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Considering about points of design engineer’s view, whose ethics and safety measure of the risk assessment must be 
planed, the thought of the absolute safety isn’t internationally general. The Construction of social system should be 
grappled with by the government, the industrial and the academic circles. It lacks the certification system to make the 
responsibilities for product liability and explanation. The neutral third certification body is need like the West.Connecting 
with design engineer’s responsibility at the working accidents, the new structure of insurance with the suitable incentive 
must be produced. I hope that the safety technology in the future in Japan will be adapted with wisdom and excellent 
technology to the international current, shown at the unique field, and connected into the technological innovation and 
incubation. 
 
   

 
１． 設計者の立場 
 近年、科学技術が飛躍的に進歩し生活者にとって便利な面

をもたらした反面環境問題を初めとしてさまざまな問題を

引き起こした。工場の生産現場では、コンピューターのおか

げで自動化が進み便利になった反面、巨大システムなどにお

ける不具合検出などが困難になったと同時に、大災害につな

がる確率が高くなった。しいては、産業革命以来リスクは減

っているのでなく増大している。かような状況下、国境を越

えて人々の社会生活に直接影響を及ぼす機械システムの設

計者には必然的にそれに見合った設計者倫理が要求されて

おり、機械のリスクアセスメント安全方策の実践は設計者の

責務であり、設計者は誰もが自ら作った機械が社会に貢献す

るもとと信じている。かようなリスクは往々にして事前に予

見可能であり、同時に事故発生前の予防も可能であると言う

事だ。 
 社会情勢も、この１０年余りで大幅に変革され世界各地で

技術的、政治的、社会的にパラダイムシフトが進行している。

東欧及び中国の市場経済化により価格破壊がもたらされ欧

州統一通貨と拡大 EU はこれからの世界情勢に大きな影響を

投げかけて来る。ものづくり日本もこのような状況下に今ま

でとは異なる問題に悩まされ、それを受け入れる日本の社会

システムそのものが古くなり急激に変遷している世の中の

情勢に追従しきれないところが露出してきている。安全工学

のあり方を考えても、技術論だけでは解決できなくなってき

ており、横断的かつ人文科学分野の見識も踏まえこれからの

図式を再構築すべし事態に至っている。 
 
２．日本での機械安全の実態 
 阪神淡路大震災以降、国内で安全神話の崩壊と言われる事

象が継続的に発生している。従来の絶対安全の考え方も通用

しなくなってきている。国際的には、残留リスクを認めるこ

とが常識になってきている。国が決める技術基準或いは自

社・業界基準という官僚的手法ではなくデ・ファクト・スタ

ンダード或いはデ・ジュール・スタンダードといった民間主

導の方法で世界の技術水準の流れが決定されもはや、メイ

ド・イン・ジャパンで大手を振って世界を歩ける時代ではな

くなってきている。法律が定める技術基準は、改正・実施ま

で時間がかかりすぎ最近の急速な技術発展の速度に追いつ

かず、産業競争力の観点からは非常に不利になっている。こ

こでは、管轄官庁同士の利害の不一致も産業界にとって好ま

しくない結果をもたらす事態が生じている。 
 具体的に、機械安全につき国内の製造現場を検証してみる

と、国際規格で定まった要件とはかなり異なる事が直ぐに判

明する。リスクの多い機械についても、欧州機械指令或いは

アメリカの ANSI に定めるような冗長性の回路構成が成され

ていない場合が非常に多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.1: EU Regulation and Implementation in German law for design engineers
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日本は、従来非常に信頼性が高い部品構成で機械システム

をつくりかつ均一的な教育を受けた者が機械を操作してい 



 
た為に致命的な事故の数は社会的許容値の範囲になんとか

とどまっていた。 
１０年ほど前から、欧州へ機械を輸出する場

合欧州機会指令に基づき、製造者は自ら設計し

た機械が基本的な安全要求事項を満たしている

事を自己宣言する為に、輸出に限り追加的安全

方策を施す必然性の状況に置かれている。因み

にドイツの場合の製造者と使用者の責任区分を

Fi.g１に示す（注１）。機械自体での事故が起き

れば使用者ではなく設計者（製造者）の責任で、

もし使用者が安全装置を無効化したり取り外し

て発生した事故については国の労災保険は適用

外となり、使用者の責任においてその賠償額を

自己負担しなくてはならない。但し、業種別に

組織され企業は強制加入を義務づけられている

国の職業保険組合（BG）は、定期的に企業での

査察を実施し適切な安全方策が保たれているか

を確認し、必要な安全技術に関する研修を提供

している。これらの措置により、基本的に設計

者の責務は救済されており、安心して安全な機

械を市場に提供できている。アメリカへ機械を輸出する際は、

機械安全につき欧州のような強制法規はないが、製造物責任

が厳しく追及されるために、日本では考えられない高額な損

害賠償金額が実際に支払われ、これは大変だと言う事から欧

州向けに準じた機械安全の方策を施す場合が増加してきて

いる。日本国内では、官主導の技術基準が主流を占め安全方

策は追加的費用が発生するし、一部の特定機械を除き強制法

規がないからやらないというのが、現状である。 
 設計者は、使用者に安全を提供する義務を持っている。近

年の雪印乳業或いは東京電力のような事件が起きた場合は、

説明責任が不十分なためにいきなり経営問題として社会に

露出する。その前に、中央災害防止協会の調査によると予防

的安全方策を設計者が実施すれば防止できる事態はかなり

ある。 
日本ではとかく安全をやるとコストアップになるという

短絡的な意見が多く聞かれるが、欧州機械指令が機械安全に

つき適用されて 10 年経過した時点で安全に関する対費用効

果の調査を実施した結果、安全は経済的に見合うものとして

の調査報告書を発表した(注２)。 
又、最近リスクアセスメントの概念がいたるところで叫ば

れその実施が奨励されているが、現実的な問題は、国際規格

ISO１２１００等に基づいていない、つまり「安全でない」

機械のリスクアセスメントを実施して、具体的に何が変わる

か見えてこない。例えば、かなり多用されている非常停止回

路の安全性から見直しをしてゆかなければ、地に足がついた

成果を生み出す事は困難である。問題はこのような日常的な

ところに存在している。 
 
３． 必要とされる社会システム 
 この様な状況下で必要と思われる社会システムを Fig.２に

示す。 
 
３．１．大学 
 世界の共通語となってきた国際規格（ISO・IEC 等）のベー

スとして往々にして理論的裏付けが存在している。機械安全

或いはそれを包括する安全工学を日本で体系的に学ぼうと

してもその拠点がなかなか見つからない。それ故、2001 年 9
月より長岡技術科学大学で民主導の寄附講座「機械安全」が

修士コースとして開始されひとつの方向性が示された。ここ 
では、当初からグローバルな観点からのカリキュラム作りが 

 
なされ、国際的な観点からの講義が開始されている。ここで、

日本のものづくりで培われた経験と知識を融合し、日本発の

理論あるいは発表がグローバルな場で成される事を大いに

期待したい。 
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Fig.2: required social systems

安全は工学の観点からのみ達成できるものではなく、工学

の分野においては横断的かつ統合的な研究活動が必要とさ

れ、事故責任の観点から法学、保険学、そして産業界が主体

となる為に経済学、社会保障及び変遷する社会構造との関連

から社会学などの人文科学系の領域を含めた考察が不可欠

となってくる。 
 

３．２．認証 
 日本は、1995 年に WTO/TBT 協定に加盟した事により、ダブ

ルスタンダードの考えは破棄された。ここ数年、かなりの速

度で国際標準化作業が実施されている。ところで、この国際

標準化作業の結果に基づいて設計者が一生懸命つくりあげ

た機械及び機械システムの安全性の妥当性確認はどの様に

行われるのか？その為の、認証制度が欠落している。 
日本では、国が定めた指定機関による検定が主流で、欧米

のように中立的な民間の第三者機関の存在と位置付けが見

当たらずに、その定義も定かではない。国が定めた第三者機

関という表現があるが、これは妥当であろうか？財団法人日

本適合性認定協会設立の提言を当時経済団体連合会に行っ

た第三者検査機構研究会では、行政は中立的な第三者ではな

い、と断言している（注３）。 
同時に、国が定めた型式検定対象機器を国際規格に合わせ

て安全技術の観点から改造すると、実質的な安全性は向上し

たにもかかわらず、基準が存在しない為に、その機械は安全

でない機械になってしまうという、現実的に非常に不可解な

事態が発生する。その為に、日本では設計者が客観的に見て

科学的見地から正しいと思っても、国が定めた基準にしばら

れ、そちらが先行してしまう。具体的には、長岡市のあるプ

レス工場で設置済みのプレス機を国際規格に基づき安全検

証を行い改造作業を実施したが、国内の基準とは大きな相違

が存在しており、特に制御面では基本的に安全な回路構成と

なっていない(注４)。 
欧米では常識化し、近年台湾・韓国・中国などはいち早く

これらの仕組みをつくりあげ、来るべき ONE  STOP 
TESTING と相互承認制度に見合う体制作りを実施している。

日本では、現段階でいまだ議論中であるが、この仕組みがこ

のまま欠如したままであると日本の産業界にとっては致命



的な打撃を受けることになる。又、官主導の法律が伴う技術

基準と検定制度では、世界的な技術革新の速度に追従できず

に、欧州機会指令の現状に至る道のりではこれらの問題点を

把握・検討し現在の民主導へと移行している。それ故、民主 
導の仕組みづくりが必要不可欠である。しいては、雇用の問 
 
題をさらに発生させる事になってしまう。因みに、国際規格

に関連した認証体系は Fig.３の様になっている。この新たな

社会システムを構築するには、莫大なエネルギーが必要とさ

れ産学官が一体となって協力し取り組む必要がある。 
認証作業は、製造者責任を明確にしかつ説明責任がきちん

と果たせる為の基礎を提供する。この観点から、欧州の安全

関連デバイスは大部分が強制法規のもとに認証されるので

はなく、あくまで製造者が任意に実施している事を強調した

い。つまり、法律的には自己宣言ですむが、自己防衛のため

に第三者機関を利用していると言う事である。又、認証作業

と言うものは出来上がった製品を認証して下さいという事

ではなく、開発の段階から基本的な安全要求事項を満たす事

を認証機関と相談しながら進めるもので、ここでも日本のお

かみのお墨付きをもらうと言う考え方及び進め方とは基本

的に異なる。 
 
３．３．保険 
 世界の保険会社は歴史的に、産業革命以来発生してきた機

械関連のリスクに伴い、その機械及びシステムの検定・認証

作業を同時に開始した例が多い。つまり、民間の保険会社に

その損害保険料率の経験と知識が蓄積され、その後の産業シ

ステムの発展の過程に応じ時代に見合った対応を実践して

きている。 
 ドイツの国の損害保険会社であり安全デバイスと機械の

認証機関である職業保険組合（BG）は、最近増加するリスク

に対応する為に、国の保険会社としてドイツの大学に損害保

険の講座を新たに設置し、体系的に「予防－補償－リハビリ

テーション」を伝授している。 
 時代が変わり、情勢が急激に変化している今、日本では官

主導ですべて決定してきた関係から民間の保険会社に認証

を行う為の知識と経験が蓄積されないできた。又、それをド

イツのように体系的に学問として教える道が開かれていな

い。 
 一方で日本は、世界に冠たる保険制度を構築した。設計者

が安全な機械を作らなくても労災事故が起きた場合、社会所

掌制度の枠組みの労災保険で当事者は救済される。設計者責

任は全く問われない。これで良いのだろうか？世界的には、

前述の通り通用しない。その為に、設計者責任と直結したか

つそれにそれ相応のインセンティブが伴う新たな保険の仕

組みを生み出す事等をしないと、世界の潮流から取り残され 
てしまう。 
  
同時に、民主同の第三者機関が動き始めると自ずからその

認証に対してのバックアップとしてのあらたな保険制度が

必要となってくる。 
 
４． あらたな倫理と社会システムの必要性 
 では、何故この様なあらたなシステムが必要となってくる

のか？ 
 それは、安全を通した一貫したかつグローバルな観点から

社会的イノベーションを起こし、産学官ともにその恩恵を蒙

るという事以外の何ものでもない。 
 日本が現在世界第２位の工業先進国となった

今、おのずから世界に模範を示す目に見えない

責務をおっている。安全を享受するという日本

国憲法にもうたわれている基本的人権に属する

分野にかかわる製品については、その先進国と

しての立場に見合った安全性を確保する必要が

ある。それには、安全の必要要件として又日本

の将来を確保する為にも以下の事があげられ

る； 
－ 標準化の基盤となる安全理論体系の発信 
－ 安全の妥当性確認手法の世界への発信 
－ 認証のしくみによる説明責任の明確化 
－ それによる経営者責任のまっとう 
－ 危険現場での労働者の安心の確保 
－ 安全なイノベーションの実践 
－ 企業のグローバルな競争力の確保 
－ 企業の海外での損害賠償補償への対処 
－ 企業の崇高なイメージの確保 
 
 つまり、これらは設計者と経営者の課題とな

りそれにより雇用確保へと繋がってゆく。 

Fig.3: International Standards and certification scheme
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 日本では、標準化活動と安全衛生活動が複数の省庁にまた

がり、横断的かつ効率的な行政活動の妨げになっているとこ

ろがあり、この分野でも日本政府が示したような BIO Japan
的な横断的考察とその実践の為の改革の実践が必要とされ

てくる。 
 
５．これからの安全技術 
 日本が、世界情勢を鑑みさまざまな社会システムを構築す

るにあたり、安全方策の手段として使用される安全関連デバ

イス及びハイテク技術を有する機械システムも、前述社会シ

ステムが整備されていないとなかなか世の中に出せないも

のが多々出ており、産業界への悪影響はいがめない。 
 ２１世紀の成長産業として経済産業省の報告であげられ

ているサービスロボット野分野で、世界最高レベルの技術が

日本では社会的許容がなされない或いは、責任体系が不明確

な為に日本国内で販売できない事態が既に起きている（注

５）。 
 
日本ではせっかく良い医療技術があるにも拘らず、この１

０年間で医療機器輸入比率は 2 倍の輸入超過となっている。

安全と責任のしくみが社会的に正しく許容されていない為

にこの現象がおきてきているが、これは拡大解釈をすれば機



械製造業全般に適用される可能性を含んでいる（注６）。 
 

最近、国内でも国が力を入れて大学発ベンチャーを目指し

活発な活動を行っている。多くの大学でインキュベーション

センタが既に設置されたが、場合によりこれは従来どおりの

箱物づくりで花がしぼんでしまう可能性がある。イノベーシ

ョン(注７)に関しては、以前日本は国の近代化と戦後の産業 

 
復興の時期に世界に類を見ない成功を果たした。しかし、高

度経済成長期が達成された頃から、ここ数十年そのイノベー

ションの大きな波は起こっていない。をそれは、企業家精神

が旺盛でハングリーであった為に失敗を恐れず未知の世界

への挑戦の連続性により自ずから達成された。現在はその成

功した社会システムが、急速に古くなってきており、世のな

かの変動に対応しきれなくなっている。しかるに、満足した

ところからインキュベーションは起こりにくい。２１世紀は

知識社会であるガゆえ、従来の匠と知をうまく結合させかつ

それを日本から発信させる潜在性は多々存在する。製造業の

過程を段階的に見ると（Fig4）、一毛作＝Step1 で開発・製造・

販売・サービスと言う経過をたどり、二毛作＝Step２でその

蓄積したサービスを外部に提供し、三毛作＝Step3 でこれら

の経験を基に市場のニーズに合わせ新たな開発へと結び付

ける。その循環に、国際規格に見合った安全技術を投入する

事により、あらたなイノベーションを多数誘発できる。つま

り、四毛作としての安全の位置付けである。その為の創造的

破壊（注８）が必須条件で、その根底に技術革新とそれを支

えるあらたな社会システムが連鎖して初めて実が結ばれて

くる。 
 

 

又、設計者倫理の観点から思考をめぐらすと、２０世紀の

光と影を受けての２１世紀の科学技術の進歩において、バイ

オ倫理等は重要な課題となる。それに情報通信技術が融合す

る事により、あらたな安全技術に繋がる課題も出てくる。当

然、ナノ・テクノロジーも関連してくる。安全技術も従来の

目に見えるものから目に見えない技術へと進歩してゆき、こ

れら２１世紀の先端科学技術が推進される中で、2050 年への

視野を含めた ECO SAFETY などをベースとした技術者とし

ての倫理が求められてくる（Fig5）。環境野分野においては、

循環型経済社会の形成に向け、具体的に関連法案の整備と製

品の全ライフサイクルの観点から、従来の処理者責任から排

出者責任へ、そして設計者責任へと責任の所在も変遷してき

ている。 

Fig.4 Knowledge Management
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つまり、技術者は従来のように設計だけが仕事ではなく、

製品及びそれを構成するさまざまな材料等を考慮の対象と

したライフサイクル全体を通じての社会への影響に目を向

け、かつ会社・経営・社会にかかわる総合的な視野が必要と

されてきている。同時に、当然ながら設計者としての倫理を

踏まえた考察と行動が求められてくる。 
 
現状の日本の安全を取り巻く社会システムのもてでは、安

全に関するイノベーションはことごとく阻害要因により足

止めを強要されてしまう。バブル崩壊後も日本の英知が結集

し日夜議論を重ねてきて、１０年以上が経過しているが、何

が変わっただろうか？安全の英知は国内に存在するので、そ

れを過去のしがらみにこだわらず、どう行動に移すかだけが

とわれている。安全技術関連は、製造業並びにサービス産業

において欧米では立派な産業として成り立っており、その結

果当然雇用創出にも繋がっている。しかしながら、現状では

安全の社会システムの欠如により、日本で世界最高のレベル

の安全技術が適用されにくいし、あらゆる面で遅れが生じ出

来てしまっている。知と匠を結合しうまく国際社会の潮流に

適合させそのなかで日本の特異な分野を発揮してゆく事に

より、多くの関係者達の協力により安全技術の技術革新とイ

ンキュベーョンに繋がり社会的イノベーションを実現でき

る事を願っている。 
 
 
 
参考文献・注釈 
（１） A..Neudoerfer, “Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte”, 

Springer Verlag, Berlin 1996（「安全な機械の設計」－NPO
安全工学研究所、田中紘一監修、2002 年） 

（２）Inventory of socioeconomic costs of work accidents,  European 
Agency for Safety and Health at Work, 2002 ISBN 92-95007-67-0 Fig.5 SAFETY MARKET in direction to the world of 2050

Innovation Dilennma & Crush of the civilizations
20 Century 21 Century 2050

Population 6 Bio. substainability 10 Bio.
  Indstrialization  + & -

E C O Lack of water
Mass production  RECYCLING Lack of natural resources
Mass consumption REDUCE

REUSE

   Globalization

 Knowledge Management  (Shippai.com)

  I     T communication
voice recognition
3D-camera System
Immobilizor

New Technology
  B    T bio chips BIO SAFEY

  N    T tracing system by NANO CODE NANO SAFETY

Cost insentive modell ECO SAFETY

（３）小野寺眞作、「認証」コロナ社 1995 年 
（４）加部隆史・小林裕一「プレス安全のモデルライン」、

第３５回安全工学研究発表会、2002 年 12 月 
（５）杉本旭、「PLP(製造物責任予防)とロボット技術の新し

い展開」、「ロボット」No.148.2002.9 
（６）篠原一彦、「先端治療の現場から工学への要望」、2003

年精密工学学会春季大会 
（７）P.ドラッカー、「イノベーションと企業家精神」、ダイ

ヤモンド社、1985 年 
（８）A.シュムペーター、「経済発展の理論」1912 年 
 
 
(日本機械学会・第 12 回交通・物流部門大会/TRANSLOG 
2003・2003 年 12 月 9 日) 


