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序 
 

 当会は、経済産業省、財団法人ＪＫＡ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、機械設備に対するリスクア

セスメント等の実施が努力義務化されるなど、機械の包括的な安全基準に関する指針が強化

され、安全性確保に国際標準の考え方を取り入れた取組が従来以上に求められるようになっ

てまいりました。 

こうした情勢に対応するには、機械安全の概念を設備機械の安全に展開し、生産現場の

実情に合わせた具体的な安全方策を検討する必要があります。そのため、平成 20 年度に当

会の機械安全推進特別委員会の下に機械安全を設備安全に展開するための課題と方策に

関する検討部会を立ち上げ、課題の明確化に向け現状の問題点について徹底討議を重ね

まいりました。 

 平成 20 年度は生産現場の現状把握、問題抽出、課題の明確化までの調査、検討になりま

したが、日本の経営の実情に合わせた安全対策の方向性を正しく導くため、正しい現状認識

を共有出来るよう調査、検討を実施いたしました。 

本報告者は、企業が機械安全へ取り組むため、自社の正しい現状認識の一助となるよう、

取り纏めたものです。 

 本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

            平成 21 年 3 月      社団法人日本機械工業連合会 

会 長 金 井   務 
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は じ め に 
 

機械安全に関しては、欧州を中心に ISO/IEC 国際標準により安全の基本概念から個別機械

の安全にいたるまで、体系化された標準が構築されている。これは中国を含むアジア各諸国にお

いても、世界的な安全確保の共通認識となってきている。我が国では、機械ユーザにおける機械

を使用する人間の作業安全対策が中心であったため、機械による安全対策を中心とする国際標

準の考え方が未だ浸透していないのが現状である。これを踏まえ、国際競争力を維持するために

も機械安全の本質を理解し、生産現場における設備機械の安全性確保にどのように繋げるかが

重要と思われる。 

 機械安全の本質を理解するためには、企業経営者の理解、社会基盤の整備、教育制度など多

くの解決しなければならない課題がある。しかし、課題解決の方策を議論する前提として、製造企

業の生産現場が抱える問題点を明確にする必要がある。 

本報告書は、設備機械を単体のみならず組合わされたシステムとして捉え、関連する安全規格

を考慮に入れた問題点の討議を重ね、生産現場の現実により忠実な討議を纏めたものとなって

いる。 

本報告書が、企業の多くの生産現場における問題抽出、課題の明確化に役立てられるとともに、

機械の包括的な安全基準に関する指針や、国内外の安全規格への対応にも寄与することを期待

する。 

 

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 

主査 栗 原  史 郎 
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1. 調査研究の目的 

我が国の機械産業の根幹を支える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、プラントとして稼動している。労働安全衛生法の指針として制定されている「機械の包括的な

安全基準に関する指針」は、機械安全の国際規格である ISO 12100 の考えをベースに策定され

ているが、ISO 12100 は EU 機械指令の整合規格である EN 規格をベースとしていることもあり、

多数の機械が連結されて機能する統合生産システムに適用するには不十分な面がある。統合生

産システムとして、効率的な生産を実現し、確実な機械安全を実現していくためには、設備として

の機械システムに対する安全性確保のプロシジャーを提供していくための検討が必要とされる。

本調査研究は、我が国の産業界において、統合生産システムの中で機械安全を設備安全に展

開していくために、現状における課題を整理し、今後の方向性を明確にしていくことを目的とす

る。 
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2. 検討部会の開催 

本調査研究の目的を達成するために、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（以下、検討部会）を組織し、以下に示す 5 回の検討部会を開催し検討を行っ

た。 

 第 1 回 平成 20 年 8 月 29 日 
 第 2 回 平成 20 年 10 月 3 日 
 題 3 回 平成 20 年 11 月 18 日 
 第 4 回 平成 20 年 12 月 16 日 
 第 5 回 平成 21 年 1 月 27 日 

 

検討部会では、主として以下の論点について議論し、検討を行った。 

• 設備安全の基本的な考え方 

• 安全を果たす役割 

• 保全業務 

• グローバルビジネスとしての展開 

• 新しい技術課題 

• 課題解決に向けた活動の方向性 
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3. 設備安全に関係する基本的な規格 

3.1 単体機械の規格である ISO 12100 

機械安全の基本規格（A 規格）である ISO 121001は JIS 規格としても発行されている2。基本

用語の定義における機械類及び機械の定義を以下に示す。 

JIS 97001-1 

3.1 機械類（Machinery），機械（Machine） 

連結された部品又は構成品の組合せで，そのうちの少なくとも一つは適切な機械アクチュエータ，制

御及び動力回路を備えて動くものであって，特に材料の加工，処理，移動及びこん（梱）包といった特

定の用途に合うように結合されたもの。また，“機械類”及び“機械”という用語は，全く同一の目的を

達成するために完全な統一体として機能するように配列され，制御される複数の機械の集合体に対

しても用いる。 

ここで、機械類については、「・・・・・制御される複数の機械の集合体に対しても用いる。」とされ

ているが、規格の適用に関しては、単体の機械を対象としており、複数の機械が集合して使用さ

れる状態に関して特有の規定は含まれていない。 

ISO 12100 は ISO から 2003 年 11 月に発行されたが、その原案となった規格は、ヨーロッパ

の地域規格として発行された EN 292 である。EN 292 は機械安全に関する基本的な要求事項

について規定した規格であるが、EC 機械指令で要求されている基本事項を整合規格として EN

規格化したものとも考えられる。EC 機械指令は、EU 統合に伴う市場の自由化を実現させるため

に、製造業の生産に使用する機械について EU 市場を流通する条件を規定したものであり、機械

                                                  
1 ISO 12100 は次の二つのパートで構成される。 
ISO 12100-1:2003 Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- 
Part 1: Basic terminology, methodology（機械の安全性－基本概念，設計の一般原則－第 1
部：基本用語，方法論） 
ISO 12100-2:2003 Safety of machinery -- Basic concepts, general principles for design -- 
Part 2: Technical principles （機械の安全性－基本概念，設計の一般原則－第 2 部：技術原

則 
2 ISO 12100 は以下の二つの JIS 規格として発行されている。 
JIS B 9700-1:2004  機械類の安全性－設計のための基本概念，一般原則－第 1 部：基本用

語，方法論  

JIS B 9700-2:2004  機械類の安全性－設計のための基本概念，一般原則－第 2 部：技術原則 
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指令の本質的要求事項と、指令の整合規格に適合した機械であれば、EU 域内を自由に流通さ

せることができるというルールを規定するものであった。そのため、基本的には流通の単位である

単体機械をベースとして考えられているため、複数の機械が組み合わされて設備として稼動する

状況については、想定されていない。 

また、機械指令は流通に関する法律であるため、機械メーカを出荷する時点で守られることを

考えた要求事項であるため、機械を導入して設備として据え付ける作業や、機械を設備として保

守する作業については、あまり考慮されておらず、設計段階でいかに安全性の高い機械とするか

について重点をおいた規格になっている。 

3.2 統合生産システムの基本要求事項 ISO 11161 

複数の機械を組み合わせた統合生産システムの安全性能に関する基本要求事項として、ISO 

111613がある。ISO 11161 は、当初 ISO/TC184 で開発され、1994 年に発行された。その後、規

格開発が TC119 に移管され、TC199/WG3 での検討を経て、ISO 11161 の Second edition が

2007 年 5 月に発行されている。 

ISO 11161:2007 

3.1 

integrated manufacturing system 

IMS 

group of machines working together in a coordinated manner, linked by a material-handling 

system, interconnected by controls (i.e. IMS controls), for the purpose of manufacturing, 

treatment, movement or packaging of discrete parts or assemblies 

用語の定義に示されている IMS（integrated manufacturing system）の定義は、上記に示

す。ここでは、協調して稼動する機械のグループを IMS であると定義しており、この規格が対象と

する統合生産システムが、複数の機械で構成されることを明記している。 

表 3-1 に、ISO 11161 の目次構成を、英日の対訳で示す。 

5 章のリスクアセスメント、6 章のリスク低減に先立ち、4 章で、リスクアセスメントとリスク低減を考

えるにあたっての考え方を整理している。ただし、基本的には、ISO 12100-1、ISO 12100-2、

                                                  
3 ISO 11161:2007 Safety of machinery -- Integrated manufacturing systems -- Basic 
requirements 機械の安全性－統合生産システム－基本的要求事項 
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ISO 141214に従うこととされている。 

安全防護策に関する規定、使用上の情報に関する規定と、スリーステップメソッドに基づく対策

についての要求が規定された後、10 章には設計の妥当性確認について規定されている。 

第 10 章が設計の妥当性確認として規定されているように、ISO 11161 は、機械ユーザのため

の規格ではない。あくまで、IMS の設計を行う機械メーカ（サプライヤ）、あるいはシステムインテグ

レータが実施する範囲に関する規格と考えることができる。 

日本の製造現場では、機械ユーザ自らが機械の保守や修理を行い、必要があれば機械の改

造を行う。これらの機械ユーザは、機械メーカ、あるいはシステムインテグレータとは、立場的にも、

有している技術的な知見にしても、同一の者と考えることは難しい。そのため、我が国の製造現場

で普通に行われている作業であっても、国際標準としては考えられない人が考えられない作業を

行っているという、想定外の状態になっているといえる。 

 

 

                                                  
4 ISO 14121 は見直されて以下の二つの規格として 2007 年に発行された。 
ISO 14121-1:2007  Safety of machinery -- Risk assessment -- Part 1: Principles 機械の

安全性－リスクアセスメント－第 1 部：原則 
SO/TR 14121-2:2007  Safety of machinery -- Risk assessment -- Part 2: Practical 
guidance and examples of methods 機械の安全性－リスクアセスメント－第 2 部：実践の手引

及び方法の例 
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表 3-1 ISO 11161:2007 の目次構成 

1 Scope 1 適用範囲 

2 Normative reference 2 引用規格 

3 Terms and definitions 3 用語及び定義 

4 Strategy for risk assessment and 

risk reduction 

4 リスアセスメントとリスク低減の戦略 

5 Risk assessment 5 リスクアセスメント 

6 Risk reduction 6 リスク低減 

7 Task zone(s) 7 タスクゾーン 

8 Safeguarding and span of control 8 安全ガード及び制御範囲 

9 Information for use 9 使用のための情報 

10 Validation of the design 10 設計の妥当性確認 

Annex A Examples of integrated 

manufacturing systems(IMSs) 

付録 A 統合生産システム（IMSｓ）の例 

Annex B Flow of information 

between the integrator, user and 

suppliers 

付録 B インテグレータ、ユーザ、サプライ

ヤ間の情報の流れ 

Annex C Span of control examples 

within an IMS 

付録 C IMS の制御範囲例 

Annex D Temporary observation of 

the automatic process 

付録 D 自動制御の一時的な実施 

Bibliography 参考文献 
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3.3 設備のシステム安全の要求事項 NASA-STD-8719.7 

設備に関するシステム安全（Facility System Safety）のガイドブックとして、NASA の規格とし

てまとめられた NASA-STD-8719.7 は、設備に関する安全を広く漏れなくカバーすることを目的

として作成されており、体系的な安全（システム安全）を設備に適用していくにあたっては、非常に

参考になる資料として考えられる。 

表 3-2 に、NASA-STD-8719.7 の目次構成を示す。 

NASA-STD-8719.7 は、設備のライフサイクルを考慮した構成としているところに特徴がある。

特に、5 章に各フェーズにおける安全のプロセスについて示されているが、フェーズの設定として

設計(Design)フェーズに引き続き、構築(Construction)フェーズ、立ち上げ(Activation)フェー

ズ、運用(Operation)フェーズ、廃棄(Disposal)フェーズに分けている。EN 規格をベースとする

機械安全の国際標準では、どうしても設計段階を中心として開発されているため、それ以降のフ

ェーズについて詳しく取り上げられることは少ないため、このガイドブックは、参考になると考えら

れる。特に、運用直前の段階において、設備の設置を終了し、試験運転から実際に使用する環

境での最終確認を行う立ち上げのフェーズに関しては、実際に事故が発生することは多いと言わ

れているにもかかわらず、注目されることが少ないフェーズである。しかし、この立ち上げフェーズ

で安全性が確保されていることを確実に確認し、設備の基本的な能力についてもチェックすること

ができるかどうかで、運用以降の進み具合は大きく左右されると考えられる。 
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表 3-2 NASA-STD-8719.7 の目次構成 
1 Scope 1 適用範囲 
2 Referenced documents 2 引用規格 
3 Definitions and acronyms 3 定義及び頭字語： 
4 General 4 一般 

4.1 Introduction 4.1 概要 
4.2 Processes 4.2 手順 
4.3 NASA Safety Policy and 
Requirements 

4.3 NASA の安全ポリシー及び要求事

項 
5 Facility system safety process 5 設備システム安全のプロセス 

5.1 Introduction 5.1 概要 
5.2 Requirements Phase 5.2 要求フェーズ 
5.3 Planning Phase 5.3 計画フェーズ 
5.4 Design Phase 5.4 設計フェーズ 
5.5 Construction Phase 5.5 構築フェーズ 
5.6 Activation Phase 5.6 立ち上げフェーズ 
5.7 Operations Phase 5.7 運用フェーズ 
5.8 Disposal Phase 5.8 廃棄フェーズ 

6 Other facility activities requiring 
a system safety input 

6 システム安全の入力として要求されるそ

の他の設備活動 
6.1 Introduction 6.1 概要 
6.2 Operating Procedures 6.2 運用手順 
6.3 Test Activities 6.3 試験活動 
6.4 Maintenance Procedures 6.4 メンテナンス手順 
6.5 Facility Acceptance Plans 6.5 設備受入れ計画 
6.6 Training Plans 6.6 トレーニング計画 
6.7 Configuration Management 
Plans 

6.7 変更管理計画 

6.8 Emergency Management 
Plans 

6.8 緊急管理計画 

7 Other Hazard Analysis 
Methodologies 

7 その他のハザード解析方法 

APPENDIX  
A Typical Energy Sources Checklist A 典型的なエネルギーソースのチェックリ

スト 
B Preliminary Hazard List 
Example 

B 事前ハザードリストの例 

C Example Facility Safety 
Management Plan - Table of 
Contents 

C 設備安全マネジメント計画の例 

D Example Facility Hazard 
Analysis 

D 設備ハザード解析の例 
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3.4 機械の包括的な安全基準に関する指針 

全ての機械に適用できる包括的な安全対策に関する基準として、厚生労働省から「機械の包

括的な安全基準に関する指針」（以下、機械包括安全指針）が公表されている。平成 13 年 6月に

最初に公表され、その後、平成 19 年 7 月に全面的な改正版が公表されている5。 

この機械包括安全指針は、事業者にとって法律上の拘束力を持つものではないが、平成13年

に最初に公表されて依頼、全国の労働基準監督署の指導や、事業者の自主的な取り組みにより、

製造業の生産現場に浸透し定着してきている。 

機械包括安全指針は、ISO 12100 をベースに構築されており、基本的には機械安全の国際

標準の考え方に基づいた内容になっている。表 3-3 に示す機械包括安全指針の構成からもわ

かるとおり、ハザードを抽出（危険性又は有害性の同定）し、リスクアセスメント（リスクの見積り）を

行い、保護方策の検討を実施する、という流れを繰り返すことが求められている。また、保護方策

の検討としては、別表として示している方法のように、本質的安全設計を行い、次に安全防護を

行い、さらに使用上の情報を提供するという、いわゆるスリーステップメソッドにより実行することが

求められている。平成 19 年の改正により、機械メーカに対してもリスクアセスメントを実施し、その

結果に基づいた保護法策を求めることになり、機械メーカと機械ユーザの両方から、リスクアセスメ

ントをベースとして安全に対する方策の実施を求めるようになった。 

機械ユーザの側からのリスクアセスメントを要求していることから、EC 機械指令よりも幅広い領

域をカバーしていると言える6。特に機械ユーザの側に対して、設備のリスクアセスメントを実施す

ることを要求しているところは、機械安全を設備安全に展開していく方向としては、望ましい方向

であると考えられる。問題は、そのリスクアセスメントの内容である。確実にリスクアセスメントの効果

を得られる方法として実施することが重要である。 

機械メーカがリスクアセスメントを実施する時期については、以下のように規定されている。 

＜機械メーカがリスクアセスメントを実施する時期＞ 

ア 機械の設計、製造、改造等を行うとき 

イ 機械を輸入し譲渡又は貸与を行うとき 

ウ 製造等を行った機械による労働災害が発生したとき 

                                                  
5 厚生労働省労働基準局長通達、平成 19 年 7 月 31 日、基発第 0731001 号、機械の包括的な

安全基準に関する指針 
6 EU では、作業場における安全性確保に関しては、枠組み指令（労働中の労働者の健康およ

び安全の改善を促進する手段の導入に関する指令：Introduction of Measures to Encourage 
Improvement in the Safety and Health of Workers at Work（89/391））に基づき、各国の国

内法として規制が作られている。 
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エ 新たな安全衛生に係る知見の集積等があったとき 

機械ユーザがリスクアセスメントを実施する時期については、以下のように規定されている。 

＜機械ユーザがリスクアセスメントを実施する時期＞ 

ア 機械を新規に採用し、又は変更するとき。 

イ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。 

ウ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 

エ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。 

 （ア）労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合 

 （イ）前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり 

    等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等が 

    あった場合 

リスクアセスメントを実施する時期については、NASA-STD-8719.7 のように機械のライフサイク

ルを考慮した規定にはなっていない。そのため、機械メーカで製造された機械が、工場に据え付

けられ最終の検査が実施された時期において、その新しい設備について、誰がリスクアセスメント

を実施すべきかは明確には示されていない。 

機械のライフサイクルのいずれの時点にあるかにより、リスクアセスメントを実施する主体は、変

わってくるべきであると考えられる。それは、残留リスクを誰が受け持ち、どこに安全に関する責任

が存在するかに関係してくる。今後は、リスクアセスメントが普及してくるに従い、このような基本的

な考え方について議論し、共通ルールとして関係業界で共有することが必要であると考えられる。 

機械ユーザがリスクアセスメントを実施する時期について、機械、原材料、作業方法・手順につ

いて、全て「変更するとき」という言葉が入っている。これは何かしら変更があればリスクアセスメン

トを行い、リスクアセスメントの結果は記録することが必要であるため、その結果を管理して保存し

ておくことを求めていることになる。これは、実は、「変更管理」を要求していることであり、欧米で

「コンフィギュレーション マネジメント」と呼ばれるものである。我が国では、変更時のアセスメント

に関する記録の作成と管理については、十分に行われているとは言えない状態であると思われ、

変更管理が不十分であったために不適切な変更を必要な確認を行わずに実施してしまい、その

結果として製品事故を発生したとして膨大な賠償金を請求された事例も紹介されている7。 

                                                  
7 松本俊次、労働災害防止に必要な機械安全の基本的考え方、講演録、安全と健康 Vol.10 
No.1 2009 
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表 3-3 機械の包括的な安全基準に関する指針の構成 
第 1 趣旨等 

1 趣旨 

2 適用 

3 用語の定義 

第 2 機械の製造等を行う者の実施事項 

1 製造等を行う機械の調査等の実施 

2 実施時期 

3 機械の制限に関する仕様の指定 

4 危険性又は有害性の同定 

5 リスクの見積り等 

6 保護方策の検討及び実施 

7 記録 

第 3 機械を労働者に使用させる事業者の実施事項 

1 実施内容 

2 実施体制等 

3 実施時期 

4 対象の選定 

5 情報の入手 

6 危険性又は有害性の同定 

7 リスクの見積り等 

8 保護方策の検討及び実施 

9 記録 

10 注文時の配慮事項等 

7 その他のハザード解析方法 

別図 機械の製造等を行う者による危険性又は有害性等の調査及びリスクの低減の手順 

別表第 1 機械の危険性又は有害性 

別表第 2 本質的安全設計 

別表第 3 安全防護の方法 

別表第 4 付加保護方策の方法 
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4. 現状における課題 

我が国の機械産業において、機械安全の国際標準をベースとして、それを設備安全に展開し

ていくにあたって、現状において課題となっている点について検討部会で議論を行い、その議論

の内容に基づいて、以下の 5 つの側面から整理した。 

• 設備安全の基本的な考え方 

• 安全対策を実施する役割 

• 保全業務 

• グローバルビジネスとしての展開 

• 新しい技術の活用 

4.1 基本的な考え方とルール 

基本的な考え方とルールという面で課題を整理すると、以下の 2 点を挙げることができる。 

• 国内企業にいまだに存在する安全神話 

• 設備安全の基本ルールが未確定 

 

安全に絶対は無い。従って、絶対安全も存在しない。という考え方は、我が国にも定着しつつ

あるように見える。事業者側も、「この設備は絶対に安全です。」というような説明はしないし、社会

からの要求も、「絶対に事故を起こすな。」という言い方は用いなくなっている。しかし、各企業の

根底には、程度の差こそあれ、「安全神話」が存在するのではないかと感じる。 

安全神話というと、日本の治安の良さを表現する時や、新幹線が長年にわたって事故を発生し

ない状態等について使われることが多い。どちらも、最近になって、いささか不安を感じされる状

況になったこともあり、その不安を表すときに、「安全神話の崩壊」というような表現が使われる。 

「安全神話」というのは、「安全な状態であると信じている」という状態である。この状態では、信

じている人は、自分を守るために、自らは何も行動しない。日本の企業においても、安全神話が

存在しているからこそ、安全に対して積極的に動けない状態になっているのではないだろうか。 



－13－ 

安全神話の下においては、安全であると信じているため、ハザード（危険源）の存在もなく、従

ってリスクも存在しないことになり、リスクアセスメントは成立しない。日本の企業にリスクアセスメント

が定着しない理由の一つが、この安全神話でないかと考えられる。 

これに対して、欧米の考え方は、基本的には「危険神話」である。基本的に危険が存在してい

ると信じているために、その危険がどの程度存在するかを把握しなければ安心することができず、

そのための方法がリスクアセスメントになる。このため、リスクアセスメントを行うことは、ごく自然のこ

とと受け入れられることになる。 

日本が安全神話を受け入れることができた背景には、関係する人々の弛まぬ努力があったこと

は間違いがない。治安の良さは、高い教育レベルと社会のモラル、優秀な警察組織等で、事故の

無い新幹線は、高い技術力と運行管理能力で支えられてきたものだろう。工場の安全については、

主として作業者の技能の高さにより、事故件数が抑制されてきたものと考えられる。しかし、これら

の安全神話を支えてきた要素が、これまで通り継続するという保証は何もない。その一方、工場の

設備機械や、社会を構成する技術には、新しい技術が取り入れられ複雑さは上昇する方向であ

る。安全神話を払拭し、リスクアセスメントを基本とする国際標準の考え方に移行していくことは、

必然の流れであると考えられる。 

 

単体の機械が、あるいは組み合わせられた複数の機械が、使用される場所で設備として設置さ

れた後、どのような手続きを経て機械ユーザに完全に引き渡されるか、という点については、個別

の機械導入契約の中で規定されているものはあるとしても、我が国においては明確な共通ルール

は存在しない。 

NASA-STD-8719.7 では 5 章 設備システム安全プロセスの中で、5.6 Activation Phase（立

ち上げフェーズ）として、設備導入時のプロセスが規定されている。他にも、欧州では設備を設置

し稼動するにあたり、第三者機関の認証が要求されることもあるという。 

設備の立ち上げは、言わば、機械が設備に変化する時であるとも言える。機械として設計され

た製品が、活躍の場に据え付けられた後に、安全も含めて稼動するために必要とする全ての準

備が施され、設備として動き始める。立ち上げの確認後に、残留リスクは機械メーカから機械ユー

ザに移動すると考えることもできる。 

このように、重要な段階である設備の立ち上げについて、関係する機械メーカ、機械ユーザの

果たすべき役割、責任が、明確になっていないのは、現代のビジネス環境では本来許されること

ではない。据付の作業を主体的に実施するのは誰か、立ち上げを確認する手段は明確に定めら
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れているか、システムインテグレータは関与しているか、設備の設計段階から機械ユーザが関与

しているか、など、影響が考えられる様々なことを考慮する必要があるため、個別のケースごとに

検討が必要であるが、それでも立ち上げ時に確認しておくべき事項など、共通のルール化を機械

製造業界として検討していくことが必要であると考えられる。 

4.2 安全対策を実施する役割 

安全対策を実施する役割という面で課題を整理すると、以下の 2 点を挙げることができる。 

• 設備の安全については、機械メーカの設計が全てを考えるべきか。 

• 機械ユーザ側でのリスクアセスメントは負担が大きい。 

 

欧州では、生産現場に設置される設備機械についても、原則として、全ての安全対策は機械メ

ーカが実施する。機械ユーザ側が追加の安全対策を実施することは少ない。ましてや、日本のよ

うに機械の改造を機械ユーザ自らが実施することは、ほとんど考えられない。 

ドイツと日本で販売されている設備機械に取り付けて使用する安全制御機器について、販売

状況を比較してみたところ、ドイツと日本で、ほぼ同数が販売されていた。ただし、購入者は大きく

異なり、ドイツでは機械メーカが購入し、日本では機械ユーザが購入していた。つまり、ドイツでは

機械メーカが自社の製品に取り付けて、安全性を確保した上で機械ユーザに納入しているのに

対し、日本では導入した機械に対して、機械ユーザが自ら安全対策を実施している状況であるこ

とがわかる。 

EC 機械指令が安全性を確保した機械でなければ流通を許さなくしたために、EU では機械メ

ーカの安全対策が急速に進んだといわれている。そのために、危険な機械が流通することが非常

に少なくなった。しかし、一方で、機械メーカに安全対策をほとんど全て任せることになったため、

生産現場の技術力が弱まってしまった、ということを指摘する研究者もいる。 

その点、日本では、機械ユーザ自らが安全対策を行ったり、機械の改造を行ったりすることがで

きるほど、現場の力は強いと言われている。その力を、機械安全の国際標準に基づく枠組みのも

とで、これまで通りに、いかに発揮することができるかが、我が国の製造業が国際的な競争力を維

持していくために、重要なポイントであると考えられる。 

従って、設備安全を全て機械メーカ任せにすることは、我が国産業界のこれまでの特徴を生か
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すことができなくなると考えられる。一方で、機械のハザードについて最も詳しいと考えられる設計

者は機械メーカにいるため、機械設備のリスクアセスメントを正しく実施するためには機械メーカの

協力は不可欠であると言える。機械ユーザと機械メーカが、それぞれの特徴を発揮し、協力しな

がら、設備安全としてのリスクアセスメントを実施し、安全性確保の方策を進めることが理想である。

このような方策を、我が国の産業界として積極的に推進していく、各工業会とそれを構成する企業

による自主的な取り組みが必要とされると考えられる。 

 

すでに導入されている既存設備のリスクアセスメントを積極的に実施している企業も存在する。

導入時には気がつかなかったハザードを発見したり、対策の優先度を決めるデータとして使用し

たり、経年によるリスクの変化を確認したりするために、リスクアセスメントの実施は有効であるが、

それでも機械ユーザ側にとってのリスクアセスメント実施は、相当に負担が大きいことであると言わ

れる。機械ユーザ側にとって負担が大きくなることの原因は、設計を行った機械メーカが最もその

機械のハザードを知っているはずだが、通常はその機械メーカの知見を得られないことにある。

設計を行った機械メーカであれば判断がつくことも、機械ユーザ側だけでは推察の域にとどまり、

ハザードの見落としが発生する危険も大きい。労安法の改正により設備のリスクアセスメントが努

力義務化されたことにより、機械メーカに対して機械のリスクアセスメントについてのデータを要求

することは行いやすくなっているが、実際に稼動している設備の状況と設計段階での想定とでは、

リスクの状態も変化してきており、機械メーカのリスクアセスメントデータがすぐに適用できる場合は

少ない。機械メーカの技術者が、機械ユーザが実施する既存設備のリスクアセスメントに協力して

参加することが、理想的な姿の一つであると考えられる。機械メーカとしても、実際の稼働状況を

把握する良いチャンスであり、機械ユーザからの意見は機械の使い勝手の改良など、自社製品

へフィードバックして付加価値を向上することができる。 

機械メーカのサービスの一つとして、機械ユーザのリスクアセスメントを支援するメニューを用意

することが有効であると考えられる。また、前述したように、我が国の産業界の自主的な取り組みと

して、機械メーカと機械ユーザが協力してリスクアセスメントを実施していく体制を実現していくこと

も効果的であると考えられる。 

4.3 保全業務 

保全業務に関する面から課題を整理すると、以下の 4 点を挙げることができる。 

• 保全業務中の事故が多い。 
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• 保全性について設計段階で十分に配慮されていない。 

• 保全作業の標準化が進まない。 

• 保全作業のリスクアセスメントが進まない。 

 

機械設備の事故が発生する状況としては、保全作業中、あるいは修理作業中での発生が多い

と、検討部会でも報告されていた。機械設備の無人化が進むことによって、定常運転中の事故は、

かなり減ってきていると考えられるが、保全作業といった非定常作業における事故は、現時点で

は防げていないのが現状である。 

保全作業によっては、防護カバーを開けて確認をしたり、作業をしたりする必要が生じることも

あり、通常の機械作業者にとっては複数の防護装置がある設備であっても、保全作業中は 1 種類

の防御しかなくなってしまうこともある。従って、保全作業者は、一般の機械作業者に比べると、常

に事故発生頻度の高い状況に存在することになるため、はるかに高いリスクに直面しているため、

事故の発生も多いことになる。 

しかし、日本の工場における設備の運用は、現場の保全作業者に頼るところが非常に大きいと

言われていることも確かである。優秀な保全作業者が、日本の生産現場の高品質を支えていると

いっても良い。つまり、我が国の製造業の高品質を維持するためにも、保全作業者の安全性確保

を優先的に考えておくことは重要であると言える。 

機械の安全を確保するためには、第一には、設計段階で検討することが必要である。従って、

保全作業における安全性を高めるためにも、機械の設計段階での検討が必要であるが、保全業

務については機械設計者の想定外とされることが多く、優先度が低いと考えられていることが事実

のようである。このために、保全性について設計段階で十分に配慮されていないため、保全性に

問題のある機械設備で、やりにくい保全を苦労して行っていることにより、作業時間が長くなったり

して事故が発生しやすくなる。 

設計段階で保全作業について考慮していないために、保全作業で発生するリスクは残留リスク

として扱われることになる。実際に保全作業を行う機械ユーザ側の保全作業者も、難度の高い整

備を行ってこそ高い保全技量が示せると、残留リスクを受け入れる傾向があるとも言われる。 

以上のようなことを、できるだけ上流段階で解決していくために、機械メーカが実施する設計段

階におけリスクアセスメントにおいて、保全担当者が積極的に参加し、保全作業面からの要求を

提案できる機会を、機械メーカとしては積極的に用意するべきであろう。また、機械ユーザとしても、
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機械メーカに対して、そのような場の設定を要求していくことが必要と考えられる。このような場に

おける意見交換の積み重ねにより、より高い保全性を持つ安全な機械設備の実現に繋がると考

えられる。 

 

保全業務の多くは非定型な作業であるため、標準化はなじまないといわれている。標準化が行

われないために、作業のリスクの定量的な評価もできず、リスクは保全の各担当者レベルで解決

すべきものとされてしまう。 

リスクアセスメントについても、標準化と同様に、保全作業にはなじまないものとされてきた。しか

し、機械側の対策を進めるにあたっては、リスクを把握することが第一歩とされる。まずは定期的な

保全作業を中心に、リスクアセスメントの適用を進め、適用範囲の拡大を進めながら、保全作業全

体のリスクを把握していくことが将来的な対策を進める上で、重要であると考えられる。 

4.4 グローバルビジネスとしての展開 

グローバルビジネスとしての展開を図っていこうとする面から課題を整理すると、以下の 3 点を

挙げることができる。 

• 企業の意識をさらに向上することが必要とされる。 

• 日本のボトムアップの仕組みをベースに、グローバルに受け入れられる仕組みを構築。 

• システム全体を機械メーカが保証する仕組みへの移行。 

 

市場のグローバル化は、現在では止めようのない流れである。国内市場だけをターゲットとした

企業であっても、使用する材料、部品等について、全て国内産でまかなう事ができるとは考えられ

ない。 

材料や部品や製品の流れだけでなく、様々なルールがグローバル化してきているのも最近の

傾向である。品質マネジメントシステムの ISO 9000、環境マネジメントシステムの ISO 14000、試

験所認定及び校正システムの認定に関する ISO/IEC 17025 など、ビジネスの基本的な取引に

関する要求事項として、法律以前の要求事項として国際標準が適用されることが、これまで以上

に広がってきている。 

企業に対してコンプライアンスを求める傾向は、一層厳しくなっている。ここでコンプライアンスと
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は、単に法令遵守だけではなく、法令とは別に社会的規範や企業倫理までも含まれる、と考える

ことが多くなってきている。つまり、法令だけを守っていれば、後は何をやっても許される、という状

況ではないと言える。 

例えば、機械設備で事故が発生し、作業者が障害を受けたとする。その機械設備は日本の法

令には違反していなかったが、ヨーロッパの EN 規格では、より安全性の高い要求事項が規定さ

れていた場合にどうなるか。国内法に違反は無いのであれば、従来の考え方では企業側が責任

を問われることはない。しかし、より安全性の高い要求事項が欧州には存在しているのにそれを守

っていなかった、という事実があり、守っていれば事故を防げた可能性が高い、となると、被災者

が企業を訴訟し裁判で判断を求めることになれば、企業側の敗訴は濃厚である、と考えられる。 

しかし、実際にはそのような訴訟が頻発するような状態ではないため、企業側の意識としては、

コンプライアンスといっても、従来どおりの法令遵守レベルに止まっている企業が多いと見られる。

これらの企業の意識をいかに向上させることができるかが、大きなポイントであると考えられる。 

 

日本の生産現場においては、ボトムアップにより現場が変わっていく仕組みがあり、欧米に比

べると、ある意味で独特であると言える。ボトムアップとは、現場の最前線の意見に基づく改善提

案であり、最前線であるからわかることの積み重ねで、高品質を達成しようという試みである。この

ため、生産現場において日常的に改善の対策が実施され、設備機械に関しても改善の対象とし

て改造が行われることになる。改造の程度にもよるが、設備機械のリスクは改造により変化すると

考えられる。従って、改造の前後で、本来はリスクアセスメントを実施することが必要であるが、機

械のハザードを最も良く知っているのは設計者である。設計者が参加しない状態で、本当に正し

くリスクアセスメントを実施することができるのか、それも改造による影響を考慮したアセスメントが

可能であるかは、疑問があるところである。 

このような日本のボトムアップの取り組みについて、その特性を損なうことなく、国際標準として

認められるものとしていくことが、今後の日本の製造業にとっては必要なことであると考えられる。

日本国内の限定の取り組みであるからと、国際標準を無視して独自路線で進んでいても、国際標

準に準じない設備で生産された製品は流通させることはできない、という要求がいつ示されるかわ

からない状態である。そのような事態に対応していくためにも、国際標準の場で規格開発に参加

しリードしていくことが必要である。現状の日本の企業は、標準化活動には必ずしも積極的である

と言えない。また、標準化にあたっては、自社の技術の公開に対する懸念も強くみられる。法律に

先駆けて、国際標準として自分達で必要なルールを作成していき、必要があれば法律はそれを



－19－ 

参照すればよい、という考え方が国際的には主流となってきた現代においては、日本の企業も、

もっと国際標準化活動に参加することが必要とされる。 

 

環境問題、エネルギー問題の観点から、世界的に鉄道が改めて脚光を浴びてきている。国際

的にも、大きな鉄道のプロジェクトが世界の様々なところで計画されており、まさに日本も含めてグ

ローバル企業がしのぎを削る状態になっている。 

日本では、鉄道事業者が鉄道車両の設計をリードし、修理や保守作業も行うなど、鉄道事業者

の役割が大きいが、欧州などでは鉄道はシステムとして受注することが普通であり、鉄道車両メー

カは、鉄道車両を開発して納めるだけではなく、修理や保守作業にいたるまで継続的な業務とし

て請け負うことが多い。これにより、鉄道事業者は、鉄道の運行と、乗客向けのサービスに集中し

て事業を行うことができる。 

この鉄道事業におけるトータルなサービスを、製造業に対しても新しいビジネスとして展開して

いくことが考えられる。つまり、製品製造のための設備を保全付きで提供する、というビジネスの出

現である。これにより、製品メーカとしては、設備の導入や保全に関する心配を一切することなく、

製品設計と製造に集中することができる。 

4.5 新しい技術の活用 

新しい技術を活用していく面から課題を整理すると、以下の 2 点を挙げることができる。 

• 機械の使用に認証が必要な IT を活用した仕組みを検討する。 

• 設備機械のモジュール化を推進し、インターフェース規格戦略により新しいビジネスモデル

を構築する。 

 

機械の事故を防ぐ一つの手段として、使用者の限定を厳密に行う方法が考えられる。使用者が

限定されることにより、誤使用による事故を防止するとともに、機械を使用する資格を明確にし、使

用者の意識向上も図ることを目的としている。機械を使用するにあたり、特定の資格を有する人で

なければ使用できない仕組みとし、言い方を変えると、機械が拒否権を持つことになる。具体的な

方法としては、RFID（Radio Frequency IDentification)を活用し、機械が使用者を認証したと

きのみロックを解除する、といった方法が考えられる。機械使用者を使用者の能力により限定する
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ことが、事故発生防止の対策として有効であることを、実証プロジェクトとして確認していくことが、

将来に実用化に向けて必要であると考えられる。 

労働安全の管理に IT を利用することに関しては、厚生労働省の委託事業として、社団法人日

本鉄鋼連盟が労働安全衛生総合研究所の参画を得て、平成 17 年度の基礎調査8からスタートし

ている。平成 18 年度と平成 19 年度には鉄鋼製造現場での実証試験が行われている9。 

 

機械に要求される機能を体系的に分割し、それぞれの機能を実現するモジュールを具体化す

ることで、モジュールの組み合わせにより機械を構成する方向が、今後の機械製品開発の進むべ

き道であると考えられる。機械ユーザのニーズは、今後もさらに細分化し、機械メーカとしては

様々な個別の要求に応えていくことが、機械メーカの生き残りとして必須である。しかし、個別の要

求に合わせて機械を一から設計開発していたのでは、機械ユーザからの要求に迅速に応えるこ

とは不可能である。様々な要求の違いを、モジュール化した機能の組み合わせの変更で対応で

きるように設計していくことができれば、その機械メーカは機械ユーザのニーズに対して、120%の

満足度で応えていくことができると考えられる。また、モジュール化は、現場での保全作業を、交

換が必要とされるモジュールの交換だけで済ませることを可能とし、保全の作業の安全性確保に

も大きく貢献すると考えられる。 

モジュール化は、このようなメリットの他に、これまでのビジネスモデルを大きく変革する可能性

も有している。そのためには、モジュールの内部構造をブラックボックス化し、その一方で外部との

インターフェースを完全に標準化する。標準化の方法としては、ISO/IEC 規格等のデジュールス

タンダードとすることが最良と考えられるが、デファクトスタンダードとして普及させることができるの

であれば、それでも構わない。問題は、いかに広く普及させるかにかかっている。 

「スタンダードを制するものがグローバル市場をコントロールする」のであるが、標準づくりにつ

いては手を握り、利益を分け合う戦略的協調が出現し、競争相手と同じテーブルについて、必要

があれば技術を共有し、マーケットが最大になるような規格開発を進めることになる10。日本の企

業は、標準化の活動に消極的であり、ましてや、この戦略的協調路線を選べる企業は少ないと考

えられるが、将来においては、このような戦略を実践できる人材を育成していくことが必要とされ

る。 
                                                  
8 濱島、梅崎ほか、IT を活用した安全管理手法の開発、独立行政法人労働安全衛生総合研究

所、労働安全衛生研究 Vol.1 No.2 2008 
9 中北、IT を活用した新しい安全管理手法の構築（厚生労働省委託事業）の概要、（社）日本鉄

鋼連盟、安全と健康 Vol.9 No.11 2008 
10 栗原ほか、「標準」を制するものがマーケットを制する、日経産業新聞、2009.1.19 
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モジュール化を進めることにより、モジュール単位で状態を監視する機能を実現することが可能

である。モジュール単位で、確実に機能を発揮しているか、不具合を呼ぶ状態になっていないか

等、動作の状況のモニタリングを行うことができるため、不具合の予兆が得られたと同時に、交換

すべきモジュールを特定することができるため、故障を事前に発見し、最短時間で対処することが

できる。また、この状態監視機能を用いることで、モジュール単位での起動順序・停止順序をコン

トロールする技術を確立することができるため、状態に応じた最適な非常停止、非常停止状態か

らの速やかな復帰等の機能が、現実に近いものになると考えられる。これにより安全性を確保する

と同時に、機械の使い勝手を大きく向上することにつながると考えられる。 
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5. 課題解決に向けた活動の方向性 

現状における課題の解決に向けた活動を進めるにあたって、その方向性について検討を行っ

た。以下に、現時点で考えられる方向性を示す。 

• 設備機械のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通ルール化 

• リスクアセスメントにおける機械メーカと機械ユーザの協力関係推進 

• 保全業務の標準化とリスクアセスメントの推進 

• ボトムアップの日本の取り組みを国際標準に反映 

• 新技術の積極的な活用検討 

 

(1) 設備機械のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通ルール化 

労安法の改正により、機械ユーザによるリスクアセスメントの実施が努力義務化されたことや、

機械包括安全指針の改正版の公表で機械メーカと機械ユーザの両者にリスクアセスメントの実施

を求めたことで、我が国の機械製造業におけるリスクアセスメントの普及と定着は、今後も進んで

いくものと考えられる。ただし、現状では、設備機械のライフサイクルを考慮したリスクアセスメント

の明確なルールは存在していない。ライフサイクルのこの時期に、誰がリスクアセスメントを実施し、

その結果を誰に伝えるべきかは、安全に関する責任の所在を明確にする上でも、非常に重要なこ

とであると言える。 

設計の段階から廃棄の段階まで、設備機械のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通

ルール化を、関係者間の協議によって構築していくことが求められる。 

(2) リスクアセスメントにおける機械メーカと機械ユーザの協力関係推進 

改造された機械のリスクアセスメントは、現実的には機械ユーザが実施している。機械包括安

全指針においても、機械の改造を行うときには、機械メーカにリスクアセスメントの実施を求めてい

るように、機械を設計していない機械ユーザが機械のハザードを把握するには限界がある。その

ため、導入後の設備機械（改造の有無にかかわらず）のリスクアセスメントには、機械メーカの知見
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を生かすことが、有効なリスクアセスメントを実施するためには必要である。 

現状では機械メーカは独自のリスクアセスメント結果を機械ユーザに提供はするものの、機械

ユーザと協力してリスクアセスメントを行うことは少ない。機械ユーザ、機械メーカのそれぞれの立

場から、リスクアセスメントを協力して実施するためには解決すべき課題があると考えられるが、関

連工業会の事業として実施するなど、実現に向けた活動を進めていくことが必要であると考えられ

る。 

(3) 保全業務の標準化とリスクアセスメントの推進 

我が国の製造業を支えているのは、設備機械の保全業務を担当している技能集団であるとも

言える。それと同時に、非定型作業が連続することから、最もリスクが高く、実際に事故が発生し

やすい部署であるとも言われる。非定型作業が多いため、保全業務の標準化は難しいと言われる

が、作業リスクの定量評価を行い機械側の対策に結びつけるためにも、標準化を進めることが必

要である。同様に保全業務のリスクアセスメントも難しいと言われるが、定期的な保全業務を中心

にリスクアセスメントの適用を進め、保全業務全体のリスクを把握していく試みを進めることが重要

であると考えられる。 

(4) ボトムアップの日本の取り組みを国際標準に反映 

我が国の生産現場においては、ボトムアップにより現場が変わっていく仕組みがあり、国際的に

見ても独特であるが、これが日本の強みである「現場力」であると言える。日本の製造業の国際競

争力を維持している原動力となっているのが、この現場力である。 

このようなボトムアップの取り組みについて、その特性を損なうことなく、国際標準として認めら

れるものとして提案していくことが、今後の日本の製造業にとっては必要なことである。日本国内

限定の取り組みであるからとして、国際標準を無視して独自路線を進んでいたとしても、国際標準

に準じない設備で生産された製品は流通させない、という要求が、いつどこで示されるかわからな

い状況であることを認識しておくことが必要である。 

(5) 新技術の積極的な活用検討 

日本製の設備機械は、使い勝手の点で他国製に比べて優れている、という評判がある。日本

製の機械は、短いトレーニングで使用することができるようになり、マニュアルを読まなくても使える

ようになる、と言われる。後は、安全性についても世界のトップクラスとなれば、より一層の競争力
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を誇ることができると考えられる。安全に関しては、国内法の要求レベルが高くなかったこともあり、

日本の独自技術は少ない。安全を確保する次世代の技術、特に情報技術を安全性確保に活用

した技術が、日本発で生まれていくことを、業界全体としても支援していくことが必要であると考え

られる。 
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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。 

我が国の産業界では、従来は機械で安全を守るという考え方が薄かったため、現状でも機械

安全国際標準の考え方は十分に浸透しているとは言えず、欧米に比べて機械の安全性に関して

は低いレベルにあると言わざるを得ない。しかし、我が国製造業の作業安全のレベルは高く労働

安全とともに機械設備の安全をより高めることで、事故防止のみならず品質維持など多くのメリット

に繋がると考えられる。機械安全の本質を理解し機械安全構築の普及をはかり、日本における作

業環境をも考慮にいれた安全のための技術を確立していくことが、国際的な競争力向上にも寄与

すると確信する。 

本事業において、企業の多くの生産現場が抱えると思われる問題点の抽出できたことは、今後

の企業の生産活動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。 

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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