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第 1章 研修実施概要 

 

1-1 研修概要 

1-1-1 研修の目的 

化学兵器禁止機関（Organization for the Prohibition of Chemical Weapons、以下 

「OPCW」と記す）主催の研修計画（アソシエート・プログラム）は、途上国における化学

兵器禁止条約の国内実施能力を向上させること等を目的に、OPCW本部（オランダ・ハーグ）

並びに先進国の大学及び化学プラントに途上国政府職員等を研修生として受入れ、同条約

の検証制度及び化学工業の現状について学ぶ機会を提供するものである。 

 

1-1-2 研修の背景 

 2004 年に開始された本研修には、毎年全世界から公募によって選ばれた化学・化学工学

専攻の約 24 名が参加していたが、2008 年よりアフリカ諸国からの研修生受入れを一層推

進するとの方針に従って 28名に増員された。2012年以降はさらに増員されて 32名の研修

生を毎年受け入れている。2016年度のプログラムの大筋を示すと次の通りとなる。 

 

  ・OPCW本部（オランダ・ハーグ）での導入研修：1週間 

  ・大学における技術向上訓練：3週間 

  ・OPCW本部での条約に関する実践的演習・専門機関訪問：1週間 

  ・化学事業所での現場運営･労働環境等に関する研修（産業研修）：3週間 

  ・OPCW本部での総括・成果発表：1週間               

合計 9週間 

 

上記「産業研修」では、研修生受入企業は以下の何れかに関連する特定のテーマを設定

し、3 週間の滞在期間中に講義、施設見学、実習等を通して研修生にテーマに関連する実

務を習得させる。また、研修生は研修期間中に得た成果を報告書としてまとめるという課

題が与えられる。 

 

 ・プラント運転（質量バランス、P&Iチェック、プロセス制御、安全システム） 

 ・プラント技術（ボトルネック解消、プラント改良、省エネルギー） 

  ・プラント及び製品安全（HAZOPスタディー、運転許可） 

  ・環境と保健（環境基準、環境監査） 

  ・研究開発 

  ・マーケティング 
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  ・ロジスティック（生産スケジュール、原料輸送） 

  

アソシエート・プログラム開始当初、3 週間の日程で実施される産業研修は、ドイツ、

フランスといった OPCW本部近隣の先進国で実施されていたが、2004年に OPCW 技術事務局

から日本における研修実施の要請があり、日本企業による研修生の受け入れが始まった。

これまでの日本における研修の概要は次の通りである。 

 

2004年度（2004 年 8月 31日～9月 17日実施） 

研 修 生：マレーシア及びフィリピンより各 1名 

受入企業：三菱化学株式会社、協和発酵工業株式会社 

2005年度（2005 年 8月 29日～9月 16日実施） 

研 修 生：マレーシア及びインドより各 1名 

受入企業：三井化学株式会社、旭化成ケミカル株式会社  

2006年度（2006 年 8月 28日～9月 15日実施） 

研 修 生：カンボジア及びインドネシアより各 1名 

受入企業：昭和電工株式会社、住友化学株式会社 

   2007年度（2007年 8月 27日～9月 14日実施） 

         研 修 生：バングラデシュ及びタイより各 1名 

         受入企業：三菱ガス化学株式会社、旭硝子株式会社 

   2008年度（2008年 8月 25日～9月 12日実施） 

         研 修 生：マレーシア及びラオスより各 1名 

         受入企業：旭化成ケミカルズ株式会社、宇部興産株式会社 

   2009年度（2009年 8月 24日～9月 11日実施） 

         研 修 生：ケニア及びラオスより各 1名 

         受入企業：三菱化学株式会社、住友化学株式会社 

   2010年度（2010年 8月 30日～9月 17日実施） 

         研 修 生：インド及びラオスより各 1名 

         受入企業：昭和電工株式会社、旭硝子株式会社 

2011年度（2011 年 8月 29日～9月 16日実施） 

         研 修 生：マレーシア及びインドネシアより各 1名 

         受入企業：三井化学株式会社、三菱ガス化学株式会社 

2012年度（2012 年 9月 10日～9月 28日実施） 

         研 修 生：マレーシア及びスリランカより各 1名 
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         受入企業：三菱化学株式会社、旭化成ケミカルズ株式会社 

2013年度（2013 年 9月 2日～9月 20日実施） 

         研 修 生：マレーシア及びバングラデシュより各 1名 

         受入企業：宇部興産株式会社、住友化学株式会社 

2014年度（2014 年 9月 8日～9月 26日実施） 

         研 修 生：マレーシア及びブータンより各 1名 

         受入企業：旭硝子株式会社、昭和電工株式会社 

2015年度（2015 年 9月 7日～9月 22日実施） 

         研 修 生：フィリピン及びスリランカより各 1名 

         受入企業：三菱ガス化学株式会社 

 

本年度も日本において産業研修が実施されることとなり（実施期間：平成 28 年 9 月 5

日～9 月 23 日）、経済産業省より一般財団法人日本国際協力センターがこの研修の企画・

支援事業を受託した。 
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1-1-3 研修企画・受入支援概要 

 本年度は、経済産業省より研修生受入企業として三井化学株式会社大阪工場(以下、三井

化学)、旭化成株式会社川崎製造所(以下、旭化成)の 2社の提示があった。 

 この提示を受け、両社に対し、本アソシエート・プログラムの概要、これまでの日本に

おける研修の概要を説明し、研修プログラムの提供を依頼した。さらに、研修生受け入れ

体制等について確認を行うとともに、研修生受け入れにあたっての要望等のヒアリングを

行い、受入準備を行った。 

 三井化学は 2005年度・2011年度に、旭化成は 2005年度・2008年度に OPCW 産業研修を

受け入れた実績はあるものの、当時対応した職員は既に異動しており、今回はほぼ初めて

の受け入れと同様になったため、三井化学には 2016 年 8月 9日、旭化成には 2016年 8月

8 日に現地を訪問して工場側の担当者と詳細の打ち合わせを行った。打ち合わせ内容は以

下の通り。 

 

〔三井化学株式会社 大阪工場〕 

研 修 場 所：大阪工場 所在地：大阪府高石市高砂 1-6 

研修担当員：守屋 浩司（安全・環境部 安全・環境グループ 主席部員） 

〔旭化成株式会社 川崎製造所〕 

研 修 場 所：川崎製造所 所在地：川崎市川崎区夜光 1-3-1 

研修担当員：河島 稔（環境安全部 安全環境Ｇｒ 課長） 

 

〔受入準備に関するスケジュール〕 

日付 行先（目的） 

8 月 8 日（月） ・旭化成株式会社 川崎製造所 

（研修概要等の事前説明、体制整備等依頼） 

8 月 9 日（火） ・三井化学株式会社 大阪工場 

（同上） 

※以後 メールや電話をベースにプログラム作成 

 

1-1-4 研修生 

 

本年度の研修生は、フィリピン及びインドネシアから各 1名、計 2名の研修生が来日し、

研修を受講した。研修生のプロフィールは次の通りである。 
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名  前 GUIDOTE MILITANTE ARMANDO VICTOR JR（Dr.Mr）（以下、ARMANDO 氏） 

国  籍 フィリピン 

学  歴 

 

 

- Sophia University, Tokyo, Japan (1998-2001) 上智大学 

 専攻：化学（博士）Chemistry  

- Ateneo De Manila, Philippines（1993-1998）アテネオ・デ・マニラ大学 

 専攻：化学（修士）Chemistry 

- Ateneo De Manila, Philippines（1991-1992）アテネオ・デ・マニラ大学 

 専攻：コンピュータエンジニアリング（学士）Computer ENG 

- Ateneo De Manila, Philippines（1986-1990）アテネオ・デ・マニラ大学 

 専攻：化学（学士）Chemistry 

現  職 -Professor(教授) 

Ateneo De Manila, Philippines 

アテネオ・デ・マニラ大学 指導、研究、運営、公共福祉教育や援助 

（2001 年～現在） 

-Training and workshop coordinator (研修・ワークショップコーディネータ) 

Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry 

フィリピン純正応用化学機関 産業、学術及び研究の為のワークショップや研

修の企画・調整 

（2010 年～現在） 

職  歴 -Assistant Instructor(講師) 

Ateneo De Manila, Philippines 

アテネオ・デ・マニラ大学 講義及び実験クラスの指導 

（1995 年～1997年） 

 

名  前 Wahyudi Widyawati Rachmani (Mrs)  （以下、Rachmani氏） 

国  籍 インドネシア 

学  歴 

 

- Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia (2001-2006)  

  バントン職業訓練教育機関 

 専攻：環境エンジニアリング(学士) Environmental Engineering 

現  職 - Trade Analyst（貿易分析官） 

Directorate of Import, Directorate General of Foreign Trade, Ministry 

of Trade 
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貿易省、海外貿易総局、輸入局（2014年～現在） 

職  歴 - Junior Environmental Engineer Expert 

 環境技術専門官補 

Directorate of Environment, Ministry of National Development Planning 

 国際開発計画省、環境局（2013年） 

-Technical Assistant 

技術補佐 

Directorate of Regional Autonomy, Ministry of National Development 

Planning 

 国際開発計画省、自治局（2009年～2011年） 
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1-1-5 本事業における実施業務 

 

当センターでは本事業を準備・総務的業務を行う「事務局業務」と現場で研修をサポー

トする「コーディネーター業務」に分けて実施した。今回実施した業務の一覧は以下の通

りである。 

【事務局業務】 

*は業務の一部を一般社団法人産業環境管理協会に再委託 

来日前業務 

ア）研修実施準備 

① 受入れプラント確定を受けて、受入れプラントへの事前説明* 

② 受入れプラントにおける担当者（MENTOR）の確定要請* 

イ）研修生受入手続き 

① 来日研修生の経歴書受領* 

② 受入れプラントからの研修生受入承諾の受領* 

③ OPCW技術事務局への当該研修生受入承諾の通知* 

④ 研修生の国内移動および宿泊費規程の確認 

⑤ 宿泊先および移動経路・手段の確定 

⑥ 宿泊費支払い方法の確認と OPCW技術事務局への通知 

ウ）研修スケジュール及び研修カリキュラムの確定 

① 受入れプラント及び OPCW技術事務局との概略研修スケジュール（和・英）の確

認 

② 研修生の経歴を考慮して、受入れプラントとの研修カリキュラム（和・英）の

確定及び OPCW技術事務局への通知・確認 

③ 受入れプラントによる研修教材作成について助言及び資料提供* 

④ 研修資料の翻訳 

⑤ 受入れプラントと協力して詳細研修スケジュール（和・英）の作成* 

⑥ 詳細研修スケジュールの OPCW技術事務局への送付及び承認受領 

⑦ 受入れプラントと必要に応じて研修カリキュラムの調整* 

⑧ 研修生に必要な備品類の準備 

エ）研修支援 

① コーディネーターの確定 

② コーディネーターによる研修生の送迎、宿泊先、交通手段の手配 

③ インターネット接続用 WiFiルーターレンタル手配 
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④ 研修後アンケート作成 

来日後業務 

オ）研修への参加 

① 適宜研修期間中に研修生を訪問し研修内容を確認 

② 研修生の不測事態への対応 

③ 受入れプラントでの最終発表会への出席 

④ コーディネーターとの定期的な情報交換 

カ）研修終了後の手続き 

① OPCWより研修生評価表様式の受領 

② 受入れプラントへの評価表提出依頼 

③ 受入れプラントが行う OPCW機関紙への投稿の支援 

④ 受入れプラントのその他広報事業に関する OPCW技術事務局との調整 

⑤ OPCW本部での研修生最終発表会への出席調整 

帰国後業務 

キ）帰国後のとりまとめ 

① 研修後アンケートの分析、とりまとめ 

② 委託業務完了報告書作成と提出* 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                       

                                         
一般財団法人日本国際協力センター 

 

9 

 

【コーディネーター業務】 

来日前業務 

ア）研修実施準備 

① 英語日程表作成 

② 研修生情報、研修内容の把握と通訳準備 

③ 移動経路・手段の確認 

来日後業務 

イ）研修実施支援 

① 研修生の空港送迎 

② 宿舎チェックイン補助 

③ 生活ガイダンス 

④ 研修生への研修先に関する情報提供 

⑤ 食事場所の事前検討 

⑥ JICE事務局との連絡調整 

⑦ 企業受入れ時の同行及び通訳業務 

⑧ 健康配慮及び緊急時対応及びその通訳業務 

⑨ 急病時の医療費等、滞在中の必要かつ急な出費の立替払い 

⑩ 産業研修実施の課題抽出と研修実施記録の作成 

⑪ 研修生コメントの記録 

⑫ 研修後アンケートの実施 

帰国後業務 

ウ）研修のとりまとめ 

① 報告書作成 

② 実施経費精算 
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1-2 実施内容 

 

1-2-1 受入企業に対する事業概要説明と要請事項の提示 

本年度においては、各受入企業に対して以下の事項を要請した。 

① 三井化学・旭化成の研修担当員（Mentor）の指名 

② 三井化学・旭化成の会社概要を示す資料一式の提供 

（OPCW技術事務局保管用 1部及び研修生用 2部、計 3部） 

③ 三井化学・旭化成における研修テーマの選定 

④ 研修テーマに沿った研修計画の策定 

⑤ インターネット接続が可能な研修生用居室の確保 

⑥ 研修資料の提供 

⑦ 研修中の研修開始・終了時間の設定及び研修場所への同行 

⑧ ホテル及び交通機関に関する助言 

⑨ 昼食場所に関する助言 

⑩ 研修生評価表の提出 

 

1-2-2 研修テーマおよび研修計画 

 本年度は、「化学プラントの保安体制」「事故の被害拡大防止策」を中心としたテーマ設

定を受入プラントに依頼した。受入プラントにおいては、テーマに合致した課題を研修生

に与えた。両プラントの研修テーマ及び課題は以下の通りである。 

 

受入プラント 研修テーマ 課題 

三井化学株式会社  

大阪工場 

化学プラントの保安体制、

事故・災害の発生防止と被

害の拡大防止 

・工場の保安防災体制、保安防災教育 

・災害撲滅のための活動 

・災害発生の未然防止（被害の拡大防止策） 

・ＨＡＺＯＰ(Hazzard Operability Study) 

・リスクアセスメント 

旭化成株式会社 

川崎製造所 

事故災害の再発防止 ・レスポンシブルケア活動全般について 

・労働安全衛生活動（労働災害再発防止、未然

防止の考え方） 

・保安防災活動（過去事例から学ぶ技術伝承活

動、その具体例） 

・環境保全活動 
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（環境改善への取り組み事例） 

・安全体験見学 

・防災訓練見学 

 

 上記研修テーマに対し、受入プラントが作成した研修計画を元に、表 1（全体スケジュ

ール）、表 2（三井化学株式会社）及び表 3（旭化成株式会社）に示す研修計画を作成した。

受入プラントと内容調整を行い、研修生来日前に OPCW技術事務局に送付した。 
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表 1 化学兵器禁止機関（OPCW）アソシエート・プログラム  

(全体スケジュール) 

 

 

Date AM/PM Activity Accommodation

3rd Sep. Arrival at Kansai International Airport

Move to Hotel in Sakai City by train(Sat) Move to Hotel in Sakai City by train

4th Sep. Holiday

(Sun)

5th Sep. AM Opening and Orientation at Mitsui Chemicals

(Mon) PM Lecture at Mitsui Chemicals

6th Sep. AM Lecture at Mitsui Chemicals

(Tue) PM Ditto

7th Sep. AM Lecture at Mitsui Chemicals

(Wed) PM Ditto

8th Sep. AM Lecture or Field Study at Mitsui Chemicals

(Thu) PM Ditto

9th Sep. AM Lecture or Filed Study at Mitsui Chemicals

(Fri) PM Ditto

10th Sep. Holiday

(Sat)

11th Sep. Holiday

(Sun)

12th Sep. AM Preparation for Presentation

(Mon) PM Evaluation Meeting and Closing Celemony

13th Sep. AM Move from Sakai City to Kawasak City

(Tue) PM

14th Sep. AM Opening and Orientation at Asahi Kasei Chemicals

(Wed) PM Ditto

15th Sep. AM Lecture at Asahi Kasei Chemicals

(Thu) PM Ditto

16th Sep. AM Lecture at Asahi Kasei Chemicals

(Fri) PM Ditto

17th Sep Holiday

(Sat) The Silver Week

18th Sep. Holiday

(Sun) The Silver Week

19th Sep. Holiday

(Mon) The Silver Week

20th Sep. AM Lecture or Field Study at Asahi Kasei Chemicals

(The) PM Ditto

21st Sep. AM Lecture or Field Study at Asahi Kasei Chemicals

(Wed) PM Ditto

22nd  Sep. Holiday

(Thu) The Silver Week

23rd  Sep. AM Preparation for Presentation

(Fri) PM Evaluation Meeting and Closing Celemony

24th  Sep. AM

(Sat) PM Departure from Narita International Airport

Hotel in Sakai City, Osaka

Prefecture

Hotel in Kawasaki City,

Kanagawa Prefecture
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表 2 化学兵器禁止機関（OPCW）アソシエート・プログラム 詳細スケジュール 

（三井化学株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Schedule for Indutrial Sergment of OPCW Associates Program 2016 (Mitsui Chemicals)

Cooperation member of Japan

1．Date ： 5th-12th  Sep. 2016

2．Location : Mitsui Chemicals,Inc .  Osaka Works

                 1-6 Tkasago Takaishi-city Osaka. 592-8501, Japan

                    (TEL)+81-72-268-3506

Preservation System of the Chemical Plant

Prevention of Accidents & Disasters and Extended Prevention of Damage

1. Process Safty & Disaster Prevention System, Process Safty & Disaster Prevention

Education

2. Disaster Destruction Activities

3. Prevention of Disaster(Extended Preventiove Measure against Damage)

4. Hazzard Operability Study

5. Risk Assessment

date Time Subject

 9:00～9:30
Opening Meeting

- Introduction

9:00～11:00

Orientation

-  Introduction to Mitsui Chemicals

-  Introduction to Mitsui Chemicals Osaka Works

-  Safty Training

-  Introduction to Trai ing  Theme

11:00～11:30 Tour & On-site Training-1

11:30～13:00 Lunch time

13:00～14:00 Tour & On-site Training-1

14:00～16:00

Lecture-1 (Prodess Safty & Disaster Prevention of Osaka Works),Tour & On-site

Training-2

- Introduction to Presess Safty & Disaster Prevention

- Disaster Prevention Center & Fire Engine Garage Tour

16:00～16:30 Summary, Q/A

18:00～20:00 Social Gathering

 9:00～9:30 Schedule Explanation

 9:30～11:30
Tour & On-site Training-3

- Bodily Sensation Education (Cover Lquid, Static Electricity)

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Lecture-2 (Disaster Destruction Activities)

- Hirari Hatto (Near Misses), Risk Assessment

- Plant Tour

16:00～16:30 Summary, Q/A

 9:00～9:30 Schedule Explanation

 9:30～11:30

Lecture-3 (Disaster Destruction Activities)

- KY Activity (Accident Prediction Activity)

- Plant Tour
11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Lecture-4 (Prevention of Disasters)

- Change Management, Design Review

- Plant Tour

16:00～16:30 Summary, Q/A

 9:00～9:30 Schedule Explanation

 9:30～11:30

Lecture-5 (Process Safty & Prevention of Disasters)

- Introduction to Training

- Introduction to Urgent Training  (Watch the training video)

- Plant Tour

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Lecture-6, Tour & On-site Training-4

- Hazzard Operability Study

- Plant Simulator

- Plant Tour

16:00～16:30 Summary, Q/A

 9:00～09:30 Schedule Explanation

 9:30～11:30

Lecture-7 (Dissaster Desruction Activilies)

- Implement the Standardization of Operations

- Plant Tour

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16:00
Preparation of Report on the Resule of Training at Osaka Works, conduct additional

surveys

16:00～16:30 Summary, Q/A

10（Sat）～11 Sep.（Sun） Holiday

 9:00～11:30 Preparation for the Briefing Session 

11:30～13:00 Lunch time

13:00～14:00 Preparation of Presentation on the Result of Training at Osaka Works

14:00～16:00 Presentation on the Result of Training at Osaka Works

16:00～17:00 Closing Meetingea Time and Conversation

18:00～20:00 Social Gathering

Training Theme

Subject

5 Sep.（Mon）

6 Sep.（Tue.）

7 Sep.（Wed.）

9/8 Sep.（Thu.）

9 Sep.（Fri.）

12 Sep.（Mon.）
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表 3 化学兵器禁止機関（OPCW）アソシエート・プログラム 詳細スケジュール 

（旭化成株式会社） 

 

  

 　　　　Schedule for Indutrial Sergment of OPCW Associates Program 2016 (Asahi-Kasei )

Cooperation member of Japan

1．Date：14th-23ｔｈ Sep. 2016

2．Location：〒210-0863　1-3-1 Yakou Kawasaki-ku Kawasaki-city Kanagawa-pre.　Ｊａｐａｎ     　

          (TEL)+81-44-271-2021

As our recommendation, Countermeasure of Accident Recurrence

1. General Explanation of Responsible Care activity

2. Work placing safety and hygiene（Countermeasure of workplace accident recurrence)

3. Operational safety activity(Countermeasure of industrial accident recurrence）

4. Environmental protection activity（Inprovement example）

5. SIMULATION EXPERIENCE of incident

6. Have a look Disaster Prevention Drills

Date Time Subject

 9:00～10:00 Opening Meeting

10:00～11:30

Orientation Caution for training period)

-  Gereral information of Asahi-Kasei

-　General information of Kawasaki Works

-　Caution in Kawasaki works

-  Discuss Training Theme（ex.Asahi's countermeasure of accident recurrence）

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16:00

Explanation１ RC activity of Asahi-Kasei

- What's RC(Responsible Care)

- Working place safety and hygiene, Operational safety, Environmental protection.

- Product safety, Health, Management chemical substance

- Kawasaki Works Yard Tour

16:00～16:30 Summarize today's information

 9:00～11:30

Explanation2 Environmental protection activity of Kawasaki　- Kawasaki Environmental Situation

from past to present

- Improvement samples for environment

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Explanation3 Operational safety activity in Kawasaki

- Structure of Preservation accident, countermeasure for

  Earthquake

- Lesson and development from the past accident

・Measure for escalation prevention of accident

16:00～16:30 Summarize today's information

 9:00～11:30

Explanation4 Working place safety and hygiene in Kawasaki

- Fundamental rule of Countermeasure of Accident Recurrence

- Hard measure；What's facility safety spec., Risk assessment

- Soft measure；K.Y. activity、HHK activity, 5S

- Circumstance measure；Basic safety action rule (effort to

  be able to follow the rule.)

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Tour2　SIMULATION EXPERIENCE of incident

-　Accident（being pinched and round, cover chemical liquid, Falling）Simulation experience.

-　Incident（ Stumble and Fall down, Burn, Cut and Stick) Simulation experience.

16:00～16:30 Summarize today's information

17 （Sat.）～19 Sep.（Mon.） Holiday

 9:00～11:30

Tuor3 Disaster Prevention Drills

-  the competition of the fire hydrant system operation

-  Tour of prevent disaster center

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16：00

Explanation5 Countermeasure of accident recurrence in PLANT

- Countermeasure for industrial accident in ABS･SBL Plant

- Countermeasure for working place safety in ABS･SBL Plant

16:00～16:30 Summarize today's information

 9:00～11:30

Tuor4 ABS･SBL plant tour

-　Countermeasure for being Pinched and Rounded

-　Lesson from the past accident

11:30～13:00 Lunch time

13:00～16:00 Preparation for the briefing session 

16:00～16:30 Summarize today's information

22 Sep.（Tur.） Holiday

 9:00～11:30 Preparation for the briefing session 

11:30～13:00 Lunch time

13:00～14:00 Preparation for the briefing session at the session room

14:00～16:00 The Briefing session

16:00～17:00 Tea time and conversation

20Sep.（Tue.）

21 Sep.（Wed.）

23Sep. （Fri.）

Training Theme

Subject

14　Sep.（Wed.）

15 Sep.（Tur.）

16 Sep.（Fri.）
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1-2-3 研修実施概要 

研修期間中は、研修の進行と研修生の知識習得を円滑に支援することを第一義として、

通訳能力及び調整能力の高いコーディネーター（通訳）の配置を行うことが重要である。

このため、コーディネーターとしての実績が豊富で、かつ、過去 OPCW研修の経験も豊富な

ワシントン寿代氏が本年度もコーディネーターとして派遣された。 

表 1・2・3に示す通り、研修期間は 2016年 9 月 5日（月）から 9月 23日(金)までの約

3 週間（移動を含む）であり、9月 5日（月）から 9月 12日（月）までは、三井化学株式

会社大阪工場、9 月 14 日（水）から 9 月 23 日（金）までは、旭化成株式会社川崎製造所

にて、それぞれ研修を実施した（9月 13日（火）は大阪から川崎への移動日。9月 19日（月）

は、祝日）。 

研修は、講義と現場見学や実習を組み合わせ、研修テーマに関連する知識の習得と実際

の化学プラントの安全及び災害時の被害拡大防止策に主眼を置いて実施された。必要に応

じて研修生受入企業の専門家との討議を実施し、問題点の明確化を図った。また、受入企

業における研修の終了時には、研修生はこれらを総合して成果報告資料を作成し、発表会

における質疑応答により研修内容の理解度をより一層深めるよう努めた。研修の概要は次

の通りである。 

 

【研修概要】 

●三井化学株式会社 大阪工場 

 １．工場の保安防災体制、保安防災教育 

  - 保安防災体制、地震津波訓練説明と実践、防災センター＆消防車庫見学 

 ２．災害撲滅のための活動 

  - 体感教育（被液・静電気）、ヒヤリハット活動、リスクアセスメントへの展開、危険

予知（ＫＹ）活動、運転均質化 等 

 ３．災害発生の未然防止 

  - 変更管理・技術評価、ＨＡＺＯＰ（Hazard and Operability Study） 

   

研修最終日には、受入プラント関係者の出席を得て、研修成果報告会が開催された。研

修生は、プラントにおいて学んだことを発表資料としてまとめ、報告するとともに、与え

られた課題について発表を行った。発表内容は次の通りである。 
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[報告会での発表内容] 

 （研修内容で印象に残った点） 

① ＫＹ（危険予知）手法やＨＨ（ヒヤリハット）・デザインレビューの研修は今まで

学んだことのない新しい事であった。 

② 機器運転の標準を具体的に決めて運転者が実施している。 

③ 受入プラントに於いて、環境保全への取組の重要性が分かった。 

 

（課題発表） 

テーマ：「リスク管理による災害発生の未然防止（被害の拡大防止策）」 

リスク管理の手法としての HH・KY・デザインレビュー・HAZOP・標準化・物

流での安全性について発表した。 

   ２名共に発表 

Guidote 氏：「安全第１」を従業員が毎日復唱しており「安全第１」の重要性が良く

分った。隠れている危険性のあらい出し方法の習得や工程を変えない、お

金のかからない、工程の邪魔にならない対策を全員で考え、班長や経験者

に確認を行う。危険個所の排除は重要と感じた。HH・KY はお金がかからな

いので大学ですぐに実施する。研修期間が短かったが、焦点があった良い

研修プログラムであった。講義や現場で学んだ事をフィリピンの大学生に

教える。また、講師等は知識が豊富で質問への回答がすぐあり、素晴らし

いと思った。 

 

Wahyudi氏：作業を具体的に標準化する活動に大変興味を覚えた。職場に標準化を取

り入れていきたい。来日前の予定表では座学ばかりで現場実習が無かった

が、現場自習が多くあって良かった。安全性が大事な事が良く分り、従業

員等の行動に関心した。危険個所は英語の表記をしてほしい。 

 

●旭化成株式会社 川崎製造所 

 １．レスポンシブルケア活動 

  - 企業が取組むべき安全活動として労働安全、保安、環境、製品安全、従業員等の健

康、化学物質管理等がある。 

 ２．労働安全衛生活動（労働災害再発防止） 

  - 労働災害再発防止に向けた方針と考え方、ハード対策（機械安全、リスクアセス、

設備改善）ソフト対策（危険予知活動、HHK 活動、５S）、職場環境対策（安全基本行
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動（守れる工夫））の講義と重篤災害（挟まれ巻き込まれ、被液、墜落落下）、生活

災害（躓き転倒、火傷、切れ擦れ）の模擬体験等 

 ３．保安防災訓練の実例 

  - 消火栓操法大会、保安センターの見学 

 ４．製造所過去事例からの教訓 

  - 保安技術の伝承、過去災害事例からの展開と再発防止、挟まれ巻き込み対策 

    

研修最終日には、受入プラント関係者の出席を得て、研修成果報告会が開催された。研

修生は、プラントにおいて学んだことを発表資料としてまとめ、報告するとともに、与え

られた課題について発表を行った。発表内容は次の通りである。 

 

[報告会での発表内容] 

 （研修内容で印象に残った点） 

① ＨＨＫ（ひやり はっと 気がかり）、ＫＹ（危険予知）手法、ＡＯＡ（Asahi 

Operational Academy）、保安防災訓練の研修は意義があった。防火服を着て訓練

している様子を見学した。 

② ＡＯＡでは、痛みを感じる事により、学ぶ事ができた。実際に 60-70℃の水をスポ

イトで手に垂らし、手の甲と手のひらで感じ方が変わることを学んだり、４ｋｇ

の重りを落とした時の感じ方や危険なガスの取扱いを実践して良く注意しないと

いけない事を身を持って体験する事ができた。 

 

（課題発表） 

テーマ：「リスクアセスメント/リスクへの対応」Guidote氏 

不安全行動は、ヒューマンエラーを誘発することを学んだ。リスクを減らすために

ＨＨＫ（ひやり はっと 気がかり）、ＫＹ（危険予知）手法、ＡＯＡ、保安防災訓

練は非常に意義があると感じた。ＡＯＡで実際に体験した怖さは知識としてだけでは

なく、感覚として身体に残るので、より深い学習となる。フィリピンで教えている学

生のプログラムにも safety trainingとして取り込んで体験させたい。またフィリピ

ンにも防災訓練は有るが、避難訓練のみであるため、危険な化学物質の取り扱いや実

験を行うラボに防災服の購入などを検討するなど、今回の研修を参考にしたい。 
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（課題発表） 

テーマ：「旭化成における環境保全」Rachmani 氏 

    旭化成の”Harmony with the Natural Environment”(自然との共存)というテー

マと取組に感銘を受けた。また、排出データ情報を管理する自動装置がタイムリー

に政府にリポートを送るというシステムに感激した。インドネシアでは排出データ

について正確な数値が正しくリポートされないという問題点があるため参考にな

った。また、ボヤが発生した件（小さな災害）の原因を深く掘り下げて調査してい

る事にも感心した。インドネシアでは些細な事には原因究明の調査は行わないから

である。ＨＨＫ、ＫＹ（危険予知）手法の具体例としてＡＯＡでは挟まれ・巻き込

まれ等で痛さ・怖さを体験できた。身をもって体験したことは忘れないだろうし、

安全の精神が理解できた。インドネシアですぐに実施していきたい。"sharing  is 

caring"（共有する事は配慮である）が大事であると分かった。提案事項としては、

外国人従業員のために、危険場所には英文表示や絵文字の表示を行うべきだと思っ

た。 
 

1-3 支援業務内容 

1-3-1 研修の事前準備 

 
[コーディネーターの選定] 

産業研修においては、研修の進行調整と研修生の知識習得を円滑に支援することを

第一に考慮すると、通訳能力および調整能力の高いコーディネーターの配置が要求さ

れる。このため、今回も高度な語学能力ならびにコーディネーターとしての実績が豊

富で、かつ過去に本件 OPCW アソシエート・プログラム産業研修においても十分な経

験を有するコーディネーター（ワシントン寿代）を配置することとした。研修の進捗

に齟齬が無いよう、同コーディネーターを事前に当センター本部に配置し、研修内容

を再確認するなど、十分な準備を行った上で研修に臨んだ。 

 

[研修資料の事前確認] 

 より適切な通訳を実施するため、受入企業に対して事前に研修内容(英文又は和文資料)

の提供を依頼し、その資料を基にコーディネーターが研修テーマに関する専門用語や関連

予備知識の補充を行い、研修時の通訳がスムーズに実施できるよう支援した。 

 

【滞在スケジュール調整】 
 
[宿泊先の手配] 
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研修生 2 名及びコーディネーター1 名の宿泊施設については、研修先である大阪府高石

市と川崎市のプラント近郊のホテルをそれぞれ手配した。宿泊先は以下の通りである。 

 9月3日(土)～9月12日(月)  コンフォートホテル堺(大阪府堺市堺区竜神橋町1-5-1) 

  9月 13日(火)～9月 23日(金) 川崎日航ホテル(神奈川県川崎市川崎区日新町 1番地) 

手配にあたっては、主に以下の点に留意し、研修生が日本で研修を安全かつ快適に過ごせ

るよう配慮した。 

 ・宿泊施設の立地、周辺環境、生活上の利便性（レストラン、スーパーマーケット等） 

 ・研修受入企業との距離、移動手段、往復経路の安全性 

 ・施設内の設備、インターネット接続環境 

 ・宿泊期間中部屋の移動がないこと、等 

※客室内にもインターネット接続（有線・無線）は設備されていたが、JICE からもポケッ

ト WiFiルーターを研修生に貸与して、ホテル内でも研修先の会議室でも常時インターネッ

ト接続ができる環境を整えた。 

 
[国内交通手段手配] 

研修生の空港出迎え、帰国時の見送り、各プラントとホテル間の移動は費用対効果

と効率性の両面を考慮して、全て公共交通機関を利用した。OPCW事務局と十分に連絡

を取り、費用や経路について事務局側と情報を共有し、研修生の持参金の予算額の参

考用に必要な金額を OPCW 事務局に連絡した。 

 

【環境整備】 

[インターネット環境の整備] 

前述の通り、研修生 2名分のポケット Wifiルーターを手配して貸与した。これによ

り宿泊先でも研修先の工場内でも常時インターネット接続ができデータ取得などに十

分利用された。 

 

[研修受入企業についての情報共有、注意事項、服装等] 

産業研修にあたっての研修中の注意事項について事前に受入企業と打合せを持った。

特に、工場内における注意事項、研修中の服装、昼食のとり方をヒアリングしコーデ

ィネーター及び研修生に事前に伝達した。 

以下、2社における諸注意項目である(共通項目)： 

① 工場内の注意事項 

 同社のプラントには行動規範及び規則があるのでそれを遵守すること 

 研修中は原則工場外への外出禁止。(三井化学は昼休憩中は可、旭化成は担当
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者へ要相談。両社とも入出は企業から貸与された入出カードにて行うこと) 

 写真撮影：原則不可。撮影を希望する場合は、同行担当者へ問い合わせること 

 工場内のイントラネット接続は不可。但し JICEが準備したポケット WiFiルー

ターを使用してのインターネット接続は可能であるため、自身のスマートフォ

ンや JICEから貸与されたパソコンを使用して随時インターネット接続し情報

収集が可能。 

 研修のために専用の研修室・お祈り部屋を確保 

② 研修中の服装 

 工場規定の服装を着用(長ズボン、長袖、安全靴(全て受入企業から貸与)) 

 場所によってヘルメット(貸与)、保護メガネ(貸与)の着用 

③ 昼食等 

 昼食は、工場内の食堂利用可。但し両社ともハラール対応はなく、旭化成はチ

ケット購入制。昼食持参の際は研修室を使用可能。 

 給茶器の使用は可能 

④ その他 

 メンターとは別に当センター事務局との連絡窓口を設ける 

 教室利用時間： 三井化学 18：30頃まで(メンター同席) 

旭化成  研修終了の 17時まで(以降はメンター要相談)  

 ロッカーの貸与：三井化学 有り 

        旭化成  会議室と応接室を確保済み。 

(着替えた服はカバンに入れて講義室に置く) 

 配布物：必要な資料は各社より配布（可能な限り英語に翻訳） 

 コピー及び印刷：必要に応じてコピーを各社へ依頼 

 研修中における言語：基本的に講師は日本語(必要に応じて英語 OK)、研修中は、

原則として日本語⇔英語の逐次通訳を配置 

 

[研修中における生活面に係る留意事項等] 

インドネシア研修生がイスラム教徒であったため、受入企業側に礼拝時間・場所の

確保など宗教面での配慮をお願いするとともに、ハラール対応のレストラン情報を含

む生活情報ハンドブックを作成し、初日の JICEコーディネーターによるオリエンテー

ション時に研修生に配布した。 

 

[緊急時の連絡・対応方法の確認] 
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 急病や貴重品の紛失など、不測の事態に備え、研修生 2名の海外旅行保険加入手続

きを行うとともに、滞在先各所の医療機関等の調査、緊急時の連絡経路を確認した。 

また JICE担当者の連絡先を含むエマージェンシー・カードを作成し、日本滞在中は常

に身につけるよう案内した。 

 

1-3-2 研修期間中の支援業務 

[エスコート及び通訳等] 

① 空港への送迎 

今回の研修は大阪の三井化学が最初の研修場所であったため、研修生はハーグよ

り関西国際空港への到着便で来日した。研修生の来日にあたり、関西国際空港での

待ち合わせ場所とフロア地図、事務局員及びコーディネーターの連絡先電話番号、

手荷物の注意、日本円の持参金額合計及び換金方法等の情報について、OPCW 事務

局を通して事前に研修生と共有していた為、空港で待機していたコーディネーター

もスムーズに研修生を出迎え案内することができた。また、復路は成田空港からの

出発となり、来日時と同様にコーディネーターが帰国手続きのサポートと見送りを

行った。 

 

② 研修先への同行及び通訳 

空港と宿泊施設間、宿泊施設と各受入企業間の移動及びその他の国内移動につい

ては、事務局が事前に経路、運賃を確認の上、全行程コーディネーターが同行した。

コーディネーターは、研修受入企業における実習、視察、討論・発表にかかる通訳

に加え、全日程研修生と同ホテルに宿泊し、研修日以外の祝祭日・休日におけるエ

スコート、研修生の調査・レポート作成及び日常生活のサポートに必要な通訳も行

った。各企業の講義中に、講師が英語で講義を行った場合においても、質疑応答や

補足説明など、必要に応じて適宜通訳を行った。また、コーディネーターは、研修

期間中も定期的に事務局と連絡を取り合い、研修生の健康状態、実習の進捗状況を

報告し、スケジュールの確認等を行った。 

 

③ 研修後の「茶話会」の開催支援 

研修生に対する歓送迎会について、受入企業側から打診があり、当センター事務局

からは、研修最終日の研修成果報告会後、茶話会の開催を提案した。 

研修成果報告会には、2社とも研修に関わった講師、職員の大多数と、研修生(2名)、

経産省(1 名)、JEMAI(2 名、但し三井化学報告会は 1 名)、JICE(2 名)が出席し、研修



                                                                                                                       

                                         
一般財団法人日本国際協力センター 

 

22 

 

生の発表を踏まえて活発な質疑応答・意見交換を行った。また、その後の茶話会では

本研修についてのみならず、研修生の自国の文化や生活習慣等、幅広い話題について

話し合い、比・尼・日間の文化交流にもなった。 

 

④ 研修後の OPCW技術事務局への協力等 

宿泊費や旅費交通費の清算処理を実施するともに、研修後の協力事項として研

修生に関する評価アンケート及び産業研修のメンターレポートの執筆協力を 2社

に依頼し、原稿を取り纏め OPCW技術事務局に送付した。今年度も研修生の宿泊費

の支払いは OPCW事務局員所有のクレジットカードによる決済としたため、清算処

理は非常にスムーズに行われた。 

 

第２章 研修結果と総括 

2-1 アンケート調査結果 

2-1-1 研修生へのアンケート調査  

本年度の研修生 2名に対して、研修後に本研修に関するアンケート調査を行った（研修

生向けのアンケートのフォーマットは参考資料 2を参照）。アンケートの個々の質問事項に

対する回答は以下の通りであり、両名とも今年度の日本における産業研修全般について高

く評価している。 

 

① 最も有益と感じたテーマは何か？ 

Guidote氏 

・ 最も有益だったのは、化学プロセスと安全についてだった。 

  Wahyudi氏 

・ 私にとっては全ての課題が有益だった。ＫＹやＨＨは私にとって今まで学んだり

聞いたりしたことのない新しいものだった。両社から学んだ最も有益だったもの

は安全と環境保全の重要性だった。 

 

② 三井化学・旭化成両社における研修の印象は？ 

Guidote氏 

・ 両社とも安全性について非常に真剣に取り組んでおり、そうであろうと思われる。

なぜなら工場災害は従業員、会社、そして社会にとって大きな犠牲を伴うものだ

からである。 
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Wahyudi氏 

・ 三井化学の印象  

1. 三井化学は各プラントに対するプレゼンテーションや説明、そして各プラント

への見学も行ってくれた。 

2. 安全性、ＫＹ、ＨＨ、ＨＡＺＯＰ、工程設計への情報を提供してくれた。これ

ら全ては非常に重要である。 

・旭化成の印象 

1. 旭化成はレスポンシブル・ケアと環境保全は社の重要な課題であると考えてい

る。 

2. 安全への訓練を経験させてくれた。簡単だが非常に効果的なものだったので、

私たちはさらに安全について理解することができ、常に気をつけることができ

た。 

 

③ 2社による研修の準備に関して評価してください。 

Guidote氏 

・ 両社の研修は非常によく準備されていた。両社の関係者は我々の研修のため時間外

労働をしてくれた。 

  Wahyudi氏 

・ 両社とも非常によく準備されていた。両社とも細かいスケジュールや資料を準備   

していた。また各セッションごとにメンターや講演者を用意していた。工場見学

と安全訓練は非常に楽しかった。 

 

④ 研修で得られた知識・技術をどのように自分の仕事に取り入れるか計画しているこ

とは？ 

Guidote氏 

・ 大学に戻ったら、安全講習を行う予定だ。両社での学習を元に、安全への意識と準

備のレベルを上げる。 

Wahyudi氏 

・ この研修から沢山の知識を得た。オフィスや貿易省の同僚に私が得た知識を広

めたい。また貿易省に、プラントの自動装置(自動センサー)を各企業に設置し

てもらう様提言する。そうすれば、政府が正確でタイムリーな排出データを取

得でき、データに基づいて、政府は具体的な対応をとることができる。 
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⑤ コーディネーター（通訳）の評価 

Guidote氏 

・ 通訳は大変素晴らしかった。彼女はただ単純に通訳するのではなく、慎重に言

葉の意味を汲み取っていた。また彼女は専門的な話になった時も、企業のメン

ターや参加者から進んで学ぼうとしていた。 

Wahyudi氏 

・ 通訳は講義についてより良い理解を与えてくれた。通訳は非常に明確だった。 

 

⑥ 日本滞在中に遭遇したトラブルはあるか 

Guidote氏 

・ 全く何の問題もなく、滞在は非常に楽しいものだった。なぜなら私は前に日本   

で学んだことがあるので、友達もいたからである。 

Wahyudi氏 

・ 全て問題なかった。ハラールレストランを見つけるのが難しかったが、その他

フルーツやパンやクッキーなどを見つけることができた。全体的に日本滞在を

大変楽しんだ。 

 

⑦ 研修全体の評価は？ 

Guidote氏 

・ もっと効果的な研修は短期間で集中した講義を行って、その後デモンストレー

ションを行う、もしくは工程・プラントを見せることだと思う。デモンストレ

ーションや工場見学は学習を向上させるさらなる質問を引き出す。これは三井

化学では起こったことである。 

Wahyudi氏 

・ 研修は非常に良く運営されていた。企業は良い資料を準備していた。宿泊先は          

とても良く、駅にも近かったが、三井化学へはバスや電車がなくタクシーを使

わなくてはならなかったので、お金がかかってしまったのが残念だった。タク

シーの件以外は、研修は素晴らしかった。 

 

⑧ 次回以降の研修実施への提案 

Guidote氏 

・ もしできれば、1社に滞在した方が良いかもしれない。そうすればより深い学習

が得られる。コントロールルームや、シフトの体験、メンテナンス作業を行う
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などの経験をする時間が欲しかった。私の日本語の能力はより深い学習の役に

立った。できれば、研修生は日本語が堪能であるべきである。 

Wahyudi氏 

・もしできれば、1.丸一日研究開発部での研修、2.危険・有害物質の取扱研修、

3.タクシー利用不要の場所にある企業での研修を組み込んでほしい。 

 

2-1-2 受入企業へのアンケート調査 

研修期間終了後、2社に対し本研修に対するアンケート調査(受入企業向けアンケートの

フォーマットは参考資料 3を参照)を行った。両社とも、研修準備の期間が短期間であった

ため、研修内容を検討する時間に余裕がなかったようではあるが、研修期間中は研修生と

のコミュニケーションも十分にとることができ、通訳も非常にプロフェッショナルだった

ため、専門用語を含め完璧な通訳がなされたことから、研修自体は非常にスムーズに行わ

れたとのことだった。 

今後の研修運営の参考までに、両社のコメントの要約を記載しておく。 

 

① 今回の研修生の受け入れ、研修全体を通してご苦労された点についでご記入ください。 

【三井化学】 

 ・テーマが幅広く、一つ一つの内容をどの程度まで掘り下げたものにするかが日数との

兼ね合いで難しかった。 

 ・座学と現場実習(見学)のバランス 

 ・資料の英訳 

 ・教育実施プラントへの内容説明 

【旭化成】 

・研修生の化学に対する知識レベルが測りかねたので、準備に時間がかかった。もう少し

詳細な研修生に関する情報を事前にもらえると、イメージが掴みやすい。 

  

② 今回の研修生についての印象や研修を通じてお感じになった点についでご記入くださ

い。 

【三井化学】 

・両名ともフレンドリーであったため、研修をスムーズに行うことが出来た。また質問も

遠慮せずにしてくれたため、研修中に間延びすることがなかった。 

【旭化成】 

・研修生は優秀で真面目、かつ上品で優しい方々だったので忙しさを感じずに研修を行う
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ことができ、非常に助かった。場の雰囲気を和ませてくれてストレスなく研修ができた。 

 

③ 当センター・協会の準備・調整・通訳業務全般についてお気付きの点がありましたら

ご記入ください。 

【三井化学】 

・本格的に準備に入ったのが遅く、準備期間に余裕があまりなかったのと、当日に OPCW

からの課題ということで研修生から「物流」に関する質問を受けたので、対応するこ

とはできたが、事前に教えてもらえればよかった。 

・通訳は非の打ちどころがなく、専門用語を含め完璧に通訳してくれた。また研修生の

立場に立ったコーディネートをされていて非常に良かった。 

・英語翻訳等は財団・協会側で行ってほしい。 

【旭化成】 

・通訳のワシントン氏がユーモアを交えて良い雰囲気づくりに貢献してくれてとても良

かった。 

 

④ 今後、本研修を実施した際に改善すべき、留意すべき点がごさいましたらご記入くだ

さい。 

【三井化学】 

 ・上述した様に、必須の課題があれば出来るだけ早く受入企業に連絡をしてほしい。 

【旭化成】 

 ・OPCW研修の主旨に対する理解をもっと事前に深める必要があったかと思う。OPCWが期

待する研修内容・真意を組み込んだより良い研修にするためには、受入企業が作成し

た資料を元に事前にもう一度打ち合わせをすることができれば良かったのではないか。 

 

2-2 総括 

今年度の化学兵器禁止機関（OPCW）アソシエート・プログラム産業研修も、多くの関係

者の協力により無事に終了することができた。特に、今年度の研修生受入企業としてお願

いした三井化学大阪工場・旭化成川崎製造所には格別のご高配をいただいた。 

研修にご協力下さった両社職員及び講師の方々は非常に熱心に本研修に取り組んで下さ

った。講師の多くに海外駐在経験があったため、可能な限り英語での講義を試みて下さっ

た。また研修生の質問に対しても、納得のいくまで丁寧な回答があり、その場で答えられ

ないものについては、改めて後から回答があった。研修生からのアンケートでも、用意さ

れた資料や当日の講義について高い評価を得ることができた。また、研修生活全般にも細
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かいご配慮をいただき、研修生がリラックスして学びやすい環境を提供して下さったこと

から、滞在中にトラブル等は発生しなかった。 

来日した研修生 2名は、共に非常に勤勉で、講義中には多くの質疑が交わされ、活発な

討議が行われていた。 

Guidote氏は、アテネオ・デ・マニラ大学の教授を務めており、また上智大学で博士号(化

学)を取得した経験から日本語も堪能だったため、日本語を交えて積極的に専門性の高い質

問や議論を行っていた。また研修・ワークショップコーディネーターでもあるため、帰国

後は早速本研修で学習したことを取り入れるため、学生に対し「巻き込まれ事故」等を体

験する安全講習の企画を検討していた。 

Wahyudi 氏は、現在は貿易省の貿易分析官であるが、国際開発計画省環境局で環境技術

専門官補としての経験から、旭化成のレスポンシブルケア、環境保全への取り組みについ

て特に興味をもって学習していた。またアンケートにも記述があったように、ボヤの様な

小さな事故も手続きに則って報告する管理体制や、自動センサーで排出データーを自動的

に企業から収集できる仕組み作り等、インドネシアでも迅速に取り入れていけるよう貿易

省に提案することを検討していた。 

また KY・HH など金銭的投資も必要ない項目については、フィリピン、インドネシアの

両国において速やかに実践されることが期待される。 

例年同様、来日した 2名の研修生は、職制、母国の環境も異なり関心のあるポイントに

違いは見られたが、今年度設定した「化学プラントの保安体制」「事故の被害拡大防止策」

という大枠のテーマは、両者のニーズを満たすものであったと考える。しかし何点か来年

度以降、改善すべき点もみられたのでここで述べておきたい。 

まず日程についてだが、昨年度は、三菱ガス化学株式会社水島工場の一社が研修を担当

したが、今年度は大阪・川崎と研修先が 2 か所に分かれ、3 週間の期間中、大阪から川崎

への移動日が１日、祝日が 2 日あったため、実質 12 日間の研修となり、研修生からは、

研修内容に対し期間が短すぎる、1 社で学んだ方が深く学習できるのでは、という意見が

出た。ただ、昨年は１社のみの研修だったところ、同じ日数で研修期間が長すぎるという

意見があり、また 2社訪問した方が企業ごとの取り組みの違いを学習したり、より多くの

事例に触れることができるというメリットもあることから、これを踏まえ本年度は 2社に

御担当いただいたので、今後の研修プログラムの策定の際には OPCW 及び本年度の研修生

に事前にヒアリングする等、研修先選定前にニーズを捉える工夫が必要なのではないか。 

次に、講義の内容についてだが、アンケートや研修発表によると、研修生は研修日程の中

で座学の配分を押さえ、実際の工場ツアーやデモンストレーションなどにもっと時間を割

いてほしいという意見が主だった。一方で企業側は、準備段階で研修生の化学に対する理
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解度や経験値について測りかねる部分があり、資料作成や講義内容をどの程度掘り下げる

べきか不明瞭だったという意見があった。加えて企業側からは準備期間が足りない、資料

翻訳が負担である、本年度は事前に提示された OPCW からの研修テーマに加えて「物流」

という新たなテーマを研修生が来日した際にリクエストしたので短時間で研修に組み込

むのが大変だった、という感想を頂いたので、次回からは、事前に OPCW に対して、期待

する研修テーマの詳細の聴取や、研修生の化学的知見・経験等の詳細情報の収集等を十分

に行うとともに、もう少し余裕をもった受入先企業への依頼、そして受入企業とのさらに

綿密な研修内容のすり合わせが可能である日程で OPCW 側とも打ち合わせを進めるべきな

のではないか。 

 

以上 
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第 3章展示物作成業務 

3-1 業務の背景 

3-1-1 業務の目的 

平成 29年(2017年)に、化学兵器禁止機関(OPCW)において、化学兵器禁止条約発効 20周

年に関連するイベントの開催が予定される。 同イベントにおいて、我が国におけるアソ

シエート・プログラム等1の国際貢献の実績や、同プログラムを通じて得られた化学産業に

おける安全管理等に係る知見や成果物について取り纏め、我が国の化学兵器禁止条約の国

内実施に係る取組や貢献を、展示物及びプレゼンテーション等によりアピールすることを

目的とする。 

 

3-1-2 展示物作成の趣旨  

  OPCWアソシエート・プログラム産業研修を通じ、開発途上国における当条約の国内実

施能力を向上させることを目的に人材育成を継続的に実施してきたことをアピールする。   

同時に、日本における産業研修の優位性、独自性(おもてなし含む)等をアピールする。  

 

3-1-3 日本での受入企業と研修テーマ 

我が国は 2004 年以降、毎年アジア諸国からの研修生 2 名を受入、産業界の協力のもと、

化学プラントにおいて産業研修を実施してきた。受入企業は、日本を代表する化学製品製

造メーカー等である。     

 テーマとしては、大きく環境負荷削減、化学物質管理、保安・防災に分けることができ

る。従来は環境負荷削減が中心であったが、近年では保安・防災に変わってきている。特

に、2011年に起こった東日本大震災以降、災害防止・被害拡大防止が注目されている。  

  

                                                   
1化学兵器禁止機関(OPCW)では、途上国における化学兵器禁止条約の国内実施能力の向上を図ることを

目的に、OPCW 本部、先進国の大学、締約国の化学プラントに途上国政府職員等を研修生として受入、

条約の検証制度及び化学産業の現状等の理解を深める研修プログラム「アソシエート・プログラム」を開

催。   
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3-1-4 受入企業の受入レベル 

OPCW アソシエート・プログラムでは、受入企業の条件として「最先端の化学産業にお

いて化学の保安体制を含み、運用がいかに効率的に行われているかを研修生が学べる環境」

を掲げている。2 

(1) 受入企業は日本を代表する化学品製造企業であり、ホームページやアニュアルレポー

ト等で環境や安全への積極的取組を開示している。また、本プログラム実施において

研修生に対して、化学プラントにおける保安体制や環境対策の意義と実践を示す教育

環境を提供している。  

(2) リーマンショック以降受入企業が減少してゆく中、日本の企業は毎年プログラムに協

力しており、OPCW 事務局より高い評価を得ている。  

(3) 日本は受入企業として 2 社で実施しており、より多くの化学プラントの研修を体験で

きる。 

 

  

                                                   
2 2016 年 6 月 29 日開催第 17 回 OPCW アソシエート・プログラム開会式における OPCW 副

総裁 Hamid Ali Rao 氏の挨拶より引用  
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3-2 日本の産業研修 

3-2-1 研修生からの意見 

平成 25 年、OPCW アソシエート・プログラム受入 10 年に際し、元研修生を訪問しイ

ンタビューを行った。 日本の研修については以下の通りである。  

(1) 日本の研修はよく準備され、研修生から出された質問や疑問への回答が確実にある。

他国では、課題だけが与えられ十分な講義カリキュラムが組まれていない場合もある。  

(2) 本国に持ち帰る、投資無しですぐ実践できる内容が多い。(例：5S、ヒヤリハット、

リスクマネージメントの考え方。現場作業員の気づきや反省点などについて報告する

セルフチェックシートの取組)  また、実験棟での災害・事故体験学習は実際の事故事

例に基づいており、実務に役立つものである。  

(3) エスコート兼通訳は、研修補助能力が高く、滞在時に親身に対応している。 エスコ

ート兼通訳は、研修のみならず日常生活の支援も行い、研修の円滑な実施に貢献して

くれた。  

3-2-2 今後の課題 

今後の課題として研修生より以下を取り入れてほしいと要望があった。  

(1) 化学プラント見学や現場での研修をより多く取り入れてほしい  

(2) 座学による基本知識を習得した後、OJT による現場ラインにおける日常作業や点検が

できるようなプログラム構成にしてほしい  

(3) 実践的な知識(現場での実作業等)・技術に比重をおいて講義してほしい  

(4) 受入企業、研修生間の相互理解の為の意見交換を実施してほしい 
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3-3 日本研修の特徴(優位性) 

2015 年度新規受入企業の紹介『Alumni Bulletin “keep the Flag High”Special Edition 

for the Associate Programme-』 2016 年刊行冊子より他国の研修内容と日本プログラム

と比較した結果を以下に整理した。   

(1) 2 社の化学プラント体験が可能  

他国は概ね受入企業は 1 社であるが、日本では 2 社で受け入れている。同時に 2 つの

異なった化学プラント体験ができる事は、実務経験の少ない研修生にとって非常に効

果的である。  

(2) 最新設備の利用  

日本の受入企業は、保安や環境に関する最新機器やシミュレーション設備を備えてい

るところが多く、それらを活用した体験ができることは本プログラムの要請に応えて

いる。  

(3) きめ細やかなスケジュール  

研修生のバックグランドや研修生が望む成果が出せるよう、細心の配慮の上カリキュ

ラムを作成している。デイリーベースの日程表を作成し、時間管理を徹底している。  

(4) 投資資金は不要  

帰国後研修生が学んだ知識を自国で生かせるよう、投資を必要とせず取り組める内容

をプログラムに盛り込むよう工夫している。  

(5) 汎用性 

産業の分野を問わない汎用的な技法(例：カイゼン、QC 活動等)を取り入れている。  

(6) 継続性  

2004 年度から 13 年間連続して産業研修を実施している豊富なリソースが企業にある。  

(7) おもてなしの心  

おもてなし的要素を取り入れた日本独自のコーディネーションやエスコートにより、

研修生が気持よく研修に臨めるよう、さまざまなサポートを行っている。また、研修

生の要望があれば、研修以外の時間についても対応している。  
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3-4 展示物の内容 

3-4-1 プレゼンテーション資料の概要 

これまで受入企業が提供してきた研修内容(資料・プログラム等）の「保安や環境に関す

る最新設備やシミュレーション設備等」に関するものや、「帰国後研修生が学んだ知識を自

国で生かせるよう、投資を必要とせず取り組める内容」などを中心に、直近の研修内容の

事例を取り入れた。  

これらは、OPCW の受入企業条件を満たすものであり、同時に他国にはない日本独自の

保安体制や環境対策を行う上で基礎となる作業員の意識や注意喚起を促す優れた取組やお

もてなしの心を含んでいる。  

プレゼン資料は、仕様では 15～20 頁とあるが、研修内容の事例を多く取り入れた資料

を作成し、委託元の経済産業省にて選択して頂く。 また、展示物(パネル展示)は、プレゼ

ン資料から適宜抜粋して、必要な枚数に収めた。 
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3-4-2 日本独自の投資不要な取組例 

日本の受入化学プラントが有する保安や環境に関する体験設備等を説明するとともに、

他国に紹介できる保安等に係る投資不要な取組を日本独自のものとして以下を紹介した。 

(1) ヒヤリハット(Near Misses)3 

作業中、もう少しで怪我をするところだったという「ひやっと」した、あるいは 「はっ

と」したことを取り上げ、災害防止に結び付けるこが目的で始まった活動である。 仕事

に係る危険有害要因を把握する方法の 1 つとして効果的である。   

例)：自動箱詰ラインにて、箱詰機に製品が詰まり機械が停止した際に、機械が(運転完了

のため)自動停止したと思い、箱詰機の停止ボタンを押すことなく箱詰機のカバーを外し、

詰まった製品を取り除こうとしたところ、突然機械が動き出し、手が挟まれそうになった。  

【原因】詰まった製品の除去にあたり、箱詰機の停止ボタンを押し、完全な停止を確認し

なかった。 

【対策】カバーを外すと機械が停止する安全装置(インターロック)を取り付けること。調

整、除去等の作業時には、停止ボタンを押し、箱詰機の停止を確認したうえで作業を行う

こと。また、調整、除去等に係る作業手順書を作成し、作業者に対して安全衛生教育を十

分行うこと。 

  

                                                   
3 （出典：厚生労働省ＨＰ『職場の安全サイト』ヒヤリハット事例より

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.htm ) 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.htm


                                                                                                                       

                                         
一般財団法人日本国際協力センター 

 

35 

 

(2)  KYT(危険予知トレーニング)4 

工事や製造などの作業に従事する作業者が、事故や災害を未然に防ぐことを目的に、そ

の作業に潜む危険を予想し、指摘しあう訓練である。以下の 4 ラウンドの手順により進め

る。  

表 3-2 危険予知トレーニングの 4 つのラウンド 

 

(3) 5S(整理、整頓、清掃、清潔、及び躾)5 

「5S」とは、整理、整頓、清掃、清潔、しつけの事を言う。それぞれの頭文字「S」をと

って「5S」と呼ばれている。1980 年代に、製造業の専門誌内で紹介され、以来工場管理

の基本を表す言葉として 30 年以上にわたって使われている。 

表 3-3 5S の行動内容 

 

                                                   
4 出典：中央労働災害防止協会 HP『危険予知訓練 KYT』より

http://www.jisha.or.jp/zerosai/kyt/file04.html）  
5 出典：ＨＰ『工場タイムズこれって常識! 工場の 5S とは』より  

https://04510.jp/factory-times/305）  

http://www.jisha.or.jp/zerosai/kyt/file04.html
https://04510.jp/factory-times/305
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3-4-3 プレゼンテーションのフォーマット 

プレゼン様式は、国際標準であるマッキンゼー社のプレゼン技法に準拠する。最上段に

「メッセージ」を記載し、「タイトル」は、本文の最上段に記載する。概念を図 3-2 に示す。  

 

図 3-2 プレゼンテーションのフォーマット 

 

3-5 成果物の例 

実績回数の多いかつ直近の企業を中心に研修事例を紹介した。ここ数年は、環境負荷削

減から化学プラントの保安・防災に関心が変わってきている。特に、2011年に起こった東

日本大震災以来、災害防止・被害拡大防止が注目されている。 

今回の展示物の素材として取り上げた各社のテーマは下記の通りである： 

事例①：保安防災教育 

事例②：リスクアセスメント 

事例③：定期修理 

事例④：レスポンシブル・ケア活動 

事例⑤：工場の保安体制(物流の安全) 
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3-6 総括 

本件業務の展示物は日本の産業研修の実績を示す有効な機会・手段であると認識し、さ

らに日本の産業研修の優位性や独自性をアピールする絶好の機会と捉え、過去の産業研修

を担当した化学プラントメーカー5社に展示物作成の支援を依頼した。各社に対する主な

依頼内容として、①研修教材の利用許諾、②研修教材の原本の提供等である。直近とはい

え 3年前の研修教材の収集となれば、研修担当者の異動や教材の所在の探索等、困難が予

想されたが、各メーカーのご尽力により殆んど全ての教材の原本が確保できた。あらため

て、各メーカーの担当者のご厚意に感謝する。 

直近 3年間のテーマとしては、「化学プラントの保安体制」や「災害防止に対する取組」

が中心であり、各社ともテーマが共通していたが、冗長性や重複を避けるために各社それ

ぞれ特徴のある一つのテーマに絞った。また、事例の紹介に先立ち、各社に共通する保安・

防災に対する取組として、①ヒヤリ・ハット、②危険予知トレーニング及び③5S等を掲載

し、日本の優位性をアピールした。最後に日本の産業研修の成果を補足する形で、「研修生

の声」及び「今後の課題」について若干のコメントを掲載した。今後のアソシエート・プ

ログラムの計画・立案の参考になれば幸いである。 
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＜研修風景＞ 
 

●三井化学  

写真 1 会議室での講義 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 会議室での講義 
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写真 3 工場見学と消防車乗車体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 研修風景 
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写真５ 研修成果報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 集合写真 
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●旭化成 

写真 1 会議室での講義 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 安全体験 
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写真３ 安全体験 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 安全体験 
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写真５ 安全体験 

 

 

写真６ 会議室での講義 
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写真７ 研修成果報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 研修成果報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

                                         
一般財団法人日本国際協力センター 

 

45 

 

写真９ 関係者全員の記念撮影 

 

 

写真１０ 休日：鎌倉散策 
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写真１１ 休日：鎌倉散策 
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MITSUI CHEMICALS GROUP 

• More than 100 years old 

• Started with coal chemistry (Made indigo) 

• Transition to Petrochemicals 
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http://www.mitsui-chem.co.jp/corporate/history/ 



PRODUCTS 
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http://www.mitsuichem.com/release/2016/160822.htm 



WORLD WIDE SITES 
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http://www.mitsuichem.com/release/2016/160822.htm 



JAPAN SITES 
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http://www.mitsuichem.com/release/2016/160822.htm 



OSAKA WORKS 
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From Mitsui Chemicals brochure 



OSAKA WORKS 

7 

Organization for the Prohibition 

of Chemical Weapons 

From Mitsui Chemicals brochure 

1964 – Operation begins 
 

1970 – Full operation as petrochemical factory begins 
 

1997 – Mitsui Petrochemicals Industries, Ltd ad Mitsui 
 Toatsu Chemicals, Inc. merge to form Mitsui 
 Chemicals Inc. 
 

2010 – Introduced the world’s first energy saving 
process using cold LNG 
 

2014 – Osaka Works 50th anniversary 



SAFETY AND ENVIRONMENT 
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• Takes care of safety concerns in Osaka Works 
• Anzen Daiichi 
• This includes security 
• Care for the environment is also part of this 





UTILITY PLANT 
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• Heart of Osaka Works 
• Provides approximately 50% of electric power 

requirements of the different chemical plants in 
Osaka Works 

• The other 50% comes from the Kansai Electric Power 
Corporation 

• Provides clean water to the different plants too. 



AMMONIA-UREA-MELAMINE  
PLANTS 
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• These 3 are interconnected Plants 
• The ammonia is produced from nitrogen and 

hydrogen gases (Kellogg process). 
• The ammonia is used as a raw material together 

with carbon dioxide to make urea. 
• Urea is the raw material for melamine. 
• A major product from these plants is AdBlue which 

is used in Selective Catalytic Reduction 



AdBlue 
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Polypropylene Plants 
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• There are 3 PP Plants: NP, NNP and GPP 

• The first 2 are the older plants 

• The GPP produces 300,000 ton. This began in 
 2004. 

• The quality of the products are checked by 
flow melt analysis 



Cumene-Phenol-Bisphenol A 
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• Cumene is made from benzene 

• Cumene is the raw material for phenol 

• Acetone is formed as a by-product in the 
preparation of phenol 

• Acetone is reduced to form isopropyl alcohol 
(IPA) 

• Bisphenol A is formed from phenol 

• This plant has a new record in safety – no 
accident for a long time. 



Naptha Cracker 
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• The naptha (C4-C10 hydrocarbons) are 
decomposed to produce: 
• Ethylene  PE and EO 
• Propylene PP 
• Benzene  Cumene 
• C4 distillate  TBA 
• BTX 

• This plant won the “Minister Prize of Economic, 
Trade and Industry”, 2011 Energy Conservation 
Grand Prize for the World’s first energy saving 
process using cold LNG 



http://www.mitsuichem.com/release/2016/160822.htm 



ETHYLENE OXIDE 
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• Ethylene is reacted with oxygen gas to form 
ethylene oxide (EO). 

• EO is distilled and stored as liquid in cold 
storage tanks 



RISK MANAGEMENT 
IN OSAKA WORKS 
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• Hiyari Hatto 

• Kiken Yochi 

• Design Review 

• HAZOP Study 

• Standardization of Operation 

• Safety in Distribution 
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Risk Management 

Risk management is a shared responsibility for all participants in the Supply Chain – from 
the raw materials provider, manufacturing to the consumer. (from Managing 
Transportation and Security Risks by Brad A. Fuller) 
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Hiyari Hatto 

Experience of a near miss 
situation. It is a system to 
identify the possible danger 
through team members’ 
experience  and develop the 
counter measures.  

Hiyari Hatto 

• To avoid future accident causing conditions 
in advance and establish procedure to report 
as many as such cases to management 

• To ensure that counter measures are taken to 
all (HH) and make work place safer 

• Develop Team member’s skill to identify the 
danger 

• Create pleasant and easy to work situation 

Need to provide complete safety 
equipment/work environment 
Need to be cost effective 
Shall not affect the regular production 
Shall be part of the process 

How to identify Hiyari Hatto? 

Need to provide complete safety to the 
equipment/work environment 
Need to be cost effective 
Shall not affect the regular production 
Shall be part of the process (A. Fuller) 

Developing Counter Measure 

The Purpose of Hiyari Hatto 
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Hiyari Hatto 

Source: Sankei Institute 
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Hiyari Hatto 
Before Hiyari Hatto Implementation 

Source: Mitsui Chemicals Osaka Works 
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Hiyari Hatto 
After Hiyari Hatto Implementation 

Source: Mitsui Chemicals Osaka Works 
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KY 

Kiken Yochi is Hazard Prediction.  Discuss, think about, and understand (or 
ask yourself about) the phenomena (type of accidents) that may arise 
from such factors, and determine the danger points and the kind of action 
to take, confirming these with pointing and calling, and pointing and 
saying out aloud together.  

Kiken Yochi 

1. Unsafe Condition 
2. Unsafe Action 
3. Both 

Cause of Accident 

Human Error 
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KY 

Round 1: What are the hidden hazards? (Understanding the actual situation) 
Round 2: Looking into the danger points. (Investigating the reality) 
Round 3: What would you do? (Establishing counter measures) 
Round 4: Avoiding the danger points. (Setting targets)  

4 Rounds Method of KY 
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Design Review 

Design review is a milestone within a product development process 
whereby a design is evaluated against its requirements in order to verify 
the outcomes of previous activities and identify issues before committing 
to - and if needed, to re-prioritize and do further work. The ultimate 
design review, if successful, therefore triggers the product launch or 
product release. 

Design Review 

In order to evaluate a design against its requirements, a number of 
means may be considered, such as: 
1. Physical tests 
2. Engineering simulations. 
3. Examinations (Walk-through).  

Consideration for Design Review 
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Design Review 

Flow of Making a Design 
Review in Mitsui Chemicals 
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Design Review 
Flow to determine important project       
in Mitsui Chemicals 
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Hazard and Operatibility Study 

 HAZOP study have been used for many years as a formal 
means for the review of chemical process design 

 HAZOP study is a systematic search for hazards which are 
defined as deviations within these parameters that may 
have dangerous consequences 

 In the process of industry, these deviations concern 
process parameters such as flow, pressure, temperature, 
etc 

HAZOP Study 

Center for Chemical Process Safety (www.aiche.org) 
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Hazard and Operatibility Study 

Procedure for HAZOP Analysis 

Define the system 
or activity 

Define the problem 
of interest for the 

analysis 

Subdivide the system 
or activity and 

develop deviations 

Conduct HAZOP 
reviews 

Use the result in 
Decision Making 

Source: www.ohsatrain.org 
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Standardization of Operation 

Workflow to Standardization of Operation in Mitsui Chemicals 
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Standardization of Operation 

Flow of Activity in Mitsui 
Chemicals for the 
Standardization of 
Operation 
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Distribution 

  

Importance of Safety in Distribution: 
1. Maintain quality of the product 
2. Maintain safety and security from accident 

Source: Mitsui Chemicals Presentation 
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Distribution 

  

Safety regarding Distribution (Mitsui & Transporters 
Cooperate with each other): 
1. Patrol 
2. Zero Accident Campaign 
3. Do what you usually do 
4. Commitment between Mitsui and transportation 

company 
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Distribution 

  

Safety Drill in Distribution 

Source: Mitsui Chemicals Presentation 
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Distribution 

  

Safety System in Distribution: 
 

1. MENET 
    Mitsui Emergency Network 
 

2. HAZMATers 
     Hazardous Material Emergency Response Service for  
 the transporters, the shipper, etc 
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Distribution 

  

HMSS 
Hazardous Material Safety and Security 

MDSS 
Marine Distress and Safety 

System 

HAZMATers 
Hazardous Material 

Emergency Response Service 
for the transporteｒs, the 

shipper, etc 

LDSS 
Local Distribution of 

Short Sequences 
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Distribution 

  

Safety in Transporter Company: 
 

1. Safety training for drivers 
2. Alcohol test 
3. Records of vehicle and delivery 

1. ID check 
2. SD cards 
3. GPS 

4. Maintain the equipment 

Example of delivery record of Sankyu Logistic Company 
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Suggestions 

1. Provide Safety Hazard Information in English also, so foreigners 
will easily understand and can follow the rules. 

2. Continue the Best Practices of Hiyari Hatto, Kiken Yochi, Design 
Review, HAZOP Study, Standardization of Operation and Safety 
in Distribution. 

3. Continue relaxed work atmosphere. 
4. If possible, more in-depth training in Osaka works by having 

longer training period 
1. Whole-day experience in control room 
2. Whole-day OPC simulator tutorial 
3. Whole-day experience in Laboratory Analysis 
4. Actual experience to be part of the shifts 
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ARIGATOU GOZAIMASU! 
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ARIGATOU GOZAIMASU! 

• Kojocho and Moriya-san 
• All the staff of Osaka Works 
• METI 
• JEMAI 
• JICE 
• Mrs. Washington 
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(KAWASAKI WORKS) 

By: Armando M. Guidote Jr. (Philippines) 

 

OPCW Associate Programme 2016 
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Personal Background 
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• University Teacher 

• Chemistry 

• Undergraduate 
• Non-science majors 

• Physicians 

• R&D and Innovation Personnel 

• Graduate Students 
• Teachers 

• R&D and Innovation Personnel 

 

 



Ateneo de Manila  
University 
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Department of Chemistry 
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Philippine Institute of  
Pure and Applied Chemistry 
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Lessons that can be Applied 
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Risk Assessment/Risk Reduction 
1. Hiyari Hatto Kigakari 
2. Kiken Youchi Training 
3. Asahi Operational Academy 
4. Fire Fighting Training 



Lessons that can be Applied 
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• Experience of a near miss situation or 
close call incident.  

• It is a system to identify the possible 
danger through team members’ 
experience  and develop the counter 
measures.  

HHK 



Hiyari Hatto Kigakari 
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• Introduce in Laboratory Classes 
• Ask students to submit HHK forms after 

every laboratory class 
• Discuss most serious near miss 

experiences in the next meeting 
• Discuss counter measures 
• Gather everything for Department 

regulations and counter measures 
• Communication 



Hiyari Hatto Kigakari 
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• Introduce in PIPAC 
• Ask chemists to submit HHK forms after 

every analysis to supervisor 
• Discuss most serious near miss 

experiences in group meeting 
• Discuss counter measures 
• Gather everything for Institute regulations 

and counter measures 
• Communication 
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Kiken Yochi is Hazard Prediction.  Discuss, think 
about, and understand (or ask yourself about) the 
phenomena (type of accidents) that may arise from 
such factors, and determine the danger points and 
the kind of action to take, confirming these with 
pointing and calling, and pointing and saying out 
aloud together.  

KYT 
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KY Training 

1. Unsafe Condition 
2. Unsafe Action 
3. Both 

Cause of Accident 

Human Error 
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KYT 

Round 1: What are the hidden hazards? (Understanding the actual situation) 
Round 2: Looking into the danger points. (Investigating the reality) 
Round 3: What would you do? (Establishing counter measures) 
Round 4: Avoiding the danger points. (Setting targets)  

4 Rounds Method of KY 
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KY Training 

• Introduce in the Department and PIPAC 
• Form a group 
• Do the 4 rounds of KYT 
• Meet weekly 
• Report to Chairman or Supervisor 
• Report to Higher Administration or 

Director 
• Communication 



Lessons that can be Applied 
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• Technical Training Course 
• Simulation Training Course 

• People Learn Better when they 
experience the pain 

AOA 



AOA 
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AOA 
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• Let students and chemists experience 
the pain 
• 60-70oC water 
• 4 kg weight falling 
• Simulation of solvent leak 
• Simulation of danger of gas build-

up in separatory funnel 



AOA 
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• Let students and chemists experience 
the pain 
• 60-70oC water 
• 4 kg weight falling 
• Simulation of solvent leak 
• Simulation of danger of gas build-

up in separatory funnel 



Fire Fighting Drills 
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• Regular fire fighting training for 
faculty/staff of Department of 
Chemistry 

• Regular fire fighting training for 
chemists and technicians of PIPAC 

• Purchase of fire fighting protective 
clothing 
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Suggestions 

 
1. Provide Safety Hazard Information in English also, so foreigners 

will easily understand and can follow the rules. 
2. Continue the Best Practices of HHK, KYT, HAZOP Study, 

Standardization of Operation and Safety Drills (like Fire Fighting 
Competition) 

3. If possible, more in-depth training in Kawasaki works by having 
longer training period 
1. Plant tours 
2. Innovation Center and Polymer Center Tours 
3. Experience in control room 
4. Experience in Laboratory Analysis 
5. Experience in Maintenance 
6. Actual experience to be part of the shifts 
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• Asahi Kasei Management 
• Kawashima-san 
• All the staff of Kawasaki Works 
• METI 
• JICE 
• JEMAI 
• Mrs. Washington 
• Rachmani Wahyudi 
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IN ASAHI KASEI 

(KAWASAKI WORKS) 
By: Rachmani Widyawati Wahyudi 

OPCW Associate Programme 2016 
Kawasaki, 23rd September 2016 
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Responsible Care 
6 Pillar of Responsible Care of Asahi Kasei 

Source: http://www.asahi-kasei.com/asahi/en/csr/rc/target/ 
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1995 : the chemical industry in Japan began implementing RC with the 

establishment of the Japan Responsible Care Council (JRCC*). Asahi Kasei was 
among the founding members of the JRCC, and played a leading role in the 
expansion and development of RC in Japan. 

July 2014, “Efforts are made to design and develop products which 

contribute to the sustainability of the global environment, and to disseminate 
such products worldwide” was newly added. 
 
Throughout the product life cycle from R&D to disposal, utmost consideration 
is given to environmental protection, product safety, operational safety, 
workplace safety and hygiene, and health maintenance as preeminent 
management tasks in all operations worldwide. 

Responsible Care History 
in Asahi Kasei 



4 

Organization for the Prohibition 

of Chemical Weapons 

Asahi Kasei's RC Principle for Environmental Protection: 
 

Environmental protection is achieved by ameliorating the 
environmental burden of operations while giving full 
consideration to the environment in the development of new 
technologies and products. 

Responsible Care Principles 
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Environmental Protection 

Asahi Kasei's VISION: 
 
Providing new value to society by enabling “living in health and 
comfort” and “harmony with the natural environment". 

Major Focus: 
1. Prevention of global warming 
2. Promotion of recycling-oriented society 
3. Management of chemical substances 
4. Biodiversity 

Environmental Protection  
A practice of protecting environment for the benefit the natural 
environment and humans (University of Chicago) 
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Environmental Protection 

Source: http://www.asahi-kasei.com/asahi/en/csr/rc/environment/ 



7 

Organization for the Prohibition 

of Chemical Weapons 

Global Environmental Policy 

June 2012  
Asahi Kasei established Global Environment Committee to oversee an 
expanded scope of activities related to global warming 

The Asahi Kasei Group Global Environmental Policy: 
 
1. Low carbon society 
2. Preserving water resources 
3. Recycling 
4. Achieving harmony with nature 
5. Overseas locations (plants) 
6. Supply Chain 
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Green Supply Chain 

Source: http://csr.benq.com/webpage/productinfo/green_practice_05_02_en.aspx 

The ‘green’ or ‘sustainable’ supply chain is an approach 
which seeks to minimize a product’s ecological footprint 

Green Sourcing 
The inclusion of environmental factors in 
the decision-making process when 
sourcing products 
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Source: http://smarthg.di.uniroma1.it/environmental-benefits/ 
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1. Asahi Kasei put emphasize on environmental protection as one of 
its most important task, it is also stated on Asahi Kasei Vision. 

2. There is a Global Environmental policy so that all Asahi Kasei 
plants all over the word has the standard and same perception on 
environmental protection activities.  

3. Top management seriously concern about the environment 
protection activity. 

4. There is an automatic device that provide information of the 
emission data, so that the report send to Government is accurate 
and real time. 

5. Supply chain in Asahi Kasei include in environmental protection 
activities. 

 

What Impressed me from 
Asahi Kasei do for Environmental Protection? (1) 



11 

Organization for the Prohibition 

of Chemical Weapons 

6. Asahi Kasei always try to do a continuous improvement on the  
way to protect the environment. 

7. Asahi Kasei seriously manage the waste from the production,  
always follow the strict regulation and also try to reduce the 
emission. 

8. As a part of environmental protection, Asahi Kasei also implement 
the Reduce-Reuse-Recycle (3R) principle in the plant process (e.g. 
Increase the usage of resources and energy with lower 
environmental impacts as well as renewable resources and 
energy) and also in the business  (e.g. Water supply filtration 
membrane modul and industrial water recycling service business). 

 

What Impressed me from 
Asahi Kasei do for Environmental Protection? (2) 
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9. Research & Development take a big portion in Asahi Kasei  and 
has important role to create an environmentally friendly product. 

10. New employee training and regular training make all the 
employee aware of the company safety and environmental policy. 

11. Asahi Kasei never underestimate a very tiny accident/incident. If 
something happen, Asahi Kasei will do a depth investigation, 
review all the procedure involved, find a countermeasure, and 
take a specific action. 

12. Always take the lessons learned on every activity/incident, either 
in Asahi Kasei or othe places, and evaluate the activity/incident as 
well as to have an improvement. 

13. Always provide education to spread the knowledge to all 
employee and to community. 

What Impressed me from 
Asahi Kasei do for Environmental Protection? (3) 
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1. Suggest my office and colleague the importance of Research and 
Development to protecting the environment while compete in global 
world. 

2. Give input to Directorate of Import, Ministry of Trade of Republic of 
Indonesia, to conduct analysis on carbon footprint in distribution of 
goods/material as a part of environmental protection.  

3. Give input to my colleague in Ministry of Industry to use sensor for 
calculate the emission that connected to Government so that the 
emission data reported is accurate and real time 

4. Suggest the company to do a continuous improvement to make an 
environmentally friendly manufacture/company  

5. Promote green supply chain to all companies/manufacture in 
Indonesia. 
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What will I Implement in 
Indonesia? (2) 

6. Suggest the company to develop a training center with a 
complete    equipment, if it is to expensive the company can 
cooperate to build a joint-training center 

7. Suggest my office to implement the Hiyari Hatto and Kiken Yochi  
and hopefully the company in Indonesia would also implement 
these practices. 

8. Suggest to my colleague in Ministry of Industry to recommend 
the safety training and fire fighting training to the company. 

9. Stay aware and put safety in mind. There is no absolute safety. 
10. Always take the lessons learned from every action/activity, even 

the small one. 
11. Always spread the knowledge to others because "sharing  is 

caring"  
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Recommendation 

1. Keep the environmental protection as an important acts. 
2. Always innovate to have a environmentally friendly products along 

with the process and activity involved. 
3. Promote green supply chain and life cycle thinking in Asahi Kasei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Provide safety training material /equipment on handling gas. 
5. Provide Hazard/warning signs in English, so that the foreigner can 

understand and obey the Asahi Kasei's rule. 
6. If possible, conduct a full day training in a plant. 

Source: http://www.dlinkgreen.com/greensupplychainmanagement.asp 
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Thank you 
Rachmani.wahyudi@gmail.com 



Questionnaire of OPCW Associate Program 2016 

 

Name:  Armando Victor M. Guidote Jr.                Country: Philippines 

 

1. What was(were) the most valuable subject(s) you have learned through your 

training? 

Most valuable were about the chemical processes and safety/security. 

2. What is your impression of the training conducted by Mitsui Chemicals, and Asahi 

Kasei Corporation? 

Both companies are very serious with safety and security. This is expected because an 

industrial accident will be very costly to the employees, the company and the 

community. 

3. How do you evaluate the preparation of the training done by both companies? 

I think they have both prepared very well. It was extra work for the officials from both 

companies to give the training to us. 

4. Please write how you are planning to apply the knowledge/technology you have 

gained through the training to your job. 

I will be giving a safety seminar when I get back to my university, the Ateneo de Manila 

University and the Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry.  We will increase 

the level of safety awareness and preparedness based on the lessons I have learned in 

both Mitsui Chemicals and Asahi Kasei. 

5. How do you evaluate the interpreter? 

The interpreter was excellent. She was careful in getting the meaning of the message 

and not simply translating.  She was also open to learn from the company mentors and 

participants when it came to technical matters. 

6. Did you have any trouble during your stay in Japan?  

There was absolutely no problem.  The stay was enjoyable.  Because I studied here 

before, I have many friends. This program gave me the opportunity to visit them during 

weekends and holidays. 

7. What is your overall evaluation of the training? 

I think the more effective training is having a short focused lecture and afterwards giving 

a demonstration or showing the process/plant.  The demonstration/plant tour elicits 

additional questions that enhances learning. This happened at Mitsui Chemicals. 

8. Please write suggestions or comments to improve the future training course. 

If possible, it might be good to stay in one company so that there can be deeper 

learning.  I would have liked to experience time in the control room, being part of shifts, 

doing maintenance work, etc.  My Japanese language ability was valuable to deeper 

learning. When possible, participants should have good command of Nihongo. 

 



Questionnaire of OPCW Associate Program 2016 

 

Name   : Rachmani Widyawati Wahyudi        Country: Indonesia 

 

1. What was(were) the most valuable subject(s) you have learned through your 

training? 

All subjects are valuable for me. KY and HH are the new things I never learned/heard 

before. For me the most valuable from both company is the importance of safety and 

environmental protection. 

2. What is your impression of the training conducted by Mitsui Chemicals, and Asahi 

Kasei Corporation? 

Impression in Mitsui Chemicals: 

1. The company provide us with presentation and explanation for each plant and 

also tour to every plant. 

2. The company provide us the information about safey, KY, HH, hazop, process 

design. All of these things are very important. 

Impression in Asahi Kasei: 

1. The company very concern about Responsible care and environmental 

protection is an important task to the company. 

2. The company provide training about safety. Simple but very efficient so that we 

could understand more about safety and always aware. 

 

3. How do you evaluate the preparation of the training done by both companies? 

Both of the companies are very well prepared. They prepare a detailed schedule and 

the materials as well. They also arrange the mentors/presenters in every session. The 

plant tour and the safety training is really interesting and fun. 

 

4. Please write how you are planning to apply the knowledge/technology you have 

gained through the training to your job. 

I gained a lot of knowledge from the training. I will spread the knowledge I gain to my 

Office and colleagues in Ministry of Industry. I will give a suggestion to Ministry of 

Industry to ask the company to have a automatic device (sensor) on the plant, so that 

the government can have an accurate and real time emission data. Based on the data, 

the government can take a specific action. 

 

5. How do you evaluate the interpreter? 

The interpreter gives a better understanding about the lessons. The translation is very 

clear. 



6. Did you have any trouble during your stay in Japan?  

Everything is ok. Although is it hard for me to find a halal food, but I still can find another 

food like fruit, bread or cookies. Overall I really enjoy my stay in Japan. 

 

7. What is your overall evaluation of the training? 

The training is very well managed. The company have prepare a good materials. The 

accommodation is very nice, very near to the station, but too bad that there is no 

bus/train to Mitsui so that we should take taxi which is very costly. Beside of the taxi, the 

training is excellent. 

 

8. Please write suggestions or comments to improve the future training course. 

If possible: 

1. One full day in research and development department. 

2. A training on handling the dangerous/hazardous chemicals. 

3. The company location can be reach by taxi or train (no taxi). 

 

 





参考資料 ３ 

平成 28年度 OPCWアソシエート・プログラム研修実施アンケート調査票 

 

一般財団法人 日本国際協力センター 

 

企業名：   旭化成株式会社                     

記入者:_   河島 稔______________ 

 

今回の研修生の受け入れ、研修全般を通してご苦労された点についてご記入下さい。 

 受入前は、どこまで化学工業プロセスに知識があるのかが判らず、インターロックという言葉も知らない 

 人に教えるためにはどうしたら良いかと余計なことまで考えて準備を行ったのが時間のムダとなった。 

 

 今回はその辺の知識を持った人がいらしたが、今後のためにもどのような事が判る、どの様な事は判ら

ないといった事前情報が欲しい。できれば事前に研修生に渡している資料とその資料作成にあたって配

慮している点が判ればイメージが掴みやすい。 

 

今回の研修生についての印象や研修を通じてお感じになった点についてご記入下さい。 

 研修生は、優秀で真面目であることはもちろんですが、上品で優しい方々だったので、忙しさを感じるこ

となく研修を進めさせてもらったのでこちらは非常に助かった。 

 場の雰囲気を和ませてくれるとこちらの気持ちも穏やかになってストレスのない（本人たちはあっただろ

うが）ときを過ごさせてもらった。 

 

 

当財団・協会の準備・調整・通訳業務全般についてお気付きの点がありましたらご記入下さい。 

 通訳のワシントンさんも上記の平和な雰囲気を醸し出す必要人物であった。加えてユーモアがあり、皆

を笑わせてくれるので、よりよい雰囲気を作り出して頂き、感謝している。 

  

 

 

今後、本研修を実施した際に改善すべき、留意すべき点等がございましたらご記入下さい。 

 今回、ＯＰＣＷ研修の主旨などを良く理解しておらず、こちらの研修を企画してしまった。もっとＯＰＣＷが

期待すること、真意をよく確かめる議論があって、こちらが作成した資料を日本側の受け取り側が見て、

改善できるポイントを議論するようにしたらよりよいＯＰＣＷ研修になったような気がする。 

 あまりにも受け入れ側の考えだけで研修を終わらせてしまい申し訳なく思っている。 

 

 

 


