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序  
 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業におい

ても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問題では、京都

議定書の第一約束期間開始を１年後に控え、排出権取引やＣＤＭなどの柔軟性措置に関連

した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成に向け

た取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制

も一部が発効し、その対応策が新たな課題である一方、新たなビジネスチャンスとも考え

られます。  

 他方、安全問題も、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の実施や、平成１３年には厚生労

働省から「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、機械工業にとっ

てきわめて重要な課題となっております。  

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、それ

に伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国機械工業

にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められております。  

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる事業を発展

させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追及するため、早期からこの

課題に取組み調査研究を行って参りました。平成１８年度には、海外環境動向に関する情

報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安全対策の策定など具体的課題を揚げて活動を

進めてきました。  

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして株式会

社エックス都市研究所に「製造産業分野の安全に関する法令及び制度に関する調査研究」

を調査委託しました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば

幸甚です。  

 

平成１９年３月  

 

社団法人 日本機械工業連合会  

会 長  金 井  務  

 



はじめに  
 

 

 安全・安心な社会の構築という命題が声高に標榜される昨今においては、製造業などの

企業は単に効率的な生産を行うだけではなく、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の観点も十分

に踏まえて、現場から経営までが意識を共有化して、コンプライアンスの徹底や安全文化

の定着を図り、かつ、実践していくことが求められている。とりわけ、それぞれの業種や

企業において、産業安全の確保に向けた取組を推進し、具体的な活動を継続的に展開して

いくことも、企業の重要な責任の一つであると考えられる。  

 このような問題について検討する場合、従来は個別の業界内や各々の企業内において、

主に、設備や機器などのハード面の内容や特徴に関して情報交換を行い、そこに立脚して

問題点を抽出し、必要な対策や課題などを議論することが多く、業種を越えて異なる企業

が、人・組織・マネジメントなどのソフト面の問題まで踏み込んで問題点を整理し、検討

を行うケースは稀であった。また、問題がある実態や構造などについて共通化できる部分

を探り、そこに対して共通化できる対策や課題などを検討・整理する試みも、これまでは

あまりなされてこなかった。  

 こうした背景に鑑み、本調査研究では、製紙、化学、セメント、鉄鋼、アルミの五業種

に関して、製造産業分野の安全の実態や課題などを話し合う検討会を開催し、検討を進め

た。その際、現場サイドや本社サイドなど異なる立場の担当者や、産業安全分野の有識者

などより、それぞれが現在抱いている問題意識などについて、広く情報収集や意見交換を

図り、検討内容を深めていった。本報告書は、その成果をとりまとめたものである。  

 本調査研究の推進にあたり、委員やオブザーバー及び有識者各位には、製造産業分野の

安全についての懇切なご助言・ご協力をいただいた。なお、検討会の実施や開催にあたり、

経済産業省製造産業局参事官室にも多大なるご協力をいただいた。厚く御礼を申し上げる。 

 

平成１９年３月  

 

株式会社 エックス都市研究所  

代表取締役  大 野 眞 里  
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序 章 調査研究の概要 

 

1. 背景と目的 

 我が国の製造業ではここ数年、幾多の業種において、頻発する産業事故が目立つ状況に

ある。その原因としては、設備の老朽化や技術の高度化・ブラックボックス化などのハー

ド面の問題、マニュアルから逸脱した作業手順の横行や過去の類似の事故事例やヒヤリハ

ット事例などの有用な情報が十分に活用されていないといったソフト面の問題などが挙げ

られ、様々な要因が複合的に絡み合った結果、不具合やトラブルが多発しているとの見方

が定着してきている。  

 また、我が国では、これまでは製造現場で保守保全を担当する技術者のレベルが高く、

当意即妙な改善策を継続的に繰り出すことにより、安全を担保してきた面が強いとの指摘

もなされているが、これからは 2007 年問題として警鐘されている通り、技能伝承が容易に

進まず、現場担当者の質を高いレベルで維持し続けることが困難になる事態も想定される。

したがって、今後はベテランの勘と経験に頼る「属人的な安全」から、一定の教育を受け

た者であれば、誰が関与しても一定レベル以上の安全を担保できるような仕組みである「シ

ステム的な安全」へと移行していくことが望まれるところである。  

 一方、海外に目を転じると欧州や米国などでは、「システム的な安全」を確立することを

目指して、逸早くその対応を図ってきている。例えば、国際標準化に向けた取組の一環と

して、特に、機械安全の分野では ISO12100、 ISO14121 などの国際安全規格をグローバル

スタンダードとして、体系的に確立してきている。  

 また、産業安全確保に向けた取組の方法論としては、行政サイドの各種規制から企業サ

イドがイニシアティブを発揮できる自主保安へという流れが近年の動向だが、その反面、

欧州や米国などでは、企業の自主的な取組を支援することを狙いとして、行政が産業安全

に係る制度づくりの面からも、積極的に関与してきているといった状況も見られる。  

 以上のような国内外の状況を踏まえ、本調査研究では、我が国における製造産業分野の

安全に関する法制度面の本格的な検討を見据えたパイロット的な調査研究として、それら

の方向性や検討課題、個々の優先順位などをロードマップ的に検討・作成・提案していく

ことを目的とする。  
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2. 調査研究体制 

 本調査研究を進めるにあたっては、民間企業や業界団体の安全担当者及び産業安全分野

の有識者などをメンバーとする「製造産業分野の安全に関する法令及び制度の調査研究検

討会（以下、単に「検討会」と言う）」を開催し、必要に応じて適宜、情報収集及び意見交

換を図りながら、検討を進めた。  

 検討会では、製紙、化学、セメント、鉄鋼、アルミの五業種に該当する企業や団体の参

加を募り、産業安全に関して業種を越えて共通化すべき問題点や課題を中心に整理した。  

 なお、上記五業種の分類を労働災害の統計（安全衛生年鑑／死亡災害データベース）に

即して整理すると、表１の通りとなる（第１章では、この分類に即して、業種ごとに事故

原因等の実態を整理した）。  

 

表１ 当該業種の分類  

業 種  分 類  検討会メンバー  

パルプ  パルプ・紙製造業  王子製 紙株 式会社  
日本製 紙連 合会  

化 学  石油製品・石炭製品製造業  新日本 石油 化学株 式会 社  
石油化 学工 業協会  

窯 業  セメント・同製品製造業  三菱ﾏﾃﾘｱﾙ株式会 社  

鉄 鋼  製鉄・製鋼・圧延業  ＪＦＥｽﾁｰﾙ株 式会社  
新日本 製鐵 株式會 社  

非 鉄  非鉄金属製錬・圧延業  株式会 社神 戸製鋼 所  
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3. 調査研究項目・スケジュール 

 H19 年の年明けから、計 3 回の検討会を開催し、下記に示す項目について、企業担当者・

業界担当者・有識者のプレゼンテーションや討議を行い、業種を越えて“共通化”すべき

問題点や課題の抽出・検討・整理を中心に、内容を精査するよう努めた。  

 

＜第１回検討会＞  

－  本調査研究の概要  

－  業界・企業での産業安全分野の取組実態  

－  産業安全分野の取組実態に係る意見交換  

 

＜第２回検討会＞  

－  業種を越えて“共通化”すべき問題点や課題に係る観点出し  

－  安全文化向上の観点に基づく話題提供  

－  海外の最新動向に基づく話題提供  

－  業種を越えて“共通化”できる対策措置に係る意見交換  

 

＜第３回検討会＞  

－  Ａ社における産業安全分野の取組実態（現場視察も含む）  

－  業種を越えて“共通化”すべき問題点や課題に係る観点出し（修正、見直し）  

－  業種を越えて“共通化”できる対策措置に係る意見交換（修正、見直し）  

－  報告書のとりまとめについて  
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第１章 再発防止のための事故原因について 

 

1.1 業種別の実態や構造 

（１）全体的な傾向  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）について、製造業全体及び今回

の検討会の対象五業種に関する死亡者数の推移を表２及び図１にそれぞれ示す。  

 製造業全体では、死亡者数は年々減少傾向にあり、H16 年についてみると、300 人弱が

事故により死亡している。  

 業種別にみると、化学及び窯業は減少傾向にあり、パルプ・鉄鋼・非鉄の三業種につい

ては低位安定の傾向を示している。H16 年についてみると、業種別の死亡者数はそれぞれ、

パルプ 8 人（製造業全体の 2.7％）、化学 22 人（同 7.5％）、窯業 36 人（同 12.3％）、鉄鋼

16 人（同 5.5％）、非鉄 7 人（同 2.4％）となっている。  

 

表２ 業種別死亡者数  

（人）

年  製造業計  パルプ  化 学  窯 業  鉄 鋼  非 鉄  
H7 400 14 32 64 27 10 
H8 405 22 39 44 32 12 
H9 351 8 34 48 30 8 

H10 305 4 30 38 24 11 
H11 344 12 28 46 26 15 
H12 323 11 26 40 9 9 
H13 326 13 24 41 23 14 
H14 275 11 22 27 24 7 
H15 293 10 25 35 28 4 
H16 293 8 22 36 16 7 

合 計  3,315 113 282 419 239 97 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  
脚注： H7 年では、阪神・淡路大震災を直接の原因とする死亡災害（ 17 人）を除く。  
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出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図１ 業種別死亡者数  

 

 また、直近 10 年間（H7～H16）について、製造業全体及び検討会の対象五業種に関する

度数率の推移を表３及び図２にそれぞれ示す。なお、度数率とは、100 万延実労働時間当

たりの労働災害による死傷者数を意味し、事故の頻度の尺度である。  

 製造業全体では、度数率はほぼ横ばい傾向にあり、直近 10 年間の平均で 1.04 となって

いる。  

 業種別にみると、パルプ及び窯業は近年減少傾向にあるものの製造業全体を上回るレベ

ルで推移している一方、化学（石油製品）は製造業全体を下回るレベルで安定している。

鉄鋼及び非鉄はほぼ製造業全体と同様のレベルで推移している。10 年間の平均でみて、業

種別の度数率はそれぞれ、パルプ 1.76、化学（石油製品）0.38、窯業 1.55、鉄鋼 1.07、非

鉄 1.02 となっている。  
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表３ 業種別度数率  

年  製造業計  パルプ  
化 学  

（石油製品）
窯 業  鉄 鋼  非 鉄  

H7 1.19 1.84 0.44 2.05 1.12 1.24 
H8 1.18 1.86 0.26 1.99 1.25 1.23 
H9 1.10 1.84 0.30 1.81 1.06 1.12 

H10 1.00 1.65 0.32 1.46 0.90 0.97 
H11 1.02 2.08 0.42 1.54 1.20 1.01 
H12 1.02 1.85 0.44 1.39 1.07 0.98 
H13 0.97 1.94 0.44 1.52 1.09 0.92 
H14 0.98 1.67 0.41 1.16 0.94 1.12 
H15 0.98 1.30 0.33 1.40 0.89 0.75 
H16 0.99 1.56 0.46 1.17 1.17 0.86 

平 均  1.04 1.76 0.38 1.55 1.07 1.02 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  
脚注：度数率＝ 100 万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって表したもの  
      ＝労働災害による死傷者数／延実労働時間数×1,000,000 
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出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図２ 業種別度数率  

 同様に、製造業全体及び検討会の対象五業種に関する強度率の推移を表４及び図３にそ

れぞれ示す。なお、強度率とは、 1,000 延実労働時間当たりの延労働損失日数を意味し、

事故の重篤度の尺度である。  

 製造業全体では、強度率はほぼ横ばい傾向にあり、直近 10 年間の平均で 0.12 となって

いる。  



 7

 業種別にみると、化学（石油製品）の H12 年と H15 年及び鉄鋼の H11 年など、随所に

突出した数値が見られるが、これは死亡者数や度数率にそれほど大きなバラツキがないこ

とから類推すると、休業災害による施設稼働率の低下などの影響と推測される。突出部分

を除くと、化学（石油製品）は製造業全体を下回るレベルで推移しているが、化学以外の

四業種は全て製造業全体を上回るレベルで推移している。10 年間の平均でみて、業種別の

強度率はそれぞれ、パルプ 0.34、化学（石油製品）0.10、窯業 0.26、鉄鋼 0.36、非鉄 0.24

となっている。  

 

表４ 業種別強度率  

年  製造業計  パルプ  
化 学  

（石油製品）
窯 業  鉄 鋼  非 鉄  

H7 0.16 0.62 0.02 0.49 0.35 0.24 
H8 0.15 0.40 0.01 0.18 0.34 0.35 
H9 0.13 0.33 0.02 0.18 0.32 0.31 

H10 0.10 0.33 0.01 0.14 0.25 0.16 
H11 0.12 0.40 0.01 0.18 0.64 0.30 
H12 0.12 0.27 0.57 0.24 0.26 0.31 
H13 0.10 0.42 0.01 0.24 0.21 0.27 
H14 0.12 0.11 0.02 0.27 0.40 0.20 
H15 0.11 0.20 0.36 0.45 0.37 0.03 
H16 0.11 0.28 0.01 0.27 0.47 0.18 

平 均  0.12 0.34 0.10 0.26 0.36 0.24 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  
脚注：強度率＝ 1,000 延実労働時間当たりの延労働損失日数をもって表したもの  
      ＝延労働損失日数／延実労働時間数×1,000 
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出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図３ 業種別強度率  

 

（２）業種ごとの傾向や特徴  

１）パルプ  

①  パルプ業の分類と検討の対象範囲  

 労働災害の統計では、パルプ業にはパルプ・紙製造業など三業種が所属している。  

 

表５ パルプ業の分類  

業 種  分 類  

パルプ  紙加工品製造業  

 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業  

 パルプ・紙製造業  

 

 以下では、パルプ業全体について、事故原因の傾向を分析した後、今回の検討会の

メンバーが所属するパルプ・紙製造業について、主な事故事例及び検討会での発表内

容（プレゼンテーション等）や討議内容（フリーディスカッション等）などを材料に、

その特徴を整理した。  
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②  パルプ業全体の傾向や特徴  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）の死亡災害について、起因

物の観点から、パルプ業全体の事故原因を整理すると、図４の通りとなる。  

 事故により過去 10 年間で 113 人の死亡者が発生しており、起因物別にみると、一般

動力機械 45 人（39.8％）、動力運搬機 23 人（20.4％）の二つで 6 割強を占めている。

機械の使用に伴う事故の発生が多い状況にある。  

 

その他
21人（18.6％）

危険物等
5人（4.4％）

乗物
5人（4.4％）

荷
7人（6.2％）

仮設物等
7人（6.2％）

動力運搬機
23人（20.4％）

一般動力機械
45人（39.8％）

パルプ【ｎ＝１１３】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図４ 起因物別死亡災害発生状況（パルプ）  

 

 また、同様に、事故の型別に事故原因を整理すると、図５の通りとなる。  

 はさまれ、巻込れ 62 人（54.9％）が突出しているが、これはパルプ業ではロール機

などの回転体を用いる場面が多いためと推測される。以下、墜落、転落 16 人（14.2％）、

激突され 7 人（6.2％）と続いている。  
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その他
19人（16.8％）

崩壊、倒壊
4人（3.5％）

飛来、落下
5人（4.4％）

激突され
7人（6.2％）

墜落、転落
16人（14.2％）

はさまれ、巻込れ
62人（54.9％）

パルプ【ｎ＝１１３】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図５ 事故の型別死亡災害発生状況（パルプ）  

 

③  パルプ・紙製造業の傾向や特徴  

 次に、パルプ業の中のパルプ・紙製造業について、労働災害統計上にて入手可能な

直近 5 年間（H12～H16）の主な事故事例の一覧を表６に示す。  

 原料のチップを搬送するベルトコンベアや抄紙機のロール部分などの不具合を修正

している際に、手や上体をはさまれたり巻き込まれたりするケースが多く見られる。  

 

表６ 主な事故事例の概要（パルプ・紙製造業（13 件））  

事故の型  年  概 要  
墜落、転落  
（2 件）  

H13 ショベルローダーで古紙をコンベアに投入する作業を行っていてショベ

ルローダーの前輪にひかれた。  
 H14 製紙会社で、パルパーへ原料の投入作業を夜勤で従事していた者の姿が未

明から見当たらなくなったので探したところ、パルパーの底部で遺体とな

って発見された。  
崩壊、倒壊  
（3 件）  

H12 古紙回収工場の解体作業で、ガスバーナーで鉄骨モルタルの壁を切断中

に、倒そうとした壁が反対側に倒れてきたため、倒れた壁に押し倒された

間柱に激突された。  
 H12 工場内の故紙はい積み置場で、積み荷の傾きを直しているときに、ばらけ

た故紙を集積するための清掃を行なっていた者を 3 段目のはい積みが崩

れ落ち直撃した。  
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事故の型  年  概 要  
 H12 製紙工場内において、20 尺パルパーの粕取り作業に従事していたときに、

2 列 4 段積に仮置きしてあったダンボール古紙のうち上 2 段が地上へ落下

し、それに激突されるともに古紙とパルパー壁との間に挟まれた。  
はさまれ、  
巻込れ  
（5 件）  

H12 サイロから連続運転の釜へチップを搬送するベルトコンベアの巡回点検

中に異常音が発生していたので防護柵をはずして点検していたときに、ベ

ルトと支持ロ－ラ－との間に両手を巻き込まれた。  
 H12 抄紙機の巻き取りが不調となって横ずれが生じたため、ロールのシャフト

に専用フックをかけるスペースが無くなり吊り上げて移動することが出

来なくなったので、フックの代わりに玉掛用ワイヤーをシャフトに掛けよ

うとしたときに回転しているシャフト先端部に作業服が巻き込まれた。  
 H13 製紙原料を攪拌するポーチャーのスクリューを回転させるピット内の補

修作業を行い、その状況を確認するためにスクリューを回転させたときに

回転軸に巻き込まれた。  
 H14 抄紙機ドライパ－ト部の通紙作業で、 22 番目のドライロ－ルの下から上

へ通紙しているときに、 23 番目のドライロ－ル食込み部に上半身を巻込

まれた。  
 H14 巻取包装機ラインで作業中に、側面包装機内の円盤と円盤下方の紙置台と

の間に頭部をはさまれた。  
有害物等  
との接触  
（1 件）  

H12 パルプを製造する蒸解室棟 6 階の木材チップを投入するチップスクリュ

ーコンベアが停止したため、点検に向かいコンベアの点検蓋を開けたとこ

ろ臭気ガスが吹き出し、ガスを吸って倒れ、開口部から 2 階に墜落した。

感電  
（1 件）  

H12 天井走行クレーンの定期自主検査を実施中、配電盤の中の配線の端部がこ

めかみ付近に接触して感電した。  
爆発  
（1 件）  

H16 新聞紙を原料として綿状パルプを製造するラインで、原料の 2 次粉砕ライ

ンにて金属片による火花が発生し、綿状パルプ集積タンクにまで飛び火、

爆発し労働者が負傷した。  
出典：死亡災害データベース（中央労働災害防止協会）； H12～ H14 における死亡災害事例（交通事故は除く）  
   安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）； H15～ H16 における重大災害事例（交通事故は除く）  
脚注：重大災害；一時に 3 人以上の死傷者を伴う災害  

 

④  検討会での指摘事項等  

 以下では、製紙業界（パルプ・紙製造業）における安全分野の実態や構造について、

検討会で受けた主な指摘事項等を整理した。  

 

ハード面  
 □事故の種類としては、ロール機などの回転体が多いことから、はさまれ、巻込れ

が圧倒的に多い。  
 □製紙会社の製造現場（工場）は河川沿いに位置するケースが多く、そこへ強酸・

強アルカリなどの液体が漏洩した場合には、環境汚染等のリスクが高いが、実際

にはそのような事例はほとんどなく、可能性も低い。  
 □爆発や火災が起きる可能性も低い。事例もほとんどない。  
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ソフト面及び事故発生の構造等  
 □管理監督者の安全配慮不足に起因する事故が数多く発生している。例えば、下記

のようなケースが挙げられる。  
  －管理監督者の許可を取らずに、作業者が勝手にロール機駆動部分の安全カバー

を外してしまう（管理監督者と作業者の情報連絡が不十分）。  
  －カバーを外したまま電源を切らない状態で、半日以上も放置されてしまう（管

理監督者の確認が不十分）。  
  －そこへロール機が止まっているものと勘違いした作業者が触れてしまう。その

結果、はさまれてしまう。  
 □経験年数の乏しい作業者の事故事例が多く、職場配転時の指導や、短期経験者へ

の教育が課題となっている。一方、高年齢者（50 歳台）の事故件数も増加傾向を

示している。  
 □製紙業は技術的に成熟している産業であり、労災事故は頻発しているが、産業事

故（特定の物や施設そのものから生ずる人的・物的損害）はあまり発生していな

い現状にある。  

 

⑤  安全確保に向けた業界等の取組  

 以下では、今回の検討会で情報提供された内容を中心に、安全確保に向けて業界団

体等が実施している取組を整理した。  

 

□日本製紙連合会では、災害発生報告や安全実績報告を会員企業に求めており、要因

分析を行い、その結果を会員企業へフィードバックしている。  
□全国紙パルプ安全衛生大会を年１回開催しており、優良事業所の表彰や工場視察等

を実施している。また、安全衛生大会の事務局機能として会員企業大手７社が中心

となり、安全衛生小委員会を設置し、異業種交流（異業種の工場の視察等）を実施

している。  
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２）化学  

①  化学業の分類と検討の対象範囲  

 労働災害の統計では、化学業には石油製品・石炭製品製造業など十業種が所属して

いる。  

 

表７ 化学業の分類  

業 種  分 類  

化 学  無機・有機化学製品製造業  

 化学繊維製造業  

 医薬品製造業  

 石油製品・石炭製品製造業  

 プラスチック製品製造業  

 ゴム製品製造業  

 皮革・同製品製造業  

 塗料製造業  

 化学肥料製造業  

 その他の化学工業  

 

 以下では、化学業全体について、事故原因の傾向を分析した後、今回の検討会のメ

ンバーが所属する石油製品・石炭製品製造業について、主な事故事例及び検討会での

発表内容（プレゼンテーション等）や討議内容（フリーディスカッション等）などを

材料に、その特徴を整理した。  

 

②  化学業全体の傾向や特徴  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）の死亡災害について、起因

物の観点から、化学業全体の事故原因を整理すると、図６の通りとなる。  

 事故により過去 10 年間で 282 人の死亡者が発生しており、起因物別にみると、一般

動力機械 82 人（29.1％）、動力運搬機 56 人（19.9％）、危険物等 39 人（19.8％）の三

つで 7 割弱を占めている。他の業種に比べて、危険物等に由来する事故の発生が多い

状況にある。  
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その他
69人（24.5％）

荷
10人（3.5％）

乗物
10人（3.5％）

仮設物等
16人（5.7％）

危険物等
39人（13.8％）

動力運搬機
56人（19.9％）

一般動力機械
82人（29.1％）

化学【ｎ＝２８２】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図６ 起因物別死亡災害発生状況（化学）  

 

 また、同様に、事故の型別に事故原因を整理すると、図７の通りとなる。  

 はさまれ、巻込れ 113 人（40.1％）、墜落、転落 28 人（9.9％）という典型的な労働

災害に続いて、有害物接触 26 人（9.2％）、爆発 23 人（8.2％）なども多く発生してお

り、危険物等を扱う場面が多い化学業特有の傾向が見て取れる。  
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その他
73（25.9％）

飛来、落下
19人（6.7％）

爆発
23人（8.2％）

有害物接触
26人（9.2％）

墜落、転落
28人（9.9％）

はさまれ、巻込れ
113人（40.1％）

化学【ｎ＝２８２】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図７ 事故の型別死亡災害発生状況（化学）  

 

③  石油製品・石炭製品製造業の傾向や特徴  

 次に、化学業の中の石油製品・石炭製品製造業について、労働災害統計上にて入手

可能な直近 5 年間（H12～H16）の主な事故事例の一覧を表８に示す。  

 ガスプラントや吸収塔などでの爆発や破裂が見られるが、これらの事故は原料の危

険性に由来する面が強く、多くの危険物等を扱う化学業に特有の事故と推察される。  

 

表８ 主な事故事例の概要（石油製品・石炭製品製造業（12 件））  

事故の型  年  概 要  
墜落、転落  
（1 件）  

H13 煉炭を製造するフレット機上部の原料投入口のホッパー内側に付着した

石炭粒原料をかき取るためフレット機のローラー上で作業を行っていて、

ローラー上部から 1.7m 下の加工皿まで墜落した。  
飛来、落下  
（2 件）  

H13 アスファルト舗装材製造設備の変更のため骨材ホッパーを解体で、ホッパ

ー上部の仕切板の根元の取付ボルトをガス溶断したところ、板が倒れて落

下しその下敷きになった。  
 H14 舗装材製造プラント用の合材サイロ内面のアスファルトを除去するため、

エアー式ピックハンマーで内面上部を叩いたときに、アスファルトが剥

離、落下し、アスファルトに下半身をはさまれた。  
はさまれ、  
巻込れ  
（3 件）  

H12 石油精製所の減圧蒸留プラントにある空気予熱器のダクト内に設置して

あるロータの点検作業を行っていて、ロータのブレードとセクタプレート

との間に左上半身を挟まれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H13 住宅の屋根用防水シートを製造するラインで、むき出しになっている歯車

に巻き込まれた。  
 H14 産業廃棄物再生処理工場において、破砕状況の監視業務中に異常が発見さ

れたので操作盤の停止釦を順に押して全ての機械の稼動を停止させたが、

そのときに二次破砕機の投入口から誤って破砕機の内部に転落し、惰性で

回転中のローターに巻き込まれた。  
おぼれ  
（1 件）  

H12 冷却塔に上がりファンの状態を点検していたときに、床板が腐食していた

ため、床 3 枚を踏み抜いて 13m 下の水槽に墜落し溺死した。  
高温物との  
接触（ 1 件） 

H16 水管式ボイラーの逆止弁から水漏れが発生したため、逆止弁を交換しよう

としたところ温水が飛び散ったために労働者が熱傷を負った。  
有害物等  
との接触  
（1 件）  

H15 工場内の無菌室でエチレンオキシドガス滅菌器を使用し、作業着・用具等

を滅菌する作業において、リークテストを終えた滅菌器にエチレンオキシ

ドガスを充填していたところ、滅菌器のドアパッキンの不具合により当該

箇所からエチレンオキシドガスが漏えいしたため、作業室より退避した労

働者が目や喉の痛みを訴えた。  
爆発  
（2 件）  

H16 フッ素樹脂の中間原料である四フッ化エチレンモノマーの純度を上げる

ための高圧ガスプラントが爆発し、火災が発生し労働者が負傷した。  
 H16 電解フッ素化工場において、ポリプロピレン製フッ化水素吸収塔が爆発

し、労働者 4 名が酸及び爆風により死傷した。  
破裂  
（1 件）  

H15 工業用液化ガスを製造するプラントで、空気を膨張させる機械の部品の取

替え修理を行ない、試運転を開始した直後膨張機のフィルターが破損し、

破損部分から噴き出した空気により、労働者 5 名が被災した。  
出典：死亡災害データベース（中央労働災害防止協会）； H12～ H14 における死亡災害事例（交通事故は除く）  
   安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）； H15～ H16 における重大災害事例（交通事故は除く）  
脚注：重大災害；一時に 3 人以上の死傷者を伴う災害  

 

④  検討会での指摘事項等  

 以下では、化学業界（石油製品・石炭製品製造業）における安全分野の実態や構造

について、検討会で受けた主な指摘事項等を整理した。  

 

ハード面  
 □石油化学工業の場合、大量の高圧ガスや危険物等を保有、取り扱う産業であり、

最も留意しなければならない事故の種類は、爆発や火災、漏洩などである。  
 □近年、配管の老朽化に伴う腐食劣化が顕著であり、それが漏洩につながるケース

が最も多い。現場では漏洩に対して非常に神経を使っている。  
 
ソフト面及び事故発生の構造等  
 □高圧ガス保安法の改正（認定事業所制度）を受けて近年、4 年連続運転する体系

となっているため、若手技術者が定期点検を担当する機会が少なくなり、保全技

能の伝承が難しくなっている。  
 □そこを補完するため、再雇用制度等によるベテランやシニア人材の活用が課題と

なっている。  



 17

 □かつて化学プラントの大事故が連続した時期があり、そこを起点に保安研究会が

組織化されている。同じ悩みを持つ者どうしが、企業の壁や保有技術のノウハウ

の枠を越えて、情報交換を図っており、非常に有意義な場となっている。30 社程

度のメンバーは固定している。  

 

⑤  法令及びガイドラインによる指摘事項等  

 前述したような事故の傾向や特徴を勘案し、化学業については、各種法令等により、

労災事故や産業安全に対する取組方針等が規定・奨励されている面がある。これらは

業種特性を反映する意味合いを持つことから、以下では、その主な内容を整理した。  

 

化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインの策定に  

ついて（H8：基発第 364 号）  

 化学設備の非定常作業（日常的に反復・継続して行われることが少ない作業）に

おける安全衛生対策として必要な措置を講じ、非定常作業における労働災害の防止

を図るためのガイドラインである。非定常作業として、下記四点の作業を規定して

いる。  
 

ア 保全的作業  

⇒  不定期または長周期で定期的に行われる改造、修理、清掃、検査等の作業  

イ トラブル対処作業  

⇒  異常、不調、故障等の運転上のトラブルに対処する作業  

ウ 移行作業  

⇒  原料・製品等の変更作業、スタートアップ・シャットダウン等の作業  

エ 試行作業  

⇒  試運転、試作等結果の予測しにくい作業  

 

化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針（H12）  

 かつて石油コンビナートにおいて相次いで爆発・火災が発生し、その要因として

プラント設計段階における不備、オペレーターの誤操作、日常点検の欠陥、保全に

おけるミス等が指摘されたことから、化学プラントの新設、変更等の際に安全性の

事前評価を行うための手法として策定された指針であり、安全性評価手法の導入や、

評価項目の見直し等も継続的になされている。  

 この指針では、安全性の評価を下記の五段階で行うことを示している。  
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第１段階 関係資料の収集・作成  

第２段階 定性的評価  －  診断項目による診断  

第３段階 定量的評価  

第４段階 プロセス安全性評価  

第５段階 安全対策の確認等  
 

 なお、この指針は、必要最低限の目安を示したものであり、指針に基づく評価に

加えて、事業場の特性等を加味した安全性評価を行うことが奨励されている。  

 

 また、化学業については、法令以外にもガイドライン等により、安全確保に向けて

留意すべき事項等が整理されている。例えば、消防庁の指導・協力を得て H17 年 8 月

に全国危険物安全協会から発刊された「危険性評価方法」では、石油精製業が安全上

留意すべき項目や着眼点などが、チェックリスト方式で抽出されている。  

 

表９ 危険性評価チェックリスト（石油精製業）  

大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
脱硫装置  フランジ部  設計・施工  
  監視（巡回点検･モニタリング）  
  保全（点検・整備）  
  ボルティング  
 ポンプ  設計・施工  
  監視（巡回点検・モニタリング）  
  保全（点検・整備）  
 腐食・脆化  設計・施工  
  監視（巡回点検・腐食モニタリング）

  保全（点検・整備）  
 その他の機器  塔槽類  
  安全弁  
  高圧水素圧縮機  
  加熱炉  
  低頻度使用配管  
 運転管理  誤操作防止と緊急時対応  
  スタートアップ・シャットダウン  
蒸留装置  配管系（配管・ポンプ等）  設計・施工  
  保全（点検・整備）  
  ボルティング  
 運転管理  －  
 腐食・脆化  －  
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大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
運転管理  作業マニュアル  －  
工事管理  工事管理（全般）  工事作業マニュアル  
  工事終了後の安全確認  
  その他  

出典：危険性評価方法－チェックリスト方式（財団法人全国危険物安全協会－指導・協力：総務省消防庁）  

 

⑥  安全確保に向けた業界等の取組  

 以下では、今回の検討会で情報提供された内容を中心に、安全確保に向けて業界団

体等が実施している取組を整理した。  

 

□石油化学工業協会の下部組織である保安・衛生委員会の中に、エチレン保安研究会

など７つの保安研究会を設け、年２回のペースで開催している。事業所の製造課長

や保全関係者が企業の壁や保有技術のノウハウの枠を越えて同席し、情報交換を図

っている。その内容としては、現地（コンビナート地区）の見学や事故情報の連絡・

共有・解析などが中心である。  
□近年、石油化学装置の事故解析を進めてきており、関連する報告書（近年の石油化

学装置に関する事故について）をとりまとめている。  
□また、労働災害情報の共有化も進めてきており、５年ごとに解析してその傾向をと

りまとめている。  

 

３）窯業  

①  窯業の分類と検討の対象範囲  

 労働災害の統計では、窯業にはセメント・同製品製造業など六業種が所属している。  

 

表 10 窯業の分類  

業 種  分 類  

窯 業  セメント・同製品製造業  

 ガラス・同製品製造業  

 陶磁器・同関連製品製造業  

 耐火物製造業  

 その他の窯業  

 その他の土石製品製造業  
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 以下では、窯業全体について、事故原因の傾向を分析した後、今回の検討会のメン

バーが所属するセメント・同製品製造業について、主な事故事例及び検討会での発表

内容（プレゼンテーション等）や討議内容（フリーディスカッション等）などを材料

に、その特徴を整理した。  

 

②  窯業全体の傾向や特徴  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）の死亡災害について、起因

物の観点から、窯業全体の事故原因を整理すると、図８の通りとなる。  

 事故により過去 10 年間で 419 人の死亡者が発生しており、起因物別にみると、動力

運搬機 140 人（33.4％）、一般動力機械 78 人（18.6％）、仮設物等 52 人（12.4％）の三

つで 6 割強を占めている。パルプ業同様、機械の使用に伴う事故の発生が多い状況に

ある。  

 

その他
99人（23.6％）

建設機械等
21人（5.0％）

動力ｸﾚｰﾝ等
29人（6.9％） 仮設物等

52人（12.4％）
一般動力機械

78人（18.6％）

動力運搬機
140人（33.4％）

窯業【ｎ＝４１９】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図８ 起因物別死亡災害発生状況（窯業）  

 

 また、同様に、事故の型別に事故原因を整理すると、図９の通りとなる。  



 21

 はさまれ、巻込れ 172 人（41.1％）、墜落、転落 80 人（19.1％）の二つが突出して

おり、以下、激突され 35 人（8.4％）、崩壊、倒壊 30 人（7.2％）と続いている。この

ように労働災害が多発している一方、セメントの製造工程ではロータリーキルンにお

いて原料を焼成し、その最高温度は 1,400℃以上にも達するが、死亡者を伴う爆発事

故や火災事故は過去 10 年間発生していない。  

 

その他
77（18.4％）

飛来、落下
25人（6.0％）

崩壊、倒壊
30人（7.2％）

激突され
35人（8.4％）

墜落、転落
80人（19.1％）

はさまれ、巻込れ
172人（41.1％）

窯業【ｎ＝４１９】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図９ 事故の型別死亡災害発生状況（窯業）  

 

③  セメント・同製品製造業の傾向や特徴  

 次に、窯業の中のセメント・同製品製造業について、労働災害統計上にて入手可能

な直近 5 年間（H12～H16）の主な事故事例の一覧を表 11 に示す。  

 はさまれ、巻込れが 29 件と圧倒的に多くなっており、とりわけ、生コンプラント点

検中やミキサー洗浄中の事故、ブロックなど二次製品製造中の事故などが目立つ。  

 

表 11 主な事故事例の概要（セメント・同製品製造業（52 件））  

事故の型  年  概 要  
墜落、転落  
（12 件）  

H12 2.8t の天井クレーンでストックヤードのヒューム管をトラックに積み込

む作業中に、集電装置がトロリ線から外れクレーンが停止したので様子を

見ようと運転席の外に出たときに約 4m 下のアスファルト道路に墜落し

た。  
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事故の型  年  概 要  
 H12 生コン製造プラントのメンテナンス作業で、フォークリフトに木製パレッ

トを乗せてその上に乗り 1.45m 位パレットを上げて作業を行っていると

きに墜落した。  
 H12 生コン製造プラントの貯蔵ビンの中で砂の上に立ちながら内壁を清掃し

ていたときに、プラント 2 階にある操作室で出荷係がミキサー車に製品を

積み込むためにボタン操作を行ったため、貯蔵ビンに溜まっていた砂が計

量ビンへと移動し、蟻地獄となって砂に埋もれた。  
 H12 セメントの原料の石灰石を運搬するベルトコンベアーの監視作業に従事

していた者が行方不明となったので探していたところ石灰石置場に埋も

れているのを発見した。  
 H12 生コンクリート製造プラントの始業前点検作業中に、高さ約 23m のプラ

ント屋上から転落した。  
 H13 海砂を貯蔵しているヤードにおいて、機械を作動させても砂が凍って投入

ゲートに落ちていかなかったため、ゲートの下方から砂をつつき流し出そ

うとしていたときに海砂が落下して生き埋めになった。  
 H13 パレット上に積み上げられた石綿袋 45 袋の最上部分からバランスを失っ

て落下した。  
 H13 コンクリート製造プラントの山砂用貯蔵槽の内部に付着した砂のかきだ

し作業を行っていたところ、排出される砂の動きに巻込まれ全身が埋没し

た。  
 H13 鉄骨スレート造工場の一部が台風で雨漏りするようになったので、波型ス

レート屋根上で修理作業中に、スレートを踏み破り約 6.2m 下の工場内の

コンクリート床に墜落した。  
 H13 4t ミキサー車を再生骨材製造ピット進入用のスロープの中央付近に停車

させ、スロープ下に停めてあった 11t ミキサー車へシューターを使って残

生コンの移替え作業を行う準備作業を行っていたときに、バランスを崩し

てスロープ端部から高さ 3.2m 下のコンクリートの地面に墜落した。  
 H14 セメント工場へ 4t トラックで原料の受け取りに行き、トラックを止めて

運転席より降りようとしたときに運転席から転落した。  
 H14 構内にある山砂貯蔵ビンの内壁に張り付いた砂を取り除くため、ビンの内

部に入り鉄棒により突く作業をしていたところ、張り付いていた砂がはが

れて落下し生埋めになった。  
飛来、落下  
（1 件）  

H14 プレヒーター下部の補修工事で、上部からの落下物による危害防止のため

の養生用の床の設置作業中、上部からキャスタブルが落下してきて頭部に

激突した。  
崩壊、倒壊  
（6 件）  

H12 天井クレーンで鉄筋を作業台の上に置いたところ、鉄筋の重みで作業台が

倒れたため、その脇で鉄筋組立の作業をしていた者に鉄筋が当たった。  
 H12 生コンプラントのコルゲートサイロから砂が供給されなくなったので 2

名で確認を行ったところ、砂が不足していたため補給の手配を指示して自

分はサイロ内に降りて行き、崩壊した砂に埋った。  
 H12 市道拡幅工事現場において、道路からコンクリートミキサー車で約 2.5m

下の掘削底にコンクリートを打設中に、路肩が崩壊し、ミキサー車を車外

で操作していた者がミキサー車とともに転落した。  
 H12 原料ホッパー内のスラグのかきおとし作業を行っていたときに、ホッパー

下のベルトコンベアーを運転していたためスラグがベルトコンベアーで

搬出されたためスラグとともにホッパー出口に吸い込まれ、さらにホッパ

ーの出口とベルトコンベアーに挟まれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H13 屋外製品置場に、コンクリート製梁材をクレーンで吊り降ろし、玉掛用の

金具を梁材から取り外す作業中に、自立させてあった梁材が突如倒れてき

たため逃げ遅れて梁材と隣接して置かれていた別の梁材との間に下半身

を挟まれた。  
 H14 前週から保管されていたコンクリートブロック 3 段積み上にコンクリー

トブロック 2 個を専用アタッチメント付フォークリフトで積み上げ、4 段

積みになったブロック付近でバランス等を確認していたところ、突然 4 段

目から 3 段目のブロック等が崩れ下敷きになった。  
はさまれ、  
巻込れ  
（29 件）  

H12 作業現場に生コンを運搬するため、ドラグショベルのバケットに生コン車

シューターから生コンを投入していて、車後部のステップに上がり、シュ

ーターに残った生コンを生コン車運転手が掻き落とす作業をしていたと

きに、ショベル運転手が立ち上がって生コンの残量を確認し座席に座った

ところ、防寒服が操作レバーに引っ掛かかっためショベルアームが左に旋

回し、ショベルバケットと生コン車との間に胸を挟まれた。  
 H12 セメント板の加熱処理を行う蒸煮器の蓋用パッキンの交換作業を行って

蓋を閉めて約 30 分経過後、再び蓋を開こうとしたときに蓋が飛び出し、

蓋と蓋のストッパーとの間にはさまれた。  
 H12 コンクリートプラントの強制 2 軸ミキサーの内部を清掃作業中、機械を停

止せずに作業していたため回転軸に巻き込まれた。  
 H12 橋梁のコンクリート打設作業現場において、コンクリートポンプ車のホッ

パー横のステップ上にいた生コンクリート試験員がバランスを崩すか、あ

るいは足を滑らせて右足をホッパーの羽根に巻き込まれた。  
 H12 道路舗装用コンクリートブロックの加工工場で、反転機の整備中に機械が

作動し、左腕を挟まれて切断した。  
 H12 残滓コンクリート水溶液を砂利、砂及び水等に分離する機械のドラムの根

詰まりを除去する作業で、昼食後作業を再開したときに停止していたドラ

ムが回転し、巻き込まれた。  
 H12 生コン工場において、採石引込み用のベルトコンベアーの下にこぼれた石

をスコップでベルト上に載せる作業を行っていて、プーリーとベルトの部

分に巻き込まれた。  
 H12 コンクリート混合作業場において、コンクリートミキサーの羽根の取り換

え作業をコンクリート投下口で行っていたときにミキサーの投下口の蓋

が閉まり、蓋に挟まれた。  
 H12 駐車していた生コンクリート車の生コンを入れるタンクと手すりの間に

挟まれていたのが発見された。  
 H12 ミキサー車を洗うときに出る汚水を処理する沈殿槽の中で撹伴機の羽根

に挟まって死亡しているのを同僚が発見した。  
 H12 セメント製造プラントの原料輸送系統のパトロールへ行ったまま休憩所

に戻ってこないので、部下が探しに行ったところ石灰石切出フィーダーコ

ンベアのスナップローラーに巻き込まれていた。  
 H13 生コンの砂利、砂を再生するために分離する円筒状の機械で、付着したコ

ンクリートを筒の内側からはつるため中に入ろうとしたときに、起動ボタ

ンに触れたため筒が回転し身体を挟まれた。  
 H13 ブロック成型工程の最終ラインに設置のローダー付ラック供給装置の故

障の修理作業が終了したので、ライン全体を復帰させたがブロック成型機

本体が稼働しないため、成型機辺りを点検したときに、成型機の下部のエ

レベーター式脱型枠と装置枠との間に頭部を挟まれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H13 生コンクリート製造用ミキサー内壁の摩耗防止用の内貼を取替えて試運

転を行うときに、生コン搬出口の扉が閉まらないのでゲートに上半身を突

っ込んで調整作業していたところ、突然閉まったゲートに頭部を挟まれ

た。  
 H13 生コン分離プラントの始業点検中、プラントを構成する機械の一部である

スクリューコンベヤーに巻込まれた。  
 H13 パイルの成型・脱型ラインにおいてパイル型枠の掃除を行っていたが、型

枠はチェーンコンベアーで型枠反転機まで搬送中であったため、これを追

って機械のところで自動停止したときに掃除していたときに、同僚がスイ

ッチを入れたため機械のアームと型枠との間に頚部を挟まれた。  
 H13 小型 U 字溝製造ラインにおい、プッシャーと呼ばれるコンベヤーで運ば

れる型枠を水平に押し出して移動させる機械と作業場建物の柱との間に

腹部をはさまれた。  
 H13 顧客からの連絡を受け敷地内に置いてあるヒューム管の在庫確認を行っ

て、事務所へ戻る途中に生コンクリートを型に流し入れる作業を行ってい

たフォークリフトにひかれた。  
 H13 生コン用ミキサー内部の洗浄作業で、ミキサーのアームを回転させながら

ミキサー内部をホースの水で洗浄していたところ、誤って点検口からミキ

サー内部に転落して回転中のアームに巻き込まれ、放出口よりコンクリー

トホッパーを通過し 1 階の投入ホッパーに落下した。  
 H13 ヒューム管の製造に使用した型枠を格納するため転がしていたときに、型

枠から飛び出ていたボルトに右手の手袋が引っかかってヒューム管と一

緒に転がるようにまきこまれ、頭部及び胸部を強打した。  
 H13 工場内でコンクリートブロックの製造中に成形機の中を覗き込んだとき、

体の一部が作動スイッチに触れたため横から移動してきた型枠と機械の

支柱との間に頭と頚部をはさまれた。  
 H13 コンクリート製集水桝の鋼製型枠の準備作業で、質量約 153kg の鋼製型枠

を開いたところ、支えきれず約 120cm 後方に置かれた鋼製型枠との間に

挟まれた。  
 H13 橋梁架設のためのガーダーをつなぎあわせる作業でクレーンでガーダー

を吊り上げジョイント部を合せる作業を行っていたところ、吊り込んでい

たガーダーが移動したため固定されていたガーダーとの間に頭部をはさ

まれた。  
 H13 3.5t のフォークリフトで型枠に生コンクリートを棒状のバイブレーター

を用いて型枠となじませる作業を行うため、鉄柱部分にあるコンセントに

プラグを差し込もうとしていたときにフォークリフトが前進してきて鉄

柱とフォークリフトとの間に挟まれた。  
 H13 工場内の砂利投入用ホッパーのピットに入りホッパー補修作業を行って

いたときに、砂利運搬業者がダンプトラックで砂利を運んできてホッパー

下部にある搬送用ベルトコンベアの起動しホッパーに砂利を投入したと

ころ、異常があったのでピット内を調べたところ搬送用ベルトコンベアに

挟まれている作業者を発見した。  
 H14 工場内のストックヤード下部に設けられている引出しコンベヤ室内で、ベ

ルトコンベヤの点検調整作業中にベルトとテールプーリーとの間に巻き

込まれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H14 スレート製造工場内のスレート生産ラインに設けられたベルトコンベヤ

の下で不良製品をくず処理コンベヤに載せていたところ、被災者の作業服

がベルトコンベヤに取り付けられているテンションローラーの回転軸に

巻きつき被災者は作業服の襟で喉を締め付けられ窒息状態になった。  
 H14 機械を停止して生コンプラントのミキサー及びホッパー内でミキサー内

部のライナーを張り替えていたところ、突然ゲートが閉まり首と肩をはさ

まれた。  
 H14 生コン製造プラントタワ－の最上部に設置してある骨材投入装置のベル

トコンベヤの清掃作業を行っていて、ホッパ－への投入シュ－トにはさま

れた。  
おぼれ  
（3 件）  

H12 直径 2.5m のミキサーで泥コンを製造する工程の土、水を混合する作業中

に土とともにミキサーの中に落ち、窒息死した。  
 H12 始業時間になっても持ち場に来ないため同僚らが捜したところ、工場裏手

の沈殿池に沈んでいたのが発見された。  
 H14 事業場内の溜池において、車両系建設機械を用いて溜池の浮き草の除去作

業を行っていた同僚から作業内容の説明を受けているときに、顔が急に青

くなってしゃがみこみ後ろ向きに池に転落し溺死した。  
感電  
（1 件）  

H12 工場内のホイスト式天井クレーンのガータの取り替え工事で、ガータの撤

去後、トロリ線への接続作業を行なうときに電源の開路を怠ったため、交

流 200V のキャプタイヤ線に触れて感電し、約 6m の高さの移動はしご上

から転落した。  
出典：死亡災害データベース（中央労働災害防止協会）； H12～ H14 における死亡災害事例（交通事故は除く）  
   安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）； H15～ H16 における重大災害事例（交通事故は除く）  
脚注：重大災害；一時に 3 人以上の死傷者を伴う災害  

 

④  検討会での指摘事項等  

 以下では、セメント業界（セメント・同製品製造業）における安全分野の実態や構

造について、検討会で受けた主な指摘事項等を整理した。  

 

ハード面  
 □セメントの製造工程には、廃棄物の受入量が多いという特徴がある（セメント 1t

当たり約 400kg の廃棄物を使用）。そのため、原料の性状に不安定な面があり、

特に、脱塩装置のない設備で塩素を多く含む廃棄物が入ると、キルン内が閉塞す

るなどの不具合が発生しやすい。したがって、ほとんどのセメント工場では、受

入基準を設けて、原料の品質をチェックしている。  
 
ソフト面及び事故発生の構造等  
 □セメント業界の死亡災害の傾向として近年、協力会社の被害が目立つ（H8～H18

では死亡者合計 18 人中 14 人が協力会社の所属）。危険業務を協力会社へシフト

してきたことも一因と考えられ、協力会社に対する安全管理の強化や支援が課題

である。  
 □高年齢者（50～60 歳台）の事故件数が多い傾向を示している。  



 26

 □セメント業は技術的に成熟している産業であり、労災事故は頻発しているが、産

業事故（特定の物や施設そのものから生ずる人的・物的損害）はあまり発生して

いない現状にある。  

 

⑤  安全確保に向けた業界等の取組  

 以下では、今回の検討会で情報提供された内容を中心に、安全確保に向けて業界団

体等が実施している取組を整理した。  

 

□セメント協会では、安全衛生関連の下記の取組を実施している。  
 －安全衛生対策委員会の設置、開催  
 －安全衛生統計資料の作成、災害速報の配布  
 －セメント安全衛生大会の開催（年１回）  
 －協力会社まで含めて対象とした安全衛生教育（職長教育・ライン管理者研修等）

を実施  
 －安全衛生功労者を表彰  

 

４）鉄鋼  

①  鉄鋼業の分類と検討の対象範囲  

 労働災害の統計では、鉄鋼業には製鉄・製鋼・圧延業など三業種が所属している。  

 

表 12 鉄鋼業の分類  

業 種  分 類  

鉄 鋼  製鉄・製鋼・圧延業  

 鋳物業  

 その他の鉄鋼業  

 

 以下では、鉄鋼業全体について、事故原因の傾向を分析した後、今回の検討会のメ

ンバーが所属する製鉄・製鋼・圧延業について、主な事故事例及び検討会での発表内

容（プレゼンテーション等）や討議内容（フリーディスカッション等）などを材料に、

その特徴を整理した。  

 

②  鉄鋼業全体の傾向や特徴  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）の死亡災害について、起因

物の観点から、鉄鋼業全体の事故原因を整理すると、図 10 の通りとなる。  
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 事故により過去 10 年間で 239 人の死亡者が発生しており、起因物別にみると、一般

動力機械 44 人（18.4％）、動力クレーン等 40 人（16.7％）、動力運搬機 38 人（15.9％）

の三つで半数を超えている。また、鉄鋼業の場合には、その他の占める割合が 3 割と

当該五業種の中で最も大きく、事故が多様な要因により引き起こされている様子が窺

われる。  

 

その他
83人（34.7％）

材料
15人（6.3％）

仮設物等
19人（7.9％）

動力運搬機
38人（15.9％）

動力ｸﾚｰﾝ等
40人（16.7％）

一般動力機械
44人（18.4％）

鉄鋼【ｎ＝２３９】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図 10 起因物別死亡災害発生状況（鉄鋼）  

 

 また、同様に、事故の型別に事故原因を整理すると、図 11 の通りとなる。  

 はさまれ、巻込れ 81 人（33.9％）、墜落、転落 35 人（14.6％）という典型的な労働

災害が多いものの、これだけでは半数にも達せず、高温物接触、飛来、落下、激突さ

れ、崩壊、倒壊など多様な事故が発生している様子が窺われる。  
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その他
39人（16.3％）

崩壊、倒壊
18人（7.5％）

激突され
21人（8.8％）

飛来、落下
21人（8.8％）

高温物接触
24人（10.0％）

墜落、転落
35人（14.6％）

はさまれ、巻込れ
81人（33.9％）

鉄鋼【ｎ＝２３９】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図 11 事故の型別死亡災害発生状況（鉄鋼）  

 

③  製鉄・製鋼・圧延業の傾向や特徴  

 次に、鉄鋼業の中の製鉄・製鋼・圧延業について、労働災害統計上にて入手可能な

直近 5 年間（H12～H16）の主な事故事例の一覧を表 13 に示す。  

 件数が多いはさまれ、巻込れの中では、クレーン使用中の事故が目立つ。また、ボ

イラー点検中に CO ガスが漏れて 6 人が死傷した事故や、CO ガスホルダーが爆発して

17 名が負傷した事故も起きており、大きな被害が生じるケースも見られる。  

 

表 13 主な事故事例の概要（製鉄・製鋼・圧延業（32 件））  

事故の型  年  概 要  
墜落、転落  
（6 件）  

H13 コイル専用のリフターをクレーンのフックから取り外すため、作業専用の

架台に上ったがコネクターが作業台から届かないためリフターに移動し

体勢を崩し約 3.3m 下の床面に墜落した。  
 H13 破砕機で廃プラスチックの破砕作業中に、ベルトコンベヤーの覆いである

鉄板の上に上がって点検口から廃プラスチックの流れを見ていて 4.4m 下

の地上に墜落した。  
 H13 工場周囲の樹木の剪定作業のため、樹木に梯子を立て掛け 8 段目の位置に

おいて作業中に、剪定した樹木の枝が梯子側に突き出ていたのでそれを取

り除こうと両手で引張った反動で墜落した。  
 H13 工場において、鋼線を洗浄する槽内の汚れカスの除去作業に従事してい

て、深さ約 3m ある槽と通路との間の開口部から墜落した。  
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事故の型  年  概 要  
 H13 スクラップクレーンのガーダ上で電気リレーを交換する作業を行い、運転

室に戻るためガーダ上を移動していたときにクレーンの西側に設置され

ていたレードルクレーンがクレーンに衝突し、その衝撃で約 19.5m 下の地

上に転落した。  
 H14 倉庫屋外点検用階段を昇降しているときに、階段を踏み外して上から 3 段

目の踊り場まで転落した。  
飛来、落下  
（2 件）  

H14 熱間鍛造プレス機械で鍛造作業中、上型を固定しているクサビ型の部材が

飛び出し、腹部に当たって内臓破裂となった。  
 H15 天井クレーンで巻き上げ作業中、ホイストが落下し、作業中の労働者が被

災した。  
崩壊、倒壊  
（3 件）  

H13 棒鋼線材工場において、鉄線をドーナツ状に束ねた製品を片脚橋形クレー

ンで縦に吊って運搬し他の製品に立て掛けて置いたところ、そのうちの 1
束が倒れてきてその下敷きとなった。  

 H14 転炉工場の解体工事において、予熱装置の切り離しのためガス溶断作業中

に切断していた装置が作業床へ倒れ、近くにいた者が下敷きになった。  
 H14 圧延工場で、手直場に置いていた長尺物専用吊りビームを天井クレーンの

フックに掛けるため、クレーン運転士に巻下げの合図を行ったときに、吊

りビームが倒れてきて吊りビームと後方にあった H 形鋼との間にはさま

れた。  
はさまれ、  
巻込れ  
（12 件）  

H12 工場内ラインにおいて、ポリッシャーの修理中使用していたタガネを落と

したのでこれを探しにポリッシャーの地下に行き、稼働していたスクレー

パコンベヤーのスクレーパと上部カバー取付フレームとの間に胸部を挟

まれた。  
 H12 圧延工場で圧延機の調整作業を行っていたときに、圧延機のローラーを回

転させるため圧延機横に設置された伝導回転軸に足から全身を巻き込ま

れた。  
 H12 水砕スラグ置場において、スタックリクレーマーで運搬船に水砕スラグを

積み込む作業中にコンベアの片寄りを調整するためローラーとコンベア

ベルトとの間に入って挟まれた。  
 H13 製鋼工場において、スケールバッグの取替作業で、クレーンを使用して満

載になった容器を撤去し新たに空の容器を設置したが、定位置からずれて

いたので、再度吊り上げを行ったところ荷が横に揺れ、壁と荷との間には

さまれたもの。  
 H14 エアー鍛造プレス 6t の金型の交換作業中、スライドを支えていた角材が

外れたため、スライドが降下して頭部をはさまれた。  
 H14 鋳鍛工場で、加熱炉から加熱された圧延ロールを天井クレーンで鍛造プレ

ス周辺へ置いたのち天井クレーンから降りようとしたときに、昇降ステー

ジ横の柱と天井クレーンとの間にはさまれた。  
 H14 コークス炉に石炭を投入する装入車が異常停止したので、復旧作業を行い

装入車の上部で確認しているときに、石炭棟と装入車との間にはさまれ

た。  
 H14 製鋼原料置場である屋外スクラップヤードで、天井クレーンと隣接建物の

壁との間にはさまれた。  
 H14 製鉄所の転炉に附属するサイドドアの開閉に異常が認められたため点検

したところ、ドアに地金がはさまっていたことが判明したのでドアの隙間

に入り込んで地金を除去したときに、障害となっていた地金が取り除かれ

たことからサイドドアが動き出してドアにはさまれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H14 製鉄所の冷間圧延工場において、食事休憩をとるため天井クレーンの運転

室から同僚が運転する同一ランウェイ上の他の天井クレーンのサドル部

分を経て建屋に設けられた乗降口まで移動しようとして、クレーンと建屋

の柱との間にはさまれた。  
 H14 鋼板製造工程にあるリコイル装置の定期修理でコイルカーのモーターを

取り外したところ、付属するバランスウエイトが重力により降下したた

め、真下で清掃作業をしていた者が降下してきたバランスウエイトにはさ

まれた。  
 H14 スラブの研削を行うラインで、1 人作業を行っていてベルトコンベヤに足

をはさまれた。  
高温物  
との接触  
（3 件）  

H12 構内の分析サブセンサーの火災報知器が鳴ったので職員 2 名が構内生産

センター内の浴場に直行したころ、浴槽内でぐったりしている作業者を発

見した。  
 H14 製鋼転炉の集じん機のバグフィルターが損傷したため乾燥設備を停止し

て内部を窒素置換し、翌朝、窒素を止めて空気置換したのち集じん機内部

の点検のために 4 名でホッパー部の点検口を開放したところ、ダストが流

失して赤熱したダストを浴び 2 名が死亡した。  
 H15 製鉄工場内において、取鍋に入れた溶鋼をクレーンで吊り上げ、秤量機に

乗せる際に取鍋が秤量機十分に乗り切れず取鍋が傾き、溶鋼が工場内に流

出し、流出した溶鋼に触れて被災した。  
有害物等  
との接触  
（3 件）  

H13 電磁鋼板工場内の第 4 焼鈍炉内において、燃料に用いているガス（一酸化

炭素、水素、メタンが混合したもの）の配管のフレキシブルフランジから

ガスが漏洩したので交換作業を行うため、ガスの流入を止め窒素で置換し

たのち 2 重切のための閉止板を取り付けようとしていたときに、取り付け

箇所から漏洩したガスを吸引し、一酸化炭素中毒になった。  
 H14 誘導加熱式真空溶解炉で、真空タンク内の鋳型を天井クレーンで取り出す

ための玉掛けのため真空タンク内に入ったときに、真空タンクに入れたア

ルゴンガスが残存していたため酸欠状態となり倒れた。  
 H16 一酸化炭素ガスが水封弁を通って、ボイラーに流入し、ボイラー室に拡散

し労働者が一酸化炭素中毒となった。6 人が死傷した。  
感電  
（1 件）  

H13 変電所の遮断器の接触抵抗測定において、12 系列の遮断器を順次 2 系列

づつ停電させて行う方法であったが、工場の都合により片方の遮断器を通

電させてもう 1 つの遮断器も 3.3kV に充電されていて、測定のため遮断器

内に入って端子に接触し感電した。  
爆発  
（2 件）  

H15 コークス炉で発生した CO ガスを熱交換器で冷却した後に貯蔵する CO ガ

スホルダーが爆発し、 17 名が負傷した。  
 H15 製鉄所内第 3 高炉定期点検補修のため運転を休止し、炉内のガス抜きを行

った後、点検補修作業を行い、作業が終了し炉頂マンホールを閉じる作業

を行っていたところ、炉内で爆発が起き、4 名が被災した。  
出典：死亡災害データベース（中央労働災害防止協会）； H12～ H14 における死亡災害事例（交通事故は除く）  
   安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）； H15～ H16 における重大災害事例（交通事故は除く）  
脚注：重大災害；一時に 3 人以上の死傷者を伴う災害  

 

④  検討会での指摘事項等  

 以下では、鉄鋼業界（製鉄・製鋼・圧延業）における安全分野の実態や構造につい

て、検討会で受けた主な指摘事項等を整理した。  
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ハード面  
 □鉄鋼業の特徴として、下記のような事項が挙げられ、他業種と比べて不可避的に

事故のリスクが高い産業であると言える。  
  －代表的な装置産業である。  
  －膨大なエネルギーを使用する産業である。  
  －多種多様な生産工程・作業工程を有する産業である。  
 □近年、CO 中毒による死亡災害が多発しており、H18 年 2 月には、厚生労働省か

ら行政指導を受けた。それを受けて日本鉄鋼連盟では、CO 中毒防止に関する自

主点検を実施済みであり、警報機の設置や作業手順の遵守など課題を整理した。  
 □原料ヤード稼動機での事故も目立ち、日本鉄鋼連盟の加盟企業による緊急点検も

実施されている。  
 
ソフト面及び事故発生の構造等  
 □鉄鋼業の業態として、親会社に比べて協力会社の労働者数が 2 倍程度多い構造に

ある（親会社：協力会社≒60,000 人：130,000 人≒1：2）。その影響もあり、死亡

災害も同程度の比率で協力会社に集中している。  
 □鉄鋼業の場合、その業容は極めて広く、陸運・海運・建設工事・廃棄物処理・リ

サイクル等様々な分野に関与している。事故について言うと、本業の鉄鋼部門で

発生するケースは稀であり、ほとんどがこれらの広い業容の中の周辺的な業務で

起きているのが実態である。  
 □最近では、不安全行動・近道行為・ルール違反など、事故原因が人間サイドにあ

る事例が増加している。その背景要因としては、生産量の増加に伴う設備の新設

工事や補修工事の増加、ベテラン層の引退に伴う新人やスポット的な請負作業者

の増加などが考えられる。  

 

⑤  法令及びガイドラインによる指摘事項等  

 前述したような事故の傾向や特徴を勘案し、鉄鋼業については、各種法令等により、

労災事故や産業安全に対する取組方針等が規定・奨励されている面がある。これらは

業種特性を反映する意味合いを持つことから、以下では、その主な内容を整理した。  

 

鉄鋼業における水蒸気爆発の防止に関する技術上の指針（S52）  

 鉄鋼業における溶融高熱物と水との接触により発生する水蒸気爆発を防止する

ため、溶融高熱物の処理設備のうち、下記三点の留意事項について規定した指針で

ある。  
 

ア ピット、水冷装置及び鉱さい処理場の構造  

イ 溶融高熱物の取扱い  

ウ 保守点検  
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鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインの策定に  

ついて（H9：基発第 190 号）  

 鉄鋼生産設備の非定常作業（日常的に反復・継続して行われることが少ない作業）

における安全衛生対策として必要な措置を講じ、非定常作業における労働災害の防

止を図るためのガイドラインである。非定常作業として、下記五点の作業を規定し

ている。  
 

ア 保全的作業  

⇒  不定期または長周期で定期的に行われる設備の修理、手入れ、点検、検査

等の作業  

イ トラブル対処作業  

⇒  設備の運転中に発生する製品不良及び異常、不調、故障等設備のトラブル

に対処する作業  

ウ 設備立上作業  

⇒  設備の新設、改造、休止の後の通常運転に移行するまでの作業  

エ 試作・研究作業  

⇒  製品開発、設備開発等を目的とした試作または研究の作業  

オ 設備の新設・改造作業  

⇒  設備の新設または改造を行う作業  

 

鉄鋼業における労働災害防止対策の徹底について（H15：基発第 0512002 号）  

 鉄鋼業で死亡災害が増加したことや、事故原因が機械設備との接触など基本的な

安全体制に係る部分が多いことを受けて発令された通達であり、下記四点の対応を

求めている。  
 

ア 安全管理体制の充実・強化  

イ 機械設備の安全化  

ウ 非定常作業における安全確保  

エ 安全教育の徹底  
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製鉄事業場における化学設備等の定期自主検査等の徹底について  

（H16：基安発第 0716001 号）  

 コークスオーブンガスを貯留するガスホルダーの爆発事故を受けて発令された

通達であり、製鉄過程における副生ガス・可燃性ガス・有害ガス等の危険物対策に

ついて必要な下記三点の定期自主検査を求めている。  
 

ア 法令上定期自主検査の対象となる化学設備及び特定化学設備等についての

当面の定期自主検査計画の作成  

イ 取り扱う危険物及び有害物の種類及び性状、設備の構造及び材質等を考慮し

たリスク評価の実施、及び、検査対象部位・検査項目・検査方法・判定基準

の見直し  

ウ 定期自主検査についての実施・責任体制の確立  

 

 また、鉄鋼業については、法令以外にもガイドライン等により、安全確保に向けて

留意すべき事項等が整理されている。例えば、消防庁の指導・協力を得て H17 年 8 月

に全国危険物安全協会から発刊された「危険性評価方法」では、鉄鋼業が安全上留意

すべき項目や着眼点などが、チェックリスト方式で抽出されている。  

 

表 14 危険性評価チェックリスト（製鉄業）  

大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
原料ヤード  ベルトコンベヤーの火災防止  ベルトコンベヤーの維持管理  
  火災拡大防止対策  
製銑工程  粉塵による災害防止  微粉炭の粉塵爆発  
  バグフィルター  
 コークス等の流出防止  羽口・送風支管の維持管理  
 溶銑の流出防止  レンガ等耐火物  
製鋼工程  水蒸気爆発防止  マニュアル  
  給排水設備  
  水冷ジャケット（電気炉）  
 溶鋼の流出防止  レンガ等耐火物  
  酸素吹込作業  
  その他  
 溶鋼による被害軽減  耐火壁、耐熱服  
  可燃物の撤去  
  安全標識・柵  
  非常鍋  
 酸素災害の防止  酸素の漏えい  
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大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
圧延工程  ミスロール防止  運転マニュアル  
  圧延設備の維持管理  
  ミスロールの防止措置  
 圧延油火災防止  圧延設備及び周囲の火災防止  
  オイルミスト集塵機の火災防止  

 
高温ス ラ ブ及び ス ケール 等 に

よる火災防止  
熱間圧延設備等及び周囲の火災防止

運転管理  スラグ処理  スラグ処理場の火災防止  
 油圧設備  油圧設備の維持管理  
  油圧作動油の漏えい火災防止  
 加熱炉・熱処理炉  運転マニュアル  
  爆発防止措置  
  設備の維持管理  
  その他  
 ボイラー  ボイラー設備の維持管理  
 電気設備  電気設備の維持管理（全般）  
  クレーンの非常電源の維持管理  
 危険物の取扱い  塗装・塗布装置の火災防止  

  
バグフィルター集塵機の金属粉火災

の防止  
工事管理  溶接・溶断  溶接作業  
 危険物施設の工事  危険物配管の交換  

出典：危険性評価方法－チェックリスト方式（財団法人全国危険物安全協会－指導・協力：総務省消防庁）  

 

⑥  安全確保に向けた業界等の取組  

 以下では、今回の検討会で情報提供された内容を中心に、安全確保に向けて業界団

体等が実施している取組を整理した。  

 

□日本鉄鋼連盟では、これまで安全衛生活動の柱として、「安全衛生専門委員会活動」

と「金属製錬安全活動」の二本立てで進めてきたが、近年、二つの活動を統合・一

元化してきている。また、関連組織との連携強化も狙いとしており、日経連、大学、

中央労働災害防止協会などとも協力関係を構築しつつある。  
□日本鉄鋼連盟の安全衛生推進本部では、鉄鋼業に特有で安全衛生対策が特に必要な

分野について、ガイドラインや指針等を作成し、その周知徹底を図り、定着状況を

フォローしている。具体的には、下記のような活動を実施している。  
 －CO ガス中毒防止のための総点検のフォローアップ調査  
 －衛生スタッフ実務マニュアルの改訂  
 －重量物搬送・高温物取扱作業の自主点検  
 －安全衛生関係資料・マニュアル等の見直し  
 －原料ヤードにおける稼動機の自主点検  
□重大災害情報の共有化も進めており、速報ベースの情報を迅速に周知したり、重要

災害事例に関しては、原因究明及び対策確立を図っている。  
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５）非鉄  

①  非鉄業の分類と検討の対象範囲  

 労働災害の統計では、非鉄業には非鉄金属製錬・圧延業など三業種が所属している。  

 

表 15 非鉄業の分類  

業 種  分 類  

非 鉄  非鉄金属製錬・圧延業  

 非鉄金属鋳物業  

 その他の非鉄金属製造業  

 

 以下では、非鉄業全体について、事故原因の傾向を分析した後、今回の検討会のメ

ンバーが所属する非鉄金属製錬・圧延業について、主な事故事例及び検討会での発表

内容（プレゼンテーション等）や討議内容（フリーディスカッション等）などを材料

に、その特徴を整理した。  

 

②  非鉄業全体の傾向や特徴  

 労働災害統計上にて入手可能な直近 10 年間（H7～H16）の死亡災害について、起因

物の観点から、非鉄業全体の事故原因を整理すると、図 12 の通りとなる。  

 事故により過去 10 年間で 97 人の死亡者が発生しており、起因物別にみると、一般

動力機械 28 人（28.9％）、動力運搬機 18 人（18.6％）、仮設物等 8 人（8.2％）、危険物

等 8 人（8.2％）、材料 8 人（8.2％）の五つで 7 割強を占めている。また、鉄鋼業同様、

その他の占める割合が 3 割弱と大きくなっている。  



 36

その他
27人（27.8％）

材料
8人（8.2％）

危険物等
8人（8.2％）

仮設物等
8人（8.2％）

動力運搬機
18人（18.6％）

一般動力機械
28人（28.9％）

非鉄【ｎ＝９７】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図 12 起因物別死亡災害発生状況（非鉄）  

 

 また、同様に、事故の型別に事故原因を整理すると、図 13 の通りとなる。  

 はさまれ、巻き込まれ 45 人（46.4％）が突出しているが、以下、爆発 7 人（7.2％）、

墜落、転落 6 人（6.2％）、高温物接触 6 人（6.2％）、崩壊、倒壊 5 人（5.2％）、激突さ

れ 5 人（5.2％）とほぼ同数ずつ続いており、比較的多様な事故が発生している様子が

窺われる。  
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その他
23人（23.7％）

激突され
5人（5.2％）

崩壊、倒壊
5人（5.2％）

高温物接触
6人（6.2％）

墜落、転落
6人（6.2％） 爆発

7人（7.2％）

はさまれ、巻込れ
45人（46.4％）

非鉄【ｎ＝９７】

 
出典：安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）  

図 13 事故の型別死亡災害発生状況（非鉄）  

 

③  非鉄金属製錬・圧延業の傾向や特徴  

 次に、非鉄業の中の非鉄金属製錬・圧延業について、労働災害統計上にて入手可能

な直近 5 年間（H12～H16）の主な事故事例の一覧を表 16 に示す。  

 はさまれ、巻込れが 10 件と多くなっているほか、爆発や火災などの事例も見られる。 

 

表 16 主な事故事例の概要（非鉄金属製錬・圧延業（16 件））  

事故の型  年  概 要  
飛来、落下  
（2 件）  

H13 シリコン粉の入った質量約 1t の袋から粉を容器に移し替えるため、 2.5t
のクレーンで袋を宙吊りに吊り上げていたとき、袋を吊っていたベルトが

切れたため、落下した袋と容器との間に挟まれた。  
 H16 精錬所定修工事で排脱吸収塔エリミネーター最上部に付着したスケール

と呼ばれる亜硫酸カルシウムをはつり落とす作業中、落下したスケールに

労働者が当たり負傷した。  
崩壊、倒壊  
（1 件）  

H12 倉庫に長さ約 6m のアルミサッシ用の新しい棚が設置され、その棚への入

庫作業が並行する形で行われていて、入庫作業の約 90％が終了したとき

に棚が荷とともに倒壊し、入庫作業を行っていた約 30 名の作業者のうち

9 名の労働者が下敷になった。  
はさまれ、  
巻込れ  

H12 ディスカード缶をリフターで床下 2.3m のピットの所定位置に設置する作

業中に、床架台とディスカード缶上端部との間に頚頭部をはさまれた。  
（10 件）  H12 コイル数量の確認のため、圧延工場へ入ってトランスファーの稼動部に胸

部を挟まれた。  
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事故の型  年  概 要  
 H12 コーティング工場において、コーターを用いてコイル材の塗装作業後の検

査中に、アルミ材に異常な付着物が認められたためコーターの状況を点検

しているときにコーターに巻き込まれた。  
 H12 圧延工場において、張力矯正機のオペレーターが回転中のゴムローラー部

に両腕を巻き込まれた。  
 H13 冷間圧延機のブライドルロールをアルコールを浸したさらしで拭く作業

を行っていたときに、右手が右肩まで巻込まれた。  
 H13 アルミニウム箔圧延機の清掃準備のため、スプールをコイルカーに乗せコ

イル台に移す操作をしていたとき、コイルカーとコイル台との間に左足大

腿部及び左下腹部をはさまれた。  
 H13 アルミ材の押し出し成形作業中の押出機が停止したため、一時運転を停止

し押出機の作動状況を点検していたが不調箇所が不明なので同僚に点検

を求め、駆けつけた同僚が押出機の運転を完全に停止させたところ、突然

アルミ材を装着する部分が動いてローダーの先端部がローダーの稼働範

囲内にいた者の背中部分を直撃した。  
 H14 ダイカスト用亜鉛合金インゴットの鋳造作業中、自動運転中のインゴット

積重機の製品昇降テーブルと架台との間に頭部をはさまれた。  
 H14 スポンジチタンの製造ラインで、粉砕したスポンジチタンを次工程に搬送

するベルトコンベヤに全身を巻き込まれた。  
 H14 ニッケル合金を製造する工程において、電気炉の傾動用油圧ジャッキホー

スにオイル漏れが生じていたので、炉体の下部に入りホースを交換するた

めレンチで油圧ホースを外したときに、油圧が低下したため電気炉が降下

してはさまれた。  
高温物  
との接触  
（1 件）  

H16 テルミット反応によりフェロモリブデンを製造する工程において、原材料

である三酸化モリブデンをホッパーに投入し、ミキサー投入用受け容器に

落とす作業を開始した際、配合ホッパー内の鉄枠上で、ホッパーに残った

材料を落とそうと鉄枠をたたいたところ、突然発火し、労働者 2 名が火傷

し、1 名がガスを吸引した。  
爆発  
（1 件）  

H13 プレス機によりアルミ鍋等のプレス作業中に、プレスのピット部より爆発

が起こり、火傷を負った。なお、アルミ鍋のプレスの前にスプレー缶のプ

レスを行っていた。  
火災  
（1 件）  

H12 アルミ鋳造工場で、アルミの入替作業のためフィルター槽のアルミを残湯

処理用口から抜き終えたので残湯処理用口に栓をして鋳込みのためのア

ルミを充填したところ、残湯処理用口の栓が外れたためアルミが樋を通っ

て地下の油圧式テーブルリフターの台及びその下部に流出したので、その

状態を見るため地下に降りたときに油圧式テーブルリフター下部付近で

火災が発生し全身火傷を負った。  
出典：死亡災害データベース（中央労働災害防止協会）； H12～ H14 における死亡災害事例（交通事故は除く）  
   安全衛生年鑑（中央労働災害防止協会）； H15～ H16 における重大災害事例（交通事故は除く）  
脚注：重大災害；一時に 3 人以上の死傷者を伴う災害  

 

 なお、H16～H17 にかけて、アルミ粉末を原因とする粉塵爆発が立て続けに起こり、

大きな被害が発生しており、その危険性が指摘されている。  
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滋賀県日野町（H16）  大阪府東大阪市（H17）  
  

出典：中央労働災害防止協会 HP 

図 14 アルミ粉末を原因とする粉塵爆発事例  

 

④  検討会での指摘事項等  

 以下では、アルミ業界（非鉄金属製錬・圧延業）における安全分野の実態や構造に

ついて、検討会で受けた主な指摘事項等を整理した。  

 

ハード面  
 □アルミ粉末の分別作業などの工程に起因する粉塵爆発の事故リスクが最も高い。

また、その被害も極めて大きい（工場が全壊し周辺地域にも被害が及ぶレベル）。 
 □アルミ業界では、まだまだ“ヒト”と“モノ”が直に接して作業を行わなければ

ならない局面が多く、“ヒト”が“モノ”の特性を広く深く理解していないと、

思わぬ事故が起きてしまう恐れがある。  
 
ソフト面及び事故発生の構造等  
 □アルミ業の業態として、従事労働者数は 30,000 人程度であり、親子の比率はほぼ

同数である（親会社：協力会社≒1：1）。  
 □経験年数が 10～15 年ぐらいの班長クラスの事故が多い。背景としては、メンテナ

ンス要因の減少により他業務との兼業を強いられ、班長の業務量が増加している

ことや、教育の不足による技能低下の影響などが推測される。  
 □アルミ業では連続運転させず土日は施設を止めるケースが多い。そのため、立上

時の月曜日に事故が集中する傾向が見られる。  
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 □業界の中で、オペレータと保守要員の関係の見直しがなされつつあり、その流れ

としては、大きく下記の二つが挙げられる。メンテナンス要因が減少傾向にある

中、敢えてＭＹマシン運動を進めている会社もある。  
  －オペレータと保守要員の完全分離（定期修理や日常点検及び非定常作業などの

危険の芽を摘む作業は保守要員に任せて、オペレータは通常運転にのみ従事す

るという考え方）。  
  －ＭＹマシン運動（作業員一人一人が自分の持ち場や使用機器類に関して、経験

を積み重ねて広く深い知識を育み、個々人のノウハウを武器に安全を担保して

いくという考え方）。  

 

⑤  安全確保に向けた業界等の取組  

 以下では、今回の検討会で情報提供された内容を中心に、安全確保に向けて業界団

体等が実施している取組を整理した。  

 

□日本アルミニウム協会では、安全委員会を設置・開催しており、主に下記のような

取組を展開している。  
 －定例委員会（情報交換及び災害報告など）  
 －管理監督者体験交流会の開催（体験談発表及びグループ別交流会の開催など）  
 －災害事例集の公開  
 －異業種交流会の開催  
 －粉塵爆発対策の検討推進  

 

1.2 共通化すべき問題点や課題 

（１）検討会での指摘事項等  

 検討会では、1.1 節で整理した産業安全に係る業種別の実態や構造を踏まえて、業種を

越えて共通化すべき問題点や課題の検討・抽出を試みた。  

 その際には、委員やオブザーバー及び有識者より、様々な意見や観点が提示されたが、

それらを総括・整理した結果を下記に示す。  

 なお、1.1 節ではハード面からの整理が主体であったが、“業種を越えた共通化”という

テーマの性質上、この部分に関して、検討会ではソフト面からの指摘やコメントが多く、

以下でも、ソフト面に着目した観点や要素を軸に整理した。  
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１）ボトムアップ的な要素  

 工場内の設備や機器に係る不具合やトラブルを改善するなど、現場からの具体的な発

想に基づくボトムアップ的な要素が必要であるとの指摘がなされた。  

 特に、最近は類似する事故が多発する傾向が強いことから、関連情報の収集や共有を

自社のみならず子会社や他社との関係も踏まえて、周知徹底していく姿勢が求められる。 

 また、2007 年問題として警鐘されている通り、製造業では現在、職場の世代交代を円

滑に進めることが喫緊の課題となっているが、その際の過渡的な状態として、スポット

的な委託作業や請負作業が増加することも予想される。したがって、正規職員である自

社の新人や中堅のみならず下請や派遣などの非正規職員に対しても、必要な教育や訓練

を行う姿勢が求められる。併せて、非定常的な作業や周辺部の作業において、事故が多

発する傾向が見られることから、変更管理も含めて、低頻度の作業に対する教育や訓練

も継続的に施し、必要な技術を伝承していくことが望まれる。  

 なお、この部分について、検討会では下記のような意見が出された。  

 

□かつて化学プラントの大事故が連続した時期があり、そこを起点に保安研究会が組織

化されている。同じ悩みを持つ者どうしが、企業の壁や保有技術のノウハウの枠を越

えて、情報交換を図っており、非常に有意義な場となっている。30 社程度のメンバー

は固定している。【化学】  
□教育の具体的手法の一つとしてｅラーニングを活用できることは、多くの会社で認識

されてきており、導入もかなり進んできている。【化学】  
□本社での体系的な教育手法として、安全作業責任者認定制度（一定の社内安全教育を

受け、認定された人でなければ作業責任者になれない制度）の採用を決定した企業が

ある。こうした動きをグループ会社全体で進めることが理想だが、まずは、親会社で

構築したいとの思いが強い。【セメント】  

 

２）トップダウン的な要素  

 製造現場を安全な状態に保つためには、ボトムアップ的な活動だけでは不十分であり、

安全文化やコンプライアンスに根差した経営からのトップダウン的な要素が必要である

との指摘がなされた。  

 そのためには、経営トップ自らが安全に係る理念や基本方針を策定するとともに、そ

の内容を日々、全従業員に対して周知徹底していく姿勢が極めて重要になる。  
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 併せて、経営には策定した理念や基本方針の実効性を担保する機能も求められる。企

業活動においては、安全と生産のベクトルが常に一致するとは限らないため、安全活動

にはどうしても形骸化・マンネリ化してしまう面があることは否めない。したがって、

安全確保に向けた取組を継続的に展開させていく力を保持していくことが肝要であり、

そのためには、安全・環境・品質・生産効率・コストなどの諸要素のバランスに配意し、

ヒト・モノ・カネという資源を適正に配分していくことが必須となる。取組の優先順位

や対策範囲についても、経営がきちんと参画した上で、適正に判断していくことが望ま

れる。  

 なお、この部分について、検討会では下記のような意見が出された。  

 

□全社的に安全を担保する機能は、経営の資質に大きく左右される。経営意識の良否が

最大の要件である。【製紙】  
□業績が良く利益が出ている会社や部門では、経営トップが適正な判断を下し、安全面

でもそれなりの対応を図れるものと思うが、業績が悪く利益が出ていないところでは、

経営サイドや管理サイドが現場のモチベーションを下げるようなことばかり行ってし

まい、どんどん悪循環に陥ってしまう傾向が顕著であるように思う。【鉄鋼】  
□安全文化やコンプライアンスと絡めて、その前提である製造現場が疲弊せずにまとも

に動ける体制や状態を築くことが、まず第一なのではないか。そのためには、経営者

の意識から変革していく必要がある。【有識者】  

 

３）現場と経営をつなぐ仕組み  

 安全な状態を永続させるためには、ボトムアップの取組とトップダウンの取組が個別

バラバラに動くのではなく、両者の意思や行動を整合させていく姿勢が肝要である。即

ち、現場と経営をつなぐ仕組みが必要であるとの指摘がなされた。  

 具体的には、現場と経営が情報を伝え合うルートを構築したり、議論や意見交換する

場を設定したりすることにより、双方向のコミュニケーションを図っていくことが求め

られる。  

 そのための手法として、安全管理システムを用いることの有効性が指摘された。一般

的な安全管理システムは、ＰＤＣＡ（Plan：計画／Do：実行／Check：測定・確認／Act：

評価・改善）を回すとの考え方で構築・運用されることが多く、このような仕組みを導

入していくことが望ましい。さらに、システムであるＰＤＣＡが本当にうまく回り機能

しているかどうかを検証する仕組みを設けることも重要であり、経営のトップレビュー

に加えて、場合によっては第三者機関の活用なども検討の余地がある。  

 なお、この部分について、検討会では下記のように数多くの意見が出された。  
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□OSHMS や EMS のような管理システムを導入しても、それを現場で自主的に運用させ

ていくことは、非常に難しい面がある。現場には、ある意味でのアレルギーがあると

言えるかもしれない。当社では、認証を取得することが目的ではないこと、新しい活

動を行うのではなくこれまでの取組を体系化する位置づけで実施することなどを現場

に説明した上で、現場に負担をかけないよう配慮しながら、システムを運用している

実態にある。【製紙】  
□現場と経営をつなぐ中間管理職の立場では、現場への説明が必要だが、その部分が非

常に難しい。また、セクションの相違によって、異なるシステムによる異なる書式を

要求されることもあり、現場ではその対応を繁雑に感じる。【化学】  
□色々な取組の成果をどのように社内に展開していくのか、経営層にどのようにメッセ

ージを発信していくのかが、非常に難しいと日々感じている。【鉄鋼】  
□マネジメントシステム重視という現在の動向は欧米の潮流である。欧米と日本では職

場の特性が大きく異なる。我が国では現場サイドからの創意工夫や品質の作り込みを

通じて安全を維持してきた歴史がある。国際標準的なシステムに準じた方法以外にも

日本型のやり方やシステムを検討してもよいのではないか。【鉄鋼】  
□日本人の特性なのかもしれないが、どうしてもＰＤＣＡのＣＡの部分が甘くなる傾向

がある。独立性の問題や発注委託という関係性の問題もあり、監査機能は弱くなりが

ちである。したがって、第三者機関の活用なども検討に値するのではないか。【アルミ】 
□各現場のラインごとに情報入力できる場を設け、職員が匿名（ラインマネジャー名）

で気づいた点や改善状況などの情報を入力できる仕組みを導入している事例がある。

ラインマネジャーの責務で全体をチェックし、必要に応じて現場の安全管理担当者や

本社サイドとの協議を行い、対策に必要な予算をある程度確保できる体制を敷いてい

る企業もある。【有識者】  
□現場は一つしかないのに、そこに対して、工場の安全管理部門や本社の環境管理部門、

監査部門など、様々なセクションがあれこれ指図する構造が、多くの企業で見られる。

これでは現場は忙しくてたまらず、やる気も失せてしまう。そうではなくて、オペレ

ータなどとの意見交換や現場自らのディスカッションを通じて、現場内のグループと

して意思決定してもらった後で、実際の行動に移してもらうやり方の方が望ましい。

現場でできること、工場管理部門でできること、本社管理部門や監査部門でできるこ

と、経営トップがやらなくてはならないことなど、きちんと役割分担した上で、具体

的な計画や行動へとつなげていく姿勢が極めて重要である。【有識者】  
□管理システムの認証取得が目的となってしまい、取組が形骸化してしまい、実効性を

伴わないケースも相当ある。【有識者】  
□労務管理上繁雑な対応に追われ、肝心の設備安全の部分を十分に手当てできず、事故

が起きてしまったケースもある。【有識者】  

 

 上記１）～３）の位置づけを整理して、図 15 に示す。  
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現場 現場 

経営 

１）ボトムアップ的な要素 
 ◇情報収集・情報共有 
 ◇教育・技術伝承 

２）トップダウン的な要素 
 ◆理念・基本方針の確立 
 ◆理念・基本方針の実効性の担保 

３）現場と経営をつなぐ仕組み 
 ◎ボトムアップとトップダウン 
  のすりあわせ 
 ◎安全管理システムの導入 

 

図 15 業種を越えて共通化すべき問題点や課題  

 

（２）ガイドラインによる指摘事項等  

 また、産業安全の確保に向けて、業種を越えて共通化すべき事項等については、既存の

ガイドライン等によっても整理されている。例えば、消防庁の指導・協力を得て発刊され

た「危険性評価方法」では、業種共通で留意すべき項目や着眼点などが、チェックリスト

方式で抽出・整理されている。  

 上記チェックリストでも、検討会での指摘同様、  
 

・様々な管理の局面における規程や計画の策定と見直し  

⇒  ボトムアップ的な要素  

・経営トップの責務としての理念や基本方針の確立  

⇒  トップダウン的な要素  

・定期的な監査の実施や監査結果の評価に基づく現場からのフォローアップ及び経営

からのトップレビュー  

⇒  現場と経営をつなぐ仕組み  
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など、随所に類似する観点が盛り込まれている。  

 

表 17 危険性評価チェックリスト（業種共通）  

大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
保安方針  理念・基本方針  理念  
  基本方針  
  周知徹底  
  定期的な見直し  
  経営トップの責務  

 
協力会社に対する理念・基本  
方針  

理念・基本方針の遵守義務  

  周知徹底  
  協力会社の選定  
危険性の把握・評価  危険性評価基準  危険性評価基準  
 危険性評価体制  危険性評価体制  
  外部機関の活用  
 危険性評価の実施  危険性評価の実施（全般）  
  設計危険性評価  
  物質危険性評価  
  プロセス危険性評価  
  事故事例の活用  
  危険性影響度評価の実施  
 教育  教育  
目標・計画  立案の基準  立案の基準  
 目標・計画の立案  立案  
 目標・計画の実施  実施  
 目標・計画の進捗管理  進捗管理  
保安に関する規程  予防規程  規程の策定と見直し  
  規程策定上の留意点  
  規程の遵守状況  
 防災規程  規程の策定と見直し  
  規程策定上の留意点  
  規程の遵守状況  
 消防計画  計画の策定と見直し  
  計画策定上の留意点  
  計画の遵守状況  
 緊急時対応基準  基準の策定と見直し  
  基準策定上の留意点  
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大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
工事管理  工事管理規程  規程の策定と見直し  
  規程の遵守状況  
  全般  
  危険工事管理  
  火気使用工事管理  
  工事計画の変更管理  
  複数工事の管理  
 工事計画の安全性評価  工事計画の申請手順  
  工事計画の評価  
 工事管理  工事実施部門の安全確認  
  引渡義務  
  引継業務  
  火気使用工事管理  
  工事計画の変更管理  
  複数工事の管理  
 検収  検収  
 教育  教育  
 協力会社  協力会社との連携  
  協力会社の技能レベル確保  
運転管理  運転管理規程  規程の策定と見直し  
  規程の遵守状況  
 運転管理  全般  
  引継ぎ  
  安全設備の維持管理  
  スタートアップ  
  運転停止  
  緊急時対応  
  日常管理  
 教育  教育計画の作成  
  教育の実施  
  教育実施状況の評価  
火気管理  火気管理規程  規程の策定と見直し  
 定常火気  工程上の火気使用設備  
  電気設備  
  給湯・暖房設備  
  使用工具  
  入構時の火気管理  
  禁煙管理  
  自動車（フォークリフト含む）  

 非定常火気  
工事を伴わない臨時の作業に関する

火気  
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大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
変更管理  変更管理規程  規程の策定と見直し  
  規程の遵守状況  
 変更計画の安全性評価  変更計画の申請手順  
  変更計画の評価  
 変更管理  全般  
  運転部門の安全確認  
 検収  検収  
 教育  教育  
 協力会社  協力会社との連携  
  協力会社の技能レベル確保  
危険性物質管理  危険性物質管理規程・基準類  規程・基準類の策定と見直し  
  規程・基準類の遵守状況  
 危険性物質の取扱い  取扱数量  
  取扱場所の特定  
  安全性の確保  
 教育  教育  
設備管理  設備管理規程・基準類  規程・基準類の策定と見直し  
  規程・基準類の遵守状況  
  保全計画  
  保全の実施  
  評価  
 日常管理  ５Ｓ  
  設備点検  
 定期点検  定期点検  
定期監査・評価  監査規程  規程の策定と見直し  
  監査体制  
  監査項目  
 監査計画  監査計画  
 監査の実施  監査の実施  
 監査結果の評価  評価  
  是正措置指導  
 改善  改善  
  フォローアップ  
 経営トップのレビュー  トップレビュー  
保安管理体制  保安管理組織  組織の体制、権限  
 自衛消防組織  組織の体制、緊急時対応  
 警備体制  組織の体制、緊急時対応  
 協力会社  組織の体制、緊急時対応  
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大項目  中項目  
小項目  

(着眼点 ) 
教育・訓練  従業員保安教育・訓練  従業員保安教育・訓練（全般）  

  
新入社員階層別保安教育・訓練  
（転入者含む）  
従業員定期保安教育・訓練  

 協力会社保安教育・訓練  協力会社保安教育・訓練（全般）  
  協力会社選定時保安教育・訓練  
  協力会社定期保安教育・訓練  

 
自衛消防隊（消火隊）教育・  
訓練  

自衛消防隊教育・訓練（全般）  

  自衛消防隊新任時教育・訓練  
  自衛消防隊定期教育・訓練  

出典：危険性評価方法－チェックリスト方式（財団法人全国危険物安全協会－指導・協力：総務省消防庁）  

 

1.3 まとめ 

 以上、労働災害や産業安全に係る実態や課題などを業種ごとに整理して、表 18 に示す。 

 表 18 では、今回の検討会にて、情報収集及び項目抽出した業種ごとの特徴と、それらの

特徴を踏まえて、業種を越えて共通化すべき観点とを整理しているが、その間には、特に

特徴のソフト面と、共通化の観点のボトムアップ的な要素との間において、下記のような

関連性が見られる。  
 

・危険業務を協力会社へシフトしており、協力会社の被害が目立つ。【製紙】  

⇒  非正規職員への教育・技術伝承や推進。情報共有の徹底。  

・業容が広く、鉄鋼本体よりも運輸・建設・廃棄物処理など周辺業務での事故が多い。

【製鉄】  

⇒  周辺部作業における教育・技術伝承の推進。  

・スタートアップを行う月曜日の事故が多い。【アルミ】  

⇒  非定常作業における教育・技術伝承の推進。  

 



表 18 労働災害や産業安全に係る実態や課題など  
 パルプ（製紙）  化学  窯業（セメント）  鉄鋼  非鉄（アルミ）  
死亡者数（H16）  8 22 36 16 7 
度数率（H16）  1.56 0.46 1.17 1.17 0.86 
強度率（H16）  0.28 0.01 0.27 0.47 0.18 

ハード面  ・回転体起因のはさまれ、

巻込れが多い。  
・環境汚染を惹起する漏洩

や爆発・火災のリスクは

低い。  

・石化の場合は、爆発・火

災や漏洩事故が要注意。

・配管の老朽化に伴う腐食

劣化が顕著であり、漏洩

リスクが高い。  

・セメント製造工程では廃

棄物受入量が多く、原料

の性状に不安定な面が

あり、閉塞等の不具合が

発生しやすい。  

・多様な工程を抱えてお

り、事故リスクが高い。

・近年 CO 中毒による死亡

災害が多発。  
・原料ヤード稼動機での事

故も目立つ。  

・粉塵爆発の事故リスクが

最も高い。  
・ヒトとモノが直に接する

作業が多く、ヒトの理解

が伴わないと思わぬ事

故が発生しがち。  
特 

徴 

ソフト面  ・管理監督者の安全配慮不

足に起因する事故が多

い。  
・経験年数の乏しい作業

者、高年齢者の事故が増

加傾向。  
・製紙業は技術的に成熟し

ており、産業事故※は少

ない。  

・認定事業所では 4 年連続

運転が可能となり、定期

点検の機会が減り、技術

伝承が困難。  
・そこを補完するため、再

雇用制度等によるベテ

ランやシニア人材の活

用が課題。  

・危険業務を協力会社へシ

フトしており、協力会社

の被害が目立つ。  
・高年齢者の事故が多い。

・セメント業は技術的に成

熟しており、産業事故※

は少ない。  

・業態構造として、協力会

社の労働者数が多い（親

会社のほぼ 2 倍）。  
・業容が広く、鉄鋼本体よ

りも運輸・建設・廃棄物

処理など周辺業務での

事故が多い。  
・ベテランの引退に伴う請

負作業が増加傾向。  

・業態構造として、協力会

社の労働者数が多い（親

会社とほぼ同数）。  
・経験年数 10～ 15 年の班

長クラスの事故、スター

トアップを行う月曜日

の事故が多い。  
・オペレータと保守要員の

関係を模索中。  
ボトムアップ的

な要素  
◇情報収集・情報共有  
 ・小集団活動の実施（危険予知  等）  
 ・データベースの構築  
◇教育・技術伝承  
 ・正規職員（新人・中堅  等）、非正規職員（下請、派遣  等）  
 ・非定常作業（スタートアップ、シャットダウン、デコーキング  等）、周辺部作業（計器、配管、弁  等）、変更管理  

トップダウン的

な要素  
◆理念・基本方針の確立  
 ・安全文化・コンプライアンス（法令遵守）  
◆理念・基本方針の実効性の担保⇒形骸化・マンネリ化を防ぎつつ取組を継続・展開させていく力（適正な資源配分）  
 ・ヒト・モノ・カネのバランス  
 ・優先順位（なにからやるか、いつからやるか）の判断  
 ・対策範囲（どこまでやるか、いつまでやるか）の判断  

共
通
化
の
観
点 

現場と経営を  
つなぐ仕組み  

◎ボトムアップとトップダウンのすりあわせ（双方向のコミュニケーション）  
 ・情報を伝えるルートの構築  
 ・議論する場の確立  
◎安全管理システムの導入  
 ・ＰＤＣＡを回す仕組み（QMS、EMS、OSHMS 等）  
 ・ＰＤＣＡが回っているかどうかを検証する仕組み（トップレビュー、第三者機関  等）  

※産業事故：特定の物や施設そのものから生ずる人的・物的損害（事故の防止義務者は物や施設などの設置者等）  
 労災事故：労働者が事業者との間の使用従属関係を基礎とする労働関係の中に位置づけられた状態において発生する事故（事故の防止義務者は事業者）
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第２章 産業安全に関する規格類について 

 

2.1 欧州や米国などにおける規格類の現状及び動向 

（１）現状及び動向  

 産業安全に関して、国際標準となっている規格類及び概ね国際標準に準拠する規格類を

抽出すると、表 19 の通りとなる。 ISO（ International Organization for Standardization：国際

標準化機構）による規格類が、比較的多く見られる。  

 以下、基本規格、機械安全関連、リスクマネジメント関連、マネジメントシステム関連

の四つに区分して、概要をそれぞれ整理した。  

 

表 19 規格の種類（海外）  

規格種類  規格名  制定年  
基本規格  ISO／ IEC Guide 51 1999 
機械安全関連  ISO 12100 －  1 

ISO 12100 －  2 
ISO 14121 

2003（改訂）  
2003（改訂）  
1999 

リスクマネジメント  
関連  

29 CFR OHSA 1910.1200 
40 CFR EPA Part 68 
EU Seveso Ⅱ  
ISO／ IEC Guide 73 

1992 
1996 
1996 
2002 

マネジメントシステム  
関連  

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 

2000（改訂）  
2004（改訂）  
1999 

 

（２）個別規格類の概要  

１）基本規格  

①  ISO／ IEC Guide 51（1999）  

Safety aspects －  Guidelines for their inclusion in standards 

 あらゆる安全に係る事項を含む規格に対して適用される基本規格である。  

 本規格では、安全とは“ freedom from unacceptable risk：受け入れられないリスク

から解放されていること”と定義されており、対象とするものに許容できないリス

クが存在せず、それらのリスクの処理などから解放されていることが安全な状態で

あると規定されている。  

 文書の構成は、下記の通りである。  
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 ・適用範囲  
 ・引用規格  
 ・定義  
 ・“安全”及び“安全な”という用語の使用  
 ・安全という概念  
 ・許容可能なリスクの達成  
 ・規格における安全側面  

 

２）機械安全関連  

①  ISO 12100 －  1（2003）  

Safety of machinery －  Basic concepts , general principles for design －  Part 1：  

Basic terminology , methodology 

 単体の機械を対象とした規格である。  

 本規格の特徴は、機械類の全ライフサイクルにおいて起こり得るリスクを回避す

るために、機械自体に存在するハザード（危険源）を可能な限り除去軽減し、それ

でも除去軽減できないハザードについては防護対策を施し、なお残る残留リスクに

ついてはリスク評価に基づくリスク情報を機械の作業者に指示警告するという、リ

スクアセスメントを基本とする機械設計を求めている点にある。機械の使用停止、

分解、廃棄に及ぶ全ライフサイクルを設計時に考慮することを要求している点など、

欧米の安全思想が盛り込まれた規格となっている。  

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲  
 ・引用規格  
 ・用語及び定義  
 ・機械類の設計時に考慮すべき危険源  
 ・リスク低減のための方法論  

 

②  ISO 12100 －  2（2003）  

Safety of machinery －  Basic concepts , general principles for design －  Part 2：  

Technical principles 

 「 ISO 12100 －  1（2003）」の思想を反映し、機械類の設計の際、設計者が安全性

を達成するのに役立つ技術的原則について規定した規格である。  

 文書の構成は、下記の通りである。  
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 ・適用範囲      ・本質的安全設計方策  
 ・引用規格      ・安全防護及び付加保護方策  
 ・用語及び定義     ・使用上の情報  

 

③  ISO 14121（1999）  

Safety of machinery －  Principles of risk assessment 

 「 ISO 12100 －  1（2003）」に示されるリスクアセスメントに関して、リスクを許

容可能なレベルにまで低減し、安全な機械類を設計するために必須となる基本概念、

一般原則、系統的な手順の原則を規定する規格である。  

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲      ・危険源の同定  
 ・引用規格      ・リスク見積り  
 ・定義       ・リスクの評価  
 ・一般原則      ・文書化  
 ・機械類の制限の決定  

 

３）リスクマネジメント関連  

①  29 CFR OHSA 1910.1200（ 1992）  

Process Safety Management 

 OSHA（Occupational Safety and Health Administration：米国労働安全衛生局）は危

機管理の法制化対応として、プロセスプラントなどを保有する事業所に対して、危

機管理の履行を求める PSM（Process Safety Management：プロセス安全マネジメン

ト）規定を導入している。  

 OSHA の PSM では、プラントの設計段階におけるプロセスハザード分析及びリス

ク分析に基づく“Safety through design（安全は設計から）”という思想が基本にあり、

プラントの安全は設計、調達、施工、試運転、運転、保全に至る全てのフェーズに

おける安全対応活動の積み重ねにより実現されるという“Layers of protection for 

plant（プラント安全のための防護層）”の考え方が根底にある。  

 OSHA の PSM では、下記 14 項目の基本要求事項を規定している。  
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 ・従業員の参加     ・機器の健全性  
 ・プロセス安全情報    ・火気使用許可  
 ・プロセス危険分析    ・変更管理  
 ・操作手順の文書化    ・事故調査  
 ・トレーニング     ・緊急時対応プラン  
 ・コントラクター     ・法令遵守監査  
 ・試運転前安全レビュー    ・業務上の秘密  

 

②  40 CFR EPA Part 68（1996）  

Risk Management Program 

 OSHA の PSM がプラントが存在する事業所内（オンサイト）の事故を対象として

いるのに対して、EPA（Environmental Protection Agency：米国環境保護庁）は危機

管理の法制化対応として、事業所外（オフサイト）の地域社会にまで影響が波及し

た事故時の安全と環境保全を目的として、RMP（Risk Management Program：リスク

マネジメントプログラム）規定を導入している。  

 

③  EU Seveso Ⅱ（1996）  

Council Directive 96／082／EC of 9 December 1996 on the control of major-accident 

hazards involving dangerous substances 

 EPA の RMP 同様に、大規模な事故や災害が発生した場合の安全と環境保全への

影響を軽減することを目的として、EU（European Union：欧州連合）が発効した指

令である。  

 本指令では、表 20 に示す通り、環境汚染や住民避難の状況等を明確に規定して、

重大事故の定義づけを進めている。  
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表 20 重大事故の定義の変遷  

発災事象  日本  
（労基法）  

セベソ指令

（ 1997 以前）

セベソ指令  Ⅱ  

従業員の死亡  1 名以上  1 名以上  1 名以上  

従業員の入院加療  3 名以上  3 名以上  6 名以上  

周辺住民の入院加療  規定なし  規定なし  1 名以上  

環境汚染  規定なし  甚大な汚染 河川、土壌等の汚染範囲を  
規定  

住民避難  
（有害物の放出等）  

規定なし  規定なし  2 時間以上  
（人数×時間＞500）  

水、電気、ガスの停止  規定なし  規定なし  2 時間以上  
（人数×時間＞1,000）  

施設機器の損害  規定なし  規定なし  ＞200 万 ECU、  
周辺＞ 50 万 ECU 

国家的な遺跡の破壊  規定なし  規定なし  小規模でも重大事故  

ドミノ効果  規定なし  規定なし  重要性を強調、細目は今後  

 

④  ISO／ IEC Guide 73（2002）  

Risk management －  Vocabulary －  Guidelines for use in standards 

 現在、安全管理や防災管理などそれぞれの分野で、リスクマネジメントの適用が

実施されている状況にある。  

 その際、単一の分野であれば、それぞれの経験を反映した用語を用いて管理を実

施することで問題は発生しないが、複数の組織が複数の分野で異なる種類のリスク

に対して総合的にリスクマネジメントを実施する場合には、リスクマネジメントの

あり方に関する共通の用語が必要になる。  

 本規格はこのようなリスクマネジメントに関する用語規格作成のニーズに応え

たものである。  

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲  
 ・リスクマネジメントの用語と定義と概念  
 ・用語及び定義  
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４）マネジメントシステム関連  

①  ISO 9001（2000）  

Quality management systems －  Requirements 

 品質管理及び品質保証のための規格である。  

 組織が効果的に機能するためには、数多くの関連しあう活動を明確にし、運営管

理する必要がある。インプットをアウトプットに変換することを可能にするために

資源を使って運営管理される活動は、プロセスとみなすことができ、一つのプロセ

スのアウトプットは、多くの場合、次のプロセスへの直接のインプットとなる。組

織内において、プロセスを明確にし、その相互関係を把握し、運営管理することと

併せて、一連のプロセスをシステムとして適用することをプロセスアプローチと呼

び、本規格では、その採用が奨励されている。  

 ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Act）として知られる方法論は、あらゆるプロセス

に適用可能な代表的なプロセスアプローチである。その概要を簡潔に整理すると、

下記の通りとなる。  
 

Plan ： 顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために、必要な目

標及びプロセスを設定する。  

Do ： それらのプロセスを実行する。  

Check ： 方針、目標、製品要求事項に照らしてプロセス及び製品を監視し、

測定し、その結果を報告する。  

Act ： プロセスの実施状況を継続的に改善するための処置をとる。  
 

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲      ・経営者の責任  
 ・引用規格      ・資源の運用管理  
 ・定義       ・製品実現  
 ・品質マネジメントシステム   ・測定，分析及び改善  

 

②  ISO 14001（2004）  

Environmental management systems －  Requirements with guidance for use 

 「 ISO 9001（2000）」が品質面での規格であるのに対し、本規格は環境面のマネジ

メントシステムを規定する規格である。「 ISO 9001（2000）」同様、ＰＤＣＡの考え

方に基づき構築されており、両規格の整合性及び両立性に配慮された規格となって

いる。  
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 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲  
 ・引用規格  
 ・用語及び定義  
 ・環境マネジメントシステム要求事項  

 

③  OHSAS 18001（1999）  

Occupational health and safety management systems －  Specification 

 本規格は国際的コンソーシアムによって作成された労働安全衛生面のマネジメ

ントシステムを規定する規格であり、事実上のグローバルスタンダードとして広く

受け入れられている。「 ISO 9001（2000）」同様、ＰＤＣＡの考え方に基づき構築さ

れており、「 ISO 9001（2000）」及び「 ISO 14001（2004）」との対応が意識された構

成となっている。  

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲  
 ・参考出版物  
 ・用語と定義  
 ・労働安全衛生マネジメントシステムの要素  

 

（３）その他近年の動向  

１）ＧＨＳ  

 化学物質の危険有害性については、その情報を伝える指針や規則が必要であるが、現

状では、国ごとにその内容がまちまちであり、また、そもそも指針や規制のない国も数

多く存在する。  

 このような状況から、国際的に調査された化学物質の分類・表示方法が必要であると

の認識が高まり、ＧＨＳ（Globally Harmonaized System of Classification and Labelling of 

Chemicals：化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）の実施促進のための決議

が国連において採択された。現在、危険有害性の絵表示による情報伝達など、安全性の

観点から、必要な対応が求められている状況にある。  

 ＧＨＳの基本的な考え方は、下記の通りである。  
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 ・全ての化学品を対象、危険有害性（ハザード）に基づいて分類。  
 ・情報提供の対象は、労働者、消費者、輸送関係者、救急対応者。  
 ・新たな試験方法等を求めるものではなく、入手可能なデータを用いて分類。  
 ・各国の状況や利用目的に応じて、部分的な導入も可能。  

 

２）ＲＥＡＣＨ  

 化学物質の安全性評価の推進に向けて、EU は現在、新たな化学物質規制への取組を

進めており、H18 年 12 月に欧州では、ＲＥＡＣＨ（Registration , Evaluation , Authorization 

and Restriction of Chemicals：化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則）が成

立した。H19 年 7 月には施行され、H20 年 6 月より登録実務が開始されることになって

いる。  

 ＲＥＡＣＨには、既存化学物質・新規化学物質という従来の規制の枠組みを越えた新

たな登録等の制度をはじめ、リスクの観点からの化学物質管理の推進、事業者へのリス

ク評価の義務づけ、流通経路を通じた情報伝達、製品中に含まれる化学物質対策といっ

た新しい考え方が盛り込まれており、我が国でも、化学業界のみならず化学物質を利用

する様々な業種の企業やビジネスにおいて、安全性の観点も含めて、必要な対応が求め

られている状況にある。  

 ＲＥＡＣＨの主な特徴は、下記の通りである。  

 

 ・既存化学物質と新規化学物質の扱いを、ほぼ同等に変更。  
 ・これまでは政府が実施していたリスク評価を、事業者の義務に変更。  
 ・サプライチェーンを通じた化学物質の安全性や取扱いに関する情報の共有を、

双方向で強化。  
 ・成形品に含まれる化学物質の有無や用途についても、情報の把握を要求。  

 

2.2 我が国における規格類の現状及び動向 

（１）現状及び動向  

 産業安全に関して、現在国内で制定されている主な規格類は、そのほとんどが国際標準

を受けた形で制定されている実態にあり、それらを抽出すると、表 21 の通りとなる。 JIS

（ Japanese Industrial Standards Committee：日本工業標準調査会）による規格類が、中心と

なっている様子が窺われる。  

 以下、基本規格、機械安全関連、リスクマネジメント関連、マネジメントシステム関連

の四つに区分して、概要をそれぞれ整理した。  
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表 21 規格の種類（国内）  

規格種類  規格名  制定年  
基本規格  JIS Z 8051 2004 
機械安全関連  JIS B 9700 －  1 

JIS B 9700 －  2 
JIS B 9702 

2004（改訂）  
2004（改訂）  
2000 

リスクマネジメント  
関連  

JIS Q 2001 
TR Q 0008 

2001 
2003 

マネジメントシステム  
関連  

JIS Q 9001 
JIS Q 14001 
OHSAS 18001 
労働省告示第五十三号  

2000（改訂）  
2004（改訂）  
1999 
1999 

 

（２）個別規格類の概要  

１）基本規格  

①  JIS Z 8051（ 2004）  

安全側面  －  規格への導入指針  

 「 ISO／ IEC Guide 51（1999）」に対応する JIS 規格である。技術的内容は変更さ

れておらず、国際標準に準拠した規格となっている。  

 

２）機械安全関連  

①  JIS B 9700 －  1（ 2004）  

機械類の安全性  －  設計のための基本概念，一般原則  －  第 1 部：  

基本用語，方法論  

 「 ISO 12100 －  1（2003）」に対応する JIS 規格である。技術的内容は変更されて

おらず、国際標準に準拠した規格となっている。  

 

②  JIS B 9700 －  2（ 2004）  

機械類の安全性  －  設計のための基本概念，一般原則  －  第 2 部：技術原則  

 「 ISO 12100 －  2（2003）」に対応する JIS 規格である。技術的内容は変更されて

おらず、国際標準に準拠した規格となっている。  
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③  JIS B 9702（ 2000）  

機械類の安全性  －  リスクアセスメントの原則  

 「 ISO 14121（1999）」に対応する JIS 規格である。技術的内容は変更されておら

ず、国際標準に準拠した規格となっている。  

 

３）リスクマネジメント関連  

①  JIS Q 2001（ 2001）  

リスクマネジメントシステム構築のための指針  

 認証規格ではなくガイドラインであり、H7 年 1 月の阪神・淡路大震災を契機に検

討が開始されたものである。  

 本規格では、リスク管理に関する組織のマネジメントシステムの諸要素をリスク

マネジメントシステムと定義している。また、その諸要素として、リスクマネジメ

ントシステムはリスクに関する戦略的な計画策定や意思決定を含むこと、組織の風

土を反映するものであることなどを謳っている。  

 文書の構成は、下記の通りである。  

 

 ・適用範囲  
 ・定義  
 ・リスクマネジメントシステムの原則及び要素  

 

②  TR Q 0008（ 2003）  

リスクマネジメント  －  用語  －  規格において使用するための指針  

 「 ISO／ IEC Guide 73（2002）」に対応する JIS 規格（TR：標準情報）である。内

容は変更されておらず、国際標準に準拠した規格となっている。  

 

４）マネジメントシステム関連  

①  JIS Q 9001（ 2000）  

品質マネジメントシステム  －  要求事項  

 「 ISO 9001（2000）」に対応する JIS 規格である。技術的内容及び規格票の様式は

変更されておらず、国際標準に準拠した規格となっている。  
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②  JIS Q 14001（2004）  

環境マネジメントシステム  －  要求事項及び利用の手引  

 「 ISO 14001（2004）」に対応する JIS 規格である。技術的内容及び規格票の様式

は変更されておらず、国際標準に準拠した規格となっている。  

 

③  OHSAS 18001（1999）  

労働安全衛生マネジメントシステム  －  仕様  

 本規格は国際的コンソーシアムによって作成された労働安全衛生マネジメント

システムである「OHSAS 18001（1999）」の翻訳版であり、 JIS 規格でもなく厚生労

働省公認の規格でもないが、事実上のグローバルスタンダードとなっていることを

踏まえ、国内での普及が図られている状況にある。  

 

④  労働省告示第五十三号（1999）  

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針  

 「OHSAS 18001（1999）」の発行と軌を一にして、同年、労働省より公表された指

針である。安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、安全衛生計画の実施・運用、

システム監査などが盛り込まれており、「OHSAS 18001（1999）」とのすりあわせが

なされた内容となっている。  

 

（３）その他近年の動向  

１）労働安全衛生法の改正  

 職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、H18 年に労働安全

衛生法が改正された。  

 具体的には、危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施、認定事業者に対する計

画届の免除、化学物質等の表示・文書交付制度の改善など、いくつかの点が改正されて

いる。  

 

①  危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施（法第 28 条の 2）  

 安全管理者を選任しなければならない業種の事業場において、化学物質の有害性

等のみならず設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等についても、

リスクアセスメントを行い、その結果に基づき、必要な措置を実施すべきことが、

努力義務としてではあるが、新たに追加された。  
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 従来の労働安全衛生法では、事故の経験に基づき危害防止基準を確立し、罰則を

もってその履行を強制するという「後追い的性格」が強かった。今回の法改正では、

リスクアセスメントの実施を義務づけ、「後追い的性格」に加えて「先取り的性格」

も備えることとなり、労働安全衛生法における規制理念が大きく転換されたことに

なる。  

 

②  認定事業者に対する計画届の免除  

 安全確保に向けた企業のインセンティブを高めるための仕組みの一つとして、労

働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場のうち、必要な要件を満た

している所については、労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出

が免除されるべく法改正された。  

 なお、必要な要件とは、下記の通りである。  

 

 ・労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していると認められること。  
 ・労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。  
 ・申請の日前１年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと。  

 

③  化学物質等の表示・文書交付制度の改善  

 ＧＨＳの影響に鑑み、化学物質や引火性物質などの危険物・有害物を譲渡・提供

する者に対して、その際の表示事項に、絵表示などを追加することを求めた法改正

である。  

 

２）産業保安分野における安全文化の向上に関する研究会  

 原子力安全・保安院産業保安担当審議官の私的研究会として標記研究会が設置され、

産業保安分野（高圧ガス保安、電力安全、ガス安全、鉱山保安の４分野）において、事

業者の安全文化の向上が図られるための行政としての検討課題や対応策のあり方につい

て、議論されている状況にある。  
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 研究会では、安全文化を評価する視点として、  
 

①  組織統率（ガバナンス）  

②  責任関与（コミットメント）  

③  相互理解（コミュニケーション）  

④  危険認知（アウェアネス）  

⑤  学習伝承（ラーニング）  

⑥  作業管理（ワークマネジメント）  

⑦  資源管理（リソースマネジメント）  

⑧  動機付け（モチベーション）  
 

という８つの軸が提示されている。  
 

 併せて、安全文化向上の観点からみた産業保安行政の今後の課題と対応の方向性とし

て、  
 

①  保安確保に係る取組みの内容に応じた保安規制の多様化  

②  事後チェック及び事故等の調査の充実による事業者の取組みの確認  

③  事業者の保安確保に係る取組みを支える技術的基盤の強化の支援  

④  事業者の安全文化の向上に資するその他の基礎的な取組み  
 

という４つの観点が提示されている。  

 

2.3 まとめ 

（１）“場所”の捉え方の広がり  

 事故や災害が発生した際に影響を及ぼす“場所”の捉え方が、一段と広がりを見せてき

ている。  

 特に、欧米における機械安全関連及びリスクマネジメント関連の規格類について、その

傾向が顕著であり、「 ISO 12100」→「29 CFR OHSA 1910.1200」→「40 CFR EPA Part 68」

／「EU Seveso Ⅱ」という流れに見られるように、機器単体の安全から、プロセス全体の

安全、さらには、オンサイト（当該組織内＝企業・工場・事業所等）のみならずオフサイ

ト（当該組織外＝地域社会等）も含めた地域社会全体の安全へと、安全に係る“場所”の

概念が拡大してきている。  
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（２）“対象”の捉え方の広がり  

 安全分野と関連させながらマネジメントすべき“対象”の捉え方が、一段と広がりを見

せてきている。  

 特に、マネジメントシステム関連の国際標準について、「 ISO 9001」→「 ISO 14001」→

「OHSAS 18001」という流れに見られるように、実際の製造現場では、品質、環境、安全、

さらには、生産効率やコストなどの諸要素も含めて、全体のバランスに配慮しながら、総

合的なマネジメントシステムを構築し、事業活動全体を計画的に進めていくことが、強く

求められてきている。  

 

（３）“時間軸”の捉え方の広がり  

 国際標準化におけるリスクアセスメント及びリスクマネジメント重視の動向や、国内の

改正労働安全衛生法におけるリスクアセスメント実施の義務づけなどに見られるように、

安全活動に係る“時間軸”の捉え方が、危害防止基準のような「後追い型」から、リスク

マネジメントのような「先取り型」へと、大きく転換されてきている。  

 このように“時間軸”から見ても、安全活動の守備範囲が“場所”や“対象”と同様、

広がってきている。  

 



表 22 産業安全に関する主な規格類の体系  

 海外（欧州／米国）  日本  動向・潮流  等  

基本規格  ISO／ IEC Guide 51（概念定義）  JIS Z 8051（ ISO／ IEC Guide 51 対応）  －  

機械安全関連  ISO 12100 －  1（機器単体）  
ISO 12100 －  2（機器単体）  
ISO 14121（リスクアセスメント）  

JIS B 9700 －  1（ ISO 12100 －  1 対応）  
JIS B 9700 －  2（ ISO 12100 －  2 対応）  
JIS B 9702（ ISO 14121 対応）  

－  

リスク  
マネジメント  
関連  

ISO／ IEC Guide 73（用語定義）  
29 CFR OHSA 1910.1200（プロセス安全）

40 CFR EPA Part 68（周辺環境影響等）  
EU Seveso Ⅱ（周辺環境影響等）  

TR Q 0008（ ISO／ IEC Guide 73 対応）  
JIS Q 2001（国内ガイドライン）  

“場所”の捉え方の広がり  
  オンサイト（工場等）  
   ↓  
  オフサイト（地域社会等）  

マネジメント  
システム関連  

ISO 9001（品質）  
ISO 14001（環境）  
OHSAS 18001（安全）  

JIS Q 9001（ ISO 9001 対応）  
JIS Q 14001（ ISO 14001 対応）  
OHSAS 18001（翻訳版）  
労働省告示第五十三号（国内指針）  

“対象”の捉え方の広がり  
  安全  
   ↓  
  安全＋環境  
   ↓  
  安全＋環境＋品質  

その他の動向  GHS（化学物質の分類・表示方法）  
REACH（化学物質の広範なリスク評価）  

改正労働安全衛生法（リスクアセスメント

の義務づけ等）  
産業保安分野における安全文化の向上に

関する研究会  

“時間軸”の捉え方の広がり  
  後追い＋先取り  
  リスクアセスメント重視  
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第３章 検討が望まれる安全確保方策などについて 

 

3.1 統合的な対応の必要性について 

 検討会での指摘事項や欧米における安全規格の動向などを踏まえると、下記に整理した

通り、オンサイト（当該組織内＝企業・工場・事業所等）及びオフサイト（当該組織外＝

地域社会等）の双方について、統合的な対応が必要な状況にあるものと考えられる。  

 

（１）オンサイトでの統合的な対応の必要性  

 今回の検討会では、組織内での安全活動について、特に、現場と経営をつなぐ仕組みの

部分に混乱が見られることが指摘された。具体的には、本社及び工場あるいは企画・財務・

管理・環境・監査など異なるセクションごとに、一つしかない現場に対して、異なる要求

や対応を求め、その結果、現場が繁雑な対応に追われて混乱し、疲弊してしまうケースが

多いことが指摘された。  

 このような問題の背景としては、企業活動の本質的な多様性が挙げられる。企業活動と

は本来、安全のみに配慮すればよいという性質のものでは全くなく、安全に加えて生産・

品質・環境・コストなど一連の諸要素を含めて全体のバランスを勘案し、利益を追求すべ

く最適解を見出していく行為と捉えられる。したがって、安全活動と生産活動などの両立

性や整合性を常に保つ姿勢が重要となり、そうでなければ結局、安全は確保されないこと

になってしまう。  

 また、近年の傾向として、非正規職員や非定常作業に起因する事故や災害も増えている

ことが挙げられる。したがって、組織内の安全確保を検討するに際しても、自社のみある

いはメインな部門や工程のみの対応に安住するのではなく、協力会社や変更管理なども含

めて必要なフォローを実施するなど、幅広い観点から安全活動を推進する必要がある。例

えば、具体的な手法の一つとして、事後対策的・対症療法的な再発防止策だけを検討する

のではなく、事前対応的・未然防止的なリスクアセスメントを親会社と子会社が一堂に会

して実施することなども検討に値する。  

 このような製造業の現状、及び、2007 年問題への対応も見据えた「属人的な安全」から

「システム的な安全」へという近年の潮流を踏まえると、第２章で整理したようなマネジ

メントシステムの導入・構築・運用を図っていくことが求められる。その際には、当然の

ことながら、個々のセクションや活動の断面ごとに、個別バラバラに別々のシステムを導

入するのではなく、統一性・整合性に配慮した単一の仕組みで全体を管理できれば最も効

率的である。  
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 したがって、今後、そうした方法を採用し、様々な管理活動ひいては事業活動全体の統

合化を図っていくことが望まれるところである。実際、マネジメントシステムに係る国際

標準を見ても、品質・環境・安全を一体的に捉えて対応を求める動きが主流となっている。  

 以上の通り、オンサイトでの措置として現在、幅広い観点に視座を置いた統合的な対応

が必要な状況にある。  

 

（２）オフサイトへの統合的な対応の必要性  

 今回の検討会では、危険物や有害物を取扱う工場や事業所などにおいて、爆発・火災、

漏洩などの事故が発生した際には、サイト内のみならず周辺の地域社会に対しても、環境

汚染などの影響を及ぼす懸念があることが指摘された。実際、近年の傾向として、そのよ

うな事故や災害も時折発生している状況にある。  

 また、国際標準を見ても、安全に関するサイトの定義は、機器単体の安全からプロセス

全体の安全、さらには、オフサイトも含めた安全へと、拡大する方向で推移してきている。

例えば、欧州の指令である「EU Seveso Ⅱ」では、「危険性の高いプラント類を保有する事

業者は、事故を防止し環境と人間を保護するため、マネジメントシステムを策定する設備

ごとに、設計・施工・運転・保全などの各段階で、ハザードを特定・分析し、リスクを評

価・検証した『安全管理レポート』を作成し、監督官庁に提出すること」、及び、「監督官

庁は『安全管理レポート』を受領・検査し、その結果を事業者に通知し、必要に応じて工

場や事業所などを監査すること」などを要請している。  

 一方、我が国では、「EU Seveso Ⅱ」のレベルで事業者に対応を求める明確な規定や規制

はなく、欧米と比較して、オフサイトも含めた観点に基づく対応に遅れが見られる状況に

ある旨、有識者などから指摘されており、今後、そうした対応を図っていくことが求めら

れている。例えば、具体的な手法の一つとして、近年開発が進みつつあるリスク評価支援

ソフトウェアなどを活用し、その結果を用いて周辺住民とのリスクコミュニケーションに

臨むことなども検討に値する。  

 以上の通り、オフサイトへの措置として現在、幅広い観点に視座を置いた統合的な対応

が必要な状況にある。  
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3.2 第三者機関の活用について 

 検討会での意見交換や産業安全面での規格類に関する国際標準化動向を踏まえると、今

後、検討が望まれる安全確保方策として、第三者機関の活用が望まれ、実際、検討会でも

そのような意見が数多く出た。以下では、第三者機関の活用が望まれる対象として、監査

機能の強化、市場インセンティブの活用、民間規格の整備、及び、事故調査体制の整備と

いう四つの視点を取り上げ、それぞれ必要な観点や項目を整理した。  

 

（１）監査機能を強化する視点  

 組織内で安全管理システムを構築する場合、ＰＤＣＡサイクルを回すことにより目標を

達成していくやり方が一般的であるが、検討会でも指摘された通り、我が国の企業の場合、

ＰＤＣＡのＣＡの部分（監査機能の部分）が特に弱い傾向が見られる。その理由としては、

自社内の監査部門の位置づけが不明瞭で権限も小さいこと（兼任の職員がカバーしている

事例や、操業部門の不安全状態を認知したとしても業務停止を命じる権限がない事例等が

見られる）、監査業務を他社へ委託する場合には、受注  －  発注という関係性から、受注側

の監査企業の立場がどうしても弱くなってしまうこと（監査企業は監査を受ける組織から

対価を得るという構造にある）など、いくつかの要素が挙げられる。  

 したがって、ＣＡの部分の独立性や中立性を担保することを通じて、監査機能を強化し

ていくことが今後の課題であり、その解決策の一つとして、公平で透明な第三者機関を活

用することなども検討に値する。また、監査機能の強化に加えて、ＰＤＣＡサイクル自体

がきちんと機能しているかどうかを検証する仕組みも必要であり、そのような検証機能を

第三者機関に担わせていくことについても、今後、検討の余地があるものと考えられる。  

 

（２）市場インセンティブを活用する視点  

 産業安全確保に向けた取組の方法論としては、行政サイドの各種規制から、企業サイド

がイニシアティブを発揮できる自主保安へという流れが、近年の国際的な動向である。こ

のような考え方の根底には、安全活動の基盤に組織の自主性が認められ、その自発的な意

思が強固に根づいているのでなければ、取組が永続せず発展もしないという思想がある。  

 このような考え方に基づき自主保安を推進していこうとする場合、企業活動の主な目的

が利益の追求にあることを踏まえると、市場インセンティブを活用した仕組みを検討する

必要がある。つまり、“安全は儲かる”という発想を根づかせ、その見方を定着させていく

ことが望まれる。  
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 ただし、現時点では、“環境は儲かる”という発想の下に、環境因子（廃棄物、省エネ、

汚染防止等）に基づく企業の格付評価制度や資金調達支援制度（SRI ファンド、低利融資

制度等）は数多く存在し、その動きは防災分野（BCP（Business Continuity Plan：事業継続

計画）等）にまで広がってきているが、一方、“安全は儲かる”という発想の下に、安全の

分野で同様の取組やサービスが展開されている状況はほとんど見られない（強いて言えば、

労働災害保険におけるメリット制などの保険料割引が存在する程度）。言い換えれば、“環

境は儲かる”という発想は社会に根づいてきているが、“安全は儲かる”という見方は未だ

定着しておらず、工場や事業所などの安全性評価を遂行できる能力を有する組織の存在も、

かなり限定されてしまうのが実態である。  

 一方、海外に目を転じると、例えば、米国の原子力産業のケースでは、民間の第三者機

関である INPO（ Institute of Nuclear Power Operations：原子力発電運転協会）が原子力発電

における最高レベルの安全性と信頼性を達成することを目的に、その一つのプログラムと

して、技術基準の策定及びそれに基づく原子力発電所の安全性評価を行い、評価結果を

NEIL（Nuclear Electric Insurance Limited：原子力発電相互保険会社）に通知して格付を行

い、保険料率を段階的に差別化して適用している事例も見られる。こうした仕組みを構築

する際には、施設の安全性を正確に評価・検証できる第三者機関の存在が不可欠であり、

米国のケースでは、原子力発電所と保険会社の間に介入している INPO がその役割を果た

しているという点が極めて重要である。  

 このように保険会社など既存組織との連携を図り、市場インセンティブを活用しながら

自主保安を促していくためには、今後、我が国においても同様の仕組みを整備していくこ

とが望まれ、その際、技術的な力量及び独立性・中立性に秀でた第三者機関を育成してい

くとの視点も、必要になるものと考えられる。  

 

（３）民間規格を整備する視点  

 産業安全関連の規格類に関する欧米の特徴は、安全性能評価という考え方にある。安全

性能評価とは、規制当局が法令で技術基準を事細かに規定するのではなく、民間の有する

技術や発想に基づき、民間主導で基準内容の検討を進め、策定した基準内容の認証につい

ては第三者機関が担い、行政主導で対応した場合よりも高度な安全を担保していこうとす

るやり方である。民間の自主保安を優先し、行政は民間とのパートナーシップを意識しつ

つも側面支援に回るところが、この方法のポイントであり、こうした手法が現在のグロー

バルスタンダードとなりつつある。  
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 一方、我が国ではこれまで、規制当局である行政が法令により詳細な技術基準を規定し、

その運用を義務づけることによって、安全管理を図ってきた歴史がある。しかし、法令に

よる技術基準は最低レベルの安全を確保するものにすぎないにもかかわらず、民間主導の

規格に優先することから、民間の自主的な安全活動が低調となる面があることは否めなか

った。その結果、民間規格の整備が遅れ、その認証を担うべき第三者機関の確立も進まず、

国際標準化への対応の面で欧米に大きく差を開けられてしまったことが、有識者等により

指摘されてきたところである。  

 したがって、今後、我が国でも、自主保安の流れに即した安全活動を推進していくため

には、欧米のような安全性能評価の考え方も踏まえて、技術基準を民間へ開放していく姿

勢を持つことが求められる。即ち、民間が最善の技術や発想を提供した上で、技術基準の

検討を行い、より高度な安全を達成していくことが望まれる。その際、基準が規定する安

全の内容や妥当性を評価・検証するための第三者機関の確立が必須となるが、その人材と

しては、当該技術レベルやその分野の安全面に係る実態や具体策について精通したエキス

パートを集めて、必要な叡智を結集していくことも検討に値する。場合によっては、2007

年問題への対応も念頭に置き、シニア人材などの活用も含めて、検討を進めていくことも

考えられる。つまり、規格や規制の制定に係る最初の段階から、物の分かった人間を検討

の場に加えていくことが極めて重要であり、そのようにして独立性・中立性に優れた公正

で透明な第三者機関を設置することと併せて、行政とのパートナーシップにも留意しなが

ら、安全性能評価に基づく規格認証制度を運用していくという視点が、今後は重要になる

ものと考えられる。  

 

（４）事故調査体制を整備する視点  

 今回の検討会でも議論されたが、異なる業種の場合であっても、共通して導入している

設備などについては、事故情報を共有することの意義は大きいものと考えられる。  

 ただし、我が国の場合には、重大な産業事故や産業災害の発生を事前に想定して、事故

情報を収集したり、事故原因を解析したりするための体制が十分に整備されている訳では

ない。航空事故や鉄道事故に関しては、「航空・鉄道事故調査委員会」のような事故調査を

専門とする第三者機関が確立されており、医療事故の分野でも、同様の組織の創設が検討

されている段階にあるが、製造業全般について、第三者的な事故調査機関が組織化されて

いる状況ではない。  
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 こうした現状を受けて、日本学術会議は H17 年 6 月に、「事故調査体制の在り方に関す

る提言」を発表しており、その中で、各種事故を対象とする独立性を持った常設の機関を

設置し、個人の責任追及を目的としないという立場を明確に確立した上で、真相究明を行

い、類似事故の再発防止を図り、安全向上に役立てていくことを提言している。  

 また、海外の事例としては、例えば、CSB（U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation 

Board：米国化学物質安全・危険有害性調査委員会）では、産業事故の情報解析及びその有

効活用を目的に、化学や機械の専門家を集め、事故の当事者に対して詳細なインタビュー

を行うなど先進的な取組が進められている。その際、委員会の独立性・中立性が強く保障

されるとともに、事故調査に係る大きな権限が与えられていることも特筆に値する。  

 今後、我が国でも、事故情報の共有や活用、ひいては、類似事故の再発防止に資するこ

とを狙い、同様な組織を育成していくことが望まれるが、その人材としては、「（３）民間

規格を整備する視点」でも整理した通り、各種エキスパートをあてがっていくことなども

検討に値する。  
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第三者機関の活用 
 ○監査機能を強化する視点 
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 ○事故調査体制を整備する視点 等 

 

図 16 今後検討が望まれる安全確保方策など
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3.3 今後の課題 

 以上、今回の調査で得られた情報や意見などに基づき、今後、検討が望まれる安全確保

方策について、大きく「統合的な対応の必要性」及び「第三者機関の活用」という二つの

観点に着目し、概略の方向性を整理してきた。  

 ただし、今回整理した内容については、必要な観点や項目を提示したレベルにとどまっ

ており、具体的な作業課題や対策の優先順位、課題を実現するための方法論などについて

は、今後も引き続き検討を続けていく必要があるものと考えられる。  

 いずれにせよ、製造産業分野の安全という普遍的な領域分野については、重大な事故や

災害など何らかの問題が発生してから対応するという姿勢ではなく、産業界や有識者、行

政などの関係主体が、それぞれの立場から検討の場に参画し、常に状況を注視し続けると

いう姿勢が求められる。したがって、今後も引き続き、そのような場や機会を準備・設定

していくことが重要であるものと考えられる。  
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