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本日お話する内容

1. チェックポイント事業の背景

2. チェックポイントとは？

3. 事業概要

3-1 チェックポイントの抽出

3-2 チェックポイントの活用を支援するソフトの開発

4. 想定される活用例

5. 対象事故事例の紹介
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チェックポイント事業の背景

• 類似の高圧ガス事故が繰り返し起きる傾向にある

＝過去の事故事例の教訓が活かされていない

原因：

• 事故事例資料が長大で読まれないことが多い

• 「よその会社の話は別」という意識

• 事故事例集を「現場で使いやすい形式」で提供する工夫が必要

使いやすい形＝安全上の注意事項（チェックポイント）
を現場ユーザーが検索・活用し易くする

平成27年度石油精製業保安対策事業
（高圧ガスの危険性評価のための調査研究）

報告書：http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000079.pdf
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チェックポイントとは？

• 実際に起きた事故を分析して抽出 => 過去事例の教訓化

• ある程度一般化 => 「よその会社の話は別」と思わせない

27年度事業（実績）：
10事例、約800CP

28年度事業（見込み）：
12事例、1000CP

安全上の注意事項について「・・・はできていますか？」
と問いかけるもの

＜抜粋＞
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チェックポイント事業、2つの構成要素

• 事故事例データベース「RISCAD」を使用
• 経験豊富なシニア技術者によるチェックポイント抽出

1) 事故事例資料からチェックポイントを抽出

2) 現場でチェックポイントを活用するユーザー
の作業*を支援するソフトウェアの開発

現場監督者によるチェックポイントの検索と作業者への提
供、作業員によるチェック、チェック結果を監督者と共有など

＊
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事故事例データベース
：リレーショナル化学災害データベース（RISCAD）

• 事故を時系列で整理し、原因を抽出、対策を検討
する「事故分析手法PFA®」を開発

https://riscad.aist-riss.jp/ 
・化学災害に 適化
・約6,000事例収録
・年間約40,000アクセス
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RISCADの事故進展フロー図から
チェックポイントを抽出
技術者等を含み立場の異なる複数人で事故進展フロー作成

事故分析手法PFAⓇの事故進展フロー図
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プラント現場経験豊富なシニア技術者によるCPの抽出

検討会

• プラント立ち上げ等を経験してきた経験豊富なシニア技術者13名か
らなる「検討会」を組織

• 事故進展フロー図をもとにディスカッションし、チェックポイントを抽出

– 27年度事業（実績）：10事例、約800CP
– 28年度事業（見込み）：12事例、1000CP

• 危険を理解し安全を管理してきたシニア技術者の高齢化の問題

• 世代交代でシニア技術者の知識・経験・知恵が伝承されない問題

• 本事業は彼らの知識・経験・知恵を保存し伝承するという意味も
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現場でチェックポイントを活用する一連の作業を
支援するソフトウェアの開発

メイン画面

チェックポイント 

結果ラジオボタン 

チェック結果保存ボタン 

チェック結果名テキストボックス 

事例リンク 

チェックポイント名 

上司がチェックポイントを選ぶソフト（PC）
部下がチェックポイントに記入
するソフト（タブレット端末）

• 検索キーワード等によって、上司が部下に伝える
べき一連のチェックポイントを探すのを支援

• 上司によって選択されたチェックポイントをタブ
レット端末に送信。

• 部下はタブレット端末を見ながらチェックポイント
を確認。チェック結果を返信

CPを
送信

結果を
返信

情報
共有

そのチェックポイント抽出
のもとになった事故事例

（RISCAD）にリンク

そのチェックポイント抽出
のもとになった事故事例

（RISCAD）にリンク
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想定される活用例（企業ヒアリング実施済み）

活用場面 使い方

非定常作業の実施時 1ヶ月前といった計画段階でチェックポイントを作成
し、安全に抜けがないか確認・対応。2-3日前と
いった直前に 終チェック

緊急時の現場監督者支援 緊急時はパニックになりがち。緊急時に留意すべ
きポイントを事前にリスト化しておき、実際の緊急
時にはチェックリストを参照しながら確実に対処

作業手順書の作成時 安全確保の面で抜けがないかチェック。過去の事
故に学び、同様の事故を起こさないような手順書を
作成

企業ヒアリング：
2016年2月：川崎地区1事業所、千葉地区4事業所、水島地区1事業所
2016年7月：千葉地区1事業所
今年度も2月にヒアリング実施予定

様々な場面・用途で活用可能。企業からの期待も大
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対象事故事例の紹介と、
化学災害事例分析例
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現場作業が原因となった重大な爆発・火災事故から10事例を選定
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発災年 事故名称 抽出CP数

1973年 ポリプロピレン製造工場で爆発（千葉） 72
1992年 水素還元プロセス中に爆発（神奈川） 64
2005年 オレフィン製品製造工場で爆発（米国） 80
2009年 三フッ化窒素製造プラントで爆発（山口） 100
2010年 ポリフッ化ビニルスラリー貯蔵タンクの爆発（米国） 95
2011年 塩化ビニルモノマ製造施設で爆発（山口） 39
2012年 レゾルシンプラントが爆発（山口） 80
2012年 アクリル酸製造施設で爆発（兵庫） 106
2014年 高純度多結晶シリコン製造プラントで爆発（三重） 85
- 運転データを分析した事例（千葉） 70

平成23年11月から1年の内に石油化学プラントで発生した重大事故3件
を含み事故事例を選定。運転トラブルの改善事例からも抽出を試みた。



化学災害事例分析例

• レゾルシン製造施設爆発火災事故

• 発生年月日：2012年4月22日(日) 2:15頃
• 場所：山口県玖珂郡和木町

• 被害：死者1名（従業員），重傷2名（従業員），
軽傷23名（従業員5名，協力会社社員2名，

近隣工場協力会社社員2名
近隣居住者14名）

当該施設酸化反応器破裂，火災によるプラントの
甚大な損壊
その他のプラントおよび機器の爆風，飛来物，
火災による損壊・延焼（15プラント）
近隣工業施設の爆風，飛来物による一部損傷
近隣家屋の窓ガラス，ドア，シャッター等の
爆風，飛来物による損傷（999件）
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化学災害事例分析例

概要：

化学工場で蒸気発生プラントの不具合により蒸気の供給が停止し、レゾ
ルシン製造プラントの緊急停止作業中に爆発，火災が起きた。

火災は約15時間後に鎮圧され，約36時間後に鎮火したが，爆発によって
飛散した反応器の破片により，同工場内の約300mの範囲の製造設備(15
プラント)および動力プラントの配管ラックで損傷や延焼が発生し，ガラス，
スレートなども損傷した。近隣住宅の窓ガラス，ドア，シャッターなどの破損
が999軒発生した。工場内で従業員1名が死亡，2名が重傷を負い，従業
員および協力会社社員計7名が負傷，近隣居住者と近隣工場で16名が負
傷した。

会社の調べでは，緊急停止による酸化反応器の温度下降が低いと運転
者が誤判断し，インターロックを解除して緊急冷却水による冷却から，通
常の運転停止時の循環冷却水による冷却に切り替えた際に液循環のた
めに導入されていた窒素が自動で停止した。冷却用コイルが酸化反応器
上部には設置されていなかったために酸化反応器上部で中間体のジヒド
ロキシパーオキサイドの分解，発熱が起こり，温度，圧力が上昇して破裂
し，爆発に至った可能性がある。
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化学災害事例分析例

（平成26年度事故防止対策事業報告書より）

背景：

• 天候：曇り？，気温：14.7℃，風：北東1.6m/s

• 当該工場は1980年操業開始，1999年に酸化反応器など
を新設，生産能力7,600t/年であった。

• 酸化反応器は2011年3月に仕込み量を101tから121tに
変更しているが，その際に設備の変更はなかった。

• 主工程は酸化工程，再酸化工程，クリベージ工程，精製
工程からなる。



化学災害事例分析例

（平成26年度事故防止対策事業報告書より）

背景：
酸化工程は，温度96℃，圧力520kPa，約40時間のバッ

チ処理でメタジイソプロピルベンゼン(m-DIPB)の空気酸化
により中間体のモノヒドロキシパーオキサイド(MHP)からジ
ヒドロキシパーオキサイド(DHP)を生成する。

その後は連続処理で，副生物の再酸化工程，さらにDHP
の酸触媒クリベージ反応により，レゾルシンを製造している。

なお，酸化工程の目的生成物は，DHPであるが，ヒドロキ
シハイドロパーオキサイド(HHP)を含むハイドロパーオキサ
イド(HPO:副生成する過酸化物の総称)を副生する。



化学災害事例分析例

（平成26年度事故防止対策事業報告書より）

背景：
• 酸化反応器の仕様は，材質SUS304L(クラッド)，内径約

5.2m，TL(正接線間)長12m，内容量288立方m，設計温
度125℃，設計圧力0.8MPa, コイル伝面80平方mで，酸
化用空気は，反応器下部より供給することで撹拌を兼ね
ている。

• 温度制御は，冷却コイル付近の制御用温度計が目標温
度となるように冷却コイル入口の循環水温度で制御して
いた。



化学災害事例分析例

酸化反応器の概要

M社レゾルシン製造施設事故調査委員会報告書より引用
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原因事象：
この事故事例では10
種類の「原因事象」

がある

新しい原因事象が出
てくるたびに、対応す
る「備考」を紹介する

備考：

「原因事象」に対して
コメントを付け加えて

いる
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化学災害事例分析例

恒久的対応策(RISCAD提案)：

 安全文化：異常時の状況の判断などを上司や周囲
に相談する文化を醸成する

 設備設計：緊急時に重要な役割を果たす窒素供給
に対して停止時の表示やアラームを設置する

 変更管理:仕込み量変更などの際に変更前とは異な
る監視項目を検討し，運転員に伝える

 設備設計:酸化反応器の上下の温度差に対するア
ラームを設置する

 安全教育:酸化反応器の状態を一部分の温度，圧力
で判断しないことを教育する
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化学災害事例分析例
教訓：
・判断の前に思いを発信

思い込みで判断をすると事故につながる。行動する前に判
断を周囲に伝えて情報を共有する必要があり，それを補う
仕組みも大切である。

・インターロックは安易に解除するな
インターロックを解除する操作は，大きな危険を伴う操作で
ある。だからこそ，安易に解除できないようにする設備の工
夫や手続きなどの多重防護が必要である。

・変更はみんなが知ってる？
設備や条件の変更によって管理すべきことも変わる。仕込
み量の増加によって，温度計測の位置や監視の方法を変
える必要があるかどうかを検討し，情報共有し，伝承する必
要がある。
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• 事業概要と事故進展フロー図の見方について
説明した

• チェックポイントの具体的な抽出方法や、業務
フローの中のどういう場面でチェックポイントを
使うかについては竹内主査から説明

• チェックポイントの検索システム（ソフトウェア
のVer.1）の使い方、Ver.2への展開について
は鈴井から説明
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ご静聴ありがとうございました

ご意見、ご質問は
ryoji-makino@aist.go.jp

までお願いいたします
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参考資料
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リレーショナル化学災害データベース
(RISCAD)の紹介



RISCADの紹介

• リレーショナル化学災害データベース
Relational Information System for 
Chemical Accidents Database

• 国立研究開発法人産業技術総合研究所で公開

している化学災害を中心とするデータベース

• 2002年から無料で公開

• 登録件数6,756件，期間1949-2016/3まで
毎年250件程度の事例，20件程度の分析例を 追加
年間アクセス数 約40,000件



RISCADの紹介

•リレーショナル化学災害データベースの目標

→ユーザが過去の事故と同様の事故を起こさないこと

・検索項目のキーワードを階層化（工程，装置，物質など) 
するなど，過去の事例と類似のする事故を検索しやすい

よう，検索結果の幅を広げる

・付帯情報のリンク：文字だけでなく画像情報あり
→装置図，化学式，プロセスフローなど

・化学物質の危険性情報：混合危険の情報
・事故進展フロー図



RISCADの紹介



RISCADの紹介



RISCADの紹介



RISCADの紹介



RISCADの紹介



事故分析手法PFAの紹介



事故分析手法PFAの紹介

• 事故に学ぶ
→過去の事例を調べ，再発防止策，安全対策を知ること

しかし，十分な情報が得られることは少ない

• 事例を網羅的に収集して，統計的に分析
危険な工程，装置，原因をランキング
順位の高いものから対策を取る →一つの活用例

• 少ない事例を詳細に解析する
原因を分析し，教訓を得る



PFA : Progress Flow Analysis

• 事故を時系列で整理して，理解し易く図示，
各事象に原因が潜んでいないかを検討

事故調査報告書に記載された原因
分析された推定原因(背景要因，根本原因)

• 原因から，再発防止対策，安全対策 を抽出
→ 普遍化したものが教訓

• グループディスカッションが重要

• 商標登録「事故分析手法PFA」，第5580785号(2013)

事故分析手法PFA®の紹介



事故概要

事故進展フロー(事象)

備考

推定原因

推定原因

恒久的対応策

教訓



原因体系化モデル



グループによる議論の効果

1) グループ内で事故の情報を知識として共有全員
が事故調査報告書読まなくても議論可能

2) 事故の進展の見落としを補完し，違った視点で
原因を抽出→より多く学ぶ

3) 原因の抽出や恒久的対応策について，他の参加
者の知識や経験を共有→安全教育，技術伝承
の効果

4) 皆で原因を見つけ出そうという意識，組織全体の
安全意識の向上

事故分析手法PFAの紹介


