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1.1.1.1.    欧州のセベソ指令欧州のセベソ指令欧州のセベソ指令欧州のセベソ指令        

 

化学工業における重大な事故が世界中で発生し続けている。欧州では 1976 年のセベソ

事故を受けて，類似事故の防止ならびに制御を目的とした法律の採択が進められた。セ

ベソ指令は欧州における何千もの工業施設に対して適用されているが，そうした施設には

本指令の閾値を超える量の危険物質が存在している。 

 

「セベソ」事故は，1976 年にイタリアのセベソにある，殺虫剤や除草剤を製造する化学工

場で起きたものである。  

1984 年のインドのボパールにおけるユニオンカーバイド社工場の事故では，漏出を原因と

した 2500 人を超える死者が出ており，1986 年のスイスのバーゼルにあるサンドス社の薬

品倉庫における事故では，化学薬品に汚染された消火水がライン川の大規模汚染を引

き起こし 50 万匹の魚が死んだ。こうした過酷な事故を踏まえた後でセベソ指令の修正が

なされた。 

この修正には，安全管理や緊急時の計画ならびに土地利用計画に関する，新たな要求

事項の導入が盛り込まれた。 

 

欧州における化学工業は，国家レベルないしは欧州レベルの法律による統制が行われて

いる。中でもこのセベソ指令は，15 の加盟国の全てにおいて採択がなされ，新規加盟国

の 10 カ国においてはその採択が進行中でもある法律文書である。 

 

本指令は，重大な事故の防止，ならびにそうした事故による人や環境への影響の制限を

目的とするものであり，高いレベルの保護を一貫性のある，効果的な方法で共同体の全

てにわたって確保することを視野に入れている。 

 

1.2 英国におけるセベソ指令採択についての概要 

 

1.2.1 安全報告書 
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英国では重大災害防止規則（COMAH）によってセベソ指令を実施している。（英国印刷

局 1999 年）COMAH の規則 4 では，オペレータに対して「重大事故の防止，制御および

緩和に必要とされるあらゆる手段（AMN）を講じる」よう求めている。（9, 18） 

 

産業における健康と安全を上手く管理するには体系的な取り組みが求められる。こうした

取り組みに，適切でしっかりとした基盤に基づいた，開放的で透明性のある意思決定のプ

ロセスが取り入れられることにより，関係者全員が参加でき，なおかつ目的の達成がそうし

た関係者全員に分かるようにしなければならない。重大な事故を引き起こす可能性のある

全ての施設に対して，あらゆる重大な危害に対処し，適切な対策が取られなければなら

ないという点で，施設のリスク評価が必要となる。 

 

そうした対策は，リスク評価の結果の良し悪しを問わず，適正に実施されなければならない。 

 

1.2.2 土地利用計画およびリスク 

 

加盟国はまた，重大事故を防止するという目標が，自国の土地利用方策，中でも特に，

新施設の敷地管理や現存する施設の改修，および現存施設の近隣における新規の開

発（輸送路線，住宅地等）を通して確実に考慮にされるようにしなければならない。加盟

国にあっては，長期に亘って施設と住宅地の間に適切な距離が確実に維持されるか，ま

たはそのような距離が確実に作り出されるための必要性について考慮しなければならない。

英国保健安全庁（HSE）ではこうしたケースにおける必要なリスク評価を行っている。 

 

 

2.2.2.2.        化学化学化学化学産業産業産業産業と石油精製と石油精製と石油精製と石油精製業業業業におけるセーフティーケースにおけるセーフティーケースにおけるセーフティーケースにおけるセーフティーケース(SC)(SC)(SC)(SC)ののののアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントに際してに際してに際してに際してのののの英英英英

国国国国のののの経験経験経験経験，，，，および適切なリスク評価法についておよび適切なリスク評価法についておよび適切なリスク評価法についておよび適切なリスク評価法について        

 

重大災害防止規則（COMAH）では，オペレータに対して「重大事故を防止し，その影響

を制限するために必要なあらゆる手段（AMN）を講じる」よう求めている。これについては，

法的な助言に基づき，リスクを「合理的に実行可能な限りできるだけ低く（ALARP）」する

ことと同等であるものと解釈されてきた。特定の敷地（いわゆる，「第一層の」敷地）につい

ては，リスクが ALARP となるまで削減されたことを実証する報告書を HSE 宛に提出する

必要がある。 

 

2.1 実証および ALARP 概念 

 

セーフティーケースには，必要なあらゆる手段（AMN）を講じたことの実証，および COMAH

における第一層の敷地に対する重大事故のリスクが合理的に実行可能な限りできるだけ

低くなっていることの実証が含まれるべきである。最低限レベルの細目には，特定の重大
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事故による影響の度合いと深刻さ影響の度合いと深刻さ影響の度合いと深刻さ影響の度合いと深刻さ(13)(13)(13)(13)を企業が評価するよう求めた要求事項が含まれて

いる。これは事実上，犠牲者の数と程度を重大事故ごとに記入しなければならない，とい

うことを意味している。企業にとってはこのことが実施が困難であることの原因にもなっている

が，リスクが ALARP に至るまで削減されたかどうかを明確にする上ではこれが重要なステッ

プである。  

 

HSE が行う安全報告書の評価では，公表された評価基準に照らし合わせて報告書の評

価が行われ，責任者が自身の報告書の中で次のような内容に関して行った議論に対して

検討がなされる。その内容としては，適切な管理体系が整っているか，重大な危害は全て

が特定されているか，リスクは評価されており，リスクを合理的に実行可能な限りできるだけ

低くするための措置が講じられているか，もしくは今後講じる予定であるか，が挙げられる。  

 

HSE の意思決定プロセスの方針とリスク耐性の枠組みが，HSE の既刊文書「リスクを低

減して人を守る（“Reducing Risks Protecting People”）」の中で定められている。これは

HSE のウェブサイト（http://www.hse.gov.uk/risk/theory/r2p2.htm (11)）で閲覧すること

ができる。 

 

この HSE の枠組みを用いる際，リスクを三つの領域に分かれた連続体（図 1 を参照）とし

て考えると分かりやすいかもしれない。これらの領域は次の通りである。 

 

1. 受容不可能なリスク:  

（個人に対するリスクか，社会的なリスクかを問わず）リスクがこの領域にある場合には，

ALARP を実証することができないため，費用にかかわらず，リスクを低減する措置を講じな

ければならない。 

 

2. ALARP になっていれば許容可能なリスク 

リスクがこの領域に入る場合には，個別の ALARP 実証が求められる。実証の程度はリス

クレベルに比例すべきである。 

 

 

3. 広く受け入れ可能なリスク:  

この領域については大抵，関連のある適正な実施基準を順守することで十分である。ただ

し，こうした基準が最新であることと，問題の作業と関連していることが示されなければなら

ない。 

 

多くの状況においてリスク低減のための選択肢は限られており，最適な選択肢については，

これまでも適正な実施として規定されてきた可能性がある。例えば，HSE が承認した実施

基準や HSE 指針の中で文書化されているものがある。ただし，そうした文書で取り上げら
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れているのは考慮が必要なリスクのうちの幾つかに過ぎない場合がある。特に，セーフティー

ケース体制を介して危害が制限されている場合は，適正実施についての完全な記述が準

備できないこともある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ALARP 実証 の原則 

 

HSE の危険施設局（HID）では，個別の ALARP 実証は，本質的には単純な概念であっ

て，特定の重大な事故の危害（MAH）シナリオに関連する以下の基本的な質問（Q）にオ

ペレータが答えることによってこの概念が満足できるものと信じている。 

 

Q1 「リスクを低減するために他に私ができることはありますか？」  

この質問に対する答えは定性的な性格のものである。オペレータは自身の作業から生じる

リスクを体系的に考察し，そのようなリスクを低減するために実施できそうな措置をリストとし

て作成すべきである。少数の状況を除けば，オペレータができそうなことはこれ以上他にな

いであろう。ただし，いかなる措置も第二の質問による限定を受ける。  

 

Q2 「なぜ私はそれ（措置のリスト化）を行っていなかったのでしょうか？」 

この質問に対する答えは，考察されているリスクの最初のレベルによって定性的な性格にも

定量的な性格にもなり得る。どちら側でこの質問に答えるにせよ，その措置が，工学的な

考察に基づいて一応は理にかなったものであり，係る措置に対する費用が，得るべき便益

に比して著しく不釣合いであることを示すことができないのであれば，オペレータにはそうした

措置を実施する義務がある。特定の状況では，正式な費用便益分析が必要となる場合

もある。 

リスクの低減 

 

 

 

関連のある適正な実施 

+ 

リスク低減措置 

+ 

著しい 

不均衡 

 

広く受け入れ可能 

図 1：ALARP 実証の種類 

受容不可能 

ALARP になっていれば 

許容可能なリスク 
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2.3 比例および ALARP の決定 

 

HSE の方策では，セーフティーケースないし安全報告書の中で要求される実証の程度は

リスクに比例リスクに比例リスクに比例リスクに比例していなければならないことが求められている。同様に，実施が必要とされるリ

スク低減措置の数や妥当性についてもリスクに比例することになる。危害性が高い場合に

は，危害の与える結果がより重要視されて，危害の発生可能性にはあまり重きを置かな

いような警戒的アプローチが採用されることになろう。  

ALARP であるかどうかを判断するための材料としては次のようなものが挙げられる。 

 

危害の性質とリスクのレベル（個人と社会の双方について）； 

安全報告書またはセーフティーケースの中で実証する際に用いられた根拠； 

オペレータの考察していない更なるリスク低減措置がある場合その措置； 

関連のあるその他の要因（例えば，脆弱な人口集団，地域社会への配慮，以前の事故

記録等）。 

 

現場周辺における個人リスクおよび社会的リスクのレベルが，リスク低減措置が実施される

度合いに影響するのは当然である。この事実によって，関連のある適正な実施に加えて，

現場外におけるリスクの増加を防止する更なる措置が求められる場合がある。実際，そう

した適正な実施の範囲は限られているため，責任者の中には，リスク評価や危害評価を

最初の原則から実施せねばならなかった者もいる。 

 

2.4 比例的なリスク評価 

.  

リスク評価がとりわけ重要な役割を担うのは，重大な事故が発生する可能性があり，かつ

基準に従うだけでは必要とされる全ての措置が講じられたことを実証するのに不十分な場

合である。このような場合リスク評価の結果によって，意思決定者が，現存する防護措置，

あるいは提案された防護措置におけるいかなる欠点をも特定できるようにしなければならな

い。リスク評価の種類や度合いについては，「目的にかなっている」ことだけが求められ，それ

は，特に潜在的な影響に重点が置かれたリスクの大きさに比例している。同様に，リスクを

制御すべく取られる措置についても比例していることが必要である。比例していることが，あ

る施設についての適切な懸案や，そうした施設が内包するリスクの原因に対しての尺度と

なる。化学工業とその関連産業における作業者への個別の死亡リスクは一般的には低い

ものであるため，COMAH 規則による社会リスクの制約を受ける危険な施設については，こ

うした死亡リスクこそが「リスク評価の種類や度合い」の主な決定因子となる。このために，

事故による潜在的な影響の方がそうした事故発生の可能性よりも目立つことになる。 

 

利用することのできるリスク評価には様々な種類がある。そのような種類については以下の

とおりとなる。 
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2.4.1) 定性的リスク評価 

 

リスクが小さく既知であって，不適切な場所に敷地が位置していなければ，重大な事故の

種類と，そうした事故による影響と可能性を（例えば，公表された情報に基づいて）簡単に

記述し，関連する基準に対する準拠性を見直すことで十分である。幾つかの例を挙げると

すれば，低圧ガスタンク，農村部における塩素入りドラム缶のための施設，揮発性の低い

物質のための外気に晒された貯蔵施設，毒性の低い固形製品を蓄えた倉庫となろう。 

 

2.4.2) 半定量的リスク評価 

 

更に複雑な施設については，代表サンプルとなる事象の影響と頻度を伴った，場所ごとの

危害分析が必要となる。 

事故経路を最も上手く表現するには，多くの場合「bow-tie」図が一番良い。「bow-tie」

図では，起因事象（initiating event），防止策，排出緩和の措置およびその影響が単一

図の中に記述されている [図 2]。安全が最優先とされるシステムを識別するのにはこのよう

な図が手助けとなる。 

更なるリスク低減措置を特定して考慮に入れるべきである。幾つかの例としては，引火性

のある高圧ガスの貯蔵場所，毒性のあるバルク液化ガスの使用場所，および農薬の倉庫

が挙げられる。操作の複雑さや潜在するリスクに対する管理方法の複雑さが増してくるの

であれば，場所ごとの，より定量的な分析が必要である。安全報告書の中で用いられてき

た，半定量的リスク評価の例の一部を以下に示す。 

 

図 2. Bow-tie 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出

1a
1b

1c

1a
2a

3a
3b
3c

4a

起因事象 1 

起因事象 2 

起因事象 3 

起因事象 4 

防護 緩和 

影響なし 

影響 A

影響 B 

影響 C 

M1 M2 防護層// 防衛線 

防護層/ / 防衛線
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2.4.2a. リスクマトリックス 

 

スクマトリックスに基づく方法であれば，純粋に定性的なアプローチと十分に定量的なアプ

ローチの間にある隔たりを橋渡しすることができる。リスクマトリックスは，重大な事故の可能

性と影響の組み合わせを単一図の中で結びつけることができる [図 3]。 重要な事象の全

てを同一の図にプロットすれば，安全が最優先とされる事象を認識することができ，累積

的なリスクについて何らかの兆候を得ることができる（20）。 

 

図 3:  リスクマトリックス（一例のみ） 

 

結果の尤度 死亡者数 

（1 人） 

死亡者数

（2~10 人） 

死亡者数

（11~50 人） 

死亡者数

（50~100 人） 

死亡者数 

（100 人超） 

可能性あり

（>10-2/年） 

受容不可能 受容不可能 受容不可能 受容不可能 受容不可能 

可能性は低い

（10-2～10-4） 

受容不可能

（>10-3 の 

場合） 

受容不可能

（>10-3 の 

場合） 

受容不可能 受容不可能 受容不可能 

可能性は極め

て低い 

（10-4～10-6） 

許容可能 許容可能 許容可能 許容可能 受容不可能 

可能性ほとんど

なし 

（10-6～10-8） 

受け入れ可能 受け入れ可能 許容可能 許容可能 許容可能 

 

2.4.2 b. 防衛線（LOD） 

 

防衛線という概念を引き合いに出すことで防護措置の適性評価に役立てている手法は

数多く存在している。そうした手法のひとつが防護層解析（LOPA）(1,10)であり，これは

「防衛線」の概念に基づいた定量的な方法論である。起因物に始まり，影響へとつながる

単純な事象シーケンスが記述され，検討される。こうした影響は「マトリックス」型の表現シ

ステムによくある一般的な用語で記述することができる（例えば，重度の傷害，現場内の

死亡者，現場外の死亡者等）。安全システム（オペレータの行為を含む）は IPL（独立防

護層）によって表されるが，この IPL は三つのテスト（独立性，有効性および監査可能性）

を満足していなければならない。起因事象の頻度および条件付き確率は指数として与え

られる。この結果は，あるレベルの影響を与える事象の頻度となる。起因事象の頻度およ

び条件付き確率をマトリックスないしはグラフの二軸上に表すことができる。このことを用いて

IPL の数を決めることができる。あるシステムが適切な数の IPL を有している場合には，リス

クを「広く受け入れ可能」なものとして考えることができ，更なる措置は求められない。そうで

ない場合は，是正措置の緊急度が，必要とされる追加の IPL の数と影響の深刻さとに比

例する。 
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図 4. 適切な IPL の数を示す LOPA マトリックス （一例のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことを [図 4] に示している。この図では，事象がマトリックス上にプロットされており，必

要な IPL の数が示され，なおかつ濃淡によって是正措置の緊急度が表されている。ここで

は頻度が cpm（chances per million per year）で与えられている。結果の頻度を足し合

わせることで，ある活動から生ずる特定の影響の確率が得られる場合もある（例えば，反

応炉の圧力超過による現場周辺における死亡事故の頻度）。  

 

COMAH における，重大事故の危険性（MAH）をもたらす事象の大部分は，LOPA が簡

単な方法でその正確さを１ケタ向上してくれる。このことが危害識別研究とマトリックス表現

法による評価を補完するのである。より過酷な，またはより複雑なケースであるほど，より詳

細な方法論（例えば QRA）が必要とされる。LOPA ではより多くの IPL を必要とすることが

示唆されるものの，費用が問題となる場合は，費用便益分析に委ねる必要があろう。 

 

2.4.3. 定量的リスク評価（QRA） 

 

QRA を実施する費用は，問題を解決する価値と不釣合いなものであってはならない。

QRA をどのような重大な化学的危害に適用するかについては，標準化された方法論があ

る。こうした方法論があることで，比較研究に対しては大変効果的比較研究に対しては大変効果的比較研究に対しては大変効果的比較研究に対しては大変効果的であるが，その結果を

絶対的に解釈する際には注意を払わなければならない。このような方法論は現在では上

手く確立されており，リスク低減策の相対的な効果について深く理解する上での手掛かり

となる。ただし，事象による潜在的な影響が非常に大きくて，リスクに晒される人口が相当

数いる場合には，全リスクが公表されている基準を下回るように，必要な措置が講じられ

ていることを QRA を使わずに実証するのは難しいであろう。QRA は複雑な問題に非常に

適したものであるが，中でも，影響が大きく頻度の低い事象が重要な場合や，是正措置

（例えば，精油所のアルキル化装置，毒性のあるバルクガスの生産施設）が選択される場

合，もしくは，標準化された方法論を確立し，それを容易に適用できる状況のある場合

（例えば，土地利用計画（7）の評価）などがあてはまる。 

頻度（cpm） 軽度事故 
軽度の 
傷害 

重度の 
障害 死亡者数 災害 

措置 なし 
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社会リスクの客観的な尺度は，一時的な懸念に左右されずに，意思決定のための一貫

性ある根拠となる。このことは，例えば次のようなグラフによって表現される。それは，対数

－対数グラフの形でプロットした，頻度と影響（大抵は死亡者数）からなる一連の組み合

わせで，そこには累積頻度と数字とが示されてもいる「F-N 曲線」である（図 5）。 

 

図 5. 一連の頻度（f），数（n）のデータ，および累積頻度（F）曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-N 曲線の解釈については問題となることがあり，幾つかの基準を必要とする。最も単純

なものとしては年間死亡者数の「期待値（EV）」がある。これは F-N 曲線の積分値と同じ

ものである。HSE ではリスク積分法をスクリーニングツールとして利用している。（4, 14） 

 

2.5 嫌悪について 

 

期待値（EV）および予測される人命損失（PLL）は，ある危害のリスクに晒される人数を考

慮したリスクに対する尺度を与える。(Hirst 1998 年)  ただし，これらの尺度は，一人か二

人の死亡者数を出し得るであろう比較的頻繁に起こる事故と，滅多には起こり得ないも

ののかなりの人命喪失（即ち，何十，何百，または何千にさえ及ぶ死者数）をもたらすであ

ろう事故とを識別していない。つまり，EV および PLL においては大惨事に対して抱く嫌悪

が考慮されていない。これは些細なことに見えるが，重要な問題である。 

 

2.6 リスク判断のための基準 －リスク積分値の利用 

 

特定の地域社会に対して影響を与える危害のリスクについては，その耐性に関する基準

を開発することが困難である。それでもなお，HSE は単一の事故が多数の死亡者を引き

起こすリスクのある場合について基準を開発した。これらの基準は FN 曲線の使用を通し
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て開発されたものであり，1970 年代ならびに 1980 年代にテムズ川に浮かぶキャンベイ島

の工業施設周辺の全住民に対して影響を与えた重大な事故について，社会が耐えるこ

とを覚悟したこの事故によるリスクの，そのレベルに対する検討に基づくものである。（6） キ

ャンベイ島施設によるリスクについての報告書は英国議会において議論され，（改善後に）

複数の大臣達によって，このリスクは「かろうじて許容可能である」ものと判断された。（HSE 

1978 年，HSE 1981 年）保健安全委員会（HSC）の危険物に関する諮問委員会は，危

険性の高い物質の輸送制限を承認した（HSC 1991 年）。ただし，これらの基準が直接

当てはまるのは，主要な工業施設によるリスクのみとなる。 

 

HSE は 2001 年に，自らの意思決定プロセスを再び取り上げ，単一事象において 50 人

以上の死亡を引き起こした事故の数を公表した。こうした事故は，その頻度が年間 5000

回に 2 回以上の割合であるとき，受け入れられないものとすべきである（11）。HSE の危険

施設局（HID）は，この数字が事例ごとの社会リスク（case societal risk）に対する操作基

準の根拠として利用できることを提唱した。これは HSE が以前の刊行物の中で概説した

アプローチと一致しているが（7.8），HSE は上で述べたように，リスク積分の基準という考え

方を発展させている。上限となる基準は，（5000 年に一度の割合で 50 人が死亡する）

点から N=1000 となる場所へと引かれた，傾きがマイナス 1 の直線で囲まれた領域である。

下限の基準はこの直線の二桁分下方にある領域となる。これについては Hirst と Carter 

（17）によって詳しく述べられている。 

 

多大な時間を必要とし費用もかかる QRA においては，FN 曲線を構築することが求めら

れ，ある場所が最小のリスクを示している場合は，QRA が常に適切であるとは限らない。

それ故，リスクを迅速に推定する手法が別にあれば，リスク評価が必要とされている場所の

リスクの実態をもっとはっきりさせることができるであろう。HSE ではこうしたスクリーニングツー

ルが開発されている。 

 

2.6.1 おおよそのリスク積分値によるスクリーニングツール: 

 

2002 年に HSE は，重大事故の危険性がある施設およびその周辺における社会リスクの

大きさについて，大まかではあるがすばやく判断することができる指標を与える方法論（17）

を公表した。この方法論は「ARICOMAH（COMAH によるリスク積分値）」と名付けられている。 

 

2.6.2 クイック F/N: 

 

中程度の社会リスクに関するツールを開発するための作業が HSE によって委託された。こ

のツールは ARICOMAH に比べて更に改良された解決法を与え得るものであり，FN 曲線の

「全て」にわたって行う計算に比べれば資源消費はずっと少ないであろう。（Fowler ら.4) 
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この作業に含まれたのは，液化塩素や無水フッ化水素を含む危害に対して，現実的で代

表的な施設を，現実の状況を反映した人口分布と共に取り上げることであった。シナリオ

の一部を選び出す前に，完全な F/N 関係を確定させ，その幾つかの F/N プロットが比較

された。  

 

2.7 人口についてのツール 

 

ある施設の周辺へのリスクを評価する際，人口についての詳細データを必要とする。特定

の重大事故の程度と深刻さを示すことがセベソⅡ指令の基本的な要件であり，COMAH

の規則でもある。これに含まれるのが，ある事故が起きた場合に危害が及ぶ可能性のある

人々の数である（HSE 2002 年）。 英国においては，有害な施設による危害の及ぶ範囲

内で生活あるいは作業している人の数について，情報を引き出すのに容易に利用できるツ

ールがない。それ故，HSE は英国スタッフォードシャー大学の調査に資金を提供し，人口

に関する推定値を与えるツールを開発した（HSE 2005 年）。この作業は 2004 年に完了

しており，現在は HSL が，HSE の代表として，この人口データを引き出すための，非常に

強力で正確かつ迅速なツールを利用している。  

このツールでは，国民および政府にとって利用可能な数多くのデータベースと共に GIS 技

術が用いられている（15）。このソフトウェアが，地図上に記された地域の人口数に関する

現実的な推定値を出す。この人口は異なる社会集団に分類することができる。例えば，

住宅の数や，あるいは学校や病院に居る人々の人数を確定させることもできる。毒物排

出による危害範囲が数キロメートルにまで拡大し得る場合は特にそうであるが，このツール

がクイック FN 法 に使用する人口を与えるのである。本ツールによって人口グリッドを分刻

みで知ることができる。以前は人口の確定も手作業によって目で見て行われたが，この際

にしばしば主観的な判断が入り，長時間に亘る労力が費やされた。 

 

2.8 費用便益分析に関する指針 

 

責任者が重大災害防止規則（COMAH）の下で法的な義務を果たしたものと見なされる

のは，リスク低減のための追加措置のコスト（金銭や時間，苦労および努力のいずれか）と

利益を比較評価した場合である。（HSE 2001b）。これを行うためには費用便益分析が要

求されるかもしれない。この費用便益分析は単純な定性的分析に対しては適切な場合

もあるが，その一方で，数百万ポンドに及ぶ著しい支出が，完全に定量的な経済議論を

余儀なくさせるかも知れない。状況がどのようなものであろうと，分析は釣り合いの取れたも

のでなければならない。HSE では，原則とチェックリストの形式で費用便益分析に関する

簡単な指針を公表しているが，これは主として HSE の内部職員に向けたものである。  

 

3.3.3.3.    土地利用計画：土地利用計画：土地利用計画：土地利用計画：HSEHSEHSEHSE の土地利用計画に対する目下の取り組み方の土地利用計画に対する目下の取り組み方の土地利用計画に対する目下の取り組み方の土地利用計画に対する目下の取り組み方        
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図 6. クイック FN 法のための FN プロット。完全な FN 分析による結果と N=1 への外挿

による高 N 値のシナリオの一部を示す。 

 

図 6. サンプルとしての社会リスク比較のための FN 直線 
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3.1 歴史的に，HSE は「土地の管理者によってリスクが ALARP に至るまで低減された」と

する仮定に基づいて，土地利用計画に関する助言を行ってきた。 

 

3.2 HSE の役割 

 

LUP（土地利用計画）において HSE の特別な役割が倍増していることについて: 

 

HSE の役割は，（複数の）有害性物質が近隣の人々に対して及ぼすであろう危害とリスク

について考察することと，この考察に基づき同意が承認されるべきであるか否かについて

HSA（安全衛生委員会）に助言を行うことにある。 

 

HSE は，同意申請書の中に含まれた情報を用いることでリスク評価を行い，施設の周辺

に協議対象となる距離（CD）を設けている。この距離（CD）は三つの区域，またはリスク等

高線の領域から構成されている（パラグラフ 4 を参照のこと）。この CD は，同意の下でその

施設が所有することを権利として持つ（複数の）有害性物質の最大量に基づくものである。

HSE は地域計画局（LPA）に対し，その地域における全ての CD を通知している。この

LPA は，任意の CD の範囲内で提案されたある開発（本質的には，人口増加につながる

であろう開発）について HSE に助言を求めている。HSE は，LPA に対して，施設が周辺

地域にいる人々に与えているリスクの性質と深刻さについて助言を行っており，LPA が自

身で決定を行う際に，それらのリスクが然るべく考慮されるようにしている。こうしたリスクを考

慮し， HSE としては提案された開発に対して，実施しないほうがよいという助言を与えるか，

あるいは単純に，「助言なし」と通知することになるであろう。こうした助言によって，「リスクを

これ以上増やさない」とする原則と「英国においては開発に使える土地が限られている」と

いう実用的な認識との間で均衡が保たれるのである。 

。 

 

3.3 土地利用計画における HSE の役割は助言的なものであることに注意しなければな

らない。HSE には同意ないし計画申請を拒絶する権限はない。決定を下すことや，地域

の要望と利点を比較検討すること，および HSE の助言に沿って何を検討すべきかについ

ては HSA または LPA の責任となる。いずれの場合にせよ，彼らはその意図を HSE に対し

て事前通知すべきである。LPA は HSE の助言に反して許可を与えることを気にかける場

合がある。  

 

3.4 協議対象となる距離およびリスク等高線 

 

同意情報を利用することによって，HSE では施設からの危害やリスクを詳しく評価し，その

等高線にいる個人が晒されるであろう規定されたレベルのリスクまたは危害を表した，三つ
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のリスク等高線を持つマップを作り出してもいる。こうした個人へのリスクまたは危害は，施

設に近ければ近いほど大きくなる。 

 

図 9 リスク等高線  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの場合においても，こうしたリスクは，いわゆる「危険な服用量」（右の定義を参照）

ないしは規定レベルの危害に晒されている個人に関係がある。この三つの等高線が表して

いるのは「危険な服用量」や規定レベルの危害を受けている個人へのリスクであり，それぞ

れ年間当たり 10 cpm，1 cpm および 0.3cpm となっている。等高線群によって三つの区域

が形成され（左を参照），その外側の等高線が重大な危害を及ぼす場所の周辺における

CD を定義している。計画局はこの CD の範囲内で，関連する提案された開発についての

助言を HSE に求める。  

 

3.5 HSE はいかにして助言を与えるか 

 

助言を求められた場合，HSE は提案された開発が三つの特定区域のいずれに属するか

をまず最初に特定する。第二に，提案された開発を四つの「感度レベル」のうちのいずれか

一つに分類する。これらの感度レベルを決める主な因子は開発場所の人々の人数，そう

した人々の感度（子供や老人などの脆弱な人口層）およびその開発の強度である。これら

の因子のうち二つが既知であるならば，簡単な判断マトリックスを用いることで，計画局に

対しては以下のように，AA（開発をやめるよう助言を行う）または DAA（開発をやめたほう

がよいとは助言しない）による明確な対応が行われるのである。 

 

 
CD 

リスク等高線と 

危険な設置物の

周辺区域 
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感度レベル 内側区域における

開発 

中間区域における

開発 

外側区域における

開発 

1 DAA DAA DAA 

2 AA DAA DAA 

3 AA AA DAA 

4 AA AA AA 

 

感度レベル 1 – 例：工場 

感度レベル 2 – 例：住宅 

感度レベル 3 – 例：社会における脆弱層，例えば小学校や老人ホーム 

感度レベル 4 – 例：サッカー場・大病院 

DAA は「その開発に対してやめたほうがよいとは助言しない」ことを意味し， 

AA は「その開発をやめるよう助言を行う」ことを意味する。 

 

4.4.4.4.    欧州におけるベンチマーク調査結果欧州におけるベンチマーク調査結果欧州におけるベンチマーク調査結果欧州におけるベンチマーク調査結果    

 

欧州連合が共同出資したベンチマーク運動（1998 年から 2001 年まで）において，アンモ

ニアを輸入し貯蔵および流通させる施設についてのリスク評価研究が，英国を始め，フラン

ス，ギリシア，オランダ，イタリアおよびフィンランドによって行われた。危険性のある事象の格

付けでは良好な一致を示したが，計算された事象の可能性についてはかなりの違いが見

られた。 

個人ヘのリスクについては，どの場所においても，結果が一桁から五桁の範囲内で変化し

た。この変化の原因は，モデル化の想定が異なることや頻度の推定値が異なることにあっ

た。HSE による結果はこの範囲の中央であった。 

 

5.5.5.5.    結論結論結論結論    

 

優れたリスク評価の原則は普遍的なものであるが，リスク基準については，それを適用しよ

うとする，実用的で社会的かつ文化的な背景を反映していなければならない。 

リスク評価については「目的にかなっている」ことだけが求められ，最も難しい問題に対して

最大限の努力が払われるようにするには単純なスクリーニング法が有用である。 

QRA は合理的かつ実践的なものでなければならない。提案された改善を行うための費用

が分析を行うための費用と同じ額である場合は，適切な情報に裏打ちされた専門的な判

断が決定を下す最良の根拠となる。十分なデータないし物理モデリングが利用不可能で

ある場合には，その分析の大半が過去の事例に基づいていなければならない。このような

場合，希望的観測によって他のしっかりとした検討が見過ごされることがあるので，注意が

必要である。 

QRA を重大な化学被害に適用する際の一貫性は，標準化された方法論を厳正に適用

することで達成できるが，QRA の結果の有意性については，絶対的な面では疑わしい場
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合もある。ただし，このような方法論は現在では上手く確立されており，リスク低減策の相

対的なメリットをうまく明らかにしてくれている（1）。 

 

4. 免責事項    

本紙で述べられた見解は著者独自のものであり，これを HSE の方針声明として用いるべ

きではない。 
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