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福島第一原発事故の影響と現状，これから（その 5）

原子力安全とレジリエンスエンジニアリングについて
Resilience Engineering to Accomplish the Nuclear Safety

山田

基幸

Yamada Motoyuki

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故の後，原子力安全の分野ではレジリエンスエンジニアリング（RE）
の有効性が提唱されている。原子力・放射線部会では日本の RE の第一人者である北村正晴先生（東北大学
名誉教授，
（株）テムズ代表取締役所長）から講演をいただき内容を教示いただいた。原子力・放射線部門の
みならず，この内容は参考になると考えられるので，先生の講演から RE の意義を紹介したい。
After the Fukushima-Daiichi NPP accident, the effectiveness of the Resilience Engineering（RE）in
the field of nuclear safety has been proposed.  In Nuclear and Radiation dept.（NR）, we were lectured
the RE from Dr. Masaharu Kitamura（the guru and teacher of Japanese RE）who is also Tohoku
University Professor Emeritus, and the TEMS’
s president.  For not only NR engineer, the significance
of RE would like to be introduced widely.
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はじめに

応例として次のような事例があった。
・事例 1：JR 東日本仙石線で，ルールに定めら

原子力に対する不安感は，技術一般に対する不

れた指定避難場所ではなく，
「ここは高台だか

安感が底流にあって，その上に原子力の不安感が

ら車内にいた方が安全」との言葉に従ったケー

のっているという構造と考えられる。

スでは，電車の周辺は水没したが全員が助かっ

技術一般に対する不安感に関しては，最近の技
術システムの複雑化に伴い新しいタイプのリスク

た。この例からは，事態推移を予見し柔軟に対
処することの重要性が窺える。

（システミック・リスクと呼ばれる）が出現して
きており，従来型の安全工学を超える方法論を考
える必要があるのではないかという視点から，欧
米の研究者を中心に「レジリエンスエンジニアリ
ング」という新しい安全の方法論が急速に発展し
てきている。
レジリエンス（resilience）という言葉は「弾
力性」「復元力」という意味の英語であるが，自
然災害に直面した際の，稼働持続と回復にも通じ
るものがある。これを体系的に，実現する方法論

写真 1

北村正晴先生の講演

をまとめたものがレジリエンスエンジニアリング

・事例 2：東北地方整備局では，地震発生直後に

（RE） と い い，RE の 応 用 に よ り， 後 述 す る

ルールに基づく手順ではなく，ヘリに緊急離陸

Safety-Ⅱが実現され，従来の安全では足りな

を指示。ヘリパイロットから，大津波情報，被

かったものを補っている。

害の深刻さの情報第一報入手。この情報をベー
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スに緊急啓開＊1 体制を構築するという対処策

東日本大震災での緊急措置対応の事例

震災によって見舞われた災禍の中で，通常から
逸脱した状況の回復に向け取られた，緊急時の対

8

をとり，さらに整備局職員を被災自治体に派遣
＊ 1：
「啓開」とは，

“障害物を取り除き，道路や航路など
が通行できるようにすること”である。
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し情報連絡等のリエゾン活動に従事させた。

ステム動作を継続させることが「望ましい」ので

・事例 3：石巻日赤病院では，全職員が速やかに

あり，この視点では「うまくいったこと」の探究

大被害を予見し，トリアージおよび治療準備を

が求められる。外乱による動作の劣化を抑止し

実施した。通常緊急来院は日に 60 件程度のと

早期回復を図ることという点では，Business

ころ，震災 2 日後には 1 日 1 251 人の急患

Continuation Management（BCM） と 通 じ

来院となった。医療法では増床には新たな許可

るものがあるが，Safety-Ⅱは異常時のみならず

が必要であるが，増床措置で対処した。また，

平常時の変動への対応にも関連している点が異

情報伝達経路が機能せず，避難所の状態が不明

なっている。

であったが，能動的に情報収集を行い，来院患
者の状況を予見した。
これらの事例が示す回復に向けた「望ましい対
応」には，的確な予見，緊急対処の提案，
「復旧」

10,000回に
1回の失敗事例
詳細に吟味さ
れ教訓抽出

から「啓開」への対処変更，人員・機材（リソー

10,000回に
9,999回の良好事例
詳細吟味の対象外・・・
これで良いのか？

ス）確保，能動的な情報収集の決断が要素として
含まれている。
そもそも「安全」が実現できる条件というもの

図1

は明確ではなく，また，安全が危険のないことの

安全が高いレベルに達したシステムでの安全 4
向上策（講演会資料より引用，一部編集）

証明でもないことから，「安全とは何か？」の未

「想定されている」業務（Work-As-Imagined：

定義な議論に対して，如何に安全を確保するのか

WAI）と「実行されている」業務（Work-As-Done：

の方策について混乱が生じている可能性がある。

WAD）は同じではなく，WAD には調整が常に

従来の失敗に着目し改善することによる「失敗着

存在しているという指摘も重要である。現実には

目型」安全ではなく，人間・機械系としての「シ

WAI の通りにならないことが往々にして起こり

ステム安全」を重視することや人間の認知特性や

うる。安全を徹底的に追求する航空機の整備での

心理学，組織心理学などの面からも考察を高度化

分野でも，WAD が WAI とは違う形でなされて

し，失敗事例だけでなく，成功事例にも着目した

いるという調査事例もあるほどで，マニュアルの

考察の必要性が注目され，これらの背景から，

捉え方には柔軟さがある。

RE が登場してきた（図 1 参照）。
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Safety-Ⅰと Safety-Ⅱ

対象システムもそのシステムを囲む環境も変化
を続けており，変化していることが常態であるこ
とから，想定通りにならずに不完全な情報の下で

安全を 2 つの側面から捉え，固定的な状態を

の判断で対応することとなる。完全情報であれば

目指す安全を Safety-Ⅰ，動的な危機回避や外乱

意思決定は楽であるがそうはいかない。常に環境

対応まで視野に入れて動作の継続を目指す安全を

が変化していることから，平常時であっても現状

Safety-Ⅱと定義する考え方が提唱されている。

維持を続けていくと，むしろ失敗へドリフトし始

Safety-Ⅰの考えの下では，例えば原子力発電所

めている可能性が高いとも考えられる。

の各装置，施設構造やその特性は確定的であり，

完全な形（望ましい安全性）を固定的に考えず，

期待される人間の行動も定められた手順通りとさ

常に生じる外乱に適切に対応する能力の重要性を

れている。この視点では「うまくいかなかったこ

強調した概念として Safety-Ⅱがあり，これを実

と」の原因究明と再発防止が基本になる。

現する方策が RE である。

一 方，Safety-Ⅱ の 視 点 で は， シ ス テ ム（ 及
びその環境）は不変ではなく変化を続けているこ
とを前提としている。その変化に対応しつつ，シ

4

新しい安全の実現法～RE

RE は次の基本 4 能力が必要になる（図 2 参
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照）。

ましい」事例が見られている（図 3 参照）
。

・能 力 1：対処できる（Responding）：今直ち

・事例 1：
（人身安全）地震発生時，放射線管理

に何をすべきか知っている。

区域内には約 2 400 名が入域中であり，通常

・能力 2：監視できる（Monitoring）：対処に夢

の退域手続きを遵守していたのでは迅速に避難

中にならずに事態の進行を何に注意を払って監

できなかったはずである。実際には手続き省略

視すべきか知っている。実データを見ながら兆

という「対処」を採ることで迅速な退域がなさ

候を察知する。

れている。

・能力 3：予見できる（Anticipating）：さらに

・事例 2：
（タンカーの沖出し）タンクに重油を

この先どのような脅威と好機が出現しうるかを

入れるためタンカーが港に停泊，給油中に被災

知っている。

した。実は 2 日前に地震があり，津波襲来時

・能力 4：学習できる（Learning）：過去の成功

の手順を予め「学習」しており，即座の判断と

と失敗からどんな教訓を引きだすのか知ってい

優れた操船によりタンカーは間一髪港湾を脱出

る。

した。遅れていたら，タンカーは陸に打ち上げ

また，4 つの能力を機能させるための 4 つの

られ火災が起きていた可能性が大きかった。

要件は次の通り。

・事 例 3：
（5，6 号機水素爆発の未然防止）5

・要件 1：変化への「気づき」

号機での水素爆発も「予見」されたため 5，6

・要件 2：リソース（装置，機材，物資，人員な

号機の建屋にベントホールの工事を計画した

ど）の確保，配備，運用

が，不慣れな東電社員で行おうとしたところ，

・要件 3：受動的＋能動的（プロアクティブ）対

地元工務店の所長が自発的に作業を引き受け

応の重視。プロアクティブな対応には犠牲を伴

た。これまでの信頼関係による業務を超えた協

う判断を，事後的に責めない文化が組織にも必

力があった。

要

他にも，
免震重要棟（中越沖地震の教訓を反映，

・要件 4：失敗事例だけでなく良好事例も対象と
した学習

現場指揮所として極めて重要であった）や注水用
の配管経路ラインアップはプロアクティブな対応
であったこと，また，一度は撤退した作業員の現
場復帰や必要な機器の発電所間協力といったリ
ソースの確保に係る対応もなされている。

Copyright©2011 M. Kitamura
図2
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 E に求められる 4 つの能力と能力を機能させるための
R
要件（講演会資料より引用）

RE による原子力発電所の対応分析

東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故は，

図3

従来の事故調査の扱っている範囲，と今後扱うべき範囲
（講演会資料より引用）

また，他の発電所においても，福島第二原子力

「対処」，「監視」，「予見」，「学習」の点からみる

発電所における臨機応変な対応や資機材の調達に

と充分ではなく，これらはしっかりと分析・改善

より全号機の冷温停止を実現できたことや，女川

されなければならない。一方で，次のような「望

原子力発電所では，敷地高さが津波波高より高く
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設定したという設計段階での学習 ･ 予見，流入海

重要であり，それにより 4 つの機能が強化され，

水排除のためのポンプの揚程不足に対する中間的

レジリエントなシステムが実現するといえるので

一時貯留の対処，土嚢の必要性を予見したプロア

はないかと思われる。

クティブな対処などが見られている。

なお，
定められたルールの前提に対する変化や，

これらをエピソードで終わらせては知識として

前提を超えた変化に対する対応を的確に行うに

継承されにくくなるが，これらを RE の指針に

は，単にルールを無視してその場その場で考えれ

沿って体系化することで，例えばリソースの配分

ば良いわけではなく，なぜそのように定められて

や学習のあり方などに関して活用できることにな

いるのかの本質を理解した上での応用動作が求め

る。

られることになる。このため，ルールは盲目的に

6

RE と全体的安全

RE を支えるものとして，Technical skill（専

従うものでなく，その本質を理解しておくことが
重要であり，なぜかという視点を常に保つことが
大事なことではないかと考えられる。結局のとこ

門能力）は重要であり，また，Non-technical

ろ，この点は先生の講演に帰着するが，
「なぜか」

skill（コミニュケーションやチームリーダ等）も

と常に問いかけ学習する姿勢が求められるといえ

重要である。変動に前向きに挑む態度，責任感，

よう。

使命感といった姿勢，また，健康，リソースを含

また，
「対処する・しない」といったような，

めた作業環境を付加する必要もあるが，こういっ

0 か 1 かの極端な議論が原子力安全ではよく見

たものの総合として安全を達成することに繋が

受けられるように思われるが，リソースの運用と

る。エピソードや良好事例で終わらずに，方法論

して，たとえリソースが充分ではなくてリスクを

にくみ上げることが大事である。

完全に排除することができなくとも，可能な範囲

安全文化は日々の行動に実装されることが重要
になるが，予見できることはなにか，学習できる

でのリソースでリスクを効果的に軽減することを
考えていく必要がある。

ことはなにか，何を学べるかと考えることが，安

最後に，講演の最後で先生が述べられた「失敗

全文化につながると考えられる。「安全」につい

ばかり責めて陰鬱になるのではなく，良好事例に

ての定義は難しいものの，狭い「安全」に限定さ

も目を向けて褒めることで元気な安全を目指した

れない「望ましい」対応を考える必要がある。

い」は RE の意義を一言で言い表しているのでは

7

ないかと思われる。

報告者所感

RE の活用と有効性は原子力・放射線分野だけ

組織などのシステムの中でルールを定めて共有

に止まらないものであると考えられ，各技術分野

すると心理的には平穏をもたらすが，状況が大き

での参考になれば幸いである。さらに理解を深め

く変化した場合には，その変化に対して実感を

ようと考えられている読者には，北村先生が監訳

もって受け止めることがなかなかできないことが

されている書籍や解説されている学会誌等の資料

ある。組織の中の個々がもっているバイアスなの

が多数入手できるので，参考にされることをお勧

で，「組織などのシステム全体が，変化と対応を

めする。

形式知化して共有すること」が RE を実装するこ
とに繋がると理解した。もう少し具体化すると，
「環境や状態は常に変化」しており，そこでは
「WAD における調整」が働くことでうまくいっ
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基幸（やまだ

もとゆき）

技術士（原子力・放射線／
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ているが，その「水面下の成功」に目を向けるこ

原子力発電環境整備機構

とで得られる点を形式知化して体系化することが

e-mail：myamada@numo.or.jp

原子力・放射線部会幹事
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