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[要 約] 

本事業では、国際的にも EU が特に先行している機械設備の安全の状況について WEB・

文献調査を行い、その結果に基づいて仮説および仮説の検証ポイントを 2 章に示した。EU

現地ヒアリング調査結果を 3 章に示し、4 章にて機械安全に関する EU の状況および我が

国の状況について文化的側面、制度的側面、運用的側面から分析した結果を示し、5 章に

我が国における機械安全の推進に資する機械安全推進方策としての提言をまとめた。 

 

1. 調査研究の目的 

EU においては、ヨーロッパの地域規格である EN 規格を、国際規格である ISO/IEC 規

格として展開することまでを考慮し、戦略的に標準化に対して取り組んでいる。我が国と

しても、今後さらに進むと考えられる産業のグローバル化に対応するために、EU の環境・

標準化政策について調査を行うことが必要とされる。特に、国際的にも EU が特に先行し

ている機械設備の安全の状況については、我が国の産業界における機械安全を促進するた

めの方策を検討するにあたって、調査を行うことが必要とされる。 

本調査研究では、EU の環境・標準化政策について調査し、それらが我が国およびグロ

ーバル企業に与える調査について分析、対応策をとりまとめ、情報提供を行うために、特

に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 EU の状況について調

査を行い、我が国における機械安全の推進方策を検討する基礎データとしてまとめること

を目的とする。 

 

2. EU における労働安全政策の動向（事前検討） 

2.1 EU 

EU における法令の体系として、規則、指令、決定、勧告、意見があることを整理し、労

働安全政策に関する基本的な法令は、指令として立法化されていることをまとめた。 

労働安全に関する指令として特に重要な指令としては、機械指令と労働安全の枠組み指

令があり、それぞれの指令の背景と内容について調査を行い整理した。 

 

2.2 ドイツ 

連邦共和国であるドイツでは、連邦と州の双方が立法権・行政権・司法権を有し、連邦

の所轄事項は基本法に列挙された事項に限られる。基本権では、専属的立法権、競合的立

法権、大綱立法権に立法権が区分されている。外交や防衛など国家の生存に関わる事項や

郵便や電気、航空交通など、全国家的な意思決定が合理的とされる事項の専属的立法権は
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連邦に与えられている。競合的立法権に区分されている事項に関しては、連邦と州の双方

に立法権があり、連邦は国家内の法的・経済的均質性を保持する必要性が高いとされる場

合に限り立法権を行使できる。労働関係法規、企業経営組織、職業安全及び職業紹介、社

会保険及び失業保険はこの区分に分類される。しかしながら実際には、連邦が広範に立法

権を行使し、州が行政権を行使するという慣習になっている。立法に関しては中央集権的

であり、行政に関しては連邦主義的であると考えられる。 

EC 指令は基本的な枠組みを定めたもので、国内法の整備の方法に関しては各国に委ねら

れている。ドイツは法律の新設や改正によって対応し、EC 指令を厳格に国内法化する傾向

にある。 

労働保護法は EC 指令を国内法化し、指令の実施に資するために制定された。事業者に対

する労働安全衛生体制の構築や責任、労働者の義務と権利などに対する規定を含め、労働

安全衛生全般を扱っている。 

 

2.3 フランス 

ドイツと同じく大陸法系の成文法主義を有するフランスでは、関連する法を体系的にま

とめて文章化し、法典（code）が形成されている。フランス革命以降、国家統一と近代化

を目して行政、立法、司法権力の組織化が図られ、中央集権体制がとられた。国家の制定

する法律・法規は、全国に適用される。 

憲法に定められた法律事項に関しては国会が制定権限を持つが、それ以外の領域に関し

て首相令・大統領令（デクレ）を出すことが可能である。また、労働法、社会保障法の領

域は、法律で基本原則を示し、行政が詳細を定める形がとられている。デクレには政令に

あたるものと法律と同等の効力をもつデクレ・アン・コンセイユ・デタの２種類がある。

また、大臣令や県知事令などはアレテとして出され、これらの法律的効果をもって、上位

の法を補完している 。アレテによって裁量の範囲は狭められている。また、最高裁判所に

あたる破毀院による判例が法的効果を持ち得ることもある。破毀院社会部の判例では、使

用者は労働契約に基づく責務としての安全配慮義務を負っているとされている 。また破毀

院刑事部では、事業者の一般的な安全配慮義務を認めてきており、法的蓄積が EC 指令によ

って国内法に法典化されたといえる。 

労働安全衛生については、ドイツと同様に、労働関係機関と社会保障関係機関が二元的

に管理する設計になっている。労働法典の第三部の中で事業所内組織である労働安全衛生

条件委員会（CHSCT）の設置と職務に関する規定がある。ドイツでは職域組合や法定労災保

険組合の役割が重要であるのに対し、フランスでは同委員会が大きな役割を担っている。 
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3. EU における労働安全に対する取組状況（EU 現地調査） 

3.1 調査概要 

EU の特にドイツとフランスについて、労働安全政策および企業の労働安全に対する取

組の動向に関して、以下のような点に着目してヒアリング調査を行った。 

＜政策の動向＞ 

 ドイツ及びフランスにおける労働安全政策の動向 

 リスクアセスメントの法的な位置付け 

 機械設備使用開始にあたっての認証等の要求状況 

 労働安全推進のための産業界に対する方策 

 企業に対する監視 

 

＜産業界の動向＞ 

 労働安全に対する企業のドライビングフォース 

 行政によるインセンティブ方策の内容と効果 

 安全性確保に向けた人材育成の方法 

 機械設備の安全性確保に向けた取組の動向 

 

3.2 訪問先 

EU 現地調査は 2月 15 日から 24 日の 9日間、ドイツ、フランスにおいて、行政機関 3機

関、同業者保険組合 1機関、民間企業 3社、に対してヒアリング調査を実施した。 

 

3.3 ヒアリング調査結果 

製造事業者が使用する設備の安全性確保 

 生産工場で使用する機械設備の安全性を確保する責任については、基本的には機

械メーカにある。機械メーカが CE マークを貼付することが必要。 

 多数のロボットが連携して動く生産システムの場合には、システムエンジニアリ

ング会社がインテグレータの業務を行っている。 

 インテグレータは、ドキュメント作成者とも呼ばれており、設備全体の CE マー

クを宣言するために、全てのドキュメントを整理することが求められる。 

 機械そのものの安全対策は限界に近づいてきている、という認識もあり、作業現

場におけるヒューマンエラーによる事故を防止する活動を開始している企業もあ
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る。内容としては、安全専門技術者や管理者が、現場の作業者と一緒に実際の作

業状況を観察し、問題点を指摘し対策を検討する活動である。我が国の多くの企

業で実施されている安全パトロールと同様の取組であると考えられる。 

製造事業者による機械設備の改造 

 すでに導入済みの機械設備について、製造事業者が改造を行うことは通常行われ

る。ただし、改造された機械設備について、CE マークを宣言できるように、必

ず必要なドキュメントが作成される。 

 改造は、生産技術が行うこともあれば、社内の機械設備製造部が行うときもあれ

ば、外部の業者に依頼することもある。 

 機械メーカによるリスクアセスメントの結果は、通常は機械ユーザには提出され

ない。リスクアセスメントの結果を必要とする機械ユーザは、調達時の契約によ

り結果提出を要求している。 

機械設備に対する認証とリスクアセスメント 

 機械設備に対する認証は、機械指令で要求された機械については行われているが、

それ以外については、ほとんど自己適合宣言で対応しているようである。 

 自己適合宣言を行うにあたっては、リスクアセスメントは当然実施することとし

て行われている。 

 バイエルン州では、OHRIS という労働安全マネジメントシステム（内容的には

BS 18000 と基本的同じ）を構築し、州内の企業に取得を推奨している。その中

に、リスクアセスメントの実施も含まれている。 

労働安全に対するドライビングフォース 

 労働安全の企業にとって、第一のドライビングフォースは国の規制という認識は

共通している。万一の事故の場合は、刑法にのっとって会社は罰せられる。その

ため、企業は、最適な条件で、できるだけ良い労働保護を、コストをできるだけ

抑えて実現したいと考えている。 

 ただし、労働安全を積極的に活用しようという企業の意識も高く、労働安全を推

進する要素として、以下のような点があげられた。 

 国の法律である刑法による罰を避けることができる。 

 事故をおこす確率を減らして保険の掛け金を下げることができる。 

 広報の面から、企業のイメージを良くすることができる。 

 官庁、営業監督署へのイメージもよくなり、協力して仕事ができるようになる。 

 会社の仕事における支障の発生を防止できる。代わりの人間を手配の必要など。 
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ドイツの労災保険制度 

 ドイツの労災保険は、職業別に組織された同業者保険組合（BG）により運営され

ている。今回訪問した BGM は金属加工業に関する保険組合であるが、自動車製

造業、自動車整備業も含まれる。 

 BGM の業務としては、予防、リハビリ、損害賠償の 3 つであり、保険に直接関

わる業務の他に、予防として安全の教育に力を注いでいる。 

 労災保険の掛け金は、5 年ごとに見直しが行われることになっている。労働災害

の発生率が低ければ、保険料の割引が行われるが、その大きさは±10%であり、

それほど多くはない。 

 BGM のとして、国際標準化、地域標準化への参加、安全に関する研究開発プロ

ジェクト、機械安全に関する認証を行っている。 

ドイツの安全に関する教育と資格制度 

 安全に関する教育は、業種ごとの BG と、BG の中央組織の研究機関である IFA

（BGIA から名称変更）により行われている。大学の教育ではなく、職業教育と

して行われている。BGM では年間 50,000 人の教育が行われている。 

 安全専門家という資格制度があり、BG が提供する 2～3 年の教育コースを、普段

の業務を行いながら受講し、4 回程度の試験をパスすることで資格を取得するこ

とができる。 

 企業の規模により、従業員の中に安全専門家が規定の人数以上いることが、法律

で求められている。中小企業では、外部から安全の専門家を定期的に呼ぶことで

も良いことになっている。 

ドイツの労働安全政策の動向 

 GDA（The New German Labour Protection Strategy）として、労働保護の政策

についての見直しが進められようとしている。これは、EU の労働保護に関する

委員会から勧告を受けたことをきっかけとしたものである。 

 ドイツの企業は、政府機関と BG の両方から重複して監視されているとみられ、

実際、人材やリソースの使い方の面で無駄があった。 

 国内労働保護会議により全体の方針と方策を決め、それを BAuA（労働保護及び

労働医療省）が推進しようとしている。2008 年から 2021 年までの目標と指標に

ついて決議されている。 

フランスの労災保険制度 

 フランスの労災基金は、他国と同様に、フランスの企業から強制的に徴収される
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保険料により運営されている。基金のうち、95%が労災発生時の補償に使われ、

残り 5%が予防のための活動資金として使用され。 

 保険の掛け金は 1 年に 1 回査定されることになっている。基本的には、過去 3 年

間の事故発生率により計算される。 

 1 年に 1 回年金基金の組織が企業の監査を行い、危険が高いと考えられる作業に

対して勧告を行う。勧告に対して対策がとられない場合には、最高 200%まで掛

け金を高くすることができる。ただし 100%以下に割引されることはない。 

 通勤時の事故に関しては、安全な通勤方法を実践している企業に対しては、その

部分の労災保険の掛け金が、最高で 87%引きになる制度がある。 

 

4. 我が国産業界への適用検討 

EU における労働安全への取り組みについて、事前検討と現地調査で得られた知見につ

いて、文化的側面、制度的側面、運用的側面から総括し、我が国産業界において機械安全

を促進していくために、今後我が国産業界へ適用を検討すべき項目について、EU の状況

と我が国の状況を比較して整理した。 

規制機関の取り組みについての比較を EU と日本について行い、次に、企業の取り組み

についての比較を EU と日本について行った。 

 

5. 提言 

5.1 提言の検討 

本調査研究では、事前検討として、EU における労働安全政策の動向について、ドイツ

とフランスを中心に文献調査を行った。その結果を 2 章に示した。 

文献調査とこれまでの日機連で行われてきた事業からの知見も含めて、EU における現

地調査で確認すべきポイントを検討し、3 章のはじめに示した。EU の組織を訪問してヒ

アリング調査を行った結果については、3 章の後半に示した。 

2 章、3 章の調査結果に基づき、4 章に EU において機械安全が促進されている状況につ

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

の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。 

５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、継続して注目しておくべき事項について示

した。 
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5.2 提言 

EU における機械安全に対する取組を参考として、国際市場で通用する機械安全のレベ

ルを確保するための方策の検討に向けて、以下の提言としてまとめた。これらの提言につ

いて、有効性、実現の容易性の観点から、優先度を踏まえて実現していくかについては、

今後更に検討を進めることが必要とされる。 

 

1. 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を務める安全

に関する専門の教育やトレーニングを受けた安全専門家の資格設立、活動の場

の提供を行うなど、リスクアセスメント実施のための人材の育成と活用の推進

をセットで進めることが求められる。 

2. 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を促進する

べきである。 

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

立し、安全学と法律を理解できる人材の育成・確保を行う。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。 

4. EU の状況から考えると、以下の事項について検討を進めることが必要と考え

られる。 

 製造現場で使用する機械設備については、機械安全国際標準で要求する

レベルを満足することを義務付けることが必要と考えられる。また、そ

のことを継続して監視する仕組み、使用者に変わって基準への適合を証

明する仕組みが必要と考えられる。 

 製造現場に設置された機械設備について改造を行った場合には、それが

機械ユーザによるものでも、機械メーカによるものであっても、改造後

の状態についてリスクアセスメントを実施し、リスクが高くなっていな

いことを確認し、変更内容とリスクアセスメント結果を変更管理の規定

に基づいて記録することを、何かしらのルールとして適用することが必

要と考えられる。 
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 企業内における安全性確保を担う安全専門家を、企業の規模に応じて必

要人数を配置する制度が必要であると考えられる。また、従業員数の少

ない企業に対しては、外部の専門コンサルティングの支援を受けること

でその代わりと認める仕組みが有効であると考えられる。 

 企業内の安全性確保に対する取組に対して、もっと社会の注目を高めて

いく試みが必要であると考えられる。そのためには、労働災害の死傷者

数の情報だけでなく、企業名、事業所名、事故原因を追究して公表する

試みも必要と考えられる。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も、企業の情報公開対象としていくべきと考えら

れる。 

 

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、引き続き注目しておくべき EU のポイントを以下に示す。 

 

＜今後チェックすべきポイント＞ 

I. EU の規制の動向 

 EU の労働安全、機械安全に関しての動向と、各国の国内法制果の動き。 

 EC 機械指令の整合規格の追加、変更については、我が国産業界にも直

接影響があるため、事前の情報収集が必要とされる。 

 職場におけるリスクアセスメントの実施をどこまで徹底するのか。その

ための標準化を進めるような動きがあれば特に着目する必要がある。 

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。 

 事前の安全対策の取組に対して、どのように査定して保険料に反映して

いるのかは、今後も着目していくことが必要と考えられる。 

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。 

 ドイツの BG の教育コースは、エキスパートから初心者まで幅広い対象

者に合わせたコースが用意されている。実際の設備で体験しながら学習

することが可能であり、我が国の安全教育にも参考になると考えられる。 
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