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1. 事業概要 

本事業の目的、実施内容、調査の枠組み等について説明する。 

1.1 事業目的 

自然災害や産業事故に対して確実な対応を行うことは、国民の安全安心を守るために、極

めて重要である。自然災害の激甚化等によるこうした自然災害・産業事故に、より迅速かつ

確実に対応できるよう、危機管理体制の更なる強化が求められている。 
そのためには、経済産業省の保安部局が、組織として平常時から自然災害や産業事故のリ

スクに関する情報を収集・分析し、時代や環境の変化に応じて不断に危機管理体制を見直す

とともに、自然災害・産業事故に対する知見や安全規制に対する知見を深めることなどによ

って、危機対応の能力を高めることが必要である。 
こうした状況を踏まえ、本事業においては、経済産業省の保安部局の危機管理対応の知見

の向上を目的として、①ワークショップの開催によって実践的に危機管理能力を高めると

ともに、②事故リスクに関する情報収集・分析、③危機管理体制見直しのための基礎的な調

査を実施した。 

1.2 実施内容 

本事業では、はじめに近年のリスク要因の変化を特定・類型化し（2 章）、有識者による

講義やディスカッション（3 章）、国内事例分析（4 章）、海外事例分析（5 章）、国際規格

等最新の考え方の分析（6 章）を通じて今後の産業保安施策に対する示唆をとりまとめ、今

後の日本の産業保安行政における施策の方向性とあるべき姿を整理し、提言した（7 章）。

今後の施策のうち、データの活用（8 章）と防災関連技術の活用（9 章）については、それ

ぞれ具体的な調査を実施した。 
2 章では、産業保安に対する近年のリスク要因の変化を特定し、産業保安との関係を整理

して（2.1）、保安行政が抱える課題及び今後の産業保安行政のあり方の素案をとりまとめ

た（2.2）。（仕様書の実施項目「（７）報告書の作成」の中間的な成果に該当） 
3 章では、産業保安グループ職員の危機管理対応の知見の向上を目的として、リスクマネ

ジメント及び危機管理の有識者を招聘してワークショップを企画し（3.1）、今後の産業保

安行政のあり方に大きな影響を及ぼすと見込まれるポイントを中心に講義・ディスカッシ

ョンを行い、今後の産業保安行政への示唆をとりまとめた（3.2～3.3）。（仕様書の実施項

目「（１）危機管理ワークショップの開催」に該当） 
4 章では、リスク要因の変化に伴う産業保安及び緊急時対応における課題を抽出するため、

日本の産業保安規制と関係法令（平常時の規制だけでなく緊急時対応を含む）を整理し（4.1）、
分野別の包括的な事象進展シナリオの作成や事故事例分析に基づく法令や執行体制の課題

（不整合や抜け穴的要素）を抽出し（4.2～4.5）、今後の産業保安行政への示唆をとりまと

めた（4.6）。（仕様書の実施項目「（４）産業保安における具体的なリスクの想定」及び

「（６）安全規制の法体系の整理・分析」の一部に該当） 
5 章では、海外の事故事例から示唆を得ることを目的として、アメリカとドイツを対象に

して産業保安規制と関係法令を整理し（5.1）、事故事例分析を実施し（5.2）、法令や執行
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体制の課題（不整合や抜け穴的要素）を類型化した（5.3）。（仕様書の実施項目「（６）安

全規制の法体系の整理・分析」の一部に該当） 
6 章では、危機管理対応の高度化に資することを目的として、リスクマネジメント及び危

機管理に関する国際規格等を調査し（6.1）、産業保安行政への示唆を分析・整理した（6.2）。
（仕様書の実施項目「（２）産業保安事故に対する危機管理の考え方・アプローチに関する

最新動向の調査」の一部に該当） 
7 章では、3 章から 6 章で得られた示唆を再整理し、これまで産業保安グループが実施し

てきた施策を踏まえて、今後の産業保安行政のあり方に関する具体的な施策案を整理した。

（仕様書の実施項目「（５）産業保安における危機管理機能の体系的検討」に該当） 
8 章では、具体的施策のうち、データ整備に関する検討を実施した。産業保安グループに

おける平常時の優先順位を考慮した産業保安施策の実施や危機発生時の状況の予測に活用

することを目的として、産業保安の危機管理において必要となるデータを特定し（8.1）、基

礎データを GIS（地理情報システム）で整備して（8.2）、公開データに基づき産業保安施設

に対する自然災害に対するリスク分析を試行した（8.3）。また、今後公開・非公開データに

基づくデータ整備を計画的に実施するため、データ整備ロードマップを作成した（8.4）。

（仕様書の実施項目「（３）産業保安の危機管理に必要となるデータの整備、分析」に該当） 
9 章では、事業者における平常時の産業保安の取組の高度化に資することを目的として、

産業保安技術の最新動向を調査し（9.1～9.2）、産業保安行政の各分野における活用を例示

した（9.3）。（仕様書の実施項目「（２）産業保安事故に対する危機管理の考え方・アプロ

ーチに関する最新動向の調査」の一部に該当） 
本報告書の流れを図 1-1 に示す。これらの内容を本報告書としてとりまとめた。（仕様書

の実施項目「（７）報告書の作成」に該当） 
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図 3-2 参加者アンケート 
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3.2 危機管理ワークショップの開催結果 

本節では、各回のワークショップについて、講師による講演及びその後のディスカッショ

ン結果から産業保安に対する示唆を抽出した。 
まず、講演・ディスカッションにおいて言及されたリスク要因の変化と変化に基づく課題

を整理し、その課題に対する対応策を示唆として抽出した。図 3-3 に、講演・ディスカッシ

ョンの結果から示唆を抽出するまでのフロー図の例を示す。なお、講演・ディスカッション

中に課題の指摘はなされたものの対応策まで提示されなかった事項もあるが、それも図に

含めている。また、WS 各回で示された示唆は、3.3 において関連する示唆ごとにとりまと

め、示唆の分類として示した。 
ワークショップ参加者のアンケートより、示唆に関連する産業保安行政の改善点や今後

の検討課題を抜粋した。この結果は 7 章（7.2）において、施策案を具体化する際に活用し

た。 
 

 

図 3-3 示唆の抽出フロー（例） 
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3.2.1 産業保安行政概論（第 1 回 WS） 

 講演・ディスカッションから得られる産業保安危機管理への示唆 

講演・ディスカッションより得られる産業保安危機管理への示唆を抽出したワークフロ

ーを図 3-4 に示す。 
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 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 ヒヤリ・ハット事例を成功事例として捉えるなどの考え方の変化が必要。 
 事故報告の体系的な収集とデータベース化並びにディープラーニング等を用い

た事故原因等の分析を行うべき。 
 中小レベルでの保安力の向上に向けて、どのように展開していくか、保安へのコ

ストをどこまで求めるかといったその仕組みを検討すべき。 
 近年企業の法令順守等のコンプライアンス意識は高くなっているが、企業にお

ける保安への投資が日本では不足しているため、企業が保安への投資を積極的

に行えるようなメリットを創出する政策検討が必要。 
 激甚災害を想定したハード面への対策を促進した企業の評価が高まるような仕

組みづくりが必要。 

 今後の検討課題 

 経営層の安全理念、役割、保安力の向上のためのインセンティブを引き出す制度

設計とはどのようなものか。 
 保安意識の向上のための中小企業向けのアプローチ方法とは何か。 
 危険への感性は個々人によりバラツキがあるため、具体的にどのような点に気

をつけて危機に対する教育を行うべきか。 
 経営層から現場への一方的な指示による現場の反発があるなど、経営層と現場

との安全意識の乖離をどう改善するか。 
 事故の起きていない現場作業員に対し危険（リスク）への関心、危険（リスク）

意識の定着を図る有効な手段とはどのようなものがあるか。 
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図 3-6 第 2 回ワークショップにおける示唆の抽出（畑山講師） 

 
 



 

18 

 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 様々なシチュエーションを考慮して予測・予防を検討するために、専門家や知識

のある人など、できるだけ多くの人で話し合う必要がある。 
 国や企業が発信する情報が国民にどう受け止められるのかよく考える必要があ

る。例えば、プレス発表等においては、見通しなのか、期待なのか、目標なのか

を明確して情報提供すべき。 
 省内の災害対応担当が変わった際に、後代の人が対応に関する反省をしっかり

読み、自分のものにしないといけない。ただ、自身が経験しないと反省を活かす

のはなかなか難しい。 
 非常時の情報は、発信しないより不確実であっても発信した方が良いことから、

行政官は、不確実な情報を発信することに不得手で抵抗があることを認識して

おくべき。 
 混乱した緊急時にも活用できるような、時間的な変化や履歴、他のデータとの比

較等が可能となるような、ある空間断面における状況を鳥瞰できるシステムを

整備すべき。 

 今後の検討課題 

 防災意識の向上については一人ひとりに訴えていく必要があるとのことだが、

際限がない。現実的に、どのように防災意識を向上させるべきか。 
 オープンデータは、緊急時におけるアクセス集中やセキュリティ面での課題な

どがあることから、利用者側を制限し、その制限の範囲で許容される精度、鮮度

を高める運用とするために具体的な制限範囲を検討する。 
 リスク対策として、鉄道会社が行うようになった計画運休は、適切な予測による

妥当な予防措置か。産業分野においても、適切な予測に基づく工場の休止による

予防措置を行うべきか。 
 災害時の SNS 分析やビッグデータ解析を産業保安分野においてどのように活用

できるか。 
 産業保安分野における情報の鮮度と精度の兼ね合い（決断）を見極める能力は、

経験することでしか得られないのか。他にいかにして身に付けることができる

か。 
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3.2.3 新しい産業技術、プレーヤーの登場による変化と対応における課題（第 3 回 WS） 

 講演・ディスカッションから得られる産業保安危機管理への示唆 

 

図 3-7 第 3 回ワークショップにおける示唆の抽出（岸本講師）  
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図 3-8 第 3 回ワークショップにおける示唆の抽出（野口講師） 
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 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 リスクアセスメントの実施を目的化するのを防ぐべき。 
 社会変化等の状況を踏まえた定期的な産業保安に対するリスクの見直しの実施。 
 事故防止、未然防止を図るために、「リスクやハザードとは何か」という根本的

問題を整理し検討していくことこそ重要課題である。 
 マネジメントシステムを、現実に適用し機能させるためには、マネジメントシス

テム審査員や内部監査員（CPD を含む）資格を有する者を配置して組織を構築、

システムを浸透させる等、その意義（安全確保に止まらず、例えば精神的・肉体

的負荷の低減や生産性の向上等、事業活動への広範にわたる影響）を理解させる

ことが必要。 
 現場におけるリスクマネジメントは見直し・活用が行われていない印象がある。

現場においてリスクマネジメントを見直してもらうための表現方法や見直し・

周知が容易な仕組みを考える必要がある。 
 「自らに実際に生じたら嫌な事象は何か」という点からリスクマネジメントを

見直し、考える。 

 今後の検討課題 

 事業者は小規模になればなるほどリスクアセスへの取組への認識と対応力や意

欲が下がる傾向に見受けられるので、事業規模等に応じたリスクアセスの事例

等に基づき、各事業者に必要性を理解してもらうにはどうすればよいか。 
 「事後規制（反応的規制）」であれば、端緒に対応した規制強化をすればよいが、

「未然防止（予防的規制）」では規制強化の匙加減が困難である。どのように規

制のあり方を検討すべきか。 
 「対策すべきリスク」と「対策する必要のないリスク（リスクの保持）」につい

て、どのような基準をもって線引きをすべきか。 
 組織トップやマネージャー、ディレクターに対して、未然防止によるマネジメン

トの重要性を理解してもらうためには、どうすればよいか。 
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 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 経営層の保安意識を高めるためにも、経営層に対し、普段からコミュニケーショ

ンをとり、信頼関係を構築することは重要である。 
 行政側も今一度過去の教訓を学ぶ機会を設けることが重要である。 
 サイバーセキュリティ関係では、経営層の役割・責任について求めているところ

もある。各保安法令においても、経営層の役割・責任を基本的な要求事項として

位置付ける工夫を検討してもよいのではないか。 
 過去の事故から数々の事象を振り返り、原因や再発防止対策を知っておくこと

が有益である。事例集（先進事例と事故事例の両方）は手がけた方がよい 
 KHK 等の第三者機関は、時代がデジタル化していく中で、「検査機関×デジタ

ル技術」への迅速な対応が求められる。うまく時代を先読みしながら行政、事業

者、第三者機関それぞれの今後の役割を見据えた制度設計をしていくべき。 
 経営における保安の重要性を意識していない企業もあることを認識して、保安

行政に取り組むべき。 

 今後の検討課題 

 高圧ガス保安法はコンビナートから一般家庭まで幅広く規制していることから

重要な規制法と認識しているが、海外と比較してもあまりにも種々の規制をし

すぎだと考えている。今後の高圧ガス保安法のあり方はどうすべきか。 
 事業者にヒアリングをしていると、「自主保安でやらせてほしい（主に石油精製

系）」、「国で基準を細かく決めてほしい（主に化学系）」と意見が二分化する。

行政の方向性としては、自主保安により、事業者による創意工夫を促し競争力を

上げるというのがフィロソフィーかと思うが、「国で基準を細かく決めてほしい」

という事業者を、自主保安の考えにシフトさせるためにはどうすべきか。 
 民間の自主保安を推進する方法の 1 つとしては、先端技術（AI、BI など）を取

り入れて保安確保に取り組んでいる事業者にはインセンティブを与えることか

と思うが、どのようなインセンティブがよいか。 
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3.2.5 危機管理広報、リスクコミュニケーション（第 5 回 WS） 

 講演・ディスカッションから得られる産業保安危機管理への示唆 

 
 

図 3-10 第 5 回ワークショップにおける示唆の抽出 
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 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 事業者に対する監督指導等での情報提供は、通常業務として経験してきたが、平

常時における地域住民や一般消費者に情報を提供する機会は少ないため、住民

とのコミュニケーションが必要。 
 事案を正しく認識するために情報を収集する仕組みを日頃から構築し、発信に

あたっては、ファクツを誠実に示し、発信する目的・効果を、よく考えて構成す

ることを念頭にクライシス・コミュニケーションを行うべき。 
 当部所管の法令違反等重大な問題が発生した際の危機管理広報についてシュミ

レーションすることが、まずは、はじめの一歩であり、今後、実践していくこと

が重要である。 

 今後の検討課題 

 戦略的な広報が下手であり、リスクコミュニケーションが上手くできていない

ことを認識し、改善できるような仕組みや訓練を検討すべき。 
 これまでの災害において、情報発信が遅く被害が拡大しているのは、事業者と自

治体、関係機関と自治体等の連携が図れていなかったのが原因であると考える

が、どのように対処すべきか。 
 大事故が発生した際の広報について、我々役所の対応（情報収集から広報に至る

まで）が後手に回り、TV 報道やネットニュース、SNS 等による報道が先に出て

しまい、誤った報道が拡散され、役所が事実を広報しても、リカバリー不能な状

況に陥った場合、どのように対応すべきか。役所内だけでなく事業者（民間人）

も交えて討議するとよい。 

 （参考）危機管理対応に対するパブリック・リレーションズの観点からの評価 

職員向けアンケートでは、経済産業省の危機管理対応に対するより具体的な評価を求め

る意見が寄せられた。そこで、講義・ディスカッションで得られた講師の御意見に基づき、

パブリック・リレーションズに関する評価項目を設定した。その際、「リスク学事典」並び

に講師の著書である「パブリック・リレーションズ」より背景となる理論を整理した。その

内容を表 3-2 に示す。 
整理した評価項目に基づいて、産業保安事故対応マニュアル、2019 年台風 15 号における

経済産業省の対応、2011 年東日本大震災における経済産業省（原子力安全・保安院）の対

応について表 3-2 において検証を行った。 
なお、2019 年台風 15 号における経済産業省の対応は、関連する分科会・小委員会・WG

等の資料より引用した。具体的な出所は各コメント末尾に記載した。 
また、2011 年東日本大震災における経済産業省（原子力安全・保安院）の対応は、日本原

子力学会「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会 最終報告書（ドラフト）

説明会 説明資料」より引用した。具体的な出所は各コメント末尾に記載した。 
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図 3-12 第 6 回ワークショップにおける示唆の抽出（松原講師） 
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 アンケート結果に基づく今後の検討課題 

 現状の保安行政の改善点 

 投資や費用の面から保安の取組を評価することは、経営に対する切り口として

効果がある。 
 行政が良い事例や不適切な事例を事例集として公表することで、投資家がそれ

を参考に投資判断をするようになれば、企業は自主的に保安に取り組むように

なる。投資家は、保安・安全の取組を見て投資を行うようになっている現状から、

事業者の表彰制度が重要と考えられる。 
 今まであまり検討されてこなかった未知リスクに対するリスクマネジメントで

は、食品や化学分野等のシビアな分野におけるリスクマネジメントの状況を整

理し、所管業種に適合するようダウンサイジングし活用する手法が効率的であ

る。 
 国家公務員の役目として、リスクの知識のない者にもリスク回避の恩恵が受け

られるよう、政策や規制を計画・選択・実施すべき。 
 行政と投資家が連携し、一定のコストを掛けてでも環境対応や安全を重視する

ことで、企業価値や信頼性等の向上、円滑な資金調達等に繋がることを、経営者

にうまく広報することが必要。 

 今後の検討課題 

 花王とりそなの事例から、事業者・投資家が保安規制を単純なコストでない形で

とらえるようになるには行政としてどのような取組を行うべきか。企業の安全

文化を高めていくために、ESG 投資を産業保安政策にどのように絡めていくべ

きか。 
 SDGs や ESC 投資を産業保安のインセンティブとして規制緩和に活用すること

も考えられるが、規制緩和のための判断基準として具体的にどのように設定で

きるか。 
 投資家のみならず、製品を購入する消費者に、リスクベースによる安全評価を浸

透させるにはどのような対応を行うべきか。 
 コストと捉えられることが多い産業保安・製品安全分野の取組を、SDGs・ESG

の文脈で捉えてもらうために行政としてどうすべきか。個社において、SDGs や
産業保安・製品安全の取組について、その位置づけの強化や、予算・人員等のリ

ソース投入の促進を図るためには、何が有効か。 
 投資家が、産業保安の観点で、国内外の企業に対し投資すべきかどうか判断した

結果をとりまとめることで、他国と我が国の産業保安の到達点を比較できるの

ではないか。それにより我が国の産業保安行政の妥当性も評価できるのではな

いか。 
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3.3 ワークショップを踏まえた今後の産業保安行政への示唆 

3.2 の各項（３）において得られた示唆を、関連する示唆ごとに集約し、「示唆の分類」

として記載した。また、これらの示唆の分類を第 3 回 産業構造審議会 保安・消費生活用製

品安全分科会資料５において示された「３．今後の産業保安行政へのあり方」の分類で集約

した。 

 保安・レジリエンスの強化に向けた不断の取組 

 産業事故発生時の対応体制が「産業保安事故対応マニュアル」で示されているが、そ

の体制が実効的であるかどうかについては十分検証されていない。抜き打ちでの事

故シミュレーション訓練を実施するなど、体制・マニュアルを随時ブラッシュアップ

する必要がある。 
 行政職員は一般的に精度が粗い情報を取り扱うことを得意としないが、特に緊急時

は精度が粗い情報を取り扱う必要がある。行政職員個人の実践的な危機管理対応能

力を向上させるために、緊急時に必要となる精度の粗い情報をいかに活用するのか

に関してワークショップを開催するなどトレーニングの機会を持つべきである。 
 今年度の台風 15・19・21 号を経験した事業者に対するアンケートによると、「社員

の意識が低い」ために「BCP が機能しなかった」という回答が多い。社員の意識が低

い大きな原因は、BCP に目的・方針が書かれていないことである。例えば、出社・帰

宅の判断も従業員に任せていると、就業規則で欠勤扱いされては困ると考えて出社

してしまう。BCP には、ビジネス・リスク分析、防災・減災対策を含めた目的・方針

を明記し、トップダウンで判断を行う初動対応計画を策定すべきである。このとき、

平常時の規則が支障となる場合はその解決策も同時に検討しておく必要がある。経

済産業省、産業保安グループの BCP においてもこうした点に留意するべき。 
 産業事故が発生してから施設関連情報を収集するのでは対応が遅れる。そのため、行

政として産業事故発生時に迅速に対応するためには、施設関連情報や事故発生時の

周囲への影響可能性に関する情報を平常時から集約し、地方自治体等とコミュニケ

ーションしておくことがレジリエンスの強化につながる。また、リスク要因の変化に

応じて事業者が産業保安を実施するためには、リスク関連の最新情報にアクセスし

やすくする環境整備が必要である。リスク関連の最新情報を企業が個別にフォロー

するのは困難なため、行政が一元的に集約して提供すべきである。 
 産業保安に関する取組や対応状況を適切に国民に伝達し、パニックを与えないため

に、スポークスマンの能力を向上させるトレーニングを実施すべきである。また、産

業保安に関する情報をメディアを通じて国民まで適切に伝達するために、平常時か

らメディアとの関係性を構築しておくことが重要である。日頃から PR やジャーナリ

ズム、ロビー活動を大学で学んだ広報部員とメディアトレーニングを積み、ボイスト

レーニングを行っている。また、テレビやメディアの歴史を深く研究し、特性も把握

すべきである。 
 行政機関はそれぞれ、うまくいっている取組事例や災害・事故の経験等を蓄積してい

る。これらを行政機関間で共有することも重要である。 
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図 4-3 に、産業保安グループが所掌するエネルギー分野における主な規制対象と規制の手段（イメージ）を示す。 
 

 

図 4-3 産業保安グループが所掌するエネルギー分野における主な規制対象【イメージ】 

出所：経済産業省ウェブサイト「産業保安」https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/index html、2020 年 3月取得をもとに三菱総合研究所作成 
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エネルギー分野の保安確保の手段としては、事業法という枠組みの中で、国が定める技術

基準への適合を民間事業者が定める保安規程と専門性を持った主任技術者の配置を通じた

自主保安により担保する仕組みを基本として、以下のような規制と産業保安グループによ

る管理が行われている（図 4-4）。 

 【事業者に対する規制】事業開始届出、保守規程の作成と遵守、主任技術者の選任・

届出義務 
 【設備に対する規制】施設・設備・容器（工作物）に対する技術基準適合維持や検査

の義務 
 【使用前／定期安全管理審査】法定事業者検査の実施体制の審査 

 
 

 

図 4-4 エネルギー事業における保安規制の仕組み【イメージ】（例：電気事業者） 

 
事業者は事業の開始時に管轄している地方の産業保安監督部に届け出る仕組みとなって

いる。事業者には製造から運搬までの過程において保安責任があり、一般家庭やビル等にエ

ネルギーが届けられた後、エネルギー消費設備の扱いについては消費者に保安責任が課せ

られている。 
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災害対策基本法では、図 4-10に示す様々な法令をもとに防災に関する対策が実施される。 
 

 

図 4-10 主な災害対策関係法律の類型別整理表 

出所：内閣府政策統括官（防災担当）付、参事官（総括担当）付「災害法体系について」より抜粋 

 
災害対策基本法において、市町村は防災に関する対策を実施する責務を有し、災害応急対

策および応急措置を実施する義務を負っている。そのため、これらの責務・義務を果たすた

め、市町村長には様々な権限が与えられている。また、都道府県は、広域な地方公共団体と

して、自ら防災に関する対策を実施するのみならず、市町村の事務または業務の実施を助け、

かつその総合調整を行う責務を有している。そのため、都道府県知事には、従事命令の権限

のほか、市町村長の応急措置の実施および応援について指示する権限等が与えられている。

また、自衛隊の災害派遣要請は都道県知事により行われる 1。 
既述のとおり、産業保安法令は予防的措置を原則としているため、災害時に事業者自らの

力だけでは対応しきれない事象が発生した場合、施設・設備が所在する市町村の消防や警察

の支援を受けることになる。被害が複数の都道府県に及ぶなど、広域に拡大した場合、産業

保安グループまたは事業者が直接自衛隊の支援要請を行うことは原則として認められてい

ないため、遠隔地における被害状況の把握や機動的な災害復旧に遅れが生じる可能性があ

る（図 4-11）。 
 

                                                        
1 内閣府政策統括官（防災担当）付、参事官（総括担当）付「災害法体系について」 
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図 4-11 災害時における事業者と自治体との関係【イメージ】（例：電気事業者） 

 

4.2 リスク要因の変化が安全規制の法体系に与える影響の分析方法の検討 

気候変動による自然災害の激甚化、IoT や AI 等の新技術の普及、産業保安従業者の高齢

化、システム老朽化等の社会環境の変化によって、今後、自然災害・機器故障・人的過誤

などを含む様々な要因に起因する産業事故リスク（停電、プラント火災、鉱山災害等）が増

大することが考えられる。 
リスク要因の変化に伴う安全規制の法体系への影響を検討するにあたっては、様々な手

法が考えられるが、一般的に事故事象の進展に伴い、事故事象に対応する組織が複雑化する

ことから、ここでは事故事象の進展に着目し、以下に示す流れで、安全規制の法体系の整理・

分析を実施することができる。 
1. 新たなリスク要因の選定 

様々な変化に伴い懸念される、新たなリスク要因を選定する。 
例）プラントの IoT 化・AI 活用など 

2. シナリオの検討・シーケンスの特定 
様々な産業保安分野において想定している事故事象の進展シナリオを活用し、起

因事象から新たなリスク要因により想定される、具体的被害に至るまでのシーケ

ンスを特定する。 
3. シーケンスに基づく各種属性の特定 

特定したシーケンスを活用して選定した事象の状況を整理するとともに、状況毎

の各種属性（例えば、状況毎に関連する法律や組織など）を特定する。 
4. 規制の課題の特定 

特定した状況毎の各種属性に係る課題（重複・矛盾・抜け穴等）を検討・抽出する。 
 
なお、以上の分析を進めるにあたっては、以下に示す基本情報が必要である。 
 対象となる保安分野の根拠となる法律の基本情報（4.1 節において検討） 
 対象となる保安分野毎の事象進展シナリオ（4.3 節において検討） 
 課題抽出にあたって参考になり得る課題抽出の観点（仮説）（表 4-6 参照） 
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これらの記載から、電気保安の目的は、「電気使用者の利益保護」、および「公共の安全

の確保」、「環境の保全」といえる。電気保安における事象進展シナリオの検討にあたって

は、これらの目的に関連する現象を意識することとする。 

 事象進展シナリオ 

本検討においては単純化のため、電気事業法の規制を受ける電気工作物を、【発電設備】、

【送配電設備】、【変受電設備】に分類する。 
電気保安における事象進展シナリオの検討においては、電気事業法の目的に関連する現

象や、電気関係報告規則第 3 条 2に記載されている事故事象として記載されている現象につ

いて、過去事例を確認しながら、事象の進展を意識して整理した。 
検討した事象進展シナリオを図 4-13~図 4-15 に示す。 
なお、この度検討した電気保安における事象進展シナリオは、規制を受ける電気工作物（3

つに分類）ごとに整理しているが、電気は需給バランスを常に維持しなければならない、動

的な製品であるという特長を踏まえ、発電所から消費地に至る一連の設備を、一つのシステ

ムとして捉えることも重要である。即ち、ある電気工作物において発生する異常な事象が、

短期間で広範囲に影響し、大規模な被害に至りやすいということである。 
 

                                                        
2 電気関係報告規則第 3 条、https://www.safety-
tohoku meti.go.jp/denki/denkihoan/denki_jiko/20160923kisoku3.pdf、2020 年 1 月取得 
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図 4-13 電気保安における事象進展シナリオ（発電設備）  
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図 4-14 電気保安における事象進展シナリオ（送配電設備）  
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図 4-15 電気保安における事象進展シナリオ（変受電設備） 
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4.3.3 ガス保安 

 ガス保安の目的 

 ガス保安における事象進展シナリオを検討するにあたり、まず 高圧ガス施設・石油コン

ビナート等に関連する保安の目的を確認する。 
高圧ガス保安法第一条（目的）には、以下の記載がある。 

 
出所：高圧ガス保安法より抜粋 

 
また、石油コンビナート等災害防止法には、以下の記載がある。 

 
出所：石油コンビナート等災害防止法より抜粋 

 
さらに、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律には、以下の記載があ

る。 

 
出所：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律より抜粋 

 
これらの記載から、ガス保安の目的は、「災害の発生を防止」、および「公共の安全の確

保（生命、身体及び財産の保護）」といえる。ガス保安における事象進展シナリオの検討に

（目的） 

第一条 

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移

動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者

及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて

公共の安全を確保することを目的とする。 

（目的） 

第一条 

この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その

災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法（昭和二十三年法律第百

八十六号）、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、災害対策基本法（昭

和三十六年法律第二百二十三号）その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コ

ンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施

策の推進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生

命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

（目的） 

第一条 

この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造

及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化

石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 



 

56 

あたっては、これらの目的に関連する現象を意識することとする。 

 事象進展シナリオ 

本検討においては単純化のため、「高圧ガス保安法」、「石油コンビナート等災害防止法」、

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の規制を受ける施設を、【製

造設備】、【貯蔵・販売・消費設備】、【容器】に分類し、それぞれの事象進展シナリオを

検討した。なお、導管は消費設備に分類されることとなる。 
ガス保安における事象進展シナリオの検討においては、ガス保安の目的に関連する現象

や、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領 3、液化石油ガス事故対応要領 4に記載され

ている事故事象として記載されている現象を、高圧ガス事故データベース、及び失敗知識デ

ータベース等に記載れている過去事例を確認しながら、事象の進展を意識して整理した。 
検討した事象進展シナリオを図 4-16~図 4-18 に示す。 

                                                        
3 高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領、2020 年 1 月取得、 
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/hourei/20181225.pdf 
4 液化石油ガス事故対応要領、2020 年 1 月取得、https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/documents/lpjiko.pdf 
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図 4-16 ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）  
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図 4-17 ガス保安における事象進展シナリオ（貯蔵・販売・消費設備）  



 

59 

 

図 4-18 ガス保安における事象進展シナリオ（容器） 



 

60 

4.3.4 鉱山の保安 

 鉱山における保安の目的 

鉱山における事象進展シナリオを検討するにあたり、まず鉱山における保安の目的を確

認する。 
鉱山保安法第一条（目的）、第三条（用語の意義）には、以下の記載がある。 

 
出所：鉱山保安法より抜粋 

 
鉱物資源の合理的開発は、「危害の防止」、「鉱物資源の保護」、「鉱山の施設の保全」

及び「鉱害の防止」と一体となって図られるものである。このような鉱山保安法の趣旨を踏

まえ、鉱山保安における事象進展シナリオの検討にあたっては、これらの目的に関連する現

象を意識することとする。 

 事象進展シナリオ 

鉱山には、鉱種（石炭、金属、石灰石など）の別、「坑内堀り」、「坑外堀り」の別など

様々な種類があるが、本検討にあたっては、これら様々な鉱山をひとまとめにして、一般的

な鉱山で起こり得ることを念頭に検討を進めた。 
鉱山保安における事象進展シナリオの検討においては、基本的には過去事例を確認しな

がら、鉱山保安の目的に関連する現象について、事象の進展を意識して整理した。 
検討した事象進展シナリオを図 4-19 に示す。

（目的） 

第一条 

この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の

合理的開発を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第三条 

この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 

一 鉱山における人に対する危害の防止 

二 鉱物資源の保護 

三 鉱山の施設の保全 

四 鉱害の防止 
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図 4-19 鉱山保安における事象進展シナリオ 
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4.3.5 火薬類の取締 

 火薬類の保安の目的 

鉱山における事象進展シナリオを検討するにあたり、まず鉱山における保安の目的を確

認する。 
火薬類取締法第一条（目的）、第二条（定義）には、以下の記載がある。 
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出所：火薬類取締法より抜粋 

（目的） 

第一条 

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することに

より、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 

（定義） 

第二条 

この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 

一 火薬 

イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 

ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 

ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬

であつて経済産業省令で定めるもの 

二 爆薬 

イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬 

ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩

素酸塩を主とする爆薬 

ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他

の硝酸エステル 

ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 

ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピク

リン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘ

キサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を

三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬 

ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 

ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる

爆薬であつて経済産業省令で定めるもの 

三 火工品 

イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管 

ロ 実包及び空包 

ハ 信管及び火管 

ニ 導爆線、導火線及び電気導火線 

ホ 信号焔管及び信号火せん 

ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品（経済産業省令

で定めるものを除く。） 

２ この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他の

これに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 
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これらの記載から、火薬類取締の目的は、「火薬類による災害の防止」、「公共の安全確

保」といえる。鉱山保安における事象進展シナリオの検討にあたっては、これらの目的に関

連する現象を意識することとする。 

 事象進展シナリオ 

本検討では単純化のため、火薬類取締法の規制を受ける、製造・消費・運搬・貯蔵等の取

り扱いのうち、特に多くの火薬類を取り扱い、かつ事象の進展が懸念される製造・貯蔵を事

象進展シナリオ検討の対象とした。 
火薬類取締における事象進展シナリオの検討においては、火薬類取締法の目的に関連す

る現象や、火薬類事故措置マニュアル 5、火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等

の定義について 6、火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等の報告様式について 7

に記載されている事故事象として記載されている現象を、過去事例を確認しながら、事象の

進展を意識して整理した。 
検討した事象進展シナリオを図 4-20 に示す。

                                                        
5火薬類事故措置マニュアル、

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/gunpowder/files/007.pdf、2020 年 3 月取得 
6火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等の定義について、

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/gunpowder/files/jikoteigi-1.pdf、2020 年 3
月取得 
7火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等の報告様式について、

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/gunpowder/files/jikohoukoku.pdf、2020 年 3
月取得 
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図 4-20 火薬類取締における事象進展シナリオ 
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4.3.6 事象進展シナリオの捉え方 

本節では、4.3.2～4.3.5 節において整理した、各産業保安分野における事象進展シナリオ

の捉え方について解説する。なお、ここではガス保安における事象進展シナリオを解説のた

めのサンプルとして活用する。 
 
リスク要因の変化が、本章において検討した事象進展シナリオのどの要素に影響を与え

うるか、図 4-21 の通り整理した。リスク要因の変化は、広範囲に波及的影響を与えると考

えられ、起因事象から具体的被害に至るまでのシナリオ多様性と不確実性の増大を招く可

能性がある。 
 

 

図 4-21 リスク要因の変化が影響を与える事象進展シナリオの要素 

 
さらに、リリスク要因の変化が影響を与える事象進展シナリオの要素や、事象進展の特徴

を参考に、図 4-22 に示す 5 つの領域に分類・整理し、領域毎の事故事象の進展等の特徴や

リスク要因の変化による具体的な影響を分析する。 
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図 4-22 事象進展シナリオの領域の分類 

 領域 A についての分析 

本領域は、起因事象に係る領域である。 
 
【特徴】 
起因事象としての内的ハザードや内的事象は、外部ハザード（外的脅威、地震・津波等）

と比較すると、異常の顕在化まで時間的な猶予がある。 
外部ハザード発生の予知は、一般的に難しいことから、外部ハザードに対する備えとして、

機器等の設計係数を大きくする等により、外部ハザードが発生したとしても異常を発生さ

せないための策が有効となる。ただし、設計係数を大きくするということは、純粋に機器等

の設計・製造コストの増加につながり、産業発展の阻害要因となり得ることに留意する必要

がある。 
内的ハザード・内的事象については、異常の発生まで比較的時間的猶予があり、日々の保

安活動によって、異常発生の検知が可能である。内的ハザード・内的事象への備えとして、

外部ハザードのような異常の発生を防止する策よりも、早期検知機能を有した技術導入の

促進・強化といった策が有効となる。 
 
【リスク要因の変化の影響】 
産業保安を取り巻く環境の変化（自然災害の激甚化・テロ等のリスク拡大）により、外部

ハザードによる異常の発生頻度の増加が予想される。 
事業環境の変化（産業インフラ設備の老朽化、産業保安人材の不足）により、内部ハザー

ド・内的事象による異常の発生頻度の増加も予想される。 
産業・市場構造の変化（第 4 次産業革命の進展）に伴う、IoT、AI を活用した早期検知技

術の活用は、内的ハザード・内的事象による異常の発生頻度の低減に寄与することが期待さ

れる一方、サイバー攻撃といった、外部ハザード（外的脅威）による異常の発生頻度の増加
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に影響することが予想される。 
老朽化・人材不足等が影響する内部ハザードや内的事象、サイバー攻撃といった外部ハ

ザード（外的脅威）には新技術による対処が可能ではある一方、災害の激甚化・高頻度化

という傾向は明確であり、結果として外部ハザードが増加することは避けられない。 

 領域 B についての分析 

本領域は、事故事象の進展に係る領域のうち、具体的被害が現れるまでの時間が短期間で

ある領域である。 
 
【特徴】 

本領域の特徴としては、起因事象により異常が発生（顕在化）した後、速やかに広範囲に

及ぶ被害に繋がる恐れがあることである。 
即ち、事象進展を緩和する時間的猶予が比較的少ないことから、具体的被害が現れた後、

被害の程度を可能な限り小さくすることが可能な、災害対応の強化が有効な策と言える。 
 
【リスク要因の変化の影響】 
領域 A においても解説したとおり、産業保安を取り巻く環境の変化（自然災害の激甚化・

テロ等のリスク拡大）による外部ハザードによる異常の発生頻度の増加、産業・市場構造の

変化（第 4 次産業革命の進展）によるサイバーテロ増加が予想される。 
本領域における被害に至る各シーケンスは、外部ハザードを起因事象としていることを

踏まえると、今後、事象進展の緩和が困難で、速やかに広範囲に及ぶ被害に繋がる事故事象

の増加が予想される。 

 領域 C／D についての分析 

本領域は、事故事象の進展に係る領域のうち、具体的被害が現れるまでの時間に比較的余

裕がある領域である。本項では領域 C と領域 D についての分析結果を述べる。 
 
【特徴】 
本領域の特徴としては、起因事象により異常が発生（顕在化）した後、一定の時間をもっ

て徐々に広範囲に及ぶ被害に繋がることである。本領域のシナリオが、従前支配的であった、

産業保安分野において考慮すべきとされたシナリオであったともいえる。 
領域 C においては、起因事象により異常が発生（顕在化）した後、比較的短期間で広範囲

に及ぶ被害に繋がる恐れがある。例えば、「ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）」

においては、反応暴走により短期間のうちに広範囲に及ぶ具体的被害に繋がる。即ち、異常

の早期検知、事象進展の緩和する策を講じることは大前提として、普段からのリスクアセス

メント、具体的被害が現れた後の被害の程度を可能な限り小さくすることが可能な、災害対

応の強化を適切に組み合わせた策を講じることが有効な策と言える。 
領域 D においては、起因事象により異常が発生（顕在化）した後、具体的被害が現れる

までの時間に比較的余裕がある。例えば、「ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）」

においては、設備破損（漏えい）の発生後、直ちに緊急停止に至る可能性もあるが、広範囲

に及ぶ被害に至るまでにはある程度時間的猶予がある。本領域においては、領域 C と同様
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の策を講じることが有効であるが、時間的猶予が存在することを考慮すると、被害に至らせ

ないための、事象進展を緩和する策を、重点的に講じることも有効と言える。 
 
【リスク要因の変化の影響】 
事業環境の変化（産業インフラ設備の老朽化、産業保安人材の不足）、産業・市場構造の

変化（第 4 次産業革命の進展）に伴う、プラントの IoT 化・AI 活用は、本領域のシナリオ

の分岐確率に影響を及ぼす可能性がある。 
例えば、これまでは熟練技術者のノウハウが、化学プラントにおいて反応暴走を抑制して

いた事実がある場合は、今後の産業保安人材の減少により、異常な状態（過渡状態）から反

応暴走への分岐確率の増加が懸念される（図 4-23 参照）。 
 

 

図 4-23 シナリオの分岐確率に影響を及ぼす例 
（ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）の例） 

 

 領域 E についての分析 

本領域は、具体的被害に係る領域である。 
 
【特徴】 
本検討では被害を、「人的被害」、「物的被害」、「環境被害」、「供給支障」の 4 つに

分類した。産業保安分野に関連する法令に加え、被害分類ごとに、それら（ヒト・モノ・環

境）を保護するための法令の存在が考えられることから、一度被害（災害）に至ると、多く

のステークホルダーが関与することが分かる。 
多くのステークホルダーが一つの災害に関与することで、各ステークホルダーの役割・所

掌が不明瞭となることが懸念されることから、災害対応においては、各ステークホルダーの
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思惑を取り纏めて早期に災害復旧の陣頭指揮をとる機能、情報の一元的収集・管理体制、意

思決定構造の明確化等が重要と考えられる。 
 

【リスク要因の変化の影響】 
様々なリスク要因の変化に伴い、今後被害（災害）に至る事例が増加する可能性も考えら

れるため、災害対応機能の強化が、今後ますます求められるといえる。 
特に、産業保安を取り巻く環境の変化（自然災害の激甚化・テロ等のリスク拡大）による

外部ハザードによる異常の発生頻度の増加、産業・市場構造の変化（第 4 次産業革命の進

展）によるサイバーテロ増加により、領域 B のシナリオを経由した被害（災害）は増加する

ことが考えられる。 
領域 B は、前述の通り、具体的被害が現れるまでの時間が短期間である領域であること

を踏まえると、災害対応のための準備期間がほとんどなく、領域 C/D を経由した被害（災

害）よりも、より対応が混乱する可能性があることに、留意する必要がある。 

 リスク要因の変化の影響が事象進展シナリオに与える影響（まとめ） 

以上の分析を踏まえ、“新たなリスク要因”（産業保安を取り巻く環境の変化、事業環境

の変化、産業・市場構造の変化）と事象進展シナリオへの関係を表 4-8 の通り整理した。
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4.4 リスク要因の変化が安全規制の法体系に与える影響の分析 

本節では、リスク要因の変化に伴う安全規制の法体系への影響を検討する。 
ただし、一般的に具体的なリスク要因の変化を即座に認識することは困難であること、

4.3.6 節で述べた通り、新たなリスク要因は、主に起因事象の発生割合の変化やシナリオの

分岐確率の変化といった形で広範囲に波及的影響を与えると考えられ、必ずしも新たなシ

ナリオが生まれるとは限らないと考えられる。このため、至近で注目を集めたリスク要因の

変化に伴う災害事例等に着目して、事例分析及び保安分野毎の課題を整理した。 
 
具体的には、選定した事例に対して、4.2 節の分析手法を準用する形で、以下に示すステ

ップで事例分析及び課題の整理を実施した。 
1. 起因事象から具体的被害に至るシーケンスの特定 

選定した事例について、起因事象の特定、事象進展の整理、最終的な被害を整理し、

事象進展シナリオを活用して起因事象から具体的被害に至るシーケンスを特定す

る。 
2. 事態進展の整理 

特定したシーケンスを活用して選定した事象の状況を整理するとともに、状況毎の

論点、想定される対応組織の変遷を整理する。 
3. 事態進展に応じた課題の抽出 

想定される課題のタイプ（表 4-6）を活用して状況毎に課題を抽出する。 
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4.4.1 電気保安 

主に電気事業法に関連する、「台風 15 号 千葉県での大規模な停電事例」を活用し、電気

保安におけるシナリオ分析を実施し、電気保安分野の産業保安行政に係る現状課題を整理

する。 
なお本事例は、リスク要因の変化として主に災害の激甚化に関連する。 

 事象概要 

本事象の概要等について、以下に示す。 
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出所：電力レジリエンスワーキンググループ、「台風 15 号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまと

め」に基づき三菱総合研究所作成 

 
 

 

【事象概要／復旧対応】 
令和元年に発生した台風 15 号及び台風 19 号の影響により、関東地方を中心に広

範囲で の停電被害が発生し、台風 15 号については最大約 93 万戸、台風 19 号につ

いては最大約 52 万戸が停電した。 
台風 15 号については、千葉県内を中心に倒木・飛来物による電柱の折損や倒壊、

断線が広範囲かつ多数発生し、近年の類似の災害と比較しても大規模な配電設備の被

害が生じたことに加え、倒木の影響により山間部を中心とした立ち入り困難な地域で

の巡視が十分に行えず、被害状況の全容把握に時間を要した結果、地域別の復旧見通

しの公表が遅れ、復旧が長期化した。 
こうしたことから、概ね停電が復旧（停電件数がピーク時と比較して 99％解消）す

るまでの時間についても約 280 時間を要した。 

 
電柱の被害発生状況 

台風による最大停電件数、電柱被害状況 
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出所：電力レジリエンスワーキンググループ、「第 9 回電力レジリエンス WG 台風 15 号に伴う停電復旧

対応の振り返り（検証骨子）」に基づき三菱総合研究所作成 

 事象進展シナリオに基づく分析 

「電気保安における事象進展シナリオ（送配電設備）」に基づき、事象を分析する。 
本事象について、起因となる事象は台風（風水害）であり、外部ハザード（地震・津波）

が起因事象となった。また、風害により、短期間で広範囲に設備被害が生じ、供給支障事故

が生じた。本状況を踏まえ、具体的被害に至るシーケンスを、図 4-24 に示す（赤枠・赤矢

印）。 
 

【設備被害状況と原因】 
工務設備では、千葉エリアにおいて、66kV 鉄塔が 2 基倒壊した。原因は当該鉄塔付近

の地形が局地的に風を増速させたものと推定される。 
配電設備では、電柱・電線の損傷が千葉エリアを中心に広範囲に発生。原因は倒木・建

物の損壊や飛来物、地盤の影響による 2 次被害であると判断される。 
 

設備被害状況 
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図 4-24 具体的被害に至るシーケンス（台風 15 号による停電） 

 
事象進展シナリオ上、本事象は、具体的被害が現れるまでの時間が短期間（4.3.6 に示す

領域 B）であり、災害対応のための準備期間がほとんどなく、一般的な被害・災害（領域 C/D
を経由した被害）に比べ、対応が混乱するものであったことを示している。 
また、公開文献上発生は確認されなかったものの、配電線の切断による感電や火災事故が

発生する可能性もあった。 
さらに、電気保安における事象進展シナリオの検討において言及した通り、電気は需給バ

ランスを常に維持しなければならない動的な製品であるという特長を踏まえると、短期間

にける広範囲に及ぶ被害を常に想定する必要がある。 
 
事象進展シナリオをもとに、表 4-9 に状況別に想定される対応組織の変遷を整理した。
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表 4-9 より、具体的被害が現れるまでの時間が短時間であり、災害対応が混乱しやすい

状況であったことが分かるが、事実、電力レジリエンスワーキンググループにおいて、初動

対応、情報収集、各ステークホルダー間の連携不足等の課題が指摘されている（表 4-10 参

照）。即ち、災害等事故事象進展の特徴に応じた（例えば、4.3.6 に示す領域の区分）、災害

対応要領が必要となり得る。 

表 4-10 台風 15 号 千葉県での大規模な停電 課題のまとめ 

初動対応の遅れ  迅速な災害対応のための体制の確立。事業者の過去の類似災害か

ら推定された被害規模見通しの過小評価もあったが、千葉県では

災害対策本部設置の判断が遅れた。 
具体的には、災害対策本部設置の判断基準は、「災害救助法の適

用基準に達する程度の被害が発生するおそれがある場合等」とさ

れており、被害状況が把握できていない段階で当該基準に基づく

判断は困難。 
 地方自治体における災害対応のあり方。千葉県では、災害対策本

部設置に伴い、地域防災計画に従い、「本部第一配備」に連絡す

る必要があったが、それをしなかった。また、事務局の人員体制

について、必要な体制を定めた「災害対策本部事務局編成表」に

基づき、職員を参集しなかった。 
全容把握の遅れ 
（情報収集） 

 短時間・広範囲の配電線事故に対して、被害状況の迅速な全容把

握が課題。これには倒木・土砂崩れにより進入困難なエリアが多

数あったことも要因。 
 被害状況の全容把握が困難な中で、国民への情報発信に課題。こ

れには事業者の過去の類似災害から推定された被害規模見通し

の過小評価もあったことも要因。 
連携不足による

復旧作業の遅れ 
 災害に慣れていない自治体への支援が課題。大規模な被害が発生

した場合には、国から被災自治体への職員派遣について、そのタ

イミング、派遣先、位置づけ等の整理が必要。 
 現場の災害対応における国、地方自治体、事業者、自衛隊、他電

力等の関係者の調整のあり方が課題。 
その他  長期間の停電のため、医療・福祉・上下水道施設・官公庁舎、・

避難所等の社会的重要施設への非常用電源や電源車の整備が課

題。 

出所：電力レジリエンスワーキンググループ、「台風 15 号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ 

令和元年台風 15 号・19 号をはじめとした一連の災害に係る検証チーム（第 2 回）令和元年台風 15
号等への対応に関する検証（中間報告）」に基づき三菱総合研究所作成 
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4.4.2 ガス保安（主に高圧ガス保安） 

主に高圧ガス保安法／石油コンビナート等災害防止法に関連する、「レゾルシン製造施設

の爆発火災事故」を活用し、シナリオ分析を実施し、ガス保安分野の産業保安行政に係る現

状課題を整理する。 
なお本事例は、リスク要因の変化として主に産業保安人材の減少に関連する。 

 事象概要 

本事象の概要等について、以下に示す。 
 

 
出所：“三井化学株式会社 岩国大竹工場 レゾルシン製造施設 事故調査委員会、「三井化学株式会社 

岩国大竹工場 レゾルシン製造施設 事故調査委員会報告書」”、“銀泉リスクソリューションズ

株式会社、「化学プラントの爆発・火災事故とその法的責任」”に基づき三菱総合研究所作成 

 事象進展シナリオに基づく分析 

「ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）」に基づき、事象を分析する。 
本事象について、起因となる事象は所内ボイラの故障であり、内的事象（経年劣化や人的

過誤）が起因事象となった。これに伴い、レゾルシン酸化反応器が異常な状態（過渡状態）

となり、運転員の人的過誤により安定状態への移行に失敗も相まって、反応暴走による比較

【事象概要】 
 2012 年 4 月 22 日 2 時 15 分ごろ、レゾルシン製造施設において爆発火災事故が発

生。 
 本事故では 15 時間にわたり火災が発生するとともに、死者 1 名及び負傷者 25 名

の被害を出した。 
 爆発によって破損した酸化反応器の破片により、同工場内で延焼・損傷が発生す

るとともに、近隣住宅への影響として窓ガラス・ドア等に被害が発生した。 
 
【事象の進展】 
 所内ボイラ故障に伴い、ボイラの負荷であるレゾルシン酸化反応器（以下、酸化

反応器）を緊急停止 
 緊急停止に伴い、供給気体切り替え（酸化用エア→窒素）、および冷却水切

り替え（常用冷却水→非常用冷却水）を実施 
 緊急停止 1 時間後酸化反応器の温度上昇が継続的に確認 

 運転員は冷却水切り替え（非常用→常用）を行うため、手動でインターロック

解除 
＊ インターロック解除に伴い、供給気体も自動的に再切替え（窒素→酸化

用エア）運転員は失念していた 
 酸化用エア供給に伴い、酸化反応器の温度・圧力上昇が継続。気が付かず爆発の

発生 
 運転員は温度監視をしていたが、監視は検出器のある下部のみであり、上部温

度の上昇に気が付かなった。 
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的短時間での施設内外の被害発生に至った。本状況を踏まえ、具体的被害に至るシーケンス

を、図 4-25 に示す（赤枠・赤矢印）。 
 

 

図 4-25 具体的被害に至るシーケンス（レゾルシン施設爆発火災） 

事象進展シナリオ上、本事象は、具体的被害が現れるまでの時間が比較的短期間（4.3.6 に

示す領域 C）であり、災害対応のための準備期間も少ない状況であったと言える。 
また、公開文献上発生は確認されなかったものの、化学物質のサイト外へ漏えいによる環

境汚染が発生する可能性もあった。 
 
事象進展シナリオをもとに、表 4-12 に状況別に想定される対応組織の変遷を整理した。
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出所：高圧ガス保安協会、「東日本大震災の容器流出について」に基づき三菱総合研究所作成 

 事象進展シナリオに基づく分析 

「ガス保安における事象進展シナリオ（容器）」に基づき、事象を分析する。 
本事象について、起因となる事象は地震であり、外部ハザード（地震・津波）が起因事象

となった。これに伴い、製造所等の施設から容器の流出が発生した。 
また、具体的な被害は公開情報からは確認できなかったが、流出した容器が重機（無人操

作）により、瓦礫と一緒に金属カッターで切断することで、具体的な被害が発生する恐れが

あった。 
具体的被害に至るシーケンスを、図 4-26 に示す（赤枠・赤矢印）。 
 

【事象概要】 
 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、高圧ガス保安法の対象とな

る高圧ガス容器の流出が発生。（大部分が第一種製造事業所から流出） 
 容器流出により発生した高圧ガス事故は、以下の 1 件。 

 津波被害による事業所内の瓦礫を無人操作によって重機で撤去している際、

瓦礫と一緒に金属カッターで酸素容器を切断した。（人的被害なし） 

 
 

注：表は平成23年7月時点での数値

業種別流出本数
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図 4-26 具体的被害に至るシーケンス（容器流出） 

 
事象進展シナリオ上、本事象は、容器流出までの時間が短期間（4.3.6 に示す領域 B）であ

り、災害対応のための準備期間がほとんどなく、また、所在不明となった容器や未回収容器

による具体的被害が現れるまでの間は、時間的猶予があった（4.3.6 に示す領域 D に相当）

ことを示している。 
また、公開文献上発生は確認されなかったものの、本事象は火災・爆発、中毒。酸欠、汚

染に至った可能性も否定できず、公衆の死傷、建物等の損壊、環境汚染等といった具体的被

害が発生した可能性は否定できない。なお、流出したボンベが家屋や船舶等へ衝突し、それ

らが損傷することで具体的被害が発生した場合、所有者や販売事業者が責任の主体となる。 
 
事象進展シナリオをもとに、表 4-14 に状況別に想定される対応組織の変遷を整理した。 
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 事象進展シナリオに基づく分析 

「鉱山における事象進展シナリオ」に基づき、事象を分析する。 

1) 沈澄池排出水の基準値超過事象 

本事象について、起因となる事象は豪雨であり、外部ハザード（地震・津波）が起因事象

となった。また、豪雨により坑内水中継桝及び浸透水集水槽の閉塞（設備被害）が生じ、鉱

山外へ基準値を超過した排水に至った。本状況を踏まえ、具体的被害に至るシーケンスを、

図 4-27 に示す（赤枠・赤矢印）。 
 

 

図 4-27 具体的被害に至るシーケンス（排出水基準値超過事象） 

 
事象進展シナリオ上、本事象は、具体的被害が現れるまでの時間が比較的時間的猶予があ

った（4.3.6 に示す領域 D）が、現場への管理者のアクセスが制限されたことで、異常の検

知に遅れが生じた。 
また、可能性は低いものの、鉱山自体の崩壊による被害の可能性もあった。 
 
事象進展シナリオをもとに、表 4-16 に状況別に想定される対応組織の変遷と示唆を整理

した。
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出所：失敗知識データベース*に基づき三菱総合研究所作成 

（* http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0000111 html、2020 年 3 月取得） 

 事象進展シナリオに基づく分析 

「火薬類取締における事象進展シナリオ」に基づき、事象を分析する。 
本事象について、起因となる事象は豪雨であり、内的事象（経年劣化や人的過誤）が起因

事象となった。また、自然発火した火が他の火薬類に燃え移り、高温に晒された無煙火薬が

爆発した。本状況を踏まえ、具体的被害に至るシーケンスを、図 4-28 に示す（赤枠・赤矢

印）。 

【事象概要】 
 2000 年 8 月 1 日、火薬工場の火薬類一時置場で長期間存置されていた無煙火薬の

一部が太陽光の差し込む西側に置かれ、温湿度管理が不適切であったこと等によ

り劣化し、自然発火した。 
 この火が一時置場内の他の火薬類に燃え移り、高温に晒された無煙火薬が爆発し

た。当該一時置場は跡形なく、吹き飛び、また、床には大小 13 個の漏斗孔が形成

されていた。 
 工場内の建物は全壊 29 棟など合計 320 棟が被災した。工場外の被害は 79 名が負

傷し、周辺の家屋等は 888 棟が被災した。さらに飛散物が周辺の田畑に飛散し、

周辺住民に大きな被害を与えた。 
【原因】 
 無煙火薬を数年間にわたり一時置場に放置して劣化し、自然発火したものと考え

られる。具体的には、当該一時置場に長期間存置されていた火薬類の一部が太陽

光の差し込む西側に置かれ、温湿度管理が不適切であったこと等により劣化し、

自然発火した。この火が一時置場内の他の火薬類に燃え移り、高温化に晒され無

煙火薬が爆発した。 
【時系列】 
 2000 年 8 月 1 日、当該一時置場には無煙火薬約 7.1 トン、過塩素酸塩を主とする

火薬約 0.6 トンが存置されていた。またこの日は工場休業日のためほとんどの従

業員は出社していなかった。 
 8 月 1 日 22:09:10、当該一時置場の警報装置が作動した。当該置場の扉又は窓が開

放したものと推定される。 
 22:09:23、警報装置が解除されており、伝送ケーブルが切断されるような事象が起

こったと推定される。 
 22:09:29、当該一時置場の近隣の工室の警報装置が作動し、これらの工室の窓や扉

に影響する事象が発生したものと推定される。 
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図 4-28 具体的被害に至るシーケンス（無煙火薬の自然発火による爆発火災） 

 
事象進展シナリオ上、本事象は、具体的被害が現れるまでの時間が比較的時間的猶予があ

った（4.3.6 に示す領域 D）。また、工場休業日のためほとんどの従業員は出社しておらず、

警報等は動作したものの、異常の検知に遅れが生じた。 
 
事象進展シナリオをもとに、表 4-18 に状況別に想定される対応組織の変遷と示唆を整理

した。
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 越境 EC 等により、製品安全に関する技術基準適合義務や、事故発生後の賠償責任や

報告義務を負わない事業者でも出品可能な状況となり、危険な製品が市場へ流通 
 負傷者や事故等の発生の可能性増 
 
【販売方法の多様化】 
 販売事業者が海外に所在する場合、当該国では法令上問題なくとも、日本の法令を満

足しない製品を販売している場合がある。 
 EC モール等、Web サイトを通した販売の拡大により、安全性が確認されていない製

品が市場へ流通 
 製品の安全性に係る監視が困難な状況に 
 例えば、日本ではまだ一般的に流通していないような外国製品のうち、製品事故

が発生するリスクが高いものが日本市場に流通 
 負傷者や事故等の発生の可能性増 
 
【利用者の変化】 
 国内における、外国人利用者の増加により、説明書や注意の表記（日本語でしか記載

されていないなど）が十分理解されず、誤った使用を招いた例が増加 
 負傷者や事故等の発生の可能性増 

 
【IoT の普及】 
 家電製品の IoT 化の普及に伴う、サイバー攻撃やソフトウェア誤動作発生の可能性

増加 
 負傷者や事故等の発生の可能性増 

 

 製品安全における課題 

製品安全におけるリスク要因の変化に伴い懸念される新たな事態の想定結果を踏まえ、製

品安全に係る課題を、表 4-20 の通り整理した。 
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4.5 新たなリスクがシナリオに与える影響 

4.4 節において、保安分野毎にリスク要因の変化が安全規制の法体系に与える影響につい

て、実事例を活用して分析を実施した。活用した事例は、至近で注目を集めたリスク要因の

変化に伴う災害事例等であり、主に災害の激甚化に関連するリスク要因の変化であった。 
このため、災害の激甚化以外のリスク要因の変化に着目して、4.2 節の分析手法に準拠す

る形で、事例分析及び保安分野毎の課題を整理した。 

4.5.1 新たなリスク要因の特定 

災害の激甚化以外のリスク要因の変化として、産業インフラ施設の老朽化、産業保安人材

の不足、テロリスクの拡大に着目する。 
 
【産業インフラ設備の老朽化】 

施設の物理的な経年劣化や設計・設備の旧式化といった産業インフラ施設の老朽化は、最

新の産業インフラ施設に比べ、内部ハザードや内的事象の発生しやすくなると考えられる。 
具体的には、産業保安施設（危険因子を内包する設備等）の老朽化により、内的事象の発

生増加が懸念され、またはユーティリティ設備（危険因子を内包しない設備等）老朽化によ

り、内部ハザードの発生増加が懸念される（図 4-29 参照）。 
 

 

図 4-29 産業インフラ設備の老朽化の影響 

 
【産業保安人材の不足】 
産業保安人材の不足は、十分な保安活動が維持できなくなる可能性があるという点で、人

間系が関与する保安活動の信頼性低下を招くと考えられる。その結果、内的事象や内部ハザ

ードの発生が増加しうる。ただし新たな産業技術が、人間系が関与する保安活動を代替する

ことで、結果として保安活動の信頼性が向上する場合は、その限りではない（図 4-30）。 
 

 

図 4-30 産業保安人材の不足の影響 

今後、産業保安人材確保のため、外国人労働者の雇用拡大や、産業保安人材に求める力量

要件の見直しがある可能性もあり得るが、保安の確保にあたっては、産業保安人材の人数を

確保することが重要という訳ではなく、人間系が関与する保安活動の信頼性を維持するこ

とが重要である。 
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【テロリスクの拡大】 
テロリスクの拡大により、外部ハザード（外的脅威）の発生が増加する。さらに、第 4 次

産業革命の進展によりサイバー攻撃等のテロリスクが増加することから、今後起因事象に

占める外部ハザード（外的脅威）の割合増加が想定される。（図 4-31 参照） 
 

 

図 4-31 テロリスク（外的脅威）の拡大の影響 

さらに、テロという観点では、従業員等によるテロ行為（内部脅威）も懸念される。内部

脅威者の存在は、人間系が関与する保安活動の信頼性の低下という観点で影響すると考え

られ、その結果、内的事象や内部ハザードの発生が増加しうる。新たな産業技術が、人間系

が関与する保安活動を代替することで、結果として保安活動の信頼性が向上する場合、新た

な産業技術の導入は内部脅威の影響を排除できる可能性がある（図 4-32 参照）。 
 

 

図 4-32 テロリスク（内部脅威）の拡大の影響 

 
次節以降においては、新たなリスクとして、最も複雑に影響する「テロリスクの拡大」を

代表的な新たなリスク要因として、分析を実施することとした。 

4.5.2 シナリオの検討・シーケンスの特定 

代表として、「ガス保安における事象進展シナリオ（製造設備）」を活用し、起因事象か

ら新たなリスク要因により想定される、具体的被害に至るまでのシーケンスを特定する。 
前述の通り、テロリスクの拡大により、外部ハザード（外的脅威）の発生確率の増加や、

内的事象や内部ハザードの発生確率の増加に繋がる。これらの起因事象に伴い想定される

事故事象の進展シナリオを図 4-33 に示す（赤枠・赤矢印、青枠・青矢印で表す）。 
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図 4-33 リスク要因の変化に伴い想定される事故事象の進展シナリオ 

 
最も懸念すべき具体的被害に至るまでのシーケンスを特定する上では、理想的には詳細

な定量的リスク評価が望まれるが、この度の分析においては、定性的に、より早期に広範囲

に影響を及ぼす被害に繋がり得るシーケンスを、最も懸念すべき具体的被害に至るまでの

シーケンスとして特定することとし、赤枠・赤矢印にて示すシーケンスを、最も懸念すべき

具体的被害に至るまでのシーケンスとして特定した。 

4.5.3 シーケンスに基づく各種属性の特定 

特定したシーケンスを活用して選定した事象の状況を整理するとともに、状況毎の各種

属性（例えば、状況毎に関連する法律や組織など）を、表 4-21 の通り整理した。
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及び指導を通じて、これらの目的達成を目指すものである 74。 
BMAS は、製品安全分野においても連邦レベルで製品安全法及び関連する省令と EU 指

令を所管している 75。 

2) 連邦環境庁 (UBA) 

連邦環境庁（Umweltbundesamt: UBA）は大気や水質保全、土壌汚染の防止、廃棄物管理、

化学物質管理等を所掌しており、EU の大規模事故災害防止指令（セベソ指令）を管轄して

いる 76。 
セベソ指令は、EU における環境関連の主な指令・規制のひとつで 1982 年に制定された。

正式には「一定の産業活動に伴う重大事故の危険性に関する EU 指令 82/501/EEC」と呼ば

れる。これは、1976 年にイタリアのセベソにある殺虫剤・除草剤製造化学工場で発生した

ダイオキシン汚染事故を機に制定された。 
1996 年 12 月には再制定が行われ、「重大事故の危険性の管理に関する EU 指令 96/82/EC」

（いわゆるセベソⅡ指令）が採択された。セベソⅡ指令の目的は、危険物質による大規模災

害を予防するとともに、災害が発生した際の人間および環境への危害を最小限に食い止め

ることにある。このため、同指令では化学物質の製造および保管について管理実施内容を規

定し、安全管理システムの確立、工場施設の建設や変更の規制、監査システムなどを定めて

いる。 
2012 年には、セベソⅡ指令を改正したセベソⅢ指令（2012/18/EU）が施行された 77。EU

セベソⅢ指令に該当する施設の検査計画及びプログラムに関する要件は、ドイツの国内法

では「連邦排出規制法」として規定されている 78。 

 緊急対応を所掌する機関 

産業保安分野における事故および災害対応に関連する行政機関および法令を表 5-9 に示

す。 
 

                                                        
74 International Labour Organization ウェブサイト、

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=101566, 2020 年 3 月取得 
75 例外は玩具領域（製品安全法第 2 条）、スポーツボート（同第 10 条）、連邦経済エネルギー省が所管

する範囲（例えば製品の適格性認定及び市場監視に関する EU 指令）である。また税関行政関連業務は、

税関運営を所管している連邦金融省が所管している。 
76 ドイツ連邦環境庁ウェブサイト、http://www.umweltbundesamt.de/en/the-uba/about-us, 2020 年 3 月取得 
77 欧州委員会ウェブサイト、https://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation htm, 2020 年 3 月取得 
78 EU 加盟国は、セベソ指令に定める規制よりも厳格な措置を維持又は採用することができる。 
ドイツ連邦司法消費者保護省ウェブサイト、https://www.gesetze-im-
internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html, 2020 年 3 月取得 
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本事例では、上記に挙げた不整合や抜け穴的要素があったが、それだけでは大事故や事故

の長期化にはつながっていない。平常時から存在していた不備や不整合（リスク）が、何等

かのトリガーにより事故発生を引き起こしてはいるが、1 つの独立した要因や失敗が事故全

体につながるのではなく、むしろ様々な不整合・抜け穴的要素が追加的に積み重なった結果

である可能性が高いことがうかがわれる。 

参考として、本事例の AcciMap フレームワークを示す（図 5-11）。このフレームワーク

では、リストアップした不整合・抜け穴的要素を複数の階層に分け、相関関係から事故がい

かに発生・拡大したのかを分析する手法が取られている。 
 

図 5-11 アライソ渓谷のガス漏出事故に対する AcciMap フレームワーク 

出所：以下をもとに三菱総合研究所作成 
Journal of. Sustainable Energy Eng., Vol. 5, No. 3, December 2017, “A Systematic Framework for Root-
Cause Analysis of the Aliso Canyon Gas Leak Using the AcciMap Methodology: Implication for 
Underground Gas Storage Facilities,” p222, 
https://prnc.org/sites/default/files/articles/2018/Tabibzadeh_et_al.,_2017,_A_Systematic_Framework_for_Ro
ot-Cause_Analysis_of_the_Aliso_Canyon_Gask_Leak,_JSEE.pdf, p222, 2020 年 3 月取得 
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×【災害時】法令が不十分・未整備（責任の所在が明確） 
×【災害時】運用面での重複（責任の所在が明確） 

災害対応における責任・

法的根拠の明確化 

〇【平常時】運用面での不整合（優先順位の不整合） 
〇【災害時】運用面での未整備（対処しきれない） 

組織間における運用の

不整合 
ガス保安 
( 高 圧 ガ

ス / パ イ

プ ラ イ

ン) 

〇【平常時】法令が不十分・未整備（対処しきれない） 産業設備・危険物の管理

責任者が不在または特

定できない場合への対

応 
〇【平常時】運用面での重複（組織間の不整合） 組織間における運用の

不整合 

〇【災害時】法令が不十分・未整備（法的根拠がない） 
〇【災害時】運用面での重複（責任主体が不明瞭） 

災害対応における責任・

法的根拠の明確化 

鉱山保安

（坑井） 
〇【平常時】法令が不十分・未整備（対処しきれない） 産業設備・危険物の管理

責任者が不在または特

定できない場合への対

応 

注：〇当てはまる、×当てはまらない 

 

5.3.2 マネジメントシステム要件の活用 

これまで、我が国では、ほぼ単一民族から構成され、日本語という 1 つの共通言語を用い

て事業活動の運用を行ってきたため、言葉を理解できない従業員の存在を想定した製造プ

ロセスの設計は積極的に行ってこなかった。また、毎年定期的に一定の新人作業員が入社す

る終身雇用および年功序列制度を前提とした人事制度を構築してきた。しかし、昨今の人手

不足に起因する外国人や高齢従事者の増加といった社会構造の変化に伴い、従事者への訓

練や一時的かつ補助的な措置を講じるだけで事故を未然に防ぐことには限界がでてきてい

る。 
一方、歴史的に多くの移民を労働者として受け入れてきた欧米諸国では、多民族から国家

が成り立っており、かつ国境の往来が自由な環境のもと、異なる文化、習慣、言語、価値判

断をもつ従事者の集団により製造・販売プロセスが運用されて久しい。このような国々では、

個々の従事者の習熟度を高めることには限界があるという前提条件から、従事者の能力を

高めて事故防止をとる方策をとりながらも、そもそも事故が起こりにくいプロセス及びそ

れを支えるマネジメントシステムの構築・運用を重点的に構築してきた経緯がある。 
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6. 危機管理の考え方に関する調査 

2 章で整理したリスク要因の変化を踏まえ、「保安・レジリエンスの強化に向けた不断の

取組」を実現するため、産業保安行政としては、国・自治体・事業者間や、経産省・監督部

の行政としての危機管理体制・緊急時情報共有体制の整備等を進めていく必要がある。 
本章では、危機管理対応に関する先進的な考え方や、これまでになかった防災分野の潮

流・アプローチ手法、新たなリスクへ対応等を、「危機管理組織論」「防災に関連する国際

規格」の視点で調査し、今後の産業保安行政における危機管理施策の展開点として分析・

整理した。 
本調査は、保安行政のあり方を達成する手法論の一つとして、グローバルでの考え方を参

考とするものである。 

6.1 危機管理組織論及び防災に関する国際規格 

今後の産業保安行政のあり方を検討するに当たり、踏まえておくべき安全・危機管理・防

災・レジリエンスへの考え方に関する国際的なスタンダードや新たな潮流について把握し、

産業保安分野が参考とするべき概念を抽出することを目的に、危機管理組織論、及び防災に

関する国際規格を調査し、整理した。 
危機管理組織論については、2004 年から活用されるようになった、米国のインシデント・

コマンド・システム（ICS）に代表される考え方が代表的である。事故や災害時の指揮命令

系統や組織の統制等、組織のマネジメントに関する概念 172であるが、本概念は 2018 年に、

危機管理の指針として規格化されていた ISO22320（2011）が改訂される際に、最新の知見

とともに ISO22320（2018）：Emergency management — Guidelines for incident management に
包含されている。その他、ISO 内には、危機やリスクを「管理」する文脈で、様々な側面か

らの考え方が国際標準として規格化されていることから、特に ISO を中心に最新の国際規

格を調査した。 
防災に関する国際規格には、自然災害や事故に対するレジリエンス、サステナビリティの

確保という視点や個別組織の事業継続、自然災害や事故を防ぐ設備・機器・防具等やそれら

に関する基準等がある。今回は、仕様書の通り、産業保安にもたらされる「新たなリスク」

「増大するリスク」への対応という意味合いから、これらの「変化するリスクに事前に行う

べき備え」という観点で、先進的な考え方を含む国際規格を調査の対象とした。 
 
本調査で確認する国際規格等の危機管理・防災に関する先進的な考え方は、これらが指し

示す考え方に必ずしも準拠することが求められるものではない。一方で、国際規格は、その

成り立ちの性質上、世界の複数カ国がその概念や考え方に同意を示したものといえ、現状体

制が整っていない国や地域では、これに準拠した考え方で当該国内の整備が進むこともあ

りうるものである。 
 
全てのリスク・危機への対応について、単独の国では知見やベストプラクティスを網羅・

                                                        
172 災害時の指揮命令系統の構築 インシデントコマンドシステム（ICS）緊急時総合調整システム、

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyorinmed/46/4/46_275/_pdf/-char/ja、2020 年 1 月取得 
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蓄積することが困難であるため、各国の進んだ考え方、好事例、有識者の意見が取り込まれ

た、「国際的に合意された考え方や視点」を参考とすることは極めて合理的である。日本の

産業保安分野においても、日本ならではのリスクに対し、国際標準の考え方も参考にしつつ、

本来の危機管理の高度化という目的を業界全体で考え、足並みを揃えて達成していく方向

性を示すことは、強大化・広域化する自然災害や、全国で一斉に対応が必要となっている施

設の老朽化という課題への危機管理や防災の対応として、理想的であると考えられる。グロ

ーバル化が進む中、海外拠点を持つ産業保安分野の事業者にとっても、日本と海外現地での

危機管理体制が共通であることにネガティブな要素は少なく、海外展開の際に、安全対策に

関して、現地国採用基準に合わせて調整するコストの削減にも寄与する。 
 
本章の危機管理組織論、防災関連の国際規格に関しては、上記の観点から調査結果を整理

し、現在の産業保安危機管理体制への示唆を抽出した。 

6.2 調査対象の選定 

国際規格分類（International Classification for Standards: ICS）に従い、安全・危機管理・防

災・レジリエンスに関連する国際規格を調査した。 
ICS 分類より、特に防災・危機管理に関連する国際規格については、表 6-1、表 6-2 のよ

うに特定できる。このうち、さらに本調査で着目すべき「昨今のリスク要因の変化」「これ

までになかった考え方・アプローチ」を受けた動きがあるものを抽出するため、近年開発・

更新があったものに調査対象を絞り、表 6-3 を調査対象とした。各調査対象を選定した視

点については、同表 6-3 に、調査対象とする上で期待する示唆として整理している。 
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今後、保安分野においても、危機管理体制を構築する際、各組織が独立した危機管理を行

うのではなく、行政間（保安課―担当課室―関係省庁）、国－地方間（担当課―監督部）、

行政－事業者間（（保安課・担当課室・監督部）―（事業者本社・現場））で連携の取れた

危機管理を行っていく体制を、関わる主体全体で構築できるようにしていくことが求めら

れる。 
また、危機や災害として捉える範囲については、事業所という地理的地点からその周辺地

域へのインパクトまで、事故事態の収束から事故による影響の収束まで、という、これまで

より広く巨視的・長期的な視座も必要とされる。保安行政としては、危機管理で既に検討の

対象としている事故進展シナリオを、より長い時間軸で、影響が及ぶ範囲をより広く考慮し

て検討を深め、高度でプロアクティブな危機管理を事業者に共有・展開していくことが考え

られる。 

 リスクマネジメント・危機管理対応状況の可視化 

国際的な動向として、組織や地域の安全に関する取組を面的に確保する動きを展開する

ために、地域毎に定量化できる指標を持ち、各地域の状況を可視化・比較化できるようにし

ていく流れが読み取れる。サステナブル／レジリエントな都市の指標として示されている

ISO37120、ISO37123 では、それぞれの規格の中で提示されている指標例が、どの SDGs の
ゴールと関係しているのかを参考文献で紐付けるなど、国連主導で SDGs への対応が進めら

れている中、今後、世界各国で、地域や都市を比較する上で参考とされる可能性が非常に高

い。 
国や地域、産業保安事業者が集まるエリア等でリスクマネジメント・危機管理に資する指

標を適切に設定し、各社の対応状況を第三者が確認できるような仕組みが標準となれば、保

安事業者が事業を行う上で認識しているリスクや危機への対応の充足性を、組織やエリア

で可視化し、異なる事業者・地域間で、改善への自律的な競争と向上を励起できる。リスク

や危機に対し、継続的な改善の取組を行っている企業の努力が第三者からもわかりやすく

なり、社会からの信頼を強めることにも、リスク管理や危機管理が充足していない企業・エ

リアに対し、社会からの圧力を与え、リスクや危機管理対応に関する対策レベルのボトムア

ップを促すことにも繋がる。保安行政でも、各組織・事業者・エリアレベルでのリスク・危

機管理対応状況の可視化は業界全体のボトムアップの為にも取り組むことが今後求められ

るのではないか。 

 SDGs・ESG 概念の世界的な浸透への対応 

本報告書 3 章のグローバルな課題への対応における課題（第 6 回 WS）において、「グロ

ーバル課題と SDGs・ESG への対応要請」の講演・ディスカッションの中で講師の藤井氏・

松原氏から言及があった通り、グローバル化や視点の長期化が進む中で、SDGs の達成や事

業者の ESG に着目して投資を行っていく金融市場の動きは社会的に非常に大きく、保安分

野の事業者へも少なくない影響を及ぼすと考えられる。この大きな流れに対して、各者が個

社で取り組むのではなく、業界全体で危機管理の高度化とそれによる企業価値の上昇とい

う文脈で時間、理念、思想を意識したストーリーを作ることが必要である。この流れに対応
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できなければ、国際的な投資家の目線からは、海外企業に比較して国内企業が後進として捉

えられてしまう可能性もある。 
我が国の産業保安行政としては、世界のこのような動きを注視し、日本企業が遅れを取る

ことのないよう、規制緩和や認証、表彰、チェックリスト等の評価の仕組みを整備し、安全

をコストと評する世間一般の視点を逆手に取り、危機発生時にそのコストを削減する確実

な取組として、サポートしていく必要がある。 
一方、事業者は、既存の危機管理の見直しや継続的な計画の更新、訓練、事故を起こさな

いための適切な資産の管理、保安のための新たな考え方や技術の導入、事故が発生したとき

の協力体制の確保という不断の安全確保のための取組に加え、ISO37123 等を参考にしつつ、

自社の安全に関わる取組が SDGs のどの目標の達成に関連するのかを明らかにし、積極的に

公表していく、もしくは、自社で想定するリスクに従って取組範囲を広げていくことも有効

であると考えられる。 
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7. 今後の産業保安行政のあり方と新たな方向性 

本節では、3 章～6 章の各章を踏まえて、7. 今後の産業保安行政のあるべき姿と新たな方

向性を検討する。 

7.1 今後の産業保安行政のあり方や施策に関する示唆 

3 章～6 章の各章で得られた産業保安が今後取り組むべき新たな方向性に関する示唆を以

下に再掲してとりまとめる。 

 第１回 WS で得られた示唆 

 平常時からの災害関連情報収集の仕組み構築 
 保安力評価の仕組み構築 
 中小企業向け評価方法の検討 
 優れた企業を評価する仕組み 
 優れた安全活動や失敗事例のとりまとめ 
 現場の人材確保 
 安全教育プログラムの海外展開 
 外国人労働者に関する海外企業・先進企業からのナレッジシェア 
 体系的安全教育プログラムの構築 
 

 第２回 WS で得られた示唆 

 行政職員の予測力を高める WS の実施 
 精度が粗い情報の取扱能力の向上 
 事業者が策定する BCP の実効性の確保 
 運用を考慮した情報システムの導入・再編成 
 行政データの活用促進 
 第三者をプラットフォーマーとした事業者間データ連携の促進 
 エビデンスに基づく避難指示・解除の実施 
 省内・監督部間での災害・事故の経験の共有方法の検討 
 国民に向けた産業保安リスクに関する適切な情報発信・伝達方法の検討 
 

 第３回 WS で得られた示唆 

 事業者にリスクマネジメントを課す意味の明確化 
 中小企業向けリスクマネジメント手法の検討 
 事業者が自主的にリスク評価を実施するための仕組み構築 
 予測力・想像力の涵養によるリスクの発見 
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 行動科学の知見（ナッジ等）を活用した非規制アプローチの実装 
 社会・技術を先取りする安全政策の実施 
 イノベーションの推進やコントロールのための仕組みを構築 
 プロアクティブなリスクアセスメント体制の構築 
 テクノロジーアセスメントによるリスクの発見 
 アンケート調査や SNS 観察によるリスクの発見 
 消費者のリスクに対する素養の涵養 
 産官学による安全に関するネットワークの再構築 
 

 第４回 WS で得られた示唆 

 経営層に対する保安の重要性の理解促進 
 AI・IoT を活用した老朽化検知を始めとする産業保安への活用 
 「産業保安白書」の作成による好事例、ヒヤリ・ハット事例の事例集化 
 行政が導入した制度のレベル維持 
 遵守可能な規制レベル導入による事業者の自主保安姿勢の引き出し 
 法規制間の整合性の確認と省庁間・自治体との連携構築 
 民間との情報交流ネットワークの確保 
 有識者・民間企業との保安技術水準のあるべき姿の検討 
 外部有識者ネットワークの構築 
 

 第５回 WS で得られた示唆 

 省内での実効的な危機管理体制の構築 
 抜き打ちでの事故シミュレーション訓練の実施 
 事業者の危機管理計画策定の義務化 
 スポークスマンの能力向上 
 国民に向けた適切なタイミング・内容での情報公開 
 危機発生後 30 分以内にメディア対応ができる体制構築 
 平常時からのメディアとの関係性の構築 
 外部の専門家とのネットワーク構築 
 

 第６回 WS で得られた示唆 

 柔軟にリスク管理手法を選択できる環境整備（業界・行政連携） 
 安全性評価の指針やルール作り 
 安全性評価に基づく製品の改良 
 時代に則したリスクマネジメント技法の刷新 
 リスクアセッサーの育成・活用 
 隣接する他分野のリスクマネジメント技法の共有 
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 「統合的開示ガイダンス」の普及促進 
 新たな資本市場の意義やあるべき姿、ESG プラットフォーム、それを評価する仕組

みや政策的なサポート 
 時代の変化を先取りした安全性評価 
 SDGs への貢献に関する業界全体の枠組みの構築 
 時間、理念、思想を意識したストーリーを作り、金融に対してメッセージを投げるべ

き 
 産学官で知見の共有化 
 

 国内産業保安のシナリオ分析で得られた示唆 

 サイバー空間における保安体制の確保 
 自治体間における運用差の整合化 
 新規技術に対する保安体制の確保 
 産業設備の他組織との法令間の重複を整理する必要 
 行政機関間または事業者間での災害対応における責任・法的根拠の明確化 
 規制対象物の紛失時における対応体制の整備 
 産業設備・危険物の管理責任者が不在または特定できない場合への対応 
 

 海外産業保安の調査で得られた示唆 

 海外事例における課題のタイプ（法規制の不十分・未整備・重複については日本と同

様の課題。対応すべき主体と責任の所在が不明確という日本での課題は欧米にはみ

られない） 
 マネジメントシステム要件の活用 
 事業者と自治体の連携体制の構築 
 

 国際規格等の動向調査で得られた示唆 

 危機管理視点の巨視化と多主体連携の必要性 
 事前の危機管理対応状況の可視化 
 事前のリスクマネジメント対応状況の可視化 
 SDGs・ESG 概念の世界的な浸透への対応 
 本省・監督部・事業者等の調和した危機管理体制の構築、マニュアルの改訂 
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 保安・レジリエンスの強化に向けた不断の取組 

従来の産業保安行政の取組は、主に産業事故の未然防止を目的とした「保安」に力点が置

かれてきた。しかし、近年は自然災害の激甚化をはじめリスク要因が変化し、産業事故ある

いは事故の影響が大規模化・広範囲化・長期化していることを踏まえると、レジリエンス（こ

こでは発災後の回復力とする）の強化が求められる。また、全ての施設の事故をゼロにする

ことは困難であるため、事故が発生した場合に影響が大きい施設に関しては政府が関与し

て一定レベルまで影響を抑え込むための施策（保安力または回復力の強化）を実施すること

が求められ、施設に優先順位を付けた保安・レジリエンスの強化が必要である。さらに、保

安・レジリエンス強化の取組においては周辺住民の理解が不可欠であり、また緊急時には適

時・適切に情報提供する必要があることから、これまで以上に市民目線に立ったリスクコミ

ュニケーションが重要になる。 
レジリエンスの強化については、産業事故が大規模化し、影響が広範囲化・長期化すると、

それに伴い対応体制や対応期間も拡大するため、危機管理体制の見直しが必要である。特に、

国・自治体・事業者間の連携（情報収集、意思決定、パブリック・リレーションズ）が重要

であり、体系的に見直す必要がある（A）。視点の巨視化（対象組織を広く、対象の時間軸

を長く、影響範囲を広く捉えて想定外をなくすこと）や多主体連携（行政間、国－地方間、

行政－事業者間等の連携体制を主体全体で構築すること）の考え方は、危機管理体制に関す

る国際標準（ISO22320 等）の考え方に即している（D）。また、事故の影響が施設内にとど

まらず、周辺まで拡大し、周辺地域（例えば農地や河川、道路、環境等）に影響する場合は

省庁をまたいだ連携が不可欠になるため、行政機関間で危機管理ノウハウを共有（G）し、

危機管理対応の認識や能力を合わせておく必要がある。こうして構築した危機管理対応の

実効性を確保するためには、事故対応マニュアルのさらなる具体化（事故の類型と対応規模

の拡大・縮小の判断責任者、事故類型ごとの「必要な機能」「役割」「責任」「担当者」「指

揮命令系統」、危機管理広報における「広報対象（パブリック・リレーションズ）」「広報

責任者」「情報伝達項目」、収集時点で事故進展シナリオに沿った予測及びステークホルダ

ーの洗い出し等によるプロアクティブな対応等）、必要な情報へのアクセスの確保（システ

ム構築及びアップデート）、行政職員個人の実践的な危機管理対応能力の向上を不断に行う

ことが求められる（B、C、E）。 
施設の保安・レジリエンス強化については、一度に全ての施設を強化することは困難であ

ることから、影響が広範囲化・長期化する可能性のある施設から優先順位を付けて保安・レ

ジリエンス両面で強化する必要がある。そのためには、産業設備に関する基礎的なデータベ

ースを整備し、各施設の災害リスクや事故影響の曝露量（例えば周辺人口や従業者数）など

立地リスクをスコアリングする手法に基づき優先順位を付けて、重点的に強化に取り組む

ことが求められる（E、8 章 8.3.2）。 
市民目線に立ったリスクコミュニケーションについては、平常時においては、保安の取組

では原理的にゼロリスクにすることが困難であり、市民も含めた適正なガバナンスのあり

方をリスクベースで構築していくためのコミュニケーションが必要である。一方、緊急時に

おいては「誰が、いつ、どのような情報を求めているか」というパブリック・リレーション

ズ（ステークホルダーの関係性）の事前分析・整理と平常時からの関係構築が肝要である

（H）。 
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以下に、A～H について、それぞれ既存施策を例示し、3 章で実施したワークショップに

おける参加者アンケートを整理して、今後の対応の方向性をとりまとめる。 
 

（A）産業事故の大規模化を前提とした対応体制・対応期間の拡大 
【既存施策の例】 
 通信事業者を所管する総務省と「大規模災害時等における社会機能の維持に必要な電

力と通信の適切な確保に向けた申合せ」を締結し、今後、本省間、地方局間、各事業者

間において、速やかに連絡体制の構築し、災害時における協力事項の具体化について

検討を実施予定。【電力安全課】 
 自然災害によって鉱害防止施設の機能が停止し、坑廃水が河川等に流出すれば、深刻

な問題（鉱害）を引き起こす可能性があるため、国民の安全安心の観点から、国として

も事業者の自主保安の取組が確実に図られるよう業界団体に対して指示するとともに、

必要に応じて規制の見直し等の措置を講じる。【鉱山・火薬類監理官付】 
 
【今後の対応の方向性】 
近年は自然災害の激甚化によって、様々な災害が大規模化しており、産業保安事故におい

ても、従来よりも厳しい条件（地震の震度、台風の風速、風水害の雨量、津波の高さ等）を

想定する必要がある。被害規模が大きくなるとそれらの被害拡大のための対応や復旧のた

めの対応についても、より大規模な組織的対応が求められる（令和元年度台風 15 号による

千葉県広域停電等）ため、経済産業省産業保安グループだけではなく、省内及び事業者、他

省庁とも連携した対応が必要となる。そのような 省内外の連携（情報収集、意思決定、パ

ブリック・リレーションズ）の体系を構築することが必要 であると同時に、後述するよう

な危機管理時におけるガバナンスギャップを特定したうえで事前に対応体制の整備を行い、

また未整備の課題が出てきた場合の検討・解決の手順をあらかじめ決めておくことが必要

である。 
 

（B）産業保安危機管理体制の実効性の向上 
【既存施策の例】 
 高圧ガス保安協会「地震対策マニュアル分科会」において、災害発生時における保安確

保や情報収集体制・発信の一元化等を記載した「LP ガス災害対策マニュアル（第２次

改訂版[改]）」を公表。大規模災害時における情報集約フローを作成。【ガス安全室】 
【WS アンケート結果】 
 当部所管の法令違反等重大な問題が発生した際の危機管理広報についてシュミレーシ

ョンすることが、まずは、はじめの一歩であり、今後、実践していくことが重要である。 
 これまでの災害において、情報発信が遅く被害が拡大しているのは、事業者と自治体、

関係機関と自治体等の連携が図れていなかったのが原因であると考えるが、どのよう

に対処すべきか。 
 
【今後の対応の方向性】 
現時点でも事故対応マニュアルが整備されているが、産業事故の大規模化を想定したう

えで事故対応マニュアルの更なる具体化が必要 と考えられる。例えば平常時に準備できる
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ハザードマップは一定の災害条件のもとに予測されたケーススタディであるため、往々に

して実際の災害発生時とは各種の条件が異なっており、産業事故が発生した場合には被害

影響の予測のための実態情報の収集が必要となる。災害発生時の情報収集を円滑に行うた

めには、各種の情報に対するアクセス方法を事前に整備しておくことが必要である。これら

の情報整備もまた事故対応マニュアルの一部として必要となる。 
 

（C）行政職員個人の実践的な危機管理対応能力の向上 
【WS アンケート結果】 
 非常時の情報は、発信しないより不確実であっても発信した方が良いことから、行政

官は、不確実な情報を発信することに不得手で抵抗があることを認識しておくべき。 
 産業保安分野における情報の鮮度と精度の兼ね合い（決断）を見極める能力は、経験す

ることでしか得られないのか。他にいかにして身に付けることができるか。 
 
【今後の対応の方向性】 
従来、産業保安グループでは、産業事故が発生する際に、緊急参集者を中心に対応を行っ

てきたところであるが、そのような行政職員個人の実践的な緊急時対応能力・危機管理能力

の向上を目的とした教育訓練・研修などの実施は限定的であった。今後は、経済産業省職員

向けに 産業保安危機管理研修（予告なし訓練などを含む）を定期的に実施 し、以下のよう

な能力向上を図ることが有益であると考えられる。 
●情報収集の段取り（危機時には平常時のように全ての情報資料がスムーズに収集でき

るわけではなく、状況も刻一刻変化していく。そのような状況の中で必要な情報を収集

するためには準備しておいた情報ソースに効率的に当たっていくことに習熟しておく

必要がある） 
●不正確な情報に基づいた判断（行政職員は通常無謬性を前提とした情報の取り扱いを

行っているが、危機対応時には不正確・制度の粗い情報から判断を行う必要があるため） 
●危機管理体制時における連携体制（危機対応時には平常時とは異なる組織体制で動く

ことが必要となる。平常時の役職にとらわれず、危機管理体制のコマンドラインに則っ

て各自が自分の役割を果たすことが必要となるため、そのような「動き」が出来るよう

平常時から訓練を重ねておくことが必要である） 
 

（D）危機管理体制に関する国際標準（ISO22320 等）への適合 
【今後の対応の方向性】 

危機管理体制に関する国際規格（ISO22320）が存在している。最近の ISO22320 の改定

（2018 年版）では、単独組織での対応から複数組織での連携対応、危機そのものへの対処

から事象の長期的影響までの考慮など、より広い範囲を対象に考えることを求めている。 
自組織の管理体制の必要性に応じてそれら国際規格に照らした確認を行うこともまた有効

である （詳細は 6.4(1)の記載を参照）。 
 

（E）緊急時対応体制の実効性向上に資する支援システムの構築 
【既存施策の例】 
 内閣府を中心に検討が進められている「災害情報ハブ」への参画を念頭に、電力会社が

提供可能な情報と災害復旧時に必要となる情報を整理し、道路や通信等重要インフラ
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情報と共に有効活用できるシステムの設計について検討。【電力安全課】 
 産業設備情報、ハザードマップ等のリスク把握に必要となる情報の整理を行うととも

に、分析手法の検討を実施。【保安課】 
【WS アンケート結果】 
 混乱した緊急時にも活用できるような、時間的な変化や履歴、他のデータとの比較等

が可能となるような、ある空間断面における状況を鳥瞰できるシステムを整備すべき。 
 オープンデータは、緊急時におけるアクセス集中やセキュリティ面での課題などがあ

ることから、利用者側を制限し、その制限の範囲で許容される精度、鮮度を高める運用

とするために具体的な制限範囲を検討する。 
 災害時の SNS 分析やビッグデータ解析を産業保安分野においてどのように活用できる

か。 
 
【今後の対応の方向性】 

緊急時対応時における判断を的確に行うためには、各種の支援システムが有効である。特

に緊急時に必要となる機能としては下記が挙げられる。これらのシステム構築においては、

理論的な機能ではなく、実効性が重要である。緊急時のみ使用するシステムではいざという

ときに使いこなすことができないため、可能な限り「普段使い」できるシステムによって構

成されることが望ましい。また同時に、活用するための人材育成もまた不可欠な要素となる。 
 全国の産業設備に関する基礎データベース（設備リスト、危険物保有量、主要な災

害想定時の被害影響等）※8.4 1)参照 
 データ共有・分析システム（そのためのデータ標準化やプラットフォーム整備（省

庁間及び官民連携））※8.4 2)参照 
 被災地の情報収集（ドローン・ロボットのセンサー情報、衛星のリモートセンシン

グ情報、携帯電話などの各種情報、現地派遣要員からの各種情報等）※9.2・9.3 参

照 
 被害影響予測（シミュレーション＆データアシミレーション技術、AI の活用）※

8.4 2)参照 
 避難計画の立案支援（データ・シミュレーションに基づいた計画の立案・策定支援） 

 
（F）産業保安危機管理広報体制の検討 
【既存施策の例】 
 台風 15/19 号で高圧ガス容器が流出した際、流出情報を覚知後速やかに、ホームページ

やツイッターで、流出した高圧ガス容器の発見時の対処法（触れない、火気使用しな

い、協会に連絡等）に関する注意喚起を実施。【高圧ガス保安室】 
 現場情報収集の迅速化のために住民が投稿できる情報収集フォームの HP 上への開設

やツールの整備を検討。また、リアルタイムな現場情報収集システムの開発を検討。

【産業保安グループ】 
【WS アンケート結果】 
 国や企業が発信する情報が国民にどう受け止められるのかよく考える必要がある。例

えば、プレス発表等においては、見通しなのか、期待なのか、目標なのかを明確して情

報提供すべき。 
 事案を正しく認識するために情報を収集する仕組みを日頃から構築し、発信にあたっ
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ては、ファクツを誠実に示し、発信する目的・効果を、よく考えて構成することを念頭

にクライシス・コミュニケーションを行うべき。 
 戦略的な広報が下手であり、リスクコミュニケーションが上手く出来ていないことを

認識し、改善できるような仕組みや訓練を検討すべき。 
 大事故が発生した際の広報について、我々役所の対応（情報収集から広報に至るまで）

が後手に回り、TV 報道やネットニュース、SNS 等による報道が先に出てしまい、誤っ

た報道が拡散され、役所が事実を広報しても、リカバリー不能な状況に陥った場合、ど

のように対応すべきか。役所内だけでなく事業者（民間人）も交えて討議すると良い。 
 
【今後の対応の方向性】 

これまで、産業保安事故の責任は事業者にあるとされ、また地域対応は自治体が行うケー

スが多いため、経済産業省産業保安グループが危機管理広報を行うことは基本的には想定

されていなかった。しかしながら、今後、新たな脅威によってより大規模な産業事故が発生

することを考えた場合、経済産業省産業保安グループによる何らかの広報対応の必要性が

発生する可能性も考えられる。 
その際には、十分なリスクコミュニケーションの力量を持った広報官及び支援スタッフ

の訓練及び広報体制の整備が必要で ある。 
 

（G）行政機関間での危機管理ノウハウの共有 
【WS アンケート結果】 
 省内の災害対応担当が変わった際に、後代の人が対応に関する反省をしっかり読み、

自分のものにしないといけない。ただ、自身が経験しないと反省を活かすのはなかな

か難しい。 
 行政側も今一度過去の教訓を学ぶ機会を設けることが重要である。 
 
【今後の対応の方向性】 

今後想定される新たな脅威及びその対応は、特定省庁だけではなくその対応ノウハウは

横断的に共有することが望ましい。今後はそのような 危機管理対応ノウハウを行政機関間

で共有活用するようなスキームの構築 が望ましい。 
 

（H）産業保安リスクに関する市民とのリスクコミュニケーションの促進 
【既存施策の例】 
 需要家の構造変化等の環境変化が想定されるなか、ガスの使い方を正しく理解し、誤

った使用をした場合の危険性を体験・体感する機会の少ない需要家が増加することで、

危険性への意識が希薄になる恐れがあることに鑑み、安全啓発に関する効果的な教育・

広報活動のあり方を検討し、その充実を図る。【ガス安全室】 
 総務省消防庁と協力し、業務用厨房でのガス機器等の清掃・メンテナンスについて、リ

ーフレットを作成。消防庁の HP に掲載。【ガス安全室】 
 経済産業省産業保安 HP に「我須野（がすの）一家の部屋」を掲載。LP ガス及び都市

ガスを使う際のポイントや非常時の対応等の情報を掲載。PC 及びスマートフォンで閲

覧が可能。【ガス安全室】 
【WS アンケート結果】 
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 危険への感性は個々人によりバラツキがあるため、具体的にどのような点に気をつけ

て危機に対する教育を行うべきか 
 防災意識の向上については一人一人に訴えていく必要があるとのことだが、際限がな

い。現実的に、どのように防災意識を向上させるべきか。 
 事業者に対する監督指導等での情報提供は、通常業務として経験してきたが、平常時

における地域住民や一般消費者に情報を提供する機会は少ないため、住民とのコミュ

ニケーションが必要。 
 投資家のみならず、製品を購入する消費者に、リスクベースによる安全評価を浸透さ

せるにはどのような対応を行うべきか。 
 
【今後の対応の方向性】 

一般に、欧米では「ゼロリスクはあり得ず、様々なリスクの中で合理的な選択をしていく」

という考え方が一般的であるのに対して、日本は「ゼロリスク指向性」が強い国民性として

対比される場合が多い。このような社会背景の中、産業保安リスクに対しても日本国内では

市民からのゼロリスクが求められる傾向があるとも言われており、それが産業保安規制の

姿（強い規制をかけるか自主保安に委ねるかといった規制当局の施策）に対しても影響を与

えてきた。 
しかしながら今度は、リスク要因の変化が更に多様化し、規制当局による規制で全ての新

たな脅威に対応しきることは困難になり、事業者と地域住民の間のリスクコミュニケーシ

ョンに基づいた新しい産業保安の姿を実現していく必要があると考えられる。 
例えば平常時にあっては市民・消費者や小中学生向けに 安全教育プログラム などを提

供することによって、また災害発生時においては 危機管理広報 において、ゼロではない

産業保安リスクを社会としてマネジメントしていくためのリスクコミュニケーションを継

続的に図っていく ことによって、産業保安リスクのより的確な相互理解と広く国民のリス

クリテラシー素養の涵養に資することができると考えられる。また、コミュニケーション

によって、産業保安グループにとって新たな技術等に関する新たなリスクを認知にもつな

がる。こうした相互の情報受発信が今後の産業保安において重要と考えられる。 
 

 持続可能な産業保安力の確保 

あらゆるリスク要因の変化にさらされる中、各事業者が持続可能な産業保安力を確保す

るためには、事業者の産業保安力の強化に向けた取組、スマート保安を国・事業者が一体と

なって推進すべきである。 
スマート保安の推進には、事業者による現場でのスマート保安の実行、またそれを支える

産業保安行政によるスマート保安推進に向けた取組が必要である。産業保安行政の実施す

べき事項として、まず産業保安グループで所掌する各産業分野でそれぞれ進められてきた

産業保安規制や事業者による自主保安のあり方について、相互の規制を整合化できる部分

を整合化し、全体的な保安レベル向上を目指した取組（I）に着手すべきである。また、自

主保安力の評価結果に応じたインセンティブを与えるなど、自主保安力向上に資する評価

手法の導入（J）をあわせて行うことが望ましい。さらに、産業保安規制の効果測定の実施

（O）、これまで事業者に委ねられていたリスクをアセスメントするリスクアセッサーの育
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成・活用（M）などの具体的な施策を組み合わせるとより有効である。 
一方、社会には新しい技術が次々と登場しており、新しい安全技術を活用した対策の促進

も必要である。合理的な保安を実現するために、こうした新しい技術を用いたリスクマネジ

メント手法の更新（L）を進めていくべきである。反面、新しい技術が浸透していく中で、

新たなセキュリティ対策が不可欠となっており、特に近年ではサイバーセキュリティの推

進が求められている（K）。 
産業保安が、スマート保安の推進による産業保安力の強化や、新しい技術を含むリスク要

因の変化への対応を実行していくためには、産業保安の現状や新たな技術・取組に関する認

識を主体間で共有し、日本の産業保安力向上の機運を生む仕掛け（N）や、社会要請の変化

を見越した新しい産業保安のあり方を継続的に検討（Q）していくべきである。 
より具体的かつ重要な課題としては、人材の不足が挙げられ、入職率の向上を明確な目標

として掲げるべきである。人材育成体制についても、教育機関との連携も含めたエコシステ

ムを構築し（P）、効果的・効率的に業界全体で人材を涵養していくことが重要である。 
 
以下に、I～Q について、それぞれ既存施策を例示し、3 章で実施したワークショップにお

ける参加者アンケートを整理して、今後の対応の方向性をとりまとめる。 
 

（I）実質的な自主保安体制の促進 
【既存施策の例】 
 ガス関連事故の傾向を分析し、これまで消費段階に特化していた対策を、供給・製造段

階にも拡張して検討を進める。【ガス安全室】 
【WS アンケート結果】 
 近年企業の法令順守等のコンプライアンス意識は高くなっているが、企業における保

安への投資が日本では不足しているため、企業が保安への投資を積極的に行えるよう

なメリットを創出する政策検討が必要 
 経営層の安全理念、役割、保安力の向上のためのインセンティブを引き出す制度設計

とはどのようなものか。組織トップやマネージャー、ディレクターに対して、未然防止

によるマネジメントの重要性を理解してもらうためには、どうすれば良いか。 
 経営層から現場への一方的な指示による現場の反発があるなど、経営層と現場との安

全意識の乖離をどう改善するか 
 マネジメントシステムを、現実に適用し機能させるためには、マネジメントシステム

審査員や内部監査員（CPD を含む）資格を有する者を配置して組織を構築、システム

を浸透させる等、その意義（安全確保に止まらず、例えば精神的・肉体的負荷の低減や

生産性の向上等、事業活動への広範にわたる影響）を理解させることが必要 
 現場におけるリスクマネジメントは見直し・活用が行われていない印象がある。現場

においてリスクマネジメントを見直してもらうための表現方法や見直し・周知が容易

な仕組みを考える必要がある。 
 事業者は小規模になればなるほどリスクアセスへの取り組みへの認識と対応力や意欲

が下がる傾向に見受けられるので、事業規模等に応じたリスクアセスの事例等に基づ

き、各事業者に必要性を理解してもらうにはどうすれば良いか。 
 事業者にヒアリングをしていると、「自主保安でやらせてほしい（主に石油精製系）」、

「国で基準を細かく決めてほしい（主に化学系）」と意見が二分化する。行政の方向性



 

168 

としては、自主保安により、事業者による創意工夫を促し競争力を上げるというのが

フィロソフィーかと思うが、「国で基準を細かく決めてほしい」という事業者を、自主

保安の考えにシフトさせるためにはどうすべきか。 
 今まであまり検討されてこなかった未知リスクに対するリスクマネジメントでは、食

品や化学分野等よりシビアな分野でのリスクマネジメントの状況を整理し、所管業種

に適合するようダウンサイジングし活用する手法が効率的である。 
 
【今後の対応の方向性】 

産業保安の分野では、電気保安、高圧ガス保安、ガス保安、鉱山保安、製品安全など、そ

れぞれの分野で一定の自主保安体制が構築されているものの、その自主保安の姿は、分野に

よって大きく異なっている実態がある。 
また同一産業分野においても、自主保安への取り組みについては各事業者の経営層の考

え方も色濃く影響しているケースが多い。「自分たちが許容できる安全」のためにお金を使

うというリスクマネジメントの考え方についてまずは事業者経営層の理解を得ることが重

要である。そのうえで、産業事故リスクを可能性の段階でマネジメントする自主保安体制の

構築・支援が必要であり、これらの取り組みも産業保安分野によってそれぞれ進められてい

るところである。 
これら産業保安各分野の自主保安のあり方は、それぞれの産業としての歴史や設備の特

徴を反映した結果となっているが、自主保安のあり方については、産業保安グループで横断

的に共有・全体を体系化して相違について合理的に整理し、相互に活用することは全体的な

保安レベル向上に資すると考えられる 。また、個人の習熟度に依存しないマネジメントシ

ステムの構築は、人材の減少やベテラン人材の退職を見据え、有効な手段であると考えられ

る。 
 

（J）保安力評価手法の開発と活用促進 
【既存施策の例】 
 自主保安活動推進として、技術総括・保安審議官表彰、高圧ガス保安協会長表彰、LP

ガス安全委員会長表彰を行っている。【ガス安全室】 
【WS アンケート結果】 
 中小レベルでの保安力の向上に向けて、どのように展開していくか、保安へのコスト

をどこまで求めるかといったその仕組みを検討すべき 
 激甚災害を想定したハード面への対策を促進した企業の評価が高まるような仕組みづ

くりが必要 
 民間の自主保安を推進する方法の１つとしては、先端技術（AI、BI など）を取り入れ

て保安確保に取り組んでいる事業者にはインセンティブを与えることかと思うが、ど

のようなインセンティブが良いか。 
 
【今後の対応の方向性】 

事業者が自主保安力を高めていくためにはその評価指標が有効である。例えば保安力向

上センターなどでは汎用的な保安力評価ツールを開発・運用しており、これらの更なる高度

化及び活用促進が期待される。 
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（K）サイバーセキュリティの推進 
【既存施策の例】 
 電気事業法・ガス事業法においてはサイバーセキュリティ対策を保安規制に位置付け、

義務化した。 また、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）や重要インフラ事業

者と DDoS 攻撃やマルウェア感染等の想定訓練を行うなど、官民一体のサイバーセキ

ュリティ対策を推進する。【産業保安グループ】 
 IPA 産業サイバーセキュリティセンター（ICSCoE）が実施する実践的な演習・対策立

案等のトレーニングに、重要インフラ事業者等から研修生を派遣し、中核人材を育成。

今後は、当省に設置した産業サイバーセキュリティ研究会において、IoT 化の進展によ

るサイバー攻撃起点の増加や停電等の物理的な被害リスクに対処するサプライチェー

ン毎の対策等を一層強化。【産業保安グループ】 
 
【今後の対応の方向性】 

各種発電所や石油精製化学プラントでは、その運転・制御を行う制御系ネットワークは事

業所内に隔離されたネットワーク内に構築されていた。しかしながら近年の IoT 技術の発

達に伴い、事業所によっては次第に外部と接続された情報系ネットワークとファイヤーウ

ォールを介した接点をもつネットワークへの変更や、通信機器の活用などにより必ずしも

制御系ネットワークの隔離性が前提として保証される状況ではなくなってきている。その

ような状況にあっては、事業所が持つ各種産業設備のリスクに応じて、サイバーセキュリテ

ィ対策を講じていく必要があり、現在、鋭意取り組みが進められているところである。サイ

バーセキュリティに関しては人材育成が産業保安全体の課題 であり、業界外からの入職が

難しいことから、業界内での 育成スキームを構築する必要 がある。 
 

（L）新しい技術を用いたリスクマネジメント手法の更新 
【既存施策の例】 
 プラント設備の高経年化や若手の経験不足、ベテラン従業員の引退による保安力の低

下が大きな課題となるなか、IoT や AI、ビッグデータ、ロボット等の第四次産業革命

により進展した先進技術を活用し、データ収集や分析（事故予兆等）によるプラントの

安全性や生産性の向上が可能。【高圧ガス保安室】 
 IoT・AI が電気保安分野にも導入。スマート保安の実現は、人材不足の防止に寄与する

可能性があることから、導入促進の取組が必要（サーモパイルセンサ、スマート UGS、
ネットセンサ、ウェアラブルカメラと携帯端末を用いた点検）【電力安全課】 

 土砂崩れ等により巡視路が遮断された場合の電気工作物の保安の確保について、ドロ

ーン等の活用が検討されている。【電力安全課】 
 センサー等の IoT 技術や AI 技術を活用することで、新たに“遠隔常時監視方式”（発

電所構外からの常時監視）を可能とするため、Ⓐ巡視点検の高度化、Ⓑ監視所等の遠隔

化、という二つの観点から遠隔監視の導入方法を整理。【電力安全課】 
 公営水力発電所における巡視点検の実施方法・頻度等に関する実態把握調査及び

ICT/IoT による巡視点検の代替可能性等に関する効果分析を実施。巡視点検作業のス

マート化と実証実験を推進することについて、各事業者と合意。【電力安全課】 
 マイコンメーターの機能を活用し、自動的に圧力等を測定・記録して配管の圧力異常

等を検知・評価できるシステムを検討中【ガス安全室】 
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 災害時、迅速な情報収集と精度の高い情報発信を通じた国民生活の見通しの明確化の

ために、ドローンやヘリを活用し、初動における巡視を効率化するとともに、情報を一

元化できるシステムを導入。【電力レジリエンス WG】 
 情報収集が困難な場合においても、ビッグデータや衛星画像・AI 等の活用を通じて、

現場情報の不足を補完することを目指す。【電力レジリエンス WG】 
【WS アンケート結果】 
 「対策すべきリスク」と「対策する必要のないリスク（リスクの保持）」について、ど

のような基準を以て線引きをすべきか。 
 安全を評価する技術、評価機能を意思決定機関から独立させ、判断根拠を提示する機

能として活用する手法は、コンプライアンスを重視した会社風土の熟成に効果的であ

る。 
 
【今後の対応の方向性】 

近年ではデジタル技術の発達に伴い、保安に活用可能な新たな技術（ドローン、ロボット、

スマートグラス、タブレット、AI、５G、デジタルツイン等）が数多く登場している。これ

らの技術を活用することによって、産業保安やリスクマネジメントの姿は一変する可能性

がある。例えば、従来は人間が目視で行っていた巡視点検もドローンが撮影した画像データ

を AI が分析することで代替することや、設備にセンサーを敷設し常時モニタリングするこ

とによって、定期点検自体が不要となるような保安体制（Condition Base Maintenance）など

が提案されている 。一方、従来の保安規制は人間が定期的に点検することを想定して作ら

れてきたものであるため、これら新しい技術を活用するためには規制の見直しが急がれて

いる状況がある。 
またこれらの見直しを行うためには、「保安レベルが低下しないこと」が前提と考えられ

るが、ロジックとしての可否及びその立証の方法などは今後検討が必要な分野と考えられ

る。 
 

（M）リスクアセッサーの育成・活用 
【今後の対応の方向性】 

各事業者における自主保安のレベルは、当該事業者のリスクマネジメントを支えるリス

クアセッサーの技量に負うところが大きい。ところが、このようなリスクアセッサーを事業

者内で育成することには多大な時間を投資する必要があるため、一朝一夕に技能の高いリ

スクアセッサーをあてられるものではない。一方、海外ではこれらのリスクアセッサーは事

業者の外部機関が支援するケースもあり、リスクアセスメント機能が産業保安エコシステ

ムの中に組み込まれていると考えることもできる。日本の産業保安のリスクマネジメント

レベルを向上するためには、このようなリスクアセッサーの育成パスと社会的な活用の姿

を描いていくことが有効であると考えられる。リスク概念の各種科目への盛り込み及び高

等教育等におけるリスクアセッサー育成課程の整備、社会的な認定制度の拡充（HPI の設備

等のリスクマネジメント技術者技術者はその一例）、社外リスクアセッサー活用の拡大、等

の取組 が考えられる。 
 

（N）日本の産業保安力底上げの仕掛け 
【既存施策の例】 
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 NITE で保有する約 5 万件・70 万ページに及ぶ製品事故情報を電子化・テキストデー

タ化し、AI を活用した重大製品事故低減施策の立案を促進。 これにより①品目毎およ

び品目横断的な事故要因の抽出、②事故の原因予測及び調査方針提案、及び③事故の

発生動向や多発性を踏まえた技術基準・規格の提案などを推進する。【製品安全課】 
【WS アンケート結果】 
 ヒヤリ・ハット事例を成功事例として捉えるなどの考え方の変化が必要 
 事故報告の体系的な収集とデータベース化ならびにディープラーニング等を用いた事

故原因等の分析を行うべき 
 事故の起きていない現場作業員に対し危険（リスク）への関心、危険（リスク）意識の

定着を図る有効な手段とはどのようなものがあるか 
 リスク対策として、鉄道会社が行うようになった計画運休は、適切な予測による妥当

な予防措置か。産業分野においても、適切な予測に基づく工場の休止による予防措置

を行うべきか。 
 サイバーセキュリティ関係では、経営層の役割・責任について求めているところもあ

る。各保安法令においても、経営層の役割・責任を基本的な要求事項として位置付ける

工夫を検討しても良いのではないか。 
 過去の事故から数々の事象を振り返り、原因や再発防止対策を知っておくことが有益

である。事例集（先進事例と事故事例の両方）は手がけた方が良い 
 行政が良い事例や不適切な事例を事例集として公表することで、投資家がそれを参考

に投資判断をするようになれば、企業は自主的に保安に取り組むようになる。投資家

は、保安・安全の取組を見て投資を行うようになっている現状から、事業者の表彰制度

が重要と考えられる。 
 
【今後の対応の方向性】 
日本の産業保安力の底上げのためには、保安の取り組みの良好事例集やヒヤリ・ハット事

例集、事故事例集のような様々な情報共有の方法が考えられる。今後は、これを更に一歩進

めて「産業保安白書」のようなものとして産業保安グループで毎年発行（過年度との比較、

最新トレンド、最新動向などを毎年定点的に取り纏める）するなどによって、更なる産業保

安力向上の機運を醸成する取組になると考えられる。 
 
（O）産業保安規制の効果測定 
【既存施策の例】 
 プラント設置時における規制については、詳細な仕様や特定の数値等で定める「仕様

規定」から、保安上必要な性能を定めた「性能規定」へと改正し、急速に進む技術革新

への迅速かつ柔軟な対応と、事業者よる自主保安の促進を実現する規制体系へシフト

させてきた。昨今の技術の進展により、データの定点かつ高精度な取得を通じ、設備状

態（＝Condition）の把握・分析が可能になったことから、運転時における規制体系も

変えていく必要がある。【高圧ガス保安室】 
 製造・貯蔵・消費段階など、火薬類を取り扱う各段階において、性能規定化を検討中

【鉱山火薬室付】 
 認定 LP ガス販売事業者制度を設立し、緊急時対応や点検頻度の緩和などインセンテ

ィブ規制を措置【ガス安全室】 
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【WS アンケート結果】 
 高圧ガス保安法はコンビナートから一般家庭まで幅広く規制していることから重要な

規制法と認識しているが、海外と比較してもあまりにも種々の規制をしすぎだと考え

ている。今後の高圧ガス保安法の在り方はどうすべきか。 
 国家公務員の役目としては、リスクの知識のない者にもリスク回避の恩恵が受けられ

るよう、政策や規制を計画・選択・実施すべき。 
 
【今後の対応の方向性】 

産業保安規制は、産業事故の発生を予防するために導入されたものである。しかしながら

他方、「強すぎる規制は事業者が自ら考えて主体的に行う自主保安の姿勢を損ねる可能性が

ある。規制レベルを遵守可能なレベルにすることによって事業者の自主保安姿勢の引き出

したほうがよい。」との指摘がなされる場合もある。また地域によって異なる保安要件レベ

ルが異なる場合があるが、その違いの理由（合理的なものか、属人的・文化的な考え方によ

るものなのか）について語られることはまれである。 
これらの疑問についてはこれまでエビデンスベースでの検証がされたことはなく、現存

する産業保安規制が現在どのように日本の産業保安の維持向上に資しているか、当初の導

入目的を今も果たしているかについて評価・検証することは非常に難しい。ただし、今後、

デジタル化の推進と共に産業保安規制も全体的なデジタル化・エビデンスベース化及び規

制のあり方の見直しも進むと考えられ、これらの点に関する調査・検討によって 新しい産

業保安の姿を描くことが可能 になると考えられる。 
 

（P）入職率の向上、人材育成体制（エコシステム）の構築 
【既存施策の例】 
 担い手の構造変化等の環境変化が想定される中、現状の高い保安レベルを保っていく

上では、所要の知識・技能を有する人材がこれまで以上に欠かせないことから、保安人

材の育成に引き続き注力する。【ガス安全室】 
 液化石油ガスの保安に特化した指導者の育成を行い（保安専門技術者指導等事業）、そ

の指導者が各地域で講習会を行い、中小の液化石油ガス販売初等で個別に指導を行う

（地域保安指導事業）により、全体的な保安レベルの維持向上を図る。【ガス安全室】 
 電気保安人材の確保のために、協議会を発足し、高校生以上の男女とその親をメイン

ターゲットとした WEB サイトを開設。現場の人の声を取り上げるとともに、「社会を

支える」「地域の役に立つ」「家族に誇れる」などの声を取り上げるプロモーション活

動を行う。【電力安全課】 
 実務経験に代替可能とする研修についても 2020 年に検討を行い、制度の改正を行う予

定である。【電力安全課】 
 
【今後の対応の方向性】 

産業保安の分野では、ベテラン職員の退職が続いていることに加えて新規入職者の減少

といった状況があり、産業保安人材不足が深刻化している。背景にあるのは、設備産業の職

場に対するマイナスイメージであり（３K など）、人材採用などは基本的には各企業の責任

において個別に対応するものとされてきた。一方、産業保安人材の問題を社会問題としてと

らえるならば、このような 産業保安の現場に対するイメージアップに社会として取り組む
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必要 があるとも考えられる。産業の現場のスマート化を進めるとともに、スマートな職場

であるというイメージをアピールしていくことが重要である。そのためには、国と民間・業

界団体が協力し、SNSを含めた多様なメディアやインフルエンサーを活用した情報発信や、

保安人材確保に向けて メディアと協力した PR の実施 などが有効であると考えられる。 
また、広報戦略による認知向上とあわせて、より実質的な産業保安業界の魅力向上にも並

行して取り組むことが重要である。 
 

（Q）社会要請の変化を見越した新しい産業保安のあり方の検討 
【既存施策の例】 
 「産業保安及び製品安全における統合的開示ガイダンス（2019 年 2 月 27 日）」【保安

課】 
【WS アンケート結果】 
 行政と投資家が連携し、一定のコストを掛けてでも環境対応や安全を重視することで、

企業価値や信頼性等の向上、円滑な資金調達等に繋がることを、経営者に知らしめる

べき。 
 投資や費用の面から保安の取り組みを評価することは、経営に対する切り口として効

果がある。 
 花王とりそなの事例から、事業者・投資家が保安規制を単純なコストでない形でとら

えるようになるには行政としてどのような取組を行うべきか。企業の安全文化を高め

ていくために、ESG 投資を産業保安政策にどのように絡めていくべきか。 
 SDGs や ESC 投資を産業保安のインセンティブとして規制緩和に活用することも考え

られるが、規制緩和のための判断基準として具体的にどのように設定できるか。 
 コストと捉えられることが多い産業保安・製品安全分野の取組を、SDGs・ESG の文脈

で捉えてもらうために行政としてどうすべきか。個社において、SDGs や産業保安・製

品安全の取組について、その位置づけの強化や、予算・人員等のリソース投入の促進を

図るためには、何が有効か。 
 投資家が、産業保安の観点で、国内外の企業に対し投資すべきかどうか判断した結果

をとりまとめることで、他国と我が国の産業保安の到達点を比較できるのではないか。

それにより我が国の産業保安行政の妥当性も評価できるのではないか。 
 
【今後の対応の方向性】 

産業保安に対して要求される保安レベルは、社会的な価値観の変化によって影響を受け

る。グローバル化や事業評価視点の長期化が進む中で、SDGs の達成や事業者の ESG に着

目して投資を行っていく金融市場の動きは拡大 しており、この流れに乗り遅れるとグロー

バル市場では今後投資がされなくなる可能性もある。政策投資銀行による企業へのアンケ

ートを見ると企業においても社会的責任について関心が高まっており、産業保安分野にあ

ってもこのような社会要請及び関心の高まりに応えるための枠組みを構築することが、産

業保安の高度化においても有効であると考えられる。このような 金融／保険アプローチを

推進するための様々な評価基準、評価指標、評価スキーム等の整備及び投資家マインドへの

訴求施策 が有効である。これまでの取り組みでは「産業保安及び製品安全における統合的

開示ガイダンス（2019 年 2 月 27 日）」が挙げられる。 
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 安全・安心の向上に向けた新たな環境整備 

既に顕在化しつつある新しい技術に伴うリスク要因の変化に対して、安全・安心を維持・

向上する取組を行うことに加え、今後起こりうる新しいリスク（Emerging Risk）の産業保安

分野への影響を特定し（R）、プロアクティブに新しいリスクに向き合うことが今後より重

要になる。 
また、デジタル化の進展等に伴う新たなプレーヤーの参入によって、どのように業界の構

造が変化するのかを想定し（S）、それに対し産業保安行政がどうあるべきかを常に見直し

続けることも必要である。 
 
以下に、R～S について、それぞれ既存施策を例示し、3 章で実施したワークショップに

おける参加者アンケートを整理して、今後の対応の方向性をとりまとめる。 
 

（R）特に新しいリスク及びその産業保安分野への影響の特定 
【既存施策の例】 
 高齢者の日常生活の中にカメラ等を設置し、動作情報から高齢者向けの製品開発に活

用するための基盤データを収集。平成 30 年に「高齢者行動データライブラリ」として

公開。４年間で計 13 の実証実験事業を実施し、高齢者の行動特性データが製品開発の

苗床となることを確認。【製品安全課】 
【WS アンケート結果】 
 社会変化等の状況を踏まえた定期的な産業保安に対するリスクの見直しの実施 
 事故防止、未然防止を図るために、「リスクやハザードとは何か」という根本的問題を

整理し検討していくことこそ重要課題である。 
 「事後規制（反応的規制）」であれば、端緒に対応した規制強化をすればよいが、「未

然防止（予防的規制）」では規制強化の匙加減が困難であるが、どのように規制のあり

方を検討すべきか。 
 
【今後の対応の方向性】 

本報告書では８種類の新しいリスク（Emerging Risk）を整理（第２章）し、またリスク分

析の基本的な考え方を整理（第４章）した。特に今後、社会の変化はスピードが速くなり大

きさも拡大していく傾向がある。そのような変化の激しい中にあって、産業保安における新

たなリスクをプロアクティブに特定する方法は、従来からの取り組み（多面的なステークホ

ルダーが連携して新しいリスクを特定する構築する）に加えて以下に示すような 新しい手

法の活用 も検討する価値がある。 
●SNS ログ等インターネット上のビッグデータ分析 
●行動科学的な知見（ナッジ）の活用 
●テクノロジーアセスメント技術 
これら新しいリスクを特定する作業は、予測力・想像力などのリスク分析者の資質を涵養

するといった取り組みも必要となる。 
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（S）新規プレーヤーの参入・業界構造の変化を想定 
 
【今後の対応の方向性】 

近年は特に、産業設備においてドローンや AI などの新規技術の活用範囲が拡大するとと

もに、規制の見直しなども相まって、産業保安分野への新規プレーヤーの参入やオペレーシ

ョン・メンテナンスに関する業界構造の変化なども起こりつつある。一方、これら新規プレ

ーヤーは従来の産業保安に関する知見や経験が十分ではないため、既存の経験豊かなプレ

ーヤーが自主的に対応できたリスクに対しても必ずしも十分な体制とはなっていない可能

性がある。今後は、このような新規プレーヤーの参入が業界構造の変化を想定したうえで、

産業保安規制を検討・見直していく必要がある。 
今後の構造的な変化の例として、上述のような新規プレーヤー（参入事業者）に加え、作

業員の判断からデジタル技術活用、国際競争力を見据えた国内規制と海外規制のハーモナ

イズなどが挙げられる。こうしたポイントは産業保安グループ各分野共通の観点であり、ノ

ウハウを形式知化し共有・活用することが有効である。 
 

 共通的な施策案 

産業保安分野の国内企業の海外展開や国内の保安人材育成といった観点から、産業保安

分野の海外連携（T）を行政として推進することも重要なポイントである。 
4 章で過去の災害を対象に実施したように、現状の産業保安行政が保有するガバナンスギ

ャップに関する課題について適切に整理し、事故が発生する前にガバナンスギャップを特

定すること（U・V）も、今後スピードを増すリスク要因の変化に対応するために必要であ

る。 
平常時・緊急時を問わず、産業保安に関わる社会の変化を捉え、社会からの理解を得るた

めにも、事業者といった産業保安の当事者のみならず、メディアや国民等あらゆるステーク

ホルダーとの知見の共有を継続的に実施することも重要である。 
 
以下に、T～W について、それぞれ既存施策を例示し、3 章で実施したワークショップに

おける参加者アンケートを整理して、今後の対応の方向性をとりまとめる。 
 

（T）産業保安分野の海外連携 
【既存施策の例】 
 タイへの専門家派遣や日本における受け入れ研修を実施。すでにタイの石油会社と日

本のプラントエンジニアリング会社の民民ベースでの協業も開始した。【保安課】 
 
【今後の対応の方向性】 

日本においては人口減に伴い設備産業規模の大きな成長は難しいが、アジアを中心に海

外諸国では今後の産業の発展が見込まれる地域も多い。そのような諸外国と、産業保安の分

野で連携を図ることは、国内企業の海外展開、産業保安人材の育成機会の相互融通、国際協

調などの観点 からも益するところが大きいと考えられる。これまでも高圧ガス保安室で中

国・タイとの連携を行ってきたところであるが、今後はさらに地域を拡大すると共に、連携

の内容を深化させることで、国内産業の活性化につながることが期待される。特に、国内新
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規プラント立地が少ない日本にとっては、海外プラントへの人材派遣や人事交流は国内で

の産業保安人材育成の貴重な機会 になると考えられる。 
 

（U）ガバナンスギャップ特定のスキームの構築（緊急時） 
【今後の対応の方向性】 

ガバナンスギャップは、「同一法制度内／異なる法制度間／異なる執行機関間」での規則

の「未整備／不十分／矛盾・重複／想定外」により発生する、との類型化が可能と考えられ

る。具体的には、産業設備の他組織との法令間の重複があるケース、行政機関間または事業

者間での災害対応における責任・法的根拠が不明確であるケース、産業設備・危険物の管理

責任者が不在または特定できないケース、規制対象物の紛失時における対応体制が未整備

であるケース、などが考えられる。 
従来、ガバナンスギャップは、過去に発生した事故事象の分析結果として得られる状況で

あったが、新たなリスク要因を特定（第２章）したうえで事故シナリオ分析（第４章）を組

み合わせ、事故発生後の緊急時対応の各ステークホルダーの対応行動及びその根拠となる

ルールを上記のガバナンスギャップ発生類型の視点から分析 する（本手法については更な

る具体化の検討が必要である）ことによって、潜在するガバナンスギャップをプロアクティ

ブに特定することが可能と期待される。 
 

（V）ガバナンスギャップ特定のスキームの構築（平常時） 
【既存施策の例】 
 ガス事業法と液石法の間で技術的に同じ評価が可能となる「火気取扱い設備との離隔

距離」「付属設備（バルク貯槽 3 トン未満）」の整合化を図る。【ガス安全室】 
 
【今後の対応の方向性】 

前項目同様の作業を平常時に対しても実施する。 
 

（W）産業保安のあるべき姿に関するステークホルダー間での知見の共有 
【WS アンケート結果】 
 様々なシチュエーションを考慮して予測・予防を検討するために、専門家や知識のあ

る人など、できるだけ多くの人で話し合う必要がある。 
 経営層の保安意識を高めるためにも、経営層に対し、普段からコミュニケーションを

とり、信頼関係の構築することは重要である。 
 KHK 等の第三者機関は、時代がデジタル化していく中で、「検査機関×デジタル技術」

への迅速な対応が求められる。うまく時代を先読みしながら行政、事業者、第三者機関

それぞれの今後の役割を見据えた制度設計をしていくべき。 
 
【今後の対応の方向性】 

産業保安を取り巻く様々なリスク要因の変化及び保安要件の変化に伴って、産業保安の

あるべき姿も時代に応じて変化していく必要がある。そのような変化にあっては、様々なス

テークホルダーと情報・認識を共有したうえで多面的な検討を行う必要がある。これまでも、

規制当局と業界団体の意見交換や省庁間の連携・調整は必要に応じて適宜行われてきたと

ころであるが、特に今後は、リスク要因の変化も大きくなることが予想されることから、連
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携するべきステークホルダーもより幅広く頻繁に、具体的には以下のような連携が重要と

考えられる。 
●規制当局と民間企業の間での定期的な意見交換（官民連携協議会として実施予定） 
●規制当局と産官学での「ざっくばらん・インフォーマル」な意見交換 
●新規リスク要因が産業保安に与えるリスクに関する産官学 での意見交換 
●メディア関係者 との産業保安に関する定期的な意見交換 
●地域住民、NPO 等 との意見交換 
 

7.3 産業保安の中における産業保安行政のあり方について 

7.2 では具体的な施策案を検討したが、これらの施策案及び 2 章で整理した「今後の保安

行政のあり方」が、産業保安の中でどのような役割を担っているのかを整理した。そのため

にまず、4 章で作成した事象進展シナリオを踏まえて産業保安の事故発生前後の流れを以下

の通り整理した。 
起因事象は、既知の起因事象に加え、リスク要因の変化等に伴う新しい起因事象、またリ

スク分析をしても探しきれない起因事象が常に残留していると考えられる。 
 

 

図 7-1 産業保安事故の発生前後の流れ 

 
 「保安・レジリエンスの強化に向けた不断の取組」は、あらゆるリスク要因の変化に伴う

事故発生後、特に被害が事業所敷地外に及ぶ場合の対応や過去の対応の検証結果を踏まえ

てリスク要因の変化に対し保安・レジリエンスを強化する取組を指す。 
「持続可能な産業保安力の確保」は、リスク要因の変化のうち特に「事業環境の変化」に

関連した、事故発生前及び被害が事業所敷地内で発生している間の事業者による保安・事故

対応活動を持続可能とするための行政としての取組を指す。 
また、「安全・安心の向上に向けた新たな環境整備」は、リスク要因の変化のうち特に「産

業・市場構造の変化」に関連した、新しい起因事象やまだ認知されていない残留している起



 

178 

因事象、またそうした起因事象によるに対し対応できるような環境整備等の取組を指す。 
産業保安事故発生前後の流れにおける、これらの 2 章で整理した「今後の保安行政のあり

方」の関係を図 7-2 に示す。7.2 で整理した施策案のような新たな施策に今後取り組むにあ

たっては、各施策が産業保安の中でどういった部分を強化するものか、またその施策が産業

保安全体にどういった影響を及ぼすのか検討し行っていくことが重要である。 
 

 

図 7-2 「今後の産業保安行政のあり方」の関係 

 



 

179 

8. 産業保安の危機管理に必要となるデータの整備、分析 

本章では、7 章で示した具体的施策のうち、データ整備に関する検討を実施した。産業保

安の危機管理において必要となるデータを特定し、GIS（地理情報システム）で整備すると

ともに、公開データに基づき産業保安施設に対するリスク分析を試行した。また、今回実施

したデータの整備・分析を踏まえ、今後行うべきデータ整備についてロードマップを作成し

た。 

8.1 産業保安の危機管理において必要となるデータの特定 

産業保安の危機管理のために利用可能なデータの概況について表 8-1に示す。以下では、

データの種別毎に入手可能なデータについて記載する。 

8.1.1 ハザードに関連するデータ 

ハザード情報は、自然災害等の危険性を地域毎に数値化・指標化した情報である。代表的

なハザード情報として、国や自治体が作成する地震や水害などに対するハザードマップが

存在する。同情報の特徴として、実際に発生した、または発生が確実に予測される災害でな

く、その場所で起こりうると「想定される」災害が記載されているという点が特徴である。 
産業保安分野の危機管理対応の観点からは、ハザード情報を用いることにより、どの程度

の規模の災害を想定し、対応すべきかの参考情報が得られる。これによって事前対策（耐震

性の強化、排水能力の確保等）や非常時への備え（避難訓練、水・食料の備蓄等）をどの程

度まで行うべきかを判断することとなる。 
ハザード情報の利用にあたっては、その限界や課題についても留意すべきである。自然現

象に関する科学的な理解は不完全であるため、評価されていない災害の種類もあることに

留意が必要である。また、想定される災害は、多くの場合は最大規模でなく、ある程度の年

数（再来期間）に一度発生する災害や、過去に観測された範囲での最大規模の災害が用いら

れる。そのため、想定災害を超える規模の災害も発生しうることに注意が必要である。 
以降では、ハザードの種類毎に利用可能なデータについて記載する。 

 地震・津波 

地震動に関しては、政府の地震本部（地震調査研究推進本部）が日本各地に存在する断層

や震源をもとに評価を行い、「地震動予測地図」を公表しており（図 8-1 に一例を示す）、

日本国内を対象とする地震動ハザードの情報としては本情報が最も基本的である。この情

報は、防災科学技術研究所が公開する J-SHIS システムにより、地図形式のインタフェース

と GIS データとして提供されている。本データはデータ自体の再配布は認められていない

ものの、データの表示や再加工は自由に行うことができる。 
地震動に関するその他の情報としては、内閣府（防災担当）や自治体が特定の地域や震源

を対象として行う「地震被害想定」が存在する。この情報は、特定の震源による影響の大き

さを詳細に把握する上では有用であるが、日本全国を一律の基準で評価した結果では無く、

結果として異なる地域間・自治体間を直接比較することができない。この理由から、地震被
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害想定よりも、前述の地震動予測地図の方が本業務に適した情報である。 
 

 

図 8-1 今後 30 年以内に震度 5 強以上の揺れに見舞われる確率 

出所：地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図 2018 年版地図編」 

 
地震に伴って生じる可能性のある津波に関しては、内閣府（防災担当）や自治体が特定の

地域や震源を対象として行う「津波浸水想定」が最も基本的な情報となっている。2011 年

の東日本大震災による津波被害を受けて、多くの自治体で津波浸水域に関する想定が行わ

れ、情報が作成されている。国土交通省が公開する国土数値情報の「津波浸水想定データ」

では、このような各地域における情報を集約し、GIS データに変換したものを公開している。

本データは一部の都道府県においてしか公開されていないことに留意が必要である。また、

複数の都道府県において想定される災害の想定が異なっており、厳密には地域間の相互比

較ができないデータであることに留意が必要である。類似の情報源として、国土交通省の

「ハザードマップポータルサイト」では、GIS データとしての提供は行われていないものの、

津波浸水深に関する情報が提供されている。 
地震動においては、様々な地域で起こりうる地震とその発生確率を組み合わせた「確率論

的ハザード評価」の情報が提供されているが、津波に関しては、公的機関が実施するものと

しては同等の情報は存在しない。2020 年 2 月、南海トラフ大地震による津波の発生につい

て政府の地震調査委員会が確率的に評価したデータが、防災科学技術研究所より津波ハザ

ードステーション（J-THIS）173として公開された。同データは津波ハザードに関して初めて

公開された公的データとして注目に値するが、南海トラフ以外の地震が主要なハザードと

なる地域においては参考とならず、本業務のように全国に存在する産業設備のリスクを把

                                                        
173 防災科学技術研究所、J-THIS 津波ハザードステーション、http://www.j-this.bosai.go.jp/map/、2020 年 3
月取得 
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握する目的で利用することは適切ではない。 
上記以外では、民間企業が作成する情報源も存在する。主に損害保険の目的のためにグロ

ーバルな自然災害の評価を提供する RMS などの企業では、地震および津波に関する独自の

モデリングに基づく確率的評価を有償で提供している。 

 風水害 

風水害の起こりやすさを評価する尺度としては、気象条件のみで定まる指標として、豪雨

や強風の発生しやすさが存在する。これらは主に気象庁により情報提供されている。より被

害に近い指標としては河川氾濫や内水氾濫に伴う浸水域や浸水深の情報が存在し、これら

は都道府県により情報提供されている。 
豪雨に関しては、気象庁の異常気象リスクマップ（図 8-2）により示されている。同図よ

り、地域によって豪雨の発生しやすさに数倍以上の大きな違いが存在することが分かる。台

風や梅雨期の豪雨の影響が大きい中部・近畿・四国・九州地方の南部において特に発生頻度

が高いことがわかる。 

 

図 8-2 気象庁による豪雨リスクのマップ（30 年に一度の 24 時間降水量） 

出所：気象庁「異常気象リスクマップ」 

 
水害による浸水域・浸水深に関しては、一級河川に関しては国土交通省の地方整備局によ

り浸水想定が行われている。それ以外の河川による氾濫、および内水氾濫に関しては都道府

県により浸水想定が行われている。国土交通省が公開する「浸水想定区域データ 174」では、

これらの想定に基づく浸水想定が公開されている。浸水想定は、地域ごとに異なる計画降雨

                                                        
174 国土交通省、国土数値情報 浸水想定区域データ、http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-
A31 html、2020 年 3 月取得 
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水準（50 年に一度、30 年に一度など）の想定のもとで行われているため、地域ごとに厳密

に比較可能な数値ではないことに注意が必要である。 
河川氾濫や内水氾濫の他に重要な氾濫の形態として、台風によって生じる高潮が存在す

る。高潮の潮位は湾地形の奥において特に高くなるという特徴があるため、リスクが特に高

いと考えられているのが 3 大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）である。これらの地域に関して

は、東京都、大阪府、愛知県がそれぞれ想定し得る最大規模の高潮が生じた場合の浸水想定

を公開している。ただし、これらの情報はデータとしては公開されていない。 

 その他のハザード 

1) 土砂災害 

土砂災害は、降水を要因とするもの、地震を要因とするものなどが存在するが、平成 25
年台風 26 号により伊豆大島で生じた大規模な土砂災害など、大きな人的・物的被害を生じ

る事例もしばしば確認される。土砂災害に対するハザードを示す情報としては、土砂災害防

止法に基づき指定される「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」および「土砂災害特別警

戒区域（レッドゾーン）」が存在する。これらの指定区域の情報は、国土交通省より「土砂

災害警戒区域データ 175」として GIS データとして公開されているが、一部の都道府県にお

いてはデータを非公開としていることに注意が必要である。 

2) 突風 

竜巻およびダウンバースト等の突風現象に関しては、気象庁により過去の事例のデータ

ベースが公開されている。図 8-3 に示すように、関東地方の平野部での発生頻度が高いこ

とが確認できる。 

  

                                                        
175 国土交通省、国土数値情報 土砂災害警戒区域データ、http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-
A33 html、2020 年 3 月取得 
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図 8-3 突風分布図（竜巻およびダウンバースト、1991-2015 年） 

出所：気象庁「竜巻等の突風データベース」 

 

3) 火山 

火山活動は、地震や水害と比較すると近年の災害事例は少ないが、2014 年発生し、63 名

の死者・行方不明者を出した御嶽山の噴火をはじめ、歴史的には非常に大規模な被害をもた

らしている。気象庁の火山噴火予知連絡会により、特に注意の必要な火山として「火山防災

のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」が 50 火山指定された。 
火山に隣接する自治体は、噴火による土石流・火砕流、降灰等の影響を想定した火山ハザ

ードマップを公開しており、それらの情報を集約した防災科学技術研究所の「火山ハザード

マップデータベース 176」を通じてアクセスが可能である。ただしこれらは GIS データとし

ては公開されていない。 
 

  

                                                        
176 防災科学技術研究所、火山ハザードマップデータベース、http://vivaweb2.bosai.go.jp/v-
hazard/index html、2020 年 3 月取得 



 

184 

 

図 8-4 火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な 50 火山 

出所：気象庁「地震・津波と火山の監視 火山の監視」 

 

4) 落雷 

落雷は日常的に発生する現象であり、個々の施設レベルでの機能を停止させる可能性が

あるものの、面的に大きな被害が生じる可能性は小さい。落雷に関する過去のデータに関し

ては、民間企業である株式会社フランクリン・ジャパンがデータを販売している。 

8.1.2 曝露に関連するデータ 

大きな自然災害を頻繁に生じる地域であっても、その地域の人口や経済活動が小さけれ

ば、災害による被害は小さい。従って、自然災害のリスクを考える上では、自然災害の強さ

及び頻度（ハザード）に加えて、自然災害に対する曝露の大きさを組み合わせて考えること

が重要である。曝露量としては、典型的には人口や資産額などの大きさが用いられることが

多いが、産業保安危機管理の分野においては関連設備の立地条件も重要な情報となる。 

 産業保安関連設備 

産業保安に関連する分野として、電力、ガス（都市ガス、LP ガス、高圧ガス）、鉱山、

火薬類、熱供給、製品に対する安全の確保が挙げられる。これらに関連する公開情報、非公

開情報について以下に示す。 

1) 電力 

電力の安全に関する主要な設備としては、発電所、変電所、およびグリッド（送電網、配
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電網）が存在する。発電所に関しては国土交通省「発電施設 177」データとして、全国に存

在する発電施設（火力、水力、原子力、太陽光、風力、バイオマス、地熱等）の位置、種別、

発電設備容量等の情報が GIS 形式で公開されている。 
変電設備のデータに関しては、個別にはその位置が公開されている場合もあるが、公的機

関による統一されたデータとしては存在しない。 
送電網・配電網のデータに関しては、電力会社毎に模式的な図として表現されることはあ

るが、基本的には安全上の理由から情報として公開されていない。 

2) ガス（都市ガス、LP ガス、高圧ガス） 

都市ガスに関連する施設としては、調達した液化天然ガス（LNG）を蓄積し、ガス化処理

により都市ガスを製造する LNG 基地が存在する。また、都市ガスの供給網の中での一時的

な蓄積設備として、ガスホルダー（ガスタンク）が存在する。 
LP ガスに関しては、調達した LP ガスは輸入基地、充填所を経て需要家に供給される。日

本 LP ガス協会による「LP ガス供給拠点マップ 178」では、これらの位置に関する情報を閲

覧することができるが、GIS データとしては公開されていない。 

3) 燃料 

石油に関しては、石油の輸出入の途絶への備えとして、国家石油備蓄基地に石油が蓄積さ

れている。備蓄基地の所在地および備蓄容量に関する情報は、石油天然ガス・金属鉱物資源

機構（JOGMEC）により公開されている。 
燃料に関するよりエンドユーザー（需要家）に近い情報としては、ガソリンスタンド・LP

ガススタンド等のサービスステーションに関する情報が国土数値情報の「燃料給油所デー

タ 179」として GIS 形式で公開されている。商用水素ステーションの所在地に関する情報は、

情報燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）が住所形式で公開している。 

 社会・経済関連情報 

社会・経済関連情報は、人口および従業者数が代表的な指標である。人口に関しては総務

省の「地域メッシュ統計人口」、従業者数については「経済センサス事業所数/従業者数」の

情報が代表的な情報源であり、GIS 形式に変換可能な形式で情報提供が行われている。 

  

                                                        
177 国土交通省、国土数値情報 発電施設、http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P03.html、2020 年

3 月取得 
178 日本 LP ガス協会、「LP ガス供給拠点マップ」、https://www.j-lpgas.gr.jp/feature/lpg_map/index html、
2020 年 3 月取得 
179 国土交通省、国土数値情報 燃料給油所データ、http://nlftp mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-
P07 html、2020 年 3 月取得 
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8.2 基礎データの整備 

得られた情報源のうち、重要度が高くかつ直ちに整備可能なデータを収集・整理した。リ

スク分析において情報を重ね合わせて利用するため、空間的なデータは GIS のシェープフ

ァイル形式で整備した。 

 産業設備データ 

産業設備データに関しては、本検討では例示として国土数値情報の「発電施設 180」によ

る発電所（水力発電施設、火力発電施設、地熱発電施設、原子力発電施設、風力発電施設、

太陽光発電施設、バイオマス発電施設、複合型発電施設）の立地データを用いた。 

産業設備データ（非公開情報）を含むデータ整備は「参考資料 A：産業施設のリスク分析」

に示す。 

 自然災害データ 

1) 地震 

地震ハザードに関しては、防災科学技術研究所による「J-SHIS 地震ハザードステーショ

ン」が公開する GIS 形式のデータを用いた。同データでのリスクの表現方法として、以下の

2 種類が存在する。 

 

 30 年間に一定の震度（震度 6 弱以上、震度 6 強以上など）に見舞われる確率 

 30 年または 50 年間に一定の確率（2%, 5%, 10%など）で生じる震度 

 

本業務の目的ではいずれも利用可能であるが、一つの指標としてリスクのスクリーニング

では「50 年 10%の確率での震度」を用いた。今回用いた確率は再来期間 475 年に相当し、

建築物における地震リスクの評価において実務上想定すべき最大規模の地震として一般的

に用いられている 181。 

2) 津波 

津波に関しては、国土数値情報の津波浸水想定データを用いた。同データは一部の都道府

県については提供されておらず、また都道府県によって利用規約も異なっているが、商用利

用が許可されている 14 都道府県のデータを用いて分析を行った。 

                                                        
180 国土交通省、国土数値情報 発電施設、http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P03.html、2020 年

3 月取得 
181 損害保険料率算出機構、地震危険度指標に関する調査研究：地震 PML の現状と将来、2002 年、

https://www.giroj.or.jp/publication/risk/No_66-2.pdf、2020 年 3 月取得 
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3) 水害 

水害に関しては、国土数値情報の浸水範囲データを用いた。同じ地点について複数の想定

が存在する場合には、最も大きい浸水深を当該地点の評価として用いた。 

4) 土砂災害 

土砂災害に関しては、国土数値情報の土砂災害危険箇所データを用いた。同データでは、

都道府県が指定する土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、雪崩危険

箇所の情報を用いた。 

 基礎データ 

1) 背景地図 

分析において地名などの基本的な情報を表示するための背景地図として、国土地理院が

公開する地理院タイルの基礎背景地図を用いた。 

2) 人口・従業者数 

産業施設周辺での社会経済活動の状況に関連する情報として、人口および従業者数に関

するデータを用いた。人口については総務省統計局「地域メッシュ統計」によるメッシュ人

口データを利用し、解像度については 1km、500m、250m メッシュの 3 種類が利用できるが、

従業者数と解像度を合わせるために 500m メッシュとした。 

従業者数については、総務省統計局「平成 28 年度経済センサス」のデータを用いた。解

像度は 1km、500m の 2 種類が利用できるため、500m メッシュを用いた。 

3) 標高 

国土地理院が公開する「数値地図 250m メッシュ（標高）」における 250m メッシュ標高

を用いた。標高については 5m、10m の解像度の標高データも利用可能であるが、日本全国

レベルでの分析には適さないため、利用していない。 
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8.3 リスクの分析の実施 

前節の手順により整備したハザード情報および曝露情報を組み合わせて、リスク分析を

実施した。産業設備データ（非公開情報）を含むリスク分析の結果は「参考資料 A：産業施

設のリスク分析」に示す。 

8.3.1 リスク分析の手順 

リスク分析においては、整備した産業施設データをもとに、個々の産業施設の位置におけ

る自然災害ハザードの情報（地震、津波、水害、土砂災害）および参考情報として標高の情

報を抽出した。抽出した情報は、施設毎にどのような自然災害が生じるリスクがあるかを概

観的に把握するために有効である。また、産業施設データと自然災害ハザード情報を背景地

図上に重畳した地図を作成した。詳細の手順を以下に示す。 
現在のリスク分析は概略的な評価に留まっており、施設毎の災害に対する対策状況（耐震

性や備蓄の状況）、災害により設備に生じる被害状況、それによる周辺地域への影響等を考

慮することにより精緻化する余地がある。 
 
＜リスク分析の手順＞ 

1. 空間分析の諸元の決定  

分析に用いる座標系および投影法を決定し、ベースマップにそれらを指定する。 

2. 産業施設情報の準備  

産業施設の位置（緯度経度）のリストをもとに、１．で設定した座標系・投影法を指定してポイント形式の

GIS データに変換する。 

3. 自然災害ハザード情報の準備  

自然災害ハザードの各種データ（地震、津波、水害、土砂災害等）について、１．の座標系・投影法を指定

して、ポリゴン形式またはラスタ形式の GIS データに変換する。必要に応じて、データの空間的な結合（都道府

県別のデータをもとに、全国データを作成する等）、データ変換（元データの情報を単位変換または加工して分

析に必要な情報を作成する）等の前処理を行う。 

4. 施設情報と自然災害情報の重ね合わせ  

２．と３．の情報および背景地図を GIS ソフトウェア上で重ね合わせて表示する。各情報について適切なラベリ

ング（数値やカテゴリに応じた適切な色、形の設定）を行い、地図画像として出力を行う。 

5. 施設毎のハザード情報の抽出  

４．の情報を用いて、施設（ポイント形式の GIS データ）の各位置における自然災害ハザード（ポリゴン形

式、ラスタ形式）を空間的に抽出し、表形式で出力することにより施設毎のハザード情報を作成する。 
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外部データに関しては、短期的には自然災害のハザードに関する情報を補強することが

重要である。特に津波による浸水深など、現時点では一部の都道府県に限定されている情報

について、都道府県の協力を得て全国をカバーする情報としていくことが重要と考えられ

る。中期的には、産業保安に関連する事業者が保有する情報について、その共有を受ける範

囲を広げることも有効と考えられる。特に、産業保安施設の構造的な強度や対策状況に関す

る情報等、より精緻なリスクの評価につながる情報の提供を受けることは有効と考えられ

る。長期的には、事業者から GIS 形式でデータを受領することも可能性として考えられる。

また、事業者が実施する個々の設備レベルでのリスク評価と、経済産業省が実施する全国レ

ベルでのリスク評価を統合し、シームレスに行うことができれば、リスクの全体像の把握の

進歩につながると考えられる。 

2) システム整備 

整備したデータが価値を発揮するためには、適切に活用されることが必要である。一方で、

GIS 形式のデータを可視化・分析するためには専用のソフトウェアとそれを操作するスキル

が必要であり、産業保安分野の緊急時対応を行う全ての人がそれを使いこなすことは期待

できない。このような事情を踏まえ、短期的には特定の専用ツールに依存しない「基本マッ

プ」を整備することが有効と考えられる。基本マップは自治体等が公表するハザードマップ

に類似しているが、産業保安設備への影響把握の観点で有効と考えられる対象について地

図上に可視化を行ったものを出力しておき、緊急時に基礎情報として用いる。 
中期的には、GIS 形式のデータベースを整備するとともに、特別な操作を必要とせずウェ

ブブラウザ上で操作できる（WebGIS 等の）ユーザインタフェースを構築することが有効と

考えられる。実用的なシステムとするため、分析用・可視化用のデータでそれぞれ適切な空

間解像度やデータ形式を検討することが有効である。 
長期的には、設備データやハザードデータのような静的な情報だけでなく、緊急時の状況

をリアルタイムで把握可能なシステムを構築することが有効である。その際には、防災科学

技術研究所が運営する SIP4D や、国土交通省による DiMAPS 等、緊急時情報を提供する他

の公的システムと連携し、さらには、これらのシステムに対して産業保安に関する最新の情

報を提供する仕組みを構築することが有効である。 

3) 知見の強化 

データを整備し、システムを整備して適切に情報を取得することが可能となったとして

も、それを正しく解釈し、より良い意思決定につなげることができなければ、整備を行う意

味合いは小さい。従って、知見や能力を蓄積し強化していくことが必要である。 
データ利用者としては、緊急時に適切に情報を取得して判断することができるように、デ

ータを用いた危機管理対応の訓練を行うことが有効であると考えられる。また、データ整備

の進展に応じて、より高度な情報取得・判断の訓練を行う必要がある。 
また、データを利用するだけでなく、データを構築する技能を有する人材の確保も重要で

ある。危機管理対応時に、必要に応じて関連情報を収集し、GIS 形式に加工して分析するこ

とができれば、より高度な判断もその場で行うことができる。 
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9.3 産業保安技術の整理から得られる新たな技術活用の展開点 

最新の防災産業調査から、産業保安事故対応に対するアプローチ手法として前節で整理

した様々な技術から、今後の産業保安行政に結び付けられる示唆は以下の通りである。 
 
【産業保安事故対応に係る最新技術動向からの示唆】 
 (1) 産業保安に資する新規技術の積極的導入 

(2) 産業保安に資する新規技術活用のための人材育成 
 (3) 産業保安における新規技術活用のための規制見直しの必要性 
 
以下にそれぞれその詳細を示す。 
 

 産業保安に資する新規技術の積極的導入 

参考資料 9-2 にて個別に紹介している防災関連産業は、2019 年現在の展示会や学会にて

講演等にて紹介がなされている、実証レベル、もしくは商用製品レベルのものである。現状

の技術レベルでの本分野への活用用途として、例えば、ロボットやドローンに搭載した様々

なセンサーを活用した保守点検／遠隔監視システム（図 9-2 参照）による状態監視や、災害

時の府省庁連携防災情報共有システム（図 9-3 参照）、統合リスクマネジメント支援システ

ムは等、産業保安分野全体で汎用的に活用できるものも多い。 
新規技術を活用した保守点検／遠隔監視システム等の状態監視は、危機管理のみならず、

企業のコスト削減や稼働率向上等収益面での改善も期待できるものであり、事業者にとっ

ても投資するメリット大きい。また、府省庁連携防災情報共有システムは、昨今の台風被害

からも示唆される広域での所掌をまたがる災害に対して、情報収集や対応の判断において

情報把握における各省調整等の時間を短縮し、事業者の災害対応支援と対応の進捗管理を

府省庁連携で行うことが可能となる。さらに、このような技術の導入は、将来的に大きな課

題として現場にのしかかる人材不足問題を同時に解決する方策ともなりうる。 
保安業界全体で、こうした新規開発技術の活用による「TBM（Time Based Maintenance）

やベテランの経験知活用」から「CBM（Condition Based Maintenance）やシステムに基づく

形式知活用」による保安への変革・移行は積極的に進めていくべきといえる。 
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図 9-2 設備内点検のイメージと使用するドローン 

出所：経済産業省ニュースリリース、 
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200327009/20200327009.html、2020 年 3 月取得 

 

 

図 9-3 SIP４D による府省庁間統合システム 

出所：防災科学技術研究所・日立製作所、 SIP4D システム連接概要説明資料 
https://www.sip4d.jp/wordpress/wp-content/uploads/SIP4D_連接概要説明資料 190313.pdf、2020 年３月取得 

 産業保安に資する新規技術活用のための人材育成 

新規技術を積極的に導入し使いこなすためには、従来の保安業務では求められなかった

新たなデジタル技術をもった人材が必要となる。これらデジタル化の変革の波は、産業保安

だけではなく全ての業界に及んでおり、そもそも業界全体として人材獲得に課題を持つ産

業保安分野において、これら新技術を導入し、運用・管理するに十分なデジタル人材を外部

から確保することは容易ではない。 
行政は、保安分野全体の人材確保に加え、デジタル技術を活用できる人材をあわせて育成
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し、産業保安分野の魅力化、入職率の向上、業務イメージのスマート化も含めて進める必要

がある。 

 産業保安における新規技術活用のための規制見直しの必要性 

新規技術の保安への導入・活用に際し、一義的には事業者が、事業者自身でリスク分析を

行い、リスクに応じて必要な技術を導入していくことが基本となるべきである。しかし、平

時・災害時の規制がハードルになり、技術の導入が進まないケースがある。 
産業保安行政は、新しい技術の導入を進めるにあたり、事業者自身によるリスク分析に基

づく、当該事業者のリスクマネジメント体制・機能や技術導入状況に応じ、規制緩和等のイ

ンセンティブ付与も含めて進めていくべきである。事業者は、インセンティブを得るのみな

らず、安全を確保したい行政、また地域との間で Win-Win の関係が生まれ、それとともに

事業者による自主保安も自律的に進んでいくことが期待されるだろう。 
規制見直しの観点として、新規技術そのものに対する規制見直し、及び、新規技術を活用

する事業者や保安活動に対する規制見直し、の 2 つが存在する。 

1) 新規技術に対する規制見直し 

新規技術は、その技術それぞれで留意すべき点が異なり、技術の活用・普及度合いととも

に新たな規制が国際的にも形成され、社会に広く展開されていくものである。このような技

術に関しては、国際的な規制の検討動向も踏まえ、日本における検討との整合性も取ってい

くと同時に、緊急性を要する場面では、平常時のより規制を緩和するなど、適切な場面で適

切に活用されるような規制のあり方とすべきである。特に、規制の検討を率先して進める欧

米と異なる特徴を持つ日本特有の自然災害等への新規技術の適応・対応は、日本が率先して

最先端で規制を見直していくべきところである。 
具体的な技術を例に示す。 

ア）ドローン活用 

産業インフラの点検について活用が期待されるドローンは、平時は航空法や電波法に従

って、規則に則り運用する必要がある。一方で、災害時には、従業員の安全確保や現場確認

にドローンが活用できるが、国交省の許可・承認により、航空法の災害時特例が許可される

必要がある。保安分野では、昨年、プラント等危険施設のドローン運用に関してガイドライ

ンが昨年公開されたばかりであり、航空法の適用を受けない空域 182であれば消防庁の消防

防災分野における無人航空機の活用の手引き（平成 30 年 1 月）に従って活用が可能である

が、航空法の適用を受ける空域では事前の許可が必要となる 183。 
ドローンに限らず、災害に対応する保安事業者のスムーズな技術・製品の活用のため、規

                                                        
182 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域は以下である。（ア）地表又は水面から 150m 以上の高さ

の空域、（イ）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域、（ウ）人口集中地区の上空の空域。 
183 石油コンビナート等災害防止３省連絡会議、プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガ

イドライン、2019 年 3 月、

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/koatsu_gas/pdf/014_s01_00.pdf、2020 年 3 月取得 
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制等の弾力運用等が災害時に必要であることが想定されるものに関しては、手続きの簡素

化・省略化を含めた災害時の制度・規制面のフォローを、保安行政として検討していくこと

が望まれる。 

イ）防爆対応 

産業保安の現場では、新規技術を活用する際、従来よりも爆発雰囲気の可能性に対し、広

範に第２類危険箇所として分類されることが多く、国内における防爆認定製品が少ない。こ

れまでも、プラントにおいては、最新の電子機器の使用等が制限される場合が多かった。 
防爆基準に関しては国内基準と国際基準の整合化を進めているところであるが、今後の

日本企業のグローバルな競争力という側面で、現状の規制のガラパゴス化が国内産業の活

動の足かせになっているのであれば、整合化はスピード感を持って進めるべきところであ

る。 

2) 新規技術を活用する事業者や保安活動に対する規制見直し 

新規技術の活用にあたっては、技術を実際に運用する事業者や、当該技術を適用した保安

活動に対し、既存の規制を適用することの適切性についても見直しが必要になるだろう。 
保安活動の新規技術による代替により保安活動の効率化・高度化が図られる中で、新たな

視点からの規制の見直しが必要になることもある。新規技術を運用する IT 人材の確保状況、

運用時のリスクマネジメント体制の適切性など、新規技術を活用する事業者の要件とも組

合せ、規制の見直しを進めていくことが望ましい。 
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10. まとめ 

本事業では、経済産業省産業保安グループにおける産業事故等への対応能力の向上を目

的として様々な観点から基礎的な調査を実施した。 
まず、産業保安グループ保安課とディスカッションして、産業保安が考慮するべき新たな

脅威である近年のリスク要因の変化として、次の 3 分類 7 項目を特定した（2.1）。また、

これらのリスク要因の変化に対する「今後の産業保安行政のあり方」をとりまとめた（2.2）。 
（１）産業を取り巻く環境の変化 
  ①自然災害の激甚化 
  ②テロ等のリスク拡大 
（２）事業環境の変化 
  ①産業インフラ設備の老朽化 
  ②産業保安人材の不足 
  ③新しいグローバル課題への対応要請 
（３）産業・市場構造の変化 
  ①第 4 次産業革命の進展 
  ②新たなプレーヤーの参入 
  ③社会構造の変化 
 
これらのリスク要因の変化によって産業保安が曝されている新たな脅威及び今後考慮す

るべき産業保安のあり方に関する検討の観点について知見を得るために、リスクマネジメ

ント及び危機管理などに関する有識者を講師として招聘したワークショップを 6 回開催し

た（3 章）。講師による講演とその後のディスカッションの結果、保安分科会資料 5 の「３ 

今後の保安行政のあり方」の 3 つの施策の柱（保安・レジリエンスの強化に向けた不断の取

組、持続可能な産業保安力の確保、安全・安心の向上に向けた新たな環境整備）と、それら

に共通する示唆として、20 分類 60 項目の示唆が得られた（3.3）。また、各回のワークショ

ップ開催後に実施した参加者アンケートにより、これまでの産業保安行政に対して 31 の改

善点と 25 の検討課題が挙げられた（3.4）。 
次に、リスク要因の変化に伴う産業保安及び緊急時対応における課題を抽出するため、日

本の産業保安・災害対応の法令・執行体制として、産業分野を所掌する組織、保安管理を所

掌する組織、災害対応を所掌する組織を整理（4.1）した後、リスク要因の変化が安全規制の

法体系に与える影響や課題（重複・矛盾・抜け穴等）を事象進展シナリオ作成・過去事例・

新たなリスクの検討により分析し（4.2～4.4）、課題を産業保安分野別に、平常時または災

害時の課題として整理した（4.6）。その結果、産業設備の他組織との法令間の重複を整理す

る必要性、行政機関間または事業者間での災害対応における責任・法的根拠の明確化、新規

技術に対する保安体制の確保等、7 つの示唆が得られた。 
また、海外の事故事例からも示唆を得ることを目的として、アメリカとドイツを対象にし

て産業保安規制と関係法令を整理し（5.1）、事故事例分析を実施した（5.2）。事故事例分

析に関しては、韓国で 2019 年 5 月に水素タンク爆発事故が発生しており、日本においても

将来的に水素の活用が普及することが見込まれていることから、調査対象とした。その結果

を踏まえ、法令や執行体制の課題（不整合や抜け穴的要素）を類型化し、海外におけるマネ
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ジメントシステムの構築や事業者・自治体の連携について示唆が得られた（5.3）。 
危機管理の考え方に関しては、危機管理組織論及び防災に関する国際規格を調査し、危機

管理視点の巨視化と多主体連携の必要性、リスクマネジメント・危機管理対応状況の可視化、

SDGs・ESG 概念の世界的な浸透への対応について、示唆を得た（6 章）。 
これらの示唆を踏まえて、今後の産業保安行政のあり方や施策に関する示唆を類型化し、

既存施策の整理と今後実施すべき施策案について検討した（7 章）。 
（１）保安・レジリエンスの強化に向けた不断の取組 

(A)  産業事故の大規模化を前提とした対応体制・対応期間の拡大 
 省内外の連携（情報収集、意思決定、パブリック・リレーションズ）の体系の

構築 
(B)  産業保安危機管理体制の実効性の向上 
 産業事故の大規模化を想定したうえで事故対応マニュアルの更なる具体化 
 各種の情報に対するアクセス方法を事前に整備 

(C)  行政職員個人の実践的な危機管理対応能力の向上 
 産業保安危機管理研修（予告なし訓練などを含む）の定期的な実施 
 上記による情報収集の段取りや不正確な情報に基づいた判断、危機管理体制

時における連携といった能力向上 
(D)  危機管理体制に関する国際標準（ISO22320 等）への適合 
 自組織の管理体制の必要性に応じてそれら国際規格に照らして確認 

(E)  緊急時対応体制の実効性向上に資する支援システムの構築 
 緊急時に向けて必要な機能（データベース、データ共有・分析システム、情報

収集や被害影響予測、避難計画の策定等）のシステム整備 
(F)  産業保安危機管理広報体制の検討 
 平常時・緊急時におけるパブリック・リレーションズの分析・関係構築 
 リスクコミュニケーションの力量を持った広報官や広報体制の整備 

(G)  行政機関間での危機管理ノウハウの共有 
 危機管理対応ノウハウを行政機関間で共有活用するようなスキームの構築 

(H)  産業保安リスクに関する市民とのリスクコミュニケーションの促進 
 ゼロリスク指向からリスクベースに転換するための学生・市民・消費者等向け 

リスク教育プログラムの提供 
（２）持続可能な産業保安力の確保に向けたスマート保安の推進 

(I)  実質的な自主保安体制の促進 
 産業保安グループで、自主保安のあり方を横断的に共有・全体を体系化し、相

違について合理的に整理 
(J)  保安力評価手法の開発と活用促進 
 汎用的な保安力評価ツールの高度化・活用促進 

(K)  サイバーセキュリティの推進 
 サイバーセキュリティ人材の育成 

(L)  新しい技術を用いたリスクマネジメント手法の更新 
 新しい技術も活用した保安導入のための規制の見直しに向けたロジック検討・

立証 
(M)  リスクアセッサーの育成・活用 
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 社会的な認定制度の拡充（例：HPI の設備等のリスクマネジメント技術者技術

者） 
 社外リスクアセッサー活用の拡大 

(N)  日本の産業保安力底上げの仕掛け 
 「産業保安白書」（各種情報の過年度との比較、トレンド・最新動向の定点的

な記録）の発行 
(O)  産業保安規制の効果測定 
 デジタル化に伴う産業保安規制のエビデンスベース化 
 産業保安規制の導入目的に対する評価・検証 

(P)  入職率の向上、人材育成体制（エコシステム）の構築 
 SNS を含めた多様なメディアやインフルエンサーを活用したた情報発信 
 メディアと協力した PR の実施 

(Q)  社会要請の変化を見越した新しい産業保安のあり方の検討 
 金融／保険アプローチを推進するための様々な評価基準、評価指標、評価スキ

ーム等の整備及び投資家マインドへの訴求 
（３）安全・安心の向上に向けた新たな環境整備 

(R)  特に新しいリスク（Emerging Risk）及びその産業保安分野への影響の特定 
 新しい手法による新しいリスクの把握（SNS 等ビッグデータ分析、行動科学的

知見の活用、テクノロジーアセスメント等） 
(S)  新規プレーヤーの参入・業界構造の変化を想定 
 新規プレーヤーの参入による業界構造変化を想定した産業保安規制の検討 
 産業保安グループ内でのノウハウの形式知化と活用 

（４）産業保安行政のあり方の方針に共通 
(T)  産業保安分野の海外連携 
 海外プラントへの人材派遣や人事交流、産業保安人材の育成機会の相互融通 

(U)  ガバナンスギャップ特定のスキームの構築（緊急時） 
(V)  ガバナンスギャップ特定のスキームの構築（平常時） 
 本事業で整理した事故分析における類型化手法等を応用し、ガバナンスギャ

ップ発生類型の視点からガバナンスギャップを特定する考え方を構築 
(W)  産業保安のあるべき姿に関するステークホルダー間での知見の共有 
 規制当局と民間企業の間での定期的な意見交換（→官民連携協議会） 
 規制当局と産官学での「ざっくばらん・インフォーマル」な意見交換 
 新規リスク要因が産業保安に与えるリスクに関する産官学での意見交換 

 
8 章と 9 章では、7 章で検討した具体的施策のうち、データ整備に関する検討と、産業保

安に適用できる防災技術の動向調査を実施した。 
データ整備に関しては、産業保安グループにおける平常時の優先順位を考慮した産業保

安施策の実施や危機発生時の状況の予測に活用することを目的として、産業保安の危機管

理において必要となるデータとしてハザードに関連するデータ（地震・津波、風水害、土

砂災害等その他のハザード）、曝露に関連するデータ（産業保安関連設備、社会・経済関

連情報）、過去の災害・事故実績及びリアルタイムデータを特定し（8.1）、基礎データと

して産業設備データと自然災害データ、基礎データ（背景地図、人口・従業者数、標高）
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を GIS（地理情報システム）で整備し（8.2）、公開データに基づき産業保安施設に対する

自然災害に対するリスク分析を試行した（8.3）。また、今後公開・非公開データに基づく

データ整備を計画的に実施するため、データ整備・システム整備・知見の強化についてロ

ードマップを作成した（8.4）。 
産業保安に関連する防災技術動向の調査に関しては、2019 年度に開催された保安・危機

管理・防災関連の産業を担う企業が出展する展示会や内閣府の戦略的イノベーション創造

プログラム（SIP、2014 年～2018 年）のインフラ維持管理・更新・マネジメント技術、レ

ジリエントな防災・減災機能の強化で開発された技術について調査し（9.1）、29 製品・技

術について、それぞれ活用フェーズ（平常時／緊急時）、製品・技術の概要、産業保安分

野での使用例、活用できる産業保安分野等を整理した（9.2）。これらの調査の結果、産業

保安が今後取り組むべき方向性としては、「新規技術の積極導入」「デジタル人材の育

成」「リスクに応じた規制体系の見直し」などの検討が重要となる。 
 
本事業期間中に、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行が発生し、我が

国でも指定感染症として指定された（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定め

る等の政令、2020 年 1 月 28 日）。2020 年 3 月 30 日時点の国内感染者は 1,866 例 184であ

り増加傾向にある。このような事態に対し、産業保安グループは、一般用電気工作物の調

査（定期調査）をはじめとする各種検査・審査の時期の変更に応じたり、各種講習の受講

期限の延長を行ったりするなど、事態の収束までの特例対応を実施している。一方で、保

安規程や告示等定められた事業者による点検に関しては、安全確保の観点から可能な範囲

で代替措置を検討し、実施することが求められる。 
電力、ガス、コンビナート等のライフラインは、新型コロナウイルス感染症の拡大下に

おいても安全な事業継続が不可欠であり、事業者は、感染防止対策を行いつつ、事業継続

計画（BCP）に基づき、代替要員の体制構築等の様々な取組を実施している。産業保安グ

ループとしても、こうした事業者の取組を支援する必要がある。 
感染症に関しては、地球温暖化に伴い、これまでは海外感染者の帰国などで輸入される

例しかみられなかった感染症の国内での感染、また病原体の定着が懸念されている 185。そ

のため、リスク要因の変化の「産業保安を取り巻く環境の変化」に「感染症の流行」を追

加し、感染症が流行・長期化した場合の規制当局及び事業者双方の産業保安のあり方を検

討しておく必要がある。 
（感染症の流行・長期化に備えた施策の例） 

 三密防止につながる対策の促進（省人化・AI による現場作業負担の軽減・状態に基

づく保安による点検頻度の低減等） 
 移動や人の接触を減らす対策の促進（遠隔監視等） 
 講習のオンライン化 
 オンラインによる定期点検（Web カメラ等を活用した検査） 等 

 

                                                        
184 厚生労働省報道資料「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和 2
年 3 月 30 日版）」 
185 環境省 地球温暖化の感染症に係る影響に関する懇談会「地球温暖化と感染症〜いま何がわかっている

のか？〜」、2007 年 3 月 
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展示会・フォーラム名 小分類 講演名 講演者所属（企業・団体） 紹介されている技術 平常（メンテナンス・予防緊急時（予測・異常覚緊急時（避難・被害把緊急時（応急・復旧事例紹介 参考URL 閲覧日

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 超音波技術で軸受の潤滑状態を改善するための３つのアプローチ 東北エンタープライズ 超音波検査技術 ● http://www.tohoku-enterprise.com/products/innovative/ultrasound.php 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー IoTの普及と光無線通信の広がる可能性 太陽誘電 無線通信（IoT等） ● https://www.yuden.co.jp/cms/wp-content/uploads/2019/07/f9013583e6e3e6011890ec閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー アフターサービス部門の変革(1) ＣＥの提案力を強化する ジェック

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー お客様の設備の予知保全から価値を提供 新川電機
振動解析、センシング、常

態監視
● https://d.wsew.jp/ja/Expo/5323838 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー においソリューション ー深化・進化・新化ー コア
においによる予防保全・遠

隔監視
● ① https://www.core.co.jp/coresway/iot/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 設備の管理、運転、保守業務の効率化を図る最新ソリューションの御紹介日本インターグラフ 運転管理システム ● http://www.j5japan.com/product introduction/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 十勝ダムにおける油圧シリンダーロッドねじ部現地機械加工 JFEプラントエンジ
現地機械加工によるメンテ

ナンス
● https://www.jfe-planteng.co.jp/product/local machining/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 「エア漏れを見る。」 超音波カメラを用いた省エネ・コスト削減 フルーク
騒音環境での空気・ガス・

真空漏れ検出
● https://www.fluke.com/ja-jp/product/industrial-imaging/sonic-industrial-imager-ii900# 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー SPM極低速軸受診断法及び最先端振動法の紹介 SPM Instrument Japan

設備診断装置、設備状態

監視システム、診断ソフト

ウェア

● ② http://www.spmjapan.jp/Product%20Catalogue.file/71951 LeonovaDiamond.pdf 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 電動機のオンラインコロナ診断 JFEプラントエンジ オンラインコロナ診断 ● https://www.jfe-planteng.co.jp/catalog/pdf/pdf030.pdf 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 プラントメンテナンスショー 現場における2大リスク！墜落防止と暑熱対策の大事なポイント！ スリーエムジャパン 電動ファン付呼吸用保護具 ● ●
https://www.3mcompany.jp/3M/ja JP/worker-health-safety-jp/safety-

equipment/industrial-safety-products/
閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
特別企画 現場支援システ

ム・ツール特集
IoT/映像鮮明化/AI技術による土木/建設/施設保全作業の効率化 ユニバーサルコンピュータ研究所 映像鮮明化システム ● ● ● ⑦ http://www.ucl.co.jp/products/index.html 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 i-Consutruction推進展 iConstructionにおける地上レーザースキャナーの活用 ファロージャパン 3Dレーザースキャン ● ● ④ https://www.faro.com/ja-jp/industries/petrochemical/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 事前防災・減災対策推進展 SNSで手遅れを防ぐ！最新実例で学ぶ、災害情報収集の新常識 JX通信社 リスク情報収集サービス ● ● ㉖ https://jxpress.net/service/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 インフラ検査・維持管理展 2019年度最新インフラ構造物の安全と品質を守る非破壊検査技術 KEYTEC 非破壊検査 ● https://www.key-t.co.jp/products/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 事前防災・減災対策推進展 AI防災の最前線！AIはどのように防災・減災に活用できるか。 Spectee（スペクティ） リスク情報収集サービス ● ●
※㉖と同

技術
https://spectee.co.jp/service/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 非破壊評価総合展 AIと超音波シミュレータComWAVEを用いた非破壊検査への適用 伊藤忠テクノソリューションズ ● https://mavic.ne.jp/hihakai-ultrasonic-comwave/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 非破壊評価総合展 最先端インテリジェント渦流探傷の事例集 ― 自動車、鉄鋼等 ローマン・ジャパン 渦流探傷検査 ● https://www.rohmann.co.jp/?page id=366 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 i-Consutruction推進展 3Dレーザー計測における課題と点群データの有効活用 富士テクニカルリサーチ 3Dレーザー計測 ●
※④と類

似技術
https://ftr.co.jp/solution/measurement/3d-laser/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 インフラ検査・維持管理展 CUI検査の実用紹介とポータブル計測・モニタリングへの応用提案 浜松ホトニクス
配管検査用放射線ラインセ

ンサ
● ③ https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/type/C13247/index.html 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 非破壊評価総合展 検査担当者必見！非破壊検査と工業用内視鏡の最新ソリューション オリンパス
工業用内視鏡を用いた検

査・分析プラットフォーム
● https://www.olympus-ims.com/ja/all-products/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019 非破壊評価総合展 BHGE GESIT製：X線CTラインナップと各種機能のご紹介
BHGE - GEセンシング＆インスペクショ

ン・テクノロジーズ
工業用X線CT ● https://premium.ipros.jp/bakerhughesds/product/category/33246/ 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019

プラントメンテナンスショー 生産

システム見えるか展 自動化・

省人化ロボット展

設備診断情報のデータベース化と活用～保全におけるIoT/ICT技術の展 富士フイルムエンジニアリング
保全情報マネジメントシステ

ム
● http://fec.fujifilm.co.jp/products/productsinfo/kartemix/index.html 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019

プラントメンテナンスショー 生産

システム見えるか展 自動化・

省人化ロボット展

旭化成における設備保全の現状と今後の展開について 旭化成 計画保全支援システム ● https://www.asahi-kasei.co.jp/aec-mkt/product/maintenance/index.html 閲覧日 2020/2/18

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019

プラントメンテナンスショー 生産

システム見えるか展 自動化・

省人化ロボット展

設備保全の高度化へ向けた取り組み 日本製鉄
AI/IoTを活用した予防保

全
● https://www.nipponsteel.com/news/20190425 200.html 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
事前防災・減災のための国土

強靭化推進セミナー
地図のイノベーション～防災・災害対応に役立つ地理院地図～ 国土交通省 国土地理院 ● ● ⑰ https://maps.gsi.go.jp/pn/meeting partners/data/20181115/1.pdf 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
事前防災・減災のための国土

強靭化推進セミナー
国土交通省における防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001265222.pdf 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
事前防災・減災のための国土

強靭化推進セミナー
大規模災害に対する国土交通省の取り組みについて 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/prepare04/index.html

https://www.zenken.com/kensyuu/kousyuukai/H31/657/657 yamazaki.pdf
閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
非破壊評価総合展 主催企

画
長大鋼橋梁の維持管理のための赤外線計測技術の開発 神戸大学大学院 https://www.kobe-u.ac.jp/documents/info/usr/press/press 2015-1127-4.pdf 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
非破壊評価総合展 主催企

画
画像解析による電車線の架線検査(検測) 株式会社明電舎 画像解析 https://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product id=4734 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
非破壊評価総合展 主催企

画
鉄道トンネルにおける走行型計測への取り組み 計測検査株式会社 走行型計測 ● ● ⑤ http://www.keisokukensa.co.jp/mimm/ 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
非破壊評価総合展 主催企

画
地方鉄道を対象としたレール状態診断システムの開発 日本大学 軌道の異常検出 ● ● http://www.me.cit.nihon-u.ac.jp/lab/tsuna/?page=themes&theme=probevehicle 閲覧日 2020/2/19

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019
非破壊評価総合展 主催企

画
鉄道車軸の自動超音波探傷システム 株式会社KJTD 技術部 超音波技術 ● ● 鉄道総研年報 - 鉄道総合技術研究所www.rtri.or.jp › rtri › annual2017 j 閲覧日 2020/2/19

世界BOSAIフォーラム Creating a disaster resilient society through industry-academ   

Tohoku University- IRIDeS +

Tokio Marine & Nichido Fire

Insurance Co., Ltd

東北大学 災害科学国際研究所 +

東京海上日動火災保険株式会社

● https://irides.tohoku.ac.jp/organization/donation/tokiomarine.html 閲覧日 2020/３/６

世界BOSAIフォーラム Local production for local protection (Chisan Chibo) – Propo        
Tohoku University- IRIDeS

東北大学 災害科学国際研究所
https://irides.tohoku.ac.jp/research/project/projects2015.html 閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム New Horizon of IRIDeS-NTT Innovative Research 災害科学国
NTT

日本電信電話株式会社
● ● ● ⑯

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-

press20180828 01 sangakurenkei.pdf

https://www.ntt.co.jp/sc/project/risk-management/risk management.html

閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム Innovative remote sensing technologies for enhancing disas   
Tohoku University- IRIDeS

東北大学 災害科学国際研究所
衛星による被害把握 ● ㉗

https://irides.tohoku.ac.jp/media/files/earthquake/eq/2018 sulawesi eq/20181011 M

as.pdf
閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム Build Back Better as a key to achieve Climate Resilience -Ho         
Pacific Consultants Co., Ltd.

パシフィックコンサルタンツ株式会社
土砂災害危険情報サービス ● ⑱ https://www.pacific.co.jp/service/preserve/risk/close-up/dosya-buru/ 閲覧日 2020/３/６

世界BOSAIフォーラム Contribution from meteorology, hydrology and DRR for the       

ICHARM

国立研究開発法人土木研究所

水災害・リスクマネジメント国際センター

洪水疑似体験ツール ●
※⑨と同

技術

http://www.icharm.pwri.go.jp/publication/newsletter/pdf/icharm newsletter issue53.p

df
閲覧日 2020/３/６

世界BOSAIフォーラム Fuel stocking proposal to connect life at the time of disaster 
JAPAN BCP INC

日本BCP株式会社
● ⑲ http://www.jp-bcp.co.jp/business/bcp/ 閲覧日 2020/３/６

世界BOSAIフォーラム Value of advance information for earthquake damage reduc     
OPTAGE Inc.

株式会社オプテージ
● ㉒ https://optage.co.jp/recruit/fresh/project/project2.html 閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム The future of wide area disaster response by drones and air  
Drone Fund

ドローンファンド
ドローン ● ● ● ● https://lne.st/2019/11/01/dronefund-lvns-2/ 閲覧日 2020/2/21
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世界BOSAIフォーラム Making use of uncertain earthquake forecast information: C               
Tohoku University

東北大学

南海トラフ地震臨時情報へ

の対応
● https://irides.tohoku.ac.jp/research/prompt investigation/nankai trough.html 閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム Study on Emergency Management Using Incident Response       
NTT

日本電信電話株式会社

米国ICSを実現する日本で

のWebEOC活用
● ● ●

※⑯と同

技術
http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/projects/cd/proceedings/docs/10 maeda yuji.pdf 閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム Disaster Awareness Improvement by Flood Simulated Exper     

Public Works Research

Institute

国立研究開発法人 土木研究所

洪水疑似体験ツールVR ● ⑨ https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2019/0626/pdf/siryo 2-2.pdf 閲覧日 2020/2/21

世界BOSAIフォーラム How to save people from earthquake? 地震から人々を救うには？
Challenge Co.,Ltd

株式会社チャレンジ
直下型対応緊急地震速報 ● ㉑ http://challengego.co.jp/images/challenge/eqg info.pdf 閲覧日 2020/３/６

INCHEM TOKYO 2019 デジタル技術の進歩がもたらすプラント監視の高度化と自主保安力の向上 日本電気
インバリアント分析 異常予

兆の検知
● https://mktgblog.sightlinesystems.co.jp/2019/11/INCHEM2019-NEC-Seminar.html 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 プラントデジタルツインを目指したAI・Big Data・IoT・ロボット技術の活用 千代田化工建設 3Dバーチャルプラント ● ⑧ http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/magazine/188/gijyutsu info03.pdf 閲覧日 2020/３/６

INCHEM TOKYO 2019 産業保安のスマート化の進捗状況及び更なる保安の高度化に向けた取組経済産業省 保安の高度化 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan shohi/pdf/003 03 00.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 社会実装効率を考えたプラント運転監視のためのモデリングとバッチプラント アズビル株式会社 自動監視、異常予兆検知 ● ●
※⑧と類

似技術
https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/library/review/pdf/Review2018 04.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 プロセスプラントの安全マネジメントとリスク基準による設備の管理 大阪大学大学院 工学研究科 保安の高度化 ● https://www.jma.or.jp/INCHEM/img/visit/pdf-seminar pdf09.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 操業KPI のデジタルトランスフォーメーションによるプラントの業務革新 横河電機 巡回点検のDX ● ⑩
https://www.yokogawa.co.jp/solutions/services/consultings/general/implementation-

jp/productivity-jp/field-assistant-jp/
閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 AI を使ったプラントの生産性・運転性向上の実績 日揮グローバル
プラントデータ解析、異常検

知
● ● https://www.jma.or.jp/INCHEM/img/visit/pdf-seminar pdf08.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 \ 搬送から巡回点検まで ゾーン1対応防爆モビリティの最前線 三菱重工業 自動巡回防爆ロボット ● ⑥ http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/554/554150.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 ICT で実現する危険エリアの安全確保と効率化 シスコシステムズ
防爆エリアでの保全・操業

支援
● ⑫ https://apjc.thecisconetwork.com/site/content/lang/ja/id/7532 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 プラントオペレーションデータ解析によるアラームシステムの適正化 福岡大学 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacc/61/0/61 57/ pdf/-char/ja 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 Avoid Unwanted Maintenance Events and Increase Uptime w   Aspen Technology Inc. https://www.jma.or.jp/INCHEM/img/visit/pdf-seminar pdf12.pdf 閲覧日 2020/2/19

INCHEM TOKYO 2019 AVEVA のデジタルトランスフォーメーション戦略 最新のグローバルトレンドと事アヴィバ
デジタルトランスフォーメーショ

ン
●

https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXT/19/aveva1212/

https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2002/03/news045 2.html
閲覧日 2020/３/６

INCHEM TOKYO 2019 IoTを活用した水道向けデジタルソリューション 日立製作所 IoT http://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2010s/2019/04/07a02/index.html 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 ドローン活用のセキュリティ課題と有効性 (一社)セキュアドローン協議会 ドローンのセキュリティ ● https://www.sankeibiz.jp/business/news/190312/prl1903121012026-n1.htm 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 気象データイノベーション：気象データ利活用の未来 東京大学大学院情報学環 気象ビジネス ● ● ⑪ https://www.wxbc.jp/wp-content/uploads/2020/01/seminar 200122 02.pdf 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 安全帯から「墜落制止用器具」へメーカーから見た「構造規格(墜落制止用藤井電工（株） ● https://www.fujii-denko.co.jp/product/harness/ 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 SNSで手遅れを防ぐ！ 最新実例で学ぶ、災害情報収集の新常識 （株）JX通信社 代表取締役社長 SNS ● ●
※㉖と同

技術
https://jxpress.net/4271/ 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 BCPの「真価」が問われる、災害発生時のエネルギー運用について （同）PDジャパン ● ⑮
http://www.msd-box.com/

https://pd japan com/product/ecp series/
閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 DarktraceによるAI型サイバー脅威の可視化と縦深防御
（株）ピーエスアイ サイバーセキュリティ

研究所
サイバー防衛 ● https://www.psi.co.jp/products/list5.html#tab1 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 AIを活用したSNSからの緊急危機管理情報の収集とその有効性 （株）Spectee 代表取締役CEO ●
※㉖と同

技術
https://spectee.co.jp/service/spectee/ 閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 cobraによる区画内火災への対応戦術の基本と応用 三井造船特機エンジニアリング（株） 消化装置 ●
https://www.mes.co.jp/tokki/service/sale01.html

https://www jemco co jp/jirei/jirei04 html/
閲覧日 2020/2/19

危機管理産業展 2019 AI防災の最前線！災害時のAIをどう活用するか最新事例紹介や、SNSに（株）Spectee 代表取締役CEO ●
※㉖と同

技術
https://spectee.co.jp/news-events-20190806/ 閲覧日 2020/2/19

中部ライフガードTEC2019 もしもの災害時に独立稼働するモバイルオフィスの全貌 (株)ケイワークス／原田車両設計(株) ● ⑭ http://kworks-aurora.com/aurora-lineup/mobile-work-space/ 閲覧日 2020/2/19



内閣府SIP技術小分類 技術名 内容 責任者（組織名） 平常（メンテナンス・予防）緊急時（予測・異常覚知 緊急時（避難・被害把握 緊急時（応急・復旧） 事例紹介 参考URL 閲覧日

第１期 インフ

ラ維持管理・更

新・マネジメント

技術

点検・モニタリング・診

断技術

高速走行型非接触レーダーによるトンネル点

検と統合型診断システム

打音検査の代替技術、補完技術として、覆工コンクリートの内部欠陥を、

高速走行型非接触レーダーにより検出する点検技術を開発。

この点検技術により、トンネル履工コンクリート内部の深さ 20cm 程度の

健全性を診断することができる。

パシフィックコンサルタンツ等 ●

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/siphokoku-4.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/001236506.pdf

https://www8.cao.go.jp/kisei-

kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20191219/191219seicho01.pdf

https://minsaku.com/articles/post282/

http://www.mlit.go.jp/common/001236506.pdf

file:///C:/Users/A542601/Downloads/%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E6%A4%9C%E8

%A8%BC%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E6%8A%80%E8%A1%93%EF%BC%88%E3%83

%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E7%B6%AD%E6%8C%81%E7%AE%A1

%E7%90%86%E9%83%A8%E4%BC%9A%EF%BC%89%EF%BC%8820150323%EF%B

C%89%20(6).pdf

2020/3/11

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

第１期レジリエ

ントな防災・減

災機能の強化

災害の早い察知（予

測）

MP-PAWR（マルチパラメータフェーズドアレイ

気象レーダー）

積乱雲の発達過程の生成を初期段階から高速・高精度に観測可能な

MP-PAWRを開発。積乱雲の発達過程の生成を初期段階から高速・高

精度で観測・推定可能なシステムを作り、水災害及び土砂災害を事前に

予測し、災害情報として発信する技術と最適な交通規制と利用避難経

路決定を支援するもの。

これにより、ゲルラ豪雨の高速・高精度予測が可能となった。

情報通信研究機構

東芝インフラシステムズ株式会社

大阪大学

等

● ㉓

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/siphokoku-5.pdf

https://www.nict.go.jp/open-house2019/p03.pdf

https://www.jst.go.jp/sip/dl/k08/sympo2017/koen 03.pdf

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000690689.pdf

2020/3/11

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

第１期レジリエ

ントな防災・減

災機能の強化

災害時に対する事前

準備（予防）
液状化対策技術

大規模な液状化被害が懸念されるコンビナート域等において適切な液状

化対策を促進する必要があるが、低コスト液状化診断システムの構築にお

いては、沿岸コンビナートで操業しながらの安価でシステマティックな液状化

対策工を実施できないという課題があった。

この課題を解決するため、港湾施設及び埋立地の液状化対策（耐震）

診断及び対策技術を開発。石油タンク周辺施設の液状化被害推定解

析技術にも取り組んでいる。

この結果、、大分コンビナート被害低減工事における大幅な工費削減

（従来比 1/2 の 300 億円）・工期短縮（従来比 2/3の 19 年）に

つなげた。

海上・港湾・航空技術研究所

土木研究所

等

● ⑳

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/siphokoku-5.pdf

https://www.mpat.go.jp/pdf/202001_1.pdf

https://www.port-of-

nagoya.jp/ res/projects/default project/ page /001/002/306/1taisingaidorain.pdf

https://www.pwri.go.jp/jpn/about/outline/gyoumu/2018/gyoumu_h30.pdf

2020/3/11

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

第１期レジリエ

ントな防災・減

災機能の強化

災害時の迅速な対応

（対応）

府省庁連携防災情報共有システム

（SIP4D）

従来、各府省庁が個別に災害対応を行ってきた結果、情報の連携がタイ

ムリーになされず、対応の非効率性が生じるなどの課題があった。

これを解決するため、最新の ICT を用いて、複数の府省庁が保有する災

害予測情報、被害推定情報、被害情報等をリアルタイムで共有し、災害

対応の迅速化・効率化に活用することを目的に、情報の集約・加工・提供

を行う府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）を開発した。

SIP4D は平成 28 年熊本地震、平成 29 年九州北部豪雨、平成 30

年大阪北部地震、平成 30年 7 月豪雨及び平成 30 年北海道胆振

東部地震時にも運用され、現場担当者（自衛隊、DMAT、自治体）か

らは、有効であったとの評価を得た。

厚生労働省の保健医療支援システム、農林水産省のため池防災支援シ

ステムについて、SIP4D と連接を達成している。

防災科学技術研究所

株式会社日立製作所

等

● ● ㉘

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/siphokoku-5.pdf

https://www.sip4d.jp/wordpress/wp-

content/uploads/SIP4D%E9%80%A3%E6%8E%A5%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%A

A%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99v28.pdf

https://www.sip4d.jp/wordpress/wp-content/uploads/SIP4D 連接概要説明資料

190313.pdf

2020/3/11

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/19

第１期レジリエ

ントな防災・減

災機能の強化

災害時の迅速な対応

（対応）
ICT ユニット

大規模災害時に生じる通信混雑や通信途絶等を克服するため、災害発

生直後出会っても、装備到着後 10 分以内に被災地域の災害対策本

部等と多数の被災現場の間の密な通信を確保する情報配信技術を開発

した。

22 省庁参加 8 拠点の政府緊急災害対策本部の設置準備訓練（立

川）において有効性を実証、国際電気通信連合の災害時通信システム

ITU-D として ICT ユニットが導入されている。導入以降、パプアニューギニ

アでの地震（平成 30 年 2 月 26 日）、トンガでのサイクロン（平成

30 年 2 月 12 日）、カリブ海諸国でのハリケーン（平成 29 年 9

月）発生の際に、現地に適用された。

情報通信研究機構

株式会社 NTT ドコモ

等

● ● ⑬

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/siphokoku-5.pdf

https://www.nict.go.jp/resil/pkg.pdf

https://www.jst.go.jp/sip/dl/k08/sympo2017/koen_12.pdf

http://www.bosai.go.jp/press/2018/pdf/20180417 02 press.pdf

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/96kai/siryo4-4-4.pdf

2020/3/11

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

2020/3/12

その他「防災×

テクノロジー」タス

クフォースに含ま

れる技術等

AIによる地震・洪水の被害予測

住民分布や建物の築年数といった膨大なデータを蓄積し、地震や洪水が

起きた直後に被害状況を人工知能（AI）が予測する。クラウドソフトを提

供し、地震などが起きると被害の大きさに応じて区画単位で色分けして画

面上に示す。平時での災害シミュレーションも可能。

米ワン・コンサーン

損害保険ジャパン日本興亜

ウェザーニューズ
● ㉔

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43943070Z10C19A4XY0000/

https://jp.weathernews.com/news/27902/

2020/3/19

2020/3/19

その他「防災×

テクノロジー」タス

クフォースに含ま

れる技術等

自然災害発生時の被災建物予測棟数をリ

アルタイムで公開

台風・豪雨・地震による被害が発生した直後から、市区町村ごとの被災建

物棟数および被災率を予測して地図上に表示する。平時には、世界中の

気象情報や、過去に発生した台風・地震を用いたシミュレーションを確認で

きる。

あいおいニッセイ同和損保

横浜国立大学

エーオンベンフィールドジャパン

● ㉕

https://www.hokende.com/news/blog/entry/2019/06/22/090000

https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2019/news_201906

1400588.pdf

https://www.asahi.com/articles/ASM6G3W12M6GULZU002.html

2020/3/19

2020/3/19

2020/3/23

その他「防災×

テクノロジー」タス

クフォースに含ま

れる技術等

防災チャットボット

LINE公式アカウントで被災地に住人からの問い合わせに自動応対する

“AIチャットボット”。住民が入力した問い合わせに対し、AIが会話形式で応

答することで、気象情報や、災害復旧・生活再建（物資確保や被害認

定、罹災証明など）に必要な情報を提供。必要な情報を24時間提供す

ることで、被災者のニーズに即した支援と、行政窓口の混雑緩和を目指

す。

株式会社ウェザーニューズ

AI防災協議会
● ㉙

https://jp.weathernews.com/news/29287/

https://jp.weathernews.com/news/27784/
2020/3/19








































































