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１．エラーマネジメント研究会　研究の経緯（１）	

　 エラーマネジメント研究会は、事故・トラブルは組織が抱えている問題点	

 （弱点）が顕在化したために発生すると考え、これらの発生を防止するため	

 実務者が実施すべき事項について調査検討することを目的とする	

	

（１）Ｈ１３年度～Ｈ１５年度（第Ⅰ期：ヒューマンエラー低減対策）	

　　「根本原因分析　(RCA)」として３種類の手法を検討し、分析マニュアルをまとめた	

　　　① 拡張ＣＲＥＡＭ法　	

　　　② ＨＩＮＴ/Ｊ‐ＨＰＥＳ	

　  　③ ATOP(人間エラー発生ＦＴ図）	

          (SAFER)	

	

（２）Ｈ１６年度～Ｈ２０年度（第Ⅱ期：組織事故・不祥事低減対策）	

　　リスクマネジメントの観点から組織を揺るがす規模にまで拡大した組織事故	

    や倫理的問題を含んだ不祥事を分析し、実務者が留意すべき事項についてまとめ、また組織事
故の発生モデルについて検討した	
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１．エラーマネジメント研究会　研究の経緯（２）	

　 （３）Ｈ２1年度～Ｈ２３年度（第ＩＩＩ期：レジリエンス志向）	

　　　　ヒューマンエラー、組織事故防止策として文献調査をすると共に、安全を	

   　　 達成するために必要な個人及び組織のあり方について検討してきた	

　　　　（レジリエンスエンジニアリング、高信頼性組織、リスクリテラシー）	

	

　　　（４）Ｈ２４年度～Ｈ２８年度	

　　　　　　　（第ＩＩＩ期：福島第一原子力発電所事故の教訓/レジリエンス志向）	

　　　①福島第一原子力発電所事故に関する討議	

　　　　　各種事故報告書をもとに事故の組織要因について討議	

　　　②安全思想の再構築	

　　　　　「想定外事象で人間や組織の対応をどこまで期待できるか」をテーマ	

　　　　　に、安全を達成するために必要な個人及び組織の在り方を検討	

　　　③ＱＭＳとレジリエンスエンジニアリングの融合	

•  ＱＭＳの本来の目的は安全の達成だが、現状のＱＭＳは手順書に基づいた日常的業
務に力点を置いていた	

•  複合巨大災害を想定できる仕組みではなかった	

•  レジリエンスを付加・融合したマネジメントシステムを検討	

•  Resilience Analysis Grid(RAG)の検討　	

	
3 



環境安全学研究所	
Institute	for	Environmental	&	Safety	Studies	

2．　H29年度の活動内容	

◆　【Man, Technology, and Organization (MTO)の調査検討】	

p 福島事故の知見として、大規模複雑システムにおいてはMTOという全体を考慮した取り

組み（Systemic Approach）が必要であるという認識がIAEAなどを中心に共有されている。

MTO関連の文献を数件収集し、その内容を評価し各組織への適用性の検討	

	

◆　【レジリエンスエンジニアリングの適用】	

p  成功事例/組織事故分析例から良好事例の抽出	

p  良好事例/失敗事例分析対象を、福島第一、福島第二、女川、東海第二の事故事

象へ拡張し、比較検討　	

p  福島第一事故における原発立地三県及び国の対応の比較	
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レジリエンス分析・評価グリッド（ＲＡＧ）の考察	

　表1　想定内・外の事故および不具合に対する行動の比較 
不適合の状態　　　　　　対応行動　　行動支配原理　QMS の運用 	

想定内の事故・不適合　日常時行動　理性的行動　　QMS 厳守  
想定外の事故・不適合　緊急時行動　本能的行動　　QMS からの 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逸脱も許容  
	

　表2　想定外の事故・不適合の対応に必要とされる力の推移と 
　　　　　それを促す感情 
　力 　: 「即応力」 ⇒ 「持続力」 ⇒ 「継続力」 	

　感情: 「正義感」 　　「責任感」 　　「動機づけ(モチベーション)」 	
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p  MAN, TECHNOLOGY, AND ORGANIZATION (MTO) 
の調査検討	

組織
Organization

マネジメントシステム，
組織構造，発電所の統

治，資源

技術
Technology

物理的側⾯，技術，
ツール，機器

個⼈
Man(Individual）

知識，思考，意志
決定，感情，⾏動

すべての相互作用がある→原子力
発電所の運転は，複雑で非線形	
	
	
リスクを低減，排除するため，要因
の弱点強みが互いに影響するあり
さまを良く検討する必要がある	

福島事故の知見：	
基本的想定が気づかれない可能性があるので，	
個々のシステムの脆弱性の特定は困難	
→MTOという全体を考慮した取り組み（Systemic Approach）が必要	

参照：IAEA事務局長報告書(2015.8）	

日本のm-SHELLモデルと 
MTOの考え方はほぼ同じ	
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VTTフィンランド 
技術研究センター 
から入手した6文献	
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概 要	

レジリエンス工学の観点から、良好事例の分析を試みている。ここでは2種類の異なる
方法論に基づき分析している。 
 
1.  福島第一、第二、女川、東海第二の4プラントサイトの対応を、レジリエンス工学

あるいはリスクリテラシの観点から分析した。 
　この分析に基づき外的事象（津波、地震など）に対する深層防護の在り方を議
論している。 
　宮城、福島、茨城の三県及び国は、震災時の対応に関して報告書を公開して
いる。これらの報告書に基づき公開されている資料より、震災時の対応の違いを
レジリエンスの視点より比較検討した 

2.  (1)小惑星探査機「はやぶさ」の帰還、(2) USエアウェイズ1549便のハドソン川不
時着、(3) アポロ13号の帰還、の3つ成功事例、 
(4)関西電力美浜2号機蒸気発生器伝熱管損傷事故、(5) ＪＲ福知山線列車脱線
事故、(6) 信楽高原鐡道列車衝突事故、 (7) 博多駅前道路陥没事故の4つの組
織事故、 
計7例から、良好事例を抽出し、そこから10の一般的な教訓を導出した	
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目　次	

p ４プラントサイトにおける良好事例の比較 
p 福島第一原子力発電所 
p 福島第二原子力発電所 
p 女川原子力発電所	

p 東海第二原子力発電所	

p 外的事象の深層防護の考え方	

p 三県対応の共通点と相違点	

p 良好事例分析	
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　福島第一原子力発電所事故1号機の注水に関する個人及び組織の対応状況を、リスク
マネジメントの観点-事例で学ぶリスクリテラシー入門、林 志行-から分析	

　　　[緑は良好事例、赤は失敗事例]

p  ４プラントサイトにおける良好事例の比較 
　東京電力（株）「福島原子力事故調査報告書」	
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リスクリテラシー ：福島第二原子力発電所の対応 
　　-事例で学ぶリスクリテラシー入門、林 志行、リスクマネジメントの観点から分析  	

• 　緑は良好事例、赤は失敗事例　　　　　　　　　　　　　　　　 

リスク	

リテラシー	
――――	

分析レベル	

平時	 有事	

解析力	 伝達力	 実践力	

収集力	 理解力	 予測力	 ネットワーク力
（情報発信）	

コミュニケー
ション力（影響

力）	

対応力（今ある危
機対応）	

応用力	

（抜本対策）	

個人	 • 津波被害
事故例	

• 津波被害のリ
スク認識	

• 電源喪失の
リスク認識	

―	

	

―	 • 格納容器冷却方
法判断	

• 緊急時訓練	

組織	 • 事故例収
集：貞観津
波、JNES

津波PSA、
ルブレイエ・

マドラス炉
浸水	

• 地震・津波
PSA実施によ
る影響範囲評

価	

• 津波被害のリ
スク誤認識	

• 事故の大き
さの認識	

• 電源喪失の
リスク誤認識	

• 免震棟での一
元化	

• 点検情報の共

有化	

• 事故の重要性
の組織伝達	

• 指揮系統	

• 点検時の連
絡員の配置	

• 組織的な状況確認	

• 現場に即した対応	

• 適切な人員配置	

• AM対策の応用	

• ベント操作の回避	

• 被害の拡大防止	

• 免震棟整備・消
防車配備	

• 指揮系統	

• 地震対策	

• 非常時の手順
書の整備	

• 食糧備蓄	

• 津波対策	

• AM対策	

• 教育/訓練シス

テム見直し	

外部対応	

（含、本店、
官邸、等）	

• 海外テロ対
策事例収
集：米国

9.11テロ-B.
5.b.	

• 事故の重要
性分類	

• 地震・津波リ
スク誤認識	

	

• 外部事象の
重要性	

• インフラ被害
リスク誤認識	

• 本店/現場の
情報共有	

• TV会議シス
テム	

	

• 迅速な初期対応	

• 本店・柏崎刈羽の
支援	

• メーカ・協力企
業の支援	

• 外部の支援	

• 抜本対策：組織
改革（規制/電
力）	

原子力安全推進協会、「東京電力（株）福島第二原子力発電所東北地方太平洋沖地震及び津波
に対する対応状況の調査及び抽出される教訓について（提 言）」、H24.12.	
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福島第一（１F)と福島第二（２F)の共通点と２Fの特徴	

11 

1Fと２Fの共通点	 ２Fの特徴	 備考	

・発電所対策本部の適切なガバナンス	 ・外部電源の１系統が機能維持	

共通点多い 
電源とそれによ
る情報の有無	

・発電所の外の組織(本店、メーカ等）から迅速な支援、物資の調
達を受けられる体制の整備	

・重要な設備の津波被害が軽微	

・強い使命感と安全文化を醸成	 ・比較的短時間で事故収束	

・耐震設計が有効に機能	 ・計器類機能維持	

・事故時対応に適切なマネジメントからの職場環境づくり	 ・照明及び通信手段確保	

・事前に準備されていた各種対策の有効性	 ・中央操作室のランプで確認	

・非常時体制の整備	 ・本部で主要パラメーターを継続監視	

・食料備蓄	 ・パラメーター変動から計器類の故障の有無を確認	

・本店及び３発電所が共有のテレビ会議システム	
・高汚染、高線量の極限状態での対応ではない	
・TV会議の有効活用	

・AM設備及びマニュアルが準備	
	
1F5/6も、空冷EDGが機能維持し、同じような状況	
	

・十分な知識	 　	

・深層防護的な考え	 　	

・免震重要棟の設置(中越沖地震の経験）	 　	

・本体整備の耐震設計、運転操作手順以外の地震に関する種々
の対策も有効	

　	

・AM設備の耐地震動	 　	

原子力安全推進協会、「東京電力（株）福島第二原子力発電所東北地方太平洋沖地震及び津波
に対する対応状況の調査及び抽出される教訓について（提 言）」、H24.12.	

•  福島第1も福島第2もどちらにもレジリエンスの好例 
•  対応の差は、電源と情報の有無による相違 

•  プラントタイプの差もあるか？ 
•  津波高さとサイト高さの相違（結果論） 
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女川原子力発電所及び東海第二原子力発電所の 
震災対応からの教訓　　　　グッドプラクティス	
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女川原子力発電所	 東海第二原子力発電所	

・組織、マネジメント、コ
ミュニケーション	

・本店と発電所に組織横断の対応な非常時体制	 ・日頃の緊急時対応訓練の賜物（発電所長不在）	

・中央操作室と緊急時対策室の連絡要員配備	 ・中央操作室と緊急時対策室の情報共有ー可視化	

・全社的な後方支援の準備	 ・地元やマスコミへの情報発信のあり方	

・自衛隊の協力の理解	 ・協力会社との緊急時の連絡体制	

・事前の準備	
・アクセス道路途絶時の複数の移動・物資輸送の準備	 ・避難方法を事前に準備	

・建屋浸水に備えた排水用ポンプなどの資機材	 ・仮設電源作業の事前準備	

・水・食料の備蓄と補給方法	 ・水・食料の備蓄と補給方法	

・緊急時の連絡手段の確保	 ・燃料の備蓄、補給方法	

・プラント保安要員の確保	

・震災時の初動対応	
・火災対応準備	 　・現場派遣のチーム編成	

　・現場から中央操作室への連絡方法	

・追加対策	
・外部電源及び給電設備の信頼性強化	 　・安全対策のタイムリーな実施（側壁の嵩上げ）	

・バックアップの非常用電源	 　・復旧作業における情報共有	

・構内一斉放送び方法などの事前準備	 　・通信設備の信頼性強化	

　・災害対策に必要な機材の電源確保	

原子力安全推進協会、「女川原子力発電所及び東海第二原子力発電所東北地方太平洋沖地震及び津
波に対する対応状況について（報告）」、H25.8.	

•  どちらも事前準備
の必要性がリストアッ
プ 

•  緊急時のコミュニケ
ーションが課題 
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福島第一・第二と東海第二と女川の共通点と相違点	
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福島第一・第二	 東海第二	 女川	

・1F5/6号機（特設の空冷EDGが稼働） と２
F（3台のEDGが稼働）は冷温停止	
　-正確なプラント情報による協力体制	

・中越沖地震対策優先	 ・新設堰き（海水ポンプエリア）工事	
・敷地高さを想定高さ3mのところ14．8mに
決定	

・津波対策検討までは実施（必須とは考えていな
い）	
・ルブレイエ・マドラス炉の評価反映すべきだった	

（電源喪失に対するBWRの弱点克服の機会）	

・「茨城県土木部河川課」	
　延宝房総沖地震（1677）想定	

・平井元副社長の英断	

・B5bの情報入手済（テロ対策を実施していれば浸
水防止可能だった）	
	

・「茨城県生活部原子力安全対策課」	
　原子力施設への情報提供	

・明治三陸津波、貞観地震を考慮	

・土木学会に調査依頼中	
・「原電」	
　安全確認と対策の実施	

・文科省や保安院と相談中	
-専門家の問題提起と経営陣の受け入れ	
	

-専門家の問題提起と経営陣の受け入れ	

	

・免震重要棟と可搬式消防車設置（地震対策）	

	
・対策なし	

	

・免震構造の事務棟、耐震補強	
	
・3ヶ月に亘り364人の被災者受け入れ	
	

	

•  原子力安全推進協会、「女川原子力発電所及び東海第二原子力発電所東北地方太平洋沖地震及び津波に対する対応状況について（報告）」、H25.8.	
•  レジリエンスエンジニアリングに基づく安全向上方策の実装に関する検討 -(1)4つのコア能力を高めるための施策についての検討-人間工学 第 51 巻 特別号 	
•  福島第一原子力発電所事故をふまえた組織レジリエンスの向上(IV) (Safety-IIを実現する Attitude 醸成の検討) 、日本機械学会 2015 年度年次大会 
•  「東日本大震災に耐えた原子力発電所」東北電渡部常務OHP 

•  津波の想定高さは時間とともに大きく変化している（正確な情報とは言えない） 
•  福島第一・第二も女川も東海第二もどちらにもレジリエンスの好例（すべきことは実施済） 
•  対応の差は、優先順位の相違 

•  福島は地震対策に女川・東海第二は津波対策に注力	
•  福島第一1～4と5～6・第二の差は、津波高さとサイト高さの関係の相違（結果論だが） 
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考察（成功と失敗）	
•  レジリエンスの好例 

•  事故例やリスク評価の知見の有効性 
•  海水注入継続判断（個人ベース） 

•  中越沖地震の経験を反映 
•  免震棟整備・消防車配備（組織ベース） 

•  指揮系統（組織ベース） 

•  現場において良好事例が多くみられる根底には、 
　　現場における当事者としての使命感があり、 
　　常日頃から問題意識を持っていること、 
　　また対象範囲は異なるがアクシデントマネジメント訓練を経験していたことが、 
　　緊急時に有効に働いたと考えられ、 
　　これこそが安全文化醸成の意義 

•  組織としての学習（フィードバック）システムの確立　！ 
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考察（成功と失敗）	
•  組織学習の失敗、リスク認識の誤謬 

•  組織文化の課題とレアイベントの認識の課題 
•  津波被害のリスク誤認識（国家レベル、業界ベース）	
•  電源喪失のリスク誤認識（国家レベル、業界ベース） 
•  危機管理対応の不手際（国家レベル、業界ベース） 

	

•  太平洋戦争の軍事的失敗から日本の組織の本質は不変 
•  「失敗の本質」（戸部、野中、等）：非合理性では、対策が摘出困難 
•  「組織の不条理」（菊澤）：限定合理性で説明すべき 

•  限定合理性を破壊する-命令違反を許容するシステムの確立　！ 
•  海水注入継続判断 

•  通常時において、苛酷な事象進展を想定した緊急時訓練の継続が有効 
•  管理部門における、緊急時の責任分担、事態の深刻度の評価と平時から有

事へのモード切り替え、などの訓練こそ欠かせない 
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福島第一事故の課題
「想定すれど考慮せず！」

•  Human Factor & Common Mode Failureは常に念頭に置いておくべき

レアイベント：想像力の欠如

•  低影響高頻度と同一リスクでも扱いが困難
•  想定外事象：想定することのリスクベネフィットの問題
•  津波PSAは実施され、影響の大きさは分かっていた
•  起因事象とは無関係に、全電源喪失対策の不備は問われるべき
•  発生してしまえば、対策せざるをえまい
•  大規模災害と原子力発電所
•  国策としてのインフラ系の扱い：一企業の問題ではない

危機管理の不手際：想像力の欠如

•  初期対応の遅れ
•  意思決定の遅れ
•  外部支援要請の遅れ
•  政府（管総理）、官僚（JNES)、当事者（東電）の連携
•  緊急時の情報公開のお粗末さ
•  結局は組織文化の問題 16 
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17 

日本における安全追求の阻害要因である
｢金太郎飴的発想｣と｢同心円的仲間意識｣

金太郎飴的発想

多層の
派閥構造
　　→
機能体の
共同体化
　　→
• 癒着
• 非能率 

ボトムアップの
意思決定構造
　　→
トップマネジメント
の不在
　　→
• 意思決定の遅延
• 安全の価値の無理解

同心円的仲間意識

固定的な階層構造組織→皆でわたれば怖くない化	

日本人は、下士官として超優秀	
　兵士：ロシア人、下級仕官：フランス人、参謀：ドイツ人、将軍：アメリカ人	

17
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18 

休み	

ここでひと休み
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p 外的事象の深層防護の考え方 
福島第一原子力発電所事故以前の津波高さに関する検討経緯 
公開シンポジウム　原子力発電所の自然災害への対応－福島事故の津波対策を例として

－2017年8月、学術会議	

• 防潮堤：浸水検討対策：ドライサイトの考え方	

•  東海第二：茨城県の解析5.7ｍ＞海水ポンプ4.2ｍ	

•  県職員と電力職員の協力による津波対策工事追加	

•  （女川　　　： 宮城県の解析3.0m＜女川敷地14.8m	

•  幹部判断・指示）	

•  福島第一：福島県の解析（貞観地震タイプ）9.2ｍ＜1F敷地10ｍ	

　　　　　　　　東電独自の解析（明治三陸地震タイプ）15.7ｍ＞ 1F敷地10ｍ　　　　　　　　	

•  解析の妥当性評価を土木学会に依頼	

•  津波対策工事計画（2011.3）	

• 水密扉：溢水検討対策：止水対策	

•  仏ルブルイエ電源喪失　　前兆事象解析（JNES平成18年度報告書）	

•  地下が浸水し、外部電源は8～24時間で回復すると仮定	

　　　　　　　　　 BWR ：　CCDP=3.5＊10-2	

　　　　　　　　　 PWR ：　CCDP=7.8＊10-5 		

                             CCDP, Conditional Core Damage Probability 	

		
19 

レベル1	

レベル2-3	
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SA対策：米NRCのB5Ｂ指令	

２００９年３月２７日、Ｂ５ｂは米国連邦規則(Code of Federal Regulations)の
第10章(エネルギー)の50.54条（許可条件、
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/
part050-0054.html）の(hh)(2)項に組み込まれたhttp://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2009-03-27/pdf/E9-6102.pdf） 
 
各許可事業者は、爆発や火災によってプラントの大きな領域が失われた状況
(the circumstances associated with loss of large areas of the plant 
due to explosions or fire)の下で、炉心冷却、閉じ込め、使用済燃料プール
冷却を維持または復旧するための手順と戦略を開発・実装しなければならない。 
 

政府事故調：「小さな事故を起こさない」＞「減災のための安全技術」  	

20 

レベル3-4	

レベル3-4	レベル1-2	
外的事象に	
適用可能	
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福島第一原発事故と米国の原発テロ対策「Ｂ５
Ｂ」の想定内容の対比	

21 

想定内容	 福島第一原発事故では	 Ｂ５ｂでは	

電源喪失	全交流電源の喪失は想定していたが、バッテリー

の直流電源も同時に失うことまでは想定外 

実際には１、２号機で交流・直流の両電源が水没	

交流電源と直流電源両方を同時に喪失する事態を

想定 

中央制御室を含むコントロール建屋の全滅も想定	

原子炉内

部の減圧	

消防車のポンプを使って炉内に水を注入するた

めに圧力容器内部を減圧する必要があったが、

逃し安全弁を開けるのに手間取る	

持ち運び可能な直流電源で「逃し安全弁」を現場で

開け閉めする方法の準備を義務づけている 

バッテリーを運ぶ台車や、交流電源を直流に変換す

る整流器の準備も促す	

原子炉の

冷却	

１号機の非常用復水器（ＩＣ）、２号機の原子炉隔

離時冷却系（ＲＣＩＣ）の作動状況を見誤り、対応を

誤った疑いがある	

直流電源や交流電源がない状態でも、ＩＣやＲＣＩＣを

手動で起動・運転する方法の文書化を義務づけてい

る	

格納容器

ベント（排

気）	

格納容器内部のガスを外に放出して減圧する必

要があったが、動力などの確保が遅れ、ベント弁

を開けるのに手間取る	

ベント弁を手動で開けるための準備を義務づけ 

空気駆動の弁を開けるのに必要な物資は被災を避

けるため少なくとも１００ヤード（９１メートル）離れた

場所に保管するよう明記	
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IAEA, “DEFENCE IN DEPTH IN NUCLEAR SAFETY, INSAG-10, A 
report by the International Nuclear Safety Advisory Group”, 1996. 22 

安全設計の基本:	深層防護、DiD,	Defense	in	Depth	

p 福島事故の原因：地震と
津波による直流・交流電
源喪失 

p それに伴う炉心冷却能力
の喪失 

  
 
 
p 根本原因：自然災害やテ

ロが発生しても対応可能
な対策の検討不備	

レベル2-3：	
溢水対策	

レベル4：	
柔軟な対策	

レベル1：	
浸水対策	

元々ランダム事象を想定　→　外的事象について再定義要	

Engineered	Safety	

Level	1	

Level	2	

Level	3	

Level	4	

Level	5	

Prevention	of	abnormal	
operation	and	failures	

Control	of	abnormal	operation	
and	detection	of	failures	

Control	of	accidents	within	
the	design	basis	

Control	of	severe	plant	
conditions	

Mitigation	of	radiological	
consequences	

Levels	 Objectives	
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　　　　　IAEAの深層防護の概念 
  ⇒　歴史的に変化している 
  ⇒　福島事故で再構築 

レベル4：	
ハード対策	

23 

外的事象も考慮して	

決定論的	
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FLEXと３段階対応 
(Phased Approach)	

恒設設備を主役とし、可搬式設備は代替、RRCは更にそのバックアップ	

RRC所在地	

24 
レベル3-4：	
運用対策	

Ｂ５ｂで対策済	

p 第１段階：　事故発生から６時間 

　・恒設設備で対応 

　 

p 第２段階：　事故発生から６～２４時間 

　・サイト内の資機材（可搬式機器および予備品）を期待 

 

p 第３段階：　事故発生から２４時間以降 

　・サイト外の資機材・人的要因を十分に活用する 

　・全米で２箇所のRRC(Regional Response Center)から必要
な資機材を事故後２４時間内にサイトに配送 

 	

3.11以降に整備	
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Engineered	Safety	

Level	1	

Level	2	

Level	3	

Level	4	

Level	5	

Prevention	of	abnormal	
operation	and	failures	

Control	of	abnormal	operation	
and	detection	of	failures	

Control	of	accidents	within	
the	design	basis	

Control	of	severe	plant	
conditions	

Mitigation	of	radiological	
consequences	

Levels	 Objectives	

IAEA, “DEFENCE IN DEPTH IN NUCLEAR SAFETY, INSAG-10, A 
report by the International Nuclear Safety Advisory Group”, 1996. 25 

安全設計の基本:	深層防護、DiD,	Defense	in	Depth	

事
象

の
不

確
か

さ 
事

象
進

展
の

時
間

幅
	

運
用

の
寄

与
 

緩
和

・
レ

ジ
リ

エ
ン

ス	

設
計

の
寄

与
 

予
防

・
ロ

バ
ス

ト	

レベル3-4：	
設計対応	

から	
運用対策	

外的事象に対するレベル3-4の対策の有効性は
、外的事象のPRAで評価すべき	

シナリオ	
策定	
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安全
システム

（事故予防）

日本の鉄道事故リスクの時系列変化

DiD レベル 1-2　（高信
頼性設計や安定運転）に
よる発生頻度の低減	

26 
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災害抑制
システム

（事故緩和）

日本の船舶事故リスクの時系列変化

DiD レベル 4-5　（乗員
数削減あるいは緩和対
策や緊急時対応による
災害からの避難）による
影響緩和 

27 
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安全＆災害抑制
システム

（事故予防&緩和）

世界の
航空機事故
リスクの
時系列変化

DiD レベル 4-5対策によ
る影響緩和	

トータルバランスの設計、 
特にDiD レベル 3-4対策による 
PRAにより実現可能	

DiD レベル 1-2対策によ
る発生頻度低減	

28 
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外的事象も考慮した 
安全思想（深層防護）の再構築 
スイスチーズモデル

   　　 　　建物の 
　　　　　　　配置と設計 
	           　　電源供給の多様性 

　　　　 　　　　　長期冷却システム 
                　　　　(動的・静的機器) 　　	

                   
　　　　　　　        シビアアクシデント対策 
　　　　　　　                   (PCVベント)	　　可動式冷却装置、 

　　ベントシステム、 
　　水源の多様性 
	

危　険	リスクマネジメント：1.安全想定	

事　故	

　　 終的な 
ソフトバリア:  
　　危機管理	

深層防護の誤謬-安全文化の劣化-組織事
故の連鎖を断つ：	
　3.安全運用（ソフトバリア）の確立	

事故	

リスクマネジメント：	
　4.安全社会システム	

レベル1：津波対策 
レベル2-3：止水対策	

レベル2-3：	
電源対策	

レベル4：	
苛酷事故対策	

深層防護：	
　2.安全設計（ハードバリア）の再構築	

29 29 
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 - 福島第一事故における 
                原発立地三県及び国の対応の比較 – 
  
　　　品質保証研究会　エラーマネジメント研究会	

庄司 深也(東京パワーテクノロジー)	
	

30
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災害に対する⾏政の基本法
災害対策基本法（昭和三⼗六年法律第⼆百⼆⼗三号）	

	防災関連法令の核となる法律。	

• 国には防災基本計画、防災業務計画の策定を義務付け。	

• 地⽅には地域防災計画の策定を義務付け	

制定の直接の契機は伊勢湾台⾵（昭和34年 死者4,600名以上）	

⾵災害の対策の⽋陥是正を念頭に制定。	
•  ⾵⽔害対策以外の⾃然災害や事故災害を対象としていたが、激甚災害として別途定め

ることとなった。	

•  地域防災計画には地震対策が含まれていないものが多く、昭和５８年消防⻑官名通達
により、地震対策を盛り込んだ計画が策定されることとなった。	

•  防災対策を展開するための強⼒な権限を⾸相に認めるような法体系を作る雰囲気では
なかった。	

•  平成９年の防災基本計画で原⼦⼒災害を含む事故災害が防災基本計画に盛り込まれる
こととなった。	

（⾵間 ⽇本の防災政策 政策ネットワークの失敗構造 ⽇本公共政策学会年報１９９８）	

31
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⾏政レベル別の防災体制
災害対策基本法による災害対策組織	

• 国	

•  平時 中央防災会議	

•  ⾮常時 ⾮常災害対策本部（⾮常災害時）	

	    緊急災害対策本部（激甚災害時）	

• 地⽅⾃治体	

•  平時 	  都道府県防災会議・市町村防災会議	

•  ⾮常時 災害対策本部	

•  市町村⻑に事前処置、避難指⽰、警戒区域の設定などの権限を
設定	

•  県知事は市町村⻑ができない、もしくは応援要請のあった場合
登場するが、応急処置の実施は指⽰権限あり。	

（⾵間 ⽇本の防災政策 政策ネットワークの失敗構造 ⽇本公共政策学会年報１９９８）	

32
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平成20年度原子力総合防災訓練パンフレットより	

原⼦⼒災害の
防災体制 
（平常時）
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原⼦⼒災害の防災体制（平常時）
国の対策	

• ⾮常事対策の拠点「オフサイトセンター」の指定	

• 地域ごとに原⼦⼒防災専⾨官の常駐	

地⽅⾃治体	

• 事業者からの報告徴収	

• 原⼦⼒発電所等への⽴⼊検査	

• 地域防災計画	

原⼦⼒事業者	

• 防災業務計画	

• 原⼦⼒防災組織の設置、放射線測定設備等の設置	

住⺠	

• 防災訓練への参加

34
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原⼦⼒防災体制 
（災害発⽣時）

平成20年度原子力総合防災訓練パンフレットより	
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原⼦⼒防災体制（災害発⽣時）

36

国 
原⼦⼒災害
対策本部

市町村
災害対策本部

都道府県
災害対策本部

事業者

国
原⼦⼒災害

現地対策本部

都道府県
現地本部

市町村
災害対策本部

国
原⼦⼒災害合同対

策協議会

権限
⼀部
委任

オフサイトセンター

指⽰

原⼦⼒防災専⾨官

住民	

消防 警察
⾃衛隊 専⾨家

指⽰
指揮監督
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p  三県対応の共通点と相違点	 震災振返り報告書など公文書より抽出	

茨城県 宮城県 福島県

事前の対応
（平時の対
応⼒、理解
⼒、解析
⼒）

１９９９年のJCO臨界事
故及びアスファルト固化
設備⽕災事故などにより
原⼦⼒災害に対する経験
あり

宮城県沖地震を念頭に防災体
制を構築。岩⼿宮城内陸地震
（2008年）にて防災体制を
確認。東⽇本⼤震災は宮城県
沖地震と震度は近かったが、

津波が想定以上

防災計画では最⼤の震度６強を
想定、県庁の耐震性に不安があ
るが、県庁の新築もしくは防災
専⾨拠点などの対応は無

震災発⽣時
の対応（⾮
常時の対応
⼒）

⾮常事態体制等も3県の中
では最も計画的に組織

宮城県沖地震を念頭に防災体
制を構築、災害規模が膨⼤で
当初要領では対応できず知事
特命で機能拡張を実施

福島県庁が被災のため、災害対
策本部を設置できず、福島県⾃
治会館に設置、三県の中で唯⼀
予備の対策本部を運⽤

原⼦⼒発電
所対応（⾮
常時の対応
⼒）

原⼦⼒関係は専⾨の対応
班が構成され、情報収集
を実施。東海第⼆とは滞
りなく連絡可能、オフサ
イトセンターは使⽤可

防災本部と東北電⼒本店、本
店と⼥川原⼦⼒発電所間の連
絡は問題なし、オフサイトセ
ンターは被災し使⽤不可

東電本店と福島第⼀第⼆との連
絡はTV会議等により実施、こ
のシステムは福島県庁には未接
続、福島県は東電福島事務所か
らのデータに頼る、オフサイト

センターは被災し使⽤不可

三県対応の相違点	

37 
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p  三県対応の共通点と相違点	 震災振返り報告書など公文書より抽出	

茨城県 宮城県 福島県

内部コミュ
ニケーショ
ン（⾮常時
対話⼒）

⾮常事態管理システム、
⾮常時通信システムもほ
ぼ稼働し、現場の情報も
滞りなく収集

⾮常事態⽤通信網は沿岸部を
除き稼働し情報収集は可能、
想定以上の津波のため沿岸部
の⾃治体とは連絡取れず

予備の対策本部（⾃治会館）に
設置したために、通信⼿段が⼗
分準備できず、⾮常⽤通信設備
も機能せず

外部コミュ
ニケーショ
ン（⾮常時
の対話⼒）

今回の震災では、ほぼ問
題なく対応を実施
知事の指⽰で、マスコミ
対応の専⾨部隊を設置
(JCO事故等の経験によ

る)

災害対応は沿岸部への⽀援を
重点に実施、損害の少なかっ
た内陸部のリソースを活⽤し
災害対応を実施、想定以上の
津波被害で⼗分な対応できず

避難指⽰などを伝える⾮常⽤通
信設備等は機能せず、⾃治体へ
の連絡や住⺠への広報はTVや
ラジオなどに頼る

原⼦⼒発電
所対応（⾮
常時の対応
⼒）

原⼦⼒関係は専⾨の対応
班が構成され、情報収集
を実施。東海第⼆とは滞
りなく連絡可能、オフサ
イトセンターは使⽤可

防災本部と東北電⼒本店、本
店と⼥川原⼦⼒発電所間の連
絡は問題なし、オフサイトセ
ンターは被災し使⽤不可

東電本店と福島第⼀第⼆との連
絡はTV会議等により実施、こ
のシステムは福島県庁には未接
続、福島県は東電福島事務所か
らのデータに頼る、オフサイト

センターは被災し使⽤不可

三県対応の相違点	

38 
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三県対応の相違点	

39 

•  茨城県が もうまく対応でき、宮城県がその次であり、原子力発電所等の情
報収集・対応は両県とも特に問題は発生していない 

•  福島県は当初の準備が十分でないため（公共の建造物の耐震対策が不十分
、原子力対応班の不備など）、原子力発電所の災害のみならず、震災に対し
て不十分な対応（災害対策の全般的な不備）の問題があった 

•  災害対策の経験が豊富で専門性が明確な組織（国交省地方整備局）や予備
能力の高い組織（自衛隊）などは良く対処できているが、県のように経験が少
ない少数の人員の組織で対応すべき範囲が広い場合は十分な対処が出来な
い 

•  計画外に人員を投入した場合、専門性・力量・業務内容の引継・情報共有な
どに問題が発生 

•  組織に対する災害の経験の蓄積により、組織の災害に対する対応能力は向
上する 

•  知事の判断によりある程度の計画外の対応は可能となるので、想定外の災
害対応へのリーダーシップは重要 

三県対応の共通課題	

震災振返り報告書、県議会の議事録など公文書より抽出	
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三県及び国の対応準備状況
茨城県は原⼦⼒災害（JCO臨界事故、アスファルト固化施設⽕災）に対する
経験あり。	

原⼦⼒関連施設の災害対応の訓練実施。	

震度６または震度６弱以上の地震は経験なし。	
	

宮城県は、宮城県沖地震を想定して防災体制を構築。岩⼿・宮城内陸地震
（最⼤震度７）にて、防災体制の運⽤を確認。	

震度６もしくは震度６弱以上の地震を2003年以降６回経験。三県の中では最
も地震の経験あり。	

	

福島県は、震度６もしくは６弱以上の地震は経験なし。
災害対策本部（県庁）の耐震性の不安を、県議会で指摘されていた。	
	

国は総務省⾏政監査（平成１９、20年）での指摘あり。 
主な指摘内容として、オフサイトセンターの放射線防御が不備や防災専⾨官
と保安検査官の業務が不明確などがあった。	

	 40
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三県対応の共通点と相違点 
震災発⽣時の対応・内部コミュニケーション（⾮常時の対応⼒）

41 

•  茨城県は、⾮常事態体制等も3県の中では最も計画的に組織	

•  ⾮常事態管理システム、⾮常時通信システムもほぼ稼働し、現場の情
報も滞りなく収集	

•  宮城県は、宮城県沖地震を念頭に防災体制を構築、災害規模が膨⼤で当
初要領では対応できず知事特命で機能拡張を実施	

•  ⾮常事態⽤通信網は沿岸部を除き稼働したが、現場の混乱などにより、
⼗分な情報収集はできず。また、停電の⻑期化で⾃家発電等が⽌まり、
機能停⽌した箇所もあった。	

•  福島県庁が被災のため、災害対策本部を設置できず、福島県⾃治会館に
設置、三県の中で唯⼀予備の対策本部を運⽤	

•  県、市町村とも通信⼿段が⼗分準備できず、⾮常⽤通信設備も機能せず。	
•  市町村は県からの防災による災害情報を確認できる状況になく、原発の

情報はTV・ラジオで⼊⼿。	

•  国は政権と官僚との連携が不足。災害対策の会議体に対する専門家集団の
支援が不足。	
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三県対応の原⼦⼒発電所対応 
（危機対応⼒）	

42
 

茨城県 
	

宮城県 
	

福島県	
	

災害対策本部	
（県庁）	

問題なし	 問題なし	 使用できず 

オフサイトセンター 
（現地対策本部） 問題なし	 使用できず	 使用できず	

原子力発電所	 問題なし	 問題なし	
福島第一にて事

故	

国は、東京に原発事故統合対策本部を設置。	
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三県及び国の事後改善点（対策力）	

43 

•  共通項⽬
•  ⾮常時の通信機能 ・モニタリング能⼒の強化 ・広域避難の計画策定

•  茨城県
•  各部に防災監を新設し、部⾨横断的な対応が取れるように組織改変
•  全⾯緊急事態を想定し、シナリオや開始時間を知らせない訓練の実施

•  宮城県
•  複合災害時の⼈員、資機材の確保
•  全⾯緊急事態を想定したシナリオの採⽤、参加者にシナリオや開始時

間を知らせない訓練の実施
•  福島県

•  県⺠への原⼦⼒防災対策の広報強化、原⼦⼒防災に関わる⼈員の訓練
•  複合災害に備えた事前準備の強化
•  地震時に問題となった県庁本庁舎に関し平成２８年度に北庁舎を新

築し、災害対策本部等を移⾏し災害対応に密接な部署を集約
•  国

•  事業者に事故収束対応拠点整備を義務化。
•  オフサイトセンターの基盤強化（放射線防護策強化、代替施設の確保） 
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三県対応の好事例と失敗事例 
茨城県

44 

•  １９９９年のJOC臨界事故及びアスファルト固化設備⽕
災事故などにより緊急事態対応の経験を積んでおり、⾮
常事態体制等も3県の中では最も計画的に組織されて
いる。⼈員的にも3県の中では最も優遇されており、組
織横断的に構成員を集める構成	

•  ⾮常事態管理システム、⾮常時通信システムもほぼ稼
働し、現場の情報も滞りなく収集。

•  原⼦⼒関係は専⾨の対応班が構成され、情報収集を実施
。東海第⼆とは滞りなく連絡可能。	

•  県として、マスコミ対応の専⾨部署を設置し、情報提供
を実施。	

•  ⼀般からの相談は県⺠相談窓⼝にて実施。他の被害と共
通窓⼝であったため、対応に苦慮。	



環境安全学研究所	
Institute	for	Environmental	&	Safety	Studies	

三県対応の好事例と失敗事例 
宮城県

45 

•  宮城県沖地震を念頭に防災体制を構築。災害対策本部⾃体は予定通
り構築実施。⾮常⽤通信設備、⾮常事態管理システムは⼀部を除き
稼働。ただし、⾮常事態管理システムは、現場の混乱と地震の被害
により報告が⾏えない⾃治体があった。	

•  災害の規模が当初想定を⼤きく超えておりために、防災本部は機能
を発揮させるために⼈員を追加投⼊。

•  災害対策本部と東北電⼒本店、⼥川原⼦⼒発電所間の連絡は通常
通り。発電所の情報は遅滞なく連絡されていた。	

  ただしオフサイトセンターは被災し使⽤不可。
•  発電所に対しては県として避難者の受け⼊れ等を要求。連絡道路崩

壊に関しては、復旧に関して県側と連絡を取りながら実施するなど
円滑な意思疎通を実施。	

•  原⼦⼒事故関係の広報相談窓⼝は、原⼦⼒安全対策室にて対応。の
ちに専⾨窓⼝に移管（東北⼤放射線技師会など専⾨家の⽀援あり）
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三県対応の好事例と失敗事例 
福島県

46 

•  福島県庁に災害対策本部を設置予定であったが被災のた
め設置できず、予備施設として計画していた隣の福島県
⾃治会館に設置。通信設備等は県庁の災害対策本部と異
なり、不⼗分であった。	

•  県庁の耐震性、予備施設の通信機能などは、以前より問
題があることは、指摘されていたが、特に対応は取られ
ていなかった。	

•  東京電⼒との情報交換は東京電⼒福島事務所と実施。通
信⼿段は徒歩（４から５分）による連絡、または衛星携
帯電話による連絡。東京電⼒本店と福島第⼀第⼆との連絡
はTV会議等により実施できたが、このシステムは福島県
庁には接続されていなかった。
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三県対応の好事例と失敗事例 
福島県（２）
オフサイトセンター⾃体は当初機能していたが、機能中も福
島県（予備災害対策本部）とは衛星電話のでしか連絡を取
れなかった。このため、福島県は東京電⼒福島事務所から
のデータに頼らざるえなかった。

SPEEDIのデータの放置やメールでの連絡⽅法の未定等、情報
の共有・配布が不能となっていた。

避難指⽰などを伝える⾮常⽤通信設備等は機能せず、防災
FAXは確認できる状況ではなかった。⾃治体への連絡や住⺠
への広報は不⼗分であり、TVやラジオなどにより、原発の
情報を知る形となった。

47
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良好事例分析の追試行による教訓の導出	

作田　 博（原子力安全システム研究所）	

品質保証研究会　エラーマネジメント研究会 

48
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1.  小惑星探査機「はやぶさ」の帰還 
2.  USエアウェイズ1549便のハドソン川不時着	
3.  アポロ13号の帰還	
4.  美浜2号機蒸気発生器伝熱管損傷事故	
5.  　JR福知山線列車脱線事故	
6.  　信楽高原鐡道列車衝突事故	
7.  　博多駅前道路陥没事故	

3	

「良好事例教訓シート」 
に分類整理 

１．件名	

２．発生年月日	

３．概要	

４．教訓	

　①　啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化	

　②　情報の共有化	

　③　教育・訓練の強化	

　④　組織・体制・指揮命令の強化	

　⑤　ヒューマンエラー防止	

49
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第57回（前々回）大会発表時の内容	 1	

小惑星探査機「はやぶさ」	
の帰還	

USエアウェイズ1549便	
のハドソン川不時着	 アポロ13号の帰還	

教訓2 
ゴールの共有	

教訓1 
加点評価	

教訓3 
レジリエンス能力を有するメンバー	

教訓4 
能力が発揮できる組織	

教訓5 
冗長機能の追加（幸運）	

教訓1 
ゴールの共有	

教訓2 
マニュアル外対応能力を有するメンバー	

教訓3 
厳しい訓練（自律的な役割分担）	

教訓4 
緊急時対応に専念できる体制	

教訓5 
厳しい訓練（耐ストレス）	

教訓2 
緊急対策室の二重化	

教訓3 
緊急時に手順書作成能力を有するメンバー	

教訓4 
厳しい訓練（反復訓練）	

教訓5 
指揮命令のシンプル化	

教訓6 
24時間体制の確立	

教訓7 
人間特性の理解	

教訓1 
ゴールの共有	a 

b 

f 

c 

e 

d 

g 

緊急事態を乗り越え、ミッションを成功させた事例3件について、
教訓を抽出した（17項目）。	

包括的な教訓（a～g）を導出	 50
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a ゴールの共有	

b 専門能力、ノンテクニカル能力の醸成	

c 能力発揮のための組織環境の整備	

d 緊急時体制の強化	

e 緊急時対応訓練の充実	

f 緊急時を想定したハード対策の充実	

g 緊急時における人間特性の理解と	

マニュアル化	

課題	

•  得られた教訓が限定的になって
いる可能性があるので、さらに
事例を増やす必要がある	

2	

今　回（第59回）	

•  4事例を追加分析し、教訓を追加	

包括的な教訓（7項目）	

51
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(1) 　美浜2号機蒸気発生器伝熱管損傷事故	
(2) 　JR福知山線列車脱線事故	
(3) 　信楽高原鐡道列車衝突事故	
(4) 　博多駅前道路陥没事故	

3	

「良好事例教訓シート」 
に分類整理 

１．件名	

２．発生年月日	

３．概要	

４．教訓	

　①　啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化	

　②　情報の共有化	

　③　教育・訓練の強化	

　④　組織・体制・指揮命令の強化	

　⑤　ヒューマンエラー防止	
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１．件名
２．発⽣年⽉⽇

【気づき事項】

③教育・訓練の強化

①啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化

②情報の共有化

関西電力　美浜２号機　蒸気発生器伝熱管損傷事故

1991（平成3）年2月9日（土）　13時47分

３．概要

④組織・体制・指揮命令の強化

　美浜発電所２号機は定格出力（５０万キロワット）運転中、平成３年２月９日１２時４０分頃
運転員が蒸気発生器ブローダウン水モニタ（以下Ｒ－１９）の記録が若干上昇傾向を示している
のを発見し、サンプリング測定を実施していたところ、１３時４０分頃復水器空気抽出器ガスモ
ニタ（以下Ｒ－１５）の計数率注意警報（設定値２Ｅ３ｃｐｍ）が発信、続いて１３時４５分頃
Ｒ－１９計数率注意警報（設定値４Ｅ２ｃｐｍ）が発信した。このため１３時４７分頃負荷降下
を開始したが、１３時５０分に加圧器圧力低により原子炉が自動停止し、引き続き加圧器圧力低
と加圧器水位低の一致により安全注入が動作した。
　上記の状況およびＡ－蒸気発生器（以下Ｓ／Ｇ）の水位上昇が認められたこと等からＡ－Ｓ／
Ｇからの漏洩と判断し、Ａ－Ｓ／Ｇの隔離を行うとともに、原子炉冷却系統（以下ＲＣＳ）の降
圧操作等を行い、プラントを安定停止状態に移行させた。
　Ａ－Ｓ／Ｇの隔離操作の際、１３時５５分、Ａ－主蒸気隔離弁の閉止操作を中央制御室におい
て行ったが、同弁の完全閉止を確認することができなかった。このため、現場においてチェーン
ブロックを用いて増し締めを行い、１４時２分頃完全に閉止した。
　また、ＲＣＳの降圧操作の際、加圧器逃がし弁の開操作を実施したが、動作しなかったため、
加圧器補助スプレを使用した。
　なお、本事象に伴い、放射性物質約２．３Ｅ１０Ｂｑ（１号機補助建屋排気筒以外について約
１．８Ｅ１０Ｂｑ）の大気への放出があったが、野外モニタ指示値は通常と変化なく環境への影
響はなかった。　　（出典：	NUCIAデータベース）

４．教訓

⑤ヒューマンエラー防⽌（⼈間⼯学的配慮、作業改善、書類の改良他）

●事故報告書には、発生年月日の曜日，祝日も入れるべき。土日祝日では、平日の体制と異なることから、特
別な環境状況を知ることができる。
●事故報告書には、不適合事項だけではなく、今後の教訓を幅広く抽出するためには、良好事例も含めるべき。

＜補足説明＞
教訓１．および２．とも、土曜日であるにもかかわらず、両名が出勤していたという幸運もあり、早期の収束が可
能となった。

教訓１．コンサルタント職の⼈事配置の適正化
・原子炉主任技術者が、当時の手順書にはなかった加圧器補助スプレの使用を進言し、プラント
の早期収束に寄与した。緊急事態には、マニュアルの束縛から離れることが重要。
　　																　　（出典：木村逸郎「臨界事故の衝撃と対策」、保物セミナー2007年）

教訓２．第三者の視点の投⼊
・原子力運転訓練センターでインストラクターを経験した発電室役職者が、冷静な視点で当直を支援した。岡目
八目の効用は、TM I事故でも見られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　							（出典：筆者の記憶）

•  加圧器逃し弁が操作できな
かったため、加圧器補助ス
プレイで代替	

1.  コンサルタント職の人事配
置の適正化	

2.  第三者の視点の投入	

個別の教訓	

良好事例	
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１．件名 JR福知山線列車脱線事故

２．発生年月日
３．概要

４．教訓
①啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化

②情報の共有化

③教育・訓練の強化

④組織・体制・指揮命令の強化

⑤ヒューマンエラー防止（人間工学的配慮、作業改善、書類の改良他）

各病院の情報入手方法は､従前は、マスコミに頼ることが多かったが､今回はマスコミ情報、消防局からの直接の要請･連絡に加
えて、災害医療センターとの連絡、災害救急医療情報システムでの覚知などもあり、全国的な災害救急医療情報システムの整
備、災害拠点病院制度の創設など、広い意味で、阪神淡路大震災の経験が活かされている。また､平日、昼間ということも､迅速
な連絡を可能にした要因である。医療関係者と消防、警察その他関係者の現地での連携に関しては、消防本部とは、
搬送、研修等を通じて個人的にも日常的につながりがあることが役に立った。

教訓３；対向列車、後続列車が信号指示により停止し、２次災害を回避。
対向列車：下り第１閉そく信号機は、その付近に砂煙が上がっていたため、信号喚呼位置標が設置されている第２閉そく信号機
の位置では、その現示が確認できなかったが、下り１ｋ６８４ｍの第１新横枕踏切道特殊信号発光機が停止信号を現示したので、
同特殊信号発光機の４０ｍ程度手前に北近畿３号を停止させた。（近隣住民が踏切の非常ボタンを押したため停止信号が現示し
た。）
後続列車：塚口駅の上り出発信号機６ＬはＧ現示（進行信号）であったが、次の上り第４閉そく信号機はＹ現示（注意信号）であっ
たので、ブレーキを使用して減速し同閉そく信号機を越え、その次の上り第３閉そく信号機がＲ現示（停止信号）と分かっているの
で、そのままブレーキを使用して列車を減速させながら運転していた。減速中に列車無線から「踏切」、「車」、「脱線」という言葉が
聞こえ、前方の上り第３閉そく信号機のＲ現示を認めるとともに本件列車の最後部が見えてきたときに、防護無線機が発報信号
の警音を発したため、非常ブレーキを使用して列車を停止させた。

災害現場で医療チームと救急隊が協力してトリアージと現場応急処置を行なった。現場で死亡確認され、黒タグが付けられた犠
牲者は1名も医療機関に搬送されず、病院の混乱を防ぐのに役立った。個々の被災傷病者のデータに関する限り、この事故対応
に際しては避けられる外傷死（Preventable	Traum a	D eath）はなかったと思われる。

各医療チームが現場に参集するのに伴い、兵庫県災害医療センターチームは医療活動の統括、調整を重点的に行うようになり、
５台の無線機を持った千里救命救急センターチームの到着時に、医療チーム間の調整と関係機関との調整に役割分担が行われ
た。この結果、現地での医療チーム間の活動調整、指揮、情報交換、役割分担については、比較的スムーズに行われた。

各医療機関の対応は様々であったが、概して阪神・淡路大震災や平成16年の台風23号災害時の体験や災害対応訓練の経験
が生かされた。瓦礫の下の医療（Confined	Space	M edicine）が行なわれ、少なくとも2名の生命を救った。

教訓４；大規模災害経験や狭隘な場所での医療活動の訓練。

教訓５；現場主導の指揮命令系統の確立

教訓６；トリアージタグの使用

2005（平成17）年4月25日（月）

発生日時：平成17年4月25日(月曜日)	午前9時18分頃
発生場所：尼崎市久々知3丁目
事故内容：JR宝塚線上り快速列車（７輌編成）がカーブで脱線し、先頭車両が転覆して線路沿い集合住宅1階部分の駐車場に
突っ込み、2両目が同建物に密着するように破損し、多数の死傷者を生じた。
原因：本件運転士のブレーキ使用が遅れたため、本件列車が半径３０４ｍの右曲線に制限速度７０km /h	を大幅に超える約１１６
km /h	で進入し、１両目が左へ転倒するように脱線し、続いて２両目から５両目が脱線したことによるものと推定される。本件運転
士のブレーキ使用が遅れたことについては、虚偽報告を求める車内電話を切られたと思い本件車掌と輸送指令員との交信に特
段の注意を払っていたこと、日勤教育を受けさせられることを懸念するなどして言い訳等を考えていたこと等から、注意が運転から
それたことによるものと考えられる。
被害状況：死者107名（男性59名、女性48名）、負傷者549名（重症139名、軽症410名、最終的には555名とJR西日本から発表）

教訓２；全国的な災害救急医療情報システムの整備等により、各機関の情報共有がスムーズに実施。

教訓１；近隣企業が異常事態に柔軟に対応。

近隣の機械メーカーは事故発生の約２５分後事故の大きさを鑑みて操業を停止し、正午まで２時間半にわたって全従業員の９割
（約２３０名）が救助・救護活動にあたった。
おなじく近隣の卸売市場は５０～６０名が負傷者の搬送などに関わるとともに、大量の飲料水（ペットボトル）や氷（約１トン）、タオ
ル（５００～６００枚）を負傷者に提供した。
その他計２０社以上が協力した。

•  事故現場周辺の組織、個人
が柔軟な対応　他	

1.  近隣企業、一般市民による
　救護活動	

2.  災害救急医療情報システム
の整備	

3.  近隣住民の非常ボタンによ
る緊急停止	

4.  大規模災害経験を踏まえた
　医療活動訓練	

5.  現場主導の指揮命令系統
の確立	

個別の教訓	

良好事例	
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１．件名
２．発⽣年⽉⽇

教訓４．
・	第三セクターなどのローカル線では、レールバスのような軽量車両の発注をしなくなった。信楽高原
鐵道も衝突に強い車両の設計を研究し、安全設計車両を作って運用した。(「信楽高原鐵道事故」網谷
りょういち著)

教訓５．
・	当時はヘリコプターによる患者搬送は一般のヘリコプターでは不可能であったが、現
場近くの臨時ヘリポートから山向こうの病院までヘリコプターによる重症者の搬送が行
われた。(Wikipedia)

④組織・体制・指揮命令の強化

　滋賀県甲賀市信楽町の信楽高原鐵道信楽線で、信楽発貴生川行きの上り普通列車と、
京都発信楽行きの西日本旅客鉄道（JR西日本）直通下り臨時快速列車「世界陶芸祭しが
らき号」とが正面衝突。JR西日本側乗客の30名、信楽高原鐵道側乗員乗客の12名（うち
運転士と添乗の職員が4名）、両者合わせて計42名が死亡、614名が重軽傷を負う大惨事
となった。世界陶芸祭の開催期間中であり、衝突した臨時快速列車は乗客で超満員の状
態（定員の約2.8倍）であったため、人的被害が非常に大きくなった。信楽高原鐵道の列
車が赤信号のままで信楽駅を出発したのが直接的な原因とされている(信号に従わない場
合の基本ルールを守っていない)。

教訓３．
・	有田鉄道では、従来実施してきたJRへの定期列車乗り入れを廃止、鹿島臨海鉄道なども臨時列車
におけるJRと私鉄・第三セクター鉄道間の直通運転を廃止した。(W ikipedia)

４．教訓

⑤ヒューマンエラー防⽌（⼈間⼯学的配慮、作業改善、書類の改良他）

③教育・訓練の強化

①啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化

②情報の共有化

信楽高原鐵道列車衝突事故

1991（平成3）年5月14日（火）　10時35分頃

３．概要

教訓１．
・	事故現場に居合わせた鉄道ファンの一人は、消火器で初期消火を行い、周辺に流れ出
た燃料油への引火を食い止めた。(「信楽高原鐵道事故」網谷りょういち著)

教訓２．
・	遺族の要望を受け、事故の教訓を風化させないために1997年信楽駅敷地内に事故に関
する資料を展示した「セーフティしがらき」がオープンされた。(「信楽高原鐵道事故」
網谷りょういち著)

1.  初期消火の実施	
2.  資料館の設置（信楽）	
3.  相互乗り入れ運用の廃止	
4.  安全設計車両の導入	
5.  ヘリコプターによる重症者

の搬送	

•  設計から運用に至る改善　他	

個別の教訓	

良好事例	
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１．件名 博多駅前道路陥没事故

２．発生年月日
３．概要

４．教訓
①啓蒙・意識の共有化、意識の実践的強化

②情報の共有化

③教育・訓練の強化

④組織・体制・指揮命令の強化

⑤ヒューマンエラー防止（人間工学的配慮、作業改善、書類の改良他）

福岡市は陥没事故翌日（11/9）に、11/14までに道路の復旧を含めてすべてのライフラインを仮復旧する方針を公表。市長の
強力なリーダーシップと各関係機関の協力、２４時間体制での復旧作業により、11/15早朝には道路の通行を再開。

教訓４；早期の災害復旧を実現。

2016（平成28）年11月8日（金）

発生場所：福岡市博多駅前２丁目
事故内容：福岡市営地下鉄七隈線の延伸工事において、大規模な道路崩落が発生した。
　０：４０頃　掘削開始
　４：３０頃　連続的な肌落ちが発生し吹付コンクリートを開始
　４：５０頃　異常出水（退避開始）
　５：００頃　退避完了
　５：１０頃　博多駅前２丁目交差点進入禁止措置実施
　５：１５頃　アスファルトクラック発生
　５：２０頃　道路陥没開始
推定原因：（崩落したトンネル現場に立入ることができないこと、また、委員会設置から4ヶ月という短い期間のとりまとめであっ
たことから、関係者からの提供資料に基づいて可能性の高い事故原因について推定）
①難透水性風化岩層の強度や厚さが不十分
難透水性風化岩層の強度や厚さについては、過去に当該岩盤層が地上にあった影響等により強風化の弱部が各所に存在
し、また、地層の上部に凹凸があるなど、不規則で複雑な地質構造となっており、上部に強度の低い層が存在していたことが
事故後に実施した追加の地質調査等により明らかとなった。例えば大断面トンネル部において、当該地層の厚さを約2.79～
3.67m 確保できると見込んでいたが、その後の調査の結果、厚さは約1.90～2.28m しか確保できず、強風化が進んだ強度の低
い上部の層が支配的になっていた可能性があることが分かった。
②地下水圧の影響
未固結帯水砂層の地下水位は地表から約-2.5m の位置にあり、未固結帯水砂層から難透水性風化岩層の境界部に、水頭に
して約10m (約1気圧に相当)以上の高い水圧が作用していた。上述のようにトンネル上部の難透水性風化岩層は不規則で複
雑な構造であったが、設計及び施工にあたっては、その遮水性や水圧に対する耐力を十分であるとしていた。しかしながら事
故後に追加した地質調査等によると、難透水性風化岩層の内部には、小断層や剥離面、多くの節理や亀裂が存在していたと
考えられ、結果的に地下水圧に対する安全性が十分ではなかった。
被害状況：人的被害なし

教訓３；福岡市よりホームページでの災害速報、福岡市長ブログでのQ &A公開、２次災害／風評被害を回避。

教訓１；現場判断による早期の交通規制により人的被害なし。

同日８時５５分に福岡市災害警戒本部を設置し、以降福岡市ホームページ内の”福岡市防災気象情報－災害速報－”にて定
期的に退避勧告を含む事故情報を公開。また、福岡市長ブログにて事故に関するQ &A等を公開し、２次被害／風評被害を防
いだ。

トンネルから退避した作業員が、現場の判断で交通規制を実施。
規制開始約５分後からクラック発生、約１０分後から陥没が開始。

教訓２；安全最優先の復旧工事。

雨天によりアスファルト工事を中断。当初復旧予定から半日程度復旧が遅れたが、無災害で復旧完了。

•  過去の経験が活かされた　
　早期判断　他	

1.  現場の早期判断	
2.  安全 優先の復旧工事	
3.  ホームページ、ブログなど

での情報発信	
4.  早期の災害復旧	

個別の教訓	

良好事例	
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8	

はやぶさの帰還 ハドソン川不時着 アポロ13号の帰還 美浜2号機蒸気発生器事故 福知山線列車脱線事故 信楽高原鐡道列車衝突事故 博多駅前道路陥没事故

①専門能力、ノンテクニカルスキル能力の醸成
教訓3：
レジリエンス能力を有するメン
バー

教訓2：
マニュアル外対応能力を有する
メンバー

教訓3：
緊急時に手順書作成能力を有
するメンバー

追加1：
・安全会議の設置（社長をトップ
とし、事故防止対策を協議，信
楽高原鐡道安全報告書2015年
度版）

②能力発揮のための組織環境の整備
教訓1：
加点評価

教訓1：
コンサルタント職の人事配置の
適正化

③ゴールの共有
教訓2：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
現場の早期判断
教訓2：
安全最優先の復旧工事

④緊急時体制の強化
教訓4：
能力が発揮できる組織

教訓4：
緊急時対応に専念できる体制

教訓5：
指揮命令のシンプル化
教訓6：
24時間体制の確立

教訓2：
第三者の視点の投入

教訓2：
災害救急医療情報システムの
整備
教訓5：
現場主導の指揮命令系統の確
立
教訓6：
トリアージタグの使用

教訓5：
ヘリコプターによる重症者の搬
送

教訓4：
早期の災害復旧

⑤緊急時対応訓練の充実

教訓3：
厳しい訓練（自律的な役割分
担）
教訓5：
厳しい訓練（耐ストレス）

教訓4：
厳しい訓練（反復訓練）

教訓4：
大規模災害経験を踏まえた医
療活動訓練

追加2：
・合同訓練の実施（鉄道・消防
め警察などの連携強化，信楽高
原鐡道安全報告書2015年度
版）

⑥緊急時を想定したハード・ソフト対策の充実
教訓5：
冗長機能の追加

教訓2：
緊急対策室の二重化

教訓3：
相互乗り入れ運用の廃止
教訓4：
安全設計車両の導入

⑦緊急時における人間特性の理解とマニュアル化
教訓7：
人間特性の理解

追加3：
・異常時のマニュアル対応の強
化（マニュアルに関する教育・訓
練，信楽高原鐡道安全報告書
2012・2015年度版）

⑧周辺組織、個人の柔軟な対応

教訓1：
近隣企業、一般市民による救護
活動
教訓3：
近隣住民の非常ボタンによる緊
急停止

教訓1：
初期消火の実施

⑨情報公開の徹底
追加1：
・情報公開の徹底（会長指示に
よるプラントデータの公開）

教訓3：
ホームページ、ブログなどでの
情報発信

⑩教訓の風化防止
追加1：
・事故機の展示（シャーロット）

追加2：
・安全教育の充実
追加3：
・蒸気発生器保管庫の展示（美
浜発電所）

追加1：
・安全教育の充実
追加2：
・事故現場の保存（尼崎）
・事故車両の保存

教訓2：
資料館の設置（信楽）
追加1：
・航空・鉄道事故調査委員会発
足の契機

・教訓5は、設備撤去を見逃した
幸運的要素あり

・教訓1、2は、休日にもかかわ
らず出勤していた幸運的要素あ
り

・発生日時、場所は、幸運的要
素あり

・早朝に起こったことは、幸運的
要素あり
・福岡市長は過去に同様の事
故を経験しており、その経験が
活かされた可能性あり

・事故報告書には、不適合事項
だけではなく、今後の教訓を幅
広く抽出するためには、良好事
例も含めるべき
・事故報告書には、発生年月日
の曜日を入れるべき

追加4事例

気付き事項

提言事項

当初の3事例

包
括
的
教
訓

Ⅰ
　
事
前
の
対
応

Ⅱ
　
緊
急
時
の
対
応

Ⅲ
　
事
故
後
の
対
応
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はやぶさの帰還 ハドソン川不時着 アポロ13号の帰還 美浜2号機蒸気発生器事故 福知山線列車脱線事故 信楽高原鐡道列車衝突事故 博多駅前道路陥没事故

①専門能力、ノンテクニカルスキル能力の醸成
教訓3：
レジリエンス能力を有するメン
バー

教訓2：
マニュアル外対応能力を有する
メンバー

教訓3：
緊急時に手順書作成能力を有
するメンバー

追加1：
・安全会議の設置（社長をトップ
とし、事故防止対策を協議，信
楽高原鐡道安全報告書2015年
度版）

②能力発揮のための組織環境の整備
教訓1：
加点評価

教訓1：
コンサルタント職の人事配置の
適正化

③ゴールの共有
教訓2：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
現場の早期判断
教訓2：
安全最優先の復旧工事

④緊急時体制の強化
教訓4：
能力が発揮できる組織

教訓4：
緊急時対応に専念できる体制

教訓5：
指揮命令のシンプル化
教訓6：
24時間体制の確立

教訓2：
第三者の視点の投入

教訓2：
災害救急医療情報システムの
整備
教訓5：
現場主導の指揮命令系統の確
立
教訓6：
トリアージタグの使用

教訓5：
ヘリコプターによる重症者の搬
送

教訓4：
早期の災害復旧

⑤緊急時対応訓練の充実

教訓3：
厳しい訓練（自律的な役割分
担）
教訓5：
厳しい訓練（耐ストレス）

教訓4：
厳しい訓練（反復訓練）

教訓4：
大規模災害経験を踏まえた医
療活動訓練

追加2：
・合同訓練の実施（鉄道・消防
め警察などの連携強化，信楽高
原鐡道安全報告書2015年度
版）

⑥緊急時を想定したハード・ソフト対策の充実
教訓5：
冗長機能の追加

教訓2：
緊急対策室の二重化

教訓3：
相互乗り入れ運用の廃止
教訓4：
安全設計車両の導入

⑦緊急時における人間特性の理解とマニュアル化
教訓7：
人間特性の理解

追加3：
・異常時のマニュアル対応の強
化（マニュアルに関する教育・訓
練，信楽高原鐡道安全報告書
2012・2015年度版）

⑧周辺組織、個人の柔軟な対応

教訓1：
近隣企業、一般市民による救護
活動
教訓3：
近隣住民の非常ボタンによる緊
急停止

教訓1：
初期消火の実施

⑨情報公開の徹底
追加1：
・情報公開の徹底（会長指示に
よるプラントデータの公開）

教訓3：
ホームページ、ブログなどでの
情報発信

⑩教訓の風化防止
追加1：
・事故機の展示（シャーロット）

追加2：
・安全教育の充実
追加3：
・蒸気発生器保管庫の展示（美
浜発電所）

追加1：
・安全教育の充実
追加2：
・事故現場の保存（尼崎）
・事故車両の保存

教訓2：
資料館の設置（信楽）
追加1：
・航空・鉄道事故調査委員会発
足の契機

・教訓5は、設備撤去を見逃した
幸運的要素あり

・教訓1、2は、休日にもかかわ
らず出勤していた幸運的要素あ
り

・発生日時、場所は、幸運的要
素あり

・早朝に起こったことは、幸運的
要素あり
・福岡市長は過去に同様の事
故を経験しており、その経験が
活かされた可能性あり

・事故報告書には、不適合事項
だけではなく、今後の教訓を幅
広く抽出するためには、良好事
例も含めるべき
・事故報告書には、発生年月日
の曜日を入れるべき

追加4事例

気付き事項

提言事項

当初の3事例

包
括
的
教
訓

Ⅰ
　
事
前
の
対
応

Ⅱ
　
緊
急
時
の
対
応

Ⅲ
　
事
故
後
の
対
応

9	

・周辺組織、個人の　	
  柔軟な対応	
・情報公開の徹底	
・教訓の風化防止	
	

を追加で導出	

a ゴールの共有	

b 専門能力、ノンテクニカル能力の醸成	

c 能力発揮のための組織環境の整備	

d 緊急時体制の強化	

e 緊急時対応訓練の充実	

f 緊急時を想定したハード対策の充実	

g 緊急時における人間特性の理解と	

マニュアル化	

h 周辺組織、個人の柔軟な対応	

i 情報公開の徹底	

j 教訓の風化防止	
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はやぶさの帰還 ハドソン川不時着 アポロ13号の帰還 美浜2号機蒸気発生器事故 福知山線列車脱線事故 信楽高原鐡道列車衝突事故 博多駅前道路陥没事故

①専門能力、ノンテクニカルスキル能力の醸成
教訓3：
レジリエンス能力を有するメン
バー

教訓2：
マニュアル外対応能力を有する
メンバー

教訓3：
緊急時に手順書作成能力を有
するメンバー

追加1：
・安全会議の設置（社長をトップ
とし、事故防止対策を協議，信
楽高原鐡道安全報告書2015年
度版）

②能力発揮のための組織環境の整備
教訓1：
加点評価

教訓1：
コンサルタント職の人事配置の
適正化

③ゴールの共有
教訓2：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
現場の早期判断
教訓2：
安全最優先の復旧工事

④緊急時体制の強化
教訓4：
能力が発揮できる組織

教訓4：
緊急時対応に専念できる体制

教訓5：
指揮命令のシンプル化
教訓6：
24時間体制の確立

教訓2：
第三者の視点の投入

教訓2：
災害救急医療情報システムの
整備
教訓5：
現場主導の指揮命令系統の確
立
教訓6：
トリアージタグの使用

教訓5：
ヘリコプターによる重症者の搬
送

教訓4：
早期の災害復旧

⑤緊急時対応訓練の充実

教訓3：
厳しい訓練（自律的な役割分
担）
教訓5：
厳しい訓練（耐ストレス）

教訓4：
厳しい訓練（反復訓練）

教訓4：
大規模災害経験を踏まえた医
療活動訓練

追加2：
・合同訓練の実施（鉄道・消防
め警察などの連携強化，信楽高
原鐡道安全報告書2015年度
版）

⑥緊急時を想定したハード・ソフト対策の充実
教訓5：
冗長機能の追加

教訓2：
緊急対策室の二重化

教訓3：
相互乗り入れ運用の廃止
教訓4：
安全設計車両の導入

⑦緊急時における人間特性の理解とマニュアル化
教訓7：
人間特性の理解

追加3：
・異常時のマニュアル対応の強
化（マニュアルに関する教育・訓
練，信楽高原鐡道安全報告書
2012・2015年度版）

⑧周辺組織、個人の柔軟な対応

教訓1：
近隣企業、一般市民による救護
活動
教訓3：
近隣住民の非常ボタンによる緊
急停止

教訓1：
初期消火の実施

⑨情報公開の徹底
追加1：
・情報公開の徹底（会長指示に
よるプラントデータの公開）

教訓3：
ホームページ、ブログなどでの
情報発信

⑩教訓の風化防止
追加1：
・事故機の展示（シャーロット）

追加2：
・安全教育の充実
追加3：
・蒸気発生器保管庫の展示（美
浜発電所）

追加1：
・安全教育の充実
追加2：
・事故現場の保存（尼崎）
・事故車両の保存

教訓2：
資料館の設置（信楽）
追加1：
・航空・鉄道事故調査委員会発
足の契機

・教訓5は、設備撤去を見逃した
幸運的要素あり

・教訓1、2は、休日にもかかわ
らず出勤していた幸運的要素あ
り

・発生日時、場所は、幸運的要
素あり

・早朝に起こったことは、幸運的
要素あり
・福岡市長は過去に同様の事
故を経験しており、その経験が
活かされた可能性あり

・事故報告書には、不適合事項
だけではなく、今後の教訓を幅
広く抽出するためには、良好事
例も含めるべき
・事故報告書には、発生年月日
の曜日を入れるべき

追加4事例

気付き事項

提言事項

当初の3事例

包
括
的
教
訓

Ⅰ
　
事
前
の
対
応

Ⅱ
　
緊
急
時
の
対
応

Ⅲ
　
事
故
後
の
対
応

9	

•  教訓の活用時期
に応じて3分類	

Ⅰ　事前の対応	
　①専門能力、ノンテクニカルスキル能力の醸成	

　②能力発揮のための組織環境の整備	

Ⅱ　緊急時の対応	

　③ゴールの共有	

　④緊急時体制の強化	

　⑤緊急時対応訓練の充実	

　⑥緊急時を想定したハード・ソフト対策の充実	

　⑦緊急時における人間特性の理解とマニュアル化	

　⑧周辺組織、個人の柔軟な対応	

Ⅲ　事故後の対応	
　⑨情報公開の徹底	

　⑩教訓の風化防止	
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9	

はやぶさの帰還 ハドソン川不時着 アポロ13号の帰還 美浜2号機蒸気発生器事故 福知山線列車脱線事故 信楽高原鐡道列車衝突事故 博多駅前道路陥没事故

①専門能力、ノンテクニカルスキル能力の醸成
教訓3：
レジリエンス能力を有するメン
バー

教訓2：
マニュアル外対応能力を有する
メンバー

教訓3：
緊急時に手順書作成能力を有
するメンバー

追加1：
・安全会議の設置（社長をトップ
とし、事故防止対策を協議，信
楽高原鐡道安全報告書2015年
度版）

②能力発揮のための組織環境の整備
教訓1：
加点評価

教訓1：
コンサルタント職の人事配置の
適正化

③ゴールの共有
教訓2：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
ゴールの共有

教訓1：
現場の早期判断
教訓2：
安全最優先の復旧工事

④緊急時体制の強化
教訓4：
能力が発揮できる組織

教訓4：
緊急時対応に専念できる体制

教訓5：
指揮命令のシンプル化
教訓6：
24時間体制の確立

教訓2：
第三者の視点の投入

教訓2：
災害救急医療情報システムの
整備
教訓5：
現場主導の指揮命令系統の確
立
教訓6：
トリアージタグの使用

教訓5：
ヘリコプターによる重症者の搬
送

教訓4：
早期の災害復旧

⑤緊急時対応訓練の充実

教訓3：
厳しい訓練（自律的な役割分
担）
教訓5：
厳しい訓練（耐ストレス）

教訓4：
厳しい訓練（反復訓練）

教訓4：
大規模災害経験を踏まえた医
療活動訓練

追加2：
・合同訓練の実施（鉄道・消防
め警察などの連携強化，信楽高
原鐡道安全報告書2015年度
版）

⑥緊急時を想定したハード対策の充実
→緊急時を想定したハード・ソフト対策の充実

教訓5：
冗長機能の追加

教訓2：
緊急対策室の二重化

教訓3：
相互乗り入れ運用の廃止
教訓4：
安全設計車両の導入

⑦緊急時における人間特性の理解とマニュアル化
教訓7：
人間特性の理解

追加3：
・異常時のマニュアル対応の強
化（マニュアルに関する教育・訓
練，信楽高原鐡道安全報告書
2012・2015年度版）

⑧周辺組織、個人の柔軟な対応

教訓1：
近隣企業、一般市民による救護
活動
教訓3：
近隣住民の非常ボタンによる緊
急停止

教訓1：
初期消火の実施

⑨情報公開の徹底
追加1：
・情報公開の徹底（会長指示に
よるプラントデータの公開）

教訓3：
ホームページ、ブログなどでの
情報発信

⑩教訓の風化防止
追加1：
・事故機の展示（シャーロット）

追加2：
・安全教育の充実
追加3：
・蒸気発生器保管庫の展示（美
浜発電所）

追加1：
・安全教育の充実
追加2：
・事故現場の保存（尼崎）
・事故車両の保存

教訓2：
資料館の設置（信楽）
追加1：
・航空・鉄道事故調査委員会発
足の契機

・教訓5は、設備撤去を見逃した
幸運的要素あり

・教訓1、2は、休日にもかかわ
らず出勤していた幸運的要素あ
り

・発生日時、場所は、幸運的要
素あり

・早朝に起こったことは、幸運的
要素あり
・福岡市長は過去に同様の事
故を経験しており、その経験が
活かされた可能性あり

・事故報告書には、不適合事項
だけではなく、今後の教訓を幅
広く抽出するためには、良好事
例も含めるべき
・事故報告書には、発生年月日
の曜日を入れるべき

気付き事項

提言事項

当初の3事例

包
括
的
教
訓

Ⅰ
　
事
前
の
対
応

Ⅱ
　
緊
急
時
の
対
応

Ⅲ
　
事
故
後
の
対
応

追加4事例

•  包括的な教訓を眺めることによって、	

　　　新たな個別の教訓を見つけることが	
	
　　　できた	
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良好事例から教訓を抽出し、 
一般的教訓を導出するための分析手順	

ステップ 1: 	
　過去の事例からヒューマンファクタの視点で良好事例の抽出を試みる。対象とする
事象の選択では、緊急時からの回復で有名となった事例や組織事故として有名にな
った事例など、成功した事例を含みかつ比較的事故の経緯が詳細に記述されている
事例を取り上げる。	
ステップ 2: 	
　分析では、良好事例教訓シートに記載されたガイドワードに沿って分析し、個別の
教訓を抽出する。 	
ステップ 3: 	
　ステップ 2 の分析で抽出された個別の教訓から共通化できる教訓を導き出す。 	
ステップ 4:	
　ステップ 3 の分析で抽出された共通化した教訓を、発生時期に応じて対応前の準備
、緊急時対応、事故後対策の3種類にカテゴライズする。	
ステップ 5: 	
　ステップ4で抽出された共通化した教訓を、既に分析した事例にフィードバックして再
度分析することにより、新たな個別の教訓を見出すことが可能となる。 	
ステップ 6: 	
　新たな事例の分析の際は、これまでのステップで抽出された共通化した教訓や個
別の教訓を参考にすることにより、容易にかつ網羅的に分析することができる。	
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10	

【まとめ】	
•  事例4件を追加分析することで、包括的な教訓を新たに

3項目導出することができた（合計10項目）	
•  教訓の活用時期に応じて、3つに分類した	
•  包括的な教訓項目から、情報を探しに行くというアプロ

ーチも有用と考えられる	
	
	
【今後の課題】	
•  事故に至らないように、またリカバリー措置をとりなが

ら当り前の様に進めている多くの日常業務活動の中か
らいかに良好事例を見つけ出すかが課題となる	
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