてまとめ

た。 

 

2.3 OSHA の業務概要 

 OSHA の Mission・Values Vision を調査し、それらを実践するための OSHA の業務につい

て概要をまとめた。 

 

2.4 OSHA による監査 

 OSHA による監査として、監査方法（監査の流れ、監査の際に用いる評価基準）や実施す

る監査の優先度と監査によって違反が発見された際のペナルティ、摘発事例について調査

し、まとめた。 

2.5 OSHA の WEB サイト 

 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について調査を行った。 
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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 

 

3.1 OSHA インセンティブプログラム 

 OSHA が WEB にて提示している以下の 6つのプログラムについて、概要およびインセンテ

ィブについてまとめるとともに、今後実態調査等においてさらに調査すべき項目を抽出し

た。 

 

(1)  On-site consultation Program 

(2)  Safety and Health Achievement Recognition Program  

(3)  OSHA Strategic Partnership Program  

(4)  Voluntary Protection Program 

(5)  OSHA Challenge Pilot Program 

(6)  Alliance Program 

 

3.2 OSHA 教育プログラム 

 OSHA が提供している教育プログラムについて、その概要をまとめた。また、OSHA による

教育に関して、今後調査すべきポイントを抽出した。 

 

4. 我が国との比較検討 

4.1 我が国の現状 

 我が国において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るため、

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つの観点からまとめた。 

 

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

つの観点から検討した結果をまとめた。 

 

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
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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「労働安全」「情報公開」「OSHA の活動」

「保険制度」の観点よりまとめた。 

 

4.4 我が国との違いについて 

 上記4.3節にてまとめた米国において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、我が国の法体系や文化的背景を考慮した上で、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「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」のあり方についてまとめた。 

 

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、今

後の検討に際しては、より詳細な運用実態に関する調査が必要である。 

そのため、今後の実態調査において必要とされるヒアリングポイントについて、「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」の観点からま

とめた。 

 

5. 課題の整理 

5.1 課題整理のフロー 

本事業では、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 2 章、3 章にて調査を行った結果をまとめ、4 章にて我が国における現状・課

題と課題解決の方策を示した。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。  

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、また、今後の継続的

に調査を行う観点からポイントとなる検討項目・調査項目等を抽出するための課題整理の

フローを示した。 

 

5.2 課題整理 

米国における取組み、我が国における現状・課題と課題解決の方策の調査結果に基づき、

それらに関して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における有効性・
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実現性の観点から検討すべき項目を明らかにし、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における検討項目として以下にまとめた。 

 

＜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。 

 

 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た。 

 

＜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
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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

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 
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 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 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/                      
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