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序 

 

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

業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。 

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

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

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

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

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。更

に平成 23 年には残留リスク情報の提供についてのガイドラインも策定されました。 

こうした状況下で企業にとって機械安全に取り組むことが、何らかのインセンティブとなるような

評価制度が必要と考えられます。機械安全への取り組みがマネジメントシステムに取り入れられる

状況になれば、その評価制度が保険制度などに有益に利用されることも考えられます。 

平成 23 年度は海外の制度を参照しつつ日本の実情に則した評価制度を構築するために、評

価項目や評価基準について調査、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 24 年 3 月     一般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 

 

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

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

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

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

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

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

重要と思われる。 

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

多くの解決しなければならない課題がある。しかし、企業が機械安全への取り組みに対してインセ

ンティブとなるような評価制度を考える必要がある。 

 本報告書は、日本の実情に則した評価制度を構築するために、評価基準について調査、検

討を実施し取り纏めたものとなっている。 

本報告書が、多くの企業において機械安全への取り組みに積極的になり、機械の包括的な安

全基準に関する指針や、国内外の安全規格への対応にも寄与することを期待する。 

 

機械安全普及のための社会基盤

要素の整備に関する検討部会 

主査  栗 原  史 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

 



 v

機械安全普及のための社会基盤要素の整備に関する検討部会 委員名簿 

 

（敬称略、委員氏名五十音順） 

 所属・職位 氏名 

主 査 一橋大学大学院 商学研究科 教授 栗 原 史 郎 

委 員 NSK リスクマネジメント株式会社 

リスクエンジニアリング部 シニアコンサルタント（PL 担当） 

新 井    克 

公益社団法人産業安全技術協会 検定試験部 主任試験員 石 田    豊 

ワールドアシュアランスブローカーズ株式会社 営業部長 北 村 祐 二 

平田機工株式会社 

技術本部 システム開発部 グループマネージャー 

木 下 博 文 

社団法人日本食品機械工業界 専務理事 鈴 木 芳 雄 

旭硝子株式会社 

CSR 室 環境安全品質統括グループ プロフェッショナル 

高 岡 弘 幸 

社団法人日本包装機械工業会 技術部部長 長 島 康 男 

東京海上日動火災保険株式会社 公務開発部 課長代理 吉 田 雄 一 

社団法人日本プラントメンテナンス協会 調査研究・広報部長 若 槻    茂 

一般社団法人日本機械工業連合会 常務理事 石 坂    清 

オブザーバ 公益社団法人産業安全技術協会 常務理事 国際標準部長 永 石 治 喜 

事務局 一般社団法人日本機械工業連合会 標準化推進部長 川 池    襄 

一般社団法人日本機械工業連合会 標準化推進部 部長代理 宮 崎 浩 一 

一般社団法人日本機械工業連合会 標準化推進部 課長 吉 田 重 雄 

一般社団法人日本機械工業連合会 標準化推進部 関 口 浩一郎 

株式会社三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 主席研究部長 首 藤 俊 夫 

株式会社三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 主席研究員 土 屋 正 春 

株式会社三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 研究員 平 川 幸 子 

（平成 24 年 3 月 1 日 現在） 

 

 

 



 vi

 



 vii

目  次 

 

はじめに 

 

1. 背景と目的 ............................................................................................................................ 1 

1.1 背景 .................................................................................................................................. 1 

1.2 目的 .................................................................................................................................. 1 

2. 検討部会の開催 .................................................................................................................... 2 

3. 背景と経緯 ............................................................................................................................ 3 

4. 検討内容 .............................................................................................................................. 9 

4.1 検討部会の議論における指摘事項 ..................................................................................... 9 

4.2 ヒアリング調査における指摘事項 ....................................................................................... 14 

5. 評価の枠組みの検討 ........................................................................................................... 22 

5.1 関係者の整理 .................................................................................................................. 22 

5.2 評価の枠組みのイメージ .................................................................................................. 25 

6. 評価制度の目的と効果の検討 .............................................................................................. 29 

6.1 目的と期待される効果 ...................................................................................................... 29 

6.2 他分野の評価制度例 ....................................................................................................... 30 

7. 検討成果 ............................................................................................................................ 37 

8. 制度実現に向けた要検討項目 ............................................................................................. 38 

 

おわりに 

 

付録 参考資料 

 

 

 



 viii 

 

図 表 目 次 

 

図 3-1 これまでの検討の経緯................................................................................................ 8 

図 5-1 生産ラインに関係する業務領域と関係者の立場 .................................................... 22 

図 5-2 生産プロセスシステム関係者の役割の一般化 ....................................................... 22 

図 5-3 評価のクラス分けのイメージ ..................................................................................... 28 

図 5-4 詳細評価実施のイメージ .......................................................................................... 28 

図 6-1 IPA情報セキュリティ対策ベンチマークのアウトプットイメージ（その１） .................. 35 

図 6-2 IPA情報セキュリティ対策ベンチマークのアウトプットイメージ（その２） .................. 36 

図 8-1 制度実現に向けた要検討項目 ................................................................................ 40 

 

表 4-1 ヒアリング調査先企業と属性 ..................................................................................... 15 

表 6-1 評価の定義 ............................................................................................................... 32 

表 6-2 カテゴリーごとの評価のイメージ ............................................................................... 32 

表 6-3 総合スコア ................................................................................................................. 33 

表 6-4 IPAの想定する情報セキュリティ対策の評価の目的 ............................................... 33 

表 6-5 IPAの想定する情報セキュリティ対策の目標レベル ................................................ 33 

表 6-6 IPAが提供する情報セキュリティ評価の分類 ........................................................... 34 

 

 

 



 

 1

1. 背景と目的 

1.1 背景 

我が国において、社会における様々な面での安全レベルの要求は、従来以上に高くなってき

ているが、製造業の根幹である生産ラインを構成する機械の安全に関しては、法令に基づく安全

指針の実施が努力義務（罰則がなく強制力が弱い）とされたこともあり、機械安全の国際標準で要

求されているレベルには、まだかなりの開きがある状態と考えられる。 

機械安全の取組みが我が国の製造業において促進されない原因の一つとして、機械安全の

対策が企業経営に対してインセンティブを有していないことがある。一方で我が国の製造業にお

ける機械に起因した死亡事故は、年間約 250 名にものぼる状況であり、さらに技術の進歩により

生産設備が複雑化することから潜在的なリスクは増加の方向にあると考える。また、労働者の多様

化により、非プロフェッショナル作業者（派遣従業員など）が機械を使用する機会が増えることも、

災害発生のリスクを増大する一因になる。 

1.2 目的 

本事業では、企業にとって、安全性を向上させることがインセンティブとなるような仕組み、例え

ば機械類の安全性とリンクした仕組みを実現するために、安全対策の基準や検査あるいは評価

の仕方などを、主として、機械安全の取組みへの公平・公正な評価する仕組み、またそのための

評価基準、評価者の専門性・独立性等を検討することを目的とする。 
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2. 検討部会の開催 

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

及のための社会基盤要素の整備に関する検討部会」（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 23 年 6 月 1４日 

 第 2 回 平成 23 年 7 月 20 日 

 第 3 回 平成 23 年 9 月 13 日 

 第 4 回 平成 23 年 10 月 25 日 

 第 5 回 平成 23 年 12 月 13 日 

 第 6 回 平成 24 年 2 月 3 日 
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3. 背景と経緯 

体系的な機械安全国際規格の基本規格である ISO 121001が最初に発行されたのは 2003 年

であるが、発行の数年前に規格の姿が明らかになってきた頃に、機械技術者向けの雑誌で特集

が組まれている。その特集のタイトルは『黒船来襲！ 「安全」が開国迫る』であった。まさに、日本

の産業界にとっては、思わぬところから得体の知れない伏兵が登場した、という感じがにじみ出る

ようなタイトルである。我が国における労働安全対策としては、徹底した作業者の安全教育と、安

全パトロールや KYT をはじめとする作業現場の安全活動の推進で、災害ゼロ連続記録の継続を

目標とした作業上の安全性確保の活動が中心であった。そのような状況において、安全は機械

の対策を第一にすべき、という国際標準の考え方は、我が国の産業界にとっては、黒船と言える

ものであったのだろう。 

その後、2001 年（平成 13 年）6 月 1 日には、厚労省労働基準局から「機械の包括的な安全基

準に関する指針」が通達として出された。この指針は、ISO 12100 をベースとして検討されたもの

であり、国際標準の基本的な考え方を取り入れているが、拘束力を持たない指針として示された

だけであるため、産業界からの注目度は非常に低かった。その後、2006 年度（平成 18 年度）に

は、労働安全衛生法（以下、労安法）の改正に伴い、設備機械のリスクアセスメントが努力義務化

された。また、2012 年（平成 24 年）4 月 1 日から施行される労働安全衛生規則の改正2では、「機

械に関する危険性等の通知」が機械メーカに求められることになっている。 

以上のように、我が国における機械の安全性確保に対する社会的な要求は少しずつ高くなっ

てきていると考えられるが、事業者に対する法令の要求が強制力のない努力義務であり、実際の

事業者における機械安全への取組み状況は、国際標準レベルと比較して相当の開きがある状態

と考えられる。 

日本の製造業において、機械安全の取組みが促進されない原因の一つは、機械安全の対策

が企業経営に対してインセンティブを有していないことがあげられる。企業の経営者が機械安全

の重要性を正しく認識し、企業の方針として率先して取り組むと、機械安全のレベルは確実に前

進することは間違いない。しかし、法令による拘束力のある要求が存在しない状態において、通

常の日本企業の経営者にとって、他の数多くの企業課題と比べると、機械安全の対策の優先度

                                                  
1 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 
2 労働安全衛生規則 第 24 条の 13 
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が高いものとは考えられていないのも事実である。優先度が高くないだけであればまだしも、現場

の安全担当者が機械安全に取り組もうとしても、場合によっては企業の中で必要悪と見られてしま

い、前向きに取り組める環境にはなっていないことがある。 

一般社団法人日本機械工業連合会（以下、日機連）では、2003 年度（平成 15 年度）に、我が

国の機械工業分野における 21 世紀標準化戦略について検討する中で、我が国の機械安全を推

進するための計画を策定し、以後、そのための活動を継続的に進めてきている。 

平成 21 年度からは「機械安全実現へのセカンドフェーズに関する検討部会」（セカンドフェー

ズ検討部会）を組織し、機械安全セカンドフェーズを「攻めの安全」と定義し、その実現を目指す

ための検討を進めてきた。図 3-1 にそれ以降、現在までの経緯を図で示す。 

まずは最低限の安全を確保するために、必要に迫られていろいろな取組みを行ってきたファー

ストフェーズから、アクティブな安全の取組みとするためのセカンドフェーズを実現するために、安

全を企業のブランドとして活用することを目指し、セカンドフェーズ検討部会では、そのための方

策を検討した。 

セカンドフェーズ検討部会では、機械安全セカンドフェーズの 3 要素を、以下の 3 つとした。 

 

機械安全セカンドフェーズの 3 要素 

1) 攻めの安全 

2) イノベーション促進 

3) 企業価値の向上 

 

特に重要と考えられるのは、最初の「攻めの安全」であり、ここでは、攻めの安全を、「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」と定義している。この取

り組みをすすめるため下記にあげる課題を設定した。 

(1)企業における安全の認識 

(2)生産システムとしての安全性 

(3)中小製造企業の機械設備安全化の支援 

(4)機械安全普及の社会基盤要素の整備 

図 3-1 に示すように、「攻めの安全」の実現に向けた重要と考えられる第 1 の課題は「(1)企業
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における安全の認識」である。安全性確保を企業の重要な経営課題として位置付け、社会に対し

て、目標、姿勢、実績をアピールすることで企業ブランド向上に結びつけることは、「攻めの安全」

に他ならない。しかし、現状では、我が国の企業において、安全性確保を企業ブランドの向上に

結びつけようという発想は、まずあり得ないというのが現実であると考えられる。 

第 2 の重要な課題は「(2)生産システムとしての安全性」である。製品そのものはもとより、生産

技術も複雑になる中で、生産ラインは複数の機械により構成され、それらの機械が連携して多品

種少量生産を実現する方向に進んでいる。これにより、生産ラインの潜在的なリスクは徐々に高ま

っていると考えられるが、機械単体のリスクアセスメントはある程度できるようになっていても、生産

ライン全体のリスクアセスメントが十分にできていないことが課題としてあげられる。 

「(1)企業における安全の認識」においても、「(2)生産システムとしての安全性」に関しても、い

わゆる体力のある企業にとっては、企業としての経営方針として取り組むことを決めれば、対応す

ることは可能と考えられる。現実に、安全性に関して熱心ないくつかの企業では、積極的な取組

みを進めている。しかし、経営に余裕の少ない中小企業にとっては、それらの片方だけでも対応

することは簡単ではない。そこで、第 3 の課題として、「(3)中小製造企業の機械設備安全化の支

援」を示している。 

そして、第4の課題としては、「(1)企業における安全の認識」を社会にアピールするための手段

とし、また、「(2)生産システムとしての安全性」を客観的に確認するため、さらには、「(3)中小製造

企業の機械設備安全化の支援」が確実に進んでいることを把握するため、公正で公平な評価制

度を、社会の基盤として整備していくことを課題として考え、「(4)機械安全普及の社会基盤要素の

整備」として設定している。 

平成 22 年度のセカンドフェーズ検討部会では、それまでの検討部会での検討に基づき、機械

安全のセカンドフェーズを推進するための課題を、上記の 4 つとして設定し、それぞれ以下のよう

に整理している3。 

(1) 企業における安全の認識 

 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」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 

                                                  
3 平成22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調査検討―、平成 23 年 3 月、社団法人日本機械工業連合会 
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 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 

 生産システム全体の安全確認の責任の明確化 

 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 

 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 

 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 

 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 

 

セカンドフェーズ検討部会で示された課題は、日機連が中心となって進める機械安全推進活

動の中で検討されることとなり、本検討部会では、上記の「(4)機械安全普及の社会基盤要素の整

備」として、「機械安全の取り組みの公正・公平な評価制度」を主なテーマとして、以下の観点から

検討することとなった。 

 

本検討部会における検討テーマ 

「機械安全の取組みの公正・公平な評価制度の検討」 

1) 評価制度の枠組み、評価基準、および評価の実施者を明確にする。 

2) 社会への働きかけ（企業ブランド向上、保険料率変更）として利用可能なものとする。 

3) 非プロフェッショナルが使用する機械に着目する。 
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「攻めの安全」を実現するためには、企業のアクティブな取組みを引き出すことが必要であり、

そのためには企業の活動が社会活動としてプラスとなるインセンティブが存在し、経営としても製

造現場としても、積極的に実施する姿勢に自然と向かえる状況を作ることが有効と考えられる。そ

のための方策として、機械安全の取組みの公正・公平な評価制度が考えられる。取組みに対する

評価制度があれば、その評価結果が広く知られることによって企業のブランドイメージ向上に繋が

るとともに、取り組みの姿勢が、業界へ、あるいは社会へと、横のつながりへ影響することが期待で

きる。 

そのような評価制度を実現するためには、評価制度の枠組みを明確にすることが必要であり、

評価基準をどのように設定するかを検討しなければならない。その評価を誰が実施するかも重要

なポイントである。また、評価制度が、目的どおり、企業ブランドの向上に結びつくかを推定してい

くことも必要であろうし、評価結果を、企業活動の損害賠償保険の保険料率算定の際の有効なデ

ータとして利用可能なものとすることができるかについても検討することが求められる。 

今回は、機械に関する訓練が十分とはいえない非プロフェッショナルが機械を使用する際の安

全性を確保することが、機械安全を推進するにあたって、見逃すことができないポイントと考えら

れるため、非プロフェッショナルが使用する機械に着目した検討も行った。 
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機械安全の普及促進に

向けて
・機械安全は企業価値を生

み出すもの

・企業価値を測るモノサシが

必要

機械安全セカンドフェーズの

検討（H21～H22）

・セカンドフェーズの3要素

・攻めの安全

・イノベーション促進

・企業価値向上

(1)企業における安全の認識
・安全性確保を企業の経営課題として

位置付け

・「攻めの安全」を実現

(2)生産システムとしての安全性
・単体機械の安全から設備安全へ

・生産システムとしてのセーフティ

インテグレーション

セカンドフェーズに

向けた4つの課題

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

(3)中小製造企業の機械設備安全

化の支援
・中小製造業の安全性確保の活動を支援

・安全活動を支援可能な専門家の育成と人材

ネットワーク

(4)機械安全普及の社会基盤

要素の整備
・安全性向上が企業にとってのインセン

ティブとなる仕組み

・生産システムの安全性評価制度構築

社会にアピールするための

評価制度が必要

中小企業の

対応困難

中小企業の対応困難

生産システムの
評価制度が必要

実行状況の評価と
ベンチマークが必要

「機械安全の取組みの公正・公平な評価

制度」の検討
・評価制度の枠組み、評価基準、評価の実施者を

明確にする。
・社会への働きかけ（企業ブランド向上、保険料率

変更）が利用可能なものとする。
・非プロフェッショナルが使用する機械に着目する。

検討実施

今年度検討の成果（7.参照）

・「設計製造」、「調達施工」、

「運用保守」の 3領域とする

評価の枠組みを示した。
・今後の要検討項目（評価方法、評価

基準、結果の公開 等）を整理した。

・非プロフェッショナルの検討にあたっ

ては言葉の再定義が必要であること

を示した。

機械メーカ、機械ユーザ、インテグレータ、保険会社等、
関係者全てに関わる社会基盤要素として検討

 

図 3-1 これまでの検討の経緯 
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4. 検討内容 

4.1 検討部会の議論における指摘事項 

検討部会では、機械安全及び設備安全に関して豊富な経験と知見を有する委員より議論をい

ただき、機械安全普及の社会基盤要素の整備として、「機械安全の取り組みの公正/公平な評価

制度」の実現に向けて有効と考えられる多くの事項が指摘された。 

(1) 現状における社会基盤整備における課題の確認 

 安全に取り組んでいる企業が評価される仕組みがないことが問題。 

 機械単体の安全性、マネジメントシステムの運用の認証は、仕組みの有無だけ。レベ

ルの評価ができていない。 

 非プロフェッショナルが使う機械を対象として、評価が必要とされる事項を検討すべ

き。 

 労災保険、PL 保険等いずれも事故発生時の対策であり、予防や努力の評価がな

い。 

 生産技術部門の現場では、現状においても生産性向上を第一に考える傾向あり。 

 機械設備の調達時に安全にかかわる仕様書が軽視されるような状況が発生する場

合あり。 

 

機械安全の定着が進まない原因の一つとして、安全に対して取り組んでいる企業の取り組み

方、姿勢が、社会的に評価されることがなく、労働災害という結果のみが問題視されて、取り組み

の評価・インセンティブが存在していないことが、これまでにも課題として指摘されていた。 労災

保険や、その上乗せ保険の保険料率は、過去の事故発生率が考慮されて割引される制度がある

が、基本的に過去の実績を反映するだけであり、現在の取組み状況が反映されるものではない。

そのため、機械安全をさらに推進するためには、安全に対して「努力した企業が報われる仕組み」

が必要であると考えられる。また、同時に、それを実現することは、非常に難しいことと考えられ、

かつて公害が社会問題となった後、公害の対策が、徐々に環境対策と名前が変わることで企業

の姿勢が前向きになったような状況を、機械安全に関しても創り上げていくことが求められる。 

現状においても、機械単体の既存の安全規格に対する適合性の認証とか、労働安全に関する
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マネジメントシステムの認証は存在している。しかし、この認証という行為は、一定の条件を満足し

ていることを確認するものであり、その安全性や取組みの姿勢のレベルの高低まで評価すること

はできない。企業の取組み姿勢に対するインセンティブとするには、そのレベルの高低を評価で

きるような仕組みであることが必要であると考えられる。 

「安全第一」の看板を掲げる生産現場は、今も昔も変わらずに多いが、本当の意味で「安全第

一」になっているところは、まだまだ少ないと思われる。現場の生産技術部門は、現状においても

生産性向上を何よりも、つまりは安全よりも優先して考える傾向が存在しており、この点からも企業

における安全の認識を、もう一度確認していくことが必要と考えられる。また、機械設備の調達を

行う際に、安全の要求レベルを明確に規定した安全要求仕様が機械の使用者側から提示される

ことは少ないといわれる。それでも、実際に導入される機械が安全であれば良いが、逆に仕様書

に示されている安全対策が、コスト低減を実現するために仕様書の修正もなく取り外されることも

あるという指摘もあり、企業内のモラル（ルール）の改善として取り組むべき問題がある。 

(2) 取組みを公正・公平に評価する制度の目的と効果 

 安全性を確保するためのモチベーションとしては、第一に社会制度としての評価制

度が考えられる。 

 評価の対象の単位としては、生産ラインの単位で安全性を評価することが適当と考え

られる。 

 ベンチマーク機能による効果が期待できる。ベンチマークにより自社の位置付けがわ

かることで、安全への取組みの推進力となる。 

 機械ユーザから機械メーカ、または自社の部門間で、評価結果をフィードバックする

ことで、スパイラルアップを図ることができる。 

安全性を確保することを、企業の経営上のモチベーションとするには、第一に社会制度として、

安全性確保の取組みを公正・公平に評価する評価制度が存在し、その取組みを評価することが

有効であると考えられる。 

機械安全を推進する観点からは、評価の対象の単位として、生産ライン単位で安全性確保の

取組みを評価することが、適当であると考えられる。企業全体を評価しようとすると、評価の対象が

大きすぎて把握しにくく、実際にどのようなことを実施しているかを見極めることも簡単にはいかな

い。機械単位での評価とすると、機械メーカの安全対策だけを評価するような面が強くなり、製造

事業者が機械を使ってラインを構築する際の安全対策の評価が対象外となってしまうため適当で
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はない。生産ラインを構築するということは、機械メーカと機械ユーザの両方が関与するとともに、

安全に関して非常に重要な役割を有するインテグレータ、あるいは施工業者も関係してくるため、

関係する全ての評価を行うことができるという点で最適であると考える。 

評価制度に期待することとして、ひとつにはベンチマークの機能である。共通のモノサシとして

の評価基準で取組みを定量的に評価することにより、他社の評価と比較することで、自社の位置

付け/時系列での変化がわかるため、安全の取組みに対する目標を設定しやすくなり、活動の推

進力として利用することができる。 

また、機械ユーザから機械メーカに対して、評価結果をフィードバックすることが可能となり、機

械の安全性改良のスパイラルアップが期待される。現状においては、これらのフィードバックは、

ほとんど行われていないと考えられる。同様のことは、自社の部門間におけるフィードバックを実

施することで、社内の取組みレベルのスパイラルアップを期待することができる。この点に関して、

同一の社内であっても、さらに十分なフィードバックを実施することで、よりレベルの高い安全性の

確保を、効率良く達成することが可能になると考える。 

(3) 評価の範囲と枠組み 

 安全性については、生産ラインの全ての視点が関係するため、「設計・製造」、「調

達・施工」、「運用・保守」の 3 つの領域からそれぞれに評価をすることで、漏れのな

い評価を行うことが必要。 

 評価制度より、「評価マニュアル」として示すべきでは。生産に関する組織の人たちが、

安全に関してチェックできるマニュアルとしたい。 

 評価項目は、業界に限らない共通部分と、業界に特有の個別部分に分けて設定す

ることが考えられる。 

 評価したことをアピールするために、外部への情報発信を可能とする方法が必要とさ

れる。 

生産ラインの安全性確保について評価を行うにあたっては、「設計・製造」、「調達・施工」、「運

用・保守」の 3 つの領域で、それぞれに評価を実施することで、生産ラインの様々な角度からの評

価を行うことができると考えられる。 

また、生産ラインに関係する組織の人々が、安全に関してチェックを行うマニュアルとして利用

することも期待されることであり、そのような利用方法も安全性向上の点からは効果的である考えら

れるため、評価制度として構築することも重要な観点であるが、評価マニュアルとして産業界に提
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供することも合わせて検討することが必要である。 

評価の項目は、業界によらず共通な部分と、業界に特有の個別の部分に分けて設定することも、

より適切な評価を進めるにあたっては有効と考えられる。業界に特有の部分に関しては、基本的

な基準の枠組みを設定した上で、詳細な基準の作成について、関係する工業会に基準の検討を

依頼するなどの方法が考えられる。 

また、前述のベンチマークがより有効に機能するには、評価した結果を社会に対してアピール

するための仕組みがあることが必要である。方法については、インターネットを利用する等、様々

な方法があると考えられるが、評価した結果を発信する方法に関して検討することが求められる。 

(4) 評価の方法 

 自己評価で自分の強みと弱みを知ることが、まずは出発点となると考えられる。さらに

それに外部評価を組み合わせることで、仕組みとして強化することが望ましい。 

 自己評価による適用を進めることが普及を推進すると考えられる。 

 誰が自己評価を実施するかが重要なポイントである。 

 生産システムにおいては、生産技術部門を考慮しなければ動かすことは難しい。この

点を重点化して考えることも、評価方法を考える際のポイントである。 

評価の方法として、自己評価と外部評価の 2 種類が考えられる。最初の段階は、自己評価から

スタートすることが適切であると考えられる。自己評価により、自社の強みと弱みを知ることで、他

者に差を付けられる点、改善すべき点がわかり、今後に向けた取組みの方策検討と目標の設定

が可能となる。知識や経験の不足等で、自己評価が難しい場合や、より客観的な評価が必要とさ

れる場合には、外部の第三者機関による評価が可能な仕組みも用意することが望ましい。 

いずれにしろ、自己評価を可能とし、企業が自ら進んで適用を進めることができるようにすること

が、評価制度を普及させる推進力になると考える。自己評価を行うにあたって、誰が評価するか

は重要なポイントであり、本来は安全に関して知見を有していることを客観的な資格で証明できる

人が望ましいが、初期段階から資格を条件とすることも、評価に取り組む敷居を高くするだけで、

逆効果になりかねないため、慎重な判断が必要とされる。 

生産ラインの評価を実施する際に、生産技術部門の役割は非常に重要であり、評価方法を検

討する際に十分に考慮することが求められる。 
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(5) 非プロフェッショナルについて 

 食品機械が使用される業界においては、機械の使用にあたって必要なトレーニング

を受けることが求められている。この場合、非プロフェッショナルとは言えないのでは。 

 プロフェッショナルとは何か、非プロフェッショナルとは何か、明確に定義をすることが

必要とされる。 

 非正規従業員が多い職場においては、生産技術部門が小さい等の問題があり、機

械安全が考慮されにくい傾向がある。 

食品機械が使用される業界において、食品加工に従事する作業者の契約形態としては、正規

従業員よりもパートやアルバイト等の非正規従業員の数が多いといわれる。これらの非正規従業

員が機械を使用して作業を行うにあたって、通常は正しい機械の使用方法に関して、安全上の

対応も含めてトレーニングが実施され、その習得状況について確認された後に作業を開始するこ

とになっている。このような作業者は、非正規従業員であっても、非プロフェッショナルとは言えな

いという意見があった。 

非正規従業員であっても、同じ業務に 10 年以上の経験を有する人もおり、熟練者と言える人

材であると考えられる。日本においては、熟練者とプロフェッショナルは同様なものと考えられる傾

向があるが、本来の意味では熟練者とプロフェッショナルとは区別して考えるべき存在であり、今

年度の検討では、そこまで明確にして議論することはできなかった。言葉の定義も含めて、今後の

継続的な検討課題とする。 

ただし、非正規従業員が多い職場では、生産技術部門が小さかったり存在しなかったり、他業

務と兼務していたりという状況が多く発生し、機械の安全が考慮されにくいという課題があることは

確認され、この点については今後の課題として検討する。 
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4.2 ヒアリング調査における指摘事項 

平成 23 年度の調査業務として並行して実施している「機械安全普及のための社会基盤要素

の整備に関する調査研究」では、必要とされる社会基盤要素の整備に関してヒアリング調査を行

っており、その結果から、機械安全の企業に対するインセンティブ、取組みに対する公正・公平な

評価制度等に関して整理した。調査結果の詳細については、調査研究の成果報告書を参照のこ

と。 

4.2.1 ヒアリング調査項目 

企業の機械安全への取り組みの実態や、機械安全の取り組みに関する評価方法や、安全へ

のインセンティブの有無、可能性についてヒアリング調査を実施した。 

 

 自社・業界の安全に対する考え方について 

・ 機械安全／労働安全に関する理念・考え方について 

・ 日本と海外の安全に関する考え方 

 自社・業界の機械安全の実現に向けた取り組み 

・ ISO や OHSAS 等の取得状況（取得に際しての社内体制や取得の方針、課題等） 

・ 現在の認証制度の限界等 

※例えば、ISO（設計）、OHSAS（労働安全）などの単独の認証のみで、現場レベルで課

題になっていることがないか、など。 

 貴社・業界における企業等の安全への取り組みに関する評価について 

・ 取引先企業の評価（特にマネジメントシステムの観点を重点的に） 

・ 自社内・取引先・グループ会社の企業の評価（評価の有無・考え方・方法） 

・ 現在の評価制度の課題 

・ 今後必要と思われる評価制度について 

 貴社・業界における安全に対するインセンティブ 

 

以下に、調査先の業種及び属性を示す。また、得られた意見は、あくまでも回答者個人の経験

に基づく一意見であり、各社を代表した意見ではない点に留意が必要である。 
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表 4-1 ヒアリング調査先企業と属性 

調査先の業種 属 性 標記方法 

製品製造業 機械ユーザ A 社 

機械製造業界 機械製造事業者 B 工業会 

機械製造業界 機械製造事業者 C 工業会 

プラントメンテナンス業界 コンサルタント Ｄ協会 

保険会社 保険会社 Ｅ社 

4.2.2  ヒアリング調査結果のまとめ 

(1) 安全に対する法制度と取り組みについて 

日本においては、機械安全に対する法制度において、各事業者の義務が明確にされていない

ことにより規格化や基準づくりが推進されないことが指摘された。このため、機械ユーザの機械安

全に対する責任があいまいになり、機械メーカの責任になることが多いことも課題として挙げられ

た。 

さらに日本における労災保険制度においては、機械ユーザの責任を問わずに被災者に保障さ

れることが、機械ユーザが安全への取り組みの推進を阻害する要因の１つではないかという指摘

も得られた。特に、日本の機械ユーザの大部分が中小事業者であり、生産コストが最優先されて

いる現状を踏まえると、法令での義務付けがないと機械安全の取り組みの推進が困難であること

も推察される。 

一方、各業界のトップ企業レベルでは、1990 年代から OHSAS 18001 や ISO 規格、JIS 規格

等を用いて、職場の安全づくりに取り組んでいる状況が伺える。また、平成 13 年に厚生労働省よ

り公表された「機械の包括的な安全基準に関する指針（包括的安全指針）」に基づいて、機械安

全の実現に取り組んでいる事例も確認できた。 

a. 安全の理念 

 現社長は、現場や設備安全に理解が深く、労働安全衛生基本方針を「安全なくして生産な

し」を冒頭に示し、トップダウンで安全への取り組みが進んだ。トップの考え方は非常に重

要。企業トップの他、工場では設備の稼動を承認するのが工場長であり、工場長の判断が

重要である。（Ａ社） 
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b. 日本と海外の安全の理念や制度の差異 

 ヨーロッパで機械安全に関して規格化が進んでいるのは機械指令があるためであり、日本

でも規格化を普及・推進するためには、法令化するしかないのではないか。機械安全は、

経済性の原理と相反する面があるため、なかなか進まない。ブレイクスルーするためには、

トップダウンで進めるしかない。（B 工業会） 

 EU、アメリカ、中国でも、生産現場の安全に関しては、法令で機械ユーザに責任を負わせ

ている。事故発生時には、ユーザ側を処罰するようになっており、機械のリスクアセスメント

をやったか、ということが問われる。（Ｃ工業会） 

c. 規格の導入や標準化 

 A 社では、設備の事前安全審査に関しては、リスクアセスメントが必要であるとして、1992

年から DIN 規格を導入して仕組みを作ってきた。しかし、レイアウト図や機械の設計図だけ

ではなかなかリスクを把握できず、現場で据え付けて動かし始めた段階で問題が発見され、

稼動が遅れたりすることもあった。（A 社） 

 リスクアセスメントについては、基本的に「機械の包括的な安全基準に関する指針」を導入

し OHSAS、JIS を取り入れながら、改善策を考えてきた。2010 年には、協力会社にリスク

アセスメントを実施して残留リスクを明確にしていない機械は導入しないことを宣言した。（Ａ

社） 

 現状では、ISO、JIS の規格で要求される安全基準のレベルが高くなってきており、規格を

参照するだけでも、かなり安全レベルの高い機械を要求することができる。（Ｃ工業会） 

(2) 残留リスクと機械メーカと機械ユーザの関係 

包括的安全指針において、製造段階で除去又は低減できなかった残留リスクについて、情報

提供を行うことの必要性が示されている。現状は、リスクの低減を徹底的に実施するものではなく、

機械ユーザの要請に応じた機械を製造しているのが実態である。 

これは、機械の設計によって残留リスクを低減するとコストが大幅に増大する場合、機械製造段

階の残留リスクの低減は費用対効果を勘案して行われ、使用者に残留リスクの注意を促すことで

リスクを回避するという対応が取られている、という状況にある。 

背景としては、多くの機械ユーザが専門家であり、残留リスクの低減にかかる費用を考慮すると、
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使用時に留意することが現実的であるとの判断があると考えられる。 

a. 残留リスクの考え方 

 法令を守ることは最低限であり、JIS に適合することも要求している。ただし JIS に 110cm

の柵が必要であると要求があった場合、実際の柵が 75cm しかなくても、作り変えろという要

求をするのではなく、リスクが存在しているのでそれを表示して周知し、設備の更新の際に

は、そのままとしないように要求している。（Ａ社） 

b. 機械メーカと機械ユーザの関係 

 機械メーカは機械ユーザの要求を達成することが第一であって、ユーザからの要求がなけ

れば、対策を行わないのが基本である。大手製造業の機械ユーザは自社の安全基準を有

しており、それに基づき機械メーカに発注する。（Ｃ工業会） 

 機械ユーザには小さい企業も多く、そのような企業の多くはコストが最優先であり、安全対

策までは気が回っていないのが現状である。機械導入時に相見積もりを取るが、仕様にな

い安全カバーを付けて費用をかけても、結局は安い業者が落札する。現状のように法制度

がない状態では、中小企業の安全レベルを向上させることは、困難であろう。（Ｃ工業会） 

 消費者用の製品は、メーカは残留リスクをとことん減らすが、機械安全は、プロ同士の取引

であるので、費用対効果で残留リスクを選択することになる。残留リスクのうち、１割減らすと

100 万円、９割減らすと１千万円、という条件を示されると、ユーザは 100 万円でリスクが高

い方を選ぶこともある。機械メーカは残留リスクを開示し、機械ユーザはそれを運用でカバ

ーすることとなる。（Ｂ工業会） 

(3) 安全のインセンティブ 

現在、機械安全に取り組むことの企業へのインセンティブとして、取引先の機械ユーザ企業の

評価が考えられる。実際、大手の機械ユーザにおいては、関連会社にも OHSAS 18001 の取得

を求めているなどの実態が伺える。 

労働大臣表彰などの評価ポイントをみても、安全に対する評価は、下請け企業の安全性が評

価対象に組み込まれているように、機械ユーザの安全性は、関連企業の安全を含めて考えられ

ている。 

OHSAS 18001 においては、事業所内のすべての人・作業・設備に対してリスクアセスメントを
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実施することが求められており、OHSAS 18001 の取得を進めることは、間接的に、認証された機

械の導入を進めることにもつながる。 

a. 取引先の評価（機械ユーザから関連企業への働きかけ） 

 OHSAS 18001 の認証取得を関係会社に推奨している。認証を取得することで外部圧力

が働くことになり、それが動力となって社内の取組みが進むことを期待するが、単にそれを

信用することができない。OHSAS 18001 では、事業所内の「すべての人・すべての作業・

すべての設備」に対してリスクアセスメントを実施することを要求事項としているが、認証機

関にその実施状況がわかるとは思えない。わかるのは外側だけである。（Ａ社） 

 A 社では、チェックリストを作成し、関係会社の取り組み状況について詳細なチェックを実施

している。リスクアセスメントの実施に関しても、相当に細かい評価を実施し、評価結果を点

数化している。ライン管理の要求事項など、かなり厳しい内容である。この評価により、調査

対象の企業の、どこが弱いかを明確にすることができ、教育、説明会等、どこに対して何を

実施すればよいかがわかる。（Ａ社） 

(4) 安全のインセンティブと考えられる制度 

機械を操作する職場において、労働災害が発生した時の補償としては、労働者災害補償保険

法に基づく労働者災害補償保険（労災保険）が存在し、労働者を一人でも使用する事業は強制

的に適用されることになっている。この制度のため、機械の安全性を高めて軽微な労働災害を含

めて、労働災害を低減するインセンティブが働きにくい仕組みとなっていることが示唆されている。 

一方、現状でも、労災保険のメリット制や ISO 9001 の認証を取得すると保険料の割引などの

制度もある。ただし、機械の安全性を高める費用と比較すると、割引のメリットが少なく、費用的に

はインセンティブとなりにくいという評価もある。保険料の軽減等のみでのインセンティブの付与は、

難しい面もあるため、機械の安全性を高めることによる他の効果と合わせて普及のきっかけとして

活用するなどの、副次的な活用方法が考えられる。 

a. 保険制度について 

 ISO 9001 の認証を取得すると、保険料が 30%割引される。認証を取得している企業の製

品の事故発生率が少ない、というデータがあるわけではなく、企業の姿勢として品質を重視

する取組みを行っている点を評価し、割引を行っている。（Ｃ工業会） 
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 安全への取組み状況によって保険料を割引することは、技術的には可能であるが、評価の

客観性が重要になる。また保険料は基本的には統計に基づいて運用しているため、安全

への取り組みが労働災害の削減に関連がある根拠が必要である。 

さらに保険の仕組みを成立させるためには、母集団が大きいことが必要である。実際にそ

の評価に対応する取組みを継続して行うことで、労働災害がこれだけ減少するということが

証明できれば、もっと大きな割引を行うことは可能であると考えられる。 

リコール保険等は、ISO 9001 の認証取得や、HACCP の認証取得により、割引になる仕

組みができている。労災保険に関しては、国の労災保険料の割引幅は、現状の制度にお

いて最大で 60%程度になる。（E 保険会社） 

 日本では、災害発生時には、労災保険制度により被災者の保障は行われるが、機械ユー

ザの責任を問われることは少ないのではないか。そのため、機械ユーザから機械メーカに

対してリスクアセスメントの要求が出てくることもないのだと考えられる。（Ｃ工業会） 

(5) 制度上の課題 

労災保険においては、労働者の安全に関わる事故についての対応は広くなされるが、労働災

害以外の職場の事故については、対応されない。例えば、食品への異物混入などの食品衛生に

かかる事故の回収費用などは、現行の労災保険や PL 法などでは当てはまらない。 

a. 労災保険の適用範囲 

 食品工業で起こる、労働者の安全ではなく、例えば食品に金属片が入った、などの事故へ

の対応が現在の制度では不十分である。機械に起因する事故ではないためＰＬ法でも対

応できず、労働災害ではないので労災保険でもカバーされない。製造ラインのストップや自

己回収命令を出す場合もあるなど、食品衛生の事故は、機械の値段と比べると、その損失

額は非常に大きい。仮に機械の価格が 100 万円だとしても、風評被害など波及的な影響ま

で考慮すると兆単位の損失が発生する可能性もある。100 万円の機械に対する保険では、

カバーされないため、保険商品にもなりにくい。（Ｂ工業会） 

 包装機械に関する不具合としては、安全よりも食品の異物混入やシール不良の事故の発

生が多い。5 件の事故があるとすると、安全に関する事故は、その内の 1 件程度。（Ｃ工業

会） 

 機械のカバーを外していたために発生する事故、機械の設置に起因する事故は、機械メ
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ーカの責任ではなく、機械ユーザの責任となるため、ＰＬ法の対象外となる。作業者は機械

メーカではなく、事業主を訴えるしかない。（Ｂ工業会） 

(6) 安全の評価するための基準づくり 

安全を評価するためには、現状を正確に理解するための基準が必要となる。現在は各民間事

業者で独自の取り組みを行っているが、評価に資する基盤として、安全な職場を評価する指標も

必要となる。 

a. 安全の基準 

 日本・アジア・欧州・米国に工場を有するＡ社では、災害の判定が国や地域よって傾向が

異なるため、災害の定義を明確にすることから取組を始めた。現場の工場長が災害の区分

を評価する仕組みでは、無事故の記録更新等がプレッシャーとなって、事故を隠す文化を

誘発する可能性があるため、客観的な指標を作ることが必要である。（A 社） 

(7) 安全技術者の育成と評価 

機械安全の評価制度を整備した場合、評価する人材の他、各職場にこの評価基準を理解して、

各職場に普及する人材が必要となる。現在、（社）日本電気制御機器工業会等を中心に実施され

ているセーフティアセッサ資格制度における研修等との整合性や連携を含めて、安全技術者の

育成を図ることが望まれる。 

また、安全技術者を育成するためには、安全技術者が企業や社会で評価される土壌を作り上

げることも必要不可欠であることは言うまでもない。そのためには、前述したリスクアセスメントの強

制化などで、各職場に安全技術者の配置を義務付けることなども考えられる。 

a. 資格取得 

 人材の育成に関しては、2006 年からセーフティアセッサ制度を大幅に導入して進めてきた。 

設計者はセーフティサブアセッサを、グループリーダはセーフティアセッサの資格を取得す

るように推奨している。取引先である機械メーカや電気メーカにも、これからは安全に対す

る取組みを進めることが競争力に繋がると説得し、資格取得を推進しており資格取得者が

増加してきている。（A 社） 

 安全技術者についても様々な機関の資格があるが、評価されていない。規格を法令化した
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うえで、資格取得者によるアセスメントを義務化すると、資格が評価されるのではないか。

（Ｂ工業会） 

 工業会としても安全品質保証システムの基準を用意しており、この基準に基づき、工業会

により認証されると、保険料が 20%割引される。ただし、この認証を取得しているところは、

これまでに 1 件もない。認証取得を行うのであれば、国内外で広く認められている ISO 

9001 の認証取得を選択する企業が多いことが理由と考えられる。（Ｃ工業会） 
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5. 評価の枠組みの検討 

5.1 関係者の整理 

生産ラインの安全性に着目して、その取組みの評価を行う事を考えた場合、生産ラインに関係

する関係者について整理して把握しておくことが必要と考えられる。 

生産ラインの成り立ちを考えると、それに関係する業務の領域は、大きく、「設計・製造」、「調

達・施工」、「運用・保守」の 3 つの領域に分けて考えることができる。図 5-1 に、その 3 つの領域

を示した上で、それぞれの業務領域に、主として関わる関係者の立場を示した。 

 

設計・製造 調達・施工 運用・保守

オーナ（ユーザ）

インテグレータメーカ

 

図 5-1 生産ラインに関係する業務領域と関係者の立場 

 

生産ラインに関係する関係者としては、主として図 5-1 に示す以下の 3 種類である。 

 メーカ 

 インテグレータ 

 オーナ（ユーザ） 

ここで、メーカとは、機械や搬送機等の生産ラインを構成する要素を設計・製造する事業者であ

り、機械メーカあるいはサプライヤと呼ばれる存在である。一つの生産ラインは、通常、複数の機
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械や搬送機が配置されて構成されるため、このメーカとしては、複数の企業が関わることになる。メ

ーカは、業務の領域としては、設計・製造に含まれることになる。生産ラインの構築を請負う企業

では、生産ラインの一部を構成する機械設備に関して、設計段階から関与することもあるが、その

場合には、この「設計・製造」に含まれると考えるべきであろう。また、生産ラインのオーナ企業の

生産技術部門においても、生産ラインを構成する機械設備の設計開発を実施する場合があるが、

この場合についても、「設計・製造」に含まれると考えるべきである。ただし、これらについては、エ

ンジニアリング会社あるいは設備のオーナ企業に含まれる組織であるが、「機械メーカ」として生

産ラインに関与すると考え、今回の検討では機械メーカに含まれるとものとしている。 

インテグレータは、生産ラインの構築に関して言えば、日本の中で、あまり認識されている呼び

方ではない。情報システムの分野では、複数のハードウェア、それらをつなぐネットワーク、および

システムとしての機能を果たすためのソフトウェアと、それらを全て統合するための業務の役割を、

システムインテグレータと呼ぶことが定着しているが、生産ラインの構築にあたっても、情報システ

ムと同様のシステムインテグレータの機能を果たす役割が存在している。ただし、生産ラインの場

合には、インテグレータという呼称が使用されることはあまりない。施工業者という呼び方もあるが、

ここではインテグレータという呼び方を使用する。 

生産ラインに関するインテグレータの役割は、生産ラインを構成する機械や搬送機等の要素を、

その目的にしたがって配置し、目的の生産ができるように機能を確保することであり、仕事の領域

としては「調達・施工」に含まれることになる。インテグレータの機能を果たすべき立場は、複数の

組織に別れて存在することになり、単純に一つの枠で表すことができないが、それについては後

述する。 

もう一つの役割はオーナ（ユーザ）である。生産ラインを所有するという意味でオーナであり、生

産ラインを使用するという意味ではユーザでもある。生産ラインを構築するきっかけは、全てオー

ナ（ユーザ）にあることは当然であり、発注者でもある。オーナ（ユーザ）の業務は、「運用・保守」と

「調達・施工」の両方に関わっている。「調達・施工」の領域に関しては、インテグレータと重複して

いる。 

 

今回の検討の目的である生産ラインの安全に関する取組みの評価を行うにあたって、生産ライ

ンに関する全ての面の評価を可能とするために、上記の 3 つの業務領域、「設計・製造」、「調達・

施工」、「運用・保守」の全てを評価することが必要と考えられる。そのために、関係者としては、メ

ーカ、インテグレータ、オーナ（ユーザ）が、それぞれの役割を、各業務の領域でどのように果たし
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ているかを把握することが必要と考え、各領域での相互の関係を整理した。整理した結果を、図 

5-2 に示す。 

「設計・製造」の領域で主たる関係者は、機械メーカである。ここでは、生産プロセスを構成する

機械を供給するメーカと、同様に生産プロセスの構成要素となるコンポーネントを供給するサプラ

イヤを合わせて機械メーカとして表現している。これらの関係者は、図でメーカという枠で囲われ

ている。この枠は、個別の組織の存在ではなく、機能を表すものとして共通する部分を囲うものと

して示している。 

「調達・施工」の領域には、インテグレータの機能として囲われた部分が存在している。インテグ

レータの機能に含まれる存在として、「企業外インテグレータ」と「企業内インテグレータ」を設定し

ている。ここで企業内とは、生産システムのオーナ企業の内側の組織であることを示している。し

たがって、企業内インテグレータとして、生産システムのオーナ企業の生産技術部門が位置づけ

られることになる。企業外インテグレータとしては、インテグレートを専門とするインテグレート会社

と、機械メーカの中で、インテグレーションの業務を任される機械メーカのインテグレート担当が位

置づけられている。 

インテグレータという業務の名称は、機械設備に関係する分野では一般的とは言えないが、生

産プロセスを構成するにあたっては、必ず必要とされる業務である。ただし、場合によっては、機

械メーカが実施したり、オーナ（ユーザ）が実施したりするような面があるため、その業務の内容と

役割が明確に認識されていないという問題がある。この図では、それを企業外インテグレータと企

業内インテグレータとして位置づけている。企業内外の境界は、実に様々な場合がある。大企業

で生産技術部門が大きく、生産設備の設計開発部門を企業内部で有しているような場合には、

企業内インテグレータの領域が大きくなり、境界は図の左側に移動する。一方、外部の企業に依

存する割合が大きく。企業によっては専門の生産技術担当も存在しない場合は、企業外インテグ

レータの領域が大きく、境界は図の右側に移動することになる。 

「運用・保守」の領域は、主として生産プロセスのオーナの領域である。ただし、オーナの機能

は、運用・保守にとどまらず、調達・施工の領域まで及んでいる。企業内インテグレータの存在す

る領域は、オーナの範囲であると考えられる。 

オーナの範囲でメインとなる存在は、経営マネジメントと生産技術部門である。経営マネジメント

は、生産プロセスを利用した生産計画を作り、実際に生産の指令を出す部分であり、安全衛生委

員会も経営マネジメントの基に設置されることになる。また、経営上の責任を有することから、生産

ラインに対する投資計画も経営マネジメントの指示で進められるため、調達・施工の領域にも影響
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を及ぼす存在である。生産ラインの安全に関しても、最終的な責任（安全配慮義務）を有するのは

経営マネジメントである。ただし、生産ラインに関して実質的な全ての責任を有する組織は、生産

技術部門である。その呼び方は企業によって変化するが、生産ラインに関する予算の計画から、

調達時の仕様の決定、施工の最終確認まで、この生産技術部門に相当する組織が、全権を握っ

ていると考えることができる。 

生産ラインの安全性を効率的に確保するためには、現場の情報が、機械の設計段階にフィー

ドバックし、より上流の段階で安全対策が実施されることが有効であるが、現状においては、その

ようなフィードバックは、ほとんどされていない。機械設備の安全性は、Safety Through Design

として、まず「設計」で考えられることが重要であるが、現場において機械設備が使用を開始され

た後のデータは、インテグレータやメーカに、ほとんど流れていないとみられる。今回の評価の枠

組みでは、実際に評価を行うのは生産現場であっても、その生産ラインに関与したメーカやインテ

グレータの取組みも評価することも必要と考えているため、評価の結果は、現場からインテグレー

タやメーカへのフィードバックとしてすぐに利用できるようにすることを狙っている。 

5.2 評価の枠組みのイメージ 

生産ラインの安全性に着目した評価を行うには、生産ラインが、どのような成り立ちで構成され

るか、またどのような関係者が関与しているかを考慮することが必要と考えられる。前節で、生産ラ

インに関係する業務の領域と関係者を図として示した。安全に関しては、どこかに穴があれば必

ずそこからリスクが拡大し、最終的には事故に繋がるものと考えられる。したがって、安全性の評

価に関しても、生産ラインに関係する業務と関係者を包括的に評価することが必要と考える。 
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エラー! 参照元が見つかりません。に示すクラス分け評価のイメージを作成した。 

そのような評価を実現する枠組みとして、検討部会で議論を行い、エラー! 参照元が見つかり

ません。に示すクラス分け評価のイメージを作成した。 

ここでは、生産ラインの「設計・製造」、「調達・施工」、「運用・保守」の 3 つの領域について、安

全性の取組みの実施状況についてライン毎に評価し、3 段階にクラス分け（A が最も良い）するこ

とを想定している。3 つの領域で 3 段階にクラス分けされるため、それぞれの組み合わせで 27 の

クラス分けが可能になる。 

この評価を進めるにあたって、生産ラインの関係者の、どの立場から評価するにあたっても、全

ての領域を評価対象とすることが望ましいといえる。基本的には生産ラインに対する評価であるた

め、その評価の実施主体がオーナ（ユーザ）であったとしても、機械メーカやインテグレータの実

施内容に関して評価を行うことは可能である。機械メーカに対しては、「機械の設計上の制限を明

確にしているか」という点は＜設計・製造＞領域の評価項目になり、「設置の際の制限を明示して

いるか」は＜調達・施工＞領域の、「運用時の制限を示しているか」は＜運用・保守＞領域の評価

項目になると考えられる。 

評価結果として、＜設計・製造＞、＜調達・施工＞、＜運用・保守＞について、「＜A＞＜B＞

＜C＞」という評価が得られた場合には、単体機械は安全に設計されているが、運用上に問題が

ありそうなことが伺えることになる。また、「＜C＞＜B＞＜A＞」という評価が得られた場合には、単

体の機械には安全上の問題があったとしても、運用段階での対応で十分な安全性を確保してい

る状態であることがわかる。 

「＜A＞＜B＞＜A＞」と「＜B＞＜A＞＜A＞」の評価が存在した場合、どちらも＜A＞が2つで

＜B＞が 1 つの評価であるが、設計と施工の重み付けを設定すれば、全体的な安全性の評価に

関しては差を付けて考えることができ、それは評価の主体となる立場がどこであるかも考慮して優

先度や重み付けを設定することが必要と考えられる。 
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図 5-2 生産プロセスシステム関係者の役割の一般化 
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図 5-3 評価のクラス分けのイメージ 

 

 

図 5-4 詳細評価実施のイメージ
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6. 評価制度の目的と効果の検討 

6.1 目的と期待される効果 

前章に検討した評価制度の枠組みを想定した場合に、改めて達成されるべき目的と期待され

る効果について検討した。目的と期待される効果については、大きく、以下の 4 点に整理すること

ができる。 

 

1) 安全性確保の取組みを目に見えるかたちで評価できる。 

2) 安全性確保の取組みをベンチマークすることができる。 

3) 安全への取組みのガイダンスとして利用することができる。 

4) 事故発生率の推定に利用することができる。 

 

第一の効果としてあげるべきは、評価される側にとって、目に見える形で取組み状況を示すこと

ができるようになることであろう。公正・公平な評価制度による評価結果は、世の中に対して自社

の取組みを、誇りを持ってアピールするための有効な手段となる。これまでに、実質的な取組みを

進めてきた企業にとっては、さらに社会に訴える有効な手段として活用することができると考えら

れる。 

また、評価結果を見る側からは、公正・公平な評価制度で評価された結果として、企業がどれく

らい大変な努力をしているかを理解できるようになることは、今までにない判断基準として、非常に

有効である。企業のブランドイメージを裏付ける定量的な評価ポイントの一つになる。 

共通の基準、業界ごとの基準といった同一の尺度で安全への取組み状況を比較することが可

能になるため、他社との比較、業界内での位置の明確化が可能となり、企業にとっては、取組み

の目標および優先的に取り組むべき領域を把握することができるようになる。企業グループ内で

の事業所ごとの比較もできるため、社内の取組みのインセンティブとしても活用可能である。 

このようなベンチマークが可能となり、その評価結果が関係者、業界、社会で共有されるように

なることで、安全性確保の取組みに対する関係者のモチベーションの向上を図ることができると考

えられる。 

また、他社と比較可能な評価結果として、企業の安全性確保の取り組み状況を、外部に示すこ
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とができる。ホームページや店頭、あるいはメディアで広報することにより、企業ブランドの向上に

結びつけることができる。取引先の企業に対して評価結果の提出を要求することで、産業事故発

生による調達上のリスクを低減することが可能と考えられる。企業規模や業種にかかわらず評価

が可能であり、官公庁の調達条件等に採用することも可能である。 

自社の安全への取り組み状況を、領域ごとに把握することができるため、労働災害発生の対策

に苦慮している企業や、自社の取組みに不安を抱える企業に対しては、有効なガイダンスになる

と考えられる。評価マニュアルで示されている要求事項は、基本的には安全性確保の目標として

示すべき事項が全て含まれているため、すぐにでも評価結果が得ることができる使い勝手のよい

ガイダンスになると考えられる。また、安全への取組み状況の位置付けが明確に分かるため、安

全担当者の貢献度について社内で評価する基準としても利用することが可能である。これは、安

全担当者のモチベーション向上にも有効である。 

評価結果と実際の事故発生のデータとを関係付けて蓄積し、その相関関係を分析していくこと

により、評価に基づく事故発生率の推定が可能になると考えられる。生産ラインにかける保険料の

割引に評価結果が適用できるようになれば、評価制度の普及はさらに促進するものと期待する。 

6.2 他分野の評価制度例 

平成 23 年度の調査業務として並行して実施している「機械安全普及のための社会基盤要素

の整備に関する調査研究」では、他分野の評価制度の事例について調査を行っており、その調

査結果から検討部会で紹介された事例について示す。詳細については、調査研究の成果報告

書を参照のこと。 

6.2.1 に示す米国 AIB の安全衛生監査システムは、外部機関による製造ラインの評価であり、

評価基準や評価フローが整備されている。実際に運用されている制度として、今回の検討の参考

になると考えられる。 

6.2.2 の IPA の情報セキュリティ評価は、自己評価による評価方法であり、Web 上でのシステム

の提供方法や、評価結果の示し方等に関して、今回の検討の参考になると考えられる。 

6.2.1 米国 A I B 食品安全衛生監査システムについて 

AIB（米国製パン研究所）フードセーフティ（GMP）監査システムは、安全な食品を製造するた

めガイドラインである GMP(適正製造規範)を重視した食品安全管理システムである。このシステ

ムは、60 年以上の活動実績があり、食品工場のみならず、流通倉庫や包装資材製造施設を含む
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原材料供給業者などの幅広い業種で活用されている。AIB は 1919 年に製パン製粉の技術者教

育機関として設立された。1938 年に米国では、食品医薬品法の ４０２条ａ項（３）、４０２条ａ項（４）

という二つの条項が取り入れられた。 

1919 年 AIB（米国製パン研究所）が製パン・製粉関連の技術教育機関として設立 

1938 年 食品医薬品法（Food and Drug Act）の改訂 

402 条(a)項(3)の施行：食品に不潔、腐敗、あるいは変質した物質が存在した場合、食

品は汚染されたものと判断される。 

402 条(a)項(4)の施行：食品が汚染されるかもしれない、または健康を害するかもしれな

い不衛生な状態で調理され、包装され、保管された場合、その食品は汚染されていると

見なされるべきである。 

1948 年 402 条(a)項(3)の執行：FDA による食品工場の監査と告発が開始 

1948 年 AIB（米国製パン研究所）がフードセーフティ部を設立（5 名体制） 
AIB の会員である製パンおよび製粉工場の食品安全衛生管理を援助した。 

1960 年 402 条(a)項(4)の執行 

1994 年

以降 
HACCP、ISO の導入 

 

AIB 食品安全衛生監査システムでは、５つのカテゴリー別に観察した結果の危害評価を行う。

食品安全プログラムの妥当性を評価し、すべてのカテゴリースコアを合計し、総合スコア・総合評

価を出す。ＡＩＢ国際検査統合基準は以下の５つのカテゴリーから構成されている。 

カテゴリー 概要 

１．作業方法と従業員  原材料の受入、保管、検査、取扱い、加工処理、および最終製品

の配送について 

２．食品安全のためのメンテナ

ンス 

衛生的、効果的、および信憑性のある製造現場を維持するための

製造設備、建築物および屋外の設計、保全や維持管理について 

３．作業方法と従業員規範    健全で安全な製造環境を確立するための、製造設備、器具、およ

び建築物の清掃や洗浄殺菌について 

４．ＩＰＭ（総合的有害生物管理） 健全で安全な製品を製造する環境を確立するための、製造設備や

器具、および建築物の清掃や洗浄殺菌について 

５． 前提条件と食品安全プロ

グラムの妥当性 

健全で安全な食品を提供するために、施設のすべての部署が効

果的に機能することを確実にするための経営陣の支援、多部署か

らなるチーム、文書、教育、訓練、およびモニタリングのシステムに

ついて 
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評価は以下の手順で実施される。 

ステップ１：評価 

・検査員は、施設を統合基準に照らし合わせて、個々の問題の危害の大きさを評価

する。（調査項目の詳細は表 2-18 参照） 

     表 6-1 評価の定義 

評 価 略字 定義 

Minor Issues Noted  

(軽微な問題) 

MI 汚染の可能性がない 

Improvement Needed 

 (要改善) 

IN 潜在的な危害。部分的なプログラムの欠落、もしく

は本基準に合致しない食品安全上の所見。この

危害、欠落、所見が改善されない場合、プログラ

ムの失敗にいたる可能性がある。 

Serious (重大) S 重大な食品安全上の危害、又はプログラムの失

敗につながる危害。 

Unsatisfactory(不適合) U 差し迫った食品安全上の危害、プログラムの失敗

又は適正製造規範（GMP）からの逸脱。 

 

ステップ２：カテゴリースコア 

・検査員は、各カテゴリーに対して４つの評価ごとに問題の数の合計を出す。 

      表 6-2 カテゴリーごとの評価のイメージ 

カテゴリースコア 

の範囲 
180-195 160-175 140-155 135 以下  

 

カテゴリー 

軽微な問題

の評価の数

要改善 

の評価の数

重大 

の評価の数

不適合 

の評価の数 

カテゴリー 

スコア 

作業方法と 

作業員規範 

１ 
0 0 0 190 

食品安全のための 

メンテナンス 
8 

0 
0 0 180 

清掃活動 8 9 0 0 160 

IPM（総合的有害

生物管理） 
2 

4 
0 0 165  

前提条件と食品安

全のプログラムの

妥当性 

6 

1 0 0 175 

総合点     ８７０ 

 

評 価 カテゴリースコア 

No Issues Observed (問題なし) 200 点 

Minor Issues Noted (軽微な問題) 180～195 点 

Improvement Needed (要改善) 160～175 点 

Serious (重大) 140～155 点 

Unsatisfactory(不適合) 135 点以下 
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ステップ３：総合スコア 

・検査員は、カテゴリースコアを合計して総合スコアを算出する。 

 表 6-3 総合スコア 

評 価 カテゴリースコア 

900～1000 点 Superior(最優秀) 

800～895 点 Excellent(優秀) 

700～795 点 Pass（適合） 

695 点以下 Unsatisfactory（不適合） 

 

ステップ４：総合評価 

 

6.2.2 IPA の情報セキュリティ評価 

(1) 情報セキュリティに関する目的別の評価の考え方 

（独）情報処理推進機構（IPA）では、情報セキュリティ対策の評価の目的として「自己点検」、

「外部への説明」、「認証」、「保証」などに区分しており、目的や目標とするレベルに応じて評価を

提供している。 

 

表 6-4 IPA の想定する情報セキュリティ対策の評価の目的 

項目 概要 

1.自社の情報セキュリティ対策

の有効性や実施状況を確認 
＜自己点検＞ 

・自社のセキュリティレベル維持改善のため意図した通りに

実行されているか 
・対策の効果は上がっているか 
・不足なところ、実情にあわないところは無いか 

2.自社の情報セキュリティ対策

状況の外部への説明資料に活

用 
＜外部への説明、認証＞ 

・取引先への説明 
・製品やサービスの購入者への説明 
・情報セキュリティ報告書へ記載情報（説明責任を果たす） 

3.外部委託先や子会社の情報

セキュリティ対策状況の確認 
＜保証＞ 

委託先や子会社の、情報セキュリティ対策状況を確認する 

4.購入製品等のセキュリティ実

装状況の確認＜保証＞ 
製品やサービスを購入する際に評価結果の提出を求める 
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表 6-5 IPA の想定する情報セキュリティ対策の目標レベル 

1.高水準のセキュリティレベルが要求される層 

2.相応の水準のセキュリティレベルが望まれる層 

3.情報セキュリティ対策が喫緊の課題でない層 

 

表 6-6 IPA が提供する情報セキュリティ評価の分類 

  診断・助言 認証 保証 

評価名称 
情報セキュリティ対

策ベンチマーク 
助言型情報セキュリ

ティ監査 
ISMS 適合性評価 

保証型情報セキュリ
ティ監査 

利用の目
的 

組織の情報セキュリテ

ィ対策の整備・運用状

況の自己評価 

組織が目指す情報セ

キュリティマネジメント

の整備・運用状況の評

価 

情報セキュリティマネジ

メントシステムの認証 

顧客等が期待する情

報セキュリティマネジメ

ントの整備・運用状況

の保証 

目指すべ
きセキュリ
ティ水準 

経営者が目指す水準

（望まれる水準や平均

値を参照） 

経営者が目指す水準 経営者が目指す水準 
顧客等が期待する水

準 

対象範囲 組織体*1 
特定業務・サービス、

組織体*1 

組織体*1、特定業務・

サービスなど 

特定業務・サービス、

組織体*1 

評価に用
いる基準 

JIS Q 27001:2006 を

参照し作成された 25 

の評価項目（簡易的・

固定） 

情報セキュリティ管理

基準等を参照し作成さ

れた個別管理基準(個

別的） 

JIS Q 27001:2006（包

括的） 

情報セキュリティ管理

基準等を参照し作成さ

れた個別管理基準(個

別的） 

評価者 
経営者、管理者 

（自己評価） 

監査人 

(第三者評価) 

審査員 

(第三者評価) 
監査人(第三者評価) 

評価のア
ウトプット 

散布図、レーダーチャ

ート、スコア、助言 
助言意見 ISMS 認証登録証 保証意見 

費用 無料 有料 有料 有料 

 

(2) 情報セキュリティ対策ベンチマークの概要 

情報セキュリティ対策ベンチマークは、組織の情報セキュリティマネジメントシステムの実施状況

を、自らが評価する自己診断ツールである。経済産業省より公表された情報セキュリティガバナン

ス推進のための施策ツールを、IPA が自動診断システムとして開発し、2005 年 8 月より IPA 

の Web 上で提供しているものである。以下に IPA 情報セキュリティ対策ベンチマークの特徴を

示す。 

a. 特徴 

・ （独）情報処理推進機構が提供する組織の情報セキュリティマネジメントシステムの実

施状況を、自らが評価する自己診断ツール 
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・ Web ページ上の質問（評価項目 25 問）に答えることで、組織の情報セキュリティへの

取組状況を簡便に自己評価することが可能。（25 問の評価項目は ISMS 認証基準

である JIS Q 27001:2006 付属書 A の管理策（ 133 項目）をベースに作成されて

いる。） 

・ 経済産業省の「情報セキュリティガバナンス推進のための施策ツール」を、IPA が自動

診断システムとして開発し、2005 年 8 月から IPA の Web 上で提供している  

・ 質問は JIS Q 27001:2006 をベースに作成されており、セキュリティ対策が進んでい

ない層でも容易に取組むことが可能 

・ また、何千件もの実データに基づき、望まれる水準や他社の対策状況と自社の対策状

況を比較することができる 

 

b. 評価方法 

・ 自己診断では、評価項目 25 問に、１から 5 の 5 段階で回答する。 

1：取り組みができていない状態 

5：他社の模範となるまで取組みが進んでいるレベル 

 

 

図 6-1 IPA 情報セキュリティ対策ベンチマークのアウトプットイメージ（その１） 
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図 6-2 IPA 情報セキュリティ対策ベンチマークのアウトプットイメージ（その２） 
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7. 検討成果 

今年度の検討部会での検討として、機械安全の取組みの公正・公平な評価制度の検討を進め

た成果として、以下の 3 つの点があげられる。 

 

(1) 生産ラインにおける安全性確保の取り組み状況を評価する枠組みを示した。 

(2) 今後の要検討項目を整理した。 

(3) 非プロフェッショナルによる機械の使用を検討するにあたっては、非プロフェッショナルの

再定義が必要なことを示した。 

 

生産ラインにおける安全性確保の取組みについて評価する望ましい枠組みとして、ライン毎に

「設計・製造」、「調達・施工」、「運用・保守」の 3 つの領域に分けて、それぞれに評価する枠組み

を示すことができた。それぞれの領域を個々に評価することで、安全性確保に対する取組み状況

をベンチマークすることが可能となるとともに、現状のウィークポイントを把握することが可能とな

る。 

また、その評価制度の実現に向けて検討が必要とされる項目を整理することができた。整理し

た項目については、8 章に示す。 

非プロフェッショナルが使用する機械という観点から検討部会において検討を行ったが、プロフ

ェッショナルおよび非プロフェッショナルという立場の考え方について、我が国においては様々な

考え方あることがわかり、立場の再定義が必要であることがわかった。熟練者とプロフェッショナル

の違い、技術の継承や教育的な立場としての存在等、プロフェッショナルとして必要とされる要求

事項を定義した上での検討を改めて行うことが必要とされる 
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8. 制度実現に向けた要検討項目 

本事業で検討した公正・公平な評価制度の実現に向けて検討が必要と考えられる項目につい

て、図 8-1 に示すように整理した。 

制度実現によって解決を図ることが期待される現状における課題として、以下の 4 つの点をあ

げた。 

 

(1) 機械安全推進に向けた企業のモチベーション向上 

(2) 生産ラインの安全性向上を図るための体系的なガイダンス 

(3) 評価結果に基づく事故発生率の推定の仕組み 

(4) 評価制度の海外展開の可能性 

 

1 番目の課題こそが、今回検討した評価制度により、第一に解決を図りたいことであり、その課

題解決の方策は、「取組み状況のベンチマークを可能とする公平・公正な評価制度」を実現する

ことである。 

その実現の方法について、今後、具体的な検討を進めることが必要である。民間の取組みとし

て実績を重ねて、その取組みの積み重ねによって公の立場から追認されるような方向となれば、

非常に強力な制度となる。「民間で進めること」とは、常に State of the art を取り入れることができ

るということであり、国際的な動きに柔軟に対応できるとともに、より高いレベルを目指してステップ

アップしていくことが可能な仕組みとすることができる。 

今回の評価制度は、あくまでも取組みに対する評価である。このことを、日本の産業界に定着さ

せることも重要なポイントである。取組みに対する評価であるから、評価した生産ラインにおいて、

例え事故が発生したとしても、その原因/要因分析なしには、評価の結果に影響しないことを共通

認識とすることが求められる。 

2 番目の体系的なガイダンスは、現状において不足していることであり、生産ラインの安全性を

評価するマニュアルを作成し提供することは、我が国の産業界における機械設備の安全性を確

保する上で、効果的なことと考えられる。さらに、単にマニュアルを提供するだけでなく、評価制度

を備えたマニュアルとして提供することができれば、一層の効果があるものと期待できる。そのた

め、今回の評価制度を実現する中で、評価マニュアルの作成と提供については、1 番目の課題と
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共通の検討項目として設定した。 

3 番目には、将来的に評価制度が定着して蓄積されていく評価結果のデータが、一つの活用

方法として事故発生率の推定に利用し、保険料率等の設定に利用することの可能性を検討する

ための課題をあげた。労災保険等の保険料率の割引に制度を活用するにしても、制度の効果を

ある程度客観的に示すデータを積み重ねることは、信頼性を構築する上で重要と考えられるため、

継続してデータを蓄積して、分析方法についても検討を進めることは、重要な検討項目であると

考える。事故発生率の分析は、対策の有効性判定の材料として活用できる。 

4 番目として、評価制度を海外に展開することを想定するために必要な検討項目をあげた。製

造業におけるグローバル化の動きは、今後もさらに加速すると考えられる。生産拠点が国内から、

新興国を中心に海外に移っていく中、海外の生産拠点の生産ラインにおいても、日本国内と同

等の安全性を確保するために、今回の評価制度を海外に展開し、その適用効果を産業界として

共有していくことが、有効な方策になると考えられる。海外、特に新興国の生産拠点における生産

ラインの安全性に関する現状の課題を確認するとともに、海外の生産拠点や取引先に対して評

価制度の適用を進めるための必要事項について要検討事項とした。 
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図 8-1 制度実現に向けた要検討項目 
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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、アジア諸国にも浸透してきており、国際的な共通概念となってきている。 

我が国の産業界は、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言えず、欧米に比べて機械の安全性に関して低い

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

もに生産設備の安全性を確保することで、事故防止のみならず品質維持など多くのメリットに繋が

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

をも考慮にいれた安全のための技術を確立していくことが、国際社会における競争力の向上にも

寄与すると確信する。 

本年度の調査及び検討において、我が国製造業の生産現場の実情に則した評価制度を構築

するために、海外の制度を参考にして評価基準について調査、検討を実施し取り纏めたものとな

っている。 

本事業により、多くの企業において機械安全への取り組みに積極的になり、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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