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■ 昨年 2003 年は、名だたる大企

■  事故の発生要因としては、人的

 ただし、両者の要因は複合してい

■  人員削減と事故発生との間に相

■  熟練技能者の保安技能が中堅・

る。 
■  外注化は、それにより現場から

げになる可能性がある点に留意

■  事故予防のためには、設備年齢

た劣化診断を適切かつ確実に実

■  事故の再発防止の観点から、責

有化と伝承、よき「安全文化」
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＜ポイント＞
 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点
業の産業現場で大事故が頻発した年となった。 
要因によるものが設備的要因によるものより多い。 
る。 
関関係は見られない。 
若手に継承されなければ、現場の保安能力が低下す

上がってくる大事な情報が遮断され、事故予防の妨

する必要がある。 
に応じた設備の更新・補修、設備ごとの状態に応じ

行することが肝要である。 
任追究より原因究明を優先する文化、失敗知識の共

の根づいた組織づくりが求められる。 
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はじめに 
 昨年 2003 年は、産業現場における大規模事故が頻発した年だった。とりわけ、化学、石油

精製、鉄鋼などの日本を代表する製造業大手企業で重大事故が相次いだ。このため、産業界ト

ップの 2004 年の年頭挨拶では、事故防止、安全防災対策の重要性が例年以上に強調された。 
 また、昨年、重大事故が頻発したことが、各業界に設備更新に対する意識を高め、安全上の

視点から老朽設備の更新投資を前倒しで行う動きを加速しており、足元の設備投資堅調の一因

となっている。 
 本稿では、多発する産業事故の背景を探り、その再発防止のためには何が必要かを考えてみ

たい。 
 
頻発する大企業の産業事故 
 実は、全産業ベースでみた災害発生の頻度を示す労働災害率は、最近上昇しているどころか、

90 年代初めに比べるとむしろ改善している（図表１）。労働災害による死傷者数をみても、2002
年は 12 万 5918 人と、10 年前に比べ 30％以上も減少している。また、図表２に見るように、

工場での大規模火災の発生件数も、10 年位のスパンでみると減少傾向にある（ただし、2000
年以降は増加に転じている）。 
 このように、産業事故全体の発生頻度は増えているとはいえない。しかし、図表３に示すよ

うに、ここにきて国際競争力があるといわれる名だたる大企業で大規模な事故がたて続けに起

こったことは、わが国産業界にとって深刻に受け止めるべき事態であり、社会的にも重大な関

心が寄せられている。 
 
産業事故の発生要因 
 産業事故を起こすことは近隣社会に迷惑をかけるだけでなく、それまで築き上げてきた企業

イメージを大幅に悪化させることから、各社とも安全の確保は企業活動において最大限に配慮

されるべきものとして、「徹底した」取り組みがなされてきたはずである。 
 にもかかわらず、日本の大企業の製造現場で従来ではあまり考えられなかったような重大事

故が相次いだことは、単に規律や気持ちの緩みによるものではなく、構造的な要因が背景にあ

ると考えるのが自然だろう。 
 以下では、産業事故の発生要因を掘り下げてみたい。 
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図表２　工場での大規模火災件数の推移

（件）

出所 ： 消防庁「火災年報」
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図表１　労働災害は減少傾向

（千人）

（注）・度数率は、延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
　　　　　　度数率＝（労働災害による死傷者数／延べ実労働時間数）×100万
　　　・死傷者数は休業４日以上の死傷者。
出所 ： 度数率は 厚生労働省「労働災害動向調査（平成14年）」（2003年5月発表）、
　　　　 死傷者数は 厚生労働省「図説わかりやすい国民安全」2003年版

（年）

（度数率）
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図表３　　最近の主な企業事故の事例

　2003 年 9 月 26 日未明に発生した十勝沖地震（苫小牧市の震度 5 弱）の直後、原油

貯蔵タンクの浮き屋根から漏れた油に引火、火災が発生。二日後の 9 月 28 日にも、

200 メートル離れたところにあるナフサ貯蔵タンクで全面火災が発生した。

　2003 年 9 月 8 日、タイヤ原料のゴム平板を製造するバンバリー工場の精錬ミキサ

ー3 号機付近から出火し、当該工場（延面積 40,885 ㎡）を全焼した。出火予定のため

屋外に保管していた乗用車用スタッドレスタイヤ約 16 万 5 千本を消失。

　同社栃木工場は、トラック・バス用タイヤの主力工場で、1 日に約 5700 本を生産。

うち 8 割を系列の販売店に納め、残りを三菱ふそうトラック・バス、日野自動車など

国内４社に供給していた。

　2003 年 8 月 14 日、固形燃料貯蔵タンクが爆発し、作業員４人の負傷を伴う火災が

発生。爆発の 3 週間前の 7 月 27 日から、貯蔵してある固形燃料（ＲＤＦ）が発酵し

て発熱が続き、タンク内の温度が上昇していた。その後、8 月 19 日には 2 度目の爆発

が起こり、屋根の上で消火活動を行っていた消防士ら３人が死傷した。屋根は約 200
メートル先に吹き飛び、発電所管理棟等の建物も損傷した。

　2003 年 9 月 3 日、約 4 万平方メートルの燃料用ガスの保管用ガスホルダー１基（高

さ約 50 メートル、直径約 35 メートル）が爆発、炎上し、従業員ら 15 人が負傷する

事故があった。1.5 キロ離れた民家 3 軒でも、窓ガラスが割れるなどの被害が出た。

　同製鉄所からは、トヨタ自動車やホンダなどへ鋼鈑が納められていたため、自動車

会社の生産計画への影響が懸念された。

　2003 年 8 月 29 日、ガソリンタンクから出火し、死者 6 名、負傷者 1 名が発生。タ

ンクは改造工事中であり、貯蔵していたガソリンは既に抜き取られていたが、出火当

時はタンク下部の廃油をタンクローリーに移す作業をしていた。タンクからは黒煙が

上がり、消防車など約 53 台が出動して消火活動にあたった。

　中央線高架化切り換え工事で、2003 年 9 月 28 日未明、武蔵小金井駅構内でポイン

トや踏切保安装置の故障が相次ぎ、工事現場が 10 時間近く混乱。運転開始が予定よ

り 8 時間遅れたことで、列車 234 本が運休となり、18 万人が足止めを食った。

出所 ： 消防庁「消防の動き」2003 年 11 月号、「週刊エコノミスト」2003.12.16 号、新聞報
道等をもとに作成

出光興産㈱北海道製油所火災　（北海道苫小牧市）

㈱ブリヂストン栃木工場火災　（栃木県黒磯市）

三重県ごみ固形燃料（ＲＤＦ）発電所爆発　（三重県多度町）

新日本製鉄㈱名古屋製鉄所爆発　（愛知県東海市）

エクソンモービル㈲名古屋油槽所火災　（愛知県名古屋市）

ＪＲ東日本中央線工事大混乱　（東京都武蔵小金井市）
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人的要因による事故が大半 
 経済産業省は、2002年以降に発生した100件の産業事故をヒアリングに基づいて調査して、

2003 年 12 月、その中間報告をとりまとめた。それによると（図表４）、産業事故の直接的な

発生要因は、誤作動・誤判断、マニュアル不備などの人的要因によるものが全体の 76％を占め、

設備部品の劣化など設備的要因によるものが 18％となっている。業種別にみると、鉄鋼業界で

は人的要因によるものが 95％と圧倒的に多い。 
 ただし、これは最も直接的な要因で分類したものであり、実際には人的要因と設備的要因が

複合している場合があることに留意する必要はある。それでも、人的要因を主因とする産業事

故が多いことが明らかになったといえる。設備の誤った操作や危険場所への不用意な立ち入り、

設備を停止して行うべき作業を停止せずに行うなど、やるべきことができていないことが引き

金となった例が多い。 
 
ヒューマンエラーへの関心の高まり 
 上記の結果は、最近産業安全の世界で、人間の信じられないようなミスが大事故につながる

という「ヒューマンエラー」の問題への関心が高まっていることと同じ方向を示すものだ。 
 ヒューマンエラーにはいろいろな定義の仕方があるが、ここでは「人間の決定または行動の

うち、本人の意図に反して人、動物、物、システム、環境、機能、安全、効率、快適性、利益、

意図、感情を傷つけたり、壊したり、妨げたりしたもの」と定義しておきたい（注１）。 
 近年、ヒューマンエラーへの注目度が増している理由としては、①機械が故障しにくくなっ

たこと（この結果、トラブル全体に占めるヒューマンエラーの割合が大きくなった）、②１人の

人間がコントロールするエネルギーの量が昔より大きくなったこと、③過去の大事故を分析す

ると、ほぼ必ずヒューマンエラーが見つかること、などが挙げられる。 
 
熟練技能者の保安技能の伝承難 
 人的要因による産業事故が多発する背景として、上記の経産省調査では、製造現場の高齢化

が進む一方で、中堅・若手層が減少しており、熟練技能者の保安技能が中堅・若手に継承され

ていないという問題が指摘されている（約 2 割の企業が、技能伝承及び教育の問題を事故の要

因として指摘した。このように、保安技能の伝承難が事故の誘発原因の一つになっていると考

えられる。 

図表４　産業事故の発生要因

内容 件数
　人的要因 　誤操作、誤判断、マニュアルの不備・不遵守、 ７６

　教育・訓練の不足等
　設備的要因 　設備部品の劣化、設備の設計・構造不良 １８
　調査中 　現在消防、警察等において事故原因の調査中 ６
（注）調査対象は2002年以降発生した産業事故100件。
出所 ： 経済産業省「産業事故調査結果の中間取りまとめ」
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（注１） 芳賀（2000）による定義。 



 今後 2007 年以降には、団塊の世代の熟練労働者の多くが退職する時期を迎える。それまで

に中堅や若手に技能の伝承がなされなければ、製造現場の保安能力の低下を招き、人的要因に

よる事故が多発することが懸念される。 
 製造現場における若年労働者の雇用促進や保安教育の拡充などの措置を早急に講じることが

望まれる。 
 
外注化に伴う問題点 
 次に、外注化の進展が事故を生んでいるということはないだろうか。 
 上記経産省調査では、従来自社で行ってきた保安業務やメンテナンス業務の外注化に伴って、

協力会社等とのコミュニケーション不足や作業についての責任の所在が不明確になることを問

題とした企業は 5％と少なかった。 
 しかし、産業事故の製造現場における死傷者の内訳をみると、自社の従業員とそれ以外（子

会社・下請等協力会社の社員）がほぼ半々となっている。したがって、企業は自社の従業員の

みならず、協力会社等を含めた業務の確認体制や保安体制の構築、強化を図ることが必要と指

摘されている。 
 また、外注化による安全上の問題は、保安業務・メンテナンス業務の外注化にとどまらない。

広く製造・研究開発における外注化（アウトソーシング）を進める際に考慮すべき問題である。 
アウトソーシングは、ある工程を外部に任せることで一見安く効率よく製造、開発しているよ

うに見えるが、それにより本来現場から上がってくる大事な情報を自ら遮断することになり、

そのことが事故予防の妨げになる可能性もある点に留意が必要だ（注２）。 
 
人員削減は事故に直結せず 
 人的要因の中では、リストラによる人員削減が事故増加の原因ではないかという説も根強い
（注３）。 
 これに対し、経産省調査では、製造現場の多くで、過去 10 年間の従業員数は減少傾向にあ

るが、人員削減が事故発生の要因であるとした企業は存在しなかったとされている。「従業員は

減らしても、パート・請負要因を減少人員以上に補充している」、「人員減は、生産量減少への

対応、機械化・自動化等による設備の生産性向上によるもの」といったコメントが掲載されて

いる。 
 もっとも、企業に対して事故の原因を直接ヒアリングする調査で、「人員削減が事故につなが

ったわけではない」という結果が出ることはある意味では当然で、実態を反映していない可能

性がある点に留意する必要がある。 
  しかし、東レ経営研究所が経済産業省の委託を受けて実施した高圧ガス保安法の事故に関

する調査でも、アンケート（注４）の結果を見る限り、人員削減と事故発生との相関関係は認めら

れなかった。人員削減は、今やほとんどの企業が取り組んでいることもあり、人員削減が激し

い事業所に事故が多いといった傾向は見い出せない。 
 また、別途、事故多発事業所を対象に事故発生原因と事故後の対策に関するヒアリングを実

施したが、ここでも人員削減が事故に直結しているとの結果は得られなかった。安全管理レベ

                                                      
（注２） 畑村（2003a）による。 
（注３） たとえば、「労働新聞」2003 年 10 月 5 日号社説。 
（注４） 調査対象は、石油精製、化学、機械産業など計112社 214 事業所。 
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ルの低下につながる形で人員削減を行っている事例（注５）は見られず、正社員は減らしてもパー

ト・請負等で十分な保安要員の確保が行われている 
 以上から、人員削減そのものが事故を招いているわけではないと判断される。しかし、全社

的な人員削減の中で、前述した熟練技能者の技能の伝承難や外注化に伴う問題点が間接的に事

故の一因となる可能性は否定できないと思われる。たとえば、早期退職募集などで熟練労働者

が減り、保安ノウハウが弱体化する中で労働者 1 人当たりの仕事量が増えていることが事故に

つながるエラーの発生確率を高めていないかといった点を今一度点検する必要があろう。 
 
設備的要因は本当に少ないか 
 次に、設備的要因に目を転じよう。 
 図表４でみたように、設備的要因が主因とされる産業事故は全体の約 2 割と、あまり多くな

い。しかし、当初、人的要因が主因とされた事故でも、実は設備に問題があったというケース

もある点に留意する必要がある。 
 たとえば、海外の巨大事故でいえば、有名な 1986 年のチェルノブイリ原子力発電所の爆破

事故がその典型例である（注６）。同事故の場合、ソ連当局の見解では、事故の原因は安全規則を

無視したオペレータの不適切な操作にあるとされ、とりわけ事故で死亡した若いオペレータに

責任の多くが押しつけられた。しかし、その後の調査・研究によって、ソ連が発表した事故内

容は、事実が歪曲されたものであることが明らかになった。現在では、オペレータ個人の責任

もさることながら、事故の最大の要因は原子炉の欠陥にあったと考えられている。つまり、チ

ェルノブイリ型原子炉は、暴走しやすい危険な欠陥炉であり、十分な訓練を受けていないオペ

レータが制御するのは無理があったとされる。 
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図表５　　日米製造業の設備年齢の推移

（年）

出所 ： 内閣府「民間企業ストック年報」「昭和45年国富調査」、米国商務省 ”Standard
　　　　　Fixed Assets Tables" を用いて東レ経営研究所作成

日本

米国

                                                      
（注５） この種の危険な人員削減の事例として、畑村（2003b）では、機械のメンテナンス係を 2 人から 1 人に

削減した結果、事故が起きた工場の事例が紹介されている。「この工場では、製造作業者のための安全対策とし

て、機械を取り囲むフェンスの扉を開けると機械が止まる仕組みになっていた。ところが、メンテナンスでは、

機械を動かさないと不具合が分からない。このため、扉を開けても機械が動くよう、1 人がコントロールし、

もう 1 人が検査するという 2 人の役割分担で点検を行ってきたのだ。これを人員削減で 1 人でやるようになっ

たものだから、機械を止めないために扉を開けず無理にフェンスを乗り越えようとしたがバランスを崩し、機
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 このように、事故における人的要因を強調するあまり、「やはり本人がしっかりしないとだめ

なんだ」、「設備面に問題はない。あとは人間の側にがんばってもらうしかない」などと考える

のは危険である。人的要因を強調することを、作業設備や作業環境に手をつけないことに対す

る免罪符にしてはならない。実際には、ヒューマンエラーが不適切な設備・環境と密接な関係

を持っていることが多いからである。 
 
設備老朽化は事故の原因か？ 
 バブル崩壊後、日本企業の設備投資は、キャッシュフローを大幅に下回る水準に抑えられて

きた結果、日本企業の設備年齢は、図表５に示すように趨勢的に高くなっている。こうした設

備の老朽化が事故発生につながっているのではないかという仮説があるが、これは本当だろう

か。 
 経産省調査では、設備的要因による事故を起した設備の年齢は平均 22.2 年で、各業種の設備

の平均年齢（7～15 年）より高齢の設備であった。一方で、企業ヒアリングによれば、設備年

齢の高い設備も含めて適切に点検・整備・補修を行っているため、設備年齢の高さと事故発生

との相関関係はないという声が多かった。 
 
設備投資の大小と事故発生の関係は？ 
 前述の東レ経営研究所によるアンケートでは、設備投資が大幅に増減した（設備の増設や廃

棄などで事業内容が変化したとみられる）場合に事故が多く発生しているという結果が出た。

これは、設備投資の大小と事故の発生確率が単純な比例関係にないことを示している。 
 また、設備の維持補修投資の大小と事故発生との間の関係も単純な法則はなさそうである。

なぜなら、図表６に示すように、設備の故障発生率は経験的に使用の初期と高齢期（経年劣化

期）に高くなることが知られている。 

図表６　設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）

出所：経済産業省「産業事故調査結果の中間取りまとめ」（平成 15 年 12 月 16 日）

                                                                                                                                                            
械に挟まれた」 
（注６） 吉田（2000）による。 
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 したがって、設備年齢が青年期で故障率が低位安定した機械をもつ事業所と、高齢期に差し

かかり故障率が上がり始めた機械をもつ事業所とでは、同じ安全レベルを確保するのに必要な

維持補修投資の額が異なることになる。このため、単純に設備の維持補修投資が多い（または

少ない）方が事故が起こりにくいといった議論は成り立たないのである。 
 産業事故を予防するためには、企業は各設備の経過年数に応じた設備の更新・補修、設備ご

との状態に応じた劣化診断を適切かつ確実に実行することが重要といえよう。 
 
再発防止のためには責任追及より原因究明が重要 
 さて、残された紙幅で、産業事故予防に関する社会的、文化的な側面について何点か論じて

みたい。 
 まず、発生した産業事故を貴重な体験として今後に生かし、その再発を防ぐために必要なの

は、事故の背後にある原因を徹底的に究明することである。 
 ところが、日本では、伝統的に「過ちを責める」風習が強く、事故が起こった時にまず「犯

人捜し」と「責任追及」が優先される。人は自己防衛本能や組織を守る意識をもっているため、

不利益な処遇を受ける懸念が強ければ、なかなか本当のことをしゃべれない。ウソまではつか

ないにしても、自分に少しでも不利になる可能性があることは、あえて自分からは言い出さな

い。事実が把握できなければ、それを分析し、有効な対策を立てることできず、同じような事

故を繰り返してしまう。 
 したがって、事故が起こった場合、責任追及よりも原因究明を優先する方が、再発防止につ

ながり、はるかに社会正義にかなっているといえよう（注７）。 
 
失敗知識の共有化と伝承の重要性 
 過去の産業事故という失敗の過程を検証し、そこから得られた知識を社会的に共有すること

は、技術の信頼性を高めるために有効であると同時に、同様の事故を未然に防ぐことにもつな

がる。 
 このような観点から、文部科学省が開催している「失敗知識活用研究会」（会長＝佐藤文夫・

株式会社東芝相談役）が 2001 年 8 月にとりまとめた報告書で、「失敗経験から獲得された新た

な知識・データ等を構造化したデータベースの構築」が提言されたのを受け、独立行政法人科

学技術振興機構はホームページ上で「失敗知識データベース」（注８）の試験公開を行っている

（2003 年 3 月に公開開始）。 
 とはいえ、失敗知識の共有化は、言うは易く行うは難い。他者の失敗事例に真剣に学ぶ姿勢

がなければ、再発は防げない。たとえば、2000 年の地下鉄日比谷線の脱線事故の場合、それ以

前に東急電鉄が全く同様の事故（幸い乗客は乗っていなかった）を起こしており、そこで究明

された原因（車軸にかかる荷重のばらつきに問題があった）と再発防止措置を全国の鉄道会社

に向けて情報発信していたという。しかし、それが生かされることなく、他の会社で同様の事

                                                      
（注７） 畑村（2003a）は、2000 年に起きた東京の地下鉄日比谷線の脱線事故を例にあげ、日本では警察による

犯人探しが重視され、事故の真相解明など将来の事故の再発防止に役立つ事柄は軽視されると指摘している。

そして、産業事故を調べる権威ある調査委員会というものを常設し、事故が起きた際には再発防止の観点から

事故原因をサイエンスとして分析して、その過程で誰かの過失が明らかになれば、調査委員会が検察庁に告発

するという形にすればよいと提言している。 
（注８） http://shippai.jst.go.jp/。機械、材料、化学物質・プラント、建設の４分野について、失敗事例の収集、

分析が行われており、2004 年 4 月現在、４分野合計で 818 件の事例情報・シナリオ情報が掲載されている。 
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故がより深刻な形で起こってしまったわけである（注９）。 
 過去の事故の教訓を風化させないためには、その教訓を歴史的遺産として大事にし、失敗知

識を伝承するシステムづくりに社会全体で取り組む必要がある（注 10）。上記の失敗知識活用研究

会などは、そのための試みの一つとして期待される。 
 われわれは、アメリカの哲学者ジョージ・サンタヤーナ（1863～1952）が 100 年前に語っ

た次の言葉を肝に銘じるべきだろう。 

 「進歩とは、決して変化にあるのではなく、忘れずにいられるかどうかにかかっている。過

去を覚えていられない者は、それをまた繰り返す運命にある （注 11）」 
 
ヒューマンエラー防止に必要な安全文化 
 ヒューマンエラーが事故の引き金となった事故でも、その背景要因にはチームワークやリー

ダーシップのあり方、組織の意思決定のあり方、企業・地域・家庭の安全風土などに問題が存

在することが多い。こうした諸要因はソーシャル・ファクターと呼ばれ、事故の防止策を考え

る場合、これらの要因への目配りが必要不可欠である。 
 この点に関し、芳賀繁（2000）は、安全対策の決定・実行にあたっては図表７のような階層

構造を考える必要があると指摘している。ヒューマンエラーによる事故の防止を考える時、従

来は図表７の左半分に書かれた直接的事故対策だけが問題にされがちだったが、実は右半分に

示されたリーダーシップ、人間関係、職場の雰囲気、教育等の要因も安全にとって非常に大き

な役割を果たす。 
 したがって、ヒューマンエラーによる事故防止のためには、組織によき安全文化を根づかせ

る必要がある。つまり、組織の構成員全体が安全の重要性を認識し、エラーに対して鋭い感受

性を持ち、事故予防に対する前向きな姿勢と有効な仕組みをもつことが求められる。 
 ヒューマンエラーに関する心理学分野での第一人者である英国マンチェスター大学のジェー

ムズ・リーズン教授は、組織がこうした「安全文化」を獲得、推進していくためには、次の４

つの要素を取り入れる必要があると指摘している（注 12）。 

①報告する文化（Reporting culture） 
 エラーやニアミスを隠さず報告し、その情報に基づいて事故の芽を事前に摘み取る。報

告者を可能な限り保護する。 
②正義の文化（Just culture） 
 正義に対し奨励・報酬を与え、罰するべき規則違反や不安全行動には制裁・処罰を与え

る。 

                                                      
（注９） 畑村（2003a）による。 
（注 10） イギリスのフリックスボローという小さな町では、1974 年に化学工場の配管割れによる事故で有毒ガ

スが出て壊滅的な被害を被った。この町では、事故の教訓を後生に伝えて生かしていくため、毎年、事故を振

り返るイベントを実施している。 
 また、これは天災の例だが、東北の三陸海岸では、1896 年と 1933 年の大津波の教訓を風化させないための

「訓練大津波」を毎年行っている。放送を合図に人々が一斉に裏山に駆け上がる際に、「人を助けてはいけない」、

「物を持ってはいけない」等の約束事を設けて、過去の失敗から学んだ知恵を伝承させる努力を続けている（畑

村(2003a)による）。 
（注 11） Santayana, George (1905) The Life of Reason. London: Constable 
（注 12） ジェームズ・リーズン（1999）による。 
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出所 ： 芳賀繁 『失敗のメカニズム』 日本出版サービス

国・政府機関

　　法、規制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策、教育

企業・組織

　　安全投資、工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人材、人事管理

図表７　　安全対策の階層構造

現場機関（工場・工事所）

　　　安全設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業環境
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職場の雰囲気

作業グループ

　連絡、報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チームワーク
　打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間関係

所長・リーダー

作業員・労働者

　管理・監督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーダーシップ
　模範行動

　安全行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日常生活

　　　　直接的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間接的

 
 

 
③柔軟な文化（Flexible culture） 
 状況に順応するために、ピラミッド型の中央集権的構造を必要に応じて分権的組織に変化

させる柔軟性を持つ。 
④学習する文化（Learning culture） 
 過去または他者の事故、安全に関する様々な情報を収集して学び、学んだ結果、自らに

必要な改革を実行する。 
 
機械は壊れることを前提にせよ 
 最後に、機械設備などハード面に対する考え方として重要な点を指摘したい。それは、機械

は「絶対に壊れない（はずだ）」という建前を捨てて、「壊れる」ことを前提にすべきだという

ことである。 
 材料工学、破壊力学を専門とする小林英夫・東京工業大学大学院理工学研究科教授は、モノ

づくりに携わっている人たちの間で、機械は「壊れてはいけない」という考え方が根強くある

ことが決定的な間違いで、これが事故を誘発する大きな原因になっていると述べている（注 13）。 

                                                      
（注 13） 畑村（2003a）参照。なお、「絶対に安全です」という建前に縛られたことが大きな事故を誘発した例

としては、1999 年茨城県東海村のＪＣＯで起きた日本の原子力史上初の臨界事故が挙げられる。国が施設を認

可する際に、「臨界が起きないような対策がとられているから臨界は起きない」という前提で審査が進められた
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 形あるものはいつかは壊れるのが必然なのに、現場でその事実を認めようとしないで、「絶対

に壊れない」、「壊れてはいけない」という発想をすると、おかしなことが起こる。破壊事故を

なくすためには、「絶対に壊れない」という考え方を変えて、「今は問題がなくても、30 年経て

ば問題が生じる」といった認識を持つことが大切だという。仮に「30 年経てば問題が生じる」

と想定していて実際に 30 年後に問題が起これば、それは一番安全な状態といえる。予測が可

能ということは、事故が起こる前にしかるべき対処ができることを意味するからである（注 14）。 
 
おわりに 
 大規模な産業事故が起これば、企業の損失は、建物・設備・在庫の直接的な損失（復旧費）、

生産設備喪失による販売の機会損失にとどまらない。取引先企業や地元住民、一般消費者の信

頼感の低下という代償を払うことになる。企業の社会的責任（ＣＳＲ）への関心の高まりに伴

い、事故の株価への影響も従来以上に大きくなることが予想される。 
 企業活動においては、製造や研究開発の現場の「安全」の確保が大前提であることを十分認

識し、各企業が原点に立ち返って安全管理に取り組むことが求められる。具体的には、保安技

能の教育、現場での緊張感の維持、保安技能の高さを評価する制度の導入等が課題となる。こ

うした体制を築くには、現場の力だけでは不可能であり、経営のトップダウンによる取り組み

が必要不可欠といえよう。■ 
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（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 

ため、会社にも村にも臨界に対する備えが全くなく、混乱や対応の遅れを招いた（芳賀(2000)による）。 
（注 14） この意味で、材料の腐食や機械的問題が原因として処理される事故でも、本当の原因は材料・機械の寿

命予測を的確に管理するマネジメントのまずさにあるケースも多いと思われる。 
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