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研究成果の概要： 
 化学プラントの生産業務の分析を行い，アクティビティモデルとして整理するとともに，プ
ロセス安全管理のあるべき姿をフレームワークとして提案した．事故事例情報を表現するハザ
ードシナリオグラフを提案し，ハザード伝播構造の検索と解析を支援するシステムを開発した．
その他，プラント設計情報を活用したアラーム設計方法，配管の外面腐食検査支援法を提案し，
最後に化学プロセス操業現場における労働安全衛生活動に関する今後の課題をまとめた． 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 3,000,000 円 900,000 円 3,900,000 円 

2008 年度 2,300,000 円 690,000 円 2,990,000 円 

総 計 5,300,000 円 1,590,000 円 6,890,000 円 

 
研究分野：システム安全工学 
科研費の分科・細目：社会・安全システム科学 社会システム工学・安全システム 
キーワード：アクティビティモデル，アラーム設計，化学プラント，事故事例情報， 
      設計論理情報，プロセス安全管理，プロセスハザード解析，労働安全衛生 
 
１．研究開始当初の背景 
(1)プラント操業現場の安全管理問題 
①一般に化学プロセスでは，全体の 80％の安 

全は設計段階での論理的解析に基づいて
実現されると言われるが，残り 20％は現場
の経験的な安全管理活動に依存している． 

②事故原因の中には，何故それがハザードと
なり得ることに気付かなかったのかとい
うようなリスク管理のあり方の問題に起
因した事故が意外にも多い． 

③通常，プラント操業現場の安全管理担当者
はマニュアル（ルール）を作り，それを遵
守させていれば，事故は起こり得ないと考
えているが，ハザードの存在を知らされて
いない場合，現場にとっては想定外の異常
であり，マニュアルも準備されておらず，
いざという時，対応することができない．

また，マニュアルは存在していても，その
異常事態への対応策の論理的な根拠（理
由）を理解できていない場合，現場の状況
に対して誤判断，誤操作を行い，重大な事
故・災害発生に至ってしまう可能性がある． 

(2)実際のプラント操業環境とリスクマネジ
メントシステムの乖離，事故事例情報の公開 
①製造現場で事故が多発したのを受け，各省

庁における法規制が改正されるとともに，
企業には自主保安をベースとした，より具
体的で体系化された安全管理体制（マネジ
メントシステム）の構築（仕組み作り）が
必須義務とされているが，多くの企業が論
理的で体系化された安全管理を実施でき
る体制とはなっておらず，実際の現場では，
どこまでやれば安全が保証されるのか？
という課題を抱えている．また，行政側も
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何をどのようにチェックすれば，実効性の
ある監査を行うことができるのかについ
て，企業の安全文化，コンプライアンスの
問題等の観点から再検討を始めており，現
場での対応を含めたリスク管理のあり方
の見直しに重点が置かれている． 

②事故事例情報の活用は同様の事故を防ぐ
ための重要な手段であるが，国内では事故
事例情報の積極的な収集と公開には時間
が掛かり，また事故事例を組織的に収集し，
活用する環境を整備する方策は無い．その
ため，熟練技術者の経験的知識に依存して
実施されているプラント操業現場の安全
管理では，不幸にして起こった他での事故
事例も参照することができず，同様の事故
発生を繰り返す結果となっている． 

２．研究の目的 
 本研究では『化学プラント操業現場でのハ
ザード解析方法とリスク管理モデルの開発』
を行う．プラントライフサイクルにわたる安
全管理技術情報と公表されている事故事例
データベースを活用することにより，プラン
ト操業現場での予期せぬ事故・災害発生を防
ぐための方法を検討し，実際のプラント操業
現場で利用することを目的としたリスク管
理情報活用のためのモデルを構築する．如何
に効率良く，漏れなくハザードを発見し，論
理的に対策を実施できるかが決め手となる．  
３．研究の方法 
 図 1 に研究の概要（申請時に作成）を示す
が，企業における現場の安全管理の実状と行
政における対応を分析しながら，各研究分担
者のこれまでの取り組みを発展させる形で
研究を進める． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 研究の概要（申請時記載） 
 
(1)プラントライフサイクルにわたる安全管
理技術情報活用についての検討 
 従来の研究活動で提案したプラントの設
計論理情報の表現方法や活用モデルを基に，
プラント操業現場でのハザードの見逃しを
防ぎ，論理的なリスク低減対策を実施するた
めのリスク管理の体系化を行う．ここではプ
ラント設計段階での安全設計の議論をベー
スに，現場での安全管理のあり方を見直す．

従来，経験的に実施されてきた運転，保全業
務に対して，設計段階で検討されたハザード
解析の論理（意図）を説明できるようにする
ことと，設計論理の見直しにより導かれるプ
ラント操業現場でのハザード解析方法を提
案する．具体的には次の点について検討する． 
①ハザード解析に基づくプロセス設計業務

の体系化（アラーム設計を具体例として） 
②生産（運転，保全）業務の分析とモデル化

（設備管理支援の具体例を含む） 
③プロセス安全管理に関する業務分析とモ

デル化 
(2)事故事例情報を活用したリスク管理（ハ
ザード分析，リスク低減対策等）の体系化 
 事故シナリオの分析を通じて，現場での安
全管理の問題点を整理するとともに，同種の
事故・災害発生防止のための事故事例情報の
活用方法を提案する．具体的には次の点につ
いて検討する． 
①事故事例，ヒヤリハット情報等を参考にし

た実際のプラント操業現場でのハザード
の把握 

②事故発生に関する設計上の問題の把握 
③米国 CSB（U.S. Chemical Safety and Hazard 

Investigation Board），高圧ガス保安協会
等の事故事例データベース（DB）の活用に
関する調査と DB を使用する立場から見た
利用方法の検討 

(3)提案する方法が実務で役に立つかどうか
の検証 
 学会 WG 活動，研究会，委員会等での発表，
講演，意見交換等による企業有識者とのディ
スカッションを通じて，提案手法，モデルの
有用性を検証し，改良を続ける． 
４．研究成果 
 化学プラントのリスク管理のためのモデ
ルを提案するとともに，ハザード解析を支援
するための事故事例情報の活用について検
討した．さらにプラント操業現場におけるア
ラーム設計（管理），設備診断に関する具体
的な技術課題に取り組み，最後に今後の課題
をまとめた．以下，要点をまとめる． 
(1)プラントライフサイクルにわたる安全管
理情報活用を目的として，プラント操業現場
での活動の中心となる生産（運転と保全）業
務の分析を行い，アクティビティモデルとし
て整理した．またプロセス安全管理（PSM：
Process Safety Management）のあるべき姿
を検討し，フレームワークとしてまとめた．
このフレームワークの中で PSM情報収集と共
有化のための業務の流れや変更管理のため
の情報のアップデートと伝達の流れ等を確
認するとともに，体系化された PSM としての
有用性を企業有識者を交えたミーティング
において検証中である．図 2 に PDCA サイク
ルを実現するアクティビティモデル作成の
ためのテンプレートを示す． 
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安全管理システム
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学術的研究（文献調査）
－リスク管理モデル
－異常時シナリオ表現法標準モデル

（言葉の定義）
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図 2 PDCAサイクルを実現するアクティビテ 
  ィモデル作成のためのテンプレート 
 
(2)新規または既存の化学プラントのリスク
アセスメントを実施する際に最も重要とな
るのは潜在するハザードを如何に発見する
かであり，過去に発生した事故事例情報を活
用することは有用である．ハザード伝播構造
をモデル化した HSG（ハザードシナリオグラ
フ）を提案した（図 3に一例）．HSG はプロセ
スプラントのエンジニアリング業務や運
転・保全業務等に関して標準となる知識表現
を定義した ISO 15926 に基づいており，対象
の種別，構造，特性，事象，関係等の定義を
取り込むとともに，物質特性，機器情報，保
全業務等のデータを統一された形式で表現
し，利用することが可能となる．いくつかの
事故事例に対するハザード伝播構造を HSGで
表現するとともに，ハザード解析支援システ
ムを開発し，シナリオ表現方法とハザード伝
播構造検索支援システムの改良を続けた． 

 
図 3 ハザードシナリオグラフの例 
 
(3)独立防御階層の概念を基に設計論理情報
をプラント設計段階で積極的に活用するこ
とで，より安全で信頼性の高いプラント設計
を可能にする．ここでは具体例として，異常
原因とそのシステムへの影響を網羅的に解
析することが可能な HAZOPの解析結果に基づ
いて，アラームロジックを原因系と結果系に
分けて設計する手法を検討した．アラーム設
置の優先基準となるハザードの過酷度や運

転員の許容対応時間等を考慮した設計も可
能になる． 
(4)保温保冷配管の外面腐食検査支援を目的
として，グラフ理論と線形計画法を利用し，
配管の着目する箇所についての断熱材を除去
する前に得られる情報（設計情報，運転情報，
外観等）と事例データベースから外面腐食に
よる最大減肉速度を推参する方法を提案し，
事例データに適用した結果を報告した． 
(5)労働安全衛生の課題として，平成 20 年か
ら平成 24 年を目標年度とした「第 11次労働
災害防止計画」が推進されているが，ここで
は「第 10 次，及び第 11 次労働災害防止計画」
の趣旨を受け，特に化学プロセス産業等の製
造現場における労働安全衛生施策の推進に
ついて概説するとともに，労働安全衛生活動
の取り組みに関する課題をまとめた． 
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