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米国労働安全衛生局（OSHA）のプロセス安全マネジメント（PSM）

導入当初時の各企業から出された課題などを受け、より効果的にPSMを

実施し、その有効性を監視する仕組みの構築と運用を目的に、米国化学

工学会化学プロセス安全センター（AIChE/CCPS）により、リスクに基づき

策定されたRBPSガイドラインの完訳。PSMは産業の持続的発展に

不可欠な要素であり、こと化学産業においては、技術そのものである。

日本が、PSM、技術、安全スコアにおいても、世界をリードするようになる

ためにも必携の書。

組見本

概　　　要

プロセス安全の実践と正規の安全マネジメントシステムの導入が，長年にわたりい
くつもの企業で実施されてきた．プロセス安全マネジメント（PSM）が，重大事故
発生リスクの大幅な削減とプロセス産業の安全性向上に大きく寄与することが広く認
識されているにもかかわらず，多くの組織は，不十分なマネジメントシステム性能，
資源不足，進まないプロセス安全結果に対して批判されてきた．そこで化学プロセス
安全センター（CCPS）は，優れた PSMと継続的な改善を，産業界にくまなく浸透
させるために，次世代の PSMのための枠組みとして，“リスクに基づくプロセス安
全（risk-based process safety：RBPS）”を作成した．

RBPS ガイドラインの目的
“RBPSガイドライン”の目的は，プロセス安全の専門家が，より効果的な PSMシ
ステムを構築し，運用するのに役立つであろうツールを提供することにある．この
“ガイドライン”は，（1） PSMシステムの設計，（2） 不備のあるシステムの修正，
（3） PSMの継続的な改善に関するガイダンスを提供する．
プロセス安全のためのこの新しい枠組みは，1990年代初めに CCPSによって出版

された独創的アイデアをもとにしている．すなわち，長年にわたり学んだ産業界の教
訓を統合すること，マネジメントシステムの基本原理である PDCA（Plan，Do，
Check，Act）を適用し，それらをプロセスまたは操業のライフサイクル全体にわたっ
て，たとえ相対的に危険度の低い活動を含むものであっても，すべての組織に有益に
なるであろう方法で，構成することである．RBPSが最も効果的に機能するために
は，企業は RBPSの実行を，他のマネジメントシステムの要素と正しく融合させる必
要があり，そうすることで製造業務，安全，健康，および環境の管理業務，保安業
務，および関連する技術分野やビジネス分野の業務と総体的に整合することが可能と
なる．
“RBPSガイドライン”は，遵守義務でも処方箋でもない．また，プロセス安全規
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管理に携わる関係者に近いところにおくのが望ましい．その方が，彼らとの議論を深
めるのに有利だからである．
会社は，事故の被害と事故発生の頻度の両面を考慮して，次の三つの中から，どの

事故評価プロセスを取るのが適切かを判断することになる．（1） 法に基づいて正式な
調査を実施する（根本原因解析：RCA），（2） 正式な調査から少しレベルを落として
実施する（簡易的原因解析：ACA＊1），（3） 事故データの傾向（トレンド）をみる程
度．即時に事故調査は実施しない．図 19.2に，この三つの事故分析のレベルの相互
関係を示す．

19.1.4　誰が行うのか？
一般的には，事故調査の正式な訓練を修了した人，または RCA技術をもつ人が事
故調査を実施し，また事故調査チームのリーダーとなる．事故の損害やリスクが大き
い場合は，事故調査のために，多くの分野から専門家を集めてチームを編成するのが
よい．事故の被害やリスクが小さい場合は，1人だけまたは 2人の調査チームで十分
なこともある．調査チームには，全社員あげて協力を惜しまないこと．重篤な人身事
故や法的規制の変更の可能性があるような重大な事故の場合には，法務部門が調査全

＊1　簡易的原因解析（apparent cause analysis：ACA）とは，もともと，米国エネルギー省によって
定義されたものである．図 19.2に示す各分析のレベルを表すのによく使われる用語としては，レベル
I，レベル II解析とか，簡易解析（basic analysis），詳細解析（detailed analysis）というものもある3）．

図 19.2　事故調査分析のレベル
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体の管理を担うことが多い．調査チームには，メディアへの広報や他の外部の機関と
の連絡のため，会社の広報グループを参画させるとよい（詳細は，7章参照）．

19.1.5　期待される業務の成果は何か？
事故調査システムからえられるおもな成果物は，次のとおりである．（1） 即時調査

の対象とはならない事故（傾向把握のみの事故）も含めて，記録に残された事故につ
いての基本的なデータ．（2） ACAと RCAの解析報告書．（3） 調査対象となった各
事象の原因の究明．（4） 類似事故のリスク低減に繋がるリコメンド（事故から学んだ
教訓とその実践のための行動課題）．調査の過程でえられた結果は，標準的な事故報
告様式を使って，文書に残す必要がある．その他の成果物としては，最新の事故要約
リスト，行動課題の進捗状況の要約，事故の特徴，原因，事故からえられたリコメン
ドなどに関する傾向データがある．事故調査の再検証や事故調査で集められたデータ
は，少なくとも行動課題や学んだ教訓が実行に移され，そのことがみなで共有化され
るまで保管するのがふつうであり，その保管期間は，社内規定や法的規制によって定
められた保管期間より長くなるのが一般的である．
“事故調査”の検討でえられた結果は，関連する他のエレメントのパフォーマンス
改善を促進するのに役立てなければならない．一つの事故について，その根本原因に
狙いを定めてリコメンドを出した場合，それによって，他の RBPSエレメントでも，
何らかの変更が必要になるのがふつうである．

19.1.6　どのようにして行われるか？
企業は，事故調査の方法を選定して，事故調査要領の中に記述している．事故が起

こったときには，その要領に従って事故を分類し，調査し，傾向分析が行われる．関
係者からの聞き取り記録，資料や電子媒体の記録，証拠品の分析，状況の観察，写
真，ビデオなど，各種データが集められる．それに基づいて，事故の直接原因と根本
原因が特定され，リコメンドがまとめられる．事故情報データベースは定期的に分析
され，正式な調査の対象とすべき案件，すなわちリスクが大きくかつ繰返し起こって
いる事故の兆候を把握するのに活用されている．そのような案件が特定されたら，こ
れらの兆候からその根本原因を明らかにするために，分析が行われる．

19.2　鍵となる原則と本質的な特徴   

“事故調査”エレメントは，危険性の高い化学物質を製造，貯蔵，使用する事業所
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変 更 管 理

15.1　エレメントの概要   

設備のライフを通じてプロセスへの変更を管理することは，リスクに基づくプロセ
ス安全（RBPS）のピラーの一つである“リスクを管理する”を構成する九つのエレ
メントのうちの一つである．本章では （1） 変更状態の認識，（2） ハザードの評価，

変更管理（management of change：MOC）はプラントや企業において，分刻みの
プロセスリスクアセスメントおよびマネジメントシステムとよばれている．“MOC”
（あるいはその欠如）の重要性が明らかになった最も大きな事例は，英国のフリックス
ボローの事故である．この一大転機となった事故は，シクロヘキサンの酸化反応器間の
配管の一時的な変更に伴い発生した．1974 年 3 月，フリックスボローの工場におい
て，直列に配置された六つの反応器のうち 5番目のものが撤去されたとき，生産を継
続するため，一時的にバイパスラインが設置された．1974 年 6月 1日，これとは関係
のない別の修繕を終え，プラントを再稼働している間，そのバイパスが崩壊し，シクロ
ヘキサンを大量に含んだ約 6万ポンド（約 30トン）の高温のプロセス物質が放出され
た．その蒸気の塊は爆発し，トリニトロトルエン（TNT）火薬 15トン分のエネルギー
が放出された．この爆発によって，プラントは完全に破壊され，近隣の家屋や会社に損
壊を与え，死者 28人，負傷者 89人を出した．
この一時的な変更は，ベローズを備えた大きな配管の設計方法を知らない人々によっ
て行われた．この配管変更に伴う設計業務は，大口径で，高圧の配管システムの設計と
いうよりは配管フィッティングの感覚で行われた．公式の報告書の中で述べられている
ように，“……彼らは，知らないということを知らなかった”．効果的な“MOC”シス
テムがあったならば，変更が実施される前に設計の欠陥を発見し，そして災害を防止で
きたことだろう．
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I.　プロセス安全を誓う

リスクに基づくプロセス安全（RBPS）は，4本のピラー，（1） プロセス安全を誓う，
（2） ハザードとリスクを理解する，（3） リスクを管理する，（4） 経験から学ぶ，から
構成される．事業所は，プロセス安全を誓うために以下の事項に取り組まなければな
らない．

 ● プロセス安全を取り巻く文化を成長させ，支える
 ● 規格，標準，規則，および法律を認識し，理解し，準拠する
 ● 組織的な能力を確立し，継続的に強化する
 ● 従業員，契約企業，および隣人を含むすべての利害関係者からの意見を求

め，相談する
このピラーは，五つの RBPSエレメントによって支えられている．エレメント（そ

れぞれの柱）の名前は，RBPSガイドライン全体を通して“略称”とともに使われ，
以下のとおりである．

 ● プロセス安全文化　　　　　“安全文化” 3章
 ● 規範の遵守　　　　　　　　“規範遵守” 4章
 ● プロセス安全能力　　　　　“安全能力” 5章
 ● 従業員の参画　　　　　　　“参画” 6章
 ● 利害関係者との良好な関係　“良好な関係”　　　7章
これらの各エレメントのマネジメントシステムは，作業員が関与するプロセスに伴

うリスクに対する企業の最新の理解に基づいていなければならない．さらに，従業
員，プロセス，設備，または取扱い物質（経営資源の提供）の変化の速度は，事業所
や企業内のプロセス安全文化に加えて，各 RBPSエレメントを適切に実装するために
必要となるマネジメントシステムの対象範囲や適応性にも影響する．

2章では，プロセス安全マネジメント（PSM）システムの作成，是正，および改良
に対して，事業所における経営資源要求，およびプロセス安全文化の認識による調整
を考慮したうえで，リスクの理解を一般的に適用する方法について論じた．3～7章
では，プロセス安全を誓い，献身し，断固として成し遂げようとすることに対する適
切なレベルを確立し，それを維持するための取組みを支援するマネジメントシステム
の開発に特有な検討事項の範囲を説明する．各章には，（1） パフォーマンスと効率の
向上，（2） 主要なメトリクスの追跡，（3） 定期的な結果のレビュー，およびプロセス
安全を誓い，献身し，断固として成し遂げることをサポートするマネジメントシステ
ムに必要な改善を特定するためのアイデアも含まれている．




