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塗装技術 2018／6 月号 特集：「塗装現場における環境衛生・安全対策の進め方」転載 

（本稿は塗装技術誌を出版する（株）理工出版社殿の御厚意で転載させて頂きました。） 

 

溶剤塗装火災リスクアセスメントの勧め（やってみて分かった、その効用） 

田村吉宣 

たむらよしのぶ （株）アースクリーンテクノ 塗装改善研究室 室長 

 

はじめに 

 「朝来た体で、家へ帰ろう」。数十年前に職場に貼られていた労災防止標語である。労

災ほど悲惨なものは無い。しかし、塗装は溶剤等の化学物質による健康障害や火災の危険

を常に抱えており、新規化学物質も次々と登場して来ている。印刷会社での新規溶剤によ

る胆管ガン多発例のように、従来の法規や標準の遵守だけでは後手に回りかねない。そう

した中で、SDS（安全データシート）発行義務のある全物質（2017 年 8 月時点で 663 物

質）について、事業者にリスクアセスメントの実施を義務付けた改正労働安全衛生法が

2016 年６月に施行された。 

 「そんな事は知っているし、やっている。」という方々が多いであろう。しかしリスク

アセスメントは「健康障害リスクアセスメント」と「爆発・火災リスクアセスメント」の

２本柱から成っている事を御存知だろうか。前者は工塗連の協力の元で厚労省が「工業塗

装編」マニュアルを発行しているので既に実施している事と思う。しかし後者の認知度は

低く、実施もされていないのでは無いだろうか。では、やらなくて良いのか？ そんな事

は無い。法的義務であり、誰だって火災リスクを最小化したい。でも、どうやれば良いの

か？ やる価値はあるのか？ その答を書いたのが本稿である。しばし、お付き合いを。 

 

１，「溶剤塗装火災リスクアセスメント実施マニュアル」までの道のり 

 「爆発・火災リスクアセスメント」対象化学物質は上述したように現時点で 663 種類に

も及ぶ。これらを使用する事業者は全産業にわたると言っても良い。これらすべてに適用

出来る「リスクアセスメントマニュアル」は包括的・概念的なものにならざるを得ない。

しかし、本当に欲しいのは「工業塗装用のドンピシャのマニュアル」である。 

今を 2 年半ほど遡る 2015 年 11 月末に、「ＩＰＣＯ（国際工業塗装高度化推進会議）安

全技術分科会長」を拝命していた筆者は「ドンピシャマニュアルを探すか、作って欲し

い。」と要請された。期限は改正法が施行される 2016 年 6 月まで。半年間しか無い。「そ

れって何？」状態からスタートしてのドタバタ奔走が始まった。ネットで探すと「リスク

アセスメント説明書・実施方法」の資料は山ほど出て来た。ところが、当然ながらどれも
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工業塗装にそのまますぐに使えるものでは無く、焦った。 

しかし筆者は恵まれていた。ＩＰＣＯ（工業塗装高度化推進会議）には蒼々たる学識経

験者・研究者・実務者の方々がおられ、ワーキンググループを結成する事が出来た。また

数十年の塗装技術者として形成して来た社外の人的ネットワークがあった。こうした財産

を駆使しながら「ドンピシャマニュアル」を仮策定し、実際の塗装現場でトライアル（実

施検証）をし、ギリギリのタイミングで最終版策定に持ち込んだ。改正法施行直前の 5 月

下旬の事であった。 

この「ドンピシャマニュアル」は弊社（アースクリーンテクノ）ホームページ

（http://earthcleantechno.co.jp）からもダウンロード可能である。トップページ TOPICS

欄（携帯では TOPICS ページ）のピンク釦をクリックしてダウンロードし、広く活用頂け

る事を願っている。 

 

２，「溶剤塗装火災リスクアセスメント実施マニュアル」解説 

 このマニュアル（パワーポイント 30 ページ！）を詳しく説明するには最低でも４時間

程度は必要である。よって、本稿では骨子のみを説明して行く。 

 表紙は 30 ページ全体の目次と、このマニュアルの原典（我々は「バイブル」と呼んで

いる）である「労働安全衛生総合研究所技術資料：プロセスプラントのプロセス災害防止

のためのリスクアセスメント等の進め方（JNIOSH-TD-No.5 2016）」の表紙写真を載せて

いる。この「バイブル」との出会いこそが、本マニュアルを完成させたと言っていい。

「どの資料を見ても、どうしたら良いのか分からない。」という混乱状態の中で神頼み的

に厚労省直轄の研究所である労働安全衛生総合研究所（JNIOSH）を訪問させて頂いた。

そして、その時に頂いたのが上述の資料であった。帰社して読んで見たが、決して易しい

内容では無かった。しかし、そこには「工業塗装ドンピシャマニュアル」につながる骨太

のエッセンスが描かれていた。そこから、熟読・精読を始めた。以下に記す「第２ページ

以降の内容」は「バイブルを工業塗装用に翻訳したもの」と言って良い。 

 第２ページのタイトルは「本マニュアル策定の背景と適用範囲」であり、工業塗装に関

わる化学物質リスクアセスメントの４本柱（健康障害、第 4 類危険物塗装火災、粉体塗装

火災、それ以外の塗装火災）と本件の位置づけを示した。これを第１図に示す。本稿で解

説する「溶剤塗装火災リスクアセスメント実施マニュアル（第 4 類危険物編）」は工業塗

装の代表格であり火災リスクも高いため、最優先で策定した。 

http://earthcleantechno.co.jp/
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【第１図】工業塗装火災リスクアセスメントの全体像 

 

 この後、これを雛形として「粉体塗装編」も策定された。これについては

http://www.powdercoating.or.jp/news/risk/pc_manual.pdf を参照願いたい。 

 第３ページには「火災リスクアセスメントの実施フロー」と「リスクアセスメント用語

集」を載せている。前者を第２図に、後者を第１表に示す。 

 

【第２図】「溶剤塗装火災リスクアセスメント」実施フロー 

 

【第１表】リスクアセスメント用語集 

 

 第２図から解説して行きたいところであるが、実はその前に第１表の「リスクアセスメ

ント用語集」を熟読して頂かねばならない。それはカタカナで書いた「リスクアセスメン

ト」は「Risk Assessment」という英語の概念・手法であり、「リスク（Risk）」という言葉

一つとっても「危害（Harm）の発生確率と程度の組み合わせ」の意味である‥という基

本知識が必要だからである。単語を知らずに英語を読んでも分からないように、用語を知

http://www.powdercoating.or.jp/news/risk/pc_manual.pdf
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らずしてリスクアセスメントは理解出来ない。たったの 16 用語である。熟読し、その意

味と概念を記憶して頂きたい。  

 以下は「用語を学んだ」という前提で説明して行く。第２図「火災リスクアセスメント

実施フロー」の「スタート」は「４Ｍ変化点発生！」であり、これが「リスクアセスメン

ト実施要件」である。「４Ｍ変化点が無いから、実施は不要だった。」との言い訳にも出来

るが、最も留意すべきは「Machine（設備・機器）」「Material（材料）」「Method（方法・

工程）」よりも「Man(人)」では無いかと思っている。「ずっと火災もボヤも無いし、変化

点など無い。」と思っていたのが、実はベテラン作業者が確立していた「文書化・標準化

されていない作業手順や方法」で守られていた‥という事は充分あり得る。もしそうだっ

たとしたら、後任新人の作業では一体何が起こるのだろうか？ 「Man（人）」の交替を

「４Ｍ変化点」と捉えての「リスクアセスメントの実施」を強くお勧めする。 

次のステップとなる「事前準備」と「危険源特定」は SDS（安全データシート）を読み

解ける専門家が必要となる。「塗装現場は良く分からない」「化学式は苦手」という「安全

管理人」では対応が難しい。更には「危険物第 4 類（引火性液体）」の基本知識も必要で

ある。「危険物乙種 4 類」免許を持っている事も望ましい。何故なら、希釈塗料（生塗料

＋希釈シンナー1＋希釈シンナ－2＋硬化剤）の引火点や爆発限界濃度（上限・下限）をそ

れぞれのＳＤＳ（この場合は 4 冊）から算出し、その引火・着火危険性を把握する必要が

あるからである。「ＳＤＳはロッカーに入れてある」ではダメで、読み解く必要がある。

事前準備の実施例を第 2 表に、危険源特定例を第 3 表に示す。 

 

【第 2 表】リスクアセスメント事前準備例 

 

 

【第 3 表】危険源（引火性ガス）の特定例 
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なお（第 4 類危険物）溶剤塗装火災の危険源は「引火性ガス」であり溶剤そのものでは

無い。第 2 石油類である灯油は常温では引火性ガスを生成しないため火災危険性は低い

が、引火点 21℃未満の第 1 石油類では引火性ガスを生成している場合が多く、発火源（静

電スパーク等）があれば着火・延焼・火災になり得る。しかし、灯油でも引火点以上の温

度になれば引火性ガスを発生する。消火訓練直後の高温のオイルパンに次の訓練のための

灯油を注ぎ足したら爆発・炎上したと言う悲惨な防災訓練事故があった。「危険源とは引

火性ガスである」ことを肝に銘じる事例である。 

「さて、いよいよリスクアセスメント本番（現場調査）！」と先を急ぎたいところであ

るが、その前に火災リスクアセスメントの白眉であり最重要のプロセスである「調査前学

習（特に火災事例）」の実施が必須である。「何十年も火災など起こした事は無い。今でも

安全だ。」と誰もが思いたい。しかし、火災を起こしてしまった事業者も同じ事を言って

いたはずである。そうした慢心と油断の中で起こってしまった数々の火災事例を、その発

生理由と共に労災の当事者となり得る現場第一線作業者と共有しておく事が実に重要なの

である。これをやっておかないと、現場調査での指摘が「重箱の隅をつつく、いちゃもん

だ。」と怒りを買ってしまう。そして、更に大事な現場からの「リスクの自己申告」を導

き出す事が出来なくなる。 

何故、そんなことになるのか？ そこには単純な理由がある。それは第 1 図の「安全管

理活動」に示した従来活動は「上から目線での監査が主流」だからである。これらは殆ど

の場合、安全管理者や管理職や現場管理監督者が「ちゃんとやってるだろうな。落ち度は

無いだろうな。」とチェックする場となる。現場作業者はこの期待に応えて「落ち度の無

いパーフェクト状態を見せる」事に終始し、まずいものは隠す。要は「怒られない。」事

を最優先し「臭い物には蓋をする。」のである。これで、本当に潜在リスクを抽出して最

小化出来るのであろうか。出来る筈は無い。こうした「監査馴れ」や「儀式馴れ」を脱却

させて「臭いものを自己申告させる」ために必須なのが、この事前学習なのである。労災

を被るのは一般的に事業者でも安全管理者でも無く、現場第一線作業者である。その当事

者達が本音で「これが危ないのでは？」と申告出来る状況を作らなければ「火災リスクア

セスメント」は法規対応の儀式になってしまう。「リスクアセスメント」は事業者・管理
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監督者を安心させる儀式では無く、第一線作業者が「自分を守り、仲間を守り、会社を守

る」ために行う本音のボトムアップ活動で無ければやる意味は無い。「トップダウン監

査」をいかに「ボトムアップ提訴」に意識変革させるかがリスクアセスメント成否の鍵を

握る。「調査前学習」の資料・スライドの例を第 3 図に示す。なお、第 3 図の左端にある

「溶剤塗装火災防止入門」は筆者が 2014 年に東京都環境局主催のＶＯＣ対策セミナーで

講演した資料（下記 URL）である。「危険源特定」の資料として御活用頂きたい。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/event/h26voc01.files/26summer0

723_2.pdf 

 

 

 

【第３図】調査前学習の資料例 

 

調査前学習を終えたら、その熱が冷めやらぬうちに「現場調査」を実施して頂きたい。

そこでは「リスクの匂いを嗅ぎつけ、掘り起こし、第一線作業者の提訴を促す」エキスパ

ートが「観察者」になる事が望ましい。知識も経験も無ければ、潜在的なリスクを掘り起

こしたり、第一線作業者からリスクを引き出す事は難しい。儀式を執り行う祭司では無

く、刑事が必要なのである。この第一線作業者と刑事と権限を持った管理者・監督者のト

リオが「自分を守り、仲間を守り、会社を守る」ためにリスクアセスメントを真剣にやれ

ば、リスク抽出と低減は必ず達成される。 

なお「現場調査」の実施ノウハウであるが「全作業を単独作業者にやってもらい、ビデ

オ撮影する」事をお勧めする。複数作業者が同時に作業してしまうと、見逃しが発生す

る。また「リスク抽出」は、そのビデオを再生・停止しながら、みんなで作業する事をお

勧めする。リアルタイムでの抽出は思った以上に難しく、ビデオ再生しながらのワイガヤ

抽出は驚くほど効率が良い。このようにして作成した現場調査結果の例を第４図に示す。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/event/h26voc01.files/26summer0723_2.pdf
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/event/h26voc01.files/26summer0723_2.pdf
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【第４図】現場調査結果例 

 

現場調査結果は最終的には「バイブル」が提供してくれた「リスクアセスメント実施シ

ート」にまとめる。 この作業により始めて「引き金事象特定とシナリオ同定」「リスク

見積りと評価」「リスク低減措置の検討と実装の可否」「現場作業者への注意事項・伝えて

おくべき事項」等が明示される。そしてリスクアセスメントの結論であるリスクレベル評

価「レベルⅢ：稼働開始または稼働継続不可、 レベルⅡ：速やかなリスク低減措置を講

じる必要有り、 レベルⅠ：必要に応じて、リスク低減措置を講じる。」が完了する。そ

して重要な事は、この結果を現場に説明して共有する事である。安全管理者や管理・監督

者が上位へ報告する事はもちろん必要だが、それ以上に現場に結果を知らせてリスクを共

有し、すぐに労災防止につなげる事が最重要なのである。 

 これで現状把握・現状チェックが出来た訳であるが、次は「リスク低減措置の検討と実

装の可否」に基づいた、アクションプランの策定と実行である。「人・モノ・カネ」がか

かるが、速やかな実行が必要である。何しろ、目的は「火災リスクの最小化」であり、リ

スク低減措置を講じなければ意味が無いからである。 

 「火災リスクアセスメント実施シート」の「ビフォー／アフター」例を第５図に示す。

テレビで良くある「劇的ビフォー／アフター」では無いが、この「目に見えるリスク低減

成果」にこそリスクアセスメントの実効と醍醐味がある。 
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【第５図】「リスクアセスメント実施シート」ビフォー／アフター例 

 

３，「溶剤塗装火災リスクアセスメント」の勧め 

 ここまで読み通された方は、お疲れになったであろう。「こんなに大変なのか！」と驚

かれているかも知れない。「やってられない！」と思われたかも知れない。そこで、実際

に 3 箇所でこのリスクアセスメントを実施した筆者の本音を以下に記す。 

⚫ リスクアセスメントは（法的義務でなくても）大変だが絶対にやるべきである。 

⚫ 何故ならこれは、監査では無くボトムアップの実効あるリスク低減活動だから。 

⚫ 何よりも、現場の意識・知識・モラルが向上する。（最大の効用！） 

⚫ このため、対象とした工程や材料以外にもリスク低減活動が自主的に波及する。 

これらは、実際にやってみて分かった事である。監査的な安全活動では得られない大きな

効用があった。そして、何よりも現場が、そして人が変わった。「怒られないように」か

ら「自分のため、仲間のため、会社のため」の「ボトムアップ安全活動」が始まった。 

 リスクアセスメント実施は最初は大変であろう。実際に大変であった。 

そこで、弾みをつけるための方法を一つ提案する。それは「最もリスクが高い危険源特

定とシナリオ同定」を行い「その材料、工程、作業方法」に対して「火災リスクアセスメ

ント」を実施し「リスク低減措置を講じる」ことを、まずやってみるである。これが実施

出来れば、講じたリスク低減措置は、よりリスクの低い危険源やシナリオをもカバーして

くれる。一石百鳥の効果がある‥と言って良い。この「一石」を是非投じて頂きたい。 
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おわりに 

 工業塗装の労災リスクを最小化し、朝来た体で家に帰り、自分を守り、仲間を守り、会

社を守って、公私共に幸せな生活を皆様に送って頂きたい。筆者の真の願いである。 

 最後に「バイブル」の提供及び御指導を頂いた労働安全衛生総合研究所の島田行恭氏・

佐藤嘉彦氏を始めとする皆様、そして「マニュアル」の策定及び実施検証に多大なる御協

力を頂いた国際工業塗装高度化推進会議（ＩＰＣＯ）の皆様に心からの御礼を記して、本

稿を締めさせて頂く。 
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