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序 

 

 近年、経済の発展と環境の保全、機械の高度化と安全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や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、地球温暖化対策として排出権取引やＣＤ

Ｍ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への対応も始まっています。 

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。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる

事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求す

るため、早期からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成２１年

度には、海外環境動向に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安

全対策の策定など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当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方策の動向に関す

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２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  

 

   

 



 

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を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について文化

的・制度的・運用的側面から分析し実現性と効果の観点も考慮して、機械安全の推進方

策案を検討するための資料としてまとめることを目的とする。。 
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２２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。そのため、機械の

安全性確保については、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性

にいたるまで、体系化された標準が構築されている。その標準の基本となる考え方は、リ

スクアセスメントに始まるリスクベースドアプローチであり、国際的な安全の共通概念と

いえる考え方である。 

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、米国における安全性向上の活動、制度につい

て、体系的な分類と整理を行い、どのような活動が進められているかを把握するとともに、

また、整理した結果を、文化的側面、制度的側面、運用的側面から、我が国の状況と比較

検討し、実現性と効果の観点も含めて、今後の方策案を検討するための資料としてまとめ

ることを目的とする。 
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1.2  調査研究項目 

関連工業界をはじめ産学の有識者などの意見を参考にしつつ、以下に示す(1)～(3)
の項目について調査研究を行う。 

 
調査は、主として以下の方法により進める。 
・ 国内外の文献、インターネット情報等の公開情報の収集 
・ 機械安全に関する有識者（国内・米国）へのヒアリング調査 

ヒアリング候補としては以下を考えており、（社）日本機械工業連合会（以下、

日機連）の担当者と調整の上ヒアリングを行うこととする。 

 国内機関（厚労省、労働安全基準局、労働安全コンサルタント協会、

中災防など） 

 OSHA 本部 

 国立労働安全衛生研究所 NIOSH 

 米国労働省（US Department of Labor: DOL） 

 National Safety Council 

 日系企業 

 Local OSHA（州計画）＜カリフォルニア、その他＞ 

 工業会／労働組合 

・ 収集した情報の整理と分析 

 

(1)  OSHA の体制と活動内容の整理 

米国における機械安全推進方策における重要な役割を担っている OSHA に関

して、文献調査・ヒアリング調査に基づいて調査を行う。 

以下に調査を進めるにあたってのポイントを示す。 

 米国において製造業の生産現場における安全性を担当する OSHA（労働安全衛

生管理局）では、安全に関する各種の情報をホームページで提供しているため、

OSHA に関する現状について OSHA ホームページのインデックスを切り口に、

体系的に整理する。 

 我が国産業界への機械安全推進方策を検討する上で、米国においてこれまでの

経緯や、経緯を踏まえて OSHA の役割・枠組みが変遷してきたのかは示唆に富

むと考えられるため、これまでの改訂経緯について中心に調査を行うこととす

る。 
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 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お

り、事故状況や企業等における課題を踏まえて、今後もガイドラインが策定さ

れることが予想される。そこで、今後のガイドライン策定予定について調査を

行う。 

 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。 

 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。 

 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

する意識について調査を行う。 

 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をどのように考えているのかについて調査する。 

 

(2)  我が国産業界への適用検討 

OSHA の活動を、文化、制度、運用のそれぞれの側面に分けて、我が国の状況と

比較検討を行う。たとえ同等の制度が存在していたとしても、運用での差により

終的な効果が大きく変わってくると考えられるため、その点が明確となるように調

査を行い検討する。 

以下に比較する項目案を示す。 

 監査（手順・評価方法・情報公開・ペナルティ） 

 監査員（コンピテンシー、資格、資格の更新状況、教育・トレーニング） 

 労災と裁判 

 教育・トレーニングプログラム 

 保険（メリット制） 
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(3)  提言の検討 

（１）の調査結果、および（２）の検討結果を踏まえて、我が国の機械安全を推

進する方策について、産業界、行政機関の立場から検討していくための資料として

まとめる。 

検討用資料作成にあたって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 
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2.  OSHA の体制と活動内容の整理（事前検討） 

  

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)の活動につい

て文献等に基づいた調査を行い機械安全への取組みが促進されていることに関する仮説を

立て、次章の米国現地ヒアリング調査において仮説を検証するためにヒアリング調査のポ

イントについてまとめる。 

なお、ヒアリング調査項目の検討に際しては、OSHA の活動において今後我が国へ適用

することが有効である方策や枠組みを検討することも踏まえて、下記の観点から OSHA の

活動に関するレポート・WEB サイト等の文献を調査し、規制機関・企業それぞれにおい

て実態の把握および今後の動向・方針の調査を行うことを主眼としてヒアリング調査のポ

イントを抽出した。 

 

・ OSHA インセンティブプログラム 

・ OSHA による監査および罰則 

・ OSHA における人材育成（監査員の教育） 

・ 規制の観点の変遷 

 

なお、OSHAに関する基本的な活動内容等（設立経緯、関連法規、活動方針・内容、OSHA

のWEBサイト情報等）については、前年度調査報告結果1を参照されたい。 

 

                                                  
1平成２０年度米国における機械安全推進の現状に関する調査研究報告書 
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2.1  OSHA インセンティブプログラム 

前年度調査の結果から、米国において OSHA が機械設備の安全性向上において担ってい

る役割は非常に大きく、OSHA が機能している理由として、インセンティブプログラムに

よる安全性向上の促進と監査・罰則による規制という枠組みが挙げられた。 

そこで本節では、インセンティブプログラムがどのように安全性向上の促進に効力を発

揮しているのか等について WEB サイトや文献に基づき調査を行い、仮説を立てて後述す

るヒアリング調査における仮説検証ポイントを抽出した結果をまとめる。 

 

2004 年 3 月に公表された Government Accountability Office （GAO：行政監察院）に

よる報告書、GAO-04-378 「OSHA's Voluntary Compliance Strategies Show Promising 

Results, but Should Be Fully Evaluated before They Are Expanded」によれば、下記の

点において OSHA のインセンティブプログラムが評価されている。 

 

・ 怪我、疾病の絶対数、割合の減少 

 

・ コスト削減 

 労働者の保険料の軽減 

 怪我・疾病に起因する労働者損失による生産性低下の防止 

 Alliance Program では、教材としてビジネススクールのカリキュラムに成功事

例を組み込むことで、情報基盤を整えている。 

      [e.g.] Georgetown University McDonough School of Business 

 

・ OSHA との関係、あるいは労使関係の改善 

 監査を恐れ OSHA 職員との会話を避けていたが、プログラムへの参加によって

安全衛生関連の問題に関する相談を行うようになった。 

 安全基準を遵守しないため労働者に懲戒処分を下したことを、プログラムへ参

加しているため労組が支持した。 

 

・ 安全に対する責任の増加 

 安全文化の浸透が生産性、労働倫理、製品の品質向上に貢献 
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・ 同業種の非参加企業の安全衛生環境改善 

 アウトリーチ 

 メンター制度 

 

・ 中小企業の安全衛生環境の改善 

中小企業は社内に安全衛生の専門家が少ないため安全文化を醸成しづらいが、下記 

のような活動によって中小企業に対して安全衛生環境の改善を促進している。 

 State Consultation Program 

 Alliance Program 

 OSHA の地方局 

    - 中小企業を対象に機器の正しい使用法を講習するフォーラムを無料で開催 

        - Small Business Developing Center で雇用主対象の研修を主催 

    - 特定の業界に向けたニュースレターを刊行 

  

なお、OSHAが提供するインセンティブプログラムは、図  2-1および図  2-2に示すよう

に様々あるが、図   2-3に示すように参加事業所数から見てVPP（OSHA Voluntary 

Protection Program）への取り組みが も多く、また も歴史のあるプログラムであるこ

と、WEBサイトにおける情報量の充実度などからOSHAの活動においてもVPPに も注力

していると考えられるため、ここではインセンティブプログラムとしてVPPにフォーカス

して検討をすることとした。 
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図  2-1 各種インセンティブプログラムのトップページ 
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図  2-2 OSHAが提供するインセンティブプログラム 
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図  2-3 インセンティブプログラムの参加事業所数の推移 

（出典）Kelly Bubolz, All about OSHA, www.oshkoshsafetycouncil.com/index_files/OSHA_Update_2009.ppt 
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2009 年 5 月に公表された報告書 GAO-09-395「OSHA's voluntary protection programs 

- Improved Oversight and Controls would better ensure program quality」では、OSHA

のデータ、代表ケースのレビュー、当局者へのインタビューにより VPP プログラムの有

用性を以下の点から評価しているが、この報告書によれば、VPP の参加数が 2003 年から

2008 年の過去 5 年間で倍増している理由として、以下の 2 つが挙げられている。 

 

1) OSHA が VPP の拡張を重点化している 

- 2009 年 1 月には建設業などの移動する事業場・複数の事業場を有する企業も対象と  

 するように VPP を改正 

2) アウトリーチ活動 

 - プログラムの参加組織が、非参加組織に VPP の便益を知らせる 

 - VPPPA2が管理するメンター制度によりVPP参加組織が非参加組織の新規加入を支 

  援 

 

 その一方で、前述した報告書 GAO-09-395 において OSHA に対して以下 3 つの改善提

言がなされている。 

 

1. VPP に参加している事業所で発生した負傷事例への OSHA の地域オフィスの対

応に関して、ドキュメンテーション・ポリシーを設定すること。 

 事業所の安全衛生システムの評価と、それを踏まえた VPP への継続検討・

決定の際に VPP 地域スタッフが取った行動に関して、文書を記録する規定

が存在しない。 

 OSHA 本局が事故発生後に適切な処置が施されたか確認できず、VPP の要

求事項を満たさない事業所が継続して VPP 取得を容認された状態になって

いる。 

[e.g.] 5 年間で 3 人の死亡事故が発生しているにもかかわらず事業所が Star 

のままになっている。 

 

 

                                                  
2 VPP Participants’ Associationの略称であり、VPP取得事業所により組織されている。主な活

動内容は、「年次大会の開催」「メンタリングによるVPP未取得事業所の支援」「OSHA，他

のVPP取得事業所との交流」「アウトリーチ活動の場の提供」である。 
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2. 地域オフィスにより一貫して VPP のポリシーが遵守されていることを保証する

内部統制を構築すること。 

 VPP の現場視察の実施に関する方針の履行が保証されておらず、OSHA の

VPP への監督行為に不備が存在する。 

 OSHA 本局は VPP メンバーが負傷・疾病率の 低要求基準を達成できない

とき、フォローアップとして実行された地域オフィスの行為を検査しておら

ず、VPP メンバーの中に 低要求基準を満たさない事業所が存在している。 

 マニュアルで要求されている基準よりも不十分な現場視察を行っている地域

が存在する。 

 

3. VPP の達成度の尺度を作成すること。 

 VPP のパフォーマンスに対する妥当な指標が存在せず、VPP の有効性の判

断が不十分に行われている。 

 負傷・疾病率は VPP のパフォーマンスを示す 善の指標ではない。 

 OSHA は VPP 非参加の事業所との比較を行っておらず、VPP の負傷・疾病

率への影響を正当に評価していない。 

 VPP 参加組織から送付される年次報告の情報をプログラムの評価に使用し

ていない。  

 年次報告に含まれる情報は以下の 3 点 

 安全衛生マネジメントシステムの評価と同定されたハザード及びそ

れに対して講じた対処 

 安全衛生感興に影響を及ぼしうるマネジメント体制の大幅な変更 

 VPP による、労災保険料の低下による削減コスト、離休職の減少、

生産性向上などの便益 

 年次報告は地域オフィスで保管され、VPP 本局への送付が要求されてい

ない。 

 

OSHAは本レポートを受けて、OSHA News Release # 09-693-NAT 3  によれば、

2009/6/18 にVPPとAlliance Programの評価を行う旨の声明を発表しており、今後、VPP

                                                  
3 http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=NEWS_RELEAS

ES&p_id=18065
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とAlliance Programに対してどのような評価・改訂が行われるかに注目する必要がある。 

 

以上のインセンティブプログラムに関する評価・批判を踏まえると、OSHA のインセン

ティブプログラムに関する仮説として下記のように考えることができる。 

 

・ インセンティブプログラムは取得事業者数を着実に伸ばしており、OSHA の労働 / 

機械安全推進に関する活動を効率化するうえで重要な役割を担っている。特に取得

している事業者数が も多い VPP の影響が大きく、OSHA が今後も重点化を進めて

いくと予想される。 

・ GAO（GAO-09-395）により指摘された事項は、近い将来 VPP の改正に反映される

ことが予想される。 

・ VPP 取得事業所の定期的監査、ステータス維持に関する規約の改定が予想される。 

・ OSHA が持つ現地調査の実施に資するマンパワーの制限が問題の原因となっている

可能性がある。 

 

上記の仮説を検証するために、OSHA に対するヒアリング調査において検証すべきポイ

ントとして、以下の項目が挙げられる。 

 

a) インセンティブプログラムは労働安全・機械安全推進にどのように貢献し

ているか。 

b) 機械安全をより推進していくためにはインセンティブプログラムをどのよ

うに進化させていくべきか。 

c) VPP の普及により実際に監査の労力が減少したか。 

d) 各インセンティブプログラムのリソース配分について見直す予定はあるか。 

e) GAO の指摘に対して、VPP を改正する予定はあるか。あるならばどのよ

うな改正が行われる予定か 

I. プログラムの評価基準の見直しについて 
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II. 内部統制の整備について 

III. ドキュメンテーション・ポリシーの設定 

f) VPP 取得事業所の質を維持するためにすべき対策は何か。 

g) 年次単位で行われる自己評価の審査は十分な体制で行われているか。 

h) Area, Regional Office の人員は十分に整備されているか。 

  

また、VPPに対する評価と批判について、GAO-09-395 やVPPに関する評価レポート

「Evaluation of the Voluntary Protection Program Finding Report」4、VPP取得に関す

る手順に関するレポート「Development and Implementation Procedures of the 

Occupational Safety and Health Administration Voluntary Protection Program」5など

公表されているレポートから企業に対するヒアリング調査結果に基づいて雇用者と被雇用

者の観点から次ページにまとめる。 

 

＜雇用者＞ 

（評価） 

 VPP 取得による自社の競争力が向上する。 

 事業所の生産性が向上する。 

 労働災害補償コストが減少する。 

 OSHA-事業所間の関係が改善される。 

 労使間の友好関係が構築される。 

 

（批判） 

 要求を満たす安全衛生管理システム構築には、莫大なリソース投入が必要である。 

 経営者のコミットメント、従業員の関与を得るのが大変困難である。 

 VPP 取得により監査を受ける機会が増える。 
                                                  
4 Alison Simon, Jim Wells, and Sameer Abraham, “Evaluation of the Voluntary 

Protection Program Finding Report”, September 2005 
5 Brian Spielmann, “Development and Implementation Procedures of the Occupational 

Safety and Health Administration Voluntary Protection Program”, May, 2006 
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 OSHA は 低限の要求を設定しているに過ぎず、顧客の要求の方が高い。 

 

＜被雇用者＞ 

（評価） 

 事業所の安全性が向上する。 

  定期的な監査によって安全性が維持される。 

  事故予防行動が事業所に評価される。 

  疾病･負傷率が減少する。 

 労働者の意見が反映される。 

  安全衛生プログラムの方針決定に参加できる。 

  現場の問題点を OSHA や経営層に通知できる。 

  VPP の作業現場評価に参加できる。 

 情報共有・情報発信の場が持てる。 

 

（批判） 

 些細な事故を報告させない圧力が存在する。 

 VPP 取得後は安全衛生基準が維持されない。 

 生産性が安全性より重視される場合がある。 

 

以上のインセンティブプログラムに関する評価・批判を踏まえると、OSHA のインセン

ティブプログラムに関する仮説として下記のように考えることができる。 

 

・ 中規模以上の事業所にとって、VPP に参加することは経済的・経営的な観点のメリ

ットが特に大きい。経済的・経営的なメリットが組織内で労働安全・機械安全の文

化を浸透させる主要な要因であると予想される。 

・ メンタリング、アウトリーチ活動が VPP 取得事業所数の増加に寄与している。活動

企業にとって労力以上に魅力的なメリットの存在が予想される。 

・ VPP 取得事業所数の増加は、長期的に培われたプログラムへの信頼性、認知度の寄

与が大きい。 

・ 効果的な安全衛生管理システムの構築には、安全コンサルタントの活用、安全評価
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チームの設置などのリソース負担があり、小規模の事業所には参加が難しい。 

・ 小規模の事業所では経済的、経営的に見てプログラムに参加するメリットが少ない。 

・ 労働者は、事業所が VPP を取得することに対して、労働者の安全衛生を確保しつつ、

意見を組織上層部や OSHA に伝える、あるいは組織内の安全衛生方針の計画に参画

できるという理由から歓迎の姿勢を示している。ただし、経営上の限界から、実際

には労働者が持つ権限に対して何かしらの制限が存在すると予想される。 

・ 情報交換を成功させる上で、VPPPA のような支援団体が重要な役割を果たしている。 

・ VPP 取得時の監査に比べて、その後継続される定期的監査が徹底的に履行されてい

ない。 

・ 小規模の事業所ほど安全が生産性に対して相対的に軽視されている可能性が高い。 

 

上記の仮説を検証するために、企業に対するヒアリング調査において検証すべきポイン

トとして、以下の項目が挙げられる。 

 

（VPP 取得有無に関係なく） 

a) 経営層と労働者間で安全に関する認識の齟齬はあるか。特に、安全性と

生産性の配分に関して、雇用者側と合意が取れているか。 

b) 組織は従業員の声を拾うために特別な工夫をしているか。 

c) 従業員は組織側の意見を収集、反映する姿勢に満足しているか。 

d) 組織では安全衛生に関して結果と予防的行動のどちらを評価する体制か。

その体制についてどのように感じるか。 

e) OSHA との積極的な接触が行われているか。 

f) 組織間での機械安全、労働安全に関する情報交換は活発に行われている

か。 

g) 負傷・疾病事例を報告させないような圧力は存在するか。 
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（VPP 取得事業所） 

a) 取得審査中に比べ、取得後は安全衛生に関する活動のモチベーション、

安全衛生環境が維持され続けたか。 

b) VPP が事業所に与えた も顕著な影響は何か。 

c) VPP 取得申請の際に VPP に期待していたメリットは何か。 

d) インセンティブプログラムは組織内で機械・労働安全を根付かせる推進

力 / モチベーションとなりえるか。 

e) 事業所内でプログラムを有効に機能させる 大の成功要因は何か(経営

層・従業員の参画, ハザード同定, 教育・研修等)。 

f) なぜ組織は他のプログラムや自社独自のインセンティンブプログラムで

はなく VPP という選択を行ったのか。 

g) VPP の実行に際して障害となったことは何か。それに対して組織が得た

メリットは釣り合うと評価できるか。 

（VPP 未取得事業所） 

a) VPP を取得しない理由、主要な障壁は何か。 

b) 機械・労働安全を根付かせるような独自のプログラムが実施されている

か。 

c) VPP が提供するインセンティブは組織にとって魅力的か。 
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2.2  OSHA による監査・罰則 

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

下の通りであることは過年度の調査報告で述べた通りである。 

 

① 差し迫った危険が存在する場合 

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 

③ 労働者の訴えがあった場合 

④ 計画的に実施される場合 

⑤ フォローアップの監視の場合 

 

OSHA IMIS Inspection 6 Reports, FY 2008.によると、連邦OSHAにより 145 万人、州

OSHAにより 240 万人の従業員が 1 年間で監査によってカバーされていることが報告され

ており（図  2-4参照）、全米の労働人口は約 1 億 3000 万人であることを鑑みると、全事業

所の監査には約 35 年かかる計算になる。 

 OSH ActのSection 8 (29 CFR 1903.11)では、労働者がOSHAに対し監査を要請する権

利が認められているが、従業員の要請による監査によりカバーされる従業員数は計画され

た監査の 1/4 強であること、および、監査数は横ばいだが、要請による監査は減少してい

ることが分かる（図  2-5）。 

なお、OSHAは反論しているものの、GAOの報告6では、雇用不安が蔓延し労働組合を

組織している事業所は監査要請を濫用している可能性があると指摘されている。 

 

以上を踏まえると、統計データに基づいた仮説として以下が考えられる。 

 

・ 全ての事業所に対して監査を実施することは実質不可能であるため、監査が特定の

産業に集中して行われている可能性がある。 

                                                  
6 OSHA Inspections at Establishments Experiencing Labor Unrest, United States Government 
Accountability Office Report: GAO/HEHS-00-144, Aug 2000. 
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・ 事業所の労働環境が改善されており、監査要請が少なくなっている。 

・ 労働組合の有無が監査要請に影響を与えている。組合がない組織では、経営層から

の圧力により顕在化しないが、実際には監査要請すべき状況が発生している可能性

がある。 

 

 

単位（人） 

引用: OSHA ISMS Inspection 6 Reports, FY2008. 

図  2-4 監査によりカバーされる従業員数 (FY 2008) 
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引用: OSHA ISMS Inspection 6 Reports, FY2008. 

図  2-5 監査件数の推移 
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 また、2008 年 4 月の米国上院保健教育労働年金委員会での報告資料「Discounting 

Death: OSHA’s Failure to Punish Safety Violations That Kill Workers」によれば、下記

2 点について批判がなされている。 

 

①OSHA のペナルティ制度には欠陥がある。 

②OSHA は事故後の監視が徹底できていない。 

 

批判①「OSHA のペナルティ制度には欠陥がある。」として、「制定されている罰金額が

低すぎる。」ということ、および「罰金額の徴収ができていない。」ということが指摘され

ている。 

まず 1 点目の「制定されている罰金額が低すぎる。」については、OSHA の罰金規定は

1990 年以来固定されており、貨幣価値のインフレーションに対応できていないため、別の

法律の罰金額（大気汚染防止法違反の罰金は 大 27 万＄、南太平洋マグロ法違反は 大

32 万 5000＄）と比較して人命に関わる法律にしては低額であること、さらに、OSHA に

対して反論することによって減額交渉が可能であることが問題点として指摘されている。 

次に 2 点目の「罰金額の徴収ができていない。」については、200４年以来、Fatalityの

罰金は金額にして約半分が未徴収であること、3 年以上未払いの雇用者は 114 名 (9％) も

存在すること（表  2-1参照）、法定の支払締切日を超過する雇用者が相当数存在すること

（表  2-2参照）が指摘されている。 

批判②「OSHA は事故後の監視が徹底できていない。」については、2003 年 3 月以降、

OSHA は重点施行プログラム(EEP)を実施しており、EEP では重大事故や違反の繰り返し

を行う事業所の監査を重点化すること、事故後のフォローアップ監査の履行を”(Should 

be) Normally Conducted”としていたが、実際には、死亡事故が発生した 2007 ヵ所の事

業所のうち 25％でしかフォローアップが実施されていないことが指摘されている。 

 

以上を踏まえると、監査に関するレポートから考えられる仮説として、以下のように考

えられる。 

・ OSHA は罰金を科すことができる強い権限を有するが、罰金の徴収に関して強い影

響力を持たず、ペナルティの制度を見直す必要があるのではないか。 

・ フォローアップを実施するための必要なマンパワーが確保できていないのではない

か。 
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表  2-1 罰金の徴収状況（１） 

 
 

 

表  2-2 罰金の徴収状況（２） 

 

 

（引用）Discounting Death: OSHA’s Failure to Punish Safety Violations That Kill Workers 

 20



これまで述べたことをまとめると、OSHA の監査に関する仮説として以下が考えられ

る。 

 

・ 全ての事業所に対して監査を実施することは実質不可能であるため、監査が特定の

産業に集中して行われている可能性がある。 

・ 事業所の労働環境が改善されており、監査要請が少なくなっている。 

・ 労働組合の有無が監査要請に影響を与えている。組合がない組織では、経営層から

の圧力により顕在化しないが、実際には監査要請すべき状況が発生している可能性

がある。 

・ OSHA は罰金を科すことができる強い権限を有するが、罰金の徴収に関して強い影

響力を持たず、ペナルティの制度を見直す必要があるのではないか。 

・ フォローアップを実施するための必要なマンパワーが確保できていないのではない

か。 

 

 上記の仮説を検証するために、ヒアリング調査におけるポイントとして以下項目が考え

られる。 

 

（OSHA に対して） 

a) 全ての事業所に対して確実に監査を行う意思はあるか。 

b) 監査基準は OSHA 基準のとおりであるか。 

c) 監査をアウトソーシングする等マンパワー確保についてどのように行っ

ていくか。 

（企業に対して） 

a) 違反の罰則に対する意見・コメント。OSHA という機関をどう認識して

いるか。特に、監査に対してどのような意識を持っているか。 

b) OSHA の監査に対して日頃から準備を行っているか。 
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c) 監査の要請に組合の存在は必要か。 

d) 必要に応じて監査の要請を行うことができるか。 

（OSHA の監査を受けたことがある企業に対して） 

a) 監査の手続きに問題点、改善すべき点は見られなかったか。 
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2.3  OSHA の人材育成 

監査はCSHO (Compliance Safety and Health Officer)が実施しているが、監査員になる

条件として、OSHA研修施設（OTI（図  2-6参照））が提供する研修コースを修了すること

が求められている。 

なお、研修内容は、OSHA のインストラクションによって規定されており、キャリアに

応じた具体的な研修コースが推薦されている。 

以上を踏まえると、3 年間の研修とフォローアップの OJT により、十分な安全衛生に関

する専門知識を有した監査員が育成されていると推測される。 

そのため、OSHA の人材（人材育成・教育含む）に関するヒアリング項目としては、以

下の項目が考えられる。 

 

（OSHA など諸機関） 

a) OSHA 職員、監査員の能力開発において問題はあるか。 

b) 監査員の人材は十分か。民間委託の可能性はあるか。 

c) 今後拡充すべき教育・研修内容は何か。 

d) 機械安全に関する教育はどのように位置づけられているか。 

 

（OSHA の監査を受けたことがある事業所） 

a) 監査員は労働安全・機械安全の規則、基準の十分な知識を持っていたと

評価できるか。監査に資する人物であったか。 

 

 また、 2.2節「OSHAによる監査・罰則」において、監査における仮説としてマンパワ

ー不足を挙げたが、監査員数(全米)で 2043 名であり、国際労働機関（ILO）の基準として、

従業員 1 万人に監査員 1 人をベンチマークとすると、必要な監査員数は 13537 名となり、

ベンチマークの１５％しか監査員が存在していないことが分かる。また、監査員 1 名あた

りの全米労働者数は 66258 名（ 多：146732 名（アーカンソー）、 少：20721 名（ア

ラスカ））となっており、統計情報からもマンパワーが不足していることが分かる。 
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図  2-6 教育プログラムのトップページ 
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図  2-7 OSHA監査員研修コース 
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2.4  規制の変遷・動向 

OSHA違反における引用数、総罰金額ランキングを図  2-8に示すが、図  2-8において機

械安全に関するものとして一番上位にあるのが全OSHA基準の中で 4 位に位置している危

険エネルギー源の管理 <ロックアウト・タグアウト>（1910.147）である。 

 

 

（引用）http://www.osha.gov/dcsp/compliance_assistance/frequent_standards.html 

図  2-8 OSHA違反における引用数、総罰金額ランキング 

 

ロックアウト・タグアウト（以下、LOTO）とは、機械設備の誤操作を防止し装置の可

動範囲内の作業者の安全を確保するものであるが、LOTOに法・基準整備をめぐる動きの

概要を図  2-9に簡潔にまとめる。特筆すべきなのは、1977 年に全米自動車・航空宇宙・

農業機器労働組合(UAW)がエネルギー源の多様化を背景に、機械設備への供給エネルギー

源の遮断に関するロックアウト・タグアウトを定める緊急暫定基準を要請したことにある。

労働組合の安全に対する要望が動機となり、その後、1982 年にはANSI Z244.1 で 低安

全要件が規格化され、1989 年にはOSHA基準 29 CFR 1910 が改定されている。また、

LOTO以外の例でも、1999 年にはANSI/RIA 15.06-1999 で産業用ロボットのリスクアセ

スメントを定めており、ロボットシステムのリスクアセスメントについて言及されており、

国際規格 ISO12100 に影響を受けた作りとなっている。また、2002 年には機械電気安全
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規格であるNFPA79 が、国際規格であるIEC60204-1:2000 との整合性を持つように改定さ

れるなど、1990 年代半ばごろからIEC/ISOとEN規格の整合の動きが起こっている。なお、

ユーザ企業・OEM企業へのアンケート(2003 実施)レポートによれば7、回答者の半数が今

後欧州規格とOSHA基準・ ANSIの整合が進むと回答しており、米国の機械安全の枠組み

は、安全規格の国際化が進むにつれて次第に欧州規格・国際規格に整合されるようになっ

ている。 

 

 

 

図  2-9 1910.147 LOTOに関する法・基準整備をめぐる動き 

 

                                                  
7 Venture Developed Corporation, “User needs in automatic equipment for machine safeguarding” 
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また、文献によれば 70 年代～90 年代は既存設備に安全防護装置を付加する後付け的な

取り組みであり、現場レベルでしか機械安全が考慮されていなかったが、安全設計に関す

る国際基準が制定されるにつれて設計時に機械安全が考慮されるようになり、企業の全て

の層にとって機械安全が関心事となるパラダイムシフトが起きたとされている8（図  2-10

参照）。 

 

 

（出典）J.B. TITUS, SAFETY DRIVES PARADIGM SHIFT  

図  2-10 米国における機械設備の安全防護装置の動向 

 

                                                  
8 J. B. Titus, “Safety Drives Paradigm Shift”, 

http://www.safetybase.net/content/WP%20-%20Safety%20Drives%20Paradigm%20Shi

ft_Titus.pdf
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 以上を踏まえると、下記のような仮説が考えられる。 

・ 機械設備の複雑化、多様化に伴って労働安全による安全衛生の確保から、proactive

な機械安全による確保が次第に重視されるようになった。 

・ 技術的な進歩による労働者からのニーズと、機械安全に関する国際規格の制定が機

械安全の推進剤となったと予想される。 

・ 従来は独自規格による機械安全の確保が行われていたが、規格の国際化が進むにつ

れて、機械安全の枠組みが次第に欧州の機械安全制度に整合されるようになったと

考えられる。 

・ 機械安全を成功裏に推進させるためには、作業員、従業員レベルだけでなく、経営

層のエンゲージメントが重要な要素であると予想される。 

・ 機械安全への意識は、メーカだけでなくユーザ企業やサプライヤーにまで広く浸透

している。 

 

 そのため、ヒアリング調査における検証ポイントとして、以下を抽出した。 

 

（OSHA） 

a) 機械安全への関心は労働安全から派生したのか、その逆か。 

b) 機械安全に関する規格の制定が進んでいる背景は何か。 

c) 国家・州として機械安全を推進する上で 大のドライビングフォースと

なる要素は何か。 

（ユーザ企業） 

a) 機械設備の導入時に機械安全の考慮をするか。 

b) 機械設備の安全管理評価を行う際の関心事は何であるか。 

（安全制度、事故、コスト、生産性など） 

c) コストや生産性と比べて、安全性の確保はどう位置づけられているか。 
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d) 経営レベルが事業所の機械安全について関与しているか。 

（メーカ企業） 

a) 機械設備の設計時に機械安全の考慮をするか。 

b) 機械設備の安全設計を行う際の関心事は何であるか。 

（訴訟、事故、安全制度、コストなど） 

 30



2.5  まとめ 

 本章では、機械安全の促進に大きな役割を果たしている OSHA の活動について、文献調

査および WEB 調査を踏まえて、規制する側（OSHA）、規制される側（企業）それぞれの

観点に基づいて仮説を立てて、仮説を検証するための現地ヒアリング調査におけるポイン

トを抽出した。 

  

下記に、抽出した OSHA および企業に対するヒアリング項目をまとめる。 

 

＜OSHA＞ 

・インセンティブプログラムについて 

a) インセンティブプログラムは労働安全・機械安全推進にどのように貢献し

ているか。 

b) 機械安全をより推進していくためにはインセンティブプログラムをどのよ

うに進化させていくべきか。 

c) VPP の普及により実際に監査の労力が減少したか。 

d) 各インセンティブプログラムのリソース配分について見直す予定はあるか。 

e) GAO の指摘に対して、VPP を改正する予定はあるか。あるならばどのよ

うな改正が行われる予定か 

I. プログラムの評価基準の見直しについて 

II. 内部統制の整備について 

III. ドキュメンテーション・ポリシーの設定 

f) VPP 取得事業所の質を維持するためにすべき対策は何か。 

g) 年次単位で行われる自己評価の審査は十分な体制で行われているか。 

h) Area, Regional Office の人員は十分に整備されているか。 

 

 ・監査について 

a) 全ての事業所に対して確実に監査を行う意思はあるか。 

b) 監査基準は OSHA 基準のとおりであるか。 

c) 監査をアウトソーシングする等マンパワー確保についてどのように行っ

ていくか。 
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 ・OSHA の人材育成 

a) OSHA 職員、監査員の能力開発において問題はあるか。 

b) 監査員の人材は十分か。民間委託の可能性はあるか。 

c) 今後拡充すべき教育・研修内容は何か。 

d) 機械安全に関する教育はどのように位置づけられているか。 

 

・規制の変遷・動向 

a) 機械安全への関心は労働安全から派生したのか、その逆か。 

b) 機械安全に関する規格の制定が進んでいる背景は何か。 

c) 国家・州として機械安全を推進する上で 大のドライビングフォースと

なる要素は何か。 

 

＜企業＞ 

（企業共通ヒアリング項目） 

 ・インセンティブプログラムについて 

a) 経営層と労働者間で安全に関する認識の齟齬はあるか。特に、安全性と

生産性の配分に関して、雇用者側と合意が取れているか。 

b) 組織は従業員の声を拾うために特別な工夫をしているか。 

c) 従業員は組織側の意見を収集、反映する姿勢に満足しているか。 

d) 組織では安全衛生に関して結果と予防的行動のどちらを評価する体制か。

その体制についてどのように感じるか。 

e) OSHA との積極的な接触が行われているか。 

f) 組織間での機械安全、労働安全に関する情報交換は活発に行われている

か。 

g) 負傷・疾病事例を報告させないような圧力は存在するか。 

 

 ・監査について 

a) 違反の罰則に対する意見・コメント。OSHA という機関をどう認識して

いるか。特に、監査に対してどのような意識を持っているか。 

b) OSHA の監査に対して日頃から準備を行っているか。 

c) 監査の要請に組合の存在は必要か。 
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d) 必要に応じて監査の要請を行うことができるか。 

（OSHA の監査を受けたことがある企業に対して） 

e) 監査の手続きに問題点、改善すべき点は見られなかったか。 

・OSHA の人材育成 

a) 監査員は労働安全・機械安全の規則、基準の十分な知識を持っていたと

評価できるか。監査に資する人物であったか。 

  

・規制の変遷・動向 

（ユーザ企業） 

a) 機械設備の導入時に機械安全の考慮をするか。 

b) 機械設備の安全管理評価を行う際の関心事は何であるか。 

（安全制度、事故、コスト、生産性など） 

c) コストや生産性と比べて、安全性の確保はどう位置づけられているか。 

d) 経営レベルが事業所の機械安全について関与しているか。 

（メーカ企業） 

a) 機械設備の設計時に機械安全の考慮をするか。 

b) 機械設備の安全設計を行う際の関心事は何であるか。 

（訴訟、事故、安全制度、コストなど） 

 

（VPP 取得企業） 

 ・インセンティブプログラムについて 

a) 取得審査中に比べ、取得後は安全衛生に関する活動のモチベーション、

安全衛生環境が維持され続けたか。 

b) VPP が事業所に与えた も顕著な影響は何か。 

c) VPP 取得申請の際に VPP に期待していたメリットは何か。 

d) インセンティブプログラムは組織内で機械・労働安全を根付かせる推進

力 / モチベーションとなりえるか。 

e) 事業所内でプログラムを有効に機能させる 大の成功要因は何か(経営

層・従業員の参画, ハザード同定, 教育・研修等)。 

f) なぜ組織は他のプログラムや自社独自のインセンティンブプログラムで

はなく VPP という選択を行ったのか。 

g) VPP の実行に際して障害となったことは何か。それに対して組織が得た
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メリットは釣り合うと評価できるか。 

 

（VPP 未取得企業） 

 ・インセンティブプログラムについて 

a) VPP を取得しない理由、主要な障壁は何か。 

b) 機械・労働安全を根付かせるような独自のプログラムが実施されている

か。 

c) VPP が提供するインセンティブは組織にとって魅力的か。 
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3. OSHA の体制と活動内容の整理（米国現地ヒアリング調査） 

 

 前章にて抽出したヒアリングポイントに基づいて、本章では、OSHA に関する米国現地

ヒアリング調査を行った結果をまとめる。 

 

3.1  ヒアリング調査概要 

 米国における機械安全推進方策における重要な役割を担っている OSHA に関して、文献

調査による仮説のもと、以下の項目を中心にヒアリング調査を行った。 

 

＜政府機関＞ 

• OSHA の監査による企業活動へのインパクトに関して。 

• 米国における機械安全・労働安全に関する今後の展開、政策動向について。 

 

＜民間企業＞ 

• 職場や機械の安全性確保に対する取り組みや、企業における安全の位置づけに関して。 

• 企業における労働安全衛生担当者の責任と役割に関して。 

• OSHA が提供しているインセンティブプログラムへの参加状況や参加することのメ

リットに関して。 

• OSHA の監査による企業活動へのインパクトや OSHA の監査への対応に関する企業

の意識に関して。 
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3.2  訪問先 

 米国現地ヒアリングでは、OSHA が存在するワシントン D.C.の他、以下の理由からカ

リフォルニア州を訪問することにした。 

 

 VPP などの安全衛生関連の州プログラムが積極的に実施されている。 

 雇用数が全米 大であり、さまざまな業種が存在している。 

 海外企業が多く拠点を構えている。 

 Local OSHA、ユーザ企業、メーカ企業が集中して存在するため、時間・費用の観点

から効率的なヒアリングが実施可能である。 

  

なお、以下の 3 点を考慮しつつ、現地訪問先の事業所候補を選定した。 

 

 機械設備の危険性が労働者の健康に大きく影響しうる、食品・重工業の事業所に集中

する。 

 VPP の影響が判断できるよう、事業所規模が近い VPP 取得・VPP 未取得事業所を選

択する。 

 メーカ企業とユーザ企業の両者の機械安全に対する意識が把握できるようにする。 

 

上記観点に基づき、米国現地調査は 1 月 10 日から 21 日の 12 日間、ワシントン D.C、

ロサンゼルス、サンフランシスコにおいて、政府機関 2 機関（OSHA 及び Cal OSHA）、

民間企業 5 社（米国企業 4 社、日系現地法人 1 社）に対してヒアリング調査を実施した。 
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表  3-1 訪問した政府機関 

訪問日 機関名 

1 月 11 日 Occupational Safety & Health Administration 

1 月 19 日 State of California Department of industrial relations 

Cal/OSHA Consultation service 

 

 

表  3-2 訪問した民間企業 

訪問日 訪問先企業（分野） VPP 取得の有無 

1 月 13 日 飲料製造業 A 社 VPP 取得 

1 月 14 日 機械製造業 B 社 VPP 取得 

1 月 15 日 航空宇宙・防衛産業 C 社 VPP 取得 

1 月 18 日 食品製造業 D 社 VPP 未取得 

1 月 19 日 半導体製造装置製造業 E 社 VPP 取得 
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3.3  ヒアリング調査結果 

3.3.1  OSHA の監査 

(1) 監査と監査員 

 OSHA の監査は、文献調査に基づいた仮説のとおり、全ての事業所に対して監査を実施

することは実質不可能であるため、特定の産業に集中して監査が行われていた。OSHA の

回答によるとアメリカには企業の事業所が約 600 万あるが、連邦と州の OSHA を併せて

監査人は 2000 人しかおらず、1 年に 0.5%の事業所しか監査できないのが現実とのことで

ある。そこで OSHA は、監査対象の企業を選ぶ基準として、事故発生率が高い企業を選ん

でいるとのことである。監査は、企業規模にもよるが 2 人以上の監査員で対応しており、

監査員リーダは 10 年以上の経験がある人が担当しているようである。なお、監査員は

OSHA の職員であり、監査員の不足は OSHA 自身認めているものの、監査員の外部委託

は行っていない。監査の流れとして、機械安全に関して言えば、まず工場全体を見学して、

危険性の高い場所をピックアップし、その現場を分析し、さらにそこに存在する機械を監

査員は長年の経験で培われた知見で詳しく分析を行っているとのことである。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• 監査員が工場を監査する場合、まず、工場全体を見学して、危険性の高い場所をピッ

クアップする。そして、その現場を分析し、さらにそこにある機械を詳しく分析する。

監査員は長年の経験で、機械のどの部分をチェックすべきか勘所を押さえている。

（OSHA） 

• 監査を外部に委託することは考えていない。州の OSHA では、オンサイトコンサル

テーションという形でコンサルタントを雇っているが、監査は行っていない。(OSHA)

• OSHA の監査員のリーダは、監査経験が 10 年以上ある人である。経験が少ない人は

リーダにはなれないだろう。（飲料製造業 A 社） 

• 当社規模の会社を監査する場合は、5～7 人ほどの監査員が 1 週間ほど時間をかけて監

査を行う。（航空宇宙・防衛産業 C 社） 

 

(2) OSHA 監査員とコンサルタントの管理と教育 

 OSHA は、監査とコンサルタントの独立性の確保をしているとのことである。具体例と

して、カリフォルニア州の場合、コンサルテーション部門とコンプライアンス部門は、同

じ地域にあっても両部門のオフィスも異なり、VPP の認定を出す際や、何か問題が発生し

た際に問題を共有する程度で、情報交換はあまり無いとのことである。組織の管理運営に
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ついて、コンプライアンス部門は District マネージャーが統括し、コンサルテーション部

門は、Regional マネージャーが統括している。ただし、両者を 終的の統括しているのは

Cal OSHA のチーフとのことである。なお、VPP に関係する多くのチームメンバーは、

Cal OSHA のコンプライアンス部門出身者であるが、キャリアパスとしてコンプライアン

ス部門からコンサルテーション部門に異動し、VPP の担当になる場合もあるし、コンプラ

イアンス部門から直接、VPP 担当になることもあるとのことである。また、民間企業から

試験を受けて就職する方法もあるとのことである。また、監査員の教育に関して、OHSA

によると、監査員の養成、研修は OJT によって知見を伝承しているとのことである。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• OJT によって監査員の研修が行われているが、機械のタイプ・特性によってどのよう

なハザードがあるのかについてトレーニングを行い、また OJT によって、監査員の

知見は伝承されている。(OSHA) 

 

(3)  OSHA と他機関との連携 

 OSHA と同時期に設立された、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及び勧告を行う機関である。昨年度の調査では、

WEB 調査から OSHA と NIOSH が連携して基準等の作成を行っていることも米国におい

て機械安全が促進されている要員の一つであるという仮説が得られたが、OSHA に対して

ヒアリング調査を行った結果、両組織間での情報交換、協力は、ほとんど無いとのことで

あった。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• OSHA は労働省の所管であり、NIOSH は CDC（疾病予防センター）の所管である。

そのため、まれに NIOSH の研究報告を参考にする程度で、OSHA と NIOSH の交流

はほとんどないといって良い。(OSHA) 
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(4)  監査の問題点 

 監査の問題点として、監査の指摘事項はきわめて瑣末なもので本質的ではないという企

業からの回答があった。その背景として、監査員にも専門分野が存在し、監査するときは

監査員の専門分野しか指摘を行わず、それ以外の安全性には言及しないとのことである。

OSHA の監査員は、研修とフォローアップの OJT により、十分な安全衛生に関する専門

知識を有した監査員が育成されていると考えられるが、OSHA の監査は、監査員の専門性

に依存し、限定した範囲での監査の影響と考えられる。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• OSHA の監査員も完璧ではなく、監査員も専門がある。例えばその監査員が電気だと

すると、電気安全に関してしか指摘せず、それ以外の安全性には言及しない。そのた

め OSHA の監査があっても、職場が安全になるとは限らない。（食品製造業 D 社） 

 

(5)  監査のインパクト 

 OSHA の監査による企業へのインパクトに関して、OSHA 自体は、OSHA の監査は企

業にとって脅威に感じており、一つの企業を監査すると、その業界全体にインパクトがあ

り業界として安全性が向上している、という見解を示している。一方、企業の意見として

は、財務的な面に関しては、会社（ホールディング）にとってみれば大したことはないか

もしれないが、一サイト（工場）にとっては大きなインパクトであるといった回答を得た。

このように監査によるインパクトは、企業規模や、会社単位か工場単位で異なると考えら

れる。また、他の規制による罰金、例えば環境保護庁の罰金に比べれば軽いと回答した企

業もあった。なお、ペナルティの厳しさに関しては、連邦 OSHA、州 OSHA とでは異な

り、連邦 OSHA よりも厳しい州が存在する。カルフォルニアに関しては連邦 OSHA より

も厳しいというのがヒアリング先の各社、Cal OSHA の見解であった。しかしながら、多

くの企業からの回答として OSHA の監査の頻度やペナルティによる金銭的なことは問題

ではなく、監査で指摘され場合、社員の安全が十分に確保できていないということが会社

にとって重大な問題だと認識していた。つまり、法を犯したという事実、危険な職場であ

るというレッテルを貼られることが、ペナルティによる 大のインパクトだと回答してい

る。ペナルティを受けたことによる具体的な影響として、仮に職場に対してペナルティが

科せられた場合、ペナルティの金銭的な問題よりも安全性を確保するという HSE マネー

ジャーとしての責務を果たしきれなかったことが問題であり、マネージャーは職を失い、

個人の経歴に懲罰に関する履歴が残り、社会的な信用も失い、転職の際にバックグラウン
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ドチェックに引っかかって再就職しにくいであろうという安全衛生担当者の責任の重さを

感じられる意見もあった。また、工場で事故が発生した場合の企業への影響は、例えばメ

ディアでの取り上げられ方として、大きな事故が発生した場合、大手新聞社よって報じら

れ、仮に小さな事故であっても地元の新聞に掲載されるとのことである。また、事故を起

こすと、地元政府の監査が増え、地元地区での評判が下がるため、ビジネス上の競争で不

利になるとのことである。アメリカ社会では、政府が企業に対して規制をすることは好ま

しいとこととは考えていないため、企業の権利を考え 低限度の規制にとどめているもの

の、何か問題を起こした場合は、非常に厳しい制裁と、社会の監視の目が行き届いている

と言える。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• OSHA の監査は、企業にとって脅威に感じており、一つの企業を監査するとその業界

にインパクトがあり業界として安全性が向上するようになっている。（OSHA） 

• （連邦 OSHA の一企業にとって OSHA の懲罰はたいしたことはないという意見に対

して）ホールディング、一企業としてみれば、財政的にはインパクトはないかもしれ

ないが、一サイトとしては大きなインパクトである。（飲料製造業 A 社） 

• 仮に大きな事故が発生したら Wall street journal に載るだろう。小さな事故であって

も地元の新聞に載るだろう。（機械製造業 B 社） 

• Cal OSHA の監査は、連邦 OSHA の監査よりも厳しい。（機械製造業 B 社） 

• 社員の安全が十分に確保できていないという時点でインパクトが大きい。OSHA の監

査の頻度以上に、内部監査、保険会社等の第三者の外部監査、顧客から職場の衛生面、

安全面の外部監査が頻繁にある。（食品製造業 D 社） 
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3.3.2  OSHA の VPP に対する企業の意識 

(1) VPP 取得のメリット 

 OSHA 担当者曰く、VPP というのはそもそも安全と衛生に関してすばらしいプログラ

ムを持ち継続的に安全性を向上させていく会社を認めるものである。そのため、今回訪問

した VPP 取得の企業の多くは、VPP を取得することは社内の安全性向上活動の一つでし

かなく、VPP を取得することだけで、職場が安全になるという認識はなかった。すなわち、

企業にとって VPP 取得のメリットは取得することにあるのではなく、自社の安全性向上

活動の一環として位置づけることによって従業員や外部に対する意思表示にあるといえる。

なお、取得したことによって得られたメリットとして、例えば、社会からの評価尺度とし

て非常に有効であり、政府にプロポーザルを出すときに、VPP を取得していると有利にな

るという回答も得られた。その他のメリットとして VPP 取得企業から選ばれるスペシャ

ルチームメンバー制度が挙げられた。これは、スペシャルチームメンバーに選ばれると、

他社の監査に参加することができ、他社の良好事例を学ぶことができる制度である。また

VPP 企業の集会において安全性向上へのベスト・プラクティスが共有される枠組みも構築

されており、安全性向上への取り組み事例に関する情報共有に参加企業はメリットを感じ

ている。 

 VPP を取得した企業がメリットとして挙げているスペシャルチームメンバー制度（以下、

STM）とは、Cal OSHA の制度であり、VPP を取得したサイトのメンバーの中で、Cal 

OSHA が主催するカリフォルニア州の州法である Title8 のトレーニングを受けたものだ

けがメンバーになり他社の監査に参加することができる制度である。STM の志望者は 3

日間の OSHA のトレーニングを受けることになっているが、STM になるための条件とし

て、特別な資格を持っている必要はなく、VPP のプロセスを理解していることが必要との

ことである。また STM になれるのは企業の安全担当者だけではなく、施設管理担当者で

あっても可能とのことである。 

 STM は Cal OSHA の制度であり、連邦 OSHA にも SGE(Special Government 

Employee)という STM と同等の制度が存在する。 
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■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• VPP は安全性を確保させるための取り組み・枠組みの数ある手段の中の一つに過ぎな

い。（機械製造業 B 社） 

• VPP のメリットはそれほど会社の手助けにはなっていない。社員にとっては、何か社

内で問題あれば、OSHA に告発できるというメリットがあることであろう。当社にと

って VPP の一番のメリットは外部に対する評価であると感じている。政府にプロポ

ーザルを出すときに、VPP に認定されていると有利になる。 

（航空宇宙・防衛産業 C 社）

• Cal OSHA の VPP には、スペシャルチームメンバー制度(以下、STM)というものが

あり、VPP 企業の中で能力のあるメンバーが選ばれる。これに選ばれると他社のサイ

トを監査する際（VPP 監査）に Cal OSHA の職員をサポートする形で同行できる。

（飲料製造業 A 社）

• VPP に認定されたサイトの代表者はカリフォルニア州の州法である Title8 のトレー

ニング受けることを Cal OSHA は期待している。(Cal OSHA) 

 

(2) VPP を取得しない理由 

 VPP を取得していない企業の意見として、VPP は、もともと問題のある会社に作られ

たものであると認識しており、自社は、問題のある企業ではなく、自力で安全に取り組ん

でいる企業であり、VPP より高い安全に関する取り組みを行っている企業と自負していた。 

文献調査からは、企業が VPP を取得しない理由として、効果的な安全衛生管理システ

ムの構築には、安全コンサルタントの活用、安全評価チームの設置などのリソース負担が

あるのではないかと仮説を立てた。しかしながら、今回、ヒアリング調査を行った VPP

を取得していない企業は、内部監査、保険会社等の第三者の外部監査、顧客から職場の衛

生面、安全面の外部監査が頻繁にあり、OSHA の監査以上にもっと厳しい監査の要求に応

え、保険会社等に多額の保険料を支払い、保険会社と契約を結んでいるコンサルタントを

活用しているとのことであり、リソース負担ではなく VPP に対する懐疑的な評価が理由

で VPP を取得していない企業があることが分かった。ただし、今回のヒアリング調査で

は、VPP を取得していないが大手である企業 1 社のみを訪問しただけであることにも留意

する必要がある。 
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■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• OSHA の VPP は、もともと問題のある会社に作られたものであると感じている。し

かし、当社は問題のある企業ではなく、自分で安全に取り組み企業だと思っている。

VPP への加入は、金銭的な面も含め何の報いのない制度と感じている。 

（食品製造業 D 社）

• 内部監査、保険会社等の第三者の外部監査、顧客から職場の衛生面、安全面の外部監

査が頻繁にある。そのためにも当社ではポリシー、手順、プログラムを作成し、常に

取り組んでいる。OSHA 以外の監査は年一回必ずあるので、10 年に 1 回来るか来な

いかの監査のために取り組みむよりも、もっと厳しい監査の要求に応えている当社

は、他社よりも職場の労働安全衛生面に力を入れているだろう。（食品製造業 D 社）

 

(3)  VPP の問題点 

 VPP を取得している企業は VPP に関して、不満を感じておらず、おおむね満足してい

るが、VPP の監査の問題点として、アセッサーのアセスメントプロセスが主観的であると

の回答があった。特に、ミニマムな要求事項ほどアセッサーの解釈によって主観が入りや

すいとのことである。OSHA の監査の問題でも記したとおり、監査員の知見に依存してお

り、また、監査員間で監査のケースに関する情報の共有が十分でないため、監査にばらつ

きがあるのではないかと考えられる。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• VPP に対する不満は、アセッサーのアセスメントプロセスが主観的である。アセッサ

ーは、別のプログラム（他社）の事例をベースに評価することがあった。 

（航空宇宙・防衛産業 C 社）
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3.3.3 企業の安全に関する姿勢 

(1)  安全に関する意識 

 今回ヒアリングを行った企業に対して、職場の安全性に関する意識を尋ねたところ、

VPP 取得の有無に限らず、職場の安全性の確保こそがビジネスの大前提であるという認識

であった。安全性と生産性のバランスに関しても、安全が確保されていることが前提で生

産性やコストの議論があると考えており、事故を減らすことが生産性を上げるとのことで

ある。また、ある企業では、もし、自社において適切なコストで安全な環境を構築して作

業ができないのならば、その作業をアウトソーシングし、自分たちよりも安全の取り組み

の高いところに作業を依頼すると発言した企業もあった。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• EH&S(Environment, Health & Safety)マネジメント、5S（整理・整頓・清掃・清潔・

躾）ができていなければ、生産性は達成できないだろう。というよりも、安全性の確

保こそが生産性の大前提であり、もし、安全な環境で作業できないのならば、その作

業は外注するだろう。自分たちよりも安全の取り組みの高いところに作業を依頼す

る。（機械製造業 B 社） 

• 社内の安全に関する予算は、社内の他のプロジェクトよりも一番大きい。また、安全

でなければオペレーションはしてはいけないとしている。（航空宇宙・防衛産業 C 社）

 

(2)  企業の安全教育プログラム 

 安全教育に関しては、企業によってさまざまな取り組みを行っていた。ただし、どの企

業にも共通的に言えることは、従業員全員をうまく巻き込み安全に対する意識を醸成させ

よう、関心を高めさようとする工夫がみられたことである。どの企業の現場で働く社員も、

入社当時から必ずしも安全に関する知識や考え方に関して高いレベルでとは言えない。そ

こで、基礎的な安全に関する言葉の定義から、リスクアセスメントを座学と実習を交えて

研修を行ったり、ハザードを認識させるというとこから始めている。特に、印象的なこと

は、社員に対するインセンティブをチームレベル・個人レベルで用意していることである。

例えば、個人に対するインセンティブとして、社内で危険だなと思ったことをセーフティ

ーボックスという提案箱に提案し、良い提案を行った提案者の写真を掲示して表彰し、5

ドルのギフトカードをプレゼントしたり、ハザードを適切に同定できた場合には、その従

業員に対して 25 ドルのギフトカードをプレゼントする企業や、職場のチームに対するイ

ンセンティブとして、ハザードを見つけた日にはビンゴ番号を与え、見つけられなかった

 45



日にはもう一度ゼロからスタートにさせるなどをして、約 6 週間、一生懸命取り組んだチ

ームには、250 ドルをプレゼントし、安全に対してモチベーションを上げる活動を行った

企業も存在した。どの企業も、単にインセンティブを与えるだけではなく、会社が生き延

びるためには安全は不可欠な要素であり、安全には不断の努力が必要であることの意識を

高めてもらうために必要な取り組みと位置づけている。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• 安全に関する言葉の定義からリスクアセスメント、ガードに関して 1 時間程度、座学

で教育を行っている。さらに 1 時間程度、作業現場で、座学で学んだこと実際に体験

させながら教育している。安全に関する教育は、新人に対しても行うし、1 年に 1 回、

従業員全員に対しても行っている。（飲料製造業 A 社） 

• セーフティービンゴプログラムを行った。これはチームに対して付与させるインセン

ティブであるが、ハザードを見つけた日にはビンゴ番号を与え、見つけられなかった

日にはもう一度ゼロからスタートにさせるなどをして、約 6 週間、一生懸命取り組ん

だチームには、250 ドルをプレゼントし、モチベーションを上げた。 

（機械製造業 B 社）

 

(3) 機械安全に対する経営層（会社）の関与 

 今回訪問した VPP を取得している企業における、機械安全に対する経営層の関与につ

いて尋ねたところ、安全担当責任者の位置づけ、役割、権限が非常に高いことが印象的で

あった。具体的には、今回訪問した企業において、労働安全衛生マネージャーはジェネラ

ルマネージャー(以下、GM)の直下に位置し、他のラインのマネージャークラスと同等の権

威を有しており、従業員から非常に尊敬されていた。また、重要な問題は高い職位の人に

権限を委譲する方が良いということで、安全に関しては、GM に責任を委譲して、意図的

に安全の位置づけを高くなるようなシステム（制度）を採用している企業も存在した。ま

た、マネージャーだけでなく、従業員全てに安全に対する責任と役割があり、機械安全の

実現において従業員の関わりは必要不可欠とのことである。従業員を如何に機械・設備の

安全性向上活動に巻き込むことができるかが重要なポイントであるとのコメントが多く、

具体的には、オペレーター、スタッフ等にリスクアセスメントや日常的なチェックを通じ

てオーナーシップを醸成させることに注力することが重要だと考えている企業が多い。 
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■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• 当社の EH&S マネージャーはジェネラルマネージャー（以下、GM）の直下に位置

しており他のラインのマネージャークラスと同等の権威を有しており、非常に尊敬さ

れている。EH&S マネージャーの地位が高いことは誰もが認識しており、敏速にプ

ログラムが進むようになり、同時に活動の取り組みの重要性が従業員に理解された。

（機械製造業 B 社） 

• GM に責任を委譲して、安全等の位置づけを高くなるようなシステム（制度）にして

いる。重要な問題は高い職位の人に権限を委譲する方が良い。 

（航空宇宙・防衛産業 C 社）

 

(4)  機器導入における EH&S マネージャーの権限 

 EH&S マージャーの責任と権限に関する事例として、航空宇宙・防衛産業 C 社の機器導

入における承認プロセスを示す。オペレーショングループが新しい機械を購入する場合、

EH&S マージャーに申請し、EH&S マージャーが機械のハザードを確認し、ガードの必要

性を確認している。また、EH&S マージャーは、作業場に機械を設置することにも関与し

ており、EH&S マージャーがサインをしなければ、その機械を稼働させることはできない。

ここで EH&S マージャーは、ただ単に承認を行うだけでなく、機械のリスクアセスメント

を行った後に、従業員のプロセスの観点からハザードが低減しているかどうかを分析する

JSA( Job Safety Analysis)でハザードを見落としていないか、オペレーターがアセスメン

トプロセスチームにアセスメントの結果を提出して、オペレーターとアセスメントプロセ

スチームでとその結果を議論する場を設けている。非常に多岐にわたる現場の作業プロセ

スのアセスメント結果の精度に一貫性を持たす必要があるため、EH&S マージャーは、現

場との信頼関係構築を心がけているため、現場も EH&S マージャーに対して非常に敬意を

払っている。 
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図  3-1 機器導入の流れ 
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3.3.4  OSHA の規制の流れ 

(1)  労働安全から機械安全へ 

OSHAが設立した 1970年代～90年代は既存設備に安全防護装置を付加する後付け的な

取り組みであり、現場レベルでしか機械安全が考慮されていなかったが、機械設備の複雑

化、多様化に伴って労働者へのトレーニングによる安全を確保する労働安全から、機械安

全による現場の確保が次第に重視されるようになっており、設計時に機械安全が考慮され

るようなっている。実際、VPP においてはリスクのプリユース分析が要求されており、機

械を使用する前にリスクを分析することが求められる。 

 

(2)  リスクベースアプローチ 

 VPPにおいては機械のリスクに対するプリユース分析が要求されているように、規制の

動向は、設計段階で安全を担保すること、つまり機械安全に主体が置かれている。しかし、

OSHAの規制や基準は、そもそもリスクベースアプローチである点に着目する必要がある。

その理由として、標準が政府主導によって標準を作成する際に、どの業界でも適用できる

ように、また出来るだけ汎用的な標準になることを心がけた結果として、リスクベースア

プローチで作成されたからである。具体的には、一般機械のオペレーション、パーツなど

の標準を規定して（29CFR Part 1910 Subpart等）、さまざまなハザード情報を明らかに

した。その結果、職場の安全性に関するさまざまな標準はリスクベースアプローチで作成

されており、それに基づいて安全性確保のためのガイドラインやガイダンスが作成され、

企業はそれを満たすために、結果的に社会全体としてリスクベースアプローチに基づいた

安全性確保となったのである。その背景には、大企業は、従業員数も確保されており、文

化的にも労働組合の職場の安全に対する要求が強く、訴訟の対象になりやすいこともあり、

自主的にリスクアセスメントを行うことができるが、中小企業は従業員数の制約等もあり、

自主的にリスクアセスメントを行うことは難しいというOSHAの判断・配慮がある。また、

米国では、Workers’compensation9やSole remedy rule10が根底にあるため、雇用主の民

事的責任を避け、労災による保険料率の増加を回避するために、危険な機械であれば経営

                                                  
9 アメリカの労働災害保険は、保険料や補償内容などは州法に基づいているが、従業員の業務上の不慮の事故、災害、

職務が原因の病気などを補償するもので、雇用主に対して加入と保険料の支払いが義務付けられている。 

10 米国では、従業員が業務上の不慮の事故、災害で負傷した場合、雇用主の義務として加入している労災保険によっ

て補償されるが、従業員が雇用主を訴え損害賠償請求等の責任を問うことはできない。つまり、従業員は、労災保険の

補償と引き替えに、雇用主を訴える権利を失効するのである。 
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者は購入しないようになっている。このように、法制度による雇用主の責任の所在、労災

保険の保険料率が、機械ユーザ側の機械安全の意識を触発し、機械安全の推進している。 

 

■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• リスクアセスメントやリスクベースアプローチが企業に浸透しているのではなく、

1972 年に政府主導で標準を作成したように、さまざまな標準がリスクベースアプロ

ーチで作成されており、それに基づきガイドラインやガイダンスが作成されて企業は

それを満たすために、結果的にリスクベースアプローチになっているのだと思う。

(OSHA) 

• VPP においても pre-use 分析を求めていることからも規制的な動向としても Safety 

through design に移行している。(Cal OSHA) 

• 致死率の高い機械、手足を切断してしまうような機械は、会社として一切購入しない。

（飲料製造業 A 社）

 

3.3.5  OSHA の今後の動向 

 OSHA によると、アメリカでは政治家が労働安全衛生にかなり関与するとのことである。

具体的には、ブッシュ政権では、企業寄りの考えを持っており、企業と OSHA はビジネス

として協力し合って取り組んでいくべきだと考えていた。しかし、オバマ政権になってか

ら、労働組合側の意見が強く、労働現場における安全性向上に対して予算も拡大され、コ

ンプライアンスを進めるべきと考えているようである。今回ヒアリング調査を行った企業

の中には、その傾向を感じていると回答したところもあったが、もともと Cal OSHA は連

邦 OSHA よりも厳しい規制を実施しているため、連邦 OSHA の影響はほとんどないので

はないかという回答もあった。このような動向から、連邦 OSHA の規制は、今後厳しく強

化されると考えられる。ただし、GAO により指摘された VPP の見直しや監査員の人員不

足などの事項に関しては、OSHA も認めつつも、具体的にどのような強化がなされるのか

については未定ということであった。 
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■ヒアリング先コメント（一部抜粋） 

• オバマ政権は、自主的な取り組みに関して懐疑的であり、監査と執行を厳しくすべき

と考えており、VPP のモニタリングを強化していくこととなる。また、自主的なプロ

グラムには予算は付けない方針が考えられる。(OSHA) 

• オバマ政権が OSHA の規制を厳しくするということに関しては、労働安全衛生担当

者としても実感している。例えば、統計的に事故率が平均よりも高い High Hazard

のサイトに対して監視を厳しくしていくという動きを感じている。（飲料製造業 A 社）

 

3.4  まとめ 

 ここでは、2 章で立てた仮説を検証するために実施した米国現地ヒアリング調査結果に

基づいて、下記観点について考察をまとめる。 

 

・ OSHA インセンティブプログラム 

・ OSHA による監査および罰則 

・ OSHA における人材育成（監査員の教育） 

・ 規制の観点の変遷 

 

(1) OSHA インセンティブプログラム 

GAO に指摘された事項に関して、OSHA は明確に認識しているものの具体的な方針は

未定とのことであり、ドキュメンテーション・ポリシーをどのように構築していくのかで

あるとか等について明言されなかった。また、監査員が不足していることを認識しつつも、

現状においても監査の外部委託しておらず今後も外部委託することは考えていないとのこ

とであった。 

 なお、VPP の動向として、VPP の改正は、政権の意向によって若干の変化が見られる

と考えられる。アメリカの場合、労働安全衛生に関して政治家が関与しており、時の政権

によって労働安全衛生の政策が変化するとのことである。具体的にはオバマ政権は労働組

合寄り立場で、VPP のような自主的な活動に対して懐疑的な見方をしており、コンプライ

アンスを強化すべきと考えている。しかしながら、VPP のステータスを維持するための活

動は OSHA も行っており、OSHA は、VPP 取得企業に対してアニュアルレポートを提出

することを義務化しており、アニュアルレポートには、労働安全衛生に関してどのような

取り組みを行い、どのような改善が見られたかを記載することが求められている。そして
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3 年に一度、OSHA は監査を行い、現場を確認しているとのことである。また、継続的な

改善が見られない企業、指摘に応じなかった企業に対して VPP を剥奪するなど、VPP の

ステータスを維持する努力を行っている。 

 また、今回ヒアリングで訪問した VPP を取得した企業は、職場の安全性を向上させる

うえで様々な取り組みを行っており、そのような企業にとって VPP とは取り組みの一部

分と認識しており VPP のための取組みではなく自社としてやるべき取組みであるという

認識であった。VPP を取得するメリットは企業にとって様々であり、活動に対する具体的

な目標が明らかになることや、コンサルティング料が無償であること、VPP を取得するこ

とで入札の際に有利になる等が挙げられた。また、どの企業も挙げた共通のメリットとし

て他社における安全への取組み事例の共有化が挙げられ、他社における労働安全衛生に関

する良好事例を自社での取組みにおいて参考にしたいという意見があり VPP 取得企業間

での情報共有も活発に行われていると考えられる。 

その一方で、アメリカにある大部分の企業は中小企業であるため、中には、危険な状態

の機械を何十年間もそのまま使っている企業も存在しており、そのような企業にとっては、

自主的にリスクアセスメントを行うは難しく、安全性よりも生産性を優先する傾向も見ら

れるとのことである。当然、そのような企業にとっては VPP を取得することは難しいと

考えられる。そのため、OSHA は SHARP (Safety and Health Achievement Recognition 

Program)という中小企業向けのインセンティブプログラムを用意しており、コンサルタン

トが随時訪問して職場のハザードを特定したり、安全マネジメントの構築、維持などのコ

ンサルティングを行ったりするなど、中小企業に対しても職場の安全性を向上するための

サポートを行っている。 

 

(2) OSHA による監査および罰則 

OSHA も現在の監査員数で全ての事業者を監査することは不可能と考えており、事故が

多い、危険性の高い現場への監査を優先的に行っているとのことである。労働災害の件数

の減少は、工場の自動化によって労働環境が改善されていることも要因の１つであること

は確かであるが、産業の空洞化によって工場自体が減少していることが非常に大きな影響

を与えていると OSHA は考えている。 

労働組合の有無と監査要請との因果関係については、今回の現地調査では十分に調査し

きれたとは言えないが、アメリカの労働組合の誕生の歴史は、職場の安全性を要求するこ

とが発端となっていることが分かり、労働組合の存在や活動が職場の安全性向上に大きく

寄与していることは分かった。また、VPP を取得する上で、雇用主と労働組合の同意が必
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要であり、お互いの信頼関係が非常に重要とのことである。また、労働者の権利が守られ

ており、VPP 取得企業から内部告発があった場合、OSHA は雇用主に対して告発内容に

関する現状調査を報告し、問題があった場合は、改善を求めることができる。 

罰金の徴収に対して適切に徴収できていないことを OSHA は認識していたが、具体的に

今後どのように行っていくかについてなど OSHA の今後の展開について伺うことができ

なかったが、オバマ政権ではコンプライアンスを強化すべきと言う方針であり、連邦

OSHA と州 OSHA のペナルティのレベルについて議論を行っているとのことである。し

かしながら、企業にとっては、罰金等の財務的なインパクトよりも、ペナルティを受ける

こと、危険な職場であるというレッテルを貼られることこそがインパクトであると感じて

おり、現場の安全責任者は労災等の事故でペナルティを受けた場合、解雇され転職が困難

になるという社会的・文化的背景があるため、安全に対して高い意識を持っている。 

 

(3) OSHA における人材育成（監査員の教育） 

OSHA 監査員の育成は、OSHA 研修施設での研修および OJT によって専門性が培われ

ており、監査の際にも長年の経験が活かされているという回答が OSHA から得られたもの

の、OSHA 研修施設におけるトレーニングのカリキュラムやシラバス等については提示さ

れず、実質的にどのような教育がなされているのかは分からなかった。 

なお、企業のコメントから監査員および監査に満足しているという回答もある一方で、

一部の企業からは、監査員の専門性は認めつつも、監査では監査員の非常に狭い分野の主

観的な監査のみに終始してしまい、指摘が瑣末であるという回答が挙げられており、監査

員のレベルにバラツキがあることが推測される。 

 

(4) 規制の観点の変遷 

OSHA の規制の流れは、VPP でもプリユース分析が求められているように、労働安全

から機械安全に移行している。すなわち、従来のように職場における危険性を見つけて保

護装置をつけるような事後対策から、機械を導入する前にリスクを分析し、設計段階から

ユーザ企業の安全責任者が関与して安全な機械を導入するという予防対策にパラダイムシ

フトしている。その背景には、米国では Workers’ compensation や sole remedy rule が根

底にあるため、機械ユーザである雇用主が安全な機械をメーカに対して強く要求しており、

設計段階における安全対策が求められていることにあると考えられる。また、大企業は、

従業員数も確保されており、文化的にも労働組合の職場の安全に対する要求が強く、訴訟

の対象になりやすいこともあり、自主的にリスクアセスメントを行うことができるが、中
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小企業は従業員数の制約等もあり、自主的にリスクアセスメントを行うことは難しいとい

う OSHA の判断・配慮に基づいて、職場の安全性に関するさまざまな標準や安全性確保の

ためのガイドラインやガイダンスはリスクベースアプローチで作成されており、企業はそ

れを満たすために、結果的に社会全体としてリスクベースアプローチに基づいた安全性確

保となっている。 

今回訪問した企業は安全に対して意識が高く、安全なくして作業は出来ないという考え

であった。単に意識が高いだけではなく、安全を重要な経営課題と位置づけ、安全担当責

任者を高い職位に置き、責任と役割が明確になっており、安全担当責任者の承認無しでは

工場を稼働できないほどであった。また、安全担当責任者は、従業員との信頼関係を構築

することが職場の安全を確保するうえで重要と考えコミュニケーションを積極的にとって

いる。そのような影響から、雇用主も危険な機械を従業員に使用させないという考えがあ

り、安全責任者が設計段階から関与するなど、機械メーカに対しても機械の安全性を要求

している。また外注業者に関してもセーフティープログラムの提出を求めるなど安全が企

業を選択する際の基準になっている。 
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4. 我が国産業界への適用検討 

 

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、OSHA の体制と活動内容の整理として前述した 2 章、3 章の知見を文化的側

面、制度的側面、運用的側面から総括し、我が国産業界において機械安全を促進していく

上で現状の課題を同様のフレームでまとめ、今後、我が国産業界へ適用を検討すべき項目

を抽出した結果をまとめた。 

 

4.1  米国の状況 

「安全に対しては Reactive ではなく、Proactive であるべき、これが達成できなければ、

世界に通じるワールドワイドなビジネスはできない。」この発言を代表するように、ワール

ドワイドで実績を挙げている米国の企業は、自主的にさまざまな安全に関する取り組みを

行っており、その活動を支えるツールとして OSHA が提供するインセンティブプログラム

等を活用していることが分かった。また、今回の米国現地調査でのヒアリング調査を通じ

て驚嘆したことは、労働安全衛生責任者の強烈な自負と責任・役割の明確さであった。労

働安全衛生の取り組みをうまく機能させるために、社員との継続的なコミュニケーション

と信頼関係を築くことが大切であると考え、マネージャーは常に作業場を巡回し、従業員

のアイディアを聞いたり、アドバイスを行っている。さらに、社内にとどめらず、同業他

社や関連会社に訪問して、安全に関する活動等のインタビューを行ったり、ディスカッシ

ョンし、自社とベンチマークを行っているとのことである。このように、権限と役割を与

えられ、社員から信頼されたマネージャーが自ら積極的に活動することで、運用的側面か

ら現場の安全性確保を推し進めることが可能であることを垣間見ることができた。 

一方、規制当局である OSHA はリソースが十分ではないことを認識しつつも、職場の安

全衛生を向上させるために VPP 等のインセンティブプログラムを提供して、企業の自助

努力を促進することによって安全性向上を促すとともに、危険性の高い職場を中心に監査

を実施し、違反している企業を公表するなど限られたリソースで効果的な活動を実践して

いた。 

このように、米国においては機械安全について規制機関および企業がそれぞれの立場か

らの取り組みが相乗効果を発揮していると考えられる。そこで、2 章で構築した仮説およ

び 3 章でまとめたヒアリング調査結果に基づき、本節では、米国において機械安全が推進
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されている要因について、規制機関の取り組み、企業の取り組みの視点から、文化的側面、

制度的側面、運用的側面に基づいて整理を行った。 

 

＜規制機関の取り組み＞ 

文化的側面 

・ 訴訟社会であるため、責任の所在が明確にされている。 

・ 政治家が労働安全衛生の政策に関与する。 

・ 労働者の権利および責任が明確にされており、労働組合における労働安全への意識

が高い。 

・ 労働安全衛生は、現場だけの問題ではなく、経営層を含めた会社全体の問題とみな

している。そのため、VPP 等においても経営層のコミットメントが強く要求されて

いる。 

制度的側面 

・ OSHA は労働安全衛生法（以下、OSHAct）に基づいて監査権が付与されて定期的

な監査がなされており、罰金を科すことができる強い権限を有する。 

・ OSHAct 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

いるが、OSHAct において参照されている規格・基準がリスクベースアプローチに

なっているため、職場の労働安全がリスクベースで確保されている。 

・ 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、企業名が名指し

て公表される。また、労働災害に関する情報が公開される。 

・ 事故を起した事業所に対する監査を強める枠組みとなっている。 

・ OSHA による監査には 2 種類あり、コンプライアンス監査と VPP 監査では監査方

法・形態が異なり、コンプライアンス監査は非常に厳格なものとなるため、VPP を

取得するメリットが企業にあるようになっている。（ただし、コンプライアンス監査

を全ての企業・事業所に実施することが出来ないため、効力の程度を評価すること

は現状できない。） 
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運用的側面 

・ VPP においても pre-use 分析が求められ、Safety through design の傾向である。 

・ VPP 等のインセンティブプログラムを設け、安全に関して努力している会社を認め

るとともに、入札等で有利になるような仕組みを設けている。 

・ 中小企業に対しても、SHARP 等のインセンティブプログラムを用意して無償でコン

サルティングを行うなど、サポートを行っている。 

・ OSHA の人的・金銭的リソースは十分ではないため、VPP などのインセンティブプ

ログラムを提供することによって、企業の自助努力を促進させて安全性向上への取

り組みをサポートしている。 

・ VPP 取得企業に対して、Annual Report を提出させ継続的な職場の安全性向上活動

を報告させるなど、VPP 取得後の安全への取り組みを維持させる枠組みも構築して

いる。 

・ インセンティブプログラムにおいて、安全性向上に関するベストプラクティスを共

有する場を提供することによって、安全担当者の安全への取り組みをサポートして

いる。 

 

＜企業の取り組み＞ 

文化的側面 

・ 訴訟社会であるため、責任の所在を明確になっており、経営層、安全責任者、従業

員などそれぞれの立場における安全性確保に対する責任と役割が明確になっている。 

・ 個人の権利を主張できる土壌があり、労働者の権利も当然確保されている。 

・ 労働組合も職場の安全に関して強い関心をもっている。また、VPP 取得に対する申

請においては、労働組合代表者の署名も必要であるなど、労働組合の職場の安全性

向上への関与が大きい。 

・ 基本的には安全性の確保こそが生産性の大前提であるという意識が極めて強く、安

 57



全性を向上させることが、品質や生産性の向上につながるという考えである。 

 

制度的側面 

・ 労働安全衛生に関しては雇用主の責任である。 

・ 安全に関する資格制度(CSP 等)が確立されており、安全責任者の重要性を認識してい

る企業が多いため、それらの資格を有する安全専門家の活躍するフィールドが確保さ

れている。  

・ 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、保険料が設定されており、保険料と事業所の安全性との関係が強

い。 

・ Sole remedy rule（単一給付制度）により、労災に対してメーカ企業が訴訟されるケ

ースが多く、機械安全が促進されている。 

運用的側面 

・ 安全性が確保されなければ生産性は無いというほどに安全を重要な課題ととらえ、

安全責任者の責任と権限を強化している。 

・ 違反や事故が公表されると、雇用主および安全責任者の責任が問われるため、導

入する機械の安全性に対する要求が強い。 

・ 事故を起こさないことで、保険料率が大きく低減される。（逆に、事故を起すと保

険料率が大きく増加される。） 

・ VPP を取得することで入札が有利になることや、VPP 取得企業の集会等による

安全性向上への取り組み事例が共有されるなどインセンティブが用意されている。 

・ 事故を起こすと新聞等で報道されると共に、事故を起こした企業に対する評判が

下がり、事業への影響が大きい。 
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4.2  我が国の現状 

我が国産業界に対して機械安全を促進する方策を検討する上で、米国での機械安全促進

の枠組みにおいて有効であると考えられるものを抽出して検討することは効果的なアプロ

ーチである。そのため、本節では、4.1 節と同様の枠組み（規制機関の取り組み、企業の

取り組みの視点から、文化的側面、制度的側面、運用的側面について分析）で有識者のコ

メント等に基づいて我が国の機械安全における現状を以下にまとめる。 

 

＜規制機関の取り組み＞ 

文化的側面 

・ 訴訟社会ではないこともあり、安全に関する責任が明確化されているとは言いがた

い状況となっている。 

・ 労災に関して、示談で済ませるケースが多々あるなど、労働者が権利を主張するケ

ースが米国に比べて非常に少ない。 

・ 労働安全衛生は技術的な問題と見なされる傾向にあり、政治家はあまり関与しない。 

・ 労働組合からの要求や要請によって、職場の安全性向上に関する法規・基準が作成

された事例がなく、職場における安全性向上への要求はあまり強くない。 

 

制度的側面 

・ 労働安全衛生に関して、米国における OSHA のように監査権が付与されて定期的な

監査を行う機関が存在しない。 

・ 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。 

・ 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、
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労働安全の体系化ができていない。 

・ 安全性向上への取り組みが評価される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。 

 

運用的側面 

・ 米国における VPP のような安全に関して努力している企業を認めるような枠組みは

ない。 

・ 企業にとって安全への事前取組みがインセンティブとして機能するようなプログラ

ム提供を実施していない、またプログラム提供していることが十分に周知されてい

ない。 

・ 労災保険の保険料率は個別企業ごとではなく、災害率等に応じて定められて業種で

固定されている。また、安全への事前取組みが評価されるようにはなっておらず、

事故発生の有無等の過去のデータのみに基づく評価となっている。 

・ 労災保険は労災の認定基準を満たしているかどうかのみが判断されて、補償される

が、労災が何故発生したのか、職場環境や使用している機械の安全性に関する問題

の有無は検討される枠組みがない。 

 

＜企業の取り組み＞ 

文化的側面 

・ 労働者に安全に対して権利があるという意識が米国の労働者と比べて希薄であるた

めか、労災は示談で済ませるケースが多く、個々の労働者が企業に対して訴訟を行

うケースも少ないため、機械安全への意識が高まりにくい。 

・ 労働組合から職場の安全性向上に関して要請されることが少ない。また、職場の安

全性向上に対して労働組合と協同で取り組むような枠組みはほとんどない。 
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・ 安全対策をコストととらえ、生産性の工場や品質の改善を優先する傾向がある。 

・ 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されにくく、全社を挙げて取り組むという風土が醸成されてい

ない。 

 

制度的側面 

・ 安全に関する資格が存在するも、安全責任者の責任・権限を高く設定している企業

は多くないため、安全に関する資格を有する安全専門家の活躍するフィールドが確保

されている状態ではなく、資格制度が十分に機能しているとは言いがたい。 

・ 業種で固定されている労災保険制度において、メリット制という過去の業務災害発

生状況に応じて一定の範囲（±40％）で労災保険率を上下させる制度があるものの、

過去の災害発生状況に基づく評価となっているため、安全への事前取組みが評価され

るようにはなっておらず、安全への取組みを促進させるインセンティブにまでなって

いない。 

・ 労災保険は、費用の勘定科目において、事業者負担の健康保険料、厚生年金保険、

雇用保険、と同様「法定福利費」に計上されていること、また、保険料の徴収等につ

いては、労働保険として雇用保険と原則的に一体のものとして取り扱われているため、

経営層から労災保険に対するコストが見えにくい（なお、保険給付は、両保険制度で

個別に行われている）。 

 

運用的側面 

・ 労働安全衛生の担当者が、人事部の管轄であったり、安全担当責任者の責任と役

割が不明確である。 

・ 現場の努力で機械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。 

・ 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
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保によるメリットを把握できない状況である。また、安全は当たり前という意識

が強いため、安全への取組みに対してインセンティブがあまりない。 

・ 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。 

・ 労働災害が社会的ニュースになることがほとんどなく、大きな事故程度しか報道

されず、また、労災に関して原因が公表されることもなく、機械安全に対する意

識が啓発される枠組みがない。また、企業において示談を含めて労災関連費用が

どの程度になっているのか等の情報公開がなされていない。 
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4.3  我が国産業界への適用性について 

 4.1 節および 4.2 節にて示した分析結果に対して、それぞれの視点および側面から比較

した表を表  4-1～表  4-6に示す。 

 OSHA が法律によって監査権を有しており、罰金を課すなどの強い権力を保有しており、

また、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、また、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を提供していることは、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一助となっていることが文献調査およびヒア

リング調査より明らかになった。 

 前述したように、米国現地ヒアリング調査に際して喫驚したことは、労働安全衛生責任

者の強烈な自負と責任・役割の明確さであり、安全性の向上なくしては生産性や品質の工

場はないという哲学のもと、権限と役割を与えられ、社員から信頼された安全責任者が積

極的に活動することによって現場の安全性向上が促進されていることを垣間見ることがで

きた。 

 すなわち、企業において安全責任者の地位が高く、明確な権限と役割を与えられ積極的

に活動することができるという土壌と、そのような安全責任者の活動をサポートする規制

機関のインセンティブプログラムの存在、安全への取り組みが不十分な企業に対する規制

機関の介入、これら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、比較表から有意な差があり、かつ、我が国の法体系や文化的背景を踏ま

えて、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、実現の容易性や効果の観点から優先順位を検討していくことが有益であると

思われる項目を以下にまとめる。 

 

 労働組合に対して安全性向上への取組みの重要性や方法に関する知識を

広め、機械の安全性を高めるための安全文化を浸透させる。 

 

 製造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。 
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 業界ごとにハザードを収集し、ハザードリストを整理するとともに共有

を図り、整理されたハザード情報に基づいて規制・基準を策定すること

や、ガイドラインを策定する等リスクベースアプローチによる機械安全

への取組みを促進する。 

 

 企業における安全への取組みを評価する枠組みを業界、もしくは政府と

して構築し、安全への取組みが評価されている企業に対して、優遇税制

措置、保険料軽減や政府調達に有利に働く等のインセンティブの導入を

行う。 

 

 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。 

 

 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。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。 

 

上記において、我が国産業界への適用性について検討すべきである項目として、安全へ

の取り組みを評価し、保険料率へ反映することを述べた。これは、米国では事業所の労災

状況によって保険料率が大きく変動することをヒアリング先全てから異口同音に述べられ、

ある企業では安全性への取り組みによって約 10 年で 2 割程度になったというコメントも

得られたことによる。なお、保険料率の査定方法については十分に調査できているとは言

いがたいが、安全への取組みは Proactive であるべきであるといった規制機関および企業

のコメントや安全への事前取組みが VPP 取得に際して評価されていることを踏まえると、

安全に対して事前の取組みが保険料率に反映されていると考えられる。そのため、我が国

において安全への取組みにインセンティブを与えるツールとして保険を検討する際には、

安全に対する事前の取組みを考慮する必要がある。 
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表  4-1 規制機関の取り組み比較（文化的側面） 

 米国 日本 

文化的側面 • 訴訟社会であるため、責任の所在

が明確にされている。 

• 政治家が労働安全衛生の政策に関

与する。 

• 労働者の権利および責任が明確に

されており、労働組合における労

働安全への意識が高い。 

• 労働安全衛生は、現場だけの問題

ではなく、会社全体の問題と見な

している。 

• 訴訟社会ではないこともあり、

安全に関する責任が明確化され

ているとは言いがたい状況とな

っている。 

• 労災に関して、示談で済ませる

ケースが多々あるなど、労働者

が権利を主張するケースが米国

に比べて非常に少ない。 

• 労働安全衛生は技術的な問題と

見なされる傾向にあり、政治家

はあまり関与しない。 

• 労働組合からの要求や要請によ

って、職場の安全性向上に関す

る法規・基準が作成された事例

がなく、職場における安全性向

上への要求はあまり強くない。
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表  4-2 規制機関の取り組み比較（制度的側面） 

 米国 日本 

制度的側面 • OSHA は労働安全衛生法（以下、

OSHAct）に基づいて監査権が付与

されて定期的な監査がなされてお

り、罰金を科すことができる強い

権限を有する。 

• OSHAct 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

義務付けられているが、OSHAct

において参照されている規格・基

準がリスクベースアプローチにな

っているため、職場の労働安全が

リスクベースで確保されている。

• 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、

企業名が名指して公表される。ま

た、労働災害に関する情報が公開

される。 

• 事故を起した事業所に対する監査

を強める枠組みとなっている。 

• OSHAによる監査には2種類あり、

コンプライアンス監査とVPP監査

では監査方法・形態が異なり、コ

ンプライアンス監査は非常に厳格

なものとなるため、VPP を取得す

るメリットが企業にあるようにな

っている。 

• 労働安全衛生に関して、米国に

おけるOSHAのように監査権が

付与されて定期的な監査を行う

機関が存在しない。 

• 「機械の包括的な安全基準に関

する指針」は、努力義務とされ

ており、法律上義務化されてい

ない。 

• 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

間に乖離がある。 

• 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。 

• 安全性向上への取り組みが評価

される制度が構築されていない

ため、機械安全に取り組む機運

が生じにくい。 
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表  4-3 規制機関の取り組み比較（運用的側面） 

 米国 日本 

運用的側面 • VPP においても pre-use 分析が求

められ、Safety through design の

傾向である。 

• VPP 等のインセンティブプログラ

ムを設け、安全に関して努力して

いる会社を認めるとともに、入札

等で有利になるような仕組みを設

けている。 

• 中小企業に対しても、SHARP 等の

インセンティブプログラムを用意

して無償コンサルティングなど、

サポートを行っている。 

• OSHA の人的・金銭的リソースは

十分ではないため、VPP などのイ

ンセンティブプログラムを提供す

ることによって、企業の自助努力

を促進させて安全性向上への取り

組みをサポートしている。 

• VPP 取得企業に対して、継続的な

職場の安全性向上活動を報告させ

るなど、VPP 取得後の安全への取

り組みを維持させる枠組みも構築

している。 

• インセンティブプログラムにおい

て、安全性向上に関するベストプ

ラクティスを共有する場を提供す

るなど、安全担当者の安全への取

り組みをサポートしている。 

• 米国における VPP のような安

全に関して努力している企業を

認めるような枠組みはない。 

• 企業にとって安全への事前取組

みがインセンティブとして機能

するようなプログラム提供を実

施していない、またプログラム

提供していることが十分に周知

されていない。 

• 労災保険の保険料率は個別企業

ごとではなく、災害率等に応じ

て定められて業種で固定されて

いる。また、安全への事前取組

みが評価されるようにはなって

おらず、事故発生の有無等の過

去のデータのみに基づく評価と

なっている。 

• 労災保険は労災の認定基準を満

たしているかどうかのみが判断

されて、補償されるが、労災が

何故発生したのか、職場環境や

使用している機械の安全性に関

する問題の有無は検討される枠

組みがない。 

 

 67



表  4-4 企業の取り組み比較（文化的側面） 

 米国 日本 

文化的側面 • 訴訟社会であるため、責任の所在

が明確。 

• 経営層、安全責任者、従業員など

それぞれの立場における安全性確

保に対する責任と役割が明確。 

• 個人の権利を主張できる土壌があ

り、労働者の権利も当然確保され

ている。 

• 労働組合が職場の安全に関して強

い関心をもっている。労働組合の

職場の安全性向上への関与が大き

い。 

• 安全性を向上させることが、品質

や生産性の向上につながるという

考え。 

• 安全に対する権利意識が米国の

労働者と比べて希薄であるため

か、労災は示談で済ませるケー

スが多い。 

• 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ため、

機械安全への意識が高まりにく

い。 

• 労働組合から職場の安全性向上

に関して要請されることが少な

い。 

• 安全対策をコストととらえ、生

産性の工場や品質の改善を優先

する傾向がある。 

• 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

して認識されにくく、全社を挙

げて取り組むという風土が醸成

されていない。 
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表  4-5 企業の取り組み比較（制度的側面） 

 米国 日本 

制度的側面 • 労働安全衛生に関しては雇用主の

責任である。 

• 安全に関する資格制度(CSP 等)が

確立されており、また、資格を有

する安全専門家の活躍するフィー

ルドが確保されている。  

• 事業所のリスク評価に基づいて、

保険料が設定されており、保険料

と事業所の安全性との関係が強

い。 

• Sole remedy rule（単一給付制度）

により、労災に対してメーカ企業

が訴訟されるケースが多く、機械

安全が促進されている。 

• 安全に関する資格が存在する

も、安全専門家の活躍するフィ

ールドが確保されている状態で

はなく、資格制度が十分に機能

しているとは言いがたい。 

• 労災保険制度において、メリッ

ト制があるものの、過去の災害

発生状況に基づく評価となって

いるため、安全への事前取組み

が評価されるようにはなってお

らず、安全への取組みを促進さ

せるインセンティブにまでなっ

ていない。 

• 労災保険は、保険料の徴収等に

ついては、労働保険として雇用

保険と原則的に一体のものとし

て取り扱われているため、経営

層から労災保険に対するコスト

が見えにくい。 
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表  4-6 企業の取り組み比較（運用的側面） 

 米国 日本 

運用的側面 • 安全責任者の責任と権限が強化さ

れている。 

• 違反や事故が公表されると、雇用

主および安全責任者の責任が問わ

れるため、導入する機械の安全性

に対する要求が強い。 

• 事故を起こさないことで、保険料

率が大きく低減される。（逆に、事

故を起すと保険料率が大きく増加

される。） 

• VPP を取得することで入札が有利

になることや、VPP 取得企業の集

会等による安全性向上への取り組

み事例が共有されるなどインセン

ティブが用意されている。 

• 事故を起こすと新聞等で報道され

ると共に、事故を起こした企業に

対する評判が下がり、事業への影

響が大きい。 

• 安全担当責任者の責任と役割が

不明確である。 

• 現場の努力で機械のリスクを軽

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。 

• 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。 

• 安全は当たり前という意識が強

いため、安全への取組みに対し

てインセンティブがあまりな

い。 

• 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。 

• 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。 

• 労働災害が社会的ニュースにな

ることがほとんどなく、また原

因が公表されることもないた

め、機械安全に対する意識が啓

発される枠組みがない。 

• 企業において労災関連費用がど

の程度になっているのか等の情

報公開がなされていない。 
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5. 提言 

5.1  提言検討のフロー 

 図  5-1に調査結果から提言に至るフローを示す。 

 2 章にて、文献等に基づいた調査から米国において機械安全が促進されている背景につ

いて OSHA の活動を中心に仮説を立て、仮説検証のためのヒアリング調査ポイントを抽出

し、3 章において、2 章にて抽出したヒアリングポイントに基づいて現地でヒアリングを

実施して米国における機械安全の状況を把握した。OSHA の体制と活動内容の整理として

まとめた 2 章、3 章に基づき、4 章にて米国において機械安全が促進されている背景につ

いて文化的側面、制度的側面、運用的側面から総括し、我が国の現状と比較して我が国産

業界への適用性の観点から今後検討すべき項目を整理した。 

 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、機械安全

促進方策として提言を行うとともに、今後、機械安全促進方策の具体的な検討において引

き続き WEB 等において注目しておくべき項目を示す。 
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図  5-1 課題整理のフロー 
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5.2  提言  

 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、

以下に 7 つの提言をまとめる。なお、これらの提言について、有効性・実現の容易性の観

点からどのようなステップで実現していくか等については、今後検討していく必要がある。 

 

1. 労働組合に対して安全性向上への取組みの重要性や方法に関する知識を広め、機械の

安全性を高めるための安全文化を浸透させるべきである。 

 

2. 製造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べきである。なお、リスクアセスメント定着に向け

た活動として、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など、リスクアセスメントを実施できる

人材の育成と活用をセットにすべきである。 

 

3. 業界ごとにハザードを収集し、ハザードリストを整理するとともに共有を図り、整理

されたハザード情報に基づいて規制・基準を策定することや、ガイドラインを策定す

る等リスクベースアプローチによる機械安全への取組みを促進すべきである。 

 

4. 企業における安全への取組みを評価する枠組みを業界、もしくは政府として構築し、

安全への取組みが評価されている企業に対して、優遇税制措置、保険料軽減や政府調

達・入札に際して有利に働く等のインセンティブの導入を行うべきである。 

 

5. 労災保険を、安全への取組みにインセンティブを与えるツールとして活用すべきであ

る。すなわち、現状のような過去の災害状況に基づくだけではなく、安全への事前取

組みを評価して保険料率に反映する枠組みを構築すべきである。また、労災保険につ

いて雇用保険とは別に徴収するなど労災に関わる費用が経営データとして見えるよう

にするなどの工夫が必要である。さらに、労災保険の運用益に関して使途を明確にし、

事故原因の追究や中小企業へのコンサルティングなどに注力するなど労働安全および

機械安全へ真摯に取り組んでいるという姿勢を表明すべきである。 

 

6. 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・
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事業所名、事故原因を追究して原因を公表すべきである。また、企業における労災保

険料や示談を含む労災関連費用について、会計情報を公開するべきである。 

 

7. 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。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。 

 

なお、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、機械安全促進

方策の具体的な検討において引き続き WEB 情報等注目しておくべき項目を示す。 

 

＜今後のチェックすべきポイント＞ 

 

I. OSHA の規制の動向 

 オバマ政権になり労働組合寄りになった労働安全政策のもと、どのような規

制に変革されていくのか。 

 具体的な規制強化策はどのようなものか。 

 これまでの課題をどのように解決していくのか。 

 

II. 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。 

 

III. 教育トレーニング 

 企業における安全責任者に関する現状および課題について。 

 教育・トレーニング成果の評価方法について。 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 11 日（月）13:00～14:20 

場所 Occupational Safety & Health Administration（アメリカ・ワシントンD.C）

 

１．OSHA の設立とアメリカの労働安全衛生行政に関して 

• 1972 年に OSHA は設立されたが、アメリカは、労働安全衛生に関する法律が施行さ

れたのが先進国の中で一番遅かった。イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンよ

りも法整備は、かなり遅れている状態だった。 

• アメリカには 50 の州があるが、州の権利というものを尊重しており、州で出来るこ

とは州で行うべきと考えている。連邦政府で規制するのは正しい方法だとは思ってい

ない。そのため、OSHA は妥協の末に設立された機関である。州レベルで労働安全衛

生が担保されるなら州に任せてしまう方がよいだろう。 

• 現在、25 の州において州 OSHA がその州独自の労働安全衛生プログラムを持ってお

り、残りの 25 州については連邦 OSHA が所管している。 

• アメリカには企業の事業所が約 600 万あるが、連邦と州の OSHA を併せて監査人は

2000 人しかおらず、1 年に 0.5%の事業所しか監査できていないことになる。そこで、

労働者の安全を担保するためには、「執行、実行、標準化、トレーニング、自主努力」

を組み合わせた活動が必要だと考えている。 

• （スタッフの数が少ないことからアウトソーシングの実施について聞いたところ、）監

査を外部に委託することは考えていない。州の OSHA では、オンサイトコンサルテー

ションという形でコンサルタントを雇っているが、監査は行っていない。 

• 家族経営で企業活動をしているようなところも多数あることから、全てを規制してし

まうのは難しいし、おかしいと思う。 

• OSHA は労働省の所管であり、NIOSH は CDC（疾病予防センター）の所管である。

そのため、まれに NIOSH の研究報告を参考にする程度で、OSHA と NIOSH の交流

はほとんどないといって良い。 

 

２．労働安全衛生に関する政治の関与 

• OSHA の政策には政治の力が強く働いている。日本も含め他の先進国では、労働安全

衛生というと技術な問題であり専門家による関与が強いと思うが、アメリカでは政治

家が労働安全衛生にかなり関与する。政治家の関与とは、OSHA の予算の決定に対し
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て関与すると言うことである。 

• 米国人は一般的に、政府に指図されることを嫌う。そこで、利益団体（経済団体、労

働組合など）は政治家を使って、ビジネスしやすいようにコントロールする。 

• ブッシュ政権では、企業寄りの考えを持っており、企業と OSHA はビジネスとして協

力し合って取り組んで行くべきだと考えていた。しかし、オバマ政権になってから、

労働組合側の意見が強く、予算も拡大され、企業のエンフォースメントと標準化を進

めるべきと考えているようだ。 

 

３．OSHA の活動の成果 

• 労働災害率は、1973 年では 11.3 人/100 人だったが、2007 年では 4.6 人/100 人と減

っており、統計的な面から見ると成功しているように見えるが、OSHA の取り組みの

影響で減っているかというと断言できない。複数の要因が影響していると思う。 

• OSHA の監査は、企業にとって脅威に感じており、一つの企業を監査するとその業界

にインパクトがあり業界として安全性が向上するようになっている。 

• OSHA の誕生／活動によって、安全意識が啓蒙され労働安全衛生に対する関心が高ま

っていると考えている。 

• 企業が安全の専門家を雇うようになり、労働安全衛生のコンサルタントがここ 30 年

間で増えている。 

• 労働災害率が減っている 大の要因として、産業の空洞化が考えられる。以前に比べ

れば危険な職場自体が減っている。石油・化学業界では、生産工程の自動化が進んで

おり、生産工程に労働者が携わらないのも関係している。 

• OSHA は、監査対象の企業を選ぶ際、事故発生率が高い企業を選ぶ。 

• 企業にとって罰金を支払うことはたいしたことではない。それよりも法律を破ったこ

と、危険な職場な企業であるとレッテルを貼られること、刑務所に入るなど懲罰を受

けることを恐れている。 

 

４．OSHA の課題 

• OSHAct が 39 年前のものであり、今の環境に合ったものではないと感じている。39

年前には、HIV、新型インフルエンザ、テロのことなど考慮しておらず、またエルゴ

ノミクス的観点からも作業環境も現在とは大きく異なっており、製造業におけるリス

クが変化していると感じている。このような中でどのように適用させていくか、チャ

レンジングなことだと思っている。 
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• 労働安全衛生に関わる予算は、製造業者が満足するほどの予算が確保されていない。

労働安全衛生に関する予算は、現在年間 5 億ドルで、労働人口は 1 億 2000 万人であ

るから 1 人あたり約 4 ドルということになる。（連邦政府のロバの飼育の費用は 1 頭

あたり 10 ドルで、それよりも安いと労働組合に批判されることもある。） 

• 懲罰に関して、連邦 OSHA の方が、州 OSHA よりも厳しい。そこで、オバマ政権で

は、州 OSHA の懲罰も連邦 OSHA レベルの厳しくすべきという意見もある。OSHA

の罰則に関するレベルの違いについて議会で議論されている事実もある。 

 

５．VPP に関して 

• 自主努力プログラムで代表的なものは VPP であり、VPP に取り組んでいる 2000 の

企業を時々、OSHA が監査している。VPP に取り組んでいる企業は、安全に関して

モチベーションが高いと感じている。 

• 企業が VPP を取得した後、そのレベルをどのように維持しているのか？についての

質問に対して、 

 VPP 取得企業に対しても Spot check を行っていること、また、VPP 取得企業で

あっても取り組みが不十分であれば、その企業の労働者から OSHA に苦情が寄せ

られることから、大きくレベルが落ちることはないと考えている。 

 ただし、VPP site で死亡事故が発生したことも確かであり、GAO や労働組合に

VPP 自体は不十分であると指摘されたこともある。VPP プログラムの改善・改

訂・向上を考えている。 

 また、VPP の剥奪は今まで行ったことはない。 

• オバマ政権は、自主的な取り組みに関して懐疑的であり、監査と執行を厳しくすべき

と考えており、VPP のモニタリングを強化していくこととなる。また、自主的なプロ

グラムには予算は付けない方針が考えられる。 

• VPP と PSM の間には関係はない。石油／化学工業では PSM を遵守する。基本的に

企業は全ての標準には遵守する。VPP 取得企業だからといって PSM に関する監査を

免除されることはない。（先方の担当者が PSM の専門家ではないため、詳しくは答え

られないとのこと。） 

 

６．機械安全に関して 

• 1972 年当時、業界の標準作成は政府主導で行ってきた。現在も、その標準は利用され

ている。なぜならば、標準を作成する際に、どの業界でも適用できるように、また出
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来るだけ汎用的な標準になることを心がけたからである。具体的には、一般機械のオ

ペレーション、パーツなどの標準を規定して（29CFR Part 1910 Subpart 等）、様々

なハザード情報を明らかにした。 

• 標準がなくハザード情報がカバーできていないものに関しては、ハザードを考えなく

て良いわけではなく、OSHAct に遡及して法律に反していないことを要求することに

より、安全性を担保している。（法律→標準と階層的構造になっている。） 

• 企業が機械安全に取り組むドライビングフォースとして、OSHA からの監査も一つの

要因と考えられる。またそれに加え、近年グローバル化が進み、他国の機械を導入す

る機会が増えている。その中には米国の法律に遵守していない機械もあるので、その

機械の安全性を担保するために米国の法律に遵守させることが企業として必要だから

である。 

• リスクアセスメントやリスクベースアプローチが企業に浸透しているのではなく、72

年に政府主導で標準を作成したように、様々な標準がリスクベースアプローチで作成

されており、それに基づきガイドラインやガイダンスが作成されて企業はそれを満た

すために、結果的にリスクベースアプローチになっているのだと思う。 

• 例えば、ロボットシステム導入に関しては、現状、OSHA の標準は無いため ASTD に

よってリスクベースの標準を作成しているところであり、今後この標準が遵守される

ことにより、ロボットシステムに関してもリスクベースアプローチになる。 

• 電気製品の安全性に関しては UL が大きな役割を担っている。 

• 労働安全ベースから機械安全ベースに変化している理由として、職場での生産性を上

げることや労災による保険料率の増加を回避するために、危険な機械であれば経営者

は購入しないようになっている。例えば、要求仕様書(RFP)において安全設計が求め

られており（ガード等が必ず付けることを要求しているなど）、機械安全に関してはユ

ーザの要求による影響も大きい。 

• リスクアセスメントに関しては、業界レベル、政府レベルで行い、それを基準にして

標準、ガイダンスを作成する。それを機械ユーザがメーカに要求し、メーカはそれに

従えば、世の中が求めている要求を満たしていると見なしている。 

• 米国は中小企業が非常に多いことを認識して欲しい。中小企業（機械ユーザ）は、一

般的に代々受け継がれてきた古い機械、中古の機械を利用している。中小企業の従業

員が自主的にリスクアセスメントを行うのは難しいだろう。自主的に行っているのは

大企業である。 

• 監査員が工場を監査する場合、まず、工場全体を見学して、危険性の高い場所をピッ
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クアップする。そして、その現場を分析し、さらにそこにある機械を詳しく分析する。

監査員は長年の経験で、機械のどの部分をチェックすべきか勘所を押さえている。 

• 機械のハザード情報をデータベースで収集したりはしていない。監査員は経験的に機

械のハザード情報を頭に蓄積しているため、データベース化する必要はあまりないと

考えている。OJT によって監査員の研修が行われているが、機械のタイプ・特性によ

ってどのようなハザードがあるのかについてトレーニングを行い、また OJT によって、

監査員の知見は伝承されている。 

• 連邦 OSHA と州 OSHA の間で、ハザード情報などの情報共有は行っていない。また、

情報共有もほとんどすることはない。 

• トレーニングに関しては、個別企業向けにカスタマイズして提供しているため常設な

ものはないため、WEB 等で公開していない。トレーニングの一例として、マシーン

ガードコースなどが存在する。 

• 個人的な意見であるが、アメリカの企業と日系企業とを比較すると、アメリカの企業

は 30 年前の古い機械を未だに使っており危険な職場も多数存在する、一方、日系企

業は、自動化が進んでおり工場が近代的で安全が確保されているというイメージであ

る。 

• EU の機械安全の取り組みは良いと思っている。しかし、EU の考え方は、アメリカ

の法体系が異なるため、そのまま受け入れることは難しい。米国では、Workers’ 

compensation や sole remedy rule が根底にあるため、雇用主の民事的責任しか追及

されないが、EU の場合は、機械安全指令によって雇用主への安全に対する要求が規

定されており、基本的な安全が担保されている。 

 

７．その他 

• OSHA の違反をすると保険料率が上がる。正確には、傷害疾病の事実が発覚すると、

危険な職場であるから、当然、保険料率は高くなる。 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 13 日（水）8:45～11:45 

場所 飲料製造業 A 社（アメリカ・ロサンゼルス） 

 

• 飲料製造業 A 社は、会社として連邦 OSHA の VPP にも認定され、ロサンゼルスサイ

ト（以下、当サイト）もカリフォルニア OSHA（以下、Cal OSHA）の VPP に認定

されている。 

 

１．連邦 OSHA の方針に対する Cal OSHA の動向 

• オバマ政権が OSHA の規制を厳しくするということに関しては、労働安全衛生担当者

としても実感している。例えば、統計的に事故率が平均よりも高い High Hazard の

サイトに対して監視を厳しくしていくという動きを感じている。 

• Cal OSHA は、連邦 OSHA の政策にコミットメントしているため、連邦 OSHA が規

制を厳しくしていくならば Cal OSHA も規制を厳しくしていくだろう。 

• Cal OSHA の News Letter から判断すると、Cal OSHA VPP に関して、予算を維持

するか、削減するかが話題になっている。そこで、Cal OSHA は政府に対して予算を

維持するように要望書を提出し、当社としても、Cal OSHA VPP を今後とも維持して

いきたいと考えているので、政府に要望書を提出した。 

• VPP は単に会社のためではなく、従業員のための重要なプログラムなので、予算を維

持して欲しいと思っている。 

• 2009 年、連邦 OSHA は VPP に関する予算を削減した。一般的に連邦 OSHA の予算

が増加する場合、政策としてコンプライアンスとエンフォースメントに焦点を当てて

いる。 

 

２．Cal OSHA VPP に関して 

２．１ Cal OSHA の VPP の認定、監査 

• （GAO の VPP に対する批判や VPP site でも死亡事故が起きている現状に対して）

Cal OSHA では、事故率が平均以上で非常の悪い場合や死亡事故が発生した場合は、

VPP site のリストから削除される。 

• 連邦 OSHA の VPP よりも Cal OSHA の VPP の方が取得するのが難しく、Cal OSHA

の監査の方が確実に厳しい。連邦 OSHA の VPP を取得するのは容易であり、連邦
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OSHA の VPP が要求することは 低限のことである。州によっては、それに加え、

self-certification として独自の規制があり厳しく監査される。 

• Cal OSHA の監査は、Cal OSHAの職員であり、監査を外部に委託していないだろう。

コンサルタントに関しても外部に委託していないと思う。当社が Cal OSHA に問い合

わせを行うと必ず Cal OSHA の職員が対応してくれる。 

• Cal OSHA VPP にはコンサルタント機能があり、3 年に一度、サイトに来て評価を行

う。 

• Cal OSHA の VPP には、スペシャルチームメンバー制度(以下、STM)というものが

あり、VPP 企業の中で能力のあるメンバーが選ばれる。これに選ばれると他社のサイ

トを監査する際（VPP 監査）に Cal OSHA の職員をサポートする形で同行できる。（ヒ

アリング先担当者は、トレーニングとラーニングの分野で Cal OSHA から能力が認め

られており、STM になっている。） 

• 制度上、同業他社の監査もサポートできるが、STM の一覧は監査先に事前に通告され

ており、監査される企業はメンバーの受け入れを拒否することも出る。 

• コンプライアンスの監査に関しては事前通告がないが、3 年に一度の VPP の監査に関

しては、事前に通告がある。また、コンプライアンスの監査では、STM は参加できな

い。 

• Cal VPP に参加していることのメリットの一つに、コンプライアンスの監査を免除さ

れることが挙げられる。 

• 当サイトを担当する Cal OSHA の VPP の監査員は、当サイトを VPP に認定した Cal 

OSHA 職員が 2003 年まで担当していたが、亡くなってしまったので、担当者が変わ

った。基本的に、監査員は担当者制で、変更はないと思われる。 

• 監査の際、OSHA の監査員は 2 名（担当者＋1 名）と STM で対応する。STM のメン

バーは毎年替わる。 

• OSHA の監査員のリーダは、監査経験が 10 年以上ある人である。経験が少ない人は

リーダにはなれないだろう。 

• VPP の監査は限られた時間のため、継続的な活動状況は見守れないので、結果的に断

片的な監査になってしまう。しかしながら、VPP には様々な要素が組み込まれている

ため、多面的にとらえられていると思う。 

• 当社では VPP を外部監査機能ととらえており社内の HSE(Health, Safety & 

Environment)の機能を強化している。 

• VPP に取り組むことは、従業員の労働安全衛生のモチベーションを維持することに役
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立っている。 

 

２．２ その他 

• VPP のサイトに認定されたからといって保険料率が下がるわけではなく、事故率が低

減された結果、VPP として認定されることから、結果として保険料率も必然的に下が

っていくだろう。そう言う意味で、VPP に認定されることと保険料率が低下するのは

相関関係がある。 

• PSM と VPP には直接は関係ないが、VPP を取得するためには、かなりの努力が必要

であり、PSM は化学工業関連に特化したものであり、当然取り組まなければならない。

そのため、PSM はある意味 VPP からみれば取り組みの一部と考えられる。 

 

３．OSHA の懲罰に対する民間企業のインパクト 

• （連邦 OSHA の一企業にとって OSHA の懲罰はたいしたことはないという意見に対

して）ホールディング、一企業としてみれば、財政的にはインパクトはないかもしれ

ないが、一サイトとしては大きなインパクトである。 

• 仮にサイトに対して懲罰が科せられた場合、マネージャーは職を失うだろう。そして、

安全に関する資格は失わないと思うが、個人の履歴としては残るし、社会的な信用も

失い、転職の際にバックグラウンドチェックに引っかかって再就職することはできな

いだろう。また、上司の業績にも影響するだろう。 

• 誰であろうとサイトで働く人全員が、安全に関して責任がある。 

 

４． 機械安全に関して 

４．１ リスクアセスメント 

• 当社ではリスクアセスメントのプロセスが決まっている。 

＜導入済みの機械に対して＞ 

 機械のガードを外してハザードを確認する。ハザードに対して「ゼロ・アクセス」

という考えのもとガードのデザインを行っている。 

 機械のハザードを写真に撮り、DB に保存している。そして、リスクをランク付

けして、継続的に機械のリスクを削減し続ける。 

 リスクが高い機械に関しては、生産性、コストに関係なく完全に停止させてリス

クが低減できるまで改造を行う。リスクが低減できるまで機械を完全に停止させ

るのは会社の規程による。 
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• 近の機械は厳しい要求事項に基づいてメーカに発注しているため、上記のようなリ

スクアセスメントのプロセスはとってない。 近の機械に関しては、厳格で敏速なプ

ロジェクト管理プロセスをとり、出荷時、現場でのインストールの前にプロジェクト

の範囲、設計での期待に対して設計基準との検証や、故障テストを行っている。 

• 社内独自に包括的な機械安全標準があるが、リスク状況などを考慮して常にアップデ

ートしている。 

• 古い機械に関しては、リスクの優先度付けして、リスクの高いものから修繕を行って

いる。 

• リスクアセスメントは、継続的した改善の作業である。3 ヶ月に 1 回は、特にハザー

ドの高い上位 3 レベルのリスクを低減し続けることに注力している。 

• リスクの評価するためには、被害の大きさ、被害の頻度を掛け合わせて評価している。

また被害の頻度の中には、シフトの中で何人が働いているのか、ハザードに対して暴

露される人が誰か、またその人数、どれくらいの時間暴露されるのか、またそのハザ

ードに対してどれくらいの頻度でアクセスされるのか、過去に似たような事故があっ

たのかを含めている。また、ハザードに対して既にコントロール（対策）がなされて

いるかどうかも評価項目の一つとしている。＜後日フォーマットを頂く予定＞ 

• リスクアセスメントの用紙のフォーマットは当社のサイト全て使用されている。 

• 被害の大きさ等の基準は、当社で決めている。 

• 従業員は 悪の場合、どうなるのかを想定してリスクアセスメントの用紙にチェック

してもらうようにしている。 

• （リスク評価のクライテリアの客観性を担保するために、どのようなトレーニングを

行っているかのという問いに対して）1 時間程度で事例をふんだんに盛り込んだパワ

ーポイントを活用した教育を行っている。 

 

４．２ 会社の方針 

• 致死率の高い機械、手足を切断してしまうような機械は、会社として一切購入しない。 

• 生産性、コストに関係なく安全を確保することは会社組織全体から要求されている。

安全が確保されていることが前提で生産性やコストの議論があると考えている。ただ

し、アメリカの企業でも安全よりもコスト、生産性を重視する企業はある。 

• 「安全、品質、生産性、コスト」は、マネジメントすべき重要な項目であり、一つで

も欠けてはいけないと考えている。これが達成できなければ、世界に通じるワードル

ワイドなビジネスはできない。 
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• 安全に対しては reactive ではなく、proactive であるべきだというのが会社の方針で

ある。 

• 従業員全てに安全に対する責任と役割があり、機械安全の実現において従業員の関わ

りは必要不可欠であり、オペレータースタッフ等にリスクアセスメントや日常的なチ

ェックを通じてオーナーシップを醸成させることに注力してきており、これが非常に

重要である。 

• 世界各国に飲料製造業 A 社関連の工場はあるが、国によって安全への取り組みは多少

のレベルの違いはあると思う。しかし、会社としては、すばらしいスタンダードを維

持してくことに取り組んでいる。 

 

４．３ 機械安全に取り組んだ動機と取り組み時の課題 

• 現在の取り組みを立ち上げるには、非常に多くの苦労と時間がかかった。 

 1993 年～94 年当時、Green/Red のボタンを押すだけという単純作業がメインで

あったため誰でも雇っていたが、事故率が非常に高くなった。現場経験が少ない

工場長であったが、事故率を下げることを目標にし、積極的に取り組むようにな

った。取り組みの一環として、新入社員に対してトレーニングを行うこととし、

トレーニングの定着度が高い高卒以上を採用条件に加えた。 

 機械安全に取り組み始めた当時、Cal OSHA にサポートを求めたところ、Reach

プログラムが紹介されたため、まず Reach プログラムを取り組み 95 年に認定を

獲得した。その年から VPP プログラムが開始され、当社は VPP に取り組み 1996

年、Cal OSHA から VPP の認定を受けた。 

 機械安全に取り組み始めた際、古い機械を修繕することから力をいれた。 

 

４．４ 機械安全に関する情報の活用と共有 

• 機械の情報、ハザード情報、リスクアセスメントの結果をデータベース化しており、

他のサイトとの間で限定的に情報を共有している。 

• 限定的な情報共有とは、他のサイトのデータベースは職位によってはアクセスできる、

例えば、本社のマネージャーはアクセスできるが、サイト間で直接データベース情報

を閲覧することはできないということである。 

• 少なくとも 4 週間に 1 回は、13 のシスターサイト全てのマネージャー間で電話会議を

行っている。その会議では、新しい機械を購入する際、他のサイトに同様な機械があ

れば、それに関するハザード等の情報を提供してもらったりする。 
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５． 安全に関する教育 

• 安全に関する言葉の定義からリスクアセスメント、ガードに関して 1 時間程度、座学

で教育を行っている。さらに 1 時間程度、作業現場で、座学で学んだこと実際に体験

させながら教育している。 

• 安全に関する教育は、新人に対しても行うし、1 年に 1 回、従業員全員に対しても行

っている。 

• カリキュラムは、ビジネスユニットリーダがトレーニングマテリアルを決定し、各サ

イトに提供する。それを活用して教育している。（トレーニング資料に関しても後日提

供していただけるとのこと） 

 

６． 他社との情報共有 

• 食品業界の工業会は全米に多数存在するが、当サイトでは、NSC(National Safety 

council)以外の工業会の活動にはあまり積極的な参加はしていない。他の工業会で活

動するのではなく、企業自体が大きいので、系列会社のネットワークを利用した社内

の会合に参加している。 

• 社内の会合では、OSHA が訪問したことや、基準が変更した程度の話はするが、OSHA

の監査の問題点などを議論したことはない。基本的に OSHA を信頼している。 

• 当サイトは、Cal OSHA VPPPA のメンバーであり、年 1 回の会合に参加している。 

 

７． 事故の報告について 

• 会社の内部では、些細な怪我でも報告することになっている。そして、その報告は全

て OSHA と年に 1 回、共有することになっている。 

• 報告の義務のある事故（死亡事故、2，3 人が入院するような事故、手足等を切断する

ような事故）は早急に報告することになっている。 

• 日本の無事故災害○○日というように、些細な怪我から大きな怪我まで全てが日数の

カウントに影響するのではなく、当サイトでは、アクシデント（大きな事故）のみ日

数のカウントに影響する「Safey day」という取り組みを行っている。アクシデントの

中には些細な怪我は含まれていない。 

• 従業人は数字を維持することではなく、些細な怪我に関しても、しっかりと報告する

ことが正しい行動であると理解させている。なぜならば、小さい事故を報告すること

で、大きな事故を防げるからである。 

• 報告があれば HSE(Health and Safety Executive)はすぐに対応する。HSE とオペレ
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ーターが歩調を合わせて活動している。その機能を維持するために、HSE が従業員に

些細なことでもすぐに報告することの必要性を理解させている。 

 

８． 内部告発について 

• 内部告発は会社にとって驚異だが、会社が従業員を守れない時点で会社が悪いと考え

る。従業員が職場の危険性等について、社内で自由に意見を言うことが出来ずに、

OSHA など社外に告発しなければならないような状況がある時点で、会社に問題があ

るということである。 

• 飲料製造業 A 社内では、匿名で意見を言える環境が整えられている。仮に、内部告発

があったならば、それは会社が労働安全衛生に対して機能していない証拠である。 

 

 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 14 日（木）13:00～15:30 

場所 機械製造業 B 社（アメリカ・ロサンゼルス） 

 

１． OSHA の動向 

• 連邦 OSHA の政策動向はよく分からないが、既に Cal OSHA の監査は、連邦 OSHA

の監査よりも厳しいため、連邦 OSHA の監査が厳しくなっても、それほど Cal OSHA

には影響が無いと考えられる。 

 

２． VPP に関して 

• VPP に対する不満は特にない。 

• VPP への取り組みに関するメリットとして、スペシャルチームメンバー制度（以下、

STM）のメンバーとして他社の監査に参加し、他社の良好事例を自社にも取り入れた

いと思っている。 

• 当社の Environment, Health & Safety Manager(以下、EH&S M)は、現在、サンフ

ランシスコで Cal OSHA のトレーニングを受けており、トレーニングが修了すれば、

彼も STM のメンバーに加わることが出来ると思う。 

• 当社の EH&S M は、Cal OSHA の推薦で、サンディエゴにある当社の関連企業に対

して労働安全衛生の取り組みを手助けするように依頼されている。 

• 詳しいことは分からないが、STM になるためには試験は無く、VPP が要求している

トレーニングがあるようである。 

• VPP を取得する前からも、トレーニングとして、2 年間ごとに 32 時間受けなければ

ならず、当社では 16 時間を 2 回（2 年）に分けて受講している。 

• VPP は安全性を確保させるための取り組み・枠組みの数ある手段の中の１つに過ぎな

い。会社としての取組み、保険会社やコンサルタントによる第三者による監査、政府

（地元政府含む）による要求などがほかにもある。 

 

３． OSHA の懲罰のインパクトに関して 

• 親会社からは、「資金を浪費しない」、「コンプアライアンス」、「環境に優しいこと」、

「安全であること」の 4 つの要素が求められている。そのため、サイトで事故が発生

すると、親会社から欠点がある会社と見なされるので、罰金は好まないし、事故が起
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きないように努力している。 

• 事故を避けるために、保険会社やリサイクル関係の会社、安全・環境コンサルタント

を活用した第三者監査を依頼している。 

• 仮に大きな事故が発生したら Wall street journal に載るだろう。小さな事故であって

も地元の新聞に載るだろう。 

• 企業で事故が発生すると地元政府の監査が増え、噂が立ち、地元地区での評判が下が

る。そうなると競合企業にアドバンテージを与えてしまい、ビジネス上の競争で不利

になる。 

• EH&S M は、少々の事故 1 回による懲罰であれば解雇されないが、その事故のレベ

ルが大規模であったり、事故が連続したりすれば解雇されるだろう。しかし、間違い

から学ぶことも大切だし、1 度で解雇するのは逆に従業員に対して恐怖を与えてしま

い良くないと考えている。 

 

４． 機械安全に関して 

４．１ リスクアセスメント 

• (OSHA が中小企業は、リスクアセスメントは出来ないだろうという見解に対して)中

小企業にとっては、資金不足でガードが購入できないなど十分に機械安全に取り組め

ていないかもしれない。 

• 当社は、リスクアセスメントとして Job Hazard Assessment（以下、JHA）を行って

いる。アセスメントはランキング形式になっており、リスクが高いほど、高い点数に

なっている。そして、ガードを付ける、装置を取り替える、プロセスを変えたりする

などの対策を採ってリスクを下げている。 

• JHA は機械だけではなく、プロセスも対象にする。機械によってはプロセスで、リス

クが異なり、対策案も異なる可能性が考えられるからである。 

• アセスメントの結果全てはデータベースに保存できていないが、マニュアル的なもの

を納めたデータベースはある。 

• JHA の結果は、関連会社と共有している。 

• （機械メーカに対する安全性の要求に関して）機械の設計開発段階から、当社のエン

ジニアが関与する。機械メーカが当社の安全性要求事項を参照し、設計しているかを

確認する。 

• 機械安全に関する当社のガイドラインがあり、メーカはそれを満たせば良い。また、

連邦 OSHA の規制、電気安全であれば UL、インターロックの有無等が満たす必要が
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ある。 

• 古い機械を購入する場合もあるが、コンサルタントを活用し、どのようなガードか適

切か検討してもらう。 

 

４．２ 機械安全に関する取り組みの歴史と事例 

• 安全に対するモチベーションは会社の文化である。 

• 準備期間も含めて VPP を取得してから 2 年半である。現在の親会社が 5 年前に当社

を買収した。その段階では、何も労働安全衛生に関するプログラムが無かった。 

• 親会社が買収してから、安全に関する取り組みはトレーニングを入れながら非常にゆ

っくりと始めた。安全に対する意識を醸成させるために、従業員にいろいろと活動に

関して提案させるようにした。 

• 機械を修理するという観点だけではなく、ハザードを認識させるというとこから始め

た。ハザードを適切に同定できた場合には、そのハザードを見つけた従業員に 25 ド

ルのギフトカードをプレゼントした。 

• セーフティービンゴプログラムを行った。これはチームに対して付与させるインセン

ティブであるが、ハザードを見つけた日にはビンゴ番号を与え、見つけられなかった

日にはもう一度ゼロからスタートにさせるなどをして、約 6 週間、一生懸命取り組ん

だチームには、250 ドルをプレゼントし、モチベーションを上げた。 

• 会社として様々な面から年間目標を設定しパフォーマンスレビューを行って、年間パ

フォーマンス報告書を作成している。その年間目標には、EH&S も含まれている。そ

して、その目標を達成することは将来に昇給、昇格にもつながっており、パフォーマ

ンスはデータベースにて管理されている。EH&S に関する目標は、GM と EH&S M

で決定する。 

• 目標の中には JHA の回数、達成率なども含まれるが、オペレーターではない社員は、

JHA に関わらないが、4 半期に一度に行われる内部監査の監査チームのサポートに携

わる。内部監査の指摘事項はアクションアイテムとなる。 

• 目標は、ラインと個人の両方で設定され、それぞれのレベルにおいて EH&S パフォー

マンスが含まれている。 

• 怪我して仕事が出来なかった日は、2005 年 9 月から存在しない。それ以降は、全く

事故がない。 

• 記録するべき怪我とは、通院の必要がある怪我、薬を処方した怪我、自分が今までや

っていた仕事よりも負荷が少ない仕事に異動させられるほどの怪我、ギブスを付ける
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ほどの怪我である。 

• 事故等の記録は、親会社が来て監査する。そして、ベースラインとギャップがあれば

正していく。 

• 当社は生産性を持続的に改善するプログラムとして 5S（日本語と同様）が採用されて

おり、これを満たすことで生産性が向上できると考えている。 

 Sort: Clearing the work area  

 Set in Order: Designating locations  

 Shine: Cleanliness & workplace appearance  

 Standardize: Everyone doing things the same way  

 Sustain: Ingraining the 5S's into the culture  

• 当社では、この 5S に Safety を含めた 6S で活動を行っている。 

• 名古屋を訪問したことがあるが、会社のプログラムや 5S や 6S の概念は、トヨタ自動

車の哲学の影響を受けている。 

• EH&S マネジメント、5S が出来ていなければ、生産性は達成できないだろう。とい

うよりも、安全性の確保こそが生産性の大前提であり、もし、安全な環境で作業でき

ないのならば、その作業は外注するだろう。自分たちよりも安全の取り組みの高いと

ころに作業を依頼する。 

• 同業他社や、関連会社との取り組みに対するベンチマークを行っている。ベンチマー

クとは、会社を訪問して、安全に関する活動等をインタビューしたり、ディスカッシ

ョンすることである。 

• 以前、フォークリフトで作業する際にシートベルトを付けない従業員がおり、バッチ

リーダというシートベルトをしないと稼働しないシステムにした。また、RFID とデ

ータベースを活用して、一定のトレーニングを受けていない人が乗っても稼働しない

ようにした。運転手、フォークリフトの動き（加速、減速、衝突）も履歴として保存

される。 

 

４．３ 成功の要因 

• EH&S がうまくいくためには、継続的なコミュニケーションが大切である。 

• マネージャーは常に作業場を巡回し、従業員のアイディアを聞いたり、アドバイスを

したりする。また、月に 1 度全体ミーティングを開催し、全員と面談する。 

• 年に 2 回、スキップミーティングとして、GM が他のマネージャー抜きで、現場の従

業員 10 人程度で 7、8 グループに分けて 2 日かけて面談している。 
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• 親会社からの要求を従業員全員に伝えるツールボックスミーティングを行っている。 

• OSHA のプログラムはあくまでも一部分にしか過ぎない。 

 

５． セーフティーマネージャーに関して 

• 当社の EH&S M は GM の直下に位置しており他のラインのマネージャークラスと同

等の権威を有しており、非常に尊敬されている。 

• 会社を買収する前は、EH&S M の地位が低かったため、プログラムの取り組みに時間

がかかった。今では、EH&S M の地位が高いことは誰もが認識しており、敏速にプロ

グラムが進むようになり、同時に活動の取り組みの重要性が従業員に理解された。 

• アメリカでも昔は、EH&S M の地位が低く、他で仕事が出来なくなった人が担当して

いた。しかし、Worker’s compensation の制度によって怪我しても給料を払い続けな

ければならないし、労災保険も高くなり、結果的に従業員全員が損をする。したがっ

て、EH&S に取り組まないと損をすることになるため企業は一生懸命取り組みを始め

た。 

• EH&S M は、そのような資格をある人を雇用する場合もあるし、社員から登用するこ

ともある。しかし、考え方がしっかりしており、正しく判断できる人でなければなら

ない。 

 

６． その他 

• アメリカでは機械を扱える専門職が減っている。だからこそ、JHA を行っている。そ

のため、プロセスが分かる人、機械を分かっている人、EH&S M の協力が必要である。 

 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 15 日（金）12:40～15:00 

場所 航空宇宙・防衛産業 C 社（アメリカ・ロサンゼルス） 

 

１． OSHA の動向 

• OSHA の動向について把握しており、今後、OSHA がコンプライアンスや取り締まり

に焦点を置くことに対して不満を持っている。 

• VPP は OSHA、会社、労働組合とのパートナーシップを大切にしており、会社に対

してもインセンティブを提供しているのにも関わらず、今後の OSHA の政策動向は、

従業員から見ると、逆行していると感じる。 

 

２． 労働組合に関して 

• アメリカの産業革命の歴史を見てみると、約 150 年前は、一般的に従業員の安全は考

慮されていなかった。そこで、労働組合は職場の安全を確保するために生まれた。 

• 当社には 6 つの労働組合があり、従業員の 15%が加入している。当社は、会社とユニ

オンの間で安全の考え方について共有しており、ギャップは無い。良好な関係が築け

ている。 

• VPP の Star site に認定されるためには、労働組合のトップと経営者全員のサインが

必要である。 

• 労 働 組 合 と 会 社 の 間 で 安 全 に 関 し て ギ ャ ッ プ が 発 生 し た 場 合 、

Environment,Health&Safety Manager(以下、EH&S M)が調整する責任があるが、

今のところ当社にギャップは無い。 

 

３． VPP に関して 

３．１ 選択理由 

• VPP を選択した理由は多数ある。例えば、外部からの会社に対する評価、完全に事故

を 0（ゼロ）にしたいという会社の目標、OSHA の全ての怪我は防止できるという哲

学を共有したいからである。これらを達成するには、経営者のみでは無理であり従業

員全員の関わりが重要であると考えたからである。VPP は、OSHA、労働組合、会社

のパートナーシップを大切にしている。 

• OSHA の要求事項は 小限であるが、VPP はより一層高い要求がある。 
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• VPP は EH&S マネジメントをコアとして、フレームワーク、哲学、要求事項が存在

する。これは当社の考えと一致しており、マネジメントシステムを通じてアクティブ

に事故をなくそうとしている。 

• 当社の事故発生率は下がり続けており、現在は VPP 取得時前の 62%に減少した。 

 

３．２ VPP のインセンティブに関して 

• （他社は、コンプライアンスの監査の免除を VPP のインセンティブと考えていると

いう問いに対して）もともと当社に対しては、OSHA からのコンプライアンスの監査

は無い。なぜならば、もともと大きな事故をほとんど無いからである。 

• 重大な事故があれば、それは会社の方針が間違っていると言うことであり、当然会社

が責任を取る。OSHA も会社の安全に関しては、会社が責任を持つべきであると考え

ている。 

• VPP のメリットはそれほど会社の手助けにはなっていない。社員にとっては、何か社

内で問題あれば、OSHA に告発できるというメリットがあることであろう。内部告発

があった場合は、Cal OSHA が会社に対してその事実を調査し、報告するように要求

する。 

• 当社にとって VPP の一番のメリットは外部に対する評価であると感じている。政府

にプロポーザルを出すときに、VPP に認定されていると有利になる。 

• 職場の安全性を担保するためには、会社自信の努力が必要であり、OSHA のプログラ

ムというのはそれを支える間接的なものである。 

• VPP の認定を受けることは、会社として VPP の哲学を受け入れることである。当社

としても今後も VPP をサポートしたい。 

 

４． VPP への不満 

• VPP に対する不満は、アセッサーのアセスメントプロセスが主観的である。アセッサ

ーは、別のプログラム（他社）の事例をベースに評価することがあった。スタンダー

ドプロトコール（チェックリスト）を事前に作成し、質問すべきと感じている。ミニ

マムな要求事項ほどアセッサーの主観が入りやすい。 

 

５． Cal OSHA に関して 

• Cal OSHA は連邦 OSHA よりもチャレンジングであり、誇りを持って活動している。 

• 当社規模の会社を監査する場合は、5～7 人ほどの監査員が 1 週間ほど時間をかけて監
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査を行う。その際、Cal OSHA の監査員はプライベートミーティングと言って、会社

を抜いて、Cal OSHA が労働組合のメンバーに対して、会社についてヒアリングを行

う。プライベートミーティングに関しては Cal OSHA は行っているが、他の州で行っ

ているかはわからない。 

• スペシャルチームメンバー制度(以下、STM)は、非常に良いことだと考えている。他

社の監査に同行することで、他社の優れたアイディアを習得することができるからで

ある。Cal OSHA 自体も十分な人員がいないので、STM の能力に頼っているようで

ある。 

 

６． 機械安全に関して 

• 職場のリスクアセスメントを行っている。当社には 100 のプロセス（レントゲン、イ

ンスペクション、オペレーション、メンテナンス等）があり各プロセスにおいて

Hazard Risk Assessment を行っている。 

 

６．１ 機械のリスクアセスメント 

• インダストリーハザードの一例として、人間工学、環境、電気、水等があり、一つの

プロセスに対して約 6~8 のハザードを確認している。そして、そのハザードから生じ

るリスクを定量化する。 

• リスクのスコアによって、追加のアセスメントが必要であるかを判断する。追加のア

セスメントが必要な場合、再度、深くリスクアセスメントを行い、リスクが下がらな

ければ、ガード、トレーニングを必要とするかを判断する。 

 

６．２ Job safety Analysis 

• 機械のリスクアセスメントを元に、Job Safety Analysis（以下、JSA）を行い、従業

員のプロセスを見ていく。そして、特定したハザードが低減しているかどうか、別の

コントロールデバイスを追加すべきかを検討する。 

• アセスメントの結果は、イントラネットに掲載され社内で公開される。 

• 外注業者が、あるプロセスで作業を行う場合、そのプロセスの JSA の結果を共有し、

その結果に従って作業を行ってもらう。 

• JSA でハザードを見落とさないように、オペレーターがアセスメントプロセスチーム

にアセスメントの結果を提出して、オペレーターとアセスメントプロセスチームでと

その結果を議論する。100 のプロセスのスコアに一貫性を持たす必要があるため、現
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場との信頼関係構築を心がけている。 

• アセスメントプロセスチームは、ハザード分析のプロである。 

• 仮にアセスメントが問題で事故が発生した場合は、何が問題であったか、リスクの定

量化に問題があったかを再調査する。 

 

 
図 機器導入の流れ 
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７． 安全文化に関して 

• リスクアセスメントのミスは発生するかもしれないが、アクティブにリスクに緩和す

るという強い文化を持っている。現在は、安全文化が根付いているが、文化を根付か

せるには非常に長い時間がかかった。 

• 1995 年に爆発を伴う大きな事故が発生し、従業員 2 人が無くなった。会社のトップ

が、より一層安全にフォーカスする文化を根付かせようとした、そこで、職場の安全

をマネージャーの責任にすることにした。同時に労働組合に、安全はマネージャーが

責任を持つことを宣言した。 

• 「話すだけではなく実行すること」が重要である。 

• 財務的な面だけでなく、安全もコアのビジネスバリューにし、スケジュール、質、財

務と同じく、またはそれ以上に安全を重視している。 

• 活動が、習慣になるためには 10 年かかった。そして 2005 年に VPP や EH&S の認定

を受けた。 

• 社内の安全に関する予算は、社内の他のプロジェクトよりも一番大きい。また、安全

でなければオペレーションはしてはいけないとしている。 

• 社内の安全に関する予算は、他のプロジェクトよりも一番大きいが、その中で優先順

位付けを行っている。 終的には General Manager（以下、GM）が結論を下してい

る。 

• GM に責任を委譲して、安全等の位置づけを高くなるようなシステム（制度）にして

いる。重要な問題は高い職位の人に権限を委譲する方が良い。 

• もし事故や環境面での問題があったら、GM は本社に行って報告する義務がある。 

• GM は安全に関する資格は保有していないが、ビジネスのリーダとして様々な知見が

ある。 

• アメリカでも会社によっては、安全の位置づけが低い会社もある。人事やオペレーシ

ョンを兼務して兼務しながら安全を担当している人もいる。それでは安全が担保でき

ない。しかし、VPP に認定された企業には、会社内で安全の位置づけが低い企業は無

いだろう。 

 

８． サプライヤー、外注に対する要求に関して 

• 機械を発注する際、サプライヤーが大企業であれば、安全性に関しては要求事項を示

す程度である。 

• サービス業や建設工事会社に発注する場合は、セーフティープログラムのレビューを
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行っており、テクニカルな面だけではなく、安全面も企業を依頼する際の選択基準に

している。 

• アメリカの建設工事会社には、安全を考慮していない企業が多々ある。 

• VPP を取得した企業として、外注のセーフティープログラム、トレーニングを監査す

る必要もある。 

• アメリカでも多くの会社には公式的な安全なトレーニングは存在せず、当社がレビュ

ーする際に、構築する企業もある。 

• VPP のベネフィットとして、当社は、他の約 140 の企業から協業しても良い会社とし

て認められている。 

• アメリカは EU の制度とは違い、機械メーカが全てのハザードに対して責任を取らな

くてもよいことになっている。一方でアメリカは、ユーザ企業の雇用主が、従業員を

ハザードから守ることになっている。 

• セーフガードが付けていない機械もあるので、ユーザがガードを付けたりすることも

ある。 

• 機械安全に関する社内規格も整備してある。 

• 当社には、大卒、大学院卒の社員もいるが、当社で機械のことを一番わかっているの

はオペレーターである。そのため、従業員間の交流も大切にしている。 

• 機械設備導入のステップは、購入→設置→承認（ハザードアセスメント）の三段階で

ある。 

• オペレーショングループが新しい機械を購入する場合、EH&S M に申請をする。そし

て、EH&S M が機械のハザードを確認し、ガードの必要性を確認している。また、

EH&S M は、作業場に機械を設置することにも関与している。 

• EH&S M がサインをしなければ、その機械を稼働させることはできない。 

 

９． 機械メーカと機械ユーザの責任と役割に関して 

• 機械メーカ、サプライヤーは、オペレーターの作業マニュアルは当社（機械ユーザ）

に提供するが、リスクアセスメントの結果は提供しない。 

• リスクアセスメントの結果をユーザに提供することは、アメリカの製造物責任の法律

で要求されていない。 

• 当社でも製品を開発し、リスクアセスメントを設計段階で行ってはいるが、社内で行

う JSA ほどは行っていないし、アセスメントの結果を納品先には提供しない。 
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１０． その他 

• 米国で Volvo が、「安全性が高い」と、車の宣伝をしたら、他の自動車会社も安全だと

宣伝し始めた。その結果、一般消費者から見れば同じに見えてしまう。さらに、一般

消費者向けの製品の場合、安全だからといって売れるとは限らない。一般消費者向け

製品の安全性をランク付けしたコンシューマーレポートがあっても、購入者の所得に

よって、安全性を極めて重視する人もいれば、1 段階安全性は低くても安いものを選

ぶ人もいる。 

• 産業機械の場合は、コンシューマーレポートのようなものが無いので、米国でビジネ

スする場合、営業の担当者が、積極的に自社の製品の安全性が高いことを訴えること

が必要であろう。 

 

 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 18 日（月）13:30～15:30 

場所 食品製造業 D 社（アメリカ・ロスバノス） 

 

１． OSHA の動向 

• オバマ政権に変わったが、OSHA の政策の変化は感じていない。仮に、OSHA の政策

が変化しても、企業レベルで変化を感じるまでには時間がかかるだろう。 

• 当社は、Cal OSHA の管理下にある。Cal OSHA はもともと連邦 OSHA の要求レベ

ルよりも高いので、カルフォルニアにある企業は、連邦 OSHA の要請は十分満足して

いるのではないかと感じている。 

• （オバマ政権ではコンプライアンスとエンフォースメントに焦点を置くということに

関して）オバマ政権では、OSHA に限らずあらゆる面でコンプライアンスという言葉

を使用しているが、オバマ政権のいうコンプライアンスの内容は、環境、エコの面で

あり、労働者の安全ではないと考えられる。 

• コンプライアンスといっても一言では説明することは難しい。時代によって常に変化

するし、何が起こっているのかをつかむのは非常に難しい。現在のところ具体的には

感じられない。 

• 近の地方レベルの法案の動向として、大気汚染の改善を目的したボイラーの規制が

厳しくなった。 

• 近、連邦 OSHA の食品安全の管理に対して厳しくなった。今までは、人体に有害な

物質を入れてはならないというような要求だったが、食品添加物一つ一つに対しても

口を出すようになった。 

• 健康面で、作業者の環境に関して管理するよう OSHA からいわれている。単に職場で

の健康面でなく、社外での健康面も気を遣い、健康面で作業に影響が出ないように注

意するようにいわれている。社内に関したことであっても管理するのは難しいこと、

非現実的な要求があったりもするが、出来る限り 新の技術を用いて取り組んでいる。

また、社外の健康面に関しては、社員教育しかないと考えている。そのために福利厚

生や地元のヘルスセンターと提携している。 

 

２． OSHA の懲罰に関して 

• ペナルティを課されたときの財務的なインパクトはかなりある。しかし、金銭的な問
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題以前に社員の安全が十分に確保できていないという時点でインパクトが大きい。 

• （ヒアリング先担当者は食品製造業 D 社に入社して約 11 年になるが）11 年間で

OSHA の監査は 1 回しかなかった。そのとき細かい指摘事項があり、その結果に対し

て当社は交渉を行った結果、結局 5,500 ドルのペナルティを支払うことになった。し

かしながら、その指摘事項は極めて瑣末なもので本質的ではなかった。例えば延長ケ

ーブルがテープで床に固定されていなかったなど、そのようなことで罰金を支払うこ

とになる。OSHA の懲罰には、2 度と違反をしないようにという意味合いがあるとは

思っている。 

• 11 年間で 1 回の OSHA 監査だけでは、労働者の安全は確保されないと思う。もし、

もっと危険な職場があるとしたら、その会社の労働者は非常に不幸であるし、OSHA

の監査の頻度は十分でない。 

• OSHA の監査の頻度・インパクトは当社においては問題ではない。それ以上に、内部

監査、保険会社等の第三者の外部監査、顧客から職場の衛生面、安全面の外部監査が

頻繁にある。そのためにも当社ではポリシー、手順、プログラムを作成し、常に取り

組んでいる。OSHA 以外の監査は年一回必ずあるので、10 年に 1 回来るか来ないか

の監査のために取り組むよりも、もっと厳しい監査の要求に応えている当社は、他社

よりも職場の労働安全衛生面に力を入れているだろう。 

• 食品製造業 D 社は、日本にある本社の哲学に基づいており、全体の哲学、ポリシー、

手順、プログラムも日本とほぼ変わらないと考えられる。しかし、カルフォルニアに

ある工場のため、カルフォルニアの法律や連邦法の要求も満たさなければならないの

で、その点は若干異なる。例えば 9.11 テロ以降に制定されたバイオテロ法案への対応

などが挙げられる。 

 

３． 機械安全に関して 

• 当社の機械は、世界中から新品の機械を購入している。日本の機械を見た経験がある

が、 新の機械なのにキルスイッチ（非常停止ボタン）が付いていないものがあり驚

いたことがある。そのため、カリフォルニアの法律、連邦法に従ってキルスイッチ付

けるなど機械を改造し、ラインに導入した。 

• 以前は、後付けによる安全対策がほとんどであり、自分達で改良していたが、現状で

は機械を購入するとき、設計開発段階から当社の安全担当者が関与しており、安全性

に関する要求をしている。新しいから良いだろうと思って導入すると、あとでガード

を購入するなど追加の安全対策で費用がかかる可能性もあるからである。 
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• 近は設備の設計を行っていないが、以前、設備を導入するために世界中のメーカか

ら製品を購入した。その際に、各メーカにアメリカの要求事項を理解させるのは非常

に難しいと考えたため、メーカに対してとにかく設備を作って納品してもらい、当社

がアメリカの法律を満たすように改良した経験がある。 

• 設備を導入したら Job Hazard Analysis を行う。また、機械にキルスイッチ、カバー

が付いているかを確認し、対策が必要なものは対策を行う。 

• 法人として保険に入っており、一般の保険と Worker’s compensation の制度の保険に

入っている。そのため、保険会社からしてみれば、危険な職場であったり、顧客が事

故を起こして欲しくないため、定期的に監査に来てアドバイスしてくれる。保険会社

としても顧客の職場の安全に貢献したいと考えている。 

• 保険会社のコンサルティングサービスは無料であるが、その分、莫大な保険料を払っ

ている。連絡すればすぐに駆けつけてくれるし、連絡しなくても年に 2 回は訪問して

くれる。 

• 現在、日本の損害保険会社 F 社に加入している。彼らのリスク分析は非常に優れてお

り、損失コントロールというリスク分析を行ってもらっている。 

• 当社に訪問してくるコンサルタントは、損害保険会社 F 社の社員ではなく、外部のエ

ンジニアである。彼らは企業を退職した人などで、その実績を活かしたコンサルティ

ングを行っており、様々な保険会社から外部委託という形で雇われている。 

• 保険会社の選択に日本法人は関与していない。アメリカの保険ブローカが関与して、

彼らが様々な保険会社をリサーチし、食品製造業 D 社は日本企業の米国法人だから、

保険会社も日本の企業の米国法人が適切ではないかと提案してくれた。それと同時に

当社の要求事項を満たしてくれたのが、たまたま損害保険会社 F 社であったからであ

る。 

• 2007 年、アーカンソー州にある企業を買収したが、現在、当社とポリシーを統合調整

中である。アーカンソー州はカルフォルニア州に比べると非常に規制が緩く、非常に

危険な機械やポリシーでも通ってしまうところである。そのため、カリフォルニアと

同等の安全性を確保しようと努力しているが非常に苦労している。 

 

４． VPP に関して 

• 当社は安全を 重要なものとして考えている。しかし VPP に加入しない理由を端的

にいうと、OSHA の VPP に加入することは、会社のリスクマネジメントという観点

からリスクが高いと考えているからである。すなわち、VPP に加入することは常に
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OSHA の管理下に置かれる状態になり、それを当社には不必要だと思っている。また、

VPP への加入は、金銭的な面も含め何の報いのない制度と感じている。 

• OSHA の VPP は、もともと問題のある会社に作られたものであると感じている。し

かし、当社は問題のある企業ではなく、自分で安全に取り組め企業だと思っている。 

• VPP に加入している企業の過去の履歴を確認すると良いだろう。個人的な意見として、

その企業は過去に大きな問題を起こした企業か、OSHA に膨大な罰金を支払った経験

がある企業ではないだろうか。また、その企業の業界が OSHA から目を付けられてい

る業界であり、そのリスクを回避するために VPP に加入して罰金を 小限に抑えよ

うとしているかもしれない。 

• OSHA の監査員も完璧ではなく、監査員も専門がある。例えばその監査員が電気だと

すると、電気安全に関してしか指摘せず、それ以外の安全性には言及しない。そのた

め OSHA の監査があっても、職場が安全になるとは限らない。 

• OSHA の監査の有無に関わらず、安全性の向上が大事であり、オペレーターもエンジ

ニアも保全担当者も社員全員が安全に関して知ってもらい、取り組むということが大

切である。そのためにも機械の安全性の確保と人の教育の両方から取り組んでいる。 

• 当社では、職場の安全性確保のために様々な取り組みを行っており、会社内部から自

発的に取り組むことが一番大切なことであると考えている。VPP は外部評価を良くす

るためを目的とした安全の取り組みであり、会社内部から自発的に取り組んだ、本当

の安全を目的としたものではないと考えている。 

 

５． 安全性と生産性に関して 

• 安全に対するモチベーションは、「安全無しで作業は出来ない」という食品製造業 D

社の哲学であると思う。安全であることは、怪我による経費が低減されることから財

務上も非常に健全な状態になる。 

• 生産性と安全性はバランスが大切である。どんなに安全であっても、非生産的であっ

たり、品質が落ちてしたりしまえば意味がない。ものを作るときには、生産性、安全

性、質などのいろいろな要素のバランスが必要であるが、食品製造業 D 社の場合、重

み付けすると、一番目は安全であり、二番目は品質、三番目は効率である。 

 

６． 社内での安全の取り組みに関して 

• 事故や怪我に関しては、常に何が起こっているか注目することが重要である。小さい

ことの積み重ねが大きな事故につながる。そのためにどんな些細なことでも記録をと
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り、それがどのように成長するか、なぜそのようになるのか原因を調査する。 

• コミュニケーションが重要である。もし危険があったらそれを是正しようと、あらゆ

るレベルの社員間同士でコミュニケーションをとる「しゃっくりプログラム」という

インセンティブプログラムを持っている。社員であれば、社内で危険だなと思ったこ

とは、セーフティーボックスという提案箱に提案したり、上司に報告できるシステム

がある。それを安全担当者が検討し、その良い提案を行った提案者の写真を掲示して

表彰し、5 ドルのギフトカードをプレゼントしている。 

• 安全担当者は提案者の提案を確認するが、それに対して解決策は提案しない。提案者

自らが考え、安全に対して関与してもらうことが大切だと考えている。 

• 「全ての事故は防げる」プログラムを行っている。当社には、年俸で雇われている社

員と、時給で雇われている社員がいるが、両社員とも、自分の勤務時間に対して 1 時

間あたり 10 セントをこのプログラムに貯金することになっている。1 年に 2 回、時給

で雇われている人に払われることになる。毎日毎日、安全に対して努力をすれば、報

酬が増える制度を設けている。ただし、記録になるような事故があると、その事故か

ら 2 週間は貯金が貯められず、仮にロスタイム（怪我等で仕事を休まなければならな

い日）が発生したら貯金が０に戻る。 

• 現在、無事故の日は 130 日あり、 後にロスタイムが発生してからは 790 日という記

録を持っている。 

• 怪我が発生した場合、軽い作業しか出来なくなるので、その間、安全に関する教育を

うけたり、安全に関する書籍を読んだりビデオを見たりする。また、起こした事故に

関してなぜ事故が起きたのかについてスピーチを行わせたりする Light duty を課し

ている。 

• これらのインセンティブプログラムは、当社の安全担当者が考えた。日本から導入し

たものではない。また、保険会社から何か Light duty を行ったらどうかと提案があっ

たが、具体的な中身は当社が考えた。 

• 様々な活動は、安全担当者だけではなく、経営陣、会社全体で取り組んでおり、理解

されている。 

• 会社が生き延びるためには安全は不可欠である。そのためにも作業者の安全を確保す

るためには安全担当者は重要であり、また現場との信頼関係が構築できなければ、会

社は存続できないだろう。 

• これだけ安全に取り組むのは、カルフォルニアや連邦政府の要求に応える義務がある

のと、 近もカルフォルニアで労災保険の制度が改正されたが、労災の保険料が莫大
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であるため、安全がしっかりと確保されれば無駄なコストは削減できると考えている

からである。 

 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 19 日（火）13:00～14:30 

場所 半導体製造装置製造業 E 社（アメリカ・サンフランシスコ） 

 

１． 機械安全の取り組みに関して 

• 研究・実験設備に設置してある半導体製造装置は研究目的のため、カバー等が外され

ている。そのため、取り扱いに関して追加のトレーニングを行っている。これは、半

導体製造装置製造業 E 社の決まりである。 

• 社内では、トレーニングや、経営者と従業員との間で意見交換を行うセーフティーミ

ーティングを行っている。 

 

２． VPP に関して 

• Cal OSHA の監査員は専門的であり、徹底的に監査を行ってくれる。 

• OSHA の監査のインパクトはそれほど無い。その理由として、当社の作業は、高電圧

や化学薬品を扱うものの、他の産業（建設業等）に比べると安全と考えられるからで

ある。また、顧客の要求が厳しいため、OSHA の要求はそれほどでもないのでインパ

クトを感じないのかもしれない。 

• VPP を取得する前の 1990 年代の終わりに、OSHA の監査で指摘され 15,000 ドルの

罰金を支払ったことがあったが、環境保護庁の罰金に比べれば金額的にはそれほど大

したことは無いと思う。ただし、これをきっかけに VPP を取得しようと考えた。 

• VPP を取得する前、当社は小さな会社であり、安全プログラムが不十分であった。1990

年代に会社は急成長して大企業になったが、従業員の意識は、まだ小さい企業のまま

であった。しかし、この意識のまま経営していくと後に大事故に繋がるのではないか

と懸念して、VPP 取得に取り組み始めた。 

• 当初、VPP を取得することは難しいと考えていたが、当社に対して価値のある目標を

提供してくれたと考えている。 

• コンサルタント料が発生しないのも魅力的だった。 

• 2000 年に怪我人が発生する事故があった。 

• VPP によって、社員の意識が変わったとは思えない。 

• ヒアリング先担当者が安全の責任者となって、 初に取り組み始めたのは、目に見え

る活動であった。例えば、ヒアリング先担当者自身が積極的に会社内のミーティング
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に参加したり、CEO の工場見学を行った。幹部たちも口で言うだけではなく、一緒に

活動するようにすることで、従業員の意識も変わってきた。 

• 会社の幹部たちの前で、Cal OSHA の方に VPP のプレゼンテーションを行ってもら

った。その結果、VPP という目に見える目標が定まったと考えている。 

• アニュアルレポートにもVPPに再認定されたことやOHSAS18001を取得したことを

載せている。 

• VPP だけではなく OSHAS の監査や外部監査、内部監査を含めると月に 1 回は何らか

の監査を受けている。 

 

３． 安全担当者に関して 

• 意識変革が起こったのは経営者が変わってからである。ドットコムブームが弾けて、

会社の経営にかなりの打撃を受けた。そして、リストラが行われ CEO や幹部陣が変

わった。その当時、ヒアリング先担当者はエンジニアリング部門にいたが、安全担当

者に選ばれた。 

• ヒアリング先担当者が安全担当者に選らばれた当時は、安全担当者の地位は低かった。

安全担当者に対する考え方が変わったのは、1990 年代の終わりに OSHA の監査で罰

金を支払ってからである。それまでは、設備管理責任者が安全も兼ねていた。しかし、

設備管理責任者は、安全のことは知らなかったし、それほど安全に対しても意欲的で

もなかった。 

• ヒアリング先担当者は ASSE(American Society of Safety Engineers)の安全マネジメ

ントの講習を受け、安全の担当者になった。そして CSP(Certified Safety 

Professional)も合格した。もともと PE(Professional Engineer)の資格を持っていたた

め CSP は比較的容易に合格できた。 

• ヒアリング先担当者を安全の責任者に選んだ上司は、過去に自分の部下で労災事故に

あった人は誰一人もいないということを誇りに持っており、その記録を伸ばしていき

たいと考えていた。労災の恐ろしさを知っている人だった。 

• 前の経営陣も安全を意識していなかったわけではなく、故意に安全を無視していたわ

けではなかったが、それ以上に求めているものがあったのだと思う。 

 

４． 製品の設計開発に関して 

• 当社は、米国、欧州、日本、韓国、中国のメーカ向けに半導体製造装置を製造してい

るが、国によって安全性要求事項のレベルが異なる。強いて言えば、中国の要求事項
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は低いが、欧州と日本の要求レベルは高いと感じている。欧州と日本とを比較すると、

ある面では欧州の要求レベルが高いが、別の面では日本の要求事項が高いこともあり、

一概にどちらの要求事項が高いとは言えない。 

• 日本のメーカは、安全性要求事項として絶縁にターミナルを使うことを要求している

が、ターミナルを使うことで安全性が高くなるかは若干疑問である。 

• 当社の製品は、EN 規格と半導体工業団体である SEMI（Semiconductor Equipment 

and Materials International）のガイドラインの安全性要求事項を満足している。 

• SEMI のガイドラインではリスクアセスメントが必須である。また、EN 規格と SEMI

のガイドラインに基づいた認証を受ける必要があるためリスクアセスメントを行って

いる。当社は、欧州の認証機関の米国支社で認証を受けている。 

• 認証は部品単位でなく、モデル単位で行っている。モデルチェンジをしたら再度全て

の認証を受けなければならない。 

• 半導体製造装置を購入するメーカは 20 社程度と限られており、世界各国のメーカに

向けた製品を作らなければマーケティング上、致命的である。当然、欧州のメーカ向

けにも製品を作らなければならず、そのため EN 規格を満たしている。 

• （取引先から機械の納入に際してコスト削減のためにカバーやガードを取り払うこと

を依頼されたことがあるかという問に対して）、そんなことは全く無い。その理由とし

ては、半導体製造装置製造業 E 社の製品は約 9000 万円～約 1 億 5000 万円もするも

のであり、カバーやガードをいくつかはずしたところで金額的に対して変わらないか

らではないか。 

 

５． その他 

• 以前、当社は年間 400,000 ドルの保険料を支払っていたが現在では 72,000 ドルであ

る。 

以上 
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平成 21 年度 米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 

日時 平成 21 年 1 月 24 日（火）14:30～15:30 

場所 State of California Department of industrial relations 

Cal/OSHA Consultation service（アメリカ・サンフランシスコ） 

 

１． Cal OSHA に関して 

１．１ Cal OSHA の組織概要など 

• Cal OSHA の予算の 80%～85%は連邦政府からの予算なので、連邦 OSHA の政策が

変わるならば影響があるだろう。 

• Cal OSHA の規制のコンセプトとして連邦政府と少なくとも同等でないといけない。

連邦 OSHA の規制をスタートライン、ベースとして Cal OSHA の規制を作成してい

る。 

• コンサルテーション部門とコンプライアンス部門はカリフォルニア州に点在している

が、同じ地域にあっても両部門のオフィスも異なり、情報交換はあまり無い。ただし、

VPP の認定を出すときに何か問題が発生したときの問い合わせ窓口は、コンプライア

ンス部門の人であり、その内容をコンサルテーション部門と共有することもある。 

• コンプライアンス部門は District マネージャーが統括し、コンサルテーション部門は、

Regional マネージャーが統括している。しかし、両者を 終的の統括しているのは

Cal OSHA のチーフである。 

 

１．２ VPP に関して 

• Cal OSHA が VPP の認定をするときには Title8 を使用しており連邦法は使用してい

ない。 

• VPP は、安全と衛生に関してすばらしいプログラムを持っている会社を認めるもので

あり、既存のプログラムを良くするものではない。 

• VPP のメンバーになると予定されているコンプライアンスの監査を免除するという

メリットはあるが、監査が全くないわけではない。 

• VPP の要求項目として、毎年外部監査を実施するという項目がある。なお、外部の監

査に関しては保険会社等でもよいし、親会社などの関連会社による監査でも良い。 

• VPP に認定されたサイトの社員が内部告発したり、重篤な事故が発生したりした場合、

監査して状況を調査する。その際、サイトの全体を監査するのではなく、告発された
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内容に関連することや事故が発生した箇所のみ監査する。このような告発が OSHA の

コンプライアンス部門に来た場合、コンサルティング部門にも連絡が伝わる。 

• Cal OSHA は VPP の認定を取り消したことはある。その例として、ビジネス自体を

止めたサイトや、非常に深刻な指摘があったにも関わらず、再監査で改善が見られな

かったことが理由で取り消されたことがある。 

• （VPP を取得した企業のレベルを維持するための仕組みはあるのかという質問に対

して）VPP に認定されると、そのサイトは、毎年 2 月 15 日にアニュアルレポートを

出すことが要求される。VPP のサイトとして、どのような改善活動を行ったのかを具

体的に何を行って、どのような改善があったのかを報告しなければならない。このア

ニュアルレポートを通じて、継続的な改善をどのように行っているのかについて

OSHA がチェックしている。また 3 年に一度はサイトを訪問して、実際に改善されて

いるかチェックを行っている。 

• Cal OSHA では毎年、ベストプラクティスミーティングを開催しており、VPP のサイ

トに集まってもらい、そのサイトの取り組みを発表してもらっている。VPPPA でも、

ベストプラクティスの情報交換を行っている。このような活動を通じてよりよい安全

対策を推奨し VPP メンバー間で情報共有し、安全性向上を促進している。 

• アニュアルレポートの監査は莫大な時間がかかる。チームで分担しあって監査を行っ

ている。STM はアニュアルレポートの監査は関与できない。プリビジットやメンテリ

ングでは、STM のメンバーだけで行うことが出来る。 

• VPP を取得することは、安全や衛生面のプログラムを見直すだけではなく、業務プロ

セスを見直すきっかけにもなり、財務的にも改善された事例がある。 

• 今のところ、VPP に対する要望は聞いたことがない。 

• VPP にはプリユース分析が要求されており、機械を使用する前にリスクを分析するこ

とが求められる。 

 

２． スペシャルチームメンバーに関して 

• スペシャルチームメンバー（以下、STM）になるための要求事項として、VPP に認

定されたサイトのメンバーでなければならない。また、VPP のプロセスを理解してい

ることが必要で、オンサイトレビューやプレビジットの概要を知っていることが必要

である。また、VPP に認定されたサイトのメンバーには STM になることを Cal OSHA

として働きかけている。 

• スペシャルチームメンバーの志望者は 3 日間のトレーニングを受けることになってい
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る。 

• STM になるためには安全関連の資格は特に必要なく、VPP のプロセスを理解してい

れば十分である。 

• 安全担当者だけではなく、希望すれば施設管理担当者でもSTMになることが出来る。 

• VPP に認定されたサイトの代表者はカリフォルニア州の州法である Title8 のトレー

ニング受けることを Cal OSHA は期待している。 

• 連邦OSHAにもSGE(Special Government Employee)というSTMと同じ制度がある。 

 

３． OSHA のチームメンバーに関して 

• 多くのチームメンバーは、Cal OSHA のコンプライアンス部門出身者である。コンプ

ライアンス部門からコンサルテーション部門に異動し、VPP の担当になる場合もある

し、コンプライアンス部門から直接、VPP 担当になることもある。 

• ヒアリング先担当者は、コンピュータメーカで 30 年勤務し、後半の 15 年はセーフテ

ィーエンジニアを担当した。そしてコンピュータメーカを退職してから、試験を受け

て合格しCal OSHAに就職した。コンピュータメーカ時代にVPPの取得に関与して、

STM にもなった。 

 

４． その他 

• 29CFR Part 1910 とカリフォルニア州法の Title8 は、産業分野の対象が若干異なる。

29CFR Part 1910 では製造業であるが、Title8 ではそれに加え建設業等も含まれる。 

• OSHA の規制において、規制が策定された当初においては企業においてガードや安全

防護をどのように設置するかということに注力されていたが、近年においては製作後

にガードを付けるのではなく、デザインフェースで安全を担保するというステージに

移行していると感じる。また、VPP においても pre-use 分析を求めていることからも

規制的な動向としても Safety through design に移行している。 

 

以上 
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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、米国におい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、米国の取組み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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