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当会は、経済産業省、財団法人ＪＫＡ及び関係団体のご協力を得て、「機械安全の標準化事

業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。 

これは、機械安全の国際標準化活動における国内審議団体としての使命を果たすとともに、そ

の普及活動を通じて我が国における機械安全の確保に貢献しようとするものであります。 

機械安全は、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の発足を契機に、関連するＥＮ規格が制定され、

これに基づく国際規格化が進められるなど、世界的にもその重要性が認知されグローバル化が進

んでおります。 

我が国においても、平成 18 年の労働安全衛生法の改正により、機械設備に対するリスクアセス

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

全性確保に国際標準の考え方を取り入れた取組が浸透しつつある状況になってまいりました。 

こうした義務的な情勢に対応しながら企業経営と一体化した機械安全の取組が、企業競争力

に繋がると経営者層に認識され、安全を確保する義務感からの脱却を図ることが重要と考えられ

ます。機械安全への取組を普及させるため、人材育成、欧米における法体系、認証制度、技術者

資格制度、機械安全マネジメントシステムなど、多くの議論、調査を実施してきました。 

平成２１年度に議論した義務的な情勢への対処、守りとも言えるファーストフェーズから、本年

度は攻めとも言えるセカンドフェーズとしての積極的な機械安全への取組について調査、検討を

実施いたしました。 

本報告者は、企業が機械安全へ取り組む一助となるよう、取り纏めたものです。 

本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

            平成 23 年 3 月      社団法人日本機械工業連合会 

会 長 伊 藤 源 嗣 
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は じ め に 
 

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。この体系化された考え方が、最近で

は、欧米はもとより、日本を除くアジア諸国においても浸透している。 

我が国の機械産業が、今後も国際市場をリードしていくことは勿論のこと、我が国の産業事故の

削減に貢献していくためにも、機械の安全性を確保し国際安全標準の考え方に対応していくこと

が必要である。それを推進するため、人材育成、欧米における法体系、認証制度、技術者資格制

度、機械安全マネジメントシステムなど必要不可欠な課題の討議を重ねてきた。 

機械工業界を取り巻く情勢も中国や韓国等、機械安全への取組を強化し法整備も進めている

状況もあり、アジア域内での協調政策も視野に入れるべき段階にきているかもしれない。 

機械安全への取組は強制法規やコスト等の面から積極的な方策にはなりづらかったが、製品

の安全や生産現場における安全性確保が企業価値を向上させ、企業競争力にも繋がる可能性

を視野に入れた次段階への方向性を検討してきた。 

本報告書は、機械安全への取組が義務的な作業から脱却し次なる段階へ進むべきと捉え、守

りの姿勢での取組をファーストフェーズとし、今後のより積極的な攻めの安全となるセカンドフェー

ズの検討を取り纏めたものとなっている。 

本報告書が、製造業の経営者層に対して、機械安全への取組の重要性をより深く理解して頂く

一助となることを期待する。 

 

機械安全実現へのセカンド 

フェーズに関する検討部会 

主査 佐 藤 昌 良 
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1. 調査研究の目的 

機械安全国際標準の基本規格である ISO 12100-1、ISO 12100-2 が実際に発行されたのは

2003 年であるが、その規格の形が見えてきた 1999 年には、機械技術者向けの雑誌で特集が組

まれている1。その特集のタイトルは、『黒船来襲！ 「安全」が開国迫る』という、なかなか刺激的な

ものであった。階層的な規格構造により、安全性確保の基本的な考え方から詳細な基準までを漏

れなく定義し、安全に関する責任を明確にしていく、という考え方が、日本の機械産業に対してい

かにインパクトがあったかの表れであると考えられる。 

それから約 10 年が経過し、機械安全の ISO/IEC 規格は、安全の基本概念から個別機械の安

全性にいたるまで、体系化された標準としてさらに充実され、最近では、欧米はもとより、アジア諸

国においてまで浸透している。我が国においても、平成 18 年度の労働安全衛生法（以下、労安

法）の改正に伴い、ISO/IEC の機械安全基本規格の考え方に基づく設備機械のリスクアセスメン

トを努力義務化するなどの取組が進められるとともに、（社）日本機械工業連合会（以下、日機連）

を中心に機械安全推進の活動が進められてきた。 

現状においては、機械安全普及に必要なインフラの定義にはじまり、平成 20 年度までに実施

した人材、教育・資格制度、法体系、認証制度等に関する活動をファーストフェーズとして整理し

た上で、次段階に移るためのセカンドフェーズを検討する時期にきていると考えられる。本調査研

究は、それらを実現していくために、平成 21 年度に実施した調査研究及び現状の分析を踏まえ

て、今後の活動方策を検討2することを目的とする。 

 

                                                  
1 もう一つの機械安全国際標準の基本規格である ISO 14121 は 1999 年に発行されている。 
2 平成 21 年度 機械安全の実現のための促進方策に関する調査研究報告書（II） 
－機械安全実現へのセカンドフェーズに関する検討－ 
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/list/list_21.html 
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2. 検討部会の開催 

本調査研究の目的を達成するために、機械安全に関する有識者から構成される機械安全と企

業価値に関する検討部会（以下、検討部会）を組織し、以下に示す 6 回の検討部会を開催し検

討を行った。 

 第 1 回 平成 21 年 6 月 22 日 
 第 2 回 平成 21 年 8 月 5 日 
 題 3 回 平成 21 年 9 月 8 日 
 第 4 回 平成 21 年 10 月 12 日 
 第 5 回 平成 21 年 11 月 15 日 
 第 6 回 平成 2１年１2 月 20 日 

 

検討部会では、主として以下の点を議論するべきこととしてし、検討を行った。 

• 安全を構成する要素 

 安全の思想と安全の技術との関係は 
 安心と安全は 
 安全が提供する価値とは何か 

• 「攻めの安全」の再定義 

 どこを攻めるのか 
イノベーションを起こしてこそ「攻め」と言えるのでは 

 どのような価値を与えるのか 
「企業価値」向上してこそ「攻め」と言えるのでは 
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3. 前年度検討項目の整理 

平成 21 年度の検討にあたって、その方向性で示したように、これまでのファーストフェーズにお

ける機械安全への対応には、以下のような面があることが強く伺える。 

• 法規制に対応するという考え方が基本 

• 安全の対策には費用が発生するため可能な限り低予算で 

 

このことは、ファーストフェーズにおける機械安全は、「受身の安全」であったといえるのではな

いかと考えられる。 

「受身の安全」とは、「要求されることだけ」と言い換えてもよい。とにかく、法律で要求されること

は実施するが、それ以上の取組はコスト増につながり企業の利益を減少する方向になるため、極

力避けるという考え方である。 

法律違反が発覚して処罰を受けるようになった場合には、テレビや新聞等のメディアで報道さ

れる可能性があるため、それについては極力回避したいと考えている企業が、これまでの主流だ

ったと考えられる。 
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攻めの安全

受身の安全

ファーストフェーズ セカンドフェーズ

プラス
価値

損失
マイナス

ゼロレベル

法律違反で処罰を受けると報道される可能性
があるため極力回避
法令以上の対策はコスト増・利益減少と考え
極力排除
労働災害発生時は労災保険で対処すれば問題なし

高付加価値生産ライン
システム実現
安全を企業ブランドへ

いかに価値を
生み出すか

要求されるこ
とだけ実施
プラスの価値
は求めない

 

図  3-1 ファーストフェーズからセカンドフェーズへ 

（平成 21 年度調査研究報告書 P.77 図 8 を引用） 

 

機械安全がファーストフェーズからセカンドフェーズへ移行していく状態の変化を、概念図とし

て表したものが図  3-1 である。 

ファーストフェーズは「受身の安全」として、要求されることを実施し、プラスの価値は求めない

機械安全を進めてきたと見ることができる。この状態は、最も良い状態が続いたとして、マイナスが

無い状態、ゼロレベルの継続である。この考えが基本にあったのでは、安全に対して、いくら取り

組んだところで現状の維持である。これはこれで、非常に重要な取組であることは言うまでもない

が、機械安全のセカンドフェーズとしては、この状態を最低限のレベルとして、プラスαを求める

次世代の取組を進めることが期待される。 

つまり、セカンドフェーズとしては、ゼロレベルからプラス側に価値を拡大していくために、機械

安全を活用していくことが求められる。ここでは、それを「攻めの安全」と表現することとした。つまり、

機械安全セカンドフェーズは、「攻めの安全」と定義する。 

「攻めの安全」とは、安全により、「いかに価値を生み出すか」、そしてその結果から「いかに安

心を提供するか」である。この視点から機械安全に取り組むことができれば、ファーストフェーズに

ない新たな価値を、機械安全を通じて企業にもたらすことができると期待できる。 
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「攻めの安全」として、価値をプラスし、安心を提供できる方向性として、以下の 2 つが考えられ

る。 

• 製品ライフサイクルにおける高付加価値サプライチェーンの構築 

• 安全を企業ブランドへ 

ここでいう製品ライフサイクルは、製品の企画、設計、製造、販売はもとより、原材料の調達、製

品の廃棄とリサイクルまでを考慮するもので、その中で高付加価値を生み出すサプライチェーン

を構築していくことが、攻めの安全の方向性として考えられる。 

製品ライフサイクルにおいて、機械安全の面から最も関係が深い段階としては製品製造段階が

考えられる。製品製造に使用する生産ラインシステムにおいて考えるべき高付加価値とは、第一

として高い生産性が考えられる。安全確保の対策を進めることが、生産効率の向上に繋がること

は、今回の検討部会の議論でも指摘されていることである。これは、機械安全の安全対策を進め

ることは、基本的に機械と作業者を分離して、接触する機会を減らす方向になることの当然の結

果であるが、機械設備の自動化も促進するため、多くの場合、生産効率の向上に繋がると考えら

れる。また、今年度の米国の機械安全に関する調査においても、機械安全を進めることは、生産

ラインにおけるトラブルを低減することに繋がるため、生産効率は高くなるという指摘が、米国の製

造事業者から得られている。 

高付加価値のもう一つは品質向上である。トラブルの発生が少ないライン、緊急停止の少ない

ラインでは、より安定した品質の製品が製造されることは言うまでもない。現在の機械安全の国際

標準でも、クオリティマネジメントに関しては触れられていないが、セカンドフェーズの攻めの安全

を考えていくにあたっては、クオリティセーフティマネジメントを検討対象とすることが必要とされ

る。 

 

セカンドフェーズとして、最も目指すべき付加価値は、従来の生産ラインシステムには求められ

なかった「魅力」ではないかと考えられる。そのラインを見ただけで、そのラインで製造された製品

が欲しくなるような「魅力」を、セカンドフェーズの機械安全では目指すべきであると考えられる。こ

の魅力は、実は企業ブランドの一つとしても重要なポイントとなるものである。 

日本の社会における安全性に対する要求レベルは、最近、特に高くなってきており、社会に対

する安全の取組のアピールは、企業ブランドの確立に繋がると考えられる。そのような時代におい

て、「攻めの安全」として、安全を基盤とした企業ブランドを確立することは、企業戦略としても重要
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で効果的な戦略になると考えられる。 

企業のブランドを高めたくない、と考える企業は存在しないだろう。だが、企業のブランドの失墜

は、一夜の内に発生するものの、ブランドを確立することは大変に難しい。企業においては、その

ために様々な取組が行われているが、安全の面からのアピールは現代において、最も有効な手

段の一つであると考えられる。ただし、そのアピールには、確かな活動の裏づけがなければならな

いことは言うまでもない。 

 

以上のような活動の方向性を踏まえて、平成21年度には、製品、事業、企業、国の4つの階層

から、安全面での競争力を伸ばすために検討が必要と考えられることを、検討部会での議論を踏

まえて以下に示すように確認した。 

(1) 製品の競争力 

• 安全性向上とともに製品の競争力向上を実現する方策を検討する。 

 機械安全の推進により生産ラインシステムの生産性向上が図られると考えられるが、そ

れだけにとどまらず、社会の変化による生産形態の多様性にも対応できるような取り組

みが必要とされる。 

• 製品を価格と機能だけで選択する時代から、安全も含めて選択する時代とするには。 

 企業は製品のイノベーションを通じて、安心と快適を提供する存在になることが求めら

れる。 
 消費者が入手し使用可能な機械についても、機械安全の対象として考えていくことが

必要。 

(2) 事業の競争力 

• 社会に対して事業を支える生産システムをアピールするために、安全性確保の側面からも

事業としての競争力の強さ示す。 

 安全性が確保された生産ラインで製造された製品は、それだけでブランド力が高まる

ことをアピールする。それにより生産という事業のブランド力を向上させる。 

• 安全を実現する上での今までにない成長分野、事業形態を検討する。 

 生産ラインシステム構築にあたってのセーフティインテグレーションは、新たな成長分

野と考えられる。日機連が検討してきた機械安全マネジメントシステムの活用で、その

推進が期待できる。 
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• 既存の製品、システムをベースとして、安全面の機能追加によるイノベーションで差別化を

図ることを検討する。 

(3) 企業の競争力 

• 安全を提供する企業であることを、顧客に対して、また社会に対してアピールすることにより、

安心を提供する企業として高い競争力を得る。 

 安全に対する姿勢も含め、企業としての生産活動に対する思想（ポリシー）をアピール

することにより、企業ブランドの向上に結びつける。 
 特定の企業の製品であるというだけで、取引先からも消費者からも受け入れられる状

態とする。 
 現状でも製品の信頼性については、「あそこの製品は壊れない」、「問題発生時にすぐ

に対応してくれる」といった評判で企業価値を確保している例がある。安全において、

これを実践する。 

• 安全な製品を作り続ける仕組みの構築が重要。 

 企業の基本思想に則り、工程の結果を正しく評価し、それをレビューし、マネジメント

する仕組みについて、設計段階及び製造段階の両面について構築が必要。 

• 導入して設置した機械設備について安全性を確保して維持管理することが重要。 

(4) 国の競争力 

• 品質のメイド・イン・ジャパンから、安全のメイド・イン・ジャパンとする。 

• 日本の設計及び製造の仕組みをベースに作られた製品と、その製品を開発して製造して

いる企業について、国際市場での安全のブランドを暗黙で認められるようにする。 

 日本製品のリサイクル率は高く、資源活用の面から環境にやさしい、という評判を定着

させる。 
 地震の多い日本において問題なく使用できる製品であるから、安全性についても問題

ない、という評価を得る。 
 特に新興国に対して確実にアピールできる仕組み作りが必要とされる。 

• 設計・製造のインフラに対する安全性確保の評価の仕組みを構築する。 
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4. 論点の整理 

平成 21 年度の検討項目を確認したうえで、今年度の検討部会での論点を整理した。 

その結果として、機械安全のセカンドフェーズを実現していくために必要な論点を、以下の 2 点

に集約することとした。 

• 「攻めの安全」の再定義 

 どこを攻めるのか 
イノベーションを起こしてこそ「攻め」と言えるのでは 

 どのような価値を与えるのか 
企業価値を向上してこそ「攻め」と言えるのは 

• 「安心に繋がる安全」を実現するには 

 機械ユーザが安心して機械を使用して企業を発展させるために必要なことは 

以下、上記の論点を切り口として、検討部会の検討内容をまとめる。 

4.1 「攻めの安全」の再定義 

「攻めの安全」の定義として、 

「イノベーションを促進し、企業価値を向上し、企業の発展に繋がる安全の取組み」 

と定義する。 

ファーストフェーズの「守りの安全」に対して、企業が取り組むべき「攻めの安全」とするには、企

業の発展に繋がるものでなければならないことは言うまでもない。そのためには、一つは「企業価

値向上」を図ること。もう一つには、「イノベーション促進」を図れるものであることが、企業の発展に

繋がることと言えると考えられる。 

つまり、「攻めの安全」により、「イノベーションを促進」し、「企業価値を向上」することは、機械

安全セカンドフェーズを構成する 3 つの要素と言うことができる。 

ここで「企業価値向上」とは、次節に示すように企業のブランドイメージの向上という意味で使用

している。企業が有する資産や生み出す利益という点からの価値とは異なるものとして考えてい

る。 
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イノベーションを呼ぶ安全の
取組みは

安全を推進することはイノ
ベーションとなるのか

安全を極めることで向上でき
る企業価値は

イノベーションは、企業、社
会、どちらの変革を呼ぶか

企業はイノベーションを起こ
してこそ価値があるのか

企業価値（＝ブランドイメージ）
を決める安全の要素とは何か

攻めの
安全

企業価値
（ブランドイメージ）

向上

イノベー
ション
促進

セカンド
フェーズ

 

図  4-1 セカンドフェーズの構成要素 
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4.1.1 企業価値について 

(1) 企業価値の測り方 

一般的に「企業価値」というと、金融市場での企業価値を示すことが多い。つまり、現時点での

価格として、企業の価値を計算するもので、一般的には以下の 3 つの手法がある。 

• コストアプローチ 

 企業の資産を全て売却した時の価格 

• インカムアプローチ 

 企業が生み出す利益を予測し、現在価値に換算 

• マーケットアプローチ 

 株式市場の時価総額と企業の負債の総額 

 

しかし、機械安全セカンドフェーズで向上を目指す「企業価値」は、この金融市場での企業価

値だけでは表現することはできないのは明らかである。もっと社会全体の意識を決定するイメージ

のようなものとして企業価値をとらえることが必要と考えられ、一般的な言葉としては、「企業ブラン

ド」に近い。 

1980 年代からアメリカでは長期的に繁栄する企業の条件についての研究が行われてきている。

「エクセレントカンパニー」という言葉で日本でも紹介された。企業ブランドだけでなく、実質的に長

期にわたって存続する企業の力を評価することは、今後も求められることであり、その評価項目と

して安全に対する取組みの観点が、含まれるようにすることが必要と考えられる。 

 

企業のイメージについては、日経新聞社が「日経企業イメージ調査」として、継続的に調査を行

っている3。日経企業イメージ調査では、継続調査のイメージ項目として 21 項目が決められてい

る。 

                                                  
3 日経企業イメージ調査（http://www.nikkei-ad.com/cb/market/index.html） 
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表  4-1 日経企業イメージ調査 継続調査のイメージ項目 

顧客ニーズへの対応に熱心である 

よい広告活動をしている 

親しみやすい 

営業・販売力が強い 

センスがよい 

個性がある 

文化・スポーツ・イベント活動に熱心である 

研究開発力・商品開発力が旺盛である 

技術力がある 

扱っている製品・サービスの質がよい 

活気がある 

成長力がある 

新分野進出に熱心である 

社会の変化に対応できる 

国際化が進んでいる 

優秀な人材が多い 

経営者が優れている 

財務内容が優れている 

安定性がある 

伝統がある 

信頼性がある 

 

この調査は、一般消費者を対象にした「一般個人調査」と、ビジネスマンを対象にした「ビジネス

マン調査」から構成され、毎年定期的に行われており、1988 年から現行の形式で行われている。

ただし、この日経企業イメージ調査の項目には、残念ながら企業が安全性に対する取り組みの程

度を測れる項目が含まれていない。 

株式会社三菱総合研究所（以下、三菱総研）では、消費者における製品の安全性と企業ブラ

ンドイメージの現状として、自主的な調査を実施し、プレスリリースを行っている4。図  4-2 に結果

                                                  
4 消費者における製品の安全性と企業ブランドイメージの現状が明らかに
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の一部を示す。 

三菱総研の調査では、日経企業イメージ調査をベースに、さらに質問を見直し、製品の安全性

に関する質問を加えて、消費者に対し、各項目が企業のブランドイメージに対して、どの程度影

響するかを調査している。 

この結果として、企業のブランドイメージを決定する項目として、「製品の安全性が高い」ことが

影響をするという回答が 61.8％と、「製品の機能や性能が高い」の 63.1％に次いで高い割合とな

っている。一方で、「社会貢献活動に積極的である」「地球環境の保護に取り組んでいる」がブラ

ンドイメージへ影響するという回答はそれぞれ 12.6％、17.0％、「文化・スポーツ・イベント活動に

熱心である」にいたっては 3.8％の回答となっている。 

このアンケート調査の結果から、我が国においても、消費者が抱く企業のイメージにおいて、

「安全性」というキーワードは、かなり大きく影響することがわかる。つまり、企業としては、安全性確

保の取り組みについてうまくアピールし、それを消費者や社会が受け入れれば、企業のイメージ

を大きく向上できる可能性があると考えられる。 

消費者が形成する社会において、何よりも優先するポイントは「衣食住」である。これが保証さ

れなければ、社会の存続も危ぶまれる。「衣」、「食」、「住」のいずれにおいても、第一に求められ

るのは「安全」であり、それが確認されることで「安心」を感じることができるのは、洋の東西を問わ

ず世界的に共通の概念であろう。企業イメージの向上を目指すにあたっても、まずはこの点を出

発点として考えることは、基本的なアプローチとして有効であると考えられる。 

 

                                                                                                                                                  
（http://www.mri.co.jp/PRESS/2008/pr080805_ssu01.html） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

伝統がある

財務内容がすぐれている

経営者がすぐれている

国際化が進んでいる

社会の変化に対応できている

技術力がある

製品の機能や性能が高い

製品の安全性が高い

パンフレット・CM等がわかりやすい

企業としての個性がある

営業・販売力が強い

社会貢献活動に積極的である

地球環境の保護に取り組んでいる

株価が高い

文化・スポーツ・イベント活動に熱心である

影響する ある程度影響する どちらともいえない／　わからない あまり影響しない 影響しない

 

図  4-2 企業のブランドイメージへの影響(消費者意識調査） 
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(2) 機械安全が生み出す企業価値 

安全性の確保に対する取り組みは、企業価値（＝企業ブランドイメージ）の向上に繋げられるも

のである、と考えられるが、機械安全の面から見て、機械安全が生み出す企業価値とはどのような

ものが考えられるかを整理した。 

機械安全に関係する企業としては、大きく分けて機械を設計開発して製造する「機械メーカ」と、

機械を導入して製品の生産に使用する「機械ユーザ」に分けて考えることができる。もちろん、同

一の企業で機械メーカと機械ユーザの両方の立場を持つ企業も存在する。機械安全が生み出す

企業価値を検討するにあたっては、それぞれの立場で価値の種類が異なると考えられるため、整

理するにあたっては、機械メーカの視点と、機械ユーザの視点の双方から検討して整理を行っ

た。 

A) 機械メーカの視点 

機械メーカの視点から考えたときに、機械安全が生み出す企業価値として、以下の 2 点が挙げ

られる。 

• 安全性の高い機械を設計開発し提供することと、それを維持し続けること 

• 社会が要求する高い安全要求に応えることと、応えるための企業力を維持し続けること 

安全性の高い機械は、生産現場における事故を減少することは、使用者に対しては当然のこと

ながら、その家族に対しても安心をもたらすものである。そのように優れたものを製造する企業の

価値は高くなるべきであり、安全性の高い機械を設計開発し提供することは、企業価値の一つに

なりえると考えられる。 

もう一つ重要な点は、その安全性の高い機械の提供を、社会環境や要求の変化に対応しなが

ら、継続していく体制を維持することである。機械は長期間にわたって使用し続けられるものであ

り、その機械の製造事業者が継続して存続することは、保守やサポートによる安全性確保という面

で必要である。また、安全性の確保は、技術の積み重ねにより発展するものであり、安全な機械の

提供の継続は、さらに安全性の高い機械の提供に繋がるものと考えられ、その点からも継続が重

要であるといえる。 

社会からの要求は、時として企業に対して解決困難なレベルの規制として実現することがある。

1970 年に、アメリカの上院議員、エドムンド・マスキーが提案した自動車の排気ガス規制に関する

法律、いわゆるマスキー法は、非常に厳しい規制として知られている。5～6 年の間に、排出ガス
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の中の一酸化炭素や窒素酸化物の量を 1/10 にすることを求めた実現不可能と言われた規制レ

ベルであったが、規制をクリアした日本の自動車メーカは、世界的にその技術力をアピールする

ことができた。このように、社会が要求する高い要求に応えることは、企業価値の向上に繋がるも

のであり、安全性が高い機械を製造する企業は、存在する価値が大いにあると言えるのである。 

また、社会の安全に対する要求は時とともに変化し、徐々にあるいは急激に向上するものであ

る。企業としては、それに対応するための情報収集能力、その変化を正しく見極める予測力、さら

にその変化に迅速に対応して要求を実現する技術力を維持し続けなければ、これに応えることが

できない。これらの点からも、企業としては安全への取組みを維持し続けることが重要であるとい

える。 

B) 機械ユーザの視点 

機械ユーザの視点から考えたときに、機械安全が生み出す企業価値として、以下の 2 点が挙

げられる。 

• 安全性の高い機械を導入し労働安全を確保すること 

• 事故・トラブルが減少し、設備の稼働率向上に繋がること 

• 社会に対して魅力ある生産システムの存在をアピールすること 

安全性の高い機械を導入し、生産現場における事故を減少することは、機械メーカの視点で

考えたことと同様に、使用者に対しては当然のことながら、その家族に対しても安心をもたらすも

のである。またそれと同時に、安全性の高い設備は技術の最先端のイメージを想起し、企業イメ

ージの向上をもたらすことが期待できる。さらには、リクルート面でも良い方向に作用し、良質な人

材確保を推進することができ、企業価値を高めることに繋がるものである。 

生産現場での安全性を追求することは、実は機械設備をいかに停止しないで稼動させるかに

繋がっていくということが、これまでの企業の取り組みの結果から明らかである。停止時間の減少

は設備の稼働率を向上させる。また機械安全を追求するほど、人と機械の分離が進むため、従来

よりも設備の生産速度を高く設定できる可能性がでてくる。つまり、機械安全の推進は、高い生産

効率を導くものであり、企業価値の向上に繋がるものであると言える。 

食品メーカが製造した食品を購入する消費者は、その製造工場が安全面、衛生面で完璧に管

理されていることを期待して購入するであろう。また、そのことを、何かしらの情報として得ることで、

自分自身で納得することができれば、「安心」を確認することに繋がると考えられる。食品に限らず、
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労働災害が頻発するような危険な工場で製造された製品を購入したいと考える人は、どの世界に

も存在しないであろう。それとは逆に、安全性が高く、清潔な工場をアピールすることは、その工

場で製造される製品のイメージを向上すると考えられる。また、就職を考える人にとっては、働きた

い職場としてのイメージを与えることができるだろう。それらは、いずれも企業価値の向上に結び

つくもので考えられる。 

(3) 現状の企業の認識 

機械安全は企業価値を生み出すものであることは、機械メーカの視点、機械ユーザの視点から

みても明らかであると考えられるが、実際のところ、我が国の企業において、機械安全が企業価値

を生み出すものであると認識している企業は少ないと言わざるを得ないことが、これまでの検討部

会の議論の中でも指摘された。 

機械安全を企業価値に結び付けていくために、我が国の企業、あるいは産業界は、どのように

取り組んでいくべきなのか。それには、現状の課題を整理し、それを解決していくための方策につ

いて検討していくことが必要とされる。 
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4.1.2 イノベーションについて 

(1) イノベーションの一般的な定義 

イノベーションは、オーストリア出身の経済学者であるヨーゼフ･シュンペーター（1883 年～

1950 年）が提示した概念である。シュンペーターは、「イノベーションとは、経済活動の中で生産

手段や資源や労働力などを、今までとは異なる方法で新結合すること」と定義した。 

特に、イノベーションの実行者のみが起業家（アントレプレナー：entrepreneur）であると定義さ

れ、経営管理をするだけの単なる経営者とは区別された。つまり、企業はイノベーションを実行す

るために存在するものである、ともいえると考えられる。 

日本においては、イノベーションと言うと単純に「技術革新」と翻訳されることが多いが、本来は

もっと広義の意味を有している。表  4-2 にシュンペーたが示したイノベーションの 5 つのタイプを

示す。 

シュンペーター以外にも、イノベーションについてはいろいろな分類が試みられており、表  4-3

には Geoffrey A. Moore による分類を示す。 

Peter F. Drucker は、イノベーションとは、物事の「新機軸」、「新しい切り口」、「新しい捉え方」、

「新しい活用方法」を創造する行為のことであるとし、新しい技術の発明だけでなく、新しいアイデ

アから、社会的意義の当たる新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・

組織・社会の幅広い変革である、としている。つまり、従来のモノ、仕組みなどに対して、全く新し

い技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会に有用な大きな変化を起こすことがイ

ノベーションである、といえる。 
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表  4-2 シュンペーターが示したイノベーションの 5 つのタイプ 

それまでとは違う作り手による製品の生産、違う企業との結びつきにより、新

しい付加価値を発生、生産性向上に繋げることによる革新。オープンイノベー

ションもこの一つ。

企業間連携、ネットワークでのオープンソース開発等。

新しい組織の実現によるイノベー

ション

5

原材料や部品の仕入先を切り替えることで、同品質でも低価格の製品を市場

に供給可能とすることによる革新。

原油輸入先の変更、東南アジアでの部品生産等。

新しい仕入先の獲得によるイノ

ベーション

4

それまでに無い新しい商品やサービスの販売方法の出現で、市場や価格に

発生する革新。

電子商取引、コンビニエンスストア、インターネット販売等。

新しい販売方法の開拓によるイノ

ベーション

3

それまでに無い新しい生産方法の出現で、製品の生産量や品質が飛躍的に

向上することによる革新。

自動車の大量生産、生産プロセスのロボット化等。

新しい生産手段（プロセス）による

イノベーション

2

従来に無い市場価値を持つ新製品の出現、既存製品に新しい付加価値が発

生したり、より高品質な製品が出現することによる革新。

電気、自動車の出現や、 近のIT製品等。

新製品（財貨）によるイノベーショ

ン

1

それまでとは違う作り手による製品の生産、違う企業との結びつきにより、新

しい付加価値を発生、生産性向上に繋げることによる革新。オープンイノベー

ションもこの一つ。

企業間連携、ネットワークでのオープンソース開発等。

新しい組織の実現によるイノベー

ション

5

原材料や部品の仕入先を切り替えることで、同品質でも低価格の製品を市場

に供給可能とすることによる革新。

原油輸入先の変更、東南アジアでの部品生産等。

新しい仕入先の獲得によるイノ

ベーション

4

それまでに無い新しい商品やサービスの販売方法の出現で、市場や価格に

発生する革新。

電子商取引、コンビニエンスストア、インターネット販売等。

新しい販売方法の開拓によるイノ

ベーション

3

それまでに無い新しい生産方法の出現で、製品の生産量や品質が飛躍的に

向上することによる革新。

自動車の大量生産、生産プロセスのロボット化等。

新しい生産手段（プロセス）による

イノベーション

2

従来に無い市場価値を持つ新製品の出現、既存製品に新しい付加価値が発

生したり、より高品質な製品が出現することによる革新。

電気、自動車の出現や、 近のIT製品等。

新製品（財貨）によるイノベーショ

ン

1

 
 

表  4-3 Geoffrey A. Moore によるイノベーションの分類 

既存市場で定番となった製品やサービスのプロセスを、より効果的かつ効率的にすること。

オンライントレーディングによる調達、メーカ主導型在庫管理業務を改善したウォルマート

等。

プロセス イノベーション4

確立された製品またはプロセスの顧客経験を改善するために表面的な改良を行うこと。

お楽しみ型（AOLのユー ガット メール！）、満足型（ディズニーランドの行列管理システム）

等。

経験のイノベーション5

顧客と接触するプロセスを改善すること。

インターネットを利用した通販システム、インターネット上のオークション等。
マーケティング イノベーション6

バリュープロポジション（価値提案）、あるいはバリューチェーン、もしくはその両方を再構成

すること。

カミソリの刃へ重点を移したジレット等。

ビジネスモデル イノベーション7

混乱に乗じて業界内の関係性を再構築すること。

金融サービスの規制緩和を利用して、個人金融分野の商品とサービスのラインアップを拡

充したシティグループ等。

構造のイノベーション8

既存市場で定番となった製品やサービスを次のレベルに引き上げること。

インテルの新型プロセッサ、トヨタの新型車等。
製品イノベーション3

既存技術を新規市場に導入して、新たな用途に対応させるもの。

耐障害性コンピュータの金融市場向け応用等。
アプリケーション イノベーション2

技術の不連続性が発端となって発生することが多いもの。突然のように市場が生まれ、莫

大な富をもたらす新たな源泉に見えるため、メディアの注目を集める。

第一世代の携帯電話、ポケモンのトレードカードゲーム等。

破壊的イノベーション1

既存市場で定番となった製品やサービスのプロセスを、より効果的かつ効率的にすること。

オンライントレーディングによる調達、メーカ主導型在庫管理業務を改善したウォルマート

等。

プロセス イノベーション4

確立された製品またはプロセスの顧客経験を改善するために表面的な改良を行うこと。

お楽しみ型（AOLのユー ガット メール！）、満足型（ディズニーランドの行列管理システム）

等。

経験のイノベーション5

顧客と接触するプロセスを改善すること。

インターネットを利用した通販システム、インターネット上のオークション等。
マーケティング イノベーション6

バリュープロポジション（価値提案）、あるいはバリューチェーン、もしくはその両方を再構成

すること。

カミソリの刃へ重点を移したジレット等。

ビジネスモデル イノベーション7

混乱に乗じて業界内の関係性を再構築すること。

金融サービスの規制緩和を利用して、個人金融分野の商品とサービスのラインアップを拡

充したシティグループ等。

構造のイノベーション8

既存市場で定番となった製品やサービスを次のレベルに引き上げること。

インテルの新型プロセッサ、トヨタの新型車等。
製品イノベーション3

既存技術を新規市場に導入して、新たな用途に対応させるもの。

耐障害性コンピュータの金融市場向け応用等。
アプリケーション イノベーション2

技術の不連続性が発端となって発生することが多いもの。突然のように市場が生まれ、莫

大な富をもたらす新たな源泉に見えるため、メディアの注目を集める。

第一世代の携帯電話、ポケモンのトレードカードゲーム等。

破壊的イノベーション1
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(2) 安全におけるイノベーション 

安全の面におけるイノベーションを考えると、これまでの機械の発展の過程の中で、大きな変化

から小さな変化まで、様々なイノベーションが発生してきたと考えられる。 

図  4-3 は、安全におけるイノベーションを整理した図である。図の一番左の流れは、新たな製

品や機械が開発された後、どのように安全に関する取組みが進展していくかを一般的なステップ

として表したものである。 

製品・機械は世の中を便利にするために開発されて使われるようになるため、当初はその便利

さに注目が集まる。徐々に使われて普及するにしたがい、便利ではあるが危険が存在しているこ

ともわかってくる。場合によっては、その製品や機械を原因とした事故も発生する。 

発生する事故の被害の大きさにもよるが、本当に危険な製品であれば、それをそのままにして

使い続けることもできず、もっと安全性を高めることが必要であると、社会からの要求が高まってく

ることになる。それを受けて、客観的に安全のレベルを評価する方法と、社会として受け入れるこ

とが可能となる目標が検討され、規格や基準という形で示されることになる。 

その目標を実現するための安全技術が研究され、製品に採用されることで目標を達成すること

ができるようになり、市場に流通する製品の安全性は問題がないと考えられるレベルになっていく

と考えられる。しかし、通常は、それでもまだ危険が存在している状態である、新しい製品や使い

方も開発されてくるため、新たな事故も発生することになり、図でいえば新たなループの検討が繰

り返されることになる。 

このフローの中で、様々なイノベーションが発生していると考えられる。 

ここに示した図では、安全のイノベーションとして、「安全意識のイノベーション」、「安全要求の

イノベーション」、「安全技術のイノベーション」が存在すると考えている。 

前述した自動車と機械の場合を考えてもわかるように、「より安全性が高い製品が欲しくなる」と

いう意識の変化が「安全意識のイノベーション」、「より高い安全レベルの目標を設定する」という要

求の変化が「安全要求のイノベーション」、「より高い安全性を実現する技術を研究して実現する」

ことが「安全技術のイノベーション」であるといえる。 

それぞれのイノベーションには、それを発生し加速するためのインプットが考えられる。安全意

識のイノベーションのためのインプットとしては、機械メーカの安全意識に影響するものとして、（他

の）機械メーカのポリシー、PL 訴訟、海外の規制動向の変化、メディアによる報道、等が考えられ

る。 
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安全要求のイノベーションとのインプットとしては、新たな安全要求に繋がるものとして、これま

でにない生産ロボットや、新しい材料、新しい生産方式など、新技術の発生が考えられる。また、

安全意識の変化として、取引先から安全に関する任意の認証取得を要求されることなども、インプ

ットになると考えられる。 

安全技術のイノベーションのインプットとしては、新たな安全技術の発展を呼び起こすものとし

て、社会からの安全性向上の要求や、法律上の規制の強化等が、インプットになると考えられる。 

 

もっと安全性を高めることが重要
であると考えるようになる。

新たな製品・機械が開発される。

便利ではあるが危険があることも
わかってくる。
製品・機械による事故も発生する。

達成すべき安全レベルの目標が
示される。

目標を実現するための安全技術
が研究され、目標が達成される。

それでもまだ危険が存在している。
事故も発生する。

イノベーションのためのインプットは？

機械メーカの安全意識に影響するもの
・機械メーカのポリシー（ex.森精機）
・PL訴訟
・海外の規制動向
・メディアによる報道

安全意識のイノベーション

安全技術のイノベーション

安全要求のイノベーション

新たな安全要求に繋がるもの
・新技術の発生

これまでにない生産ロボット
全く新しい材料、生産方式

・安全意識の変化
取引先からの任意の認証取得要求

新たな安全技術の発展を呼び起こすもの
・社会からの安全性向上の要求
・法律上の規制の強化

安心に繋がる安全

安全イノベーション

競争力を強化する安全  

図  4-3 安全におけるイノベーション 
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4.2 安心に繋がる安全の実現 

もう一つの論点である「安心に繋がる安全の実現」に関しては、機械安全セカンドフェーズがも

たらすべき「安心」とは何か、という観点から議論を行い、以下の 3 つの視点から整理した。 

• 突然の事故、突然の故障がないこと （企業の視点） 

• 使いやすく覚えやすいこと  （製品の視点） 

• 最終的に企業の発展に寄与すること （社会インフラの視点） 

 

第 1 の視点は、突然の事故、突然の故障は、企業の生産活動に影響が大きいため、そのような

ことが頻発する機械設備では「安心」して企業活動を進めることができないという、企業の視点よる

ものである。機械設備を永久に使用し続けることができないのは言うまでもなく、計画的に保守、

交換を行うことができれば、企業の安心に繋がることであろう。したがって、人身事故で機械が使

用できなくなることは当然避けるべきであるが、それ以外に機械の稼動データのモニタリングと分

析で異常状態を検知し前倒しで対策を実施したり、機械の不具合を予測し最適な時期に部品交

換を実施したりすることは、機械ユーザにとって、非常に有効なサポートになると考えられる。そし

て、このようなサポートが、必要な時にいつでも提供される仕組みとして、継続して運用されること

が保証されると、機械ユーザの企業の「安心」はより確実になると考えられる。 

第 2 の点については、製品の視点からのものであり、日本機械メーカが開発する機械の特性を

極力発揮することができると考えられる。日本の機械は、機能が豊富で使いやすく、一定以上の

品質の製品を生産できるようになるまでの時間が非常に短いと評価されている。これに加えて、ネ

ットワーク化を進め、使用方法のサポートや、制御ソフトウェアのアップデートを強化する等の方策

は、製品価値を高めることと、機械ユーザの使いやすさの観点からの「安心」につながると考えら

れる。また、機械の稼動データの分析を基に、新たな機能を提案する試みなどにより、より「安心」

を実現することができると考えられる。機械に対する熟練度が低い人が使っても使いやすく、かつ

安定した品質を実現することができ、熟練度の高い人が使えば、より高度な使い方が可能で、より

高品質なアウトプットを達成できる機械が、日本の機械の特性を発揮する一つの方向性と考えら

れる。高度な技術を、安全にかつ簡単に使用できるようになれば、それは機械ユーザの製品に対

する「安心」を、より確実にすることができると考えられる。 

第 3 の視点は、社会インフラとして、安全に取り組むことに対する企業の不安を取り除くことであ
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る。安全対策を進めるには費用が必要であり、そのコスト増は厳しい企業経営をさらに厳しくする、

と考える企業が、我が国の特に中小企業には多いと言われている。その背景には、人材不足や

保険制度等、社会インフラ上の問題の存在があるものと思われる。この中小企業のネガティブな

安全に対する姿勢を払拭し、よりポジティブに安全に向けて「安心」して取り組むようになることが、

我が国の産業界全体の安全レベルを向上させるためには必須であると考えられる。そのための具

体的な安全人材の派遣支援方策や、効果的な保険制度の構築等を検討していくことが求められ

る。 

また、機械が関与する労働災害の事故データを、機械メーカにフィードバックして、製品開発段

階から機械の安全性向上に生かせる仕組みを社会インフラとして構築していくことも、来年度以降

に検討が必要と考えられる。 

 

以上の「安心」を実現するための方策を考えていくにあたって、方策を検討する視点を明確に

しておくことが重要であると考えられる。常に一定の視点を設定することで、場当たり的ではない、

一貫した方針に基づく方策を計画し、実行していくことが可能になると考えられる。 

機械安全セカンドフェーズの方策を検討するにあたっても、その視点を明確にすることを検討

部会で議論を行い、以下の二つの重要な視点に集約した。 

• 機械による労働災害を減らす視点 

• 安全が機械産業の競争力に繋がる視点 

第一に求められることは、労働災害の減少に繋がることである。労働災害が少ないことは、労働

者そのものの安心に繋がることであり、労働者の家族、周囲の人々、さらには社会の安心に繋が

ることである。 

もう一つの重要な視点は、安全が我が国の機械産業の競争力に繋げられるようにすることであ

る。安全をどれほど向上させたとしたとしても、そのことで我が国の機械産業の競争力が大きく低

下するようなことを引き起こしては、安全を推進する意味がない。そのためには、安全対策に対す

る投資と効果のバランスを、企業として考えていくことはもとより、企業だけでなく、産業界および社

会全体のバランスから考える視点が必要とされる。 
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5. 企業活動と安全性の考慮 

企業活動における安全性の考慮として、工作機械及び自動車を例として、企業活動と安全性

確保に対する取組みについて整理した。 

5.1 工作機械の安全性確保に向けての取組み 

（株）森精機製作所（以下、森精機）は、自社で製造販売する工作機械の安全性に関して、国

際標準レベルの安全性を確保することを、企業のポリシーとして取り組んできている。 

今年度の第 2 回検討部会にて、森精機より安全性確保に対する取組みについてご講演いただ

いたため、その講演内容の概要について以下に示す。 

安全機能として、特に NC 加工機の加工部分に、稼働中はアクセスできないようにするガード

のインターロックについて、以下のような経緯で企業としての標準採用を進めてきた。 

• 1979 ドイツ向けのみ簡易的なインターロックを採用 

• 1988 ドイツ向けのみ主軸停止機能付きインターロックを採用 

• 1990 全製品にドアロック装置を標準採用 

• 1993 ランプとブザーの解除警告付きインターロックを標準採用 ―インターロックは顧客

が選択可 

• 1995 全ての安全機能を標準採用 

• 2010 全世界向け機械のインターロックを EU と同一仕様で出荷 

1995 年に、全製品に対してインターロックも含めて全ての安全機能を標準採用したが、国際市

場からはインターロックのレベルを変更できるようにしたいという要望があり、国内向けにはレベル

を選択可能とした。 

その後、2010 年からは、全世界向けの機能のインターロックを、EU と同一の仕様で出荷する

こととした。これについては、国内向けも同一としている。その結果として、国内の顧客の半数から

クレームを受けることになった。クレームの内容としては、インターロックの機能を緩和したい、とい

う要望である。これについては、インターロック変更要望として、顧客から書面（確認書）で押印あ
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るいはサインにより確認されたものを提出してもらい、その理由について森精機内で承認された場

合のみ認められることとしている。 

安全機能の強化は、一般的には大企業に対しては強みとなっている。グローバル化している企

業では、我が国においても国際標準の安全基準が浸透し定着しているため、森精機の取組みは

当然の対応であると受け止められるようである。一方で、中小企業に対しては、マイナスとなる面も

発生している。「過去の使い方で使えなければ使える機械ではない」、という考えが熟練者を中心

に根強いものがあり、このような企業に対しては、マイナスに働く場合もある。ただし、日本の産業

界全体としては、徐々にではあるが、国際標準の安全基準の方向に動いていると考えられるが、

さらに加速するには、法令による拘束での規制が必要と考えられる。 

最近の NC 加工機等では、試験状態、稼動状態のモニタリングデータは、データログとして記

録され蓄積されている。現状においては、機械メーカがサービス対応を行うときに使用しているが、

安全対策を実施するための使用方法のパターンを分析する等に活用することは可能と考えられ

る。 

5.2 自動車産業における安全性確保に向けての取組み 

自動車産業における安全性確保に向けた取組みが、一般的にどのような場面で発生したかを

考えるために、安全性向上に向けた動きを、機械の場合と、一般的な製品として使用される自動

車の場合とを比較して整理をした図が図  5-1 である。 

何かしらの新たな製品が開発されるとする（この図の場合は自動車と機械）。それらの製品は便

利であるが、使い込むことによってその製品による事故も発生し、危険性を有していることも認識さ

れることになる。自動車に関しては、現在でも国内だけで年間 10,000 人程度の死者が発生して

いるが、自動車が開発された当初は、台数あたりで考えると、もっと多くの事故が発生していたと

考えられる。機械に関しては、我が国において、動力伝導機構、木材加工用機械、建設用機械、

金属加工用機械、一般動力機械により、14,312 人の死傷者が平成 21 年度の 1 年間に発生して

いる。この死傷者数は、とても少ないとはいえないが、機械が発明された初期においては、台数あ

たりでいえばもっと多くの事故が発生していたと考えられる。 

あまりにも危険な製品は、便利であっても使うことができないため、安全性を向上させることが重

要であると考えられるようになる。自動車に関しては、1966 年に米国で消費者団体により自動車

メーカの批判が発生し、自動車による事故死が社会問題となった。これをきっかけに、企業は安

全に対する取組みを行わないと、企業価値の低下を招く状況になってきたといえる。機械に関し
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ては、国内においては、企業の内部で発生する事故についてはメディアの注目度が低く報道され

る機会が少ないこともあり、労働災害が社会問題になりにくい状態である。そのために、現状では

機械による事故が発生しても、機械メーカの企業の企業価値に影響はしにくい。 

以前は製造業も 3K（きつい、汚い、危険）な職場とされていたが、製造の自動化で人の関与を

排除したことにより、事故件数は減少したと考えられる。しかし、最近は自動化がやりやすい大量

生産から、多品種少量生産の時代に移行し、人の関与が必要になってきているため、ここで機械

安全に十分対応していかないと、また 3K 職場の復活となり企業価値に影響を及ぼすことになる

だろう。 

安全性の向上が重要であると考えられるようになってくると、その安全性の高さを客観的に測る

ために安全レベルの目標が設定されるようになる。自動車に関して言えば、国内でも1968年のシ

ートベルト備付け義務化を始めとし、衝突時の乗員保護基準が設定され、自動車の安全性確保

に必要な技術が開発された。その過程のおいては、イノベーションともいえる技術革新が発生した

ものと考えられる。機械においても、国際標準として 3 階層の安全基準の考え方が構築され、体

系的に安全にアプローチする方法が国際的な共通概念として認識されるようになった。また、最

近では、制御ソフトウェアへの適用を考慮した機能安全の考え方が構築され、新たな安全要求事

項として、様々な分野に適用されようとしている。 

それらの安全基準が設定されるたびに、その目標を実現するための安全技術が研究され、目

標が達成されてきたと考えられる。自動車においては、衝突時の安全を確保するパッシブセーフ

ティの考え方から、衝突を予防することに重点をおいたアクティブセーフティの考え方が取り入れ

られてきている。また、機械の分野では、リスクアセスメントをベースとした安全性確保の方法は広

く浸透し、インターロックを始めとする様々な安全技術も開発され、機能安全を確保する段階にき

ている。 

それでも、製品には危険が存在しており、実際に事故も発生している状況は、今後も続くと考え

られ、安全性確保に対する注目は、国内的にも国際的にも、ますます高くなると考えられる。その

ような状況にあっては、安全性を材料に攻めの安全を推進することは、企業の発展に結びつく一

つの戦略になると考えられる。 

 



 

 －26－

もっと安全性を高めることが重要
であると考えるようになる。

新たな製品・機械が開発される。

便利ではあるが危険があることも
わかってくる。
製品・機械による事故も発生する。

達成すべき安全レベルの目標が
示される。

目標を実現するための安全技術
が研究され、目標が達成される。

それでもまだ危険が存在している。
事故も発生する。

自動車の場合 機械の場合

日本国内では、交通事故で、年間
10,000人程度の死者発生

1966年 米国では消費者団体による
自動車メーカ批判が発生

1968年 国内シートベルト備付け義務化
1993年 前面衝突時乗員保護基準
1999年 側面衝突時乗員保護基準
2000年 オフセット衝突時乗員保護基準

安全技術の開発
衝突安全（パッシブセーフティ）から
予防安全（アクティブセーフティ）へ

ESC*2) の義務化の動き

日本国内では、機械に起因して、平成
21年度に14,312人の死傷者発生 *1)

国内ではあまり問題とされていない？

EU：機械指令で本質的安全要求を規定。
整合規格で技術基準を要求。

ISO/IEC：3階層の機械安全規格
IEC61508等の機能安全規格登場。

リスクアセスメントで安全状態を評価。
3ステップメソッドでリスクを低減。
インターロック等の安全確保技術。
制御ソフトウェアの機能安全確立。

*1) 平成21年度 動力伝導機構、木材加工用機械、建設用
機械、金属加工用機械、一般動力機械による死傷者合計

*2) ESC (Electronic Stability Control)
トヨタ VSC (Vehicle Stability Control) 、日産 VDC (Vehicle Dynamics Control) 
ダイムラー ESP (Electronic Stability Program) 、VW ESP (Electronic Stabilization Program)

安全に関する動きの例 自動車と機械の場合

企業価値の確保・向上

イノベーション

安全性を材料に
攻めの安全へ

 

図  5-1 製品の発展と安全性の考慮 
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図  5-2 自動車会社各社の安全への取組み紹介 Web ページ 
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6. 機械安全セカンドフェーズに関する検討 

6.1 検討の切り口 

 4 章で整理した論点、及び 5 章に示す調査結果等も踏まえて、機械安全セカンドフェーズの実

現に向けた議論を検討部会で進めた。検討を進める中、検討の切り口についても議論を行い整

理した。 

その中の一つが、機械安全セカンドフェーズを検討するにあたっての視点である。 

これについては、図  6-1 に示すように、一つは「労働災害の減少」の視点と、もう一つは「競争

力の強化」という視点につきるとされた。 

「労働災害の減少」については、機械安全の本来の目的であり言うまでもない視点である。そし

て、それを実現するためにセカンドフェーズにおいては、それと並行して常に忘れないようにする

視点として、「競争力の強化」があげられた。ここでの競争力とは、日本の製造業全体の競争力と

して考え、特にその中で、機械設備の製造事業を中心に考えられればよいと想定している。 

 

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化  

図  6-1 検討の視点 

 

もう一つの観点として、論点の整理においてもふれた「攻めの安全」に、いかにアプローチする

かの方法である。「攻めの安全」の再定義を進めるにあたって、イノベーションを起こしてこその

「攻め」、企業価値を向上してこその「攻め」であるとされた。つまり、「攻めの安全」とするための方
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向性として、「イノベーションの促進」と「企業価値の向上」の二つに注目することとした。ここで、イ

ノベーションに関しては、一般的にイメージされる技術に関するイノベーションの他にも、企業体

制や社会制度に関するイノベーションも考えられることから、「技術イノベーションの促進」と「社会

イノベーション」の促進の二つに分けて考えることとした。つまり、｢攻めの安全」とは何をすることで

あるか、その定義を方向性として示したものが、図  6-2 である。 

 

 

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

 

図  6-2 攻めの安全の方向性 

 

そして、安全を実現するには、機械設備の設計開発段階だけの対策でも、機械設備の運用段

階だけの対策でも不十分であることはいうまでもない。機械設備のライフサイクルを考え、ステーク

ホルダ全体との関係を考慮しての検討が必要とされる。それらの関係を、検討の側面として簡略

に示したものが、図  6-3 である。ここでは、企業方針の決定をスタートに、機械設備の開発・販売、

機械設備の導入・利用を次の段階とし、社会への貢献・アピールを 4 番目としている。当然のこと
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であるが、1 企業でこの全てを実行するものでない。「機械設備の開発・販売」に関しては、主とし

て機械メーカの事業であり、「機械設備の導入・利用」に関しては、機械を利用する機械ユーザの

事業である。一つの企業で、機械メーカと機械ユーザの両方の側面を有する企業もある。 

また、企業を中心とした流れの外に、社会制度-評価・保険等として、機械安全に関する社会的

な制度の側面を設定することとした。 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等  

図  6-3 検討の側面 

 

6.2 検討部会による検討指摘事項 

全 6 回の検討部会における機械安全セカンドフェーズの実現に向けた議論を通じて、実現に

向けて検討すべき事項として数多くの事項が指摘された。 
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第 1 回での方針検討、第 2 回の事例検討に引き続き、第 3 回から特に活発な議論が行われ、

その結果として得られた重要な検討指摘事項を以下に示す。 

• 第 3 回検討部会 

 経年劣化を踏まえた安全の実現は、一種のイノベーションである。 
 機械メーカが提供する情報から、機械ユーザが安全のレベルを理解できるようになれ

ば、機械ユーザの安心につながると考えられる。 
 機械の状態をリモートで把握する技術により、使用状況、経年劣化を踏まえた警告を、

機械メーカから機械ユーザに発することができるようになると考えられる。 
 自社で機械設備のリスクアセスメントを実施できない企業は、外部の専門家に依頼す

ることが可能な仕組みが必要である。 

• 第 4 回検討部会 

 労働災害防止のためには、センサ等の有効活用により、特定資格を有する人材のみ

機械を使用可能とするといったシステムの構築が必要とされる。 
 日本には Good Engineering Practiceであることを宣言できる設計者がほとんど存在

しない。そのような技術者を養成することが必要とされる。 
 機械設備の経年劣化を管理することで、安全の維持をより容易に効果的に実施するこ

とができるようになると考えられる。 

• 第 5 回検討部会 

 安全に取り組んでいる企業と取り組んでいない企業で差が付く社会の仕組みが求め

られる。 
 明確な目的意識をもち、安全性確保に向けて有効に機能する機械及び設備に関する

評価制度が必要とされる。 
 使用状態に設置した状態での安全性を確認していなければ、災害時の保険金が満

額は支払われないという仕組みが必要とされる。 
 メンテナンスサービス、試験検査サービス等の無体財のサービス企業に関して、安全

サービスの見える化を図る必要がある。 
 間違った認証を行った認証機関の責任を問う法令を、日本でも整備することが必要と

される。 
 機械及び設備においても、運転者や自動車の状態で保険料が変化する自動車保険

と同様な個別単位の保険制度が必要とされる。 
 機械ユーザが安心できるように、機械メーカに対して、機械の設計手法や評価手法の

情報提供を要求可能な仕組みを構築すべき。 
 現状の製造業における中小企業の体制では、人手及び人材の不足から機械設備のリ

スクアセスメントの実行は困難。外部コンサルタントに依頼するための支援制度等が必
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要とされる。 

• 第 6 回検討部会 

 自らが働きかけてこそ「攻めの安全」である。 
 社内で取り組むだけでなく、外部への活動がなければ「攻め」にはならない。 
 自分達のポリシーや行動目標及びその裏づけを社会に PR し、自社への関心を高め

る働きかけが必要。 
 製造事業者であれば、自分達の製品を通じて安全の価値を社会に認識させる活動が

求められる。 
 製造事業者は常に State of the art の安全レベルで取り組んでいることを示すべき。 
 ステークホルダに伝わるリスクコミュニケーションの実行が必要。 
 機械メーカと機械ユーザの情報共有の仕組みが必要とされる。 
 機械メーカと機械ユーザが、品質、機能、価格に加えて、安全も含めて議論することが

必要。 
 企業はアカウンタビリティを、時間的にも空間的にも一貫性を持って果たすことが必

要。 
 事前の責任に加えて事後の責任を果たすことが、信頼感を構築し企業価値を向上さ

せる。 
 企業活動の基本である社会貢献には、直接的な社会貢献と、事業を通じての社会貢

献がある。事業の中には、安全の実現が含まれる。 
 どこまでできているかを明確に示すことも、企業をアピールする方法である。何ができ

ないかを示すことも、ステークホルダの安心につながる。 
 社会が要求する安全性の常に一歩先を自らの製品開発によって示すことが必要。安

全への取組みのリーダ的存在となるべき。 
 日本の製品開発における安全設計は設計者の知見に依存しており、経営者の理念

は存在していない。 
 安全に取り組む企業が得できる保険の制度が必要とされる。 
 安全性確保に必要な機械の寿命監視には、使用期間監視と機能監視があり、その両

面からの監視が必要とされる。 
 安全により企業価値を向上するには、安全を説明できる情報発信力と、アピールのた

めのバックグランドが必要。 
 プロフェッショナルが使わない機械は、安全性確保も含めて機械メーカがリースにより

提供することで、確実な安全を達成できるのでは。 
 安全を実現する機能のモジュール化を促進すべき。それにより安全機能の付加をより

簡単に実現可能となる。 
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6.3 検討指摘事項の整理 

6.3.1 検討指摘事項の分類 

 6.2 に示した検討指摘事項を、 6.1 に示した検討の切り口に従って分類し整理した。 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

 

図  6-4 検討の側面と視点と攻めの安全の方向性 

 

表  6-1 検討の側面と視点と攻めの安全の方向性 

検討の側面  検討の視点 攻めの安全の方向性 

S0 企業方針の決定  V1 労働災害の減少 D1 技術イノベーション促進 

S1 機械設備の開発・販売  V2 競争力の強化 D2 社会イノベーション促進 

S2 機械設備の導入・利用    D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

S3 社会への貢献・アピール      

S4 社会制度      
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図  6-4 に検討の側面、検討の視点、「攻めの安全」の方向性（以下、方向性）の関係を示す。

また、側面、視点、方向性にはそれぞれには、表  6-1 に示すような記号を付けるものとする。 

 

 6.2 に示した 34 の検討指摘事項について、上記の側面、視点、方向性のいずれを有している

かを分類して整理した。 

側面の区分が 5 区分、視点が 2 区分、方向性が 3 区分あり、全ての組み合わせは 5×2×3＝

30 通りとなるが、34 の検討指摘事項を分類すると、表  6-2 に示す 8 パターンに分類されることが

わかった。 

この 8 パターンについて、側面、視点、方向性における関係を図として示したものが、図  6-5 で

ある。 

 

表  6-2 検討指摘事項のパターン分類件数 

  パターン 件数 

1 S1V2D3 5 

2 S2V1D1 3 

3 S2V2D1 2 

4 S3V1D1 4 

5 S3V1D2 6 

6 S4V2D3 6 

7 S0V1D2 5 

8 S0V2D2 3 
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S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上
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図  6-5 検討指摘事項のパターン 

 

6.3.2 各パターンの内容 

以下、それぞれのパターンについて、その詳細を示す。 

(1) パターン 1 ― S1V2D3 

側面 S1 機械設備の開発・販売 

視点 V2 競争力の強化 

方向性  D1 技術イノベーション促進 
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S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

1

 

図  6-6 パターン 1 ― S1V2D3 

 

パターン 1 は、S1 企業方針の決定を側面とする唯一のパターンである。「攻めの安全」を企業

価値の向上として実現するためには、競争力の強化の視点から企業方針として安全への取組み

を実現することが求められることが指摘されている。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• 自らが働きかけてこそ「攻めの安全」である。 

• 社内で取り組むだけでなく、外部への活動がなければ「攻め」にはならない。 

• 企業はアカウンタビリティを、時間的にも空間的にも一貫性を持って果たすことが必要。 

• 日本の製品開発における安全設計は設計者の知見に依存しており、経営者の理念は存在

していない現状を変えるべき。 

• 事前の責任に加えて事後の責任を果たすことが、信頼感を構築し企業価値を向上させる。 

• 企業としてアピールすることが重要。そのアピールには裏づけがあること必要。 
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(2) S2V1D1 

側面 S2 機械設備の導入・利用 

視点 V1 労働災害の減少 

方向性  D1 技術イノベーション促進 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

2

 

図  6-7 パターン 2 ― S2V1D1 

 

S2 機械設備の開発・販売の側面を持つパターンは、このパターン 2 と次のパターン 3．いずれ

も、方向性は技術イノベーション促進である。 

パターン 2 は、V1 労働災害の減少の視点からの検討事項であり、State of the art の実現と

いった機械安全に対する基本的な取組みの考え方と、それをベースにした技術イノベーションの

可能性について指摘している。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• 日本には Good Engineering Practice であることを宣言できる設計者がほとんど存在しな

い。そのような技術者を養成することが必要とされる。 

• 製造事業者は常に State of the art の安全レベルで取り組んでいることを示すべき。 
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• 経年劣化を考慮した製品寿命を管理する機械設備の設計開発は、一種のイノベーション

である。 

• 製造事業者への共通的な認識として要求事項等、社会インフラとしての整備が必要とされ

る。 

(3) S2V2D1 

側面 S2 機械設備の導入・利用 

視点 V2 競争力の強化 

方向性  D1 技術イノベーション促進 

 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

3

 

図  6-8 パターン 3 ― S2V2D1 

 

S2 機械設備の開発・販売の側面を持つもう一つのパターンは、このパターン 3 である。方向性

は技術イノベーション促進である。 

パターン 3 は、V2 競争力強化の視点からの検討事項であり、安全を競争力の強化の手段とし

て考え、技術イノベーション促進により「攻めの安全」とするための方策について指摘している。 
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＜検討指摘事項＞ 

• 社会が要求する安全性の一歩先を、自らの製品開発によって示すことが必要。安全への取

組みのリーダ的存在となるべき。 

• 安全を実現する機能のモジュール化を促進すべき。それにより安全機能の付加をより簡単

に実現可能となる。 

 

(4) S3V1D1 

側面 S3 機械設備の導入・利用 

視点 V1 労働災害の減少 

方向性  D1 技術イノベーション促進 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性

4

 

図  6-9 パターン 4 ― S3V1D1 

 

S3 機械設備の導入・利用の側面を持つパターンは、このパターン 4 と次のパターン 5 である。

いずれも、視点としては、労働災害の減少の視点からである。 

特にパターン 4 は、労働災害の現象の視点から、技術イノベーションを促進させて「攻めの安
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全」を実現しようとすることについて指摘されている。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• 労働災害防止のためには、センサ等の有効活用により、特定資格を有する人材のみ機械

を使用可能とするといったシステムの構築が必要とされる。 

• 安全性確保に必要な機械の寿命監視には、使用期間監視と機能監視があり、その両面か

らの監視が必要とされる。 

• 機械設備の経年劣化を管理することで、安全の維持をより容易に効果的に実施することが

できるようになると考えられる。 

• 機械の状態をリモートで把握する技術により、使用状況、経年劣化を踏まえた警告を、機械

メーカから機械ユーザに発することができるようになると考えられる。 

 

(5) S3V1D2 

側面 S3 機械設備の導入・利用 

視点 V1 労働災害の減少 

方向性  D2 社会イノベーション促進 
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5

 

図  6-10 パターン 5 ― S3V1D2 

 

S3 機械設備の導入・利用の側面を持つもう一つのパターンが、パターン 5 である。パターン 4

と同様に、視点としては、労働災害の減少の視点からである。 

パターン 5 では、労働災害の減少を推進するために、機械メーカと機械ユーザが協力していけ

る仕組みづくりとしての社会的イノベーションの促進推進が指摘されている。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• 機械メーカと機械ユーザの情報共有の仕組みが必要とされる。 

• 機械メーカと機械ユーザが、品質、機能、価格に加えて、安全も含めて議論することが必

要。 

• 機械メーカが提供する情報から、機械ユーザが安全のレベルを理解できるようになれば、

機械ユーザの安心につながると考えられる。 

• プロフェッショナルが使わない機械は、安全性確保も含めて機械メーカがリースにより提供
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することで、確実な安全を達成できるのでは。 

• 機械ユーザが安心できるように、機械メーカに対して、機械の設計手法や評価手法の情報

提供を要求可能な仕組みを構築すべき。 

• 現状の製造業における中小企業の体制では、人手及び人材の不足から機械設備のリスク

アセスメントの実行は困難。外部コンサルタントに依頼するための支援制度等が必要とされ

る。 

 

(6) S4V2D3 

側面 S4 社会への貢献・アピール 

視点 V2 労働災害の減少 

方向性  D3 社会イノベーション促進 

 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用
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S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性
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図  6-11 パターン 6 ― S4V2D3 

 

パターン 6 は、S4 社会への貢献・アピールを側面とする唯一のパターンである。企業として社

会に貢献することと、それをアピールすることは、競争力強化の視点として考えるべきことであると
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されている。そして、それにより企業価値を向上することで「攻めの安全」を達成することに繋がら

なければならないと指摘されている。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• 自分達のポリシーや行動目標及びその裏づけを社会にPRし、自社への関心を高める働き

かけが必要。 

• 製造事業者であれば、自分達の製品を通じて安全の価値を社会に認識させる活動が求め

られる。 

• ステークホルダに伝わるリスクコミュニケーションの実行が必要。 

• 企業活動の基本である社会貢献には、直接的な社会貢献と、事業を通じての社会貢献が

ある。事業の中には、安全の実現が含まれる。 

• どこまでできているかを明確に示すことも、企業をアピールする方法である。何ができない

かを示すことも、ステークホルダの安心につながる。 

• 安全により企業価値を向上するには、安全を説明できる情報発信力と、アピールのための

バックグランドが必要。 

 

(7) S0V1D2 

側面 S0 社会制度 

視点 V1 労働災害の減少 

方向性  D2 社会イノベーション促進 
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図  6-12 パターン 7 ― S0V1D2 

 

S0 社会制度の側面を持つパターンは、このパターン 7 と次のパターン 8．いずれも、方向性は

社会イノベーション促進である。 

パターン 7 は、V1 労働災害の減少の視点からの検討事項であり、保険制度、評価制度といっ

た機械安全に必要とされる社会制度を整備することについて指摘されている。 

 

＜検討指摘事項＞ 

• メンテナンスサービス、試験検査サービス等の無体財のサービス企業に関して、安全サー

ビスの見える化を図る必要がある。 

• 使用状態に設置した状態での安全性を確認していなければ、災害時の保険金が満額は支

払われないという仕組みが必要とされる。 

• 間違った認証を行った認証機関の責任を問う法令を、日本でも整備することが必要とされ

る。 

• 機械及び設備においても、運転者や自動車の状態で保険料が変化する自動車保険と同
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様な個別単位の保険制度が必要とされる。 

• 自社で機械設備のリスクアセスメントを実施できない企業は、外部の専門家に依頼すること

が可能な仕組みが必要である。 

 

(8) S0V2D2 

側面 S0 社会制度 

視点 V2 競争力の強化 

方向性  D2 社会イノベーションの促進 

 

 

S1 企業方針の決定

S2 機械設備の開発・販売

S3 機械設備の導入・利用

S4 社会への貢献・アピール

S0 社会制度 – 認証・保険等

D1 技術イノベーション促進

D2 社会イノベーション促進

V1 労働災害の減少 V2 競争力の強化

D3 企業価値（ブランドイメージ）向上

攻めの安全の方向性
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図  6-13 パターン 8 ― S0V2D2 

 

S0 社会制度の側面を持つもう一つのパターンが、パターン 8 である。パターン 7 と同様に、方

向性は社会イノベーション促進である。 

パターン 8 は、V2 競争力の強化の視点からの検討事項であり、企業の競争力を客観的に評価

するための仕組みづくりという意味で、社会イノベーションに繋がると考えられる事項が指摘され

ている。 



 

 －46－

 

＜検討指摘事項＞ 

• 安全に取り組む企業が得することができる保険の制度が必要とされる。 

• 明確な目的意識をもち、安全性確保に向けて有効に機能する機械及び設備に関する評価

制度が必要とされる。 

• 安全に取り組んでいる企業と取り組んでいない企業で差が付く社会の仕組みが求められ

る。 

 

6.3.3 パターン化の意味 

今回の検討指摘事項は、全 6 回の検討部会で機械安全に関する様々な面について見識を有

する委員か、様々な観点から検討を重ねた結果であるため、現時点における機械安全の状況を

把握した上で、セカンドフェーズに必要なことが網羅されていると考えられる。 

そのような検討事項を、側面と、視点と、方向性から分類し、その分布状況を把握することは、

今後、機械安全セカンドフェーズを実現するにあたって、現状における課題の存在と、優先すべ

き対策の方向性を求めるために、非常に有効であると考えられる。 

特に企業にあっては、自社の立場を客観的に評価するモノサシとして利用することができ、そ

のモノサシで評価したうえで、進むべき方向性を求めることができると考えられる。 
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7. 機械安全セカンドフェーズに向けた課題整理 

4 章で定義したように、「イノベーションを促進し、企業価値を向上し、企業の発展に繋がる安全

の取組み」としての「攻めの安全」を実現するために、機械安全セカンドフェーズを推進するため

の課題について、6 章の検討指摘事項のパターン化とも関連付けながら、検討した内容を、整理

して示す。 

様々な観点から議論されたきた前年度までの検討内容も含め、機械安全のセカンドフェーズを

推進するための課題としては、以下の 4 つに整理することができると考えられる。 

(1) 企業における安全の認識 

 関連パターン：パターン 1、パターン 2、パターン 3、パターン 6 

 安全性確保を企業の重要な経営課題として位置付け 
 安全に対する自社の目標、取組み姿勢、実績を社会に対してアピール 
 「攻めの安全」とは自社から積極的に働きかけが必須 
 安全性確保に関する設計開発方針を、企業の経営方針として明確化 
 社会の要求する安全性の一歩先を製品として示すことで業界リーダの位置を確保 
 企業の安全の取組みをアピールする仕組みと評価する仕組み 
 企業の自己評価あるいは第三者による評価等の社会基盤としての評価制度 

 

(2) 生産システムとしての安全性の確認 

 関連パターン：パターン 4、パターン 5 

 生産システム全体の安全確認の責任と役割分担の明確化 
 単体機械から生産システムを構成し全体の安全性を確保するセーフティインテグレー

ションの重要性の認識 
 機械ユーザの安心を促進する機械メーカからの確実な情報提供の推進 
 経年劣化を考慮した安全性の維持の技術確立 

 

(3)中小製造企業の機械設備安全化の支援 

 関連パターン：パターン 5、パターン 7 

 自前で実施困難な中小製造業向けに安全性確保の活動を支援する仕組みの構築 
 中小製造企業の安全活動を支援可能な専門家の育成と専門家ネットワークの構築 
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 既存の教育・資格制度の活用 

 

(4)機械安全普及の社会基盤要素の整備 

 関連パターン：パターン 7、パターン 8 

 安全性の向上が企業にとってインセンティブとなる仕組み 
 機械設備の安全レベルと保険料率が関係する保険制度 
 安全性確保に向けて有効に機能する機械設備の評価制度 

 

以下、これらの課題の内容について示す。 

7.1 企業における安全の認識 

企業の経営者の認識として、企業の経営課題として、安全の重要性が十分に認識されている

かといえば、多くの企業では、まだ自社のこととして捉え切れていないところが多いのではないか。

PL 法に基づいて製品の安全性に関して訴訟を受けた経験がある等、過去に厳しい状況を経験

している企業においては、積極的に安全を企業のポリシーとして取り込んでいるところもあるが、そ

のような企業はまだ多数派ではない。 

企業の内部において、生産設備を目の前にして安全性の確保を任されている担当者の安全に

対する意識は高いものであったとしても、生産設備を構成するために、部品や設備の調達を行う

部署も設備安全の観点からは安全性確保に重要な役割を有しているといえるが、それらの担当

者も安全性に対して十分な知識・意識を有していることは、まだ多いとはいえない。 

機械を使用する機械ユーザは、機械メーカに対して、もっと安全性に対する要求を出していく

べきであると考えられる。安全性を確保するためにも必要であるが、生産システムの全体的な効率

を考えるのであれば、安全性に対してもいかに効率的に安全確保を行うかは、必要不可欠な検

討であるといえるが、そのような要求を出す機械ユーザも、現時点では多くはない。 

わが国の社会全体の認識として、生産システムで発生している労働災害の実態が、正しくとら

えられているとは考えられない。爆発や火災等の発生により、メディアで報道される事故について

は比較的広く知られることはあるが、単なる死亡事故の場合にはメディアにはのらない。そのため

に、どの程度の死傷者が生産現場で発生しているかは、市民、組合、消費者は正しく認識してい

ないと考えられる。 
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このような状況から考えると、これまでは、安全性の問題については、できるだけ指摘されたくな

い、と考えてきた企業が多いのではないだろうか。しかし、「攻めの安全」を実現するには、企業自

らが積極的に外部に働きかけていくことが必要である。また、そのような企業活動の効果を発揮さ

せるために、企業の取組み内容の評価制度を確立し、企業が外部にアピールするための仕組み

を構築していくことが求められる。 

最近の安全性に対する社会の要求レベルは、企業が想像する以上に高まっていると考えられ

る。これまでの「守りの安全」だけでは、本当に企業を守りきれるのか。「攻めの安全」に積極的に

展開する時期が来ていると考えられる。 

7.2 生産システムとしての安全性の確認 

ISO 121005は EU 機械指令の要求事項を起源とする規格であるため、市場に流通する状態

の機械の安全性を確保することが中心に考えられている。ISO 12100 は、機械安全の基本規格

として、安全性確保のための国際的な共通概念として定着し、我が国においても労安法が要求す

るリスクアセスメントの努力義務のベースとなる考えとして、浸透してきているといえる。そのような

背景もあり、我が国においても、新たに製造される機械については、ISO 12100 の国際的な普及

もあって、それに適合しようとする動きが徐々に進み、安全性が向上してきていると考えられる。し

かし、ISO 12100 の規格は流通上の安全性確保を第一に考えているため、生産システムとして機

械やそれを相互に接続する装置等から構成された状態の安全性に関しては、詳しい要求を示す

ことができていない。 

その影響もあり、我が国においては、生産システム全体としての安全を、誰が、どのように確認

（リスクアセスメント）し、その結果を誰の責任として承認するのか、という基本的な役割分担が明確

になっていないのが現実である。 

また、機械メーカが機械ユーザに対して機械を納入する際に、機械が有する残留リスクについ

て、確実に伝達できているケースは、現状ではまだ多くないと言われている。結果的には安全で

あったとしても、機械ユーザが「知らぬが仏（安全）」の状態に置かれていることがあれば問題であ

ると指摘されている。 

機械は永遠に使用できるものではなく、いつかはその寿命を迎える。しかし、不景気の影響もあ

                                                  
5 ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk 
assessment and risk reduction 機械類の安全性－設計の一般原則－リスクアセスメント及びリ

スク低減 
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り、従来想定していた機械の使用期限（寿命）を超えて、より長期間にわたって機械を使用するこ

とが非常に多くなってきている。当然のことながら、機械の経年劣化は避けられない。にもかかわ

らず、機械の使用期限を想定していた期間より延長する場合に、経年劣化を評価した結果を踏ま

えて延長できているかが問題である。 

生産システムは、機械技術の進歩と、省エネ化、省力化、自動化の流れから、より高度化し複

雑なシステムとして構築されるようになってきている。単体の機械を、複数のロボットや搬送装置で

接続し構成されるような生産システムが、普通の生産現場に導入されてきている。しかし、その複

雑なシステムの安全性を、いかに確保して確認するかについては、明確なルールは存在していな

い。このことは、上記のような問題が発生する原因の一つとしても、指摘されるところである。 

生産システムの実現にあたっては、現実的には、システムインテグレータという立場の人が、安

全に関する対策（セーフティインテグレーション）を、何かしら実施しているが、標準的な要求事項

が存在しないこともあり、そのレベルには大きな幅が存在していると考えられる。実際に実施して

いる人も、セーフティインテグレーションであることを意識していないことがほとんどである。 

このセーフティインテグレーションの必要性を十分に認識することが、今後の機械設備を利用し

た生産システムの安全性を確保するために重要なポイントであると考えられる。 

7.3 中小製造企業の機械設備安全化の支援 

労安法では機械ユーザに対して機械設備のリスクアセスメントを実施することが努力義務として

求められている。その実施は、徐々に定着してきているといわれているが、中小製造企業の中に

は、リスクアセスメントを実施する知識も余裕もないないところが多いといわれる。自社で機械設備

のリスクアセスメントを実施できない企業に関しては、外部の専門家に依頼することが可能な仕組

みを構築することで、我が国の製造業における安全性レベルの底上げを図ることができると考えら

れる。 

そのような機械設備の安全化の支援を推進していくにあたっては、安全の知識を正しく身に付

けた専門人材が必要とされる。正しくない方法で安全に取り組んだとしても、効果が無いばかりで

はなく、かえって悪い影響を与えることもあり得る。 

安全の専門人材については、社会人も対象にした大学の専門教育を始めとして、いろいろな

教育課程が設けられるようになってきている。また、専門的な資格取得の制度も、継続的に運用さ

れて定着してきている。それらの安全の専門人材を、企業活動の中で、あるいは社会制度の中で

適切に配置し活用することに関しては、まだ本当に効果的な仕組みが確立しているとはいえない。
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また、既存の教育や資格の制度だけで、安全性確保を進めるために必要な幅広い知識や知見を

カバーすることができるかについては、継続的に調査して、効果的な活用に向けた見直しを行うこ

とが必要と考えられる。 

また、安全の専門人材の活用を進めるにあたっては、活用のためのネットワークを構築すること

が必要と考えられ、ネットワークを有効に活用する方法も含めて、普及の方策を検討していくこと

が必要と考えられる。 

7.4 機械安全普及の社会基盤要素の整備 

企業がより前向きに安全性確保に向けた取組みを推進していくためには、その方向に向けた

企業のインセンティブを確保するような仕組みがあると有効であるといえる。 

その一つとしては、機械メーカが自社の製品にかけている PL 保険の保険料率を、機械の安全

性とリンクして決める仕組み等、機械の安全レベルと関係付けた保険制度を導入することが考え

られる。 

また、企業価値を安全性の面から評価するためにも、安全に関する規格への適合性を客観的

に評価する制度を構築することが求められる。この評価制度は、保険制度とのリンクで、さらに効

果的な仕組みとなると考えられる。 

安全専門人材の活用を推進する面からの社会基盤としては、専門人材が相互に情報交換を

図ることが可能なネットワークを構築することが、有効な方策の一つとして考えられる。 
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8. 参考資料 
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(3) 第 4 回検討部会（2010 年 10 月 12 日）資料 安心に繋がる安全について 

(4) 第 5 回検討部会（2010 年 11 月 15 日）資料 機械による労働災害を減らす視点からの安全

について、安全が機械産業の競争力に繋がる視点について 
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お わ り に 
 

機械安全国際標準にも示される機械安全に対する基本的考え方は、ヨーロッパやアメリカだけ

ではなく、日本を除くアジア諸国にも浸透してきており、国際的な共通概念となってきている。特

に中国は、国策として国内の技術基準や制度に国際標準を積極的に取り込んでいる。 

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

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

は低いレベルにあると言わざるを得ない。 

しかしながら、近年の中国や韓国などの機械安全への取組姿勢を見ても、我が国機械産業界

におけるリスクアセスメントの実施、仕様書における安全要求事項の充実を図るべき時期がきてい

ると言える。製造業においては安全対策と企業経営が一体をなす状況が望ましいと考える。 

本事業において、機械安全への取組が企業価値向上に繋がることを、経営者層に理解を深め

て頂くことで、国内外の競争力向上にも寄与すると確信する。また、今後の企業の生産活動にお

ける機械安全の一層の普及促進に貢献できるとともに、産業事故削減のためにも結びつくものと

考えられる。 

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

幸いである。 
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