
1 リスク管理
事故や危機がなるべく起こらないようにする活動。　組織（プロジェクト）に潜在するリスクを把握し、そのリ
スクに対して最適な分析･評価技術を用いてアセスメントを行い、使用可能なリソースを用いて、効果的な
対策を検討･実施するための技術体系

2 危機管理
crisis＝危機、重大な局面。　事故や危機的な状況が発生した後の活動（一時的タスクフォースとして働
く）。　短期間におけるリーダーシップが重要。

3 リスク
被害規模（影響の種類と大きさ）と発生確率（定量的把握、定性的把握）により表される。＝発生確率×被
害規模　　人的･金銭的･物的影響、社会的信頼性の低下。Riskとはdangerに会う可能性のこと。

4 リスク図
発生確率を縦軸、被害規模を横軸にとる。両者の積であるリスク値が等しいものは、直角双曲線上に現
れる。リスク低減領域＝発生確率が高く、被害規模も大きい。　リスク保有領域＝発生確率は高いが被害
規模が小さい、被害規模は大きいが発生確率が低い（リスク移転）

5 ハザード（危険要因） 危険要因 hazard
6 発生確率 事故や故障の統計データベース等を用いて、定性的、定量的にどの程度の確率になるか見積もる。

7 被害規模
破局的事故、重大事故、大･中･小規模事故と定性的に見積もる。定量的算定は最悪ケースシナリオに限
定してする。

8 リスク基準
リスク低減領域とリスク保有領域の境界。リスク対策の重要さを評価するための条件。関連経費、利益、
法律･法令の要求事項、社会経済や環境的側面、関係者の関心、アセスメントにおける優先順位等。

9 リスク管理システム
リスク対策方針（安全活動方針、緊急時対応方針）に基づきリスクを特定し、リスクアセスメント（リスク解
析とリスク評価）を行って、リスク対策を決定する一連の作業

10 リスク対応方針
リスク管理行動方針とリスク管理基本目的からなる。安全活動方針と事故時対応方針に分けられる。表
明内容＝①組織の名誉の保持、構成員や経営資源の保護･保全②取引先や周辺住民の利益保全③責
任ある行動をとる意思表明④リスク管理システムに反映する。

11 リスク特定

組織に及ぼす人的･金銭的･物的影響や社会的信頼性の低下を調査分析し、特定すること。組織内の点
検･事例調査･ブレインストーミング･アンケート調査、組織外の類似組織の事例調査・アンケート調査・外
部コンサルタントの活用。　①工程や施設の範囲殻の特定②被害の大きさからの把握③被害の種類から
の特定④事故の原因からの特定

12 リスクアセスメント リスク管理の中核をなす活動で、リスク解析とリスク評価（対応方針の決定）からなる。
13 リスク解析 主要な項目はシナリオ分析とリスク算定であり、必要に応じて弱点分析や対策効果算定を実施する。

14 シナリオ分析
①ハザードを特定して事故進展シナリオ分析を行い、リスクが顕在化した場合の被害規模と発生確率を
推定する、原因から結果を探る方法（イベントツリー分析法）　　②被害の種類と規模をあらかじめ定め、
結果からその原因と事故進展シナリオを分析する手法。（フォールトツリー分析法）

15 リスク算定
リスク特定後、対応リスクの優先順位を決めるため、リスクの発生確率と被害規模を定量的･定性的に想
定すること。

16 弱点分析 どの部分に対策を講じることが適切かを把握すること。
17 対策効果算定 対策を実施すべきリスクの対策効果を把握するため、リスクがどの程度減少するかを算出すること。
18 リスク評価 対策を実施すべきリスクを特定し、その優先順位を決めること。
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19 リスクマトリクス
定量的な評価基準を設定する場合、許容する領域と許容しない領域の線引きを行うこと。被害規模と発
生確率によりリスクを数ランクの領域分類すること。　定性的なリスク評価の場合、リスクの表現方法に合
致したリスク許容性の評価基準を設定するため、マトリクス形式以外のスタイルになることもある。

20 リスク対策
リスクの保有、低減、回避、移転の4つをいう。リスクの大小や特性により、リスク対策方針に基づいた
様々な対策可能性の中から最適な対策を選定する行為。　対策が必要でないと判断した場合は、その理
由とその監視方法を文書化し記録しておく。

21 リスク保有 特定のリスクから結果的に生じる損失負担や利益を受容すること。

22 リスク低減
発生確率、被害規模を低減する行為。安全性向上のための設備投資、多重チェック体制の確立、ヒュー
マンエラーの防止（マニュアル作成、運用改善）、教育･訓練による意識向上。

23 リスク回避
リスクレベルが高く、改善策がない場合、新規事業への参入回避等、新事業開始時の意思決定にとられ
る対策。

24 リスク移転 被害規模は大きいが発生確率が小さい場合、対策費用が高額となるため、保険によりリスク移転を図る。
25 変更管理

26 リスクコミュニケーション

リスクの性質、大きさ、重要性、その制御に関して利害関係のある者が意見交換すること。　目的＝情報
収集、理解不足によるリスク顕在化の防止、被害の回避･低減。　効果に影響を与える要因＝①送り手
（信頼性・・中立的第三者を仲介する②受けて（バイアス・・知識、認知、感情・・受け手を考えた広報）③
メッセージ（確率や不確定性等馴染みのないことは伝達しにくい。判り易い表現）④媒体（マスコミ＝注意
喚起形、対人的媒体＝合意形成型、電子メディア＝即時性、広域性、階層をまたがる緊密性）

risk
communication

27 社会的受容（PA)
対象となる事象や科学技術の持つ正負両面を考慮して、その上で社会が受け入れること。トレード･オフし
た結果比較的正の効用がが大きいと社会的受容が高い。永久不変なものではなく、時代や地域により異
なり、また変化するものだ。

Public Acceptance

28 トレード･オフ 同時に満足できない諸条件の間の取捨選択。 trade-off
29 リスク認知 リスクコミュニケーションを行う中で、リスクに関する正確な情報を与え、社会的受容を得ること。

30 バイアス

偏見。リスク情報は到達した段階でフィルタリングを受け、バイアスを内包する。　カタストロフィー･バイア
ス＝極めて大きい巨大なリスクに対して、過大視が起こること。ベテラン･バイアス＝リスク耐性が災いし、
新たなリスクの判断を鈍らせる可能性のこと。バージン･バイアス＝未経験のリスクに、過大視あるいは過
少視し、正確なリスク認知が得られない可能性のこと。

bias

31 労働安全衛生管理
組織の運営に伴う災害の根絶を目的とし、設備･環境･作業方法を整備し、職場で働く人たちの生命や心
身の健康を維持するための管理。

32 労働安全衛生法
1972年。労働者の安全と健康の確保、快適な作業環境の形成の促進が目的。安全・ゆとり・快適を持った
職場つくりが目標。厚生労働大臣は労働災害防止計画に関する行政上の重要事項を定めた労働災害防
止計画を策定し、公表する。

33 労働安全衛生管理システ 事業場において自主的に安全衛生水準を向上していくための仕組み

34 労働災害
労働者の就業に係る建築物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵や作業行動その他の業務に起因して、労
働者が負傷し、疾病に罹ったり死亡すること。

35 災害統計
年千人率（労働者1000人当りの年間死傷者数）　度数率（労働災害の発生頻度）　　強度率（労働災害の
重さの程度）
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36 災害コスト 労働災害による経営上の損失。直接損失（補償費）＋間接損失
37 職業病 ある職業や作業が原因で、不可抗力的に発生する病気

38 メンタル・ヘルス
精神的に健康な状態のこと。精神面における病気や障害のない状態、著しい不安や悩みのない状態、家
庭･職場･地域社会に適応でき、人生に希望や目標を持って、生き生きと活動し、自己実現できる状態を指

mental health

39 未然防止活動 事故や災害の発生を未然に防止するための活動。定期点検活動、小集団活動、ヒヤリハット活動のこと。

40 定期点検活動
事故や災害の未然防止を目的に、定常業務の一環として週1回とか毎朝のように定期的に行う点検活
動。業務が想定通りに行われていることを確認するための活動と、事故･災害･トラブルに発展する可能性
のある非定常の行為や事象を発見し、改善するための活動を言う。

41 小集団活動 安全衛生意識の向上と徹底を目的としたグループ活動で、QCサークル、ZD運動、改善提案活動がある。
42 ZD運動 無欠点運動。不良品、欠陥、ミス、事故を徹底的になくし、ゼロにしようとする運動。 Zero Defects
43 改善提案活動 同上
44 ヒヤリハット ヒヤリとかハッとした出来事のことで、事故には至らないものを指す。

45 ハインリッヒの法則
1件の死亡･重症災害が発生すれば、同じ原因で、29件の軽症災害を起こし、同じ性質の無障害事故を
300件伴っているとする考え。300件がヒヤリハット事例となる。

46
機械設計原則（フェール
セーフ）

故障で危険側障害とならないように運転を停止させるシステム Fail-safe

47 システムの高信頼化 システムの信頼性を高める方法には、フォールトアボイダンス、フォールトトレランスがある。
48 フォールトアボイダンス 設計や製造において、構成要素の故障が発生しないようにする工夫。(故障を少なくする） Fault Avoidance

49 フォールトトレランス
異常が放置され一部が故障にいたる場合でも、システムへの要求機能発揮を可能にすること。(故障の影
響を抑え、全体機能維持）

Fault Tolerance

50 フェールソフト 他の故障が発生しても機能の一部を保持して何とか稼働を続けようとする性質（一部機能維持） Fail-soft
51 フールプルーフ 人間の過失などが原因で信頼性や安全性を損なわないように工夫すること。 fool-proof

52
安全確認システム（イン
ターロック）

機械の安全の基本的原則は、隔離/停止である。作業場に人がいないこと、機械が完全に停止しているこ
とを確認すること。安全確認型インターロック（安全確認ができた時、機械に運転を許可する）と危険検出
型インターロック（危険情報の確認によりブレーキ動作が作動する。センサー故障が欠点）がある。

53 隔離安全 作業場の扉が閉じていることを確認して機械を運転すること
54 停止安全 扉がひらいていれば機械を停止すること
55 安全立証 安全を論理的に扱うため、工学的手段で危険側障害が生じないよう証明すること。

56 危機管理

危機(crisis)に対する対策の取り方に共通性を見いだし、それを体系化することを目的とした学問体系。ベ
ルリン危機やキューバ危機等軍事危機対策として始まった。　①準備段階（組織トップが直接実行する意
思を示す。危機管理実行チームの組織化）②事前作業段階（不測事態のカテゴリーを想定する。・・資機
材の備蓄、教育訓練、連絡先、緊急時対策組織の確定）③緊急事態対応段階（危機に対して、意思決定
者は迅速な情報処理、意思決定が求められる。意思決定過程で正式ルールや手順で行いがたい場合、
非公式なプロセスで迅速化する必要もある。危機に対する断固とした迅速な対応は、正式な資格や権
限、手順の重要度より高い）④事後復旧段階（顕在化または潜在状態の危機の被害の復旧活動。危機管
理活動の効果を測定･評価し、計画の有効性、手順の適正を検証する）
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57 危機管理活動

①最悪自体に備える（悲観的に最悪を予測し、その事態が悪化しないよう勤める。）②危機と好機会の認
識（危機発生中重要な時点と時期に資源を集中する）③危機対応の定義と管理（危機の損害の形態と範
囲を分析評価し、性質と程度を認識した上で、最善の技術を選択し、実施･統制する）④環境の利用（適切
な設備、交代要員）⑤ダメージの防止（物質的損害のコントロールは難しいが、広報活動による心理的側
面のダメージを軽減する）⑥効果的解決⑦平常への復帰（被害者への補償、機器の補修、施設使用の許
可）⑧再発防止　　危機管理担当者は危機管理の推進役兼調整役であり、危機を確認し分析する。

58 危機
様々な緊急事態から発生しうるものであり、自然災害と人災に大きく分けられる。不測事態が発生もしくは
差し迫った状態。

emergency

59 自然災害 外部援助を必要とする大規模な環境破壊のことで、不可抗力による自然現象。

60 人災
放火、爆発、誘拐等個人または集団の故意的活動によって直接引き起こされる緊急事態。担保すべき安
全には、故障・ミスの防止(セーフティ）と警備活動（セキュリティ）の2つ。

61 不測事態
人の死傷、物的損害、財産喪失、組織に損害を与える潜在的な事態。①組織内の経営問題（労働争議、
労働災害）②組織外と関係する経営問題（スキャンダル、欠陥商品）③産業災害（爆発、火災、放射能漏
れ、危険物の流出）④自然災害（地震、水害、台風）⑤犯罪（テロ、脅迫、誘拐）⑥その他(国際問題、戦

contingency

62 危機管理マニュアル

危機時に要求される緊急時対応を円滑に実施するために策定するもので、危機時の組織や個人の活動
を補完するものである。①危機ごとの時系列を作成する（緊急事態では詳細なことを検討することが困
難。事前準備としてマニュアルを定める）②対策組織（組織、権限、場所と設備、広報のあり方）③復旧対
策　　危機管理計画マニュアル（危機体制を検討しながら自社体制の問題点、十分正を検討するもの）と
緊急時活動チェックマニュアル（危機発生時に、自分の活動をチェックするための危機管理計画マニュア
ルを簡略化したもの）の2種類を整備する。　　作成ガイドライン＝①記述の前提（想定リスクを明確にす
る。対応方針と対応目標。対応体制と対応活動）②マニュアルの体系（組織の階層別計画。災害の事象
別。各計画を想定緊急事態別に作成。各計画は初期対応と緊急時対応。）③内容（いつ・どの活動を･誰
が、検索･確認の容易性、関連資料）④実効性（活動の実施者、判断基準、入手方法、実施方法、活動項

63 危機管理活動マニュアル チェックシート形式。「いつ、誰が、いつまでに、何をしなければならないか」を簡潔に盛り込む。

64 システム安全工学手法
故障解析手法または危険シナリオ分析手法。　リスクの発生過程を調べるために、どのような危険発生源
がシステムに存在し、それがどのように事故や災害に進展するかを解明することを目的とした手法。

65 チェックリスト 最も古典的な手法。いろいろな対象に利用できる。

66 FMEA

システムの構成要素から出発してシステム全体に与える影響を調べる帰納的解決方法である。システム
の設計段階で考えられるあらゆる故障を過去の事故記録から取り上げ、その故障モードを解析してシス
テムへ及ぼす影響を明らかにし、致命的な影響を与える故障を識別する。　長所＝システムの相互関係
が確認できる。複数の人が作成可能。短所＝ヒューマンファクターや環境条件を考慮しにくい。複数のエ

Failure Mode and
Effects Analysis

67 HAZOP

主として化学プラントの設計・運転においてプラントの危険性を明らかにし、必要な対策を講じるための実
用的手法である。設計からずれの起こる箇所及び原因と結果を明らかにする。安全性に致命的な故障を
識別する手法。　長所＝ガイドワードにより発想しやすい。系統的な関係を把握しやすい。　短所＝系統
以外の関係（位置的な関係）がつかみにくい

Hazard and
Operability Studies
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68 フォールトツリー分析（FTA)

評価対象のリスク事象である頂上事象から原因となる事象とその事象に対する防御手段の検討を段階
的に実施しFTを作成する。FTが完成したらFTの構造分析を行い定量化する。結果を踏まえ、どのポイント
に着目すべきか、どのような要因に対策を打つべきかといった重要要因の洗い出しができる。　複雑なシ
ステムの故障を、要素ごとの故障の発生確率と要素間の因果関係で表し、システム全体の信頼性を分析

Fault Tree
Analysisi

69 頂上事象 FTAにおいて予想される最もさけなければならない事故や危険な状態。

70 イベントツリー分析（ETA)

まず初期事象を設定し、初期事象からの事故進展を考慮しながら、進展キーの項目を設定する。進展
キーを質問と考え、成功（Yes)/失敗（No)という形で答え、ツリーを2枝に分岐させる。各進展キーに対して
次々に2枝に分岐させると、初期事象を頂上とするツリーの形状ができる。　ある初期事象から出発して、
いろいろなシーケンスをとることにより結果がどのような状態になるかを明らかにする手法。

Event Tree
Analysis

71 初期事象 ETAにおける、システムに起こりうる異常事象のうち重要なもの。
72 ヒューマンエラー（人的過 目標から逸脱した人の行動。人のミス。通常は複数の要因が複雑に絡み合っている。

73 トライポッド理論
ヒューマンエラーを多角的視点から分析するエラー･マネージメント手法で、ヒューマンエラーの要因を11
個のグループ（①ハードウエア②設計③保守管理④手順書⑤エラー誘発条件⑥日常業務⑦相容れない
矛盾する目標⑧コミュニケーション⑨組織⑩訓練⑪防護）に分類して考える。

74 THERP
人間の一連の手順的仕事を解釈、操作、読み取りなどの基本的な単位仕事の繋がりで表し、各単位仕事
に成功する場合と失敗する場合に場合分けしながら、どのような作業環境に至るかをイベントツリーによ
り分析する手法。

Technique for
Human Error Rate
Prediction

75 MORT
管理体制の欠陥を検出する方法。管理体制の現状と一般的な管理欠陥の論理ツリーとを参照して問題
点を発見する。

Management
Oversight and Risk
Tree

76 J-HPES
ヒューマンエラーの背後要因まで網羅的に分析することを目的とした手法。日本の原子量産業現場で使
用。

Japanese Version
Human
Performance
Enhancement
System

77 VTA
事故の進展における変化に着目し、フォールトツリーを基本としたツリーを用いて、正常状態からの逸脱を
追跡する対策指向型の分析手法。確定事実のみを対象とする。

Variation Tree
Analysis

78 システム信頼度解析 システムが故障しない確率を計算すること。
79 信頼度 要求された機能を果たす確率、システムの故障しない確率のこと。 reliability
80 直列システム 1つ以上のアイテムが故障するとシステムも故障するもの。全てのアイテムが正常でないと故障するシス
81 並列システム 全てのアイテムが故障したとき、システムが故障するもの。
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