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［要約］  

 製造産業分野の安全確保に向けた取組方法としては、規制サイドが基本理念を要求する

一方、民間サイドが必要な技術基準や規格の整備を図り、企業のインセンティブに基づく

企業のイニシアティブの発揮が望まれている。  

 本報告書は、我が国における製造産業分野の安全に関する制度的な検討を見据えた調査



研究として、業種を越えて共通化すべき問題点や課題を整理し、望ましい方向性や課題に

ついて、とりまとめたものである。  

 具体的には、まず、製紙、化学、セメント、鉄鋼、アルミの五業種を対象とした検討会

を開催し、当該業種の産業安全に係る実態及び問題点・課題等に関して必要な情報収集や

意見交換を行った。その結果、産業安全確保に向けた取組の視点として、「ボトムアップ的

な要素（現場主導の取組）」、「トップダウン的な要素（経営主導の取組）」、「現場と経営を

つなぐ仕組み（安全管理システム等）」の三点が重要であることが判明した。  

 次に、欧米と比較する形で、産業安全に関する規格類の現状と動向について整理した。

その結果、現在のグローバルスタンダードの傾向としては、安全に係る捉え方の観点が、

“場所（「オンサイト」から「オフサイト」へ）”、“対象（「安全」のみから「安全＋環境＋

品質」へ）”、“時間軸（「後追い型」から「先取り型」へ）”のそれぞれについて、広がりを

見せていることが判明した。  

 最後に、今後の安全確保方策として望まれる事項の観点出しを行い、大きく、統合的な

対応が必要なこと、及び、第三者機関の活用が求められる状況にあることの二点について、

内容を整理してとりまとめた。  

 

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。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。  

 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、欧米では、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

の安全に関する方向性や検討課題、優先順位などを、主に法制度的な観点を中心に検討



していくことを目的とする。  

 

2. 調査研究体制  

 本調査研究を進めるにあたり、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」

を開催し、必要に応じて情報収集及び意見交換を図りながら検討を進めた。製紙、化学、

セメント、鉄鋼、アルミの五業種を対象として、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。  

 

3. 調査研究項目・スケジュール  

 計 3 回の検討会を開催し、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整理を中心に、内容を精査した。  

 

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  

製紙  

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。  

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。  

□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

への教育が課題である。一方、高年齢者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

事故はあまり発生していない現状にある。  

 

化学  

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。  

□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。 

 

セメント  

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ため、原料

の性状に不安定な面がある。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。  

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。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。  

□高年齢者の事故件数が多い傾向を示している。  

□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、

産業事故はあまり発生していない現状にある。  

 

鉄鋼  

ハード面  

□鉄鋼業の特徴として、代表的な装置産業、膨大なエネルギーを使用、多種多様

な生産工程・作業工程を保有といった要素があり、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。  

□近年、CO 中毒による死亡災害が多発している。日本鉄鋼連盟では、CO 中毒防



止に関する自主点検を実施し、警報機の設置など必要な対策を求めている。  

□原料ヤード稼動機での事故も目立つ。  

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。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。  

 

アルミ  

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。  

□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。  

□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。  

□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る。両者を

完全に分離して、オペレータは通常運転にのみ従事するという考え方がある一

方、オペレータが各自の持ち場や使用機器類に関して広く深い知識を育み、各



自のノウハウを武器に安全を担保していくという考え方の双方がある。メンテ

ナンス要因が減少傾向にある中、敢えて後者の手法で対応している企業もある。 

 

1.2 共通化すべき問題点や課題  

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。  

 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、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。  

 

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。  

 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。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。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、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

していくとの姿勢が重要である。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。  

 

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。  

 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が有効である。

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。  

 

1.3 まとめ  

必要な観点  具体的な検討項目  
ボトムアップ的な要素  情報収集・情報共有  
 教育・技術伝承  
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  
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  

 

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  

 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

としては、下表の通り、 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。  

 

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 



2.2 我が国における規格類の現状及び動向  

 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、下表の通り、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。 

 

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 

 

2.3 まとめ  

“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。  

 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。  

 

“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。  

 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。  

 

“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。  

 

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  

オンサイトでの統合的な対応の必要性  

 組織内での安全活動について現状では、現場と経営をつなぐ仕組みの部分に混乱が

見られる。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、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。  

 このような製造業の現状や、「属人的な安全」から「システム的な安全」へという潮

流を踏まえると、マネジメントシステムを構築していくことが求められる。その際、

個々のセクションごとに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効率的である。今後、そうした

方法を採用し、様々な管理活動や事業活動全体の統合化を図っていくことが望まれる。 

 

オフサイトへの統合的な対応の必要性  

 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。  

 

3.2 第三者機関の活用について  

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、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。  

 

市場インセンティブを活用する視点  

 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。“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。  

 ただし、現時点では、“環境は儲かる”という発想の下に、環境因子に基づく企業の

格付評価制度や資金調達支援制度は数多く存在し、その動きは防災分野にまで広がっ

てきているが、“安全は儲かる”という発想の下に、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。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、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安全性と信頼



性を達成することを目的に、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、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。  

 

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方法であり、現在のグローバルスタンダードとなりつつある。  

 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。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り、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。  

 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必要があるが、

その際、安全性能評価の考え方も踏まえ、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。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

機関の確立も必須となるが、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、必要な叡智を結集していく

ことも検討に値する。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、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求められる。  



事故調査体制を整備する視点  

 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。  

 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。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。  

 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、事故原因等の真相究明を行い、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。  

 

3.3 今後の課題  

 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。今後も引き続き、そのような場を設定していくことが重要である。  

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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