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安全・安心シリーズ

社会技術システムの安全を考える
Study on Safety of Socio-technical Systems

吉澤　厚文
Yoshizawa  Atsufumi

変化する社会技術システムの安全を確保する概念として，リスクを低減するSafety-I並びに成功を拡張す
るSafety-IIという2種類が提言されている。また，Safety-IIを具現化する手法としてレジリエンスエンジ
ニアリングが提唱されている。本稿は，これまで失敗や過誤に注目して分析されてきた福島第一原子力発電
所事故対応の「機能の回復」に寄与した側面に着目し，レジリエンスエンジニアリングを用いて3号機の注
水回復の事例を分析した。その結果から，既存の事故調査の事故対応の捉え方と異なった視点をもつ安全性
向上の学習の在り方を明らかにした。

The two approaches as the concepts to ensure safety of the changing socio-technical systems 
have been proposed, such as “Safety-I” to reduce risks and “Safety-II” to expand successes.  The 
resilience engineering is suggested as the methodology to achieve Safety-II.  The study analyzes the 
recovery of the water injection of Unit 3 based on the resilience engineering, focusing on the fact 
that Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant prevented further deterioration of the accident case, 
rather than the aspect that it has been evaluated for extracting risk factors. Based on those results, 
the study clarifies the method of learning. 
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1　はじめに
1.1　社会技術システムの安全の考え方

現代社会を支えている，エネルギー，輸送，金
融，通信などのさまざまな工学システムは，社会
技術システム（socio-technical system）と称
され，技術に基盤を置く機械的サブシステムと，
その運用を担う個人や組織に由来する社会的サブ
システムの両者から構成されている。社会技術シ
ステムの安全には，ISO/IEC Guide 511）の「安
全とは許容不可能なリスクがないこと」という定
義が広く用いられ，リスクを同定し，許容可能な
レベルまで除去または減少させる努力が行われて
いる。そのため，「事故」はリスクの所在が顕在
化された事象と位置付けられ，事故原因の同定と
再発防止に関わる学習がなされてきた。

1.2　福島第一原子力発電所事故と残余のリスク
2011年に発生した東日本大震災に端を発し

た東京電力（株）（以下，東電）福島第一原子力
発電所事故（以下，1F事故）を受け，東京電力
福島原子力発電所における事故調査・検証委員会

（以下，政府事故調）は，その最終報告の中で
「リスク認識の転換を求める提言」を行ってお
り，広域にわたり甚大な被害をもたらす事故・災
害の場合には，発生確率にかかわらずしかるべき
安全対策・防災対策を立てておくべきである，と
指摘している2）。すでに現在の社会技術システム
のすべてのリスクを同定することは困難であると
の指摘も多くなされているように3），リスクが顕
在化しないよう「未然防止」に注力しつつも，

「残余のリスク」が顕在化し，社会技術システム
がダメージを受けた際に必要とされる事故の「拡
大防止」および「回復力の向上」の視点に基づく
安全の確保も必要である。
「失敗」に着目してきたこれまでの事故からの

学習では，事故が発生した後の拡大防止や回復過
程における教訓は個人や組織の暗黙知として埋没
し，緊急時対応力を高めるための学習としての活
用がなされてこなかった。政府事故調も指摘して
いる現場の踏ん張りはどこからきているのか，本
稿は「拡大防止」や「回復力の向上」に寄与した
行為群に着目し，安全のさらなる向上について述
べる。
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2　新たな安全概念とその具現化手法
2.1　Safety-IとSafety-IIの安全概念4）

事故を未然に防ぐことは重要である。しかし，
前章で述べた通り設計で想定していた状況を超え
る事象が起こり得ることも想定した，安全の確保
も求められる。組織安全研究のパイオニアの一人
であるHollnagelは，リスク低減型の安全概念
を“Safety-I”と定義した上で，新たな安全の概
念である，“Safety-II”という異なる定義を提言
し，それを具現化する手法としてレジリエンスエ
ンジニアリングを提唱している。Safety-IIの安
全の目標は，システムはすべて理解できないこと
を前提に，成功を増やすことで達成されるもの
で，安全を「変化する条件下で成功する能力」で
あると定義し，リスクのない「状態」としての安
全とは異なり，「能力」という能動的な定義と
なっている点が特徴である。

このように，安全の定義が異なるSafety-Iと
Safety-IIでは，その概念を表すいくつかの重要
な相違点が挙げられている。Safety-Iでは，
PRA（Probabilistic Risk Analysis）に代表さ
れるように，システムの挙動は理解できることが
基本となっていることから要素に分解可能であ
り，問題は因果律に従いなんらかの原因の帰結と
して発生（resultant）するものであると考え
る。しかし，Safety-IIでは，システムの挙動は
完全に理解できず，結果は因果律ではなく，ある
時点で存在したパターンとして発現（emergence）
したものであると考える。また，結果は特定の要
素や機能へと遡ることができないもので，成功や
失敗といった結果はその要因に違いがあるわけで
はないと想定されている。したがって，問題がど
のように発生するかを理解するためには，上手く
いっている行動を理解することが必要であり，そ
の行動の源泉となる人は，システムの柔軟性とレ
ジリエンスの必要資源であると位置づけられる。

2.2　レジリエンスエンジニアリングとは5）

Safety-IIを具現化する手法として提唱されて
いるレジリエンスエンジニアリングとは，システ

ムに「想定された条件や想定外の条件の下で要求
された動作を継続できるために，自分自身の機能
を，条件変化や外乱の発生前，発生中，あるいは
発生後において調整できる本質的な能力：レジリ
エンス」を獲得するための方法論として位置付け
られ，そのために，良好事例への着目と，以下の
4つのコア能力を重視している。

Learning：何が起こったのか，すなわち失敗
と成功双方を含むさまざまな事例から，より高い
安全を実現するために必要な事項を「学習」する
能力。

Responding：何をすべきか，すなわち混乱
や外乱にどのように「対処」すべきかを知ってお
り，現在直面している状況を処理する能力。

Monitoring：何を注視すべきか，すなわち，
直近の脅威またはそれになりそうなものを適切に

「監視」できる能力。
Anticipating：何を予期すべきか，すなわち

未来の時点で生じうる変化，混乱，圧力，および
これらの結果などによってもたらされる事象の進
展，脅威，好機などを適切に「予見」できる能
力。

3　1F事故の3号機の分析結果6）

3.1　3号機事故の概要
1F事故は，原子炉の安全を確保する「止め

る」，「冷やす」，「閉じ込める」機能のうち，「冷
やす」，「閉じ込める」が十分に機能しなかった事
故である。原子炉は，停止した後も崩壊熱が発生
することから，継続して「冷やす」ことが必要だ
が，この機能を維持できなかったことにより，過
酷事故に至り，大量の放射性物質を放出してい
る。しかし，「冷やす」機能は，失われた状態か
らさまざまな対処によって機能を回復し，現在に
至っている。

本稿では，評価の具体的事例として3号機の暫
定的な注水機能回復までの対処を取り上げる。3
号機は，東日本大震災による地震及び津波によ
り，全交流電源が喪失したが，生き残った直流電
源（バッテリー）により高圧注水機能をもつ機器
を運転することで「冷やす」機能を維持した。し
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かし，使用していたバッテリーはいずれ枯渇する
と予見されていたため，バッテリーの延命策と代
替の注水手段の確保を並行して実施した。この
バッテリーの延命策によって，高圧注水機能を長
期間維持できた。

だが，原子炉の圧力の低下に伴い，高圧注水系
のタービンに機器破損が懸念される運転領域に
至ったことから，これ以上機器を運転し続けるこ
とは危険と考えた運転員は，原子炉を減圧して低
圧の注水に切り替える判断をし，高圧注水機能を
もつ機器を停止した。しかし，低圧の注水に切り
替えるために必要な減圧が，バッテリーの容量不
足から実施できなかったため，すぐに切り替えが
行えず，原子炉への注水が途絶える結果となり，
過酷事故に発展した。

一方，そのような状況下にありながらも，車の
バッテリーの流用など直流電源（バッテリー）の
復旧等は実施され，減圧が可能となった。また，
アクシデントマネジメントで予め用意された設備
を利用し，津波により建屋近傍に溜まった海水を
水源にして，消防車による建物外部から注水系統
が確立され，原子炉の「冷やす」機能が回復に
至っている。

3.2　回復等に寄与した行為群の分析結果
本事象において，「冷やす」機能の維持・回復

による事故の拡大防止，回復力の向上に寄与した
行為群は，行為群①：高圧注水系の長時間維持，
行為群②：低圧代替注水系の確立，行為群③：原
子炉減圧の実施，であった。本稿では，紙面の関
係上この中の行為群②についてレジリエンスエン
ジニアリングの分析について述べる。
表1に示したように津波によるシステムのダ

メージは大きく，「冷やす」機能の回復には，表
2に示すとおり4つの能力が発揮されている。
「学習」では，設備の仕様に代表される長期的

に蓄積された知識や経験，消防車や海水の注入に
代表される直前に実施された他号機での事故対応
からの学習が，有効に働いていたと考えられる。
また，「予見」や「監視」では，学習に基づく機
器復旧の見通しの判断，水源選択に見られる様々

な選択肢の考案や，リスク認識にその能力が発揮
されている。特に，本事例では，「対処」できる
選択肢すべてにリスクが伴っていた。機器として
の信頼性が高い高圧注水系を継続使用するか，減
圧をして相対的に信頼性が低い低圧代替注水に切
り替えるのかの判断や，「冷やす」機能を回復す
るために原子炉に腐食環境や不純物を持ち込む海
水を注入する判断などは，その典型例である。事
故対応の評価においては，このような背景も理解
する必要がある。

表1　3号機原子炉への注水システムの状況

機能目的 名称／表記
交流電
源不要

津波後の機能＊

高圧注水
高圧注水系／ HPCI ○ 直流電源で動作

原子炉隔離時冷却系／
RCIC

○ 直流電源で動作

高圧系代替注水
制御棒駆動系／ CRD 機能喪失

ホウ酸水注入系／ SLC 電源喪失

減圧 逃がし安全弁／ SRV ○ 直流電源で動作

低圧注水
炉心スプレイ系／ CS 機能喪失

残留熱除去系／ RHR 機能喪失

低圧系代替注水

復水補給水系／ MUWC 電源喪失

消火系（電動駆動）／ FP 機能喪失

消火系（ディーゼル駆動）／
DDFP

○
直流電源で動作
ディーゼル駆動

自衛消防 消防車 ○

エンジンにて動
作，このうち1
台のみ3号機で
使用可能

東電事故調，政府事故調より作成 ＊  機能喪失は電源以外
の設備機能の喪失を
示す

表2　レジリエンスエンジニアリング4能力分析

4能力 発揮された能力

学習
Learning

減圧操作を開始する前に低圧代替注水の系統を確立
させる消防車を使った海水注入も有効である（1号機
からの学習，創発）

予見
Anticipating

圧力が十分下がらない可能性があり，注水圧力をで
きるだけ上げる必要がある
淡水だけでは利用可能な備蓄量が十分ではなく，海
水を利用する可能性がある

監視
Monitoring

DDFPの動作確認，低圧系代替注水のライン構成監
視（通信手段使用不可）
利用可能な淡水容量の確認

対処
Responding

DDFPでは注入圧力が低いと考え，消防車を直列に
つなぐための手配を実施
始めは海水を水源としたライン構成を行い，（官邸か
らの）指示により淡水を水源としたラインに変更
理由：使用できる淡水があった，ホウ酸水を入れる
には淡水が有利，水源を海水に切り替える時間的想
定が可能（1号とは異なる）
水源として様々な選択肢を検討

（ろ過水タンク貯蔵水，防火水槽，貯水池の水，技能
訓練センター訓練プール水，取水口のマンホールか
らの海水，自衛隊タンクローリー，逆洗弁ピットな
どに溜まった海水）
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4　考察6）， 7）

4.1　本稿と既存の事故調査による教訓の違い
一般的に，事故調査報告書は，事故からの学習

に必要な重要な教訓が形式知化されたドキュメン
トであり，さまざまな組織で活用される。しか
し，政府事故調を含め，それらはSafety-Iの概
念に基づいており，図1に示す通り，3号機の事
故対応に対する指摘は，ミス等のエラー，準備不
足，適切でなかった対応，といった「人」を「安
全を脅かす危険要因」とする教訓である。

一方，前章で示したとおり，Safety-IIの概念，
すなわち成功に着目し，対処に至った背景をレジ
リエンスエンジニアリングに基づき評価した結果
では，機械的サブシステムがダメージで機能せ
ず，テンプレートとなる手順も完全に使えない
中，対応を考え実行していたのは人であった。す
なわち，人は「システムの柔軟性とレジリエンス
の必要資源」と位置づけることが妥当である。

4.2　Safety-IIの意義
前節の教訓は一見矛盾しているように見える

が，それぞれの安全の考え方によって着目する行
為群が異なることにより，人に対する違った局面
が示された結果であろう。Hollnagelも指摘して
いるが，もともとSafety-IとSafety-IIはいずれ
も安全を確保するために必要な概念であり，対立
するものではなく，相補的なものと理解する必要

図1　Safety-IとSafety-IIによる学習・教訓の違い

がある4）。
このように事故からの回復に着目し，その中で

発揮された人の能力という新たな視点の提供が，
Safety-IIの概念活用の有用性の一つである。ま
た，レジリエンスエンジニアリングの4能力を用
いて評価することにより，回復等に寄与した対処
がどのような能力の発揮により実施されていたの
かをより具体的に理解することが可能となり，リ
スクの低減と合わせて活用することで，組織にレ
ジリエンスをもたらすことに貢献するものと考え
る。

人の持つポテンシャルを，ヒューマンエラー防
止といった面（Safety-I）のみならず，ヒューマ
ンパフォーマンスを高める（Safety-II）こと
に，本稿が役立てば幸いである。
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