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要旨：近年の日本の化学産業において重大事故が続いていることに鑑み、欧米のリスク管理と比較検討

して基盤的問題点を探査した。その結果、特に規制行政に関して、①リスクベースの事故統計評価の実

施、②リスク管理へ本質安全技術とリスク・コミュニケーションの導入推進、③化学工場の自衛消防隊

による自らの事業所における火災･爆発への第一義的な対応、④リスク管理の基盤になる事故調査におけ

る人と管理の精査および詳細な報告書の透明性と公開性の確保、⑤重大事故の第三者機関による調査、

⑥GHS（化学物品の分類および標記に関する世界調和システム）に沿った分類および格付けの実施、⑦

性能規定による自主保安の推進、⑧行政による安全文化醸成の土壌整備、の8事柄の実現を求める。 

キーワード：化学産業、リスク管理、本質安全、事故調査、安全文化 

  

 

Abstract：In view of the situation that several major accidents have occurred in the chemical 

industry in Japan in these years, the fundamental problems that caused them are studied in 

comparison with the risk management of the West. The government regulator needs conclusively to 

realize the eight following items : firstly the assessment of accident statistics based on risk, secondly 

the promotion of inherent safety and risk communication to the risk management, thirdly making a 

private firefighting team fulfill a critical role in fire and/or explosion, fourthly performing carefully 

and critically a cause investigation on human-beings and management and its publication, fifthly 

establishing an independent board of cause investigation as to a major accident, sixthly following 

the GHS (Globally Harmonized System of UN) faithfully in classifications and hazards-ranking of 

chemical goods, seventhly performance regulations to promote voluntary action on safety, and 

finally providing an environment suited for safety culture.  

Keywords：Chemical industry, Risk management, Inherent safety, Cause investigation,  

Safety culture 
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まえがき 

 化学コンビナートにおける近年の大きな事故の続発に鑑みて、リスク管理の強化策に関する報告書「石

油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議報告書」（内閣官房、2014）が、最近、

内閣官房の主導で消防庁、厚生労働省、経済産業省の間での検討結果として公表された。中村（中村昌

充、2014）は、同様な論点から事故時の状況をより深く解析して解決策を提案している。筆者において

も、同様の目的意識を持って、視点を変えて本稿をまとめた。つまり、同報告書などでは技術伝承の不

足、危機管理対応力の低下、あるいは自主保安の不足などを指摘し、これらの強化を求めている。しか

し、これらのことのみならず、あるいはこれらの実行を困難にしている、もっと根幹にかかわる問題を

抱えているのではないだろうか、という視点から、欧米のリスク管理の現状との比較検討を含めて、論

議する。併せて、化学装置産業におけるリスク管理の今後の方向性として安全文化の醸成からリスク・

コミュニケーションへの発展的変遷について考える。 

 

１．国内のリスク管理の問題点―実学として実効性があるか 

 ISO基準に沿ったリスク管理、リスクの特定およびリスクへの対策についての基盤的知見、リスクの

発生原因と拡大要因に関して述べる。その上で、リスク管理の基礎資料である事故情報の問題点を論議

する。 

 

１．１ リスク管理のISO基準 

リスク管理は、ISO 31000に規定されている（ISO 31000、2009）。この規定は2009年に改訂された。

それによると、リスク管理は、原則に示された各条項を基盤にして、組織に対してPDCA（Plan, Do, 

Check and Act）に沿って管理を実施する戦略的方法論である。つまり、リスク管理を実施しようとす

る管理者はこの原則に則って方針またはコミットメントを言明する。このことは組織のベクトルを合わ

せて原点を明らかにすることに他ならない。すなわち、組織の理念および歴史を共有することが必要に

なる（朝日新聞、2014）。その上で管理の基本であるPDCAを実行して、スパイラルアップ（らせん状

の上昇）を図る。リスク管理の具体的な実施に関しては従来通りの段階的な流れの過程による。この2009

年の新しいリスク管理と以前のリスク管理との大きな違いは、それぞれの段階的な過程について、組織

の管理者および全構成員に対してその個々の内容を明らかにすることである。加えて、組織に係わる全

ての利害関係者に対しても公開することである。このように2009年の新しいリスク管理においては、い

わゆるリスク・コミュニケーション（リスクに関する相互理解）が強く強調されている。 

 

１．２ 本質安全技術の導入 

このような規定に沿った方法を実施することによってリスクの低減化が図られる。それでは、リスク

の特定、リスクの分析、リスクの評価およびリスクへの対策の4段階の過程で、どの段階が一番難しく

重要であろうか。それはリスクの特定である。なぜかというと、事故後に「危険とは思わなかった。」、

「想定していませんでした。」といった言葉を耳にするが、これはリスクの特定ができていなかったこと

を示している。次がリスクへの対策である。リスク低減対策の打ち方である。対策が不適切になると各

過程を何度も繰り返すことになるかリスクが残留する。実はこの2つの過程、リスクの特定およびリス

クへの対策に関しての方法論が日本では必ずしも充分には知られていない。これら２つの過程に対して

欧米では、まず本質安全技術に基づいた考え方をとるというのが基本である。リスクの特定およびその

対策において、まず本質安全技術に照らしてどうかと考えることが必要である。そうすると、より抜本

的で創造性に富んだ実効性のあるリスク管理が実行できることになる。 
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 本質安全技術は、機械本質安全（厚生労働省、2007）、（ISO 12100-2、2003）と化学本質安全（長谷

川和俊、1995）、（Kletz、2010）がある。それぞれの素要素を十分に理解した上で、リスクの特定およ

びリスクへの対応の過程の最初に、それぞれの素要素に照らし検証して、対象としている範囲内でのリ

スクの洗い出しおよびその対策の創出が行われなければならない。その上で、それぞれの過程において

あるいは過程を通じてチェックリスト、KYK（危険予知活動）、ヒヤリハット事故解析、ETA（Event Tree 

Analysis）、HazOp（Hazard and Operability Studies）、FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）、

What If分析、FTA（Fault Tree Analysis）、被害想定、4M（Machine、Media、Man、Management）

マトリックスなどの手法が展開されなければならない。 

 

１．３ リスクの因子―発生原因と拡大要因 

リスク管理においては、リスクの因子を把握することが重要である。まず事故または災害には様々な

発生原因があり、事故または災害が種々の事象によって拡大するこれらの拡大要因がある。そして両者

に関して技術的な因子と組織的な因子がある。技術的な因子の中には、装置および設備の問題ならびに

取り扱われる物質および装置または設備の運転環境などの問題の2つがある。組織に関しても人的な問

題と管理上の問題の2つがある。まとめると図1のようになる。事故リスクまたは災害リスクの因子は、

発生原因および拡大要因に関してそれぞれこれらの4つの因子（4M）に包括的にまとめられる。 

 

 

図1 リスク管理における事故・災害の発生原因と拡大要因 

 

リスク管理は多くの場合過去の事故事例が基盤になってリスクの特定、分析、評価および対策が実行

される。従って、災害や事故の調査報告書は、これら4つの因子に関して精査、吟味されたものでなけ

れば、リスク管理に正しく活かすことはできない。国内の事故事例集、事故データベース、事故調査委

員会報告書などにおいては、発生原因の技術的なことについては詳細に検討し吟味されていることが多

い。しかし、発生原因の組織の問題に関しては、必ずしも充分とは言えない。それは、人や管理の責任
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は警察が優先して調査または捜査するため、消防および労働基準監督署の調査が不充分なものになる嫌

いがあるためである。大きな災害になるとこの傾向はより一層強くなる。警察は犯罪を捜査するのが主

体であって、事故や災害の予防およびリスク管理の視点を持たない。したがって、このような形で原因

究明が実施された事故調査報告書が基盤になるリスク管理では、人、管理を含む組織の問題に関して、

未発達にならざるを得ない。これは日本の今日の体制がもたらす特殊事情であり、根本的な問題である。 

被害の拡大要因に関してはより問題が大きい。日本では、人および管理を含む組織の問題に関しては

発生原因と同じ事情で充分な調査が行われない。かつ、発生原因に比べ拡大要因は技術的な側面よりも

組織的な側面の関わりが大である場合が多いため問題がより大きいのである。さらに、事故または災害

の拡大の処理は往々にして消防や警察などの公的機関が関与または担うことが多くなる。その結果、こ

この部分の詳細な情報が開示されないためである。消防の戦術あるいは避難や救助の方法の是非が消防

本部など部内では検討される。しかしながらこれは一般には公開されない。公開されて初めて広く意見

が展開されて、さらに発展する。ISO基準（ISO 31000、2009）においては、全ての利害関係者に対し

て情報を公開し透明性を高めること、およびそれをもとにしたリスク・コミュニケーションを求めてい

る。透明性の確保と全ての情報の公開はリスク管理におけるリスク・コミュニケーションの基本である。 

なお、4Mに関して、もう一つミッション（Mission）を追加して、5Mとして考えることが必要な場

合がある。これはISO基準（ISO 31000、2009）における管理者の指針またはコミットメントに関係す

ることである。従って、リスク管理の全体は、人文社会科学と自然科学の融和の上に成り立つ問題であ

って、技術だけの問題ではない。このことは特に重要な点である。 

以上のように、国内のリスク管理は多くの問題を抱えており、まだまだ未熟であり発展の余地が多い。

このことは、事故発生原因の人および管理を含む組織の問題ならびに事故や災害の拡大要因の技術およ

び組織に関して調査する環境整備が実行されれば、そこで得られる災害や事故の調査報告書、これらの

データを基にして展開される研究などの様々な資料を基盤にして化学産業のリスクを現況より大きく低

減させることが可能であることを意味する。 

 

２．重大事故続発の原因―国内規制のガラパゴス化に根幹があるのではないか 

 化学物質の規制当局がリスクベースの事故統計を採用することによる行政施策の優位性、福島原発事

故の事故調査委員会に鑑みた事故調査のあり方、利益相反になる国内化学産業における重大事故の調査

の仕方、化学プラント火災の消防活動の根本問題、国際基準GHSに則らない危険性物質の規制行政、自

主保安を本来的に困難にしている仕様規定、に関してリスクの効果的低減化の視点からおよび海外の現

状と比較して論議する。 

 

２．１ リスクベースの事故統計の優位性 

 危険物事故の現況に関して、1993、1994年ごろを事故件数最低にして、現在、火災爆発件数はその約

2倍、漏洩事故も約2倍に達し、合計でも約2倍である（消防庁、2013）。このことについて消防庁は、事

故件数は一向に減少に転じておらず大変憂慮される事態であるとして、毎年、「危険物事故防止アクショ

ンプラン」を事業所に課している（消防庁、2013）。火災爆発の発生確率も図2に示すように上昇の一途

をたどっている。特に製造所の発生確率は高く、取扱所の上昇傾向は極めて大きい（長谷川和俊、2010）。 

 これに対してリスクベースの考えを導入して事故統計を見てみると異なった状況がみえてくる。リス

クは災害の発生確率と災害の大きさの関数である。多くの場合これら数値の掛け算式（1）で表す。こ

こでは災害の大きさを災害1件当たりの平均損害額で表す。図3に示した算定式（4）から、火災爆発の

損害リスクは全損害額を全施設数で割り算することによって得られる。こうして、危険物施設の火災爆
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発の危険性の度合いを図4に示すようにリスクで表示することができる（長谷川和俊、2010）。これがリ

スクベースの危険物事故統計であるが、これによればリスクは低下傾向にある。このことから安全施策

は着実に効果を上げていると言える。これは消防および事業所の日々の努力がこのような成果となって

現れているということである。損害リスクの他、死傷者発生リスク、労働災害リスクなどで評価するこ

とも可能であり、同様な傾向が得られている（長谷川和俊、2010）。 

 

 

図2 危険物施設での火災・爆発の発生確率の推移 

（地震が原因の火災・爆発を除く） 

 

        

図3 リスクの算定式 

西暦（年）
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図4 危険物施設の火災・爆発損害リスク（地震が原因の火災・爆発を除く） 

 

 リスク管理は、費用対効果を基本に置き、リスクの高い事柄を優先して対策を施す管理の仕方である。

したがって、損害リスク値が小さい現状にあることから、現在、例えば、高価な費用を要する画一的な

技術的、設備的な対応を求める行政施策は不適切であることを意味する。特に危険物貯蔵所の損害リス

クは非常に小さい。したがって危険物施設に対してリスク低減化のために考えられる施策としてはこれ

までの施策の徹底および充実を図ることや人および管理を含む組織面あるいは後述する安全文化の醸成

などのソフト面を重点化することが妥当である。 

製造所は、この20年の間にリスクが約10分の1に低下している。これは画期的なことである。危険物

製造所を有する事業所がいかに多くの努力をしてきたかを表わしている。また、これら両者の統計値か

ら、危険物施設の爆発火災に関して次のように解釈することができる。災害が以前より起きやすくなっ

ている。特に取扱所においてその傾向が強い。しかし災害の規模は小さくなる傾向にある。特に製造所、

取扱所でその傾向は著しい。すなわち災害は拡大していない。防護、事後対応が良いということを示し

ている。こうした解釈から導き出せる危険物施設の具体的な対策としては消火対策よりは危険源の探査

（リスクの特定）を充実させて発火源管理に重点を置くべきである。特に取扱所においてこのことが重

要である。なお、ここでの論議に地震によるリスクは含まれていない。 
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 したがって図2および図4から危険物製造所における大きな損害額を伴う火災爆発は必ずしも増大傾

向あるとは言えない。製造業の労働災害における重大災害（「一時に3人以上が死傷またはり病した災害」

と定義）に関しても最近減少傾向にある（厚生労働省、2014）。しかし多数の死傷者を伴う深刻な爆発

を伴う重大事故（内閣府、2014）は近年相次いでいる（朝日新聞、2014）。 

このようにリスクベースの事故統計を採用すれば、件数や確率の統計による解釈とは違う解釈ができ、

照応する的確な施策を打ち出すことが可能になる。つまり、危険物施設の危険の度合いをあらわす適切

な指標はリスク値であって今まで使われてきた事故件数や死傷者数では危険性を充分に評価することは

できない。したがって危険物施設に限らず化学産業の規制行政施策はリスクベースの事故統計データに

基づくべきである。 

 

２．２ 事故調査のあり方 

（１） 福島第一原発の事故調査報告書の全体像 

事故原因調査のあり方について、前述の4M（場合によっては5M）の視点から実施すべきであると昔

から言われている。組織や制度に立ち入ることがなければ、再発防止対策がどうしても「モグラたたき」

になってしまう。つまり、人および管理の問題を解決せずに技術的な改善だけでは、同じようなことが

別の場面でまた起きてしまう。原因調査の理想的な進め方は、「4Mまたは5Mの視点から偶然を必然に

する。」ことである。 

4年前の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する調査は国家レベルで実施された。まず、この

事故調査について考えてみる。このときの報告書は、東京電力（福島原子力事故調査委員会：責任者；

山崎雅男副社長）、政府（東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会：委員長；畑村洋太

郎）、民間（福島原発事故独立検証委員会：委員長；北沢宏一）、国会（東京電力福島原子力発電所事故

調査委員会：委員長；黒川清）の4つの組織から独立に出されて、広く公開されている。従来、国内の

事故調査報告書は、人および管理さらに組織および制度に関して深く立ち入ることは極めて少なかった

ので、この4つの報告書を全体として見ると重要な意味がある。つまり、時間制約の下で不明瞭な点は

残されているが、4つの報告書は全体で5M全体の視点から調査していると言える。 

東京電力の事故報告は大津波が事故の原因であるとして自己弁護に終始している。当事者が実施した

事故調査報告書は本来的に利益相反である。しかし、東京電力という当事者がどのような考え方をして

いたかを知る上で貴重ではある。 

政府の事故調査委員会報告書では、事故対処に関する問題について技術的に詳細な検証を実施してお

り、国や東京電力は安全を最優先にする安全文化が欠けていたとし、加えて調査が不能や不確定な部分

を慮り調査の継続を提案している。一方、責任追及は目的としないとして責任の問題を放棄している。

これは、過去の事故報告書（航空・鉄道事故調査委員会、2007）の轍を踏んでいる。法令に則っていた

かどうかの法律責任は、行政当局、警察および裁判の問題である。法令上の責任の問題とは別に、安全

の科学技術および人文社会科学の現状に照らして、人と管理を含めた組織がどうであったかの社会的責

任および人道的責任は論議され吟味されなければならない。 

民間の事故調査報告書に関しては、2014年5月に委員長から直接、内容を伺う機会があった。国の原

子力安全規制は国際的に遅れていたと厳しく非難していたが、民間の事故調査委員会には調査権限がな

い。事故の調査は権限がなければ充分に深い調査はできない。したがって、その時の話でも充分深くは

探求していないという感じは拭い切れなかった。しかしながら、民間の組織が編成され、事故の調査を

実施したという意義は大きい。  
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（２） 組織と体制を探求した国会の事故調査報告書 

国会の事故調査委員会は「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法」の下につくられ、その報告

書の中で事故は自然災害ではなく人災であるということが明記された。そして組織および制度上の問題

が詳しく調べられて論議され国家の制度および施策にまで言及した。図5にその要点を示す。このよう

に制度、組織の問題にまで深く立ち入って論議された事故調査報告書を基に再発防止策が策定され、こ

れが実施されることによって、リスク管理は効果的に実効をあげることができる。 

 したがって、事故調査委員会のあり方とその方法は4Mの視点から調査および探査を実施するべきで

あり、とくに人と管理を含めた組織に関わる事故発生原因および被害拡大要因の調査が必須である。さ

らに5番目のMとして、組織の役務など広くトップマネジメントのあるべき姿に照らして是非を明らか

にすべきである。これらのことが大きな事故の場合にはとくに重要になる。さらに、制度および組織の

見直し、社内規定や法令および行政組織までも、事故の大小または重大性に鑑みて、見直す方向に進む

べきである。その上で、この度の4つの報告書のように事故調査の詳細な公表が必要である。つまり、

事故調査委員会の最大限の透明性が求められる。 

このような事故調査委員会のあり方が広く実現されることによってリスク管理の環境が整備され、リ

スク管理の基盤が造られ、リスクに即応した対策の創出が可能になる。 

5
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図5 東京電力福島原発事故に関する国会の事故調査委員会報告書の要点 

（SA：シビアアクシデント） 

 

（３） 化学工場災害の事故調査委員会は利益相反 

 2011年11月13日に東ソー(株)南陽事業所、2012年4月22日に三井化学(株)岩国大竹工場および2012年9

月29日に(株)日本触媒姫路製造所ではそれぞれ死者を出す重大災害を起こしている。事故調査委員会は

それぞれ社内に設置されて報告書を公表した。監督官庁はそれ以上の精査および検証は行っていない。

少なくともそれ以上の報告書は公表されていない。2011年3月11日のコスモ石油(株)千葉製油所における
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シビアアクシデントの場合もそうであった（長谷川和俊、2012）。これらは先の福島原発事故と比較し

て見れば、東京電力の事故調査委員会の報告書のみが発表されたことを意味する。したがって、必ずし

も中立公正とは言えない事故調査委員会報告書を、その後のリスク管理の資料として広く活用せざるを

得ないというのが現状である。これは大きな問題である。 

危険物災害に関して、従来は所管の消防長または消防署長がその原因調査を行うことになっていた。

そして大きな災害の時は原因等の調査委員会が設置されることが多かった。しかし10年ほど前に消防庁

長官による調査が法制化（消防法第35条の3の2）された。そして大きな災害の調査は消防庁長官が行う

ことになった。災害の種類によっては調査能力が必ずしも充分でない弱体な地方の消防本部においては

長官調査も必要である。しかし、大きな爆発火災などの災害の場合には、先に述べたように消防行政、

消防戦術などの是非が問われなければならない。つまり、長官調査では利益相反になりかねない。また、

これまで実施された長官調査の詳細な報告書が必ずしも公開されていない問題もある。長官調査のあり

方を検討すべきである。 

したがって、事故調査は、基本的には公的機関が実施すべきである。しかし、大きな災害、問題の大

きい事故、または行政上問題を含むような災害に関しては、第三者機関を設置し、中立な立場から実施

すべきである。高圧ガス事業所および危険物施設において重大事故が発生した場合、かなり以前は第三

者の事故調査委員会が設置されることが多かった。大きな事故に関して、米国においては独立の専門機

関CSB(Chemical Safety and Hazard Investigation Board)が調査を行う。英国では、女王の下に独立

調査委員会が設置される。最近の国内の事故調査の実態は欧米の実状とは逆行している。 

 

２．３ 化学プラント火災の消防活動の問題 

化学プラント火災における消防士の殉職の具体的な例を見てみる。2008年8月14日に、愛知県のごみ

固形化燃料（RDF）の貯蔵槽の爆発火災ではサイロで爆発が起きて消防士2名が殉職した。所管の消防

長は、消防戦術が不適切であったとして起訴されたが、無罪であった。議論が不充分のまま終わってし

まった感じがする。また、先に述べた2012年9月29日の姫路市の(株)日本触媒でのアクリル酸タンクの

爆発火災では消防士1名が殉職した他多数の消防隊員が負傷した。これはタンク爆発の危機を伝えなか

ったクライシスコミュニケーションの不履行が原因の一つである。今こそその内容が充分に公表されて

広く論議されるべき機会である。 

そして根本的な問題として、このような化学プラントの火災にあたる消防隊の指揮権を公設消防が担

うには基本的に荷が重過ぎるように思う。ますます複雑化し高度化する化学プラントに関して、2次災

害防止の視点から自衛消防組織の充実を視野に入れて、プラントの内容を詳細に知ることができる立場

にある自衛消防隊が第一義的に指揮をとるように法令を改正するなどの検討すべき問題である。 

米国、テキサス州の学園都市カレッジステーションにTEEX Brayton Fire Training Field（TEEX 

Brayton Fire Training Field、2014）という消防訓練センターがある。テキサスA&M大学に隣接して

いる。筆者は2013年に訪問する機会があった。ここで全米の公設消防隊、自衛消防隊および軍の消防隊

が年間約4,500人実践訓練をしている。実規模の化学プラント、LPGタンク、石油類タンク、石油類タ

ンカーなどで模擬火災を起こして、消火、冷却、救助などの消防戦術を訓練していた。重要なことは消

防隊三者が同等の実戦訓練を受けているという点である。さらに、隣接するテキサスA&M大学のS. 

Mannan教授は、現在、化学プロセス安全の国際的な第一人者である。同教授が所長を務める同大学の

MKOPSC研究所（Mary Kay O’Connor Process Safety Center）がこの訓練センターの座学の支援をし

ているとのことであった。まさに「鬼に金棒」である。ブレビー（BLEVE: Boiling Liquid Expanding 

Vapour Explosion）（長谷川和俊、2010）、反応暴走への対応（長谷川和俊、2002）、化学品火災などの
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消防戦術には学術的に高度な知見が欠かせないからである。日本にはこのような施設もなければ仕組み

もない。残念ながら公設消防隊の献身的な勇気ある行動に頼っているという危険な現実である。 

 

２．４ 国際基準GHSに準拠しない国内規制 

 危険性物質の国際規約として国連から「危険物の輸送に関する勧告・法令規範」（United Nations、

2011）（オレンジブック）が勧告書という形で約50年前から2年ごとに刊行されている。これは輸送に関

することであるから、国内の危険性物質を規制する消防法および高圧ガス保安法について大きな問題点

はないとされてきた。ところが、2003年からこのオレンジブックを規範として「化学物品の分類および

標記に関する世界調和システム：GHS」（United Nations、2011）（パープルブック）が国連から発刊

された。UNオレンジブックは化学物品の物理的潜在危険性が主体であったが、GHSでは健康および環

境への潜在危険性も同等に扱われている。GHSによって化学物品の分類と格付けおよび標記に関する国

際的な基準が、輸送のみならず、製造、取り扱い、環境、消費にも適用されることになった（長谷川和

俊、2010）。 

国内法令では消防法の危険物、高圧ガス保安法、火薬類取締法、毒物及び劇物取締法、危険物船舶運

送及び貯蔵規則などがGHSに関わるが、現状ではこれらの法律はGHS国際基準に必ずしも沿っていな

い。 

 その結果、自然発火性物質に関して、消防法が係わる取り扱いと危険物船舶運送及び貯蔵規則が係わ

る船舶輸送では該当物品が大幅に異なる（長谷川和俊、2010）。同一の自己反応性を有する物品が用途

によって消防法または火薬類取締法の規制対象になるといった煩雑性が生じている。さらに、消防法の

危険物確認試験法がGHSのそれと大きな違いがあるため、化学物品の輸出入については両者による試験

を実施しなければならない問題などがある。 

 約15年前、英国の多国籍企業ICI（Imperial Chemical Industries）のマンチェスター郊外にある安全

研究所を訪ねたことがある（長谷川和俊、2001）。そこでは、開発される新しい物質について危険性評

価試験に併せて危険物の判定、確認試験を行っていた。日本の消防法のための確認試験室が設けられて

いた。マンチェスターで日本の消防法のための試験室を見るとは思ってもいなかったので大変驚いた。

「日本の国だけのために人とお金をかけて、試験をしているのです。」とコメントされたことを記憶して

いる。そして他の外国の多国籍化学企業においても同様であることを後で知った。日本の法令が国際的

に整合していないために2重の試験法が課せられているのが実態である。 

GHSが発刊された2003年頃に韓国消防検定協会の知人から「韓国では日本の消防法に沿って危険物

を規制しているが、GHSができて日本とは違うようだ。今後どうしたらいいだろう。」という照会の国

際電話を受けた。これに対して「これからはGHSに沿って規制をしてください。」と回答した。同じ頃

に中国北京理工大学の知人からは「GHSが出たけれども、中国には相応するような危険性評価方法はな

い。この分類試験方法を実施できるようにしたい。試験装置の予算規模、人力、実施する問題点などを

教えて戴きたい。」という照会メールを受けた。開発途上国などではGHSの発刊に合わせて新しく法制

化された国は少なくない。危険性物質の規制行政においてGHS国際基準に沿っていないのは、現在、世

界中で日本だけである。この意味で危険性物質の規制に関して日本は世界で最も遅れている国となって

しまった。 

このように危険性物質の規制に関する複数の法律を複数の省庁がそれぞれに所掌しているため、全体

を大局的に統一的な管理システムとして規制することが難しい。結果として、危険性物質の規制法令が

仕様規定から抜け出せず、また行政は化学産業の安全文化醸成のような総合的な安全の水準向上の具体

的な推進を促すことが難しいという問題がある。 
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２．５ 自主保安は性能規定が基盤 

 性能規定とは、施設や設備が達成すべき性能または目標のみを概念的に規定し、具体的には規定しな

いことである。したがって、要求する事項を満たせばどのような施設や設備でも可能であるという柔軟

性を含んでいる。このことにより、設置、運営、管理に創造性が育まれる。本質的な意味での自主保安

ができる。自主保安とは、法令の範囲内において新たな方策などを導入してリスクの低減を図ることで

ある。しかし法令の目的を満足するために距離や方式などについて具体的に決められて枠にはめられて

いる仕様規定では、自由な発想による柔軟な創造性に満ちた安全施策の芽は摘まれてしまう。したがっ

て、仕様規定のもとで本来的な自主保安はあり得ない。 

 一方、性能規定においては要求する事項を満たしているか否かの判断が行政に求められる。基準に適

合しているという根拠を明確にしておく必要があり、その判断が行政の責務になる。すなわち、行政の

高度化が必要である。建築基準法、電気事業法は限定的であるとはいえ先行的に性能規定に移行してい

る。しかし、化学物質の規制に関係する法令の多くは仕様規定である。 

ここで忘れてはならないことはローベンス報告（1972）（花安繁郎、2003）である。これを基に英国

の法律は統一された。このローベンス報告の中で当時の英国の実状に関して、「安全衛生に関する法律が

多くあり過ぎる。煩雑で旧態依然としており、新たな法律が絶えず必要になり、本来の目的が達成され

ていない。安全衛生に関して関係5省庁、7監督機関におよび細分化され過ぎている。したがって、行政

機関の統一および当事者の自主対応が必要である。」と提言した。当時の英国の実態が現在の日本の化学

物質に関する規制行政の実状に酷似している。 

 このローベンス報告に基づいて2年後に制定された法律が英国の労働安全衛生法（Health and Safety 

at Work etc. Act 1974 UK）（HSE、1974）である。その中にGeneral duties（一般的な義務）という

条項がある（図6参照）。General dutiesでは三者へ安全の義務を課している。 

約25年前この法律を所掌するHSE（英国安全衛生庁）本庁（リバプールの北の町Bootle）を訪ねた。

その頃、筆者は消防庁消防研究所に所属していた。消防研究所では石油タンク間距離を決める根拠の実

験、研究を行っていた。いわゆる1つのタンクで火災が起きたとき、隣のタンクに火災が移らないため

にはどの程度タンクを離せば良いか、ということをいろいろな条件の下で実験を行って、相似則も造っ

ていた。それが基になってタンク間距離の政令（153号）が定められたという経緯があった。その直後

にHSEを訪ねたので、筆者は「英国ではタンク間距離をどうやって決めているのですか。」と質問した。

そうしたところ、担当のセニア・インスペクター（上席監査官）は「そんな細かいことは何も決めてい

ません。それはGeneral dutiesがあるから必要ない。火災が隣のタンクに延焼しないようにすれば、そ

れでいいのであって、その方法は問いません。火災が隣のタンクに延焼しないようにした結果を示す図

面を見て、私が納得しなかったならば離させます。」との説明を戴いた。 

また、10年ほど前に引火性液体の危険物としての上限のことについて英国のHSEへ手紙で問い合わせ

たことがある。引火性液体についてGHSでは引火点が93℃を超えるものは危険物としていない。英国で

もそのような引火性液体は、当然、危険物に該当しないという。しかし、英国ではこのGeneral duties

があるために危険物でないものも規制の対象になるということだった。例えば動植物油などは危険物に

該当しないが、動植物油の取扱施設などで火災が発生しそうな危険な状態であったならば、行政は改善

命令を出せる権限をこのGeneral dutiesによって有しているということだった。日本では法令に規定さ

れていない化学物質を規制することはできない。 

以上2つの例はGeneral dutiesという性能規定の実際の例である。自主保安が活性化し本来的に機能す

るためには、規制法令が仕様規定ではなく性能規定であることが必要条件と言える。 
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図6 英国の労働安全衛生法におけるGeneral duties（一般的な義務） 

（（HSE、1974）の部分翻訳） 

 

３．安全文化の醸成 リスク・コミュニケーションが鍵か 

 化学産業において安全文化の醸成が進められている。しかし、必ずしも効果がえられていない。規制

当局の体制および姿勢は安全文化の醸成のために充分機能しているのだろうか。このような現状に鑑み

てリスク・コミュニケーションへの重点化の方向を探る。 

 

３．１ 安全文化醸成の現実 

安全文化についてIAEA（国際原子力機構）は、チェルノブイリ原発事故を契機にして、その後の1991

年に「原子力プラントの安全問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなければならな

い。安全文化とは、そうした組織や個人の特性と姿勢を集約したものである。」として「安全文化は、個

人の姿勢、考え方および組織のあり方に関連しており、目に見えないものであるが、目に見える形とな

って現れる。この目に見える形となって現れたものの背後にあるものを検証するための方法を作り上げ

なければならない。」と評価方法の必要性を提示し、安全文化醸成の推進を促した。その後、多くの他の

産業でもその重要性が認識されて発展してきている。 

国内においては内閣府（1999）、文部科学省（2000）、厚生労働省（2005）などがそれぞれ報告書、

白書、通達などを通じて安全文化の醸成を推進している。 

 学会でも論議が盛んであり、産業界では安全文化醸成の推進を図る実用化のツール開発も進んでいる。

安全文化の構成要素について一例（宇野研一、2014）を図7に示す。ここには8つの大きな要素が示され

ているが、これらの要素をさらに細分化した具体的な項目について、それぞれの善し悪しを問うアンケ

ートや聞き取り調査等によって評価し数値化して、安全文化の要素のそれぞれの成績を測るツールが開

発されている。このような、安全文化を評価するツールを用いて、安全文化のどの要素が優れているか、

あるいは劣っているかを見出し、劣っている要素部分に関して様々な方策を策定し実施して、重点的に

Health and Safety at Work etc. Act 1974 UK
(英国労働安全衛生法)

General duties（一般的な義務）
•施設を設計、製造、輸入または供給する人へ課する一般的な義務

装置または施設は、それを業務に供するために設置し、使用に
供し、保全が図られたとき、合理的に実行可能な範囲において、
常に安全で、健康へのリスクが無いように設計、製造されなけれ
ばならない。

•事業者の一般的な義務

事業者は、合理的に実行可能な範囲において、その全ての従業
員の就労中の安全衛生、及び福利厚生を実現する義務を負うも
のとする。

•従業員の一般的な義務

就労中の全ての従業員は、以下の義務を負うものとする。即ち、
自らの行為、又は職務上の怠慢によって影響を受ける他の人物
及び自分自身の安全衛生に妥当な注意を払うこと。
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改善を図るなどの安全文化醸成を推進することが普及しつつある。 

 

 

図7 安全文化の構成要素（宇野研一、2014） 

 

しかし、合併した化学大企業でのことであるが、体質改善を図るため前記の方法に組織一丸となって、

誠心誠意、数年間に及んで取り組んでも必ずしも成果が上がらなかった例がある。小さな事故が散見さ

れたり、ときに過去に経験した大事故の人や管理に関係する同じ原因事柄を繰り返したりする。企業が

いくら国際展開したとしても、経営がうまくいくことは風土あるいは文化といった「コア」があっての

ことであるという（朝日新聞、2014）。安全文化を推進するにも風土や歴史が大切である。一つには、

合併した企業で安全文化の醸成が特に難しいのはコアにずれがあるためではないだろうか。つまり相互

理解（リスク・コミュニケーション）が不足しているためベクトル合わせが難しいのではないだろうか。

その上で組織を構成する個人個人においては、業務に関わる知識や経験に併せて統一的な倫理観や責任

感の基で安全への感性が育まれ、組織としての安全文化の醸成に繋がるのである。 

 化学安全の大御所であるH. Pasman教授は化学プロセス産業の安全の発達過程を図8のように提示し

ている（Pasman、2013）。化学プロセスの高度化および発展と相まって、安全のレベルがこれまで段

階的に向上してきた。古い時代には産業安全は安全技術があれば解決でき確保できると考えられていた。

筆者自身も若い頃そう信じていた。しかし、1970年の初めの頃からヒューマンファクター（人的要因）

の考えが取り入れられ人的エラーやミスが減らされて、安全性が一段と向上した。1980年の中頃になり

マネジメント（管理）に力を注ぐようになり、さらに向上した。これが、1990年代のISOの品質管理や

環境などの様々な基準などに見られる管理システムの導入に繋がった。新たな概念が取り入れられる度

ごとに安全性は躍進した。そして、2000年頃から組織としての安全基盤を高める安全文化へと発展して

きた。 

リスクの低減化が安全技術のみによって実行されていた時代には、危険性物質を区割りして所掌する
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省庁がそれぞれの法律に則って規制することに何ら問題がなかった。しかし、人や管理の視点さらに総

合的なシステムとしての管理および安全文化醸成の観点から安全性の向上を図ることに現在の国内の化

学物質の規制体制が適正に機能するとは思えない。すなわち化学プロセス産業の安全の発達へ寄与した

因子の導入過程は図8に示した欧米より日本は若干遅れて開始されている。そして、それぞれの段階の

寄与因子に関して充分な展開がなされないまま次の段階に入るつまり「消化不良」を起こしている状態

が見られる。この消化不良の根本的な一つの原因は化学物質の規制に関して一元的な法体系になってい

ないため、化学物質に関わるリスク管理の全体を大局的に見ることが困難な規制当局の体制および姿勢

にある。 

 

図8 化学装置産業の安全性を向上させた寄与因子の時代変遷（Pasman、2013） 

 

３．２ リスク･コミュニケーションに向けて 

ところで、最近、安全レベルの段階的な発展に関して次の段階が話題になっている。その次の段階で

重要だと指摘されているのがリスク・コミュニケーションである（Amyotte、2014）。これは先に述べ

たように2009年に改訂されたリスク管理のISO基準において新たに追加されたことである。このとき既

にリスク管理においてリスク・コミュニケーションの重要性が認識されていたことになる。さらに、今、

安全文化の醸成が必ずしも功を奏していない現状に鑑みて、優れた安全文化の発展に向けてリスク・コ

ミュニケーションの充実が不可欠であることを意味する。国内においても、最近、文部科学省から「リ

スク・コミュニケーションの推進方策」（文部科学省、2014）の小冊子が公開されている。 

前述したようにコアが違う合併企業、言葉や文化圏が異なる民族からなる海外拠点では、とくに、そ

れぞれの文化を越えた強い仲間意識を育むために、相手の文化を尊重して理解するコミュニケーション

（相互理解）が不可欠である。このことは、リスク管理においても同じであり、安全文化の醸成の鍵は

リスク・コミュニケーションにある。 

58

安全性の基準

安全文化

安全技術 -材料・設計の改善

人的ミスや人的要因への注意

管理に力点を置いた安全性確保

安全管理システム
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あとがき 

以上をまとめると、化学物質の規制行政に関して、①リスクベースの事故統計評価の実施、②リスク

管理へ本質安全技術とリスク・コミュニケーションの導入推進、③化学工場の自衛消防隊による自らの

事業所における火災･爆発への第一義的な対応、④リスク管理の基盤になる事故調査における人と管理の

精査および詳細な報告書の透明性と公開性の確保、⑤重大事故の第三者機関による調査、⑥ＧＨＳに沿

った分類および格付けの実施、⑦性能規定による自主保安の推進、⑧行政による安全文化醸成の土壌整

備、の8事柄の実現が求められた。これらのことが実現されれば、国内の化学産業の事故リスクは根幹

から改善される。 

「ガラパゴス化したビジネスはいずれ立ちゆかず、滅びる運命にある。」という。化学産業の規制行政

は「ガラパゴス化現象」にある、と結論しても言い過ぎではないだろう。化学物質の規制に関わる上記

の問題点の多くは、省益が優先される縦割り行政の弊害の現れであると見ることもできる。したがって、

問題解決の基本的な根幹はここにある。 

化学物質に関する規制行政施策が省庁ごとに限定されて展開されている下で、安全・安心に関して国

内の化学産業が有する安全に関する素養とたゆみない努力に見合った相応の発展が望めるのであろうか。

化学工場の更なるリスクの低減化を推進し、重大災害の根絶を図るためには、行政の健全化の上に、グ

ローバル化の趨勢に沿い、自由な発想に基づいた安全施策を実行し、開かれたリスク・コミュニケーシ

ョンの下での安全文化の発展が基盤である。 

 なお、本稿は自著論文（長谷川和俊、2014）に加筆修正を加えたものである。 
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