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１．はじめに 

 

1.1 調査検討の動機と目的 

 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴った東京電力（株）福島第一原子力発電所事故

（1F事故）では，安全性が 優先される原子力発電所においても，大規模な自然災害に対す

る脆弱性と備えの不十分さが露呈した．本部会（日本原子力学会ヒューマン・マシン・シス

テム研究部会）が関連するヒューマンファクター（安全性を確保するための人間側の要因）

に関しても，プラントの状況認識，発電所内外での情報共有，意思決定，緊急時の対応，ま

た，日常の教育訓練，プラントの計装・制御設備や作業環境などにおいて，いわゆる政府事

故調や国会事故調などの各種報告書において多くの問題点がされた．それらの報告書で述べ

られた教訓や提言には，ヒューマンファクターの観点からは疑問に感じるものも含まれてお

り，また，全体的に非難的な記述が多いことに違和感を覚えていた． 

 そのような時期に日本原子力学会に「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委

員会」（学会事故調）が設置され，学会として事故の振り返りと原因調査や教訓の抽出が始

まった．近年，安全な運用が求められる業界においては，機器の信頼性向上とともに，『組織

事故を引き起こし，そして，それを防止するためにもヒューマンファクター（人的因子）が

重要な役割を担うのも当然の話である．』(1) のように，安全性確保のためにはヒューマンフ

ァクターが注目されるようになってきている．福島第一原子力発電所事故においても，現場

運転員，緊急対策室や東京電力本社でのプラントの状況認識，発電所内外での情報共有，緊

急対応における意思決定や作業環境，また，日常の教育訓練といったヒューマンファクター

に関する問題点が指摘されている．そこで本部会も学会事故調での事故調査に協力するため

に，「事故調査検討小委員会」（本委員会）を2012年9月19日に設置して約2年にわたって，

有志の委員により各種報告書で指摘されている事項を含めた事故に関する問題点について，

ヒューマンファクターの視点から検討を行った． 

 まだまだ調査や検討が不足している部分もあると思われるが，本報告書がヒューマンファ

クターに関連する事故の教訓を少しでも明らかにし，大規模システムにおける事故の未然防

止や事故時の被害軽減のための対策につながれば幸いと考えている． 

 なお，本調査検討の概要については，すでに学会事故調の 終報告書(2)の6.11.1節で報告し

ている． 

 

1.2 調査検討の方法と範囲 

 調査にあたっては公開の文書，報告書，データを参照して，できるだけ当事者の立場に立

って中立的にまた客観的に検討した． 

 本報告書をまとめている2014年12月においても周辺地域では放射能の影響がまだまだ続い

ており，事故後の長期的な対応におけるヒューマンファクターに関連した教訓も多数あると
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思われる．しかしながら，それらも含めた事象に対する網羅的な検討には長期間の検討が必

要であるために，ヒューマンファクターの観点から特に検討すべきであると考えられる以下

の項目に絞って，調査・検討を行った． 

 

1) 運転員によるプラント状態把握の状況 

・ 1号機，2号機：1号機水素爆発発生まで 

2) 発電所所員の行動 

・ 非常用復水器（IC）の動作状態の認識 

・ 3号機代替注水に関する不手際 

3) 情報伝達・情報共有における問題と対策， 

4) 組織の事故対応能力， 

5) 教育・訓練での課題，および， 

6) 原子炉運転操作および現場作業面からみた事故対応を遅らせた要因および改善案． 

 

 また，本報告書をまとめるにあたって，事故調査のあるべき姿についても意見交換がなさ

れ委員の一致した意見が得られたことから， 後の第8章では事故調査の目的や方法について

も整理した．なお，それぞれの項目での調査・検討方法については，調査・検討の項目に対

応する章の冒頭で述べているが，本報告書の第２章以降の各章で報告の調査・検討の目的や

方法は以下の通りである． 

 

 第２章：大きな地震動発生から1号機の水素爆発発生までの時間帯において，1，2号機の運

転員によるプラント状態の把握状況を，運転員の作業環境を踏まえて調査，推察するとと

もに，航空分野で必須とされるCRM能力と運転員の対応行動との関連性を考察している． 

 第３章：各種報告書において発電所所員の行動に対して批判の多い，1号機の非常用復水器

（IC）の動作状態認識と3号機代替注水における発電所員の行動を，ヒューマンファクター

の視点から検討，考察している． 

 第４章：情報伝達・情報共有において問題が顕在化した事象に対して，その経緯と問題が

生起した背景を確認し，対応策の提案を行っている． 

 第５章：組織の事故対応能力の視点から，事故対応における成功事例と失敗事例について，

対応能力の個人レベル，組織レベル，外部対応と関連づけて分析し，組織の事故対応能力

向上のための課題を摘出している． 

 第６章：事故以前に実施されていた教育・訓練内容を調査，分析し，課題の抽出と改善案

の提案を行っている．また，事故後に運転訓練センターや電気事業者において実施／計画

されている対応状況の調査し，今後目指していくべき教育・訓練の方向性を提案している． 
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 第７章：SHELLモデルに基づき，原子炉の運転操作や現場作業面からみた事故対応を遅ら

せた要因を抽出し，主に人間の作業時に重要なハードウェア資源の点での改善策を提案し

ている． 

 第８章：客観的な事故調査の重要性について考察し，それに基づいてプラント事故調査委

員会を常設することを提案している． 

 

参考文献 

(1) ジェームス・リーズン 著, 塩見弘 監訳, 高野研一, 佐相邦英 訳, 組織事故, 日科技連, 

(1999). 

(2) 日本原子力学会, 福島第一原子力発電所事故 その全貌と明日に向けた提言 —学会事故

調 終報告書—, 丸善, (2014). 
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２．運転員によるプラント状態把握とCRMの観点からの事故対応に関する考察 

 

2.1 調査検討の進め方 

 調査検討の目的は，事故調査結果から同様な事故の再発を防止し，事故の被害を軽減する

ために寄与できるような実効的な教訓の導出である．ここでは，我が国の国家行政組織法第

３条で定められた，いわゆる「三条機関」として常設されている事故調査機関である，運輸

安全委員会の設置法において定められている「第一条（目的）この法律は，航空事故等、鉄

道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故，鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害

の原因を究明するための調査を適確に行うとともに，これらの調査の結果に基づき国土交通

大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し，も

つて航空事故等，鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故，鉄道事故及び船舶事故

が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする」を参考にする． 

 この目的を達成するためには，事故の当事者が置かれた環境を調査し，人間の能力とその

限界や基本的な特性等に配慮して，当事者の立場から事象の推移や当事者の心理状態を推察

する必要がある．そこで，まず，東京電力(株)による事故調査報告書(1, 2)，政府事故調の中間

報告書(3)，東京電力(株)がWebページに公開した情報(4)，および，気象庁の地震情報(5)に基づ

き，運転員の置かれた環境を整理する．そして，運転員によるプラント状態把握の状況を検

討（推察）する．その後， 適な意思決定を前向きに行ってチーム能力を 大限に発揮する

ことを目指したCRM訓練(6)に応用されている考え方に沿って，1F事故への対応状況を分析し，

1F事故で起こった出来事の原因とCRM能力との関連性を推定する． 

 

2.2 1号機における水素爆発までの1号機と2号機の状態把握 

2.2.1 運転員の作業環境 

 運転員によるプラント状態把握の状況を検討するためには，まず，地震発生後の運転員の

作業環境を鳥瞰することが有意義であると考えられる．プラント状態把握に影響を及ぼした

主な外部要因としては，1) 原子炉スクラムを発生させた大きな揺れ以降の余震の発生状況，

2) 中央制御室の照明の状態，3) 中央制御室の放射線レベル，4) 日照時間がある．これらの

うち，余震は作業の中断を余儀なくされたり思考が分断されたりすることから，対応検討や

対応作業の連続性の点で影響が大きいと思われる．また，中央制御室の照明状態や放射線レ

ベルは，運転員の作業の効率に大きな影響を及ぼす．さらに，明け方は特に集中力を保つこ

とが難しいとも言われていることから，日照時間を踏まえて昼夜を区別しておくことも意味

があると考えられる．なお，これらの外部要因以外にも建物の浸水状況があり，実際に，原

子炉建屋内へ出向く際の経路や現場での作業性に大きな影響を与えたが，作業等がどのよう

に阻害されたかについては各種報告書にて報告されている． 
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 そこで，まず，上記の4つの要因の影響を視覚的に表した時間的推移図を作成した．作成に

あたっては，いくつかの仮定を設けている．それらの仮定については明確な根拠がある訳で

はないが，運転員の作業環境がどのように時間的に変化しているかの概要を把握するために

は意味があると考えられる． 

 作業環境の時間的推移図に主なイベントを書き加えたものを，図1-1から図1-5に示す．余震

による揺れについては，福島第一原子力発電所近くの観測点である双葉町新山における，気

象庁が公開している観測データ(5)を用いた．なお，観測データは随時見直しが行われている

が，ここでは平成27年5月15日に観測データベースを検索して得た，観測点で震度2以上が記

録された地震の観測データを用いた．また，観測点において揺れを観測する時刻は，地震の

発生時刻より遅くなるが，データが公開されていないので，地震の発生時刻とした．余震の

影響については，震度6以上では6分間，震度5では4分間，震度4では2分間の間，作業性が非

常に悪いと仮定して，発生後の時間帯を黒色とした．震度3と震度2の余震については作業に

は影響が軽微であると仮定したが，参考とするために，発生時刻をそれぞれ太線および細線

で表示することとした．同じ時間帯（2分間）の間に複数回余震を観測している場合もあるが，

震度3が含まれる場合には太線で，震度2が複数回の場合には細い二重線で示した．また，照

明については，2011年3月11日15:37に中央制御室照明が断となった以降，計測用電源が断と

なった15:50までを灰色（作業性が悪い）とし，計測データの表示器による光は弱いと仮定し

て，その時間以降を黒色とした．そして，20:50の仮設照明点灯以降は灰色とした．日照につ

いては，日没後30分後以降を黒色とし，日出前には空が白んでいくことから日出の1時間前か

ら灰色として，30分前以降は明るい灰色とした．一方，放射線レベルについては，中央制御

室の放射線レベルが上昇して運転員にも放射線対策装備が指示された3月12日5:00以降を，灰

色とした． 

 これらの図を見ると，運転員は劣悪な作業環境にもかかわらず職務を遂行していることが

理解される． 
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図1-1 作業環境の時間的推移（その1：3月11日14:30〜18:00） 
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図1-2 作業環境の時間的推移（その2：3月11日18:00〜24:00） 

  

時刻

震度4以上

の地震 地震の影響 照明の状態 放射線レベル 日照 １号機 2号機 時刻

23:50

22:20

22:30

22:40

22:50

23:00

23:10

23:20

23:30

23:40

20:50

21:00

21:10

21:20

21:30

21:40

21:50

22:00

22:10

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:10

20:20

20:30

20:40

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00

19:10

18:18 IC MO-2A，3A開（蒸気発生確認）

18:25 IC：MO-3A閉操作

20:07頃 R/B内へ入域し，現場で原子炉圧力が6.9MPagを確認

20:50 ディーゼル駆動FP起動

21:19 原子炉水位（燃料域）：TAFから+200mmが判明，D/D-FPからのライ

21:21 燃料域水位計（A）仮設電源に切替　+30cm

21:30 IC MO-3A開（蒸気発生確認）

21:51 R/B内放射線量上昇によりR/Bへの入域禁止

22:00 原子炉水位TAF+550mmを確認→22:20官庁等に連絡

21:50 原子炉水位がTAF+3400mmと判明

23:25頃 D/W圧力計が0.141MPa absと判明

18:00

18:10

20:30

20:40

20:50

23:50

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:10

22:10

22:20

22:30

22:40

22:50

23:00

23:10

23:20

23:30

21:00

21:10

21:20

21:30

21:40

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00

19:10

23:40

20:20

21:50

22:00
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図1-3 作業環境の時間的推移（その3：3月12日0:00〜6:00） 

  

時刻

震度4以上

の地震 地震の影響 照明の状態 放射線レベル 日照 １号機 2号機 時刻

RCICポンプ吐出圧力>原子炉圧力を確認し，RCIC運転を判断

5:50

4:20

4:30

4:40

4:50

5:00

5:10

5:20

5:30

5:40

2:50

3:00

3:10

3:20

3:30

3:40

3:50

4:00

4:10

1:20

1:30

1:40

1:50

2:00

2:10

2:20

2:30

2:40

0:00

0:10

0:20

0:30

0:40

0:50

1:00

1:10

5:46 消防車ポンプにより防火水槽から淡水注入開始

日出5:54

5:00頃 中央操作室も放射線対策装備着用とし，U1側の線量増加により，当直長は運転員をU2側に待避させる

0:06 所長：PCVベント準備を指示

0:49 原災法第15条該当事象（格納容器圧力異常上昇）と判断→0:55官庁等

1:48 D/D FP停止を確認（停止時期不明）→復旧を試みるが起動できず

2:24 PCVベント現場操作の作業時間評価結果を対策本部に報告

2:30 D/W圧力が840kPaに到達したことを確認

2:45 原子炉圧力が0.8MPagであることが判明

3:45頃 放射線量測定のためR/B二重扉を開けたが白いもやが見えたため

1:00頃 RCICの現場確認：RCIC室は水がたまっており，運転状態判断できず

2:00頃 再度RCICの確認：RCIC室の水たまり量増加で運転状態確認できず

4:20〜5:00 復水貯蔵タンクの水位減少を確認→現場操作でRCICの水源を

3:50

2:00

2:50

1:00

1:10

1:20

1:30

1:40

1:50

5:00

5:10

5:20

5:30

5:40

5:50

4:00

4:10

4:20

4:30

4:40

4:50

3:00

2:10

2:20

2:30

2:40

3:10

3:20

3:30

3:40

0:00

0:10

0:20

0:30

0:40

0:50
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図1-4 作業環境の時間的推移（その4：3月12日6:00〜12:00） 

  

時刻

震度4以上

の地震 地震の影響 照明の状態 放射線レベル 日照 １号機 2号機 時刻

11:20

11:30

11:40

8:50

9:00

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:50

7:20

7:30

7:40

7:50

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

6:00

6:10

6:20

6:30

6:40

6:50

7:00

7:10

10:24 中操にてS/CからベントラインにあるAO弁（小弁）の開操作（3回目）

7:11 内閣総理大臣：F1に到着

9:04 PCVベント操作のため，第1班（運転員2名）が現場へ出発

9:15頃 PCVベントラインのMO弁を手動で25%まで開操作して中操に戻る

9:24 AO弁（小弁）の手動開操作のために第2班が現場（トーラス室）に向か

9:30頃 第2班，線量高で操作を断念して中操に引き返す．第3班作業も断念

10:17 中操にてS/CからベントラインにあるAO弁（小弁）の開操作（1回目）

10:23 中操にてS/CからベントラインにあるAO弁（小弁）の開操作（2回目）

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

10:40

10:50

9:20

9:30

9:40

9:50

10:00

10:10

10:20

10:30

8:10

8:20

8:30

8:40

8:50

9:00

9:10

6:00

6:10

7:20

7:30

7:40

7:50

8:00

6:20

6:30

6:40

6:50

7:00

7:10
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図1-5 作業環境の時間的推移（その5：3月12日12:00〜16:04） 

 

2.2.2 地震発生後，津波第二波襲来までの状況 

 大きな揺れを観測する地震の発生当日（3月11日），1号機と2号機は定格出力により運転さ

れていた．11名の当直運転員と1名の研修生から構成される運転当直班は，当日の8:30から当

直を引き継いで勤務しており，どちらの原子炉の運転も順調であった． 

 ところが，14:46に中央制御室の運転員は，立っていられないほどの激しい地震動を感じた．

激しい揺れが続いた間は身動きがとれなかったが，運転員は地震動による原子炉自動スクラ

ム，主タービンの自動停止や，ディーゼル発電機の自動起動を確認している．その後，1号機

では，運転員は，14:52のIC自動起動等について操作盤を通して正確に把握して，運転手順書

に基づいたプラント停止操作を行っている．2号機でもプラント停止操作を行っており，RCIC

を事故時操作手順書に従って14:50に手動起動している．RCICは14:51に原子炉水位「高」信

号により自動停止したが，15:02に再度手動起動している．また，15:02と15:01には，1号機と

2号機の原子炉の未臨界を，それぞれ確認している．RCICが15:28に原子炉水位「高」信号に

より再度自動停止しているが，15:39に再度手動起動している． 初の大きな揺れから津波第

時刻

震度4以上

の地震 地震の影響 照明の状態 放射線レベル 日照 １号機 2号機 時刻

14:50

15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

13:20

13:30

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

12:30頃から S/CからのベントラインのAO弁（大弁）動作のため，仮設空気

14:00頃 AO弁駆動用仮設空気圧縮機を設置

15:30頃 SLC電源を復旧（SLC注入準備完了）

15:36 R/Bで水素ガスによる爆発発生，敷設ケーブルが損傷，高圧電源車

13:50

15:30

15:40

15:50

16:00

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

14:50

15:00

15:10

15:20

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40
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二波の襲来前の15:25までの間に，震度4以上を記録する余震が6回立て続けに発生しており，

運転員の心理的な緊張と不安は大きかったと推察される．14:58には大津波警報が発令されて

おり，津波に対する警戒はされていたと思われるが，原子炉建屋が浸水する程の大津波は想

像していなかったと思われる． 

 ICやRCICが起動できていることから，運転員は地震動による機器の被害が無ければ，手順

書通りに操作をすれば冷温停止に持ち込めると考えたと推察される．これにより，運転員の

関心は地震動による主要機器の被害状況の把握に移ったと想像される．プラントパラメータ

の変化はほぼ予想通りに推移していったことから，主要機器はほぼ健全であると考えたと推

察されるが，震度4を超える大きな余震が立て続けて発生していることから，現場の被害確認

作業は難航していたと思われる． 

 

2.2.3 津波第二波の襲来から中央制御室仮設照明点灯（20:49）までの状況 

 津波第二波襲来（15:32）により，全交流電源が喪失（SBO）する．1号機では，15:37にDG 

1Bがトリップし，中央制御室照明が消えるとともに，制御盤ランプが消えていった．中央制

御室の運転員は当初SBOの原因が把握できず，その原因を探ろうとしていたと想像されるが，

「海水が流れ込んでいる」と叫びながら，ずぶ濡れの運転員が戻ってきたことで，津波によ

りSBOが発生したことを理解したと考えられる．15:50頃には計測用電源も喪失し，1，2号機

ともに原子炉水位が不明な状態になった．このため，暗闇の中での津波による電源系統の被

害状況の把握と電源復旧（特に，中央制御室照明と監視計器類用電源の復旧）の方法が模索

されたと思われる．実際，17:00頃には電源復旧のために，本店配電部門を通して全店に対し

て高・低電源車の確保と1Fへのルート確認の指示が出ている．その一方で，崩壊熱を発生し

ている原子炉の冷却が行われているかどうか，すなわち，ICやRCICの運転状況についての確

認を急ぐ必要性を認識していたと思われる． 

 余震は続き（15:32から20:49の間で震度4以上が3回），16:29には震度5弱の大きな揺れが発

生している．この頃には発電所機器類の甚大な被害状況についての情報が集まり始めたと想

像され，その状況を考慮すると電源復旧には時間がかかる可能性が高いと判断したと思われ

る．そのため，代替注水の必要性を認識したと推察され，17:12には1，2号機に対して所長が

代替注水の検討を指示している．夕方頃には電源系統の水没や外観目視による損傷の状況が

確認され，2号機のパワーセンターの一部が使用可能であることを発見し，そこに電源車をつ

ないで電源復旧の方法の検討が始まっている．このために，必要な図面の用意，バッテリー

やケーブル類の収集を行っている． 

 電源復旧の可能性が見つかったことで，万が一の事態を想定しての代替注水のための注水

ラインの確保と，ICおよびRCICの動作の現場確認に注意が移ったと思われる．また，津波が

引いたことから，一旦は水没で失われた電源供給のごく一部が回復し始めたのか，1号機では

17:47にMO-2AとMO-3Aの「閉」を示す緑ランプの点灯を発見している．そこで，ICの動作状
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況の確認が試みられているが，動作していることの確認はできなかった．その後，18:25には

操作盤によるMO-3A弁の閉操作が行われている．11日夕方，事態の進展によっては格納容器

ベントが必要になると認識し，早い段階で格納容器ベントの準備を進めるべく，手順の検討

を開始している．18:30頃から1号機について，暗闇の原子炉建屋内で弁を手動で開け，原子

炉圧力の減圧後に注水可能とする状態を20:50に完成させている．この間，20:07頃には暗闇の

中で原子炉建屋内に入って原子炉圧力が6.9[MPa（ゲージ圧）]であることも確認している． 

 一方，2号機に関しては，16:36の非常用炉心冷却装置注水不能（原災法第15条該当事項）

と判断して以降，東京電力の記録には深夜までほとんど作業の記載がない．政府事故調によ

れば，1号機の注水ライン確保（20:50）の後，2号機の注水ラインも苦労しつつも11日中には

確保したとされている．RCICの動作確認の必要性は認識していたはずであるから，現場に出

向いてのRCICの動作確認方法の検討（必要書類の収集や暗闇での必要情報記載ページの検索）

に時間がかかっていたと想像される． 

 

2.2.4 中央制御室仮設照明点灯（20:49）から放射線量の上昇による1号機原子炉建屋入室

禁止（21:51）までの状況 

 20:49には小型発電機が設置され，中央制御室内に設置された仮設照明が点灯した．これに

より，1号機と2号機の中央制御室は真っ暗な状態ではなくなった．しかしながら，仮設照明

の周りを少し明るくするだけで，対応作業の検討やプラント状態の把握のための作業を円滑

に進めるに十分な照明ではなかった．20:50には1号機のディーゼル駆動のFPを起動している．

また，監視計器にも仮設バッテリーを接続している．1号機に関して，21:19には原子炉水位

（燃料域）がTAF+200[mm]の計測値を得ている．そして，21:21に燃料水位計(A)を仮設電源

に切替えて+30[cm]の水位計測を得ている．この結果により燃料棒が露出していないとして安

堵したのではないかと想像される．ある程度の電源が確保できたことから，格納容器内にあ

る4つの弁状態が不明なICに対して，21:30には電動弁が動作することを期待してMO-3Aの「開」

操作を行ったところ，ICベント管からの蒸気放出音らしい音が一旦はあったがしばらくして

なくなったことから，ICの動作に疑問を持っていたとされる．21:00頃には，次の勤務時間帯

のメンバーや他の班のメンバー17名が応援として入っており，中央制御室には活気が戻った

と想像される．ところが，21:51には1号機の原子炉建屋内の放射線量が上昇し，放射能漏れ

が判明したことによって，所長は1号機の原子炉建屋内への立ち入りを禁止した．このことは，

運転員に1号機の状態が悪化しつつある事実を再認識させたと思われる． 

 一方 2 号機については，どのような対応が行われていたかの詳細は不明であるが，21:50 に

は原子炉水位がTAF+3400[mm]と判明したと報告されている．RCICの動作状態が不明であり，

動作状態の確認のための方策が懸命に検討されていたものと想像される． 

 

2.2.5 1号機原子炉建屋入室禁止（21:51）から水素爆発（3/12，15:36）までの状況 
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 放射線レベルの急上昇の原因が議論されたと想像するが，22:00には1号機原子力水位

TAF+550[mm]の計測結果を得ていることから，燃料溶融やメルトスルーの可能性については

思い至っていないと想像される．ドライウェル圧力が既に格納容器ベントが必要な圧力にな

っていたことから，0:06所長は1号機のPCVベント準備を指示している．その後，依頼してい

た電源車も各地から到着し始め，その受入や，電源車を用いた電源復旧の検討と準備がされ

る中，中央制御室では電源復旧による制御操作の回復が期待されていたと思われる． 

 2号機ではRCIC運転状態の把握に注力し，3月12日2:00頃にはRCICが動作していると判断し，

前日21:50の原子炉水位の計測結果（TAF+3400[mm]）が信頼できるものとし，その後はRCIC

の水源に気をつかうものの，1号機の対応に関心が移ったと想像される． 

 電源復旧はICやRCICの動作状態が不明な1号機と2号機に対して優先的に実施された．仮設

電源ラインの検討，ケーブル搬送と敷設，ケーブルの電源盤（P/C 2C）へのつなぎ込みでは，

大津波警報発令が継続する中での頻発する余震のために，しばしば作業を中断して退避を余

儀なくされ，ようやく3月12日15:30頃に完成した． 

 その間，1号機では1:48にディーゼル駆動FPが停止していることが発見され，復旧を試みた

が再起動はできなかった．そこで，消防車からFPラインを通しての注水準備を開始するが，

深夜であり津波被害もあって送水口場所の確認が手間取り，ようやく5:46より防火水槽から

の淡水注入が開始された．注入開始は中央制御室の運転員を力づけるものであったと想像さ

れるが，運転員はPCVベントに向けて作業手順を繰り返し確認するとともに，作業時の装備

品の確保に努めていた．5:00頃には中央制御室でも全面マスク+チャコールフィルタ+B装備の

指示が出されており，また，中央制御室内1号機側の放射線量増加により，運転員は2号機側

に退避した．これらにより，中央制御室での作業性はますます悪化するとともに，運転員は

生命の危険を感じ始めていたと想像される．また，11日朝から勤務の当直班は，24時間の連

続勤務となり，予断を許さない事態により緊張の続く勤務のために疲労も相当蓄積していた

と思われる． 

 9:04にはPCVベント操作のために，運転員2名（第1班）が現場へ出発し，PCVベントライン

のMO弁を手順通り手動で25[%]まで開操作して中央制御室に戻った．9:24には運転員2名（第

2班）がトーラス室に向かったが，放射線量が高いために操作を断念して中央制御室に戻った．

このことは事態の終息に不安を抱かせたと思われ，防火水槽等からの淡水注入の確実な継続

による事態の悪化の進展の回避が期待された想像される．対策本部からの，1A系の残圧に期

待したAO弁（小弁）開操作指示により，中央制御室にて10:17，10:23，10:24の3回にわたっ

てAO弁（小弁）の開操作を実施した．対策本部では放射線量情報からPCVベントがされたと

10:40に一旦判断したが，11:15には十分には効いていない可能性があることを確認している．

この結果から，12:30頃からS/CからのベントラインのAO弁（大弁）動作のため，仮設空気圧

縮機，接続具等の準備を行い，14:00頃には仮設空気圧縮機の設置が完了し，1A配管への接続
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と加圧により，D/W圧力は0.75[MPa]から14:50の0.58[MPa]に下がった．このことから，なん

とかPCVベントが実施できて危機的状況は回避できたと安堵したと思われる． 

 この間，防火水槽等からの淡水注入は継続されていることから，十分ではないにしろ炉心

冷却がされていると，運転員は考えていたと想像される．14:53には80000[L]の1号機原子炉へ

の注入を完了したと報告されている．ところが，防火水槽の淡水が枯渇したため，14:54に所

長は1号機原子炉への海水注入を指示している． 

 電源復旧は15:30頃に完了し，高圧電源車を起動して敷設ケーブルの絶縁抵抗測定を開始し

た．電源復旧により原子炉冷却のための操作の回復が間近であることへの期待が高まってい

たが，15:36にR/Bで水素爆発が発生しケーブル等が損傷した．再爆発の可能性があったため，

現場作業者は全員免震重要棟に避難した．その際，高圧電源車は手動で停止された．この水

素爆発の発生は，中央制御室の運転員を大いに落胆させたことは想像に難くない． 

 

2.3 CRM の観点での事故時対応に関する考察 

2.3.1 考察の目的 

 2.1 節でも説明したとおり，国レベルでの事故調査の目的は，同様事故の再発を防止するた

めの教訓を導き出すためであり，かつ事故に遭遇した際に被害の軽減に備えるための手法を

学ぶことである．これは，国家行政組織法第 3 条に基づく三条機関としての運輸安全委員会

設置法にも明記されているところである．この目的を遂行するためには，起こった事象の失

敗経過を明らかにしてその原因や責任を追及するだけで終わらせるのではなく，成功した事

実にも着目してその貢献要因も明らかにする必要がある．そのような事象分析を行うために

は，より良いチーム力を発揮するために航空分野で開発され，多大な成果を挙げてきた CRM

訓練(6)の観点から，起こった事象及びその対応状況を詳細に調査することが不可欠である．

この発想法の妥当性を検証するために，CRM の観点から事故時の対応状況や CRM 能力との

関連性を詳細に考察することとする． 

 

2.3.2 CRM 訓練の概要 

 CRM 訓練(6)は，1970 年代後半に米国を中心に航空分野で研究・開発され，急速に世界各国

に普及して適用され，航空安全の推進に効果を発揮してきた訓練である．当初は，操縦室内

のチーム能力を高めるために開発されたことからコクピット・リソース・マネジメントと呼

ばれた．テクニカルな操縦技術を議論するのではなく異常事態に直面した際に問題の所在に

敏感に気付き，問題解決を的確に行うための「ノンテクニカル」な対処要領を学ぶ訓練手法

である． 近では，適用範囲が拡大されてクルー・リソース・マネジメントと呼ばれるよう

になっている．その基本的な考え方は，「利用可能なあらゆるリソースを有効に活用して，

適な意思決定を行うことによって，チーム能力を 大限発揮する」ことである． 

 CRM 訓練が構築された背景には，当時航空界でコミュニケーションにおけるパイロットの
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誤解などの信じられないような態様の航空事故が頻発していた厳しい現実があった．例えば，

1977 年 3 月スペイン・カナリヤ諸島のテネリフェ島ロス・ロデオス空港で起こったジャンボ

機同士の衝突事故では，事故調査の結果多くの背後要因が指摘された(6)．事故事象としては，

オランダ航空の機長が管制塔の離陸許可を得ずに離陸滑走を開始したために，濃霧の中を反

対側から滑走路上を地上移動していたパンナム機に衝突したものであった．従来では，この

種の事故は「単純なパイロットエラー」として処理されてきたが，余りにも重大な結果を惹

起していたために，事故の関係国であるスペインとオランダ，それにアメリカの三ケ国が協

力して科学的な事故調査を行うこととなった．その結果，犯人を特定するのではなく，どの

ような背後要因があったのかをヒューマンファクターズの視点からも冷静に分析された．そ

して，機長がタイムプレッシャーの重圧を感じていたこと，ルートの飛行承認を離陸許可と

勘違いしたこと，操縦室内の権威勾配が急すぎて機長の勘違いを正せる雰囲気でなかったこ

と，視界不良の中で他機の動静を把握できていなかった（状況認識の喪失）こと，それらの

影響で機長は離陸準備が整っているものと思い込んでいたことなどが指摘された(6)． 

 この事故調査結果を受けて，様々な安全対策が実践されることとなり，航空運航システム

の安全性が着実に前進することとなった．この事故を契機に航空管制用語の標準化が国際的

に進むこととなった．さらに，運航乗務員の勤務に関する規定が見直され，空港設備の設置

基準なども国際的に改められることとなった．また，状況認識（Situation Awareness：SA と

略記）に関する研究も盛んに行われるようになった（数年後に Endsley らによって「SA の学

説」が確立される(9)）．  

一方では，米国 NASA の Ames 研究所で実施された大規模なシミュレータ実験などをベー

スに世界各国の航空界を巻き込んだ CRM 訓練構築の研究が急速に進み，訓練内容の検討と

実施要領に関する議論が活発に展開された．各国航空会社では，自社の伝統や習慣などに整

合させた独自の CRM 訓練を構築する傾向が高まり，現場のニーズに適合化させた訓練内容

を創り上げることとなった．この傾向は「CRM 訓練の適合化」と呼ばれ，近年では CRM 訓

練を導入する場合の必須要件となっている．1980 年代末頃までには，世界各国航空分野に普

及していき，航空会社の数だけ CRM 訓練のバージョンが存在するとまで言われるようにな

った．また，各国は航空会社の乗務員に定期的な CRM 訓練の受講義務を法制化している． 

 CRM スキルの全体像は概ね図 1 のようになっている．CRM 訓練は平均的には 5 大スキル

に集約されている(6)． 適な意思決定を行ってチーム能力を 大限発揮するためには，根拠

となる正確な情報を収集するためにコミュニケーション・スキルを発揮することが求められ

る．次いで，環境条件の変化傾向を敏感に捉えて何が起こっているのかを理解して，やがて

どのように変化するのかを展望する状況認識スキルを必要とする[9]．このような正確な根拠

情報を基に適正な意思決定プロセスを踏んで意思決定を行う．その結果を実行に移す段階で

は，適切な役割配分によってワークロードを適正に保ち，チームワーク・スキルを発揮する

ことにより， 大限に信頼性の高い行動を起こすことが可能になる．訓練を通じて，スキル
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発揮結果の振り返りを行うものの失敗例や欠点だけを論ずるのではなく，振り返りによって

気付いた CRM スキルを有効に発揮する具体策を体得する演練である．常に前向きでポジテ

ィブな姿勢を維持して，チームとしての意思決定やより良い振る舞いを実行するための考え

方や方策を演練する． 

5 つの CRM スキルは，さらに具体的な 3 項目に細分化されて演練し易く構成されている．

例えば，コミュニケーション・スキルの発揮には，具体的に意思を正確に伝える方策として

確認会話を決め細かく行うことを説き，次いで重要な進言やアドバイスを行う場面では，権

威勾配を意識せずに率直に言葉に出して行うアサ－ションの重要性を議論し，第 3 項目とし

てチーム行動を起こす前に予めメンバー間で情報を共有化しておくブリーフィング（事前説

明）を励行する等コミュニケーション・スキルをよりよく発揮するための具体策をコンパク

トにまとめて受講者に示し，その有効性をグループ・ディスカッションにより気付かせる仕

組みになっている．これは，チームとして業務遂行能力を高めるための訓練である． 

 

図 1 CRM スキルの平均的全体像 

技能訓練は一般的に方法論を教えて理解させ，その通りに実行できるまで反復演練するの

に対して，ノンテクニカルな CRM 訓練は，理論通りに行動を起こさせるのではなく，CRM

スキルの考え方の重要性に気付き，その気づきを意識して行動を起こさせるための演練なの

である．つまり，如何なる環境条件の変化（外乱）に直面しても復元力を発揮してそれを乗

り切り，事故をしなやかに回避できる対応行動を可能にする訓練である．従って，CRM 訓練

はレジリエントなチームを育成する訓練手法であり，レジリエンス・エンジニアリング論(10)

に通じる考え方が基盤になっている． 

 

C R M   スキルとその要素

Communication
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意思決定
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維持
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Management
ワークロード

管理

Briefing
計画と認識の共有

ブリーフィング

Assertion/
Inquiry

安全への主張と質問
安全性への主張

３ Way  
Communication

適切な意思疎通
情報の伝達と確認

Critique
決定と行動の振返り
決定･行動のレビュー
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Resource
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決定の実行
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リーダシップの発揮
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Climate
チームの雰囲気作り
チーム活動に適した
雰囲気・環境作り
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状況からの予測

予測
問題点の分析
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状況のモニタと共有
状況の把握・認識の共有

V igilance
警戒心の維持
意識レベルの維持

Stress  
Management
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Distribute
業務分担

タスクのプラニング
と配分
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2.3.3 CRM の視点から 1 号機及び 2 号機における出来事の考察 

1) 考察の視点と範囲 

 事故調査においては，起こった事実のみを記録して見掛け上の問題点を論ずるのではなく，

一歩踏み込んでその事実がどの様な背後要因によって誘発されたのかを広い視野から探究し

て，再発防止策を構築していくことが定石となっている．本節では，事故調査報告書等で明

らかにされている事象が惹き起される過程において，どのような背後要因が介在していたの

か，CRM スキルの視点から考察を試みることとする．福島第一原子力発電所（以下 1F と略

記）では，1 号機と 2 号機が同一の中央制御室（中操）で監視・制御されている．したがっ

て，1 号機及び 2 号機の事故調査結果で指摘された出来事について１号機が水素爆発を起こ

すまでを時系列に考察することとする． 

 3 月 11 日 14:46 に発生した強い地震動を感知して，1F で稼働中であったすべての原子炉は

設計通りに自動停止した．しかし，外部から受電の交流電源が強い地震動の影響を受けて供

給が途絶えた．これを感知して，リダンダンシィが働いて直ちに緊急用ディーゼル発電機が

自動的に起動した．強い地震動は，発電所のすべての施設に影響を与えたが，なかでも中操

で働いていた直員たちも立っていられないほどの揺れを感じて，自動スクラクム結果の成否

確認作業を相当困難にしたと思われる．そのような環境下においても，電力会社社員が伝統

的に受け継いできたといわれる「電力マンシップ」を発揮して必死になって，緊急時操作手

順に従って，先ず原子炉の未臨界状態を確認して発電所長に報告しようと努めたものと推察

できる．以後，本事故が終息（1F 各号機が冷温停止）するまで，この姿勢が堅持され，「炉

心爆発」という 悪の破滅的事態を回避することに寄与している．この快挙を外国のメディ

アが挙って「Fukushima 50s」と称えて欧米各地で報道された．この間，大津波に襲われ全電

源が失われるなど過酷な現場環境の中で原子炉の冷温停止を目指した現場対応が行われたこ

とを無視しては，この経験から何も学ぶことができないと思われる．そのために，前提条件

となる頻繁に発生した余震の状況，津波の第 1 波，第 2 波とその状況がどれだけ運転員や発

電所緊急対策室で把握されていたか，などを配慮してヒューマンファクターズの視点から，1

号機及び 2 号機における現場関係者たちの対応状況について事故調査で指摘された幾つかの

出来事に注目して考察する． 

2) 地震発生から大津波襲来まで 

 はじめに，14:46 の強い地震（震度 6 強）の直後においては強度な揺れの中でも，原子炉の

自動スクラム，主タービンの自動停止，緊急用ディーゼル発電機の自動起動，1 号機では 14:52

の IC 自動起動などを操作盤上で正確に把握できていて，事故時操作手順通りに自動停止操作

が進行していた．2 号機では，RCIC を 14:50 に事故時操作手順に従って手動起動している．

しかし，原子炉水位「高」信号に伴って 14:51 と 15:28 に自動停止した後も，15:02 と 15:39

にそれぞれ手動で再起動を行っている．ここまでは，数分間隔で繰り返された震度 3 以上の

余震（直後の 10 分間で震度 4 を 2 回含む計 3 回）によって心理的不安を募らせながらも，事
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故時操作手順書の当該ページを確認して正確に冷温停止操作の進捗状況が見守られていたと

推察できる．この間に 14:58 には大津波警報が発令されているが，現場レベルではどのよう

な被害を想定できていたかは推察できない(7)． 

 15:00 以降にも繰り返される強度の余震にも拘らず 1，2 号機の中操では，直員たちが付近

の物につかまりながらも担当する操作盤の表示を次々と読み上げて当直長に報告している．

その報告振りを再現することはできないと思うが，受ける側の当直長にとって，分かり易い

状況であったのか，正確に報告を理解することができたのかを振り返ることは，CRM の視点

からは大切な「デブリーフィング（事後振り返り）」となる．コミュニケーション・スキル

が十分に発揮できていたか否かという振り返りである．当直長はじめ直員が中操内で原子炉

の状況を正確に把握するためには，どのようなコミュニケーション・スキルを発揮すればよ

いかを検討することは，使い易い事故時操作マニュアルを作成するためにも有効な手法であ

る． 

緊急事態に直面した時に，直員が思い思いに担当する計器表示を読み上げるのでは，混乱

に陥る場合が多い．また，大きな揺れが繰り返し襲ってくる中操内で心理的不安に襲われな

がらも，各種の自動制御状況を把握しようとする意欲が現れていたと推測されるが，これは

当事者の努力だけに頼ることはできない．運転員らの認知支援システムを理論だけでなく現

実に装備しておくことが求められる．緊急時の人間行動という視点からみれば，警報類は，

個々にランプやブザーで警報するだけでなく，システム全体像の何処が異常事態に陥ってい

るのかを表示する様なスケマティック表示の設計が望まれる．アドバンス型の BWR では，

航空機のハイテク・コクピットのような液晶画面に運転状況を表示するシステムが導入され

ているということであるが，この技術を駆使して格納容器内及び主タービンへ至る蒸気循環

回路のすべての状況を運転員が一目瞭然に読み取れるような表示システムが，緊急時対応に

おいては認知支援の点で効果を挙げるものと思われる． 

航空機で緊急事態発生の場合には，パイロットの認知支援という機能を十分に発揮できる

ように表示画面が設計されていて，現在でも改良が続けられている．航空分野では，過去に

発生したトラブルや故障をシステム改良に常に活かし続けており，これは業界全体が「空は

危険である」という概念を基本とした安全推進姿勢が堅持されている成果といえよう． 

 14:52 には火災警報が鳴動したが，当直長は以前に経験した地震動で発生した埃を感知した

状況を思い出して，リセットしたら停止したと伝えられている（文献 11, p.50）．繰り返し襲

ってくる大きな揺れという厳しい環境下で，冷静に過去の教訓を思い出して，事故時操作手

順には書かれていない「リセット」操作を行っている．警報に接してただ恐れているだけで

は冷静な処置ができない．意識レベル理論（文献 12, p. 195（意識レベルの段階分け））で言

う「フェーズⅢ」(8)の高い警戒状態を如何に維持するかに掛っている．これも前述の「電力

マンシップ」の表れであろう ．CRM の状況認識(9)を維持するためにも不可欠な要素である． 

 15:02 に，中操では原子炉の未臨界状態を確認し所長に報告している．この頃には，2 号機
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では，原子炉の推移を見ながら遠隔操作で RCIC を再び起動している．15:00 以降も引き続き，

余震は頻繁に発生し，15:35 に第 2 波の津波が襲来するまでに震度 4 が 3 回，震度 3 が 5 回も

発生している．このような環境の中でも，1 号機で自動起動した 2 台の IC について原子炉の

温度降下率を詳細にモニターして，マニュアルに従って 15:03 には A 系と B 系を交互に止め

て調整を図っている．これは，状況認識スキルの発揮であり，それに基づく迅速な意思決定

スキルの発揮が期待通りに行われていたことが推察できる．1 号機，2 号機共に自動スクラム

後のモニター並びに操作手順はマニュアル通りに運用されていたと考えられる． 

 この時点までに事態が収束したならば，大地震の発生に対する原子炉の耐震性は見事に設

計思想通りに立証されたことになると考えられる．余震が多発する劣悪な環境下でそれに必

要な CRM スキルも上記のとおり発揮されたものと言えよう． 

新たな問題が起こるのは，凡そ 30 分前に発令された大津波警報が現実の災害となって目前

に現れてからである．大津波警報が発令された時点で，運転員がどの程度の被害を予測でき

たのかは知る由もないが，事前の警戒態勢が取れたのかというとそのような余裕はなく，非

常に難しい状況であったと思われる．中操からも免震棟の緊急対策室からも津波の動向さえ

モニターする術がなかったと推定されるからである．大津波警報自体でも，ただ「大津波」

ではなく，「何メートル規模の大津波」などと聞き手側でも，無防備ではいられなくなるよ

うな発出の仕方も工夫できるであろう．緊急時における警報を発令する側のコミュニケーシ

ョン・スキル発揮の一環でもある． 

3) 津波襲来から 3 月 11 日深夜まで 

 15:27に大津波の第 1波が発電所に襲来した．第 1波はそれほど大きくはなかったようだが，

標高 4ｍの一段低い敷地にある非常冷却系ポンプや海水ポンプなどは水浸しになった．しか

し，この時点では中操では被害が認識されていなかったようである．中操外に点検に出向い

ていた直員が津波第 1 波に遭遇して慌てて帰ってきて，その様子を報告して初めて大きな津

波が来ていることに気が付いたようである(7)． 

15:35 に大津波第 2 波が標高 10 メートルの建屋にまで浸入してきた．そして，地下 1 階に

あった緊急電源であるディーゼル発電機と 1 階に設置されていた配電盤を襲った．このため，

全電源喪失（SBO）となり，中操内が真っ暗となり原子炉パラメータが判読不能状態となり

温度，圧力，水位などが把握不能となる．この時点でも，運転員にとっては何事が起こって

いるかの状況認識が維持できていなかったと思われる．現場運転員の状況認識を支援する設

備監視カメラや制御盤表示のためのバックアップシステムなどのハードウエア設備が，この

ような場面では機能を発揮することが分かる． 

このような点では，緊急の場合にはすべて自動システムで安全対策を準備しているという

考え方に改善の余地が見受けられる．どのような自動化システムでも， 後は人間が判断し

操作を行って 悪の破滅的事故を回避するという考え方を重視する必要がある．かつて航空

機の自動化システム設計についての二つの対立する構想の論争があった． 
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一つは，人間がエラーに落ち込んだならば回復は望めないので， 後まで自動化システム

に安全確保を委ねるべきという「ハードプロテクション」の考え方であった．これに対して，

人間のエラーを警報で知らせ（エラーの認知支援）気付かせて回復操作を促すのが自動化シ

ステムの役割であるとする「ソフトプロテクション」の構想である． 

1994 年 4 月 26 日の名古屋空港事故によって後者の優位性が裏付けられた． 後まで人間

が安全を守るために当事者の状況認識を支援し， 適な判断を可能にする仕組みを創設する

ことが重要である．緊急操作手順の準備においても，運転員の 適な判断を可能にするため

の支援に役立つように，可能な限り簡潔で緊急事態下でも容易に理解できる形にしなければ

ならない．直面している事態に関する記載が何処にあるのかを探す時間的余裕はないと考え

るべきである． 

自動化システムを備え精密なマニュアルを準備しておけば完璧であると考えるのは，必ず

しも適切ではない．運転員が状況の変化傾向を認知（状況認識）してマニュアルから得られ

るヒントを活用し，その場に も適した判断を下せる仕組みを必要とする． 

 15:42 には，中操で SBO に直面した当直長が，津波被害によって原子炉システムの何処が

損傷したかの具体的な状況認識が咄嗟にはできなかったが，冷温停止のためには何が不明で，

何が不具合なのかを整理して緊急対策室の所長に報告している．CRM 訓練ではこのような

「必要なタイミングで必要な情報を報告する」ことの重要性を強調している．これを受けて

所長は直ちに，原災法第 10 条該当事象発生と判断して官庁へ報告させると同時に第 1 次緊急

時体制を所内に発令している． 

原子炉水位が不明な事態は改善されないまま，15:35 以降も震度 3 程度の余震が 5 回続いた

後，16:28 に震度 5 弱，1630 に震度 4 の強い地震が続いた．この時の運転員はじめ所員の間

では，益々不安感が高まり恐怖感さえ感じられたことと推察できる．このような環境下で意

識レベルを「フェーズⅢ」(8)の状態に保つことは至難の業であったと推察できる． 

 16:36 には，発電所長が原災法第 15 条事象に該当する（非常用炉心冷却装置注水不能）と

判断し，官庁に報告させている．IC の開閉状態を確認できない状態で，第 2 次緊急時体制を

発令している．IC 弁開閉状態が確認できないような場合には， 悪の事態を想定して，それ

に備えることが CRM でも鉄則であるが，所長のスタッフの中にもすでに 悪の場合の対処

要領が検討されていたと思われる． 

16:45に原子炉水位計復旧，水位確認可能との情報を受けて第15条事象解消と報告するが，

水位計復旧は不確実な情報であることが判明し，16:54 に再び 15 条該当事象と所長に報告す

る．中操の現場では，水位計の復旧を祈る気持ちで待ち構えていたと推定される．そのため

早まって水位計復旧と誤認したと推定される． 

 SBO 時でも，原子炉水位が読めないことがあってはならないことなので，例えば格納容器

の現場へ行けば通常の水位計以外の手段で確認できる仕組みが必要であると思われる．ここ

でも運転員の認知支援のための機構を必要としていると考えられる．17:12 に再び官庁に第
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15 条該当事象を報告している．所長は，同時に代替注水の検討を指示し，マニュアル記載の

範囲外で代替注水の可否を検討させている．マニュアル作成の段階で想定できなかった事態

に直面して，マニュアル人間から脱皮して，現在の状況の中で 善の方策を模索することは

レジリエントな判断を行う観点からは，実に妥当な選択であったと考えられる． 

 ワークロード・マネジメントのスキルを発揮して，すべてに優先して原子炉を冷却して冷

温停止を成し遂げなければならなかったのである．この指示に対して中操内では，設計図面

を開いて代替注水のためにはどのようなラインを作ればよいかを議論したものと思われる．

この間，16:40 頃から 17:45 頃までの 1 時間足らずの間にも，2 回の震度 4 を含めて 7 回の震

度 3 以上の余震が起こっている．現場では，自らの身の安全に加えて原子炉への影響が案じ

られていたことが容易に推察できる． 

 17:30 には，D/D-FP 起動（照明が消えた暗闇の状況で原子炉建屋（R/B）内にて CS などの

弁を手動で開け，原子炉圧力の減圧後（0.69MPag 以下）に注水可能状態とし，実施命令待機

状態となっている．18:18 には，IC の MO 弁開状態で蒸気発生確認という情報を得た．しか

し，MO2A， MO3A 弁の開操作（遠隔操作）を実施したものの，正常に作動しているか疑問

を感じる直員もあった． 

それは，全電源喪失の場合にはフェールセーフ機構が働いてすべての IC バルブが閉じてい

る可能性があることを知っていたからである（文献 11, p. 53）．IC 復水器タンクの水量を直

接現場に行って確かめようとしたが，二重扉付近で放射線量が高く引き返えさざるを得なか

った． 

IC の作動状況が SBO 後は正確に把握できていなかった可能性が高い．運転員の状況認識を

維持させるためには，各バルブの状態を表示する機構が必要なのである．現場直員の状況認

識の重要性とその情報を正確に伝達することの重要性を教訓として学ぶことができる（状況

認識スキル及びコミュニケーション・スキル）． 

 一方では，協力企業から 6Ｖバッテリー4 個と大型バスから取り外した 21V バッテリー2 個

を調達できている．これらを使って 1，2 号機の水位，温度，圧力状況を把握する監視機能を

一部復活することに成功している．利用可能なすべてのリソースを有効に活用する，という

マニュアルにはない手法で CRM の発想に合致している． 

18:20 には，発電所長は本店を通じて高圧電源車の派遣を東北電力に要請している．一方で

は，ベント弁の位置確認を指示している．これを受けて中操内では，ベント弁手動操作に向

けて図面を拡げてその位置を確認した．ここまでのところでは，発電所として今取り組まな

ければならない課題について，上下ともよく理解していて順序よく次の作業のための準備を

展開できていると考えられる． 

これが CRM のチームワーク・スキルの発揮である．しかも役割分担を上手く行っていて

ワークロードが極端に偏る傾向も表れていないように見受けられる（ワークロード・マネジ

メント・スキル）．しかし，混乱の中で 18:25 には直員の判断で IC の 3A 弁を「閉」として
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いるがこれを対策本部には報告していなかった（コミュニケーション・スキルのアサ－ショ

ンの問題で，積極的な報告が重要）． 

 18:52 から深夜の 23:56 までにも震度 3 の余震が 8 回ほど続いた．夜間には次第に気温も下

り始めた．20:07 には中操から暗闇の中を R/B 内へ入域し，現場で原子炉圧力が 6.9MPag を

確認している．所長は，R/B に入域して圧力を実測するしか手はないと判断し，決死隊を編

成し送り込む．このことは，運転員の状況認識支援システムとして，無電源時に炉内圧力値

を得る仕組みの必要性を示唆している． 

一刻も早く原子炉状態を把握してベントを行い，注水作業を行う必要性を見抜いていたと

言えよう．意思決定スキル，及びワークロード・マジメント・スキルの発揮である．復旧班

は，中操照明，監視計器類復旧のため，必要な図面の用意，バッテリーやケーブルの収集に

取り組んでいる． 

 20:49 復旧班は中操内に仮設バッテリーを接続し，中操内照明が点灯した．中操内では必

要な計器にバッテリーを繋いでその指示を読み取ることを試みる． 

20:50 福島県庁から 1F から半径 2ｋｍの住民の避難指示が発令される．また，2 号機の TAF

到達可能性を官庁等に連絡（TAF 到達時間を 21:40 と評価）している． 

21:19 原子炉水位（燃料域）の TAF から+200mm が判明し，D/D-FP からのラインナップを

実施した． 

21:21 燃料域水位計（A）を仮設電源に切替え+300mm を確認している．CRM では，「利

用可能なあらゆるリソースを有効に活用する」ことが大原則であるが，この時点では，緊急

対策室を挙げて正に利用可能なあらゆるリソースをフルに活用する態勢となっていた．しか

し，同水位計から得られたデータの正確性を確認する余裕がなかった．ハードウェアなどに

よる状況認識支援策の重要性が痛感された． 

CRM が現場チームだけでなく企業ぐるみの「コーポレート・リソース・マネジメント」と

解釈されるように進化しつつあるが，この国家的一大事においては，地方自治体や国の政府

も含めた「カントリー・リソース・マネジメント」と捉えて，現場を支援する危機管理活動

に取り組む必要性が浮き彫りとなっている．それぞれの立場から可能な支援を迅速に行うこ

とが，被害を局限化するためには不可欠なのである． 

21:23 内閣総理大臣から「1F から半径 3km 圏内の避難，半径 3km〜10km 圏内の屋内退避」

の指示が発出される．IC MO-3A 開（蒸気発生確認するが，すぐに蒸気なくなる）を試みると

ともに，次第にベントを行う環境が整いつつあった．次は，ベント弁を手動で明ける作業を

残すのみとなった．しかし，21:51 所長は１号機 R/B 内放射線量上昇により R/B への入域を

止む無く禁止せざるを得なかった．これにより中操で準備されていたベント弁を手動で操作

する決死隊はスタンバイ（待機）状態となる．この頃から原子炉建屋内の放射線量が上昇し

始める．23:50 に復旧班は，中操の照明仮復旧用に設置の小型発電機を用いて D/W 圧力を確

認（600kPa）し，対策本部へ報告している．小型発電機により，十分ではないが中操内の照
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明は復旧した． 

 

4) 3 月 12 日未明から 1 号機水素爆発まで 

 深夜になっても震度 3 レベルを含めた余震が続く中，同様に震災の被害を受けた東北電力

からの 初の電源車が発電所に到着する． 

00:06 所長は PCV ベント準備を指示する．中操では，現場突入要員を人選すると共に PCV

ベントの具体的手順の確認を開始する．放射線量が上昇している現場へ保護具を装備して限

られた時間内で所定の作業を遂行するメンバーの人選は容易ではなかったと思われるが，円

滑に決定されている． 

ここでも「電力マンシップ」とプロとしての責任感が働いたものと推察することができる．

CRM スキルの視点では，PCV 内圧力の制御という緊急課題に対応する中操チームのワークロ

ード・マネジメント・スキルの発揮と素晴らしいチームワーク・スキルの発揮であったと言

える． 

00:30 国が避難住民の避難措置完了を確認（双葉町及び大熊町の 3km 以内避難措置完了確

認）し，ベント作業の条件が整ったと判断している． 

00:30 には，1 号機，2 号機の PCV ベントの実施の申し入れと了解（内閣総理大臣，経済産

業大臣，原子力安全・保安院）があった． 

01:45 に国は避難処置完了を再度確認する．01:48 には，消防車による注水検討が始まり，

注水ラインの設置作業，防火水槽が使用可能とわかる．マニュアル以外の方法で可能な手法

を有効に活用するという点では，「利用可能なあらゆるリソ―スを有効に活用する」という

CRM の基本的コンセプトに合致する．意思決定スキルを発揮した柔軟かつ迅速な検討と判断

が緊急時対応には不可欠である．今後の危機管理マニュアル整備には有効に活用したい発想

である． 

 02:24 PCV ベントの現場操作の作業時間の評価結果（セルフエアセット 20 分，ヨウ素剤服

用が必要）を対策本部に報告している．また，ベント弁手動操作の準備作業（図面による位

置確認）を行っている．02:45 原子炉圧力が 0.8MPag であることが判明している． 

03:45 PCV ベント操作に向けて，道順，弁位置，弁操作などの確認を繰り返し実施し，作

業に必要な装備（耐火服，セルフエアセット，APD，サーベイメータ，懐中電灯）を集めて

いる．04:01 には，1 号機の PCV ベントによる発電所周辺への被曝評価結果を官庁等に連絡

しており，05:44 には，内閣総理大臣より半径 10km 圏内住民への避難指示が出されている． 

05:46 に消防車ポンプにより防火水槽から淡水注入が開始されている．そして，06:50 には 

経済産業大臣より法令に基づく PCV ベント（手動）の実施命令が発出されている．CRM の

視点では，中操では，PCV ベント実施に備えて万全な準備を急ぎその結果を適宜対策本部に

報告している．対策本部も周辺への被ばく評価結果を官庁に報告し，住民避難対策を促して

いる． 
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これを受けて国も半径 10km 以内の住民に避難命令発出など具体的に動き始めている．こ

の時点に至って初めて，原災法第 15 条の「原子力緊急事態宣言」に基づく「原子力災害対策

本部」としての機能が発揮されはじめたといえる．総理大臣を本部長として，国家・国民の

立場でこの緊急事態に対処する態勢が構築された．国家単位の「カントリー・リソース・マ

ネジメント」の機能を発揮できる態勢となった． 

 ところが，07:11 に内閣総理大臣が 1F に到着した．現場では，注水及びベントの準備で多

忙なところへ，総理大臣が突然現れて現場の関心はその動向に向いたと考えられる．CRM の

視点では，望ましくない出来事である．原災法第 15 条の原子力緊急事態宣言後は，原子力災

害対策本部長として大所高所から全体の状況を把握し，適切な指揮を取らなければならない

立場を放棄して現場に足を運ぶことはあってはならない行為と考えられる．現場に対しては，

応分の権限委譲が為されなければ現場長は適切な意思決定ができなくなる恐れがある． 

危機管理の要件は，Command（指揮），Control（統制），Communication（意思疎通）の 3

つの「C」と正確な Intelligence（情報）を有効に活用することである．CRM を「カントリー・

リソース・マネジメント」と捉えた危機管理体制の再構築が求められる場面であった．今後

の危機管理体制の強化に活かすべきである(11)． 

 08:04 に総理大臣が帰路につき，所長は 09:00 にベント開始を指示している．09:04 には， 

PCV ベント操作のため，第 1 班（運転員 2 名）が現場へ出発（中操に戻ってから次の班出発

とする）し，09:15 には PCV ベントラインの MO 弁を手順通り手動で 25%まで開操作して中

操に戻る（被曝線量は約 25mSv）． 

09:24 には第 2 班（運転員 2 名）がトーラス室に向かったが，放射線量が高いために操作を

断念して中央制御室に戻った．09:40 に対策本部では，AO 弁開操作の駆動源となる空気供給

のための仮設空気圧縮機の接続の検討を開始している．また，1A 系の残圧に期待して，中操

で AO 弁（小弁）の開操作を指示している． 

中央制御室にて 10:17，10:23，10:24 の 3 回にわたって AO 弁（小弁）の開操作を実施した．

対策本部では放射線量情報から PCV ベントができたと 10:40 に一旦判断したが，11:15 には

十分には効いていない可能性があることを確認している．この結果から，12:30 頃から S/C か

らのベントラインの AO 弁（大弁）動作のため，仮設空気圧縮機，接続具等の準備を行い，

14:00 頃には仮設空気圧縮機の設置が完了して 1A 配管への接続と加圧により，D/W 圧力は

0.75MPa から 14:50 の 0.58MPa に下がった．このことから，14:30 PCV ベントによる「放射性

物質の放出」と判断している（その都度 適な意思決定を行い，迅速に実践する「CRM の基

本」）． 

一方，淡水注入は 14:53 には合計 80000L と報告されているが，防火水槽の淡水が枯渇した

ため，14:54 には，所長は原子炉へ海水注入の実施を指示した．15:18 には PCV ベントによ

る「放射性物質の放出」を官庁等に報告した． 

 ところが，15:36 に 1 号機で水素爆発が発生し，突然の大音響と座っていた椅子から投げ出
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されるような大振動が発生する．現場では，水素爆発が起こったとの咄嗟の理解はなかった

と思われるが，身の危険を感じる恐怖心を抑えながらも，当面取り組まなければならない任

務に向かって冷静に振る舞わなければならなかったであろう．このような環境下でも，事象

の変化傾向を引き続き監視するためには，プロとして常に「フェーズⅢ」の意識レベル[8]を

維持して状況認識スキルを発揮しなければならない． 小限，中操から外部の状況を監視で

きる監視カメラの設置は必須であると思われる（運転員の状況認識支援策）． 

免震棟の対策本部でも全く同様であったと推察できるが，枯渇した淡水に替えて，海水の

注入準備作業を続け，消防車 3 台を直列に繋いで 3 号機逆洗ピットから海水を吸い上げる注

水ラインを確立している．1 号機の水素爆発によって飛散している瓦礫の中で続けられたこ

の作業は，容易ではなかったと推察できる． 

劣悪な環境条件の下で，限られた人的・物的・時間的資源の中で，破滅的事故を回避する

ために，やるべき作業の優先順位を決めて一つひとつ実践できたことは，CRM のチームワー

ク・スキルにおける強力なリーダシップの発揮とこれを支えたフォロワーシップの発揮が認

められる．発電所外部からの更なる適切な支援があったならば，各段のチームパフォーマン

スが発揮された可能性も考えられる． 

 

2.3.4 現場レジリエンス向上のための提言 

 これまで，現場で発生した出来事を時系列にヒューマンファクターズの基本概念に基づい

て CRM の観点から考察してきた．同様事故の再発防止を目指した事故調査においても，将

来同様な事態に直面した場合に備えて危機管理体制を構築するためにも，発生事象の当時の

環境や当事者の心理状態等を無視しては有効な教訓は得られない．社会システム設計当時に

予想できる環境条件の変化レベルを逸脱するケースはこれまでにも多発してきた．したがっ

て，起こった事象をあるべき姿から捉えて問題点として指摘するだけではなく，なぜ起こっ

たのかを探求し，さらにその背後に潜む背後要因を洗い出してそこに手を打っていくことが

強く求められる． 

その理由は，過去の不具合点（欠点）だけを振り返って関係者の責任追及を行っていたの

では，少しの進歩も望めないからである．それよりも予期しない外乱に対して「上手く対処

できた」ところが必ず存在する筈なので，そこに焦点を当てて上手くできた状況を詳しく観

察し，以後の教訓として活用することが望ましい．これにより，前向きな対処能力を高め，

事象の推移をモニターし近未来を展望することによって，先手を打って危機状態を回避する

ことが可能となる． 

 そのような活動を通じて，つまり成功事例からも学ぶことによって，緊急時の対応能力を

高めることが可能となる．これはレジリエンス・エンジニアリング論の基本(10)である．すな

わち，組織がレジリエンスを向上させるためには，起こった事実を結果から遡って失敗論を

展開するだけでなく，成功部分にも注目して，それが可能になった要素や背景を詳細に検討
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することによって，緊急時対応手順や危機管理マニュアルの改良に活かす取り組みが必要で

ある． 

 1F 事故においても，現場の劣悪な環境条件を考慮した上で命を賭けて取り組んだ当直員た

ちの実情を忘れては何も語れないと思われる．適切に対処できた実績をはじめに認めたうえ

で，期待通りの結果を出せなかった事実を見つめ，なぜそれができなかったのかをヒューマ

ンファクターズの知見から検討する必要がある．現場チームとしての課題や上位組織が取り

組むべき課題などが明らかになる筈である．特に危機状態に臨んでは，本事故のように企業

ぐるみでも対処しきれない場面にも直面することが考えられるので，地方自治体や国の行政

機関も当事者意識を以って支援しなければならない． 

目指すべきは，いかなる外乱に対しても，復元力を発揮してしなやかに危機状態を回避で

きる「高信頼性組織」を構築することである．レジリエンス・エンジニアリング論(10)では，

高信頼性組織の構築を目指すために，次の 4 つの機能を発揮することを提唱している．①事

象への対処能力，②事象の監視能力，③近未来の予測能力，そして④失敗成功の双方から学

ぶ能力である．経験した事故から少なくとも同様事故の再発防止を確かなものにするための

教訓を導き出すことが，従来から構築された安全マネジメント手法である．そこに止まるこ

となく，さらに組織のレジリエンスを向上させて如何なる外乱にも適切に対応できる現場力

を高めていかなければならない． 

 そこで，①事故調査の真の目的を「同様事故の再発防止のための教訓を導出すること」と，

②「事故調査技術を高めること」を社会一般の共通目標となるまで議論を繰り返すことを提

言する．ちなみに米国では，各地方都市においても任意の「事故調査研究会」が立ち上げら

れていて，航空事故をはじめ，社会的大事故の調査に関する調査技術の向上を目指した学習

が盛んに行なわれている．このような広い裾野のうえに NTSB（国家運輸委員会）が存在し

ていて，その目的と責任を十分に果たしている．我が国においても，国民的なレベルで規模

の大小を問わず，事故調査に関する関心を高め，再発防止のための活動を普及させる運動の

展開を提言する． 

 

2.3.5 CRM の観点からの考察のまとめ 

 1F 事故の具体的な出来事を時系列に分析しながら，航空分野で開発された CRM 訓練の観

点からその背後要因の検討を試みた．そして結果論から机上でその経緯を推測するのではな

く，現場，現物，現実の「三現主義」に基づいて，ヒューマンファクターズの視点から当時

の現場の状況をより正確に推測することを試みた． 

その結果，伝統的な犯人捜しの事故調査の文化から脱却して，人間科学的知見を応用して

事象の背後要因を探求することによって，より効果的な対策の構築が可能になることを提言

した．事故調査は膨大な時間とマンパワーを要する．従って，事故調査手法に関する訓練を

積んだ専門家の支援を受けることが必須であるとともに，事故調査の目的を前面に掲げてそ
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れを達成するために労力と費用を費やすべきである．その様な安全文化を創造するために，

利用可能なあらゆるリソースを有効に活用して， 適な意思決定を行い，確実に実践できる

チーム力の発揮を可能にする「CRM 訓練」を原子力分野へ普及すること提言する． 
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３．発電所員の行動に関するヒューマンファクターの視点からの検討 

 

3.1 検討の範囲 

政府事故調査委員会中間報告書（文献 1, P.5）は，『1 号機非常用復水器(IC)作動状態誤認』，

ならびに『3 号機代替注水不手際』を，事故後対応に関する問題点として指摘している．こ

れらは，1 号機，3 号機とも，炉心冷却の遅れや中断を生んだ要因であろう．しかし，中央制

御室では電源が失われてプラントパラメータを監視するための中央制御盤が使えず，また発

電所対策本部では緊急時対応情報表示システム(SPDS)が使えないなど，中央制御室や発電所

対策本部が判断を行うために不可欠な情報が十分に得られない状況にあった．一般に，人間

の判断や行動は，その人間が置かれた状況や入手した情報に大きく影響される．誤情報を与

えられた人間の判断が結果的に不適切であったとしても，それを咎めることができないこと

は，ヒューマンファクターの観点から明らかである． 

そこで，『1 号機非常用復水器(IC)作動状態誤認』，ならびに『3 号機代替注水不手際』とさ

れる問題について，当時，関係者が得ていた情報，置かれていた状況や環境を踏まえて，改

めてヒューマンファクターの観点から考察する． 

 

3.2 『1 号機非常用復水器(IC)作動状態誤認』とされる問題に関する考察 

福島第一原子力発電所事故では，東京電力が所有する原子炉の中でも，同発電所 1 号機に

しかない装置である IC を用いた原子炉冷却機能が失われ，炉心溶融に進展した．1/2 号担当

の運転当直や同発電所長をトップとする発電所対策本部が，『1 号機 IC の作動状態を誤認し

たこと』（文献 1, P.5）が，事故進展の背景のひとつとして，政府事故調査委員会などの各種

事故調査報告書で取り上げられている． 

 そこで本節では，各種事故調査報告書に記載されている情報を整理することで，この IC の

運転状態の認識について，改めてヒューマンファクターの視点から考察する． 

 

3.2.1 非常用復水器(IC)機能回復の可能性について 

1）IC の構成 

福島第一原子力発電所 1 号機 IC の系統構成（文献 2, P.1/4）を図 1（A 系統のみ記載）に示

す．IC は，A，B の 2 系統あり，それぞれ原子炉格納容器の内側と外側に電動駆動の隔離弁

が設置されている．内側隔離弁（1 A，4 A，1 B，4 B 弁）は交流電源，外側隔離弁（2 A，3 A，

2 B，3 B 弁）は直流電源を駆動電源としている（文献 3, P.142）．中央制御室の制御盤上には，

これら合計 8 弁の開閉スイッチと状態表示ランプが設置されており，さらに，弁が作動した

ことを伝える警報があるとされている（詳細不明）． 
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2）隔離弁の動き 

i) 津波来襲前 

原子炉スクラム後，冷却材温度降下率を 55℃/h 未満に維持する必要があることから，

自動起動した IC2 基を一度停止し，その後 A 系統（IC-A．以下，IC と表現する）のみ

を使い，戻り配管隔離弁 3 A 弁の開閉を繰り返していた（文献 3, P.122）．津波が来襲す

る直前には，3 A 弁は当直運転員の操作により閉状態にあった（文献 4, P.98）． 

ii) 津波来襲時 

津波による被水のために破断検出回路用直流電源が喪失し，この電源喪失に伴う隔離

信号が設計通りに発生，1 A，2 A，4 A 弁が閉動作を開始した（文献 3, P.144）．2 A 弁は

15 秒以内で全閉状態（文献 3, P.144）となり，その後，弁駆動用直流電源が喪失した．

20 秒以内で全閉になる（文献 3, P.144）格納容器内側の 1 A，4 A 弁は，弁閉動作中に交

流電源を喪失し，事故後において開度を確認できないものの，わずかに開いていたと推

定されている（文献 3, P.145: 文献 4, P.100）． 

3）格納容器内側隔離弁の開可能性に関する考察 

1 A，4 A 弁は交流電源駆動であるため，交流電源が復旧しない限り開けることができず，

また通常運転時においても線量の高い格納容器内側にあるため現場で手動開操作もできない．

つまり，閉じかけた 1A，4A 弁を開けることは現実的に不可能であり，格納容器外側の 2A，

3A 弁を開くことができたとしても，IC の機能は限定的であると考えられる． 

4）格納容器外側隔離弁の開可能性に関する考察 

直流電源駆動の 2A，3A 弁は，現場での手動開操作可能な場所である格納容器外側にある

図 1 非常用復水器の系統構成（文献 2 をもとに作図） 

1A2A

3A 4A

原子炉格納容器 内側 

胴側水 

蒸気 

冷却水 
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ものの，余震と津波の危険から現場に近づくことは不可能1であったと考えられる．また，バ

ッテリーを中央制御室から回路につなぐことによって電源を供給して開操作できる可能性が

あるとも言われているが，電源盤が被水したため，弁駆動機構に電源を供給することはでき

ないと推定される（少なくとも，直流電源が一部復活する 17 時 50 分ごろまでは不可能であ

る）． 

5）まとめ 

このような状況から，津波来襲直後，仮に IC が停止していることを発見できたとしても，

IC を速やかに再起動し，設計通りに機能を発揮させることは不可能な状況であったと言える． 

 

3.2.2 中央制御室での IC 運転状態の認識について 

1）津波直後の隔離信号発生を認識できる可能性 

i) 経緯 

冷却材温度降下率を 55℃/h 未満に維持するために IC の起動停止を繰り返していたと

ころ，突然，2 号機の「SW（補助冷却海水系）トンネルダクトサンプレベル高」「RVP

（逆洗弁ピット）サンプレベル高」の警報が発生した（文献 5, P.7）.しかし，IC の隔離

信号発生を知らせる警報は発生しないまま，やがて中央制御室の照明，制御盤上のラン

プが順次消えていった（文献 3, P.122）とされている． 

ii) 隔離信号発生認識の可能性に関する考察 

IC の隔離信号2が発生したことを中央制御室で運転当直員が気づくきっかけになりう

るものは，隔離信号発生等の IC 運転状態を知らせる警報，弁状態を示すランプ，およ

び SPDS である． 

IC 運転状態を示す警報は複数設置されてはいるものの，当時，中央制御室で発生した

警報は前述の 2 つのみであり，IC に関連する警報は出ていない．このため，中央制御室

の運転当直員が警報によって隔離信号発生に気づくことは，不可能な状況であったと考

えられる． 

一方，弁状態を表すランプの電源は，弁の駆動電源と同じであることから，隔離信号

によって閉動作を開始した 1A，2A，4A 弁については，駆動電源が生きている限りラン

プが開を示す赤から閉を示す緑へと，赤緑の両点灯状態を経由して切り替わったものと

考えられる．しかし，ほぼ時を同じくして，非常用ディーゼル発電機(DG)トリップによ

り中央制御室の照明が消えるという状況においては，警報が発生することなく動き出し

た弁のランプの切り替わりを運転当直員が気づくことは，困難な状況にあったと考えら

れる．また，運転当直長卓には SPDS が設置されているが，電源喪失によりその機能を

                                            
1 16 時 55 分の第 1 回目の現場突入は，津波が来るとの情報のため中止された（文献 3, P.124）． 
2  IC は，配管等に破断が生じた場合，あるいは制御用直流電源が喪失した場合にインターロックで隔

離弁が閉止する設計になっている．全交流電源の喪失では，隔離弁は閉止しない（文献 2, 文献 6）． 
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失っていた． 

このように，中央制御室の運転当直においては，隔離信号の発生，それに伴う隔離弁

の動作を津波来襲直後に発見することは，ほぼ不可能であったと言える． 

2）津波来襲直前の IC 停止操作からの IC 運転状態認識の可能性 

i) 認識の可能性に関する考察 

3A 弁3については，原子炉冷却材温度降下率を 55℃/h 未満に維持するために開閉操作

が繰り返されており，電源が失われる直前に当直運転員によって全閉にされていた（文

献 4, P.98）．つまり，破断検出回路用直流電源喪失による隔離信号の発生の如何に関わら

ず，IC は機能していない状態であったことになる．しかし，この情報は運転当直内では

共有されなかった． 

この情報を共有できた機会があるとすれば，冷却材温度降下率維持のために予定通り

に閉操作した後の報告，もしくは，全電源喪失後に IC 停止を再周知するための報告・

連絡の場面であろう．しかし，スクラムで多くの警報が発生し，機器の運転，停止に関

する報告が盛んに行われる状況において，予定通りに操作中の 3A 弁に対する開閉操作

の報告があったとしても，その報告に特段の注意を払う必要性を感じることは難しいで

あろう．また，突然，中央制御室の照明が消え，制御盤上のランプ，警報も消えるとい

う状況に遭遇し，尋常ならぬ恐怖心を抱いたであろう運転当直員に，IC 停止の再周知を

行う心理的余裕はなかったと考えられる． 

以上から，当時の運転当直内には，IC 停止操作から IC 運転状態を正しく認識するこ

とはきわめて困難であったと言える． 

ii) 3A 弁全閉（IC 停止中）を共有できなかったことの影響の有無に関する考察 

仮に，“3A 弁閉＝IC 停止中”が中央制御室内で共有されていたとしたら，今回の事態

の推移は大きく変化したであろうか．以下に，IC 機能回復，代替注水，発電所対策本部

の認識への影響について考察する． 

a) IC 機能回復について 

あたかも突然交流，直流電源が喪失したかのような状況であったことから，隔離弁

は図 1 に示したような状態で 3A 弁さえ開けば IC は機能回復すると考えることが想定

される．しかしながら，先に述べたように，津波と余震の恐れから 3A 弁の現場操作の

ために原子炉建屋内に向かうこともできず，遠隔操作をしようにもバッテリーの調達

もままならず，さらには電源盤も被水していることから，同弁を速やかに開操作する

ことは不可能である． また 3 月 11 日 18 時 18 分，21 時 30 分に 3A 弁を開操作したに

                                            
3 12 日 18 時ごろ，直流電源の一部復旧で，2A，3A 弁のランプが閉状態を示していることを発見し

たことから，初めて隔離弁の隔離信号が発生し，格納容器内側の 1A，4A 弁も閉じている可能性が

あることを，運転当直は認識した（文献 3, P.125）．通常開いている 2A 弁が閉じた理由を隔離信号

と推定し，かつ，格納容器内側の 1A，4A についても閉じていることを予見していることから，運

転当直は IC の制御ロジックについて正しい知識を有していたと言える． 
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も係わらず蒸気，蒸気音がやがて消失したことが示すように，仮に開操作できたとし

ても IC の機能は回復しなかったと考えられる．つまり，IC 停止に関する情報が共有さ

れていたとしても，IC 機能回復の見込みはほとんどなかったと言える． 

b) 代替注水について 

16 時 35 分にディーゼル駆動消火ポンプ(D/DFP)の状態表示ランプを確認し（文献 3, 

P.124），消火系からの代替注水ラインを確保するために 16 時 55 分に現場突入を試みる

（津波情報のため断念）など，運転当直は早い時期から代替注水を意識した行動をと

っている．しかし，度重なる余震，津波来襲の危険のために，運転当直員はコントロ

ール建屋 2 階の中央制御室から出ることもままならない状況であった．つまり，IC 停

止に関する情報が共有されていたとしても，代替注水の準備（ライン切り替え）が早

まったとは考えにくい． 

c) 発電所対策本部の IC 作動状態認識について 

仮に，運転当直内で IC 停止に関する情報を共有できたとすれば，その情報，認識は

発電所対策本部に報告されたと考えられる．この報告があれば，“IC は停止”という認

識のもとで対応がなされることになる．しかし，後述するように，発電所対策本部は，

「IC が作動していることを期待しつつも，当直からの報告を聞いて，IC による冷却・

注水がなされているとは断定できない」（文献 4, P.96）と認識して行動しており，仮に

IC 作動状態が正しく認識されていたとしても，発電所における初期の対応が異なった

ものになるとは考えにくい． 

以上から，3A 弁全閉（IC 停止中）を共有できなかったことの影響はほとんどなかっ

たものと考えられる． 

3）IC ベント管蒸気による IC 運転状態の確認 

i) 経緯 

IC 作動時は IC ベント管から大量の蒸気が発生することから，16 時 36 分ごろ，運転

当直は発電所対策本部発電班に対して，IC ベント管からの蒸気を確認するように依頼し

た（文献 3, P.125）．この確認依頼を受けた発電班員が免震重要棟から IC ベント管蒸気

を目視し，それを「向かって左からモヤモヤ出ている」（文献 7, P.3/5）と，16 時 44 分

ごろ，運転当直に連絡した4．これを受け，運転当直長は“蒸気量が少ないことから IC

の動作状態に疑問を持った”（文献 7, P.4/5）とされている． 

ii) IC ベント管からの蒸気の確認方法に関する考察 

IC ベント管は原子炉建屋の西側外壁（文献 4, P.106）にあり，それを運転当直員が確

                                            
4 この時点では，2A 弁は隔離信号により全閉状態であったことから，津波前の熱交換で生じた蒸気

と考えられる．ベント管の蒸気により IC 運転状態を確認しようとした時期について，この 16 時 36
分の確認は政府事故調査報告書には記載されていない．同報告書によれば 初にこの確認方法に思

い至ったのは 18 時 30 分ごろとされている（文献 4, P.112）． 
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認するためには，コントロール建屋 2 階にある中央制御室から津波が襲った 1 階に降り

て屋外に出る必要がある．一方，発電所対策本部（免震重要棟）からは遠目ではあるが

同蒸気を容易に確認できることから，同蒸気の確認を発電所対策本部発電班に依頼した

とされている．余震や津波のリスクを考えれば，この依頼は妥当な判断であると言える． 

iii) IC ベント管の蒸気量からの IC 運転状態の判断に関する考察 

IC ベント管の蒸気量に関する報告については，「モヤモヤ出ている」という表現以外，

運転当直へどのような情報が伝えられたか，定かではない．しかし，発電班からの報告

を受けた運転当直は，IC が正常に動作していない可能性に気づき，その後，IC 胴側水

位の確認などを進めている（文献 3, P.125）． 

福島第一原子力発電所 1 号機では，これまで IC が動作した実績がなく，また当直運

転員の訓練を行うための運転訓練シミュレータにおいても，IC を模擬する機能がないこ

とから，INPO（原子力発電運転協会）の報告書において，訓練の不備が指摘されている

（文献 8）．しかしながら，IC が作動すると IC ベント管から蒸気が水平に勢いよく吹き

出すこと，静電気が発生して雷のような青白い光と轟音を響かせることなどが運転当直

員間で言い伝えられている（文献 4, P.104）．実際，IC ベント管からの蒸気量に関する情

報に接した運転当直は IC が機能していない可能性を認識したとともに，地震直後の 14

時 52 分の IC2 基の自動起動時に蒸気音を確認している（文献 3, P.122）ことからも，IC

に関するシミュレータ訓練の不備が悪影響を及ぼしたとは考えにくい． 

なお，IC ベント管からの蒸気の確認依頼が，全電源喪失から約 1 時間を要したことに

対して，遅いという指摘もあろう．D/DFP の状態表示ランプ以外はすべて消え（文献 3, 

P.124），暗闇となった中央制御室では，懐中電灯の明かりだけを頼りに，運転当直員た

ちは計器ひとつひとつを確認しながら動作しているものを探していた．政府事故調査委

員会報告書が述べているように，原子炉水位や原子炉圧力などを把握することが 優先

事項（文献 4, P.96）であったため，IC ベント管からの蒸気の確認依頼が 1 時間を要した

ことはやむを得ないと考えられる． 

4）IC 胴側水不足とした 3A 弁閉操作 

i) 経緯 

11 日 18 時 18 分，当直は 1A，4A 弁が開いていることを期待して，2A，3A 弁を開操

作し（文献 3, P.126），18 時 20 分過ぎ，原子炉建屋越しに IC ベント管からの蒸気噴出を

目視した．しかし，やがて蒸気が停止したことから，1A，4A 弁が閉じているか，IC 胴

側水がないことを想定した（文献 3, P.126）．IC 胴側水がない場合は，配管を破壊し原子

炉冷却材が環境に直接放出される可能性があると考え，18 時 25 分，3A 弁を閉操作した

（文献 3, P.126）．その後，手順書を調べるなどして（文献 4, P.107），IC 胴側水は補給し

なくても 10 時間程度はもつこと（文献 3, P.128），消火系から IC 胴側に水を補給可能で

あることから，21時 30分，3A弁を開操作し，ICベント管からの蒸気の目視（文献 3, P.128），
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もしくは IC 配管内を流れる蒸気の音（文献 4, P.108）によって IC の起動を確認した．

しかし，やがて蒸気，もしくは蒸気音が消えたことから，“IC は正常に機能しない”（文

献 4, P.108）と判断するに至った． 

ii) 18 時 25 分の 3A 弁閉操作の影響に関する考察 

IC 胴側水は補給しなくても 10 時間程度はもつとされており，また事故後の調査にお

いても，IC 胴側水は約 65％の水が残っていることから（文献 4, P.100），18 時 25 分に

3A 弁を閉じる必要性はなかったと言える．しかし，事故当時，IC 胴側水の水位を確認

するすべもなく，現場で IC の状態（水漏れなど）を確認することもできない状況にお

いては，IC 胴側水不足による IC の破壊を懸念することは当然であり，なおかつ，IC ベ

ント管からの蒸気がなく IC が機能していないと判断できる状況においては，安全側の

判断（IC の破壊による放射性物質の環境放出を回避する）をとったとしても何ら判断の

誤りとは言えないであろう． 

原子力安全基盤機構(JNES)の解析において，18 時 15 分に IC を再起動し 100％の性能

が発揮されたと仮定しても，原子炉水位が回復することはなく，炉心露出が継続すると

されている（文献 9, P.24）．このことから，18 時 25 分に 3A 弁を閉操作したことが，事

態を悪化させたものとは言えない． 

6）まとめ 

このように，中央制御室の運転当直は津波直後，IC の運転状態を確認できなかったものの，

IC ベント管の蒸気量が少ないことから，IC が機能していない可能性を 16 時 44 分ごろには認

識した．その後も，通常開状態の隔離弁が閉じていたことなどから，IC が機能していないと

して事故対応を進めており，『1 号機 IC の作動状態を誤認した』まま対応を進めたとは言え

ない．むしろ IC による冷却ができない場合の代替注水の準備を 16 時 30 分ごろには着手して

おり，多くの制約の中で柔軟に対応したと言えよう． 

 

3.2.3 発電所対策本部での IC 作動状態の認識について 

1）16 時 55 分 15 条該当事象解除通報までの IC 運転状態の認識 

i) 経緯 

地震発生から約 30 分が経過したころ，中央制御室から発電所対策本部に「原子炉水

位，炉圧を IC にて制御中」との報告が寄せられた（文献 7, P.3/5）．津波来襲後の 15 時

37 分過ぎ，DG 停止の連絡を受け（文献 5, P.5），原子力災害特別措置法 10 条該当事象（全

交流電源喪失）と判断し（15 時 42 分）（文献 3, P.122）官庁等に通報を行った．その後，

原子炉水位が不明であること（15 時 50 分）（文献 3, P.123）など，中央制御室で確認さ

れた結果が随時報告され（文献 5, P.8），また 16 時 25 分の中央制御室から同 15 条該当

事象（非常用炉心冷却装置注水不能）発生との報告（文献 3, P.123）を受けた．このよ

うな中，「IC が作動していることを期待しつつも，運転当直からの報告を聞いて，IC に
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よる冷却・注水がなされているとは断定できない」（文献 4, P.96）と考え，発電所対策

本部は 悪の事態を想定して（文献 4, P.96）15 条該当事象と判断し（16 時 36 分）（文

献 3, P.123），16 時 45 分，官庁等にその旨通報を行った（文献 4, P.96）．しかし 16 時 45

分，一時的に直流電源が復旧し原子炉水位が-90cm（有効燃料棒頂部(TAF)+約 250cm）

と確認されたことから，15 条該当事象解除通報を行った（文献 4, P.97）． 

ii) IC 運転状態の認識に関する考察 

発電所対策本部では，通常，SPDS によりプラントパラメータなどの詳細情報を入手

可能であるが，津波来襲後，SPDS は使用不能となり，中央制御室から電話連絡でもた

らされる情報をもとに，判断を行わざるを得ない状況になった（文献 4, P.91）．そのよ

うな中で発電所対策本部は，前述のように IC による冷却・注水がなされているとは断

定できないとしつつも，“IC は動いている”という認識を持ち続けることとなった（文

献 4, P.109） 

公開された各種情報から，このような認識を持つに至った背景を整理すると， 

・地震直後の IC 起動（15 時 16 分） 

・制御のための手動停止の情報なし（文献 7, P.3/5） 

・津波後の IC 状態の報告なし 

・交流，直流の全電源なし5 

・原子炉水位-90cm（TAF+約 250cm）（16 時 45 分）6 

  という限られた情報，さらに， 

・IC 動作は初めて 

・1 号機～3 号機に同時に発生しているトラブル 

という知識・経験，状況が見られた．これらが，当時の発電所対策本部の IC の運転状

態の認識に影響していたと考えられる．このような情報・状況に遭遇すれば，多くのも

のは同じように“IC は動いている”という認識を持つことになると推察される． 

2）17 時 12 分 15 条再通報以降，23 時 50 分ごろまでの IC 運転状態の認識 

i) 経緯 

11 日 17 時 07 分，運転当直から「ダウンスケールして原子炉水位不明」の報告があっ

                                            
5 常時開状態であった 1A,2A,4A 弁（電動弁）が全閉もしくは中間開度になったことから，津波によ

って，まず制御回路用電源が喪失し，フェイルセーフ機能が働いて弁が閉動作を開始し，やがて駆

動用電源が失われたことになる．しかしながら，中央制御室のみならず発電所対策本部では，この

ような電源喪失の時間差を把握するすべもなく，単に“交・直流電源が喪失した”としか認識して

いない．つまり，“電動弁は電源喪失した瞬間の状態のまま”と考えても不思議はなく，政府事故

調査委員会の「『閉じ込める』機能の基本的知識を持ち合わせていれば，破断検出回路やフェイル

セーフ機能の詳細を知らなかったとしても，電源喪失時に IC の隔離弁が閉じている可能性がある

ことを容易に認識し得た」（文献 4, P.115）とする見解は，今回の状況には当てはまらない． 
6 東京電力の解析結果（文献 3, P.139）とほぼ同じであることから，この時点では原子炉水位は正し

い値であったと考えられる． 
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たため，17 時 12 分，再度 15 条通報を行う（文献 4, P.97）とともに，消火系，消防車な

どによる代替注水の検討・準備を指示した7（文献 3 , P.126）．その後，発電所対策本部

には，17 時 15 分「TAF 到達まで 1 時間」（文献 4, P.108），17 時 50 分過ぎ「原子炉建屋

入口付近で高線量」（文献 4, P.108），18 時 21 分「IC ラインアップ完了し注入開始」（文

献 7, P.3/5），18 時 25 分「IC 作動確認」（文献 7, P.3/5），21 時 19 分「TAF+20cm」（文献

3, P.128），21 時 35 分「TAF+45cm」（文献 7，P.3/5），22 時 00 分「TAF+55cm」，22 時 35

分「TAF+59cm」（文献 3，P.129）などが報告された．そして 23 時 50 分ごろ，「線量が

上昇し，ドライウェル圧力が 600kPa」との報告から，発電所対策本部は IC が動作して

いないかもしれないと考えるに至った（文献 3, P.129）． 

ii) “IC が動いている”と認識しつづけた背景に関する考察 

東京電力の解析によると（文献 3, P.139），TAF 到達は 18 時 10～15 分頃（3 月 11 日の

発電所技術班による予測では 18 時 15 分（（文献 4, P.108）），有効燃料下端(BAF)到達は

19 時 40～50 分頃であり，原子炉水位が再度見えた 21 時 20 分頃にはすでに燃料が完全

に露出していたことになる．17 時 50 分ごろ，原子炉建屋入口付近で線量が高いという

報告が中央制御室からあった（文献 4, P.108）とされているものの，原子炉水位計には

あたかも TAF 以上に原子炉水位があるかのような値が示され，さらには，IC による冷

却が行われているかのような報告が寄せられていたことから，発電所対策本部は“IC が

動いている”と認識しつづけたと考えられる． 

3）まとめ 

このように発電所対策本部においては，全電源喪失によりプラントパラメータを把握でき

ずに中央制御室からの報告に頼らざるを得ず，また唯一把握できた原子炉水位も誤情報を示

していたことから，“IC が動いている”と認識しつづけたと言える． 

 

3.3 『3 号機代替注水不手際』とされる問題に関する考察 

1）調査の範囲 

 福島第一原子力発電所 3 号機においては，3 月 11 日 15 時 30 分前後の津波来襲により，全

交流電源が喪失した（文献 4, P.95）．これに対して，16 時 03 分ごろ原子炉隔離時冷却系(RCIC)

を手動起動（文献 4, P.95）させ，12 日 12 時 35 分ごろ高圧注水系(HPCI)を自動起動させて原

子炉への注水を行っていた．12 日 20 時 36 分，原子炉水位が不明になった（文献 4, P.170）

が，その後も HPCI で注水を継続した．13 日 2 時ごろ，HPCI の吐出圧が低下し，給水が確保

されているか不明になったことから，D/DFP による代替注水を行うこととし，HPCI を 2 時

42 分に停止し（文献 4, P.171），減圧のため主蒸気逃がし安全弁（SR 弁）の開操作を試みた．

                                            
7 消防車を使って 1 号機の原子炉へ注水することを検討するように発電所長から指示が出ている．消

防車は，新潟県中越沖地震の教訓から，火災対応のために備えたものであって，原子炉への注水に

備えたものではなかった．そのため，原子炉注水の役割分担は決められていなかった． 
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しかし同弁は開かず，さらに HPCI，RCIC からの再注水にも失敗した（文献 4, P.173）．この

『代替注水の不手際』が，事象の進展に大きく影響したといわれている． 

そこで本項では，公開された運転手順書および各種事故調査報告書に記載されている情報

をもとに，この問題を検証する． 

2）関連手順書 

 3 号機の事故時運転操作手順書として，事象ベース(AOP)，兆候ベース(EOP)，シビアアク

シデント(SOP)の手順書が整備されている．上記の事故進展においては，AOP“全交流電源喪

失”，EOP“水位不明”ならびに同“急速減圧”が関連すると思われる．以下に，各概要を示

す． 

i) AOP“全交流電源喪失”の手順概要（文献 10） 

 所内交流電源喪失かつ DG 全台起動失敗の際，直流電源を用いて RCIC 又は HPCI に

よって注水を継続し，電源復旧を図る手順である．交流電源が長時間（1 時間以上）喪

失する場合には，直流電源の負荷を切り離し，引き続き電源復旧を進める． 

ii) EOP“水位不明”ならびに同“急速減圧”の手順概要（文献 11） 

 原子炉水位が不明になった場合に，原子炉を満水にするための手順である．EOP“水

位不明”で低圧注水可能系統を作動させるか，作動しない場合は HPCI，RCIC を作動さ

せながら代替注水の準備を進める．低圧注水もしくは代替注水の準備が整った後，EOP

“急速減圧”に移行し，自動減圧系(ADS)弁と SR 弁を開操作する．両弁が開かない場合

には，再度 EOP“水位不明”に戻り，SR 弁を開操作する．SR 弁が開かない場合には，

主蒸気隔離弁(MSIV)などで減圧を維持しつつ，HPCI 等で注水を維持する． 

3）実際の対応 

i)12 日 20 時 36 分までの対応 

 津波来襲により全交流電源喪失が発生したとき，運転当直は，AOP に示された運転手

順書通りに 11 日 16 時 03 分 RCIC を起動し，同日夕方ごろから直流電源の負荷切り離し

を行った（文献 4, P.96）．12 日 11 時 36 分ごろ，RCIC が自動停止（文献 4, P.164）した

ため，原因調査（ラッチ不具合が原因とされている（文献 4, P.164））と再起動を試みた

が，RCIC が再起動することはなかった（文献 4, P.170）．12 時 35 分，HPCI が原子炉水

位低で自動起動した（文献 3, P.182）．HPCI は流量が大きいため，流量調整しないと原

子炉水位が急上昇し，HPCI が自動停止する恐れがあり，HPCI を再起動させると一層バ

ッテリーを消耗することになる．そこで運転当直は，HPCI の流量調整を行い（文献 4, 

P.170），バッテリーの節約を行うとともに，HPCI の次は D/DFP による代替注水を念頭

に置いていた（文献 3, P.182）．このように運転当直は，バッテリーの消耗を抑える工夫

をし，さらに D/DFP による代替注水を念頭に置きながら，AOP“全交流電源喪失”に記さ

れた運転手順書に従って対応を進めていた． 

ii)12 日 20 時 40 分前後の対応 
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 HPCI によって原子炉への注水が行われていたが，12 日 20 時 36 分，原子炉水位計の

電源（24Ｖ直流電源）が枯渇し，原子炉水位が監視できない状況が発生した（文献 4, P.170）．

そこで，広野火力発電所から調達したバッテリーを中央制御室に運び込み，3 号機原子

炉水位計の復旧作業を行うとともに，HPCI の流量増加を行い，原子炉圧力と HPCI 吐出

圧などの監視を行った（文献 4, P.171）．このように運転当直は，原子炉水位が不明にな

った後も，HPCI による注水を継続するという判断を行った． 

iii)13 日 2 時 40 分前後の対応 

その後，HPCI が自動停止するはずの値まで原子炉圧力が低下したが HPCI は停止せず

（文献 3, P.183），HPCI 吐出圧が原子炉圧力と拮抗し，注水がなされているか判然とし

ない状況になった（文献 4, P.171）．運転当直は D/DFP による代替注水を行うべく（文献

4, P.171），圧力抑制室(S/C)スプレイ（文献 4, P.170）を行っていた D/DFP を原子炉注水

ラインに切り替え，HPCI 設備の破損を回避するため HPCI 停止を先行して実施し（2 時

42 分）（文献 4, P.172），その後，SR 弁の開操作（2 時 45 分，55 分）を試みた．しかし

SR 弁は動作することなく，原子炉への注水が途絶える事態となった（文献 4, P.173）． 

4）12 日 20 時 36 分以降，HPCI による注水継続の背景に関する考察 

前述のように，運転当直は原子炉水位が監視できなくなった 12 日 20 時 36 分以降も，HPCI

による注水を継続した．この背景について，東京電力による事故調査報告書には，以下のよ

うな記載がある（文献 3, P.202）． 

・1 号機と並行して 3 号機の D/DFP による注水への移行を慎重に行える状況でない 

・減圧沸騰により原子炉水位が急激に低下し，燃料露出を早めるリスクがある 

・容量が小さい消火目的の D/DFP よりも，HPCI の方が信頼できる 

i) D/DFP による注水への移行について 

発電所対策本部は 12 日 21 時頃まで，1 号機の格納容器ベントや注水の対応に奔走し

ていた（文献 3，P.202）．このような時期に，原子炉水位が見えなくなったとしても HPCI

で安定して注水できている 3 号機への対応は，1 号機の差し迫った状況と，人的資源，

物的資源の制約も考え合わせると，優先順位が低い（文献 4, P.165）と判断されてもやむ

をえないと言える． 

ii) 減圧沸騰による水位低下について 

12 日 21 時ごろの時点では，原子炉の減圧操作のために開く SR 弁を動作させるバッテ

リーも十分あったと推定されることから，D/DFPへの切り替えは可能であったであろう．

しかし，SR 弁を開くことにより減圧沸騰が生じ，原子炉水位が急激に下がるリスクがあ

る．原子炉水位を回復できる確実な注水手段があれば，仮に一時的に水位が低下しても

減圧操作をためらうことはないであろう．しかし，下記のように D/DFP による注水に不

安がある中で，一時的であっても原子炉水位を下げるような操作に躊躇することは，人

間の心理としてありえよう． 
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iii) D/DFP の信頼性について 

減圧沸騰によって原子炉水位が低下しても，D/DFP による注水ができれば，その水位

を回復させることも可能である．しかし，以下に記すように，この D/DFP による注水の

信頼性は，HPCI による注水よりも低いと評価され，可能な限り HPCI による注水を継続

し，HPCI の後は D/DFP による注水を行うことを，発電所対策本部と運転当直の共通の

認識としていた（文献 3, P.202）． 

a) 消火系設備としての健全性 

消化系設備は，発電所構内での火災に備え，発電所敷地西側の高台にあるろ過水タ

ンクの水を消火系配管を通じて消火栓等に供給する設備であり，D/DFP，電動駆動消

火ポンプ(M/DFP)，消火栓，送水口などで構成されている． また，この設備は，アク

シデントマネジメント策に基づき，代替注水にも用いられることになっている耐震ク

ラス C の設備である（文献 4, P.35）． 

2007 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震の際，柏崎刈羽原子力発電所の消火

系屋内配管に破断が見られなかった．そのため，発電所対策本部では，今回も屋内配

管に大きな破断が生じている可能性は低く（文献 4, P.123），一方，耐震強度が高いと

は言えない屋外配管については，地震によって破断している可能性8が高いと考えた

（文献 4, P.122）． 

このように，アクシデントマネジメント策で想定していた代替注水は十分機能しな

い可能性があるのに比べ，耐震クラス S の HPCI による注水は現に機能していること

から，HPCI による注水を可能な限り継続させるとした判断には，合理性があると言え

よう． 

b) D/DFP の運転継続性 

3 号機当直引継日誌（文献 12）によると，D/DFP への燃料補給の記録が残されてい

る．その内容を表 1 に示す．3 月 12 日 14 時から 20 時までの 6 時間で，燃料が約 65

リットル消費されていることから，D/DFP は 1 時間当たり約 11 リットルの燃料を消費

し，燃料タンク満杯（約 200 リットルと推定）で約 18 時間の連続運転が可能と推定さ

れる．当然のことながら，この D/DFP を 18 時間以上にわたって連続運転するために

は，燃料の補給が必要である． 

この D/DFP への燃料移送系には電動駆動ポンプが使われていた．そのため事故当時，

燃料の補給は，海抜が低く瓦礫が散乱したエリアを通り，水没した 3 号機タービン建

屋地下 1 階（文献 13, P.35）まで人力で運ばなければならず，しかも，燃料運搬のため

の容器もなかった9．D/DFP に早期に切り替えたとしても，早晩，燃料切れになること

                                            
8 3 月 11 日夕方，ろ過水タンクから延びる屋外配管の数箇所で水が噴出していることが確認されてい

る（文献 4, P.122）． 
9 1 号機 D/DFP への燃料補給が，0.5 リットルのボトル数本を使って行われた（文献 5, P.44）ことか
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が明らかであることから，HPCI で注水が可能な限りそれを継続し，注水ができなくな

ったら，D/DFP に切り替えるとする判断は，理にかなったものと考えられる． 

 

表 1 3 号機 D/DFP への給油記録（文献 12 から作表） 

日にち 時刻 記録内容 

3 月 12 日 12 時 06 分 手動起動 

 14 時 00 分 給油 172L→195L 

 20 時 00 分 燃料確認  130L 

3 月 13 日 01 時 45 分 給油 70L→110L 

 22 時 15 分 燃料切れ停止確認 

   

一般に手順書は，状況，事態を想定して作成されるものであり，その手順書が適用できる

限り，それに従うべきである．しかし今回の事故においては，電源が復旧しない，信頼性の

高い代替注水手段を確保できない，手順書作成時の想定を超える状況・事態が発生した．そ

のような中，発電所対策本部，運転当直は単に手順書に従うのではなく，手順書に記載され

た内容の実現性を吟味しながら，可能な限り原子炉への注水を継続するべく，自らの知識，

経験に基づいた判断を進めていったと言えよう． 

5）13 日 2 時 40 分前後の対応に関する考察 

13 日 2 時 40 分前後の対応については，『HPCI 停止前に代替注水ライン切り替え完了を確

認すべき』，『HPCI 停止前に SR 弁動作を確認すべき』（文献 4, P.184）との指摘がある．そこ

で，それぞれについて，運転当直が置かれていた状況を踏まえて考察する． 

i)『HPCI 停止前に代替注水ライン切り替え完了を確認すべき』との点について 

急ぐ必要のない場合には，上記指摘の通りであろう．しかし今回の場合，中央制御室

とライン切り替えに現場に出向いた運転当直員の間に通信手段（文献 4, P.172）がなく，

かつ，ライン切り替えを急ぐ状況10であった．このような状況の中，ライン切り替えの

ために運転員が現場に向かってしばらくたっていたことからの HPCI 停止操作（文献 3, 

P.183）は，リスキーであるものの必要な判断であったと考えられる． 

ii)『HPCI 停止前に SR 弁動作を確認すべき』との点について 

減圧による HPCI 破損の恐れのない場合は，指摘の通りであろう．しかし，先に SR

弁を開操作して原子炉圧力の減圧を行えば，なお一層 HPCI 破損の恐れが高まり，また

減圧沸騰により原子炉水位が低下する．一方，SR 弁制御用電磁弁(8.5W)を動かすための

直流電源については，RCIC，HPCI を長時間運転していたとは言え，直前まで 5600W の

                                                                                                                                        
ら，3 号機 D/DFP への燃料補給も同様に行われていたと考えられる． 

10 本来HPCIが自動停止する原子炉圧力以下になっても停止せず，HPCIを破損させるリスクがある．

また HPCI の吐出圧と原子炉圧力が拮抗して注水できているか不明． 
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油ポンプを動かし，SR 弁の状態表示ランプも点灯させていた（文献 3, P.200）ことから，

“SR 弁開可能”と考えても不思議はない．原子炉への注水を急ぎ，また HPCI の破損を回

避したい状況においてはやむを得ない判断だったと言えよう． 

6）まとめ 

 このように，12日20時36分頃までの運転手順書が適用できる状況においてはそれに従い，

またそれ以降の運転手順書が想定する状況から逸脱した場面では運転手順書に記載された内

容の実現性を吟味しながら，可能な限り原子炉への注水を継続するべく，自らの知識，経験

に基づいた判断を進めていった．結果的に，原子炉への注水が途絶える事態に至るものの，

発電所対策本部，運転当直は限られたリソースの中で 適と考えられる行動をとったと言え

よう． 

 

3.4 検討のまとめ 

本章で論じてきたように，『IC 作動状態誤認』とされる問題では，米国スリーマイル島原

子力発電所事故以来その重要性が論じられてきたヒューマン・マシン・インタフェース（中

央制御室制御盤，SPDS）が機能を失い，また『3 号機代替注水不手際』とされる問題では運

転手順書が適用できない事態となった．そのため，現場におかれた人間は，自らの持つ知識

や経験に基づいて判断・行動せざるを状況に追い込まれた． 

どのような場合でも人間が適切な対応行動を取れるように，状況や使い方などの数々の想

定・仮定のもとで，ヒューマン・マシン・インタフェースの高度化や運転手順書の整備が進

められてきた．しかし今回の事故を鑑みると，その想定・仮定が不十分であったと言わざる

を得ない．その一方で，多くの周辺住民の長期避難生活を強いる事態を防ぐことができなか

ったことは極めて残念であるが，運転手順書が想定していない状況，設備・装備が不十分な

状況においても，人間の持つ柔軟性によって臨機応変に行動できることを垣間見たと言えよ

う．“想定通りに物事は運ばない”，“あり得ないと思ったことも起きる”，そして“そのよう

な事態に対処できるのは人間だけである”ことをこの事故から学び，今後の安全向上に生か

していくことが私たちの責務である． 
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４．情報伝達・情報共有における課題と対策 

本章では，情報伝達・情報共有において問題が生じた事象の解析と，その対応策に関する

検討について報告する． 

 

4.1 目的と調査方法 

1) 目的 

 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故（1F 事故）を対象に，情報伝達・情報共有におい

て問題が顕在化した事象に対し，その経緯と，問題が生起した背景を確認した上で，対応策

の提案を行うことを目的とする． 

2) 基本方針 

本調査の基本的な方針を以下に示す． 

○利用データ 

・詳細な記述が含まれることから，東京電力㈱による報告書(1, 2, 3)，および，政府事故調

による報告書(4, 5)を主に用いた． 

○対象とする範囲 

・タスク実施の成否による影響が重大であり，時間制約が厳しい“現場”に注目するこ

ととし，中央制御室（以下，“中操”と略）と発電所対策本部（以下，“対策本部”と

略）を対象とした． 

・上記の報告書にて，情報共有に関し異なるタイプの問題点が指摘されていること，解

析に利用可能な情報が提供されていることから，福島第一原子力発電所の 1 号機を調

査対象とした． 

3) 具体的な進め方 

①問題が生じた事象の抽出 

a) 報告書(1, 2, 3, 4, 5)の記載内容を相互に比較し，当事者間で伝達された情報を整理した．

よって，扱う情報と状況が限定される点は，注意が必要である． 

b) 整理した情報を用いて，情報伝達・情報共有において生じた問題を抽出した．結果，

4.2 節にて説明する 3 つの事象を確認した．ただし，これらは報告書にて問題として

指摘されており，新たな問題となる事象を見つけるには至らなかった． 

②事象の整理 

①にて抽出した問題事象に対し，問題が生じた背景，事象の経緯と問題点を整理した． 

③対応策の提案 

a) 各事象において生じた問題に対し，既出の報告書において対応策の提案がある場合に

は，その妥当性の検討を行った． 

b) 対応策 a)にて対応が不十分と結論付けたとき，あるいは対応策の提案がないとき，

新たな対応策を検討した． 
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4.2 対象とする問題事象 

前節 3)項①にて述べた“問題事象の洗い出し”を実施した結果，福島第一原子力発電所 1

号機では，以下の 3 事象において，情報伝達・情報共有における問題が生じていた． 

事象①：中操と対策本部間での非常用復水器の運転状況に関する情報共有の失敗 

福島第一原子力発電所 1 号機において，非常用復水器の状態に関する情報を，中央制御

室と発電所対策本部間が適切に共有できていなかった．状況として，“遠隔の２グループ

間の情報共有”において生じた問題と捉えることができる． 

事象②：中操内での弁操作に関する情報共有の失敗 

福島第一原子力発電所 1 号機の中央制御室において，非常用復水器の弁操作に関する情

報を，運転者間で適切に共有できていなかった．状況として，“作業グループ内の情報共

有”において生じた問題と捉えることができる． 

事象③：発電所対策本部における注水準備の指示に関する情報共有の失敗 

福島第一原子力発電所の発電所対策本部において，発電所長から消防車による注水作業

について検討するようにと指示があったが，各班・グループが適切な対応をとらず，結

果として遅延が生じた．状況として，“命令者と被命令者間の情報共有”において生じた

問題と捉えることができる． 

事象①が生じた経緯と背景，これを回避する方策について検討した結果を 4.3 節に示す．同

様に，事象②の結果を 4.4 節に，事象③の結果を 4.5 節にて説明する． 

 

4.3 中操と対策本部間での非常用復水器の運転状況に関する情報共有の失敗 

“遠隔の２グループ間の情報共有における失敗”と捉えられる本事象について，その経緯

と背景，これを回避する方策について検討した結果を示す． 

1) 問題事象の概要 

2011 年 3 月 11 日 18 時から 21 時付近の時間帯にて，福島第一原子力発電所 1 号機の非常用

復水器(IC)に関連し，中操操運転員の操作内容および機能状態に関する認識の内容が，対策本

部と正確かつ十分には共有されていなかった． 

2) 問題が生起した背景 

①所内の情報伝達の手段 

文献 6 の別添 2 (p.2)によると，本事例が発生した時点にて，所内の通信手段は，交流電源

喪失により下記のように極めて限定されていた． 

・ プラントパラメータ等の情報を緊対本部に提供する SPDS（Safety Parameter Display 

System）は使用不能であった． 

・ 所内 PHS は使用不能であった． 

・ 各中操と対策本部間の電話回線（ホットライン）は利用可能であった．よって，1/2 号

機中操も，対策本部と直接に通話が可能な 2 本のホットラインを有していた． 
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・ PHS の代わりとなるトランシーバー（所内備品だけでなく，支援物資のものも含め）

も，ノイズがひどく，ほとんど利用不能であった． 

②中央制御室から発電所対策本部への情報の伝達方法 

1/2 号中央制御室から発電所対策本部への情報伝達の経路（本事例の発生時）を，図 1 に示

す．中操から対策本部への情報伝達の体制は多段からなる．中操からホットライン(口頭)によ

り発電所対策本部発電班へ伝えられ，さらに同発電班から口頭にて本部席の発電班長へ伝え

られ， 後に発電班長からマイク（口頭）にて本部席全体へと伝えらえる流れとなっていた． 

 
図 1：1/2 号中央制御室から発電所対策本部への情報の流れ 

（文献 2, 添付 8-10, P. 2 の図を参照） 

3) 事象の経緯と問題点 

 文献 1 (p.323)，文献 2(添付 8-10), 文献 4 (pp. 105-110)に基づき，中操運転員の IC に関する

操作内容および機能状態に関する認識と，発電所対策本部発電班および対策本部席への情報

の具体的な伝達内容を，図 2 に示した．図の詳細な説明は，以下の検討の中で示す． 

①IC の動作状況に対する情報の流れ 

中操における“弁開閉などの具体的操作内容”は，以下のように，発電班を通して，本部

席にまで伝達される． 

a) 中央制御室から，発電所対策本部の発電班へ，そのまま連絡する． 

b) 発電班が得た情報は，対策本部席へ，“操作の結果”として報告される． 

図 2 の時刻 18:18 の例では，“中操にて戻り配管隔離弁（MO-3A）と供給配管隔離弁（MO-2A）

の開操作を実施した”こと，そして“蒸気発生を確認した”ことが，発電班に伝えられてい

る．そして，発電班から対策本部席へは，操作結果として，“IC ラインナップが完了し注入

を開始した”および“IC 作動を確認した”と伝達されている． 
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 しかし，時刻 18:25 における戻り配管隔離弁（MO-3A）の閉操作に関して，対策本部席へ

は，いかなる情報も伝達されなかった可能性がある（状況は不明である）．発電班へ伝達され

たかどうかも確認されていない(文献 1, P.323，文献 2 添付 8-10, 文献 4, P.109）． 

 また，時刻 21:30 における戻り配管隔離弁（MO-3A）の開操作に関しては，発電班へ伝達

されたことは確認されている．しかし，対策本部席へは，何らかの理由で伝達されていない

（文献 2, 添付 8-10, P.3）． 

②発電所対策本部による IC の動作状況に関する認識の経緯 

 中操では「IC が機能していない」と理解されていた一方で，本部席では「機能している」

と認識される状況が生じた (文献 1, P.323，文献 2 添付 8-10, 文献 4, P.109）．この経緯は以下

である． 

a) 本部席では，IC ラインナップが完了し注入を開始したとの情報を受けた以降，IC が

停止したとの情報がなかった． 

b) IC からの蒸気発生を確認したとの情報があった． 

c) 原子炉水位が有効燃料頂部を上回っていた． 

時刻 
(3/11) 

中央制御室 
伝

達

発電所対策本部 
発電班 

伝

達

発電所対策本部 
本部席 

18:18 IC の戻り配管隔離弁

（MO-3A），供給配管

隔離弁（MO-2A）の開

操作実施． 
蒸気発生確認． 

 1 号 MO-2A, MO-3A
全開とした． 
1 号 IC(A)動作確認．

 IC ラインナップ完了し

注入開始． 
IC 作動確認． 

18:25 非常用復水器が機能し

ていないと考える． 
胴側への水の補給に必

要な配管の構成ができ

ていなかった． 
 

No

 

No

 

戻り配管隔離弁

(MO-3A)の閉操作． 
? ? ? ? 

21:30 高圧系の冷却装置であ

る非常用復水器が動作

することを期待． 
 
 

No

 

No

 

戻り配管隔離弁(MO- 
3A)を再度開操作． 
蒸気発生確認． 

 1 号 MO-3A を開． 
IC 凝縮水噴き出し

確認． 
? ? 

図 2：1 号 IC に関する中央制御室における操作と発電所対策本部への情報伝達の状況 

報告されていない可能性あり（経緯は不明） 

そのまま 操作結果を伝達

そのまま

報告されていない

可能性あり 
（経緯は不明） 
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これらの条件の下，IC が停止していたことを把握するに至らなかった．時刻 18:25 における

戻り配管隔離弁（MO-3A）の閉操作の情報は，a)における「IC が停止したとの情報」に該当

することから，この情報が本部席へ伝達されなかったことは重要な点である． 

 ここで対象とする情報共有上の問題は 3 点である．１つは“伝達者が情報の伝達を忘れる

こと”，2 つ目は“伝達者が情報伝達を忘れたことに自ら気づかないこと”，3 つ目は“被伝達

者が，情報が伝達されていないことに気づかないこと”である． 

4) 対応策の検討 

本項では，“中操と対策本部間での情報共有の失敗”に関し，報告書にて東京電力が提案し

ている対応策について，本調査における妥当性評価の結果と，追加提案する対策法について

説明する．さらに，東京電力による安全改革プランで示された新たな提案について取り上げ

る． 

①東京電力が提案する対応策 

東京電力による対応策は，次の 4 点である(文献 1, p.344-345, 文献 2, 添付 16-3)． 

a) 状態を視覚的に容易に把握できるように，プラントや系統の状態の情報伝達において，

簡単な系統図などの情報伝達様式等を用いる．これにより，伝達する情報を単なる数

値の羅列としない．例えば，ポンプや弁等の機器状態を，状態未確認も含めて，記号

で表示する． 

b) 対策本部と中操のホワイトボード等の上に，同一のテンプレートを準備しておく． 

c) 情報変更の度に連絡する． 

d) これらの情報伝達方式を，防災訓練などを通じて習熟訓練を実施する． 

対応策 b)により，系統の状況を視覚的に把握することが可能となり，系統の機能状態を判断

することが容易になる．さらに，系統の機能状態を判断するに情報が不足している場合には，

測定すべき状態量や，確認すべき弁の状態など，獲得すべき情報の把握が容易になるものと

考えられる． 

②提案策の妥当性の検討 

戻り配管隔離弁の閉操作に関する情報伝達の不備（前項①における時刻 18:25 の操作）の

原因として，“中操運転員による伝達の忘れ”が考えられる．この問題に対し，上記の提案“ホ

ワイトボード上のテンプレートの使用”について，対応策としての十分性を検討する． 

(1)中央制御室において： 

上記対応策のみでは，運転員が自らの伝達の忘れに気づく仕組みがなく，不十分といえる．

この解決には，対策本部からの働きかけが必要であり，この可能性を次項③にて検討する．

これとともに，運転員による伝達の忘れ自体を抑制するための策が求められる．この具体的

な方法の検討には，中操における操作内容や環境に関する詳細な情報が必要である．本調査

では，このような情報の入手が困難であることから，検討は行わない． 

(2)発電所対策本部において： 
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“元々情報が伝達されていない場合”には，テンプレートの該当箇所が空欄であり，情報

が未伝達であることに気づき，中操へ問い合わせることで解決できる． 

“過去の情報が既に記載されている場合”には，“中操運転員による伝達の忘れ”に気づく

ことは困難であり，上記対応策では不十分と考える．この場合，発電所対策本部において更

新がなされていないことに気づくことが必要である．この対応策を，次項③にて検討する． 

③対策法の追加提案 

 対策本部が“中操運転員による伝達の忘れ”を把握するには，本部と中操にあるテンプレ

ート上の記載情報を比較する必要がある．この実現に，中操のテンプレートの映像を本部に

て視認する仮設映像機器などのハードウェア的対策が考えられる．しかし，電源喪失を前提

としたとき，実用は困難と考えられる．実行可能性が高いものとして，担当者を配置して中

操のテンプレートを目視し，本部に定期的に報告するなどのソフトウェア的な対策が考えら

れる． 

 また，対応策の実用においては，記載情報の吟味と柔軟な運用法の確立が必要である．記

載項目とすべき情報として，“計測値結果”，“機能の状態”，“計測・記載の時刻”，“確認作業

に関する情報（手段，困難さ，解決に必要な条件・物資など）”などが考えられる．しかし，

多数の項目について，常に全てを計測しかつ伝達するという方策では，緊急時における実行

可能性に疑問が生じる．重要性を評価した上での項目の絞り込み，さらに，変化する状況に

応じて不可欠な情報のみに限定する柔軟な運用方式が妥当であると考える． 

④東京電力による新たな提案 

東京電力は，2013 年 3 月に公開した「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」

（文献 7, p. 81）において，事故時に発電所本部の情報共有と指揮命令が混乱した点に注目し，

Incident Command System (ICS)の仕組みを取り入れた新たな緊急時組織を提案している．この

組織運用上の特徴の一つとして，全組織レベルでの情報共有を効率的に行うための様式やツ

ールの活用が挙げられている．その中で，米国の原子力発電所における体制を調査し，以下

のような点を反映するとしている（文献 7, p. 83）． 

a) システムを使った情報共有を 大限活用する．米国では，テレビ会議を使用せず，基

本はシステムで情報共有し，必要に応じて電話を使う． 

b) システムが使用不能な場合の準備も事前に行なっておく．米国では，所定書式のホワ

イトボードをあらかじめ準備している． 

本プランでの提案は上記の基本方針に留まっており，具体的対策は言及されていない．上記

の“システムが使用不能となった場合”とは本報告の対象事象と同様な状況であり，具体的

方策を策定する際に，上記の考察や提案内容が有用であると考える． 
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4.4 中操内での弁操作に関する情報共有の失敗 

“作業グループ内の情報共有における失敗”と捉えられる本事象について，その経緯と背

景，これを回避する方策について検討した結果を示す． 

1) 問題事象の概要 

福島第一原子力発電所 1 号機の中央制御室において，SBO に加え直流電源も喪失した後に，

運転員による“SBO 直前の操作状況”が，他の運転員と共有されていなかった． 

2) 問題が生起した背景 

 通常は，プラントの状態は操作盤上に表示されているため，運転員が記憶しておくべき情

報は限られている．しかし，本件のように，操作盤のような外部記憶を利用できない場合，

記憶に留めるべき情報量が急激に増大し，記憶の失敗は容易に起こり得る． 

3) 事象の経緯と問題点 

文献 2 (添付 8-10, P.4)によると，1 号機中操において，運転員間で情報共有に関する不具合

が生じていた可能性がある． 

a) 津波襲来直前まで IC の隔離弁の開閉操作を行っていた運転員のうち１名から，「隔

離弁（3A 弁）が閉の状態で電源を喪失した．その事を他の運転員に伝えた．」との

証言が得られている． 

b) 他の運転員からは，この事実を記憶しているとの証言を得られていない． 

この証言について，東京電力による調査では，当該運転員の記憶が後に変わったことから，

事実認定するに至らなかったと結論付けている．ただし，当該運転員が有していた機器状態

に関する情報が他の運転者により共有できなかったという，情報共有上の問題が起きていた

ことは確かであろう． 

 実際に当該運転員による報告があったが，声が小さかった，聞き手が他に注意を向けてい

たなどの理由で，他の運転員に確実に伝わらなかった可能性がある．あるいは，他の運転員

に伝わってはいたが，その事実を失念したという可能性もある．一方，当該運転員が，実際

には情報伝達を失念した可能性もある．どの事態も，緊急時における人の認知特性を考慮し

た場合，十分に起こり得る． 

4) 対応策の検討 

 “中操内の情報共有の失敗”に関し，東京電力報告書や他の報告書にも対応策の提案はさ

れていないことから，独自に対応策を検討する．なお，東京電力による安全改革プランでも，

検討対象とはなっていない． 

①情報の失念および伝達の失念について 

 記憶の失敗を回避するために，操作盤に代わる“外部記憶を可能とする仕組み”が必要で

ある．ここで，4.3 節 4)項①における対応策 b（ホワイトボード上のテンプレートの利用）は，

中操において常に更新がなされれば，十分にこの機能を有しており，作業グループ内の情報

共有においても有効であると考えられる． 
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②対応策の実行可能性の検討 

(1)記載に要する負荷について： 

直流電源を喪失した直後にテンプレートに情報を記載するとき，その記載項目は多大とな

ることから要する時間と負荷は大きなものとなること，また時間経過と共に記憶の消失の可

能性が高くなることが課題となり得る．これに対するソフト的な対応としては，各項目の優

先順位を定めた手順を作成することが実行可能であろう．ハード的な対応としては，不揮発

性メモリに常にパラメータの値を記録しておき，直流電源の喪失時にも停電直前のデータを

保存する仕組みが考えられる．不揮発性メモリを用いることで，読み取り可能な携帯機器（例

えばノートパソコン）さえあれば，記憶に頼らずにテンプレート上に記載することが可能と

なる． 

(2)情報更新の失念に対して： 

4.3 節 4)項②における検討と同様に，情報取得者がテンプレートに記載することを失念する

可能性がある．このとき，自ら失念に気づくことが困難であると考えられる．しかも当該状

況では，情報は取得した運転員の記憶あるいは個人的メモ上にのみ存在することから，ハー

ド的な対応は難しい．よって，ソフト的な対応とならざるを得ない．例えば，互いに情報を

取得した運転員に対して更新を促す，あるいは情報共有を担当する者が常に情報を要求して

記載するなどが考えられる． 

 

4.5 発電所対策本部における注水準備の指示に関する情報共有の失敗 

“命令者と被命令者間の情報共有における失敗”と捉えられる本事象について，その経緯

と背景，これを回避する方策について検討した結果を示す． 

1) 問題事象の概要 

福島第一原子力発電所の発電所対策本部において，発電所長から消防車による注水作業に

ついて検討するようにと指示があったが，各班・グループは自らの担当と認識せず，結果と

して対応に遅延が生じた． 

2) 問題が生起した背景 

文献 5 (pp.403-404)では，緊急時対策本部内に設けられている各機能班およびグループにつ

いて，以下のような報告がなされている． 

a) 防災業務計画やアクシデントマネジメントガイドにおいて，緊急時対策本部等の組織

化を図り，その中に発電班，復旧班，技術班等の機能班を設けている． 

b) 東京電力の社員は，他事業者と同様に，ふだんから自他を「運転屋」「安全屋」「電気

屋」「機械屋」などと専門分野ごとに区別し，役割が細分化している． 

c) そうした社員は，自分の専門分野に関する知識は豊富であるが，一方，それとは対照

的に，それ以外の分野については密接に関連する事項であっても十分な知識を有する

とは言い難い． 
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さらに，これらの機能班は与えられた所掌をこなすことには尽力するが，事態を見渡して総

合的に捉え，その中に自らの班の役割を位置付け，必要な支援業務を行うといった視点を欠

いていたと指摘している． 

3) 事象の経緯と問題点 

a) 発電所対策本部において，3 月 11 日 17 時 12 分に，発電所長は消防車による注水の

検討を指示した． 

b) 緊急時対策本部内に設けられている各機能班およびグループのいずれもが，自らの所

掌とは認識しなかった．よって，当該指示の担当者が未定の状況となった． 

c) その結果，翌日の 12 日未明まで，実質的な検討がなされていなかった．なお，班・

グループ間で分担を協議することや，詳細なタスクの配分を指示することなど，状況

改善に向けた対応については，報告書にいかなる記載もない． 

ここでの情報共有上の問題は，対策本部内にて，指示内容への対処状況が共有されていなか

った点である．指示した発電所長は，いずれかの班・グループが担当していると捉えていた．

一方，各機能班およびグループは，いずれかの班・グループが担当していると捉えていたか，

あるいは，指示された内容を失念してしまったと考えられる． 

4) 対応策の検討 

 “発電所対策本部での指示に関する情報共有の失敗”について，東京電力報告書や他の報

告書にも対応策は検討されておらず，よって，本調査にて独自に検討した対応策を提案する．

その後，東京電力による安全改革プランにて新たな提案があったことから，これについても

取り上げる． 

①対応法の提案 

(1)指示に関する情報共有の方策： 

 この対応策として，視覚的に理解できるよう，ホワイトボード等の上に，指示されたタス

ク，細分化されたサブタスク，タスクとサブタスクの担当者と実施の状況を記述する方策が

有用であろう．対策本部において，指示を出した命令者と被命令者は，タスクに関する情報

を明確に共有することが可能になる．中操に適用したとき，同じ効果が期待できる．さらに，

対策本部から中操の表示内容を確認できる仕組みがあれば，タスクの実施状況に関する情報

を得られ，助言や必要な支援を策定する際に有効に活用できるであろう． 

(2)人員の追加配置： 

 情報共有に要する人的リソースの追加配置については，4.6 節 2)項にて考察する．この目的

のほかに，想定外のタスクが多発する状況では，指示されたタスクを適切なサブタスクに分

割する担当者，タスクおよびサブタスクの分担および実施状況について全体を把握する担当

者も，追加配置が必要であると考える．これは，本調査が対象とする情報共有に関する考察

ではないが，非常時のチームにおけるタスク実施の機能維持に関して重要な点であることか

ら，ここで指摘する． 
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②東京電力による安全改革プランにおける対応案 

安全改革プランにおいて，ICS の仕組みを取り入れた緊急時組織が提案されている（文献 7）．

この中で，指示命令に関する情報共有の方策として，主に口頭で行われてきた指示・命令に

対し，情報の変質の防止と指示内容と実施内容の一元管理を目的として，適切に要員を配置

し，口頭で発信された内容についても記録することが提案されている（文献 7, p. 88）．この

提案の基本的考え方は，上記提案（①）における方針と同等であり，その具体的な実現方策

の１つと捉えている． 

 

4.6 情報伝達共有における留意点について 

 これまでに取り上げたような対応策を実用化するにあたり，各事業者により，現場におけ

る有効性や実行可能性の具体的な検討と評価が不可欠であろう．このとき，重要となり得る

観点を以下に示す． 

1) 情報の利用における計測時刻のズレについて 

今回のようにオンライン計測が不可能である場合では，状態の計測・観測の実施時刻が個々

で異なる．情報の個別的利用，局所的な状態の把握では，この影響は小さいであろう．一方，

情報の複合的な利用，大局的な状態の推定や予測においては，特に状態変化が顕著な場合，

計測時刻のズレを考慮しないことにより推定に無視できない誤りが生じる可能性がある．各

計測時刻間における状態の変化を推定し，測定値を補正することは，理論的には可能である．

しかしこの作業は困難であることから，各情報項目の利用法に条件を設定するなど，運用上

の対策が必要である．例えば，情報の有効期限を設ける，関係が強い情報に顕著な変化があ

った際には有効期限前でも無効とする，などの対応が考えられる． 

2) 情報共有タスクに要する人員の配置について 

2 点目は，現場のタスク実施を妨げることがない方策の重要性である．例えば，中操と対

策本部との情報共有の仕組みを考える．中操では，その操作タスクは重要であり，対象タス

クの多さから時間制約が厳しく，また人的リソースが限られている．よって，“運転員による

タスク実施過程”への割り込みを 小限に抑制することが求められ，情報共有に関わるタス

クは可能な限り対策本部側に配分することが適切であろう．緊急時における情報伝達・情報

共有の働きは新たに発生したタスクであり，このために外部から人員を配置することが適切

である．同様な対応は，他の様々なタスクにおいては，実際に実施されていた．情報伝達・

共有を担う担当者の配置により，負荷の高い中央制御室の運転員が情報更新を失念するリス

クは低減すると考えられる． 

なお，この担当者の配置について，東京電力(株)福島第二原子力発電所および日本原子力発

電㈱東海第二原子力発電所では実施されたと報告されている（前者は文献(1), p. 216，後者は

文献(8), p. 39）．福島第一発電所の場合，実施の有無は確認できなかった． 
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これに対し，東京電力により新たに提案されている緊急時組織では（文献 7, 図 4-9, p. 84），

情報の整理と伝達を担当する“情報部隊”が配置されており，解決に向けた対応がとられて

いる． 

2.3 節で取り上げているクルー・リソース・マネジメント（CRM）は，「利用可能なあらゆ

るリソースを有効に活用して，（中略）チーム能力を 大限発揮すること」を基本的考え方と

している．本項および 5.5 節 4)項にて示した“状況に応じた人員の配置”は，CRM に基づい

た具体的提案と位置づけることができる． 

 

4.7 検討のまとめ 

東京電力㈱福島第一発電所事故を対象として，情報伝達・情報共有に関し，現場において

生じた問題事象を解析し，その対応策を検討した．提案されている対応策については妥当性

の評価を，対応策が不十分と考えられる課題に対しては対応策の検討を実施した． 

 

以下に，本調査にて整理・検討した対策を，対象事象ごとに示す． 

①中操と対策本部間での情報共有の失敗に対し 

本状況は，“遠隔の２グループ間の情報共有”において生じた問題である．東京電力の報告

書では，伝達情報を視覚的に把握できるよう，系統図などの情報伝達様式を用いること，両

所に同一のテンプレートをおくことを提案している(4.3 節 4)項①)．本調査での検討では，”

中操からの伝達の忘れ”に対して対応が新たに必要なことを明らかとし(4.3 節 4)項②)，対応

策の 1 つとして両所のテンプレートを比較する仕組みの導入を提案した(4.3 節 4)項③)．なお，

東京電力による安全改革プランでは，ICS の仕組みを取り入れた緊急時組織が新たに提案さ

れているが，本検討の結果はその具体化において有用な知見である(4.3 節 4)項④)． 

②中操内での情報共有の失敗に対し 

本状況は，“作業グループ内の情報共有”において生じた問題である．対象とした報告書で

は，対応する提案はなかった．本調査では，外部記憶を可能とする仕組みとして，中操内で

閲覧可能な大型テンプレートにシステム状態を示す形態での情報共有法を提案している(4.4

節 4)項①)．また，実現方策に対する認知工学的側面（負荷と失念）からの検討と提案を行っ

た(4.4 節 4)項②)． 

③発電所対策本部における指示に関する情報共有の失敗に対し 

本状況は，“命令者と被命令者間の情報共有”において生じた問題である．対象とした報告

書では，対応する提案はなかった．本調査では，全体から閲覧可能な大型テンプレートに，

タスク・サブタスク，各々の担当者，実施状況を記述する情報共有法を提案している(4.5 節

4)項①)．また，実現に向けた注意点（人員追加の必要性）についても検討している．東京電

力による安全改革プランでは指示・命令情報を一元管理する要員の配置が提案されているが，

これは，上記提案の実現方策の１つと捉えることができる(4.5 節 4)項②)． 
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今回の調査で利用したデータは公開されているもののみであり，その詳細度や範囲には限

りがある．本解析では，当該データが有する不確実さや曖昧さなどの制約を考慮に入れ，適

切な詳細度を定めることにより，精度の高い結論を導き出すことを方針とした．このことか

ら，詳細度に難があるものの，本質的な知見を導き出していると考える．実用的な手法の整

備においてはさらなる知見やデータが不可欠であり，より詳細な検討が必要であろう．しか

し，その基本方針を設定するにあたり，本報告は信頼し得る知見を提供していると考える． 
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５．組織の事故対応能力の分析 

 

5.1 分析の範囲と視点 

これまで様々な事故調査の結果が出てきているが(1, 2, 3)，それは機器の故障やヒューマンエ

ラーの視点で分析している．ここでは，組織の事故対応能力の視点から，事故対応の成功事

例と失敗事例を対応能力の個人レベル，組織レベル，外部対応と関連つけて分析し，課題を

摘出した．主に運転員の対応を詳細に分析している東京電力（株）の「福島原子力事故調査

報告書」(4)を基にして，福島第一原子力発電所一号機（1F1）における注水の経緯，特に海水

注入継続判断を中心に分析した． 

 

まず失敗あるいはエラーとは何かを，以下のように様々な視点から考察する．なお成功と

は，失敗以外のすべての行動を含んだ概念であるが，ここでは異常時の対応として良好であ

ったと判断できる場合のみを対象とする． 

1) 安全と品質保証と性能と経済性 

安全と品質保証とは非常に似ているように見えるが，必ずしも同じではない．品質保

証とは，基本的には物の性能を良くすることであり，通常，性能が上がれば，安全性も

上がるが，そうならない場合もある．そして，品質保証をきちんと行えば信頼性が上が

る．ただ，信頼性と言っても，システムの信頼性（常用系の信頼性），システムが壊れた

際のバックアップシステムの信頼性（安全系のアベイラビリティ），システムを動かす人

間の信頼性という 3 つ位の要素が絡んでくる． 

一般に，システムの信頼性について品質保証を実施しまた性能を上げれば，経済性も

上がることから，多くの場合，企業はこの部分に傾注する．しかしこれに偏ると，エラ

ーの対策が疎かになってしまう恐れがある．事故を分析すると，品質保証が良いにもか

かわらず，事故を起こしている例が少なからず見受けられる． 

2) 刑法（ケア，性悪説，規範的人間像）と人間工学（アテンション，性善説，もろい人間

像？） 

ある事故が起こった場合に，警察が捜査で誰に刑事責任があるのかその主体を追及す

ることと，今後の事故防止のために何を対策すべきかを考えることとでは全く視点が異

なる．刑法では，注意力「ケア」が足りないから悪いという観点からエラーを定義して

いる．他方，人間工学では，基本的に人間は注意力「アテンション」を長時間継続する

ことはできず，エラーを起こすものであることを前提に，そうならないために何をすべ

きか，という観点で事故を見ている．「To err is human, to forgive divine」は人間工学で必

ず出てくるキーワードであり，刑法とはエラーの定義が異なる． 

刑法の視点を重視すると，指示やマニュアル遵守の主体性のない対応となり，安全性

の劣化につながる恐れがある．脆いが無限の能力を期待できる人間をいかに支援できる
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かの視点が安全性向上の上では大切である． 

3) 文脈の中での限定合理性と神の目から見た判断 

認知科学や認知システム工学の分野では，人間について次のように見ている．人間は

文脈・コンテキストの中で考えているが，その文脈の中では必ず情報制約がある．人間

はそのような情報制約のある文脈の中でしかも時間制約がある中で，合理的に判断して

いるが，それを外部から見るとエラーあるいはそれに近いものであると判断されること

がある．これを，「文脈の中での限定合理性」と呼んでいる． 

したがって，これからの人間を対象とする工学では，エラーの起こしやすい社会の文

脈を見つけていく必要がある．つまり，エラーとは何かを分析するのではなく，エラー

を起こす社会の文脈を分析する方向に考え方が変遷している．しかし，これは難しい．

なぜなら，こういう問題は，エラーの内容に係るものしか基本的には扱わない人間工学

の範囲を超えているからである．しかし現在は，安全と環境要素との関連性の視点で人

間行動やエラーを分析していかないと対策に結びつかない時代になってきていると認識

すべきである． 

4) 標準（スタンダード：慣例・道徳）と基準（ルール：法・規制） 

エラーの定義に大きな違いが現れるのは，法や規制から逸脱しているかどうかが問題

になる場合と，慣例や道徳に反するのではないかが問題になる場合である． 近では，

法律には触れていなくても倫理的には問題があるのではないかと言われることも少なく

ないからである． 

5) エラーの定義も社会の要請で変化する 

昨今問題となっている企業等の個人情報の漏洩は，今に始まったことではなく以前か

らあったのであろうが，安全が社会との関係で決まることと同様に， 近になってセキ

ュリティ問題と社会との関係で問題として報道にされるようになったというのが実際の

ところではないかと思われる． 

今回の１F1 事故は，個人のエラーと言うよりは，組織のあるいは業界のさらには国

の政策の誤りと考えるべきなのであろう．国家政策と営利企業の活動との狭間の国策民

営化の概念の共通認識の誤りと言うべきかもしれない． 

 

5.2 レジリエンス・エンジニアリング，高信頼組織，及びリスクリテラシーの方法論 

近になりレジリエンス・エンジニアリング，高信頼性組織など様々な新たな研究方法が

提言され，その中で様々な個人や組織の能力の分類が提言されている(5, 6, 7, 8, 9)．システムの

安全性を維持向上させるには安全意識の高い人間に頼らざるを得ないとの仮説に基づき，組

織として必要となる個人や組織の能力を 1F1 事故の分析から抽出することを試みる． 

1) レジリエンス・エンジニアリング（RE：Resilience Engineering）(5) 

レジリエンス・エンジニアリングの研究方針はまだ，定まったものではないと考えられる．
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以前のレジリエンス・エンジニアリングは，危機対応にだいぶシフトしていた． 近の定義

では，個人の判断を排除しまたヒューマンエラーを生じさせないようにロバストなシステム

設計を目標とするストラテジに対して，システム状態の変化がやむをえない場合，個人の状

況判断を許容し（結果としてのヒューマンエラーの発生は許容した上で），変化するシステ

ム状態への人の対応を期待して，システムが定常に収まるようにしようとするストラテジの

ことのようである． 

E. Hollnagelが通常運転時への注目を強調したのもそのためである．レジリエンス（柔軟で

強靭）とは，組織が本来的に持っている能力であり，環境変化や外乱に応じて組織機能を事

前にその 中にまたは事後において調整する能力である．これにより組織は想定内または想

定外の変動条件下で日常の業務を失敗することなく遂行できる．この調整自体は通常行われ

るものであり，この調整が上手くいかなかったときに失敗が発生する． 

人間は行動を 適化しようとしたときに，効率性と完全性の間の許容できるバランス，す

なわちトレードオフを達成しようとする．レジリエンスな組織とは，この調整する能力が組

織の全階層で実行でき，バランスの取れた効率性－完全性のトレードオフ（ETTO）ができる

組織である．   

レジリエンスな組織となるための能力は以下の 4 つであり，この能力を組織の安全文化と

して醸成することにより，安全の向上と管理能力の向上を同時に実現でき，予測・計画・生

産の力量を強化することができる． 

  ① 学習力（Factual）： 

何が発生したかを理解する．（過去の事象から，何が原因だったかを正しく学ぶ．） 

  ② 予測力（Potential）： 

何が起こりそうか判断でき，承知する． 

  ③ 監視力（Critical）： 

何に眼を光らせるべきか分かる． 

  ④ 即応力（Actual）： 

何をすべきか分かり，対応する実行力がある．（通常または通常以外の状況変化発生

時に効果的かつ柔軟に対応する．） 

この 4 つのレジリエンス能力は相互に関連を持っており，この能力により日常の業務を失

敗することなく遂行できる．そして相互関連が上手くいかなかった時に失敗する． 

レジリエンス能力の分析・評価の考え方は以下のとおりである． 

組織の全階層の中でレジリエンス能力が機能し，日常の業務の中で遂行されている場合に

は失敗しない．そしてこのレジリエンス能力はバランスの取れた効率性－完全性のトレード

オフを可能にするものである．一方，レジリエンス能力がどこかでうまく機能しなかった場

合，間違った行動となりトラブルが発生する．言い換えると，バランスの取れた効率性－完

全性のトレードオフができずに，トラブルに至ることになる．トラブルに至るには起因とな
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った効率性があり，それを補完するレジリエンス能力が不十分であったためということがで

きる． 

このことから，トラブル事例を分析し，トラブルの起因となった効率性，更にはそれを補

完すべきレジリエンス能力について分析・評価することにより，組織として通常必要なレジ

リエンス能力を明らかにし，高めていくことができる． 

2) 高信頼性組織（HRO：High Reliability Organization）(6) 

高信頼性組織などでも組織の能力を研究している．中西晶著「高信頼性組織の条件」では，

平時には，些細な兆候も報告する「正直さ」，念には念を入れる「慎重さ」，操作に関する

「鋭敏さ」（鋭い感覚）を，有事には，問題解決のために全力で対応する「機敏さ」， も

適した人に権限を委ねる「柔軟さ」を，挙げている．またこれらを統合するコアとして，「マ

インド」を持つ人とプロセスを開発し，彼らを支える組織マネジメント，組織文化を作るこ

とと提案している． 

高信頼性組織は，緊急時組織（例えば原子力空母）の良好事例を分析するという立場であ

るが，事故トラブルを少なくするという目標ではREと共通しているようであり方向性は一致

している．  

事故トラブルを調査すると，かなりの事例で，HEや規則に違反した行為に気がついている

人，Weick & Sutcliffe (7)の所謂マインドフルな人がいる．これらのマインドを持つ人を強化し，

彼らを適切に支える仕組みができれば，事故トラブルを低減する新たな枠組みができるであ

ろう． 

3) リスクリテラシー（RL：Risk Literacy）(8) 

林 志行著「事例で学ぶリスクリテラシー入門」によれば，リスクリテラシーでは，解析力

（収集力，理解力，予測力），伝達力（ネットワーク力，コミュニケーション力），実践力（対

応力，応用力）といった能力が必要である．例えば福知山線脱線では，以下のようなことが

対応するものと考えられる． 

① 解析力 

・ 収集力：事故例収集 

・ 理解力：信楽鉄道衝突，日比谷線脱線 

・ 予測力：当日の宴会，ゴルフコンペの問題性 

② 伝達力 

・ ネットワーク力：情報発信力：事故の重要性の組織伝達 

・ コミュニケーション力：影響力：メディア広報 

③ 実践力 

・ 対応力：今ある危機対応：被害の拡大防止 

・ 応用力：抜本対策：組織の是正 
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5.3 レジリエンス・エンジニアリング，高信頼組織，及びリスクリテラシーに基づく分析 

5.3.1 時系列分析-1F1 海水注入経緯分析 

東電事故調査報告書(4)の「福島第一原子力発電所１号機における地震発生（3月11日（金））

から3月12日（土）までの主な時系列」，及び「福島第一原子力発電所１号機注水に関する

対応状況について」より時系列を作成した．なお注水に関する主要な判断および操作につ

いてはボールドイタリック字体に変えてある． 

 

1. 平成２３年３月１１日（金）１４：４６ 東北地方太平洋沖地震発生．原子炉自動ス

クラム 

2. １５：０２ 原子炉未臨界確認． 

3. １５：２７ 津波第一波到達． 

4. １５：３５ 津波第二波到達． 

5. １５：３７ 全交流電源喪失． 

6. １６：３６ 原子炉水位が確認出来ず，注水状況が不明なため，原災法第15 条第1項

の規定に基づく特定事象（非常用炉心冷却装置注水不能）が発生したと判断，16:45 官

庁等に通報． 

 【原子炉水位の確認】１６：４４ 原子炉水位計TAF+250ｃｍ 

 【原子炉注水手段の状況確認，検討，操作】 

7. １７：１２ 発電所長は，アクシデントマネジメント対策として設置した消火系ライ

ン，及び消防車（中越沖地震の教訓として設置）を使用した原子炉への注水方法の

検討開始を指示． 

 消火系，復水補給水系，格納容器冷却系，消防車 

 ICの状況確認，対応 

8. 平成２３年３月１２日（土）０：０６ ドライウェル（以下，「D/W」）圧力が600kPa 

abs を超えている可能性があり，格納容器ベント（以下，「ベント」）を実施する可

能性があることから，準備を進めるよう発電所長指示． 

9. ２：０３ 消防車からFP ラインの送水口につなぎこむことを検討開始． 

 【DDFP ディーゼル駆動消火ポンプの復旧】 

10. ４：００頃 消防車により消火系ラインから原子炉内に淡水注入開始，1,300 リット

ルを注入完了． 

11. ５：４６ 消防車により消火系ラインから原子炉内に淡水注入再開． 

12. ７：１１ 内閣総理大臣が1F1に到着． ８：０４ 出発． 

13. ９：０４ ベントの操作を行うため運転員が現場へ出発． 

14. １４：３０ S/C ベント弁(AO 弁)大弁を動作させるため，14:00 頃に仮設の空気圧縮

機を設置したところ，D/W 圧力が低下していることを確認し，ベントによる「放射
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性物質の放出」と判断，15:18 官庁等に連絡． 

15. １４：５３ 消防車による原子炉への淡水注入，約80,000 リットル（累計）を注入完

了． 

16. １４：５４ 原子炉への海水注入を実施するよう発電所長指示． 

17. １５：１８ ほう酸水注入系の復旧作業を進めており，準備が整い次第，ほう酸水注

入系ポンプを起動し，原子炉内へ注入する予定．また，今後準備が整い次第，消火系

にて海水を原子炉へ注水する予定であることを官庁等に連絡． 

18. １５：３６ 原子炉建屋で爆発発生． 

19. １７：２０ 頃 消防車，建屋などの状況の調査に出発． 

20. １８：３６ 消防車，建屋などの状況調査の結果，現場は散乱している状態で準備し

ていた海水注入のためのホースが損傷，使用不可能であることを確認． 

21. １９：０４ 原子炉内に消火系ラインから消防車による海水注入開始． 

22. １９：２５ 武黒フェローから「官邸では海水注入について総理の了解が得られてい

ない」との連絡が本店の対策本部にあり，本店と発電所で協議の結果，一旦海水注入

を停止することとした． 

しかし，事故の進展を防止するためには原子炉への注水の継続が何よりも重要である

と考えた発電所長の判断で，実際には海水注入は継続された． 

23. ２０：４５ ほう酸を海水と混ぜて原子炉内へ注入開始． 

 

 また，他の対応も含めた並列操作の時系列を図1に示す．この時系列分析から淡水注入作業

実施中に，海水注入を判断し並行して海水注入準備をしていることが分かる．また，官邸及

び本店から海水注入停止の指示があるにもかかわらず，現場判断として海水注入継続を判断

していることが分かる． 
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図1 1F1注水経緯分析（東電報告書(4)より） 

 

 以下，海水注入の経緯についてさらに検討する． 

1. 「海水注入に向けた準備＜海水注入に向けた準備，電源復旧の中，原子炉建屋の爆発

発生＞」より 

・ 防火水槽を水源として淡水注入を継続していたが，防火水槽の淡水確保には限りが
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あることから，12日昼頃に発電所長は，本店対策本部長である社長の確認・了解を得た

上で海水注入の準備を指示した．自衛消防隊は，発電所長の指示を受け，海水注入の準

備を並行して進めた．構内道路の状態や1号機との距離などから判断し，海から直接取

るのではなく，津波により海水が溜まっていた3号機逆洗弁ピットを水源とした注水ラ

インとすることとした． 

・ 発電所対策本部は，1号機防火水槽内の淡水が無くなってきたことから，他の防火水

槽等から淡水の搬送を急ぐとともに，海水注入に切り替える作業を進めた．また，ほう

酸水注入系の電源復旧を進めた． 

2. 「海水注入判断＜海水注入の指示＞」より 

原子炉の冷却は緊急課題であり，発電所対策本部では，津波被災後から原子炉の冷却

のためには淡水，海水を問わずとにかく注水が必要であるとの認識を持っていた． 

海水の使用については，水源としては無限であり当初からその使用について念頭にあ

ったものの，まずは早期に注水を開始する必要があったため１号機の送水口に近い防火

水槽を水源として12日4時00分頃から注水を開始した． 

12日14時54分頃，発電所長から原子炉への海水注入を実施するよう指示が出された．

海水注入の判断については，「躊躇はなかった．とりあえず淡水でしのげといった．淡

水が圧倒的に足りないので海水注入の準備を指示した．」との発電所長の聞き取り結果

が得られている．なお，3～6号機では原子炉への海水注入が可能な配管を有しており，

その具体的な手順が定められている． 

3. 「海水注入継続判断＜海水注入の指示＞」より 

海水注入にあたっては，当社の官邸派遣者から「海水注入について総理の了解が得ら

れていない」との連絡があり，本店と発電所の対策本部で協議し，一旦注水を停止する

こととした（17:55 に海江田経済産業大臣から海水注入の指示が出ているにも係わらず，

2時間後の19:55 に菅総理から改めて海水注入指示が出ている）．官邸において原子力

災害対策本部長である内閣総理大臣のもと，原子力安全委員会の助言も得ながら海水注

入の是非について検討が続けられている状況であり，また，官邸派遣者による交渉によ

り短期間の中断となる見通しであったことから，本店対策本部では，やむを得ずこれを

了解したものである． 

しかしながら，発電所長は，事故の進展を防止するには何よりも注水を継続すること

が重要と考え，海水注入を継続した．このように，本店対策本部の判断に反する判断を

せざるを得ない状況に発電所長を追い込むこととなった．事故の応急復旧に対する責任

者である発電所対策本部長（発電所長）の判断を超えて外部の意見を優先し，現場を混

乱させた事例である． 

4. 「現場の判断の評価」より 

現場の判断は一貫して，海水注入を実施し継続することの必要性を認識し，対応手段
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を講じることであった．しかし，本店が官邸の意向を斟酌して，注水停止の指示をして

いる．官邸と本店において，緊急時においては現場判断を優先すべきと言う大原則に違

反した行為がみられる．  

 

5.3.2 組織要因分析 

1F1の注水経緯を事例としてレジリエンス能力，リスクリテラシー能力，高信頼性組織の

能力の各々の観点で分析し並べてみる．表1から表3までその例を示す．ここでは，横軸には

提案されている対応能力を，縦軸には個人，組織，外部対応（官邸の対応も一部含む）の各

レベルを置いている．東電報告書(4)の1号機注水継続の分析の部分から重要なキーワードを拾

い上げ，良好事例と判断できる内容を緑ゴチックで，失敗事例と判断できる内容を赤イタリ

ックで示している．なお事例としては，個人の判断レベルから政府の指揮系統レベルまで多

様な内容が含まれている． 

 

表 1 には，文献 8 に基づいて，リスクマネジメントの観点からリスクリテラシー能力（＝

レジリエンス能力）を分析した結果を示している． なおレジリエンス能力との対応を見ると，

対応力＝即応力，応用力＝学習力，収集力＋理解力＝監視力とよく一致している．HRO 能力

で分類されている平時と有事で見てみると，解析力は平時，伝達力と実践力は有事に対応す

る． 

表 2 には，文献 6 に基づいて，HRO 能力の観点から分析した結果を示している．これらを

統合するコアとして「マインド」を持つ人とプロセスを開発し，彼らを支える組織マネジメ

ント，組織文化を構築する必要がある．対応力＝機敏 応用力＝柔軟 収集力＝慎重 理解

力＝正直 予測力＝鋭敏の関連性がある．また，伝達力は対象外のため，官邸/本店/現場の乱

れの課題を適切に分類できる欄がなかった．さらに，学習プロセスが明示できない 

表 3 には，Hollnagel のレジリエンス能力(5)の観点から分析した結果を示している．なお，

能力の順番はオリジナルから，他分類との整合性の観点から変更してある．対応力＝即応力 

応用力＝学習力 収集＋理解力＝監視力の関連性がある．監視力と予測力は平時，即応力と

学習力は有事に相当する．なお，伝達力は対象外のため，HRO 能力と同様に官邸/本店/現場

の乱れの課題を適切に分類できる欄がなかった． 

 

平時においても有事においても重要な伝達力を摘出できる欄が設定されている，リスクリ

テラシー能力の定義がもっとも分析に適していると判断できる(3)．この分類を，他の研究の

分類も加味してブラッシュアップしていくことが，緊急事態対応の現実的な分析方法である

と考える． 
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表 1 リスクリテラシー能力の評価・分析：1F1 水注入経緯分析 (8) 

 

 

表 2 HRO（高信頼性組織）能力の評価・分析：1F1 水注入経緯分析(6) 
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表 3 レジリエンス能力の評価・分析：1F1 水注入経緯分析(5) 

 

 

 以上，従来の分析の枠組みで分析してみたが(3)，今回の分析のような，真に緊急時対応の

分析には不十分であると判断した．組織を一纏めでは，現場対応と管理部門の対応の相違や

連携の課題が明確化できないこと，また伝達力には平時の情報共有と有事の連携の 2 種類が

あること，から分類を詳細化した枠組みで再検討した．ここではリスクリテラシーの分類で

表 4 に示す．解析力とネットワーク力は平時，コミュニケーション力と実践力は有事に相当

する．この分析では，組織をさらに現場と管理部門に分割した．外部対応の中には，官邸と

の連絡，政府内での連携も含めた．今回の分析に限ればこれも別枠にするほうが分かりやす

いが，このような事例は稀有なことなのでそのまま分析した． 終結果は，以下の表に集約

してある． 
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表 4 リスクリテラシー能力の評価 ：1F1 注水経緯分析- 新たな枠組みによる 

 
 

5.4 分析結果の検討 

5.4.1 レジリエンス・エンジニアリングに基づく分析 

レジリエンス・エンジニアリングの観点から，成功事例と失敗事例を列挙し分析する． 

• レジリエンスの好例 

以下のように，個人ベースや組織ベースでは良好事例がみられる． 

 事故例（マドラス炉等の浸水，9.11 テロ-B.5.b. 指令などの過酷事故対応）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 

 非常用電源・空調のある免震重要棟整備・消防車配備（組織ベース） 

 通常時の指揮系統の有効性（組織ベース-現場） 

 メーカー・協力企業の支援（組織ベース-設計者，現場作業者） 

 

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

化醸成の意義であろう．これから，平時における「組織としての学習（フィードバック）

システムの確立」が重要であると提言できる．現場において一部，中央操作室と緊急時対
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策室との情報共有における不備がみられたが，状況の明示などの物理的な対策で解決可能

であろう．福島第二原子力発電所（第一と第二の比較は 5.5 節に示す）では，TV 会議シ

ステムが現場と本店や外部との連携に有効に機能した，またホワイトボードに共有情報を

明示したことが現場での混乱を防いだ良好事例がみられていることから，対応可能と考え

られる．通常時において，苛酷な事象進展を想定した緊急時訓練を継続することが有効で

あろう． 

 

その一方で，下記に示すように，管理部門や国家レベルでは危機対応の不備が多々見

られる． 

• 組織学習の失敗，リスク認識の誤謬 

以下のように，国家レベルや業界ベースで，レアイベントの認識の課題と組織文化の課

題とにおける失敗事例が多くみられる．同じ電源喪失・津波被害のリスクを知っているは

ずなのであるが，個人レベルでは緊急時に的確な判断に結び付いているにもかかわらず，

国家レベルでは認識不足となっている．現場では平時の訓練が有事においても有効に働い

ているにもかかわらず，管理部門や政府レベルにおいては機能していない．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緊急時へのモード切り替え，な

どの訓練こそ欠かせない． 

 電源喪失・津波被害のリスク誤認識（国家レベル，業界ベース） 

 指揮系統の乱れ（組織ベース-現場と本店） 

 指揮系統の乱れ（国家レベル-官邸内，組織ベース-官邸と規制当局と本店） 

 危機管理対応の不手際（国家レベル，業界ベース） 

「失敗の本質」（戸部，野中，等）(9)が分析した第 2 次世界大戦当時から日本の組織の本

質は不変である．「失敗の本質」ではそれを日本人の非合理性で説明している．しかし，

この考え方に基づく分析ではこれまで組織の問題は解決されていない．「組織の不条理」

（菊澤）(10)が提唱している限定合理性で説明すべきである．すなわち限定された環境の中

で限定された情報に基づき，限定された時間制約の中で合理的に判断したが，神の目から

見れば失敗だったという考え方である．対策としては，限定合理性を破壊することを提言

している．すなわち，有事における「命令違反を許容する（現場判断を優先する）システ

ムの確立」が重要となる．先のレジリエンスの良好事例として挙げた，海水注入継続判断

は，本来の事故の応急復旧に対する責任者である発電所対策本部長（発電所長）の判断を

超えた官邸及び本店からの指示にもかかわらず現場判断を優先した行動は，その典型例と

言えるであろう．逆に PCV ベントの遅れは，国や自治体の了解を得る時間のロスが遅れ

を招いた失敗事例を言えるであろう． 

 

5.4.2 日本人の特性 
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上記の課題は，図 2 に示す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｣からも説明できる．日本人は個人として超優秀であるため緊急時においても

その能力がいかんなく発揮される場合が多いが，トップに行くほどその能力が不足している

ため，トップマネジメントの不在となり，緊急時の過剰介入や不作為となってしまう． 

同心的仲間意識のために，国家レベルでも業界ベースでも，内部の論理が優先され社会の

常識が通用しない判断がまかりとおり，組織学習の失敗につながることになる． 

 

 

図 2 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｣ 

 

この日本人に固有の安全阻害要因を排除するには，堺屋(11)の言うところの有機的な組織を

作る，また Reason(1)のいうところの組織が柔軟な文化を持つことが必要である．堺屋は，そ

のためには組織をオーケストラ型からジャズ型への変換が必要と述べている． 近のインタ

ーネットの普及で，社員が直接的に社長に意見具申できる，新規提案をする，などの形態で

ある程度実現しつつある． 近流行りの知識管理は，このようなフラットな組織つくりのた

めの技術である．また安全文化すなわち安全組織のチェックリストは，このような組織の変

容を評価できることが必要である． 

組織学習の分野では，個人と組織のシングルとダブルのループ学習は，以下のように考え

られている． 

 個人シングル：個人の外面的な行動規則の変更 

 個人ダブル：個人の内面的な行動規範を変更 

 組織シングル：組織の外面的な行動規則の変更 

 組織ダブル：組織の内面的な行動規範を変更 

意図的に環境変化させる，協調学習や競争学習をさせることは，組織のダブルループ学習に

相当しよう．今回の事故の問題は，現場でのダブルループ学習は実現できていたが，そのル

ープが本店にまで至らなかったことである．また，政府レベルでまた本店レベルにおいても，

米国の 3.11 事例対応や規格基準の様々な動向を取りこむべきダブルループ学習ができていな

いことも指摘できる．組織のダブルループ学習を如何に実現するかが重要であり，そのため

には以下のような対策が考えられる． 

 トップの意思表示と組織としてのコミュニケーションスキルとボトムアップ(情報共

有)システムの整備 

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
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 外部の圧力（第三者機関：規制当局，業界内監視機関）や社会の目の利用 

 地域との共生(リスクコミュニケーション)による技術的安全と社会的安心の両立 

 

組織のビジネス継続計画（BCP, Business Continuity Plan）を規定するISO 22320 (12) では，

危機対応の要求事項として，指揮命令系統の確立，情報の共有，組織間の協調，を挙げてい

る．指揮命令系統の確立と情報の共有については，現場レベルではできていたが，本店や官

邸との協調においては問題が生じた．   

 

5.4.3 安全思想の再構築 

今回の事故におけるリスク認識の誤謬をなくすためには，「想定外事象対応を統合した安全

思想の再構築」が望まれる．そこには以下の 4 つの問題に対して再構築する必要がある． 

1）はたしていわゆる想定外事象とは何を指しているのか，初期事象なのか結果として発現

した事象なのか，いわゆるレアイベントをどこまで考慮すべきか（安全想定の問題） 

2）想定外事象に対しハード的にどこまで対応できるのか（安全設計の問題） 

3）想定外事象における人間や組織の対応をどこまで期待できるのか（安全運用の問題） 

4）官僚システムと規制体系の抜本的な見直し（安全社会システムの問題） 

特に，安全設計思想の観点では，従来の「止める・冷やす・閉じ込める」の原則が実態に

そぐわないことが明らかになった．決定論的な安全評価における設計基準事故のいわゆる

LOCA（冷却材喪失事故）を前提とした原則では，閉じ込める機能が重要であることは疑い

ない．しかし，今回のような LOPA（電源喪失事故）では，逆に冷やす機能の有効性が疑わ

れる事態では早めに放出する方が事象の拡大を防ぎえる場合もあることが，明確になってき

た．確率論的安全評価では，従来から言われてきたことではあるが，これが安全設計思想と

して十分に議論されていなかったといえる．今回の事故を契機に，事象に応じた安全原則に

見直すべきである． 

レアイベントに対して国家としてどこまで対応するか，いわゆる国策民営化の在り方，リ

スク論に基づく安全規制への方向転換，セイフティネットとしての保険の問題などが明らか

となった．これを契機に，一原子力の問題としてではなく，日本の官僚システムと規制体系

の抜本的な見直しが必要である．特に，規制当局は，国民から信頼され，科学的・合理的で

効果的な規制を実施でき，かつ危機管理能力を持つことが望まれている．そうしなければ日

本において本当の安全は実現できない． 

これまで安全学においては緊急時対応まで含めて議論はしてきているが，「想定外」の観点

は少なかった（十分想定し準備しておくことこそ，安全学の目標そのものだから）と言える．

現実的な安全課題の解決には，「想定外」をどのように安全想定・設計・運用・社会システム

に取り込むかを十分に考察することが重要である． 
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5.5 福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所の対応の比較 

 １Fと福島第二原子力発電所（2F）の対応に大きな差が現れたと言われているが，2Fの教訓

をまとめた文献(13)から，重要なキーワードを拾い上げ， 1Fと2Fとに共通な内容と判断でき

る記述を表5の左の欄に，2Fに特徴的な内容と判断できる記述を中央の欄に示している．表5

の右の欄に示すように対応能力の相違の原因は被害の程度と電源の有無であることは明らか

である．2Fでは，システム全体としての被害が比較的軽微であったことに加え，電源が生き

残ったため，照明・通信・制御手段が十分に機能したことにより，有効な対応ができた．す

なわち，情報の有無が対応の差を生じさせたものと考えられる．それ以外の様々なパフォー

マンスをレジリエンス能力から分析しているが，１Fの対応と大きな差異は見られなかった．

緊急時の判断においては，有用な情報の提示が得られるか否かが重要であることが理解でき

る． 

 

表5 福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所の対応の比較 

 

 

5.6 考察 

 以下，3 つの視点から考察してみる． 

1) 事故対応能力 

 個人ベースや組織ベースではレジリエンスの良好事例がみられる． 

 事故例（マドラス炉等の浸水，9.11 テロ-B.5.b.対応）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 

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

・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時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

・AM設備及びマニュアルが準備

・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

・　共通点多い
・　電源とそれに
よる情報の有無
が大きな相違
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 非常用電源・空調のある免震重要棟整備・消防車配備（組織ベース） 

 通常時の指揮系統の有効性（組織ベース-現場） 

 メーカー・協力企業の支援（組織ベース-設計者，現場作業者） 

 国家レベルや業界ベースで，レアイベントの認識の課題と組織文化の課題とにおける失敗

事例が多くみられる． 

 電源喪失・津波被害のリスク誤認識（国家レベル，業界ベース） 

 指揮系統の乱れ（組織ベース-現場と本店） 

 指揮系統の乱れ（国家レベル-官邸内，組織ベース- 

 同じ電源喪失・津波被害のリスクを知っているはずなのであるが，個人レベルでは有事に

的確な判断に結び付いているにもかかわらず，国家レベルでは認識不足となっている．現場

では平時の訓練が有事においても有効に働いているにもかかわらず，管理部門や政府レベル

においては機能していない． 

 平時における「組織としての学習（フィードバック）システムの確立」，また有事における

「命令違反を許容する（現場判断を優先する）システムの確立」が重要であると提言できる．

レジリエンスの良好事例として挙げた，海水注入継続判断などは，官邸及び本店からの指示

にもかかわらず現場判断を優先した行動はその典型例と言えるであろう． 

 

2）福島第一原子力発電所事故の総括および原子力安全改革プラン 

 東京電力は，事故調(4)のハードウエア対策に加え，新たに提出した事故の総括(14)の中で，

本項で指摘した組織の課題への対策を，「経営層の安全意識向上」，「インシデントコマン

ドシステム導入」などの組織の負の連鎖を遮断する手段を提案している． 

 

3）深層防護の再検討 

 レアイベントとは，東日本大震災・大津波など稀に発生する事象である．このような事例

においても，通常の安全で考慮すべき深層防護の概念を見直すべきである．「深層防護の誤

謬-安全文化の劣化-組織事故の連鎖を断つ」ことは，いかなる場合でも必要となる．そのた

めにはハードバリアとソフトバリアが必要なことも共通である．今回の事故で考えるべきこ

とは，図3に示すような対策を取ることである． 

• ハードバリアの再構築 

 第 3 世代原子炉への反映とサイトに応じた対処 

• ソフトバリアの確立 

 防災を含めた「 後の砦は人である」を実現する危機管理 
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図3 深層防護の再検討 

 

 いずれにしても，もう一度どこかで事故が起これば，世界的なフェーズアウトになる．世

界で，統一的で合理的な安全基準（体制，規制・設計・運用）を見直すときである．そのた

めにも，日本が率先して福島第一事故の分析と検証を十分にしてその知見を世界に発信すべ

きであろう． 
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６．教育・訓練の課題と改善 

 

6.1 調査の目的と方法 

 本節では，1F事故以前において実施されていた教育・訓練内容について調査，分析し，課

題の抽出と改善案の提案を行うことを目的とする．また，1F事故後に運転訓練センター

（BTC/NTC）あるいは電気事業者において実施，または計画している対応状況の調査や1F事

故の事故要因から原子力発電所の安全運転において，今後目指していくべき教育・訓練の方

向性について提案することを目的とする．なお，1F事故以前において実施されていた教育・

訓練の調査，分析においては，以下の3つの視点に立って，問題点および今後に向けた提言の

明確化を図ることとした． 

①規制により要求されていたこと 

②規制により要求されてはいないが，必要性は認識されており，実施すべきであったこと 

③規制により要求されておらず，またその重要性も認識されておらず，事前に実施するこ

とは期待できなかったこと 

 

6.2 事故前の教育・訓練におけるシミュレータ訓練への規制の要求 

 原子力プラントでは，事故時にも冷静かつ適切な対応操作が行えるよう，シミュレータ訓

練を含む教育・訓練は運転スタッフに必須となっている． 

運転スタッフの教育・訓練の規定は，旧原子炉等規制法第 35 条（現行第 43 条の 3 の 22 第一

項）に基づいて，旧実用炉規則第 12 条（現行 87 条）に原子炉の運転における運転員，運転

条件，運転責任者が規定され，また，経済産業省告示第 200 号（運転責任者の基準）におい

て，原子炉に関する知識および技能について規定されている． 

 旧実用炉規則第 12 条の運転責任者の基準に基づいて，JEAG4802-2002「原子力発電所運転

員の教育・訓練指針(1)」が纏められ，その指針には，教育訓練の考え方，教育・訓練マニュ

アルに定めるべき項目，原子力発電所運転責任者の判定，シミュレータの仕様，1F事故に問

題となった「全交流電源喪失」の項目も記載されている． 

 JEAG4802-2002 に，フルスコープシミュレータが模擬すべきマルファンクション（異常状

況）の例として，「計装用空気の喪失又は各構成機器への空気の喪失」，「非常用電源の喪

失又は計測制御用電源喪失等」，「原子炉補機冷却系の喪失又は各構成機器冷却設備の冷却

機能の喪失」が挙げられているが，シミュレータを使った教育・訓練としては過酷事故を対

象としたものは要求されていない． 

 JEAG4802-2002 の附属書(参考)3 には，運転員として業務遂行に必要な知識・技能等を習得

するための教育・訓練の具体例が記述されており，例えば，1.6 節「炉心損傷事故及び重要度

安全機能維持に関する教育・訓練」には，海外の炉心損傷事故事例，事故発生の際に維持す
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べき重要安全機能について理解させるために，国内外事故事例，炉心冷却機能，炉心冷却機

能監視のための重要安全パラメータ，炉心損傷の認識，炉心及び格納容器内の状況悪化時の

計器や機器の性能，水素ガス発生，アクシデント・マネジメントの内容を教育・訓練により

習得させることが挙げられている．(1) 

 以上のように，1F事故以前において，規制の要求として，過酷事故に関する知識・教育は

具体的に要求されていたが，シミュレータを使った過酷事故を対象とした訓練は，電気事業

者の自主的な取組みであったため，規制する必要性の認識はなかったと思われる． 

 

6.3 従来の教育・訓練 

1) 全般的な保安規定の遵守状況 

 1F 事故以前の教育・訓練については，1F 事故で発生した電源喪失に伴う機器の多重故障事

象に対する基本的な教育・訓練は，保安規定で要求事項されている原子炉の運転に必要な知

識を有する運転員の確保のために，毎年度，保安実施方針に基づき，表 1 に示すような保安

教育を実施していたと考える． 

表 1 保安規定で要求されている運転員に対する保安教育(一例) 

運転管理 

臨界管理に関すること 

運転上の留意事項に関すること，通則に関すること 制限に関すること 

異常時の措置に関すること 

原子炉物理・理論に関すること 

巡視点検に関すること 

定期的に実施するサーベランスの操作に関すること 

異常時対応（現場機器対応・中央制御室内対応・指揮，状況判断）に関すること 

運転訓練 

シミュレータ訓練Ⅰ（直員連携訓練） 

シミュレータ訓練Ⅱ（起動停止・異常時・警報発生時対応訓練） 

シミュレータ訓練Ⅲ（起動停止・異常時・警報発生時の対応・判断・指揮命令訓練） 

保守管理 保守管理計画に関すること 

緊急事態応急対策，原子力防災対策活動等に関すること（アクシデント・マネジメント対応を含む） 

 たとえば，関西電力では，1F 事故発生以前から，教育・訓練に関する評価結果や問題点を

確認し，教育・訓練計画への反映が行われている．また，全運転員に周知すべき国内外事故

事例等などが生じた場合には，必ず全員が受講する標準訓練プログラムに追加している．例

えば，スリーマイルアイランドの事故に関しても分析，評価を行い，教育・訓練に反映した. 

 

2) 過酷事象に対する訓練に関しての分析 
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政府事故調の報告書において，関係ある幾つかの指摘に対して以下のように分析，考察し

た． 

①1F 事故に際しては，『そのような知識が生かされたとは言い難いケースが見受けられた．』

（文献 2，P. 402）と指摘している． 

 この指摘は，1F 事故以前の教育・訓練において，過酷事故事象および過酷事故において

取るべき対策に関する知識自体は十分持っているとの聞き取り調査の結果に立ったもので

あり，これまでの事業者が行ってきた知識教育そのものを否定するものではない． 

②『自分の専門分野に関する知識は豊富であるが，一方，それとは対照的に，それ以外の

分野については密接に関連する事項であっても十分な知識を有するとは言い難い．』（文献

2，P. 403）と指摘している． 

縦割り組織が問題点と考え，改善が必要と考える． 

③全体を包括する委員長所感として，『(7) 自分の目で見て自分の頭で考え，判断・行動す

ることが重要であることを認識し，そのような能力を涵養することが重要である．』（文献

2，政府事故調 P. 447）と示（指摘）されている．また，専門分野に関する豊富な知識を有

しているチームであった中央制御室員，現地支援スタッフおよび現地や本社に設置された

対策本部メンバーの知識を事故回避に向けて十分には結集できなかった点において，情報

収集および通信手段が限定されてはいたが，メンバーやチーム間のコミュニケーションの

拙さも指摘している． 

 この指摘に関しては，以下の通りと考える． 

 今回の 1F 事故の状況では，個々のメンバーにおいては，大きな余震が発生したり，照明

が消えたり，放射線防護服を装備しなければならない劣悪な作業環境下において，冷静さ

を失っていた状況が垣間見えることから，どんな状況にあっても冷静さを失わずに対処す

るための訓練が不足していたと考えられる．しかしながら，異常時における人間の能力の

低下は深刻であることは古くから指摘されており，冷静なメンバーによるプラント状況の

分析や認識内容の再点検が必要であったと考える． 

 また，東電は平成 20 年に運転員の当直体制強化を諮っていたが，本事故のような同時

多発事故に対応するには運転当直員が不足していたと考えられる．1F 事故以前は，1 基の

原発の多重故障による内部事象の積み重ねの結果，過酷事故に至ると考えられており，今

回の事故のように外部事象により，複数のプラントが同時に被災することは，地震による

スクラムのように短期的な対応が要求される事象以外には想定されていなかった．この結

果，広範囲な現場を含め，サイト全域を襲った津波の結果，あらゆる場所，部門において

長期間の対応が求められる状況では直交代も行えず，運転当直員が不足することは当然の

結果であったと考える． 

④運転手順書に関する指摘と分析  
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 運転手順書の整備状況は，通常運転手順書，警報時運転手順書，事故時運転手順書があ

り，事故時運転手順書は，「事象ベース」「徴候ベース」「シビアアクシデント」の 3 つ

に分類される．「シビアアクシデント」は電源があることを大前提としていたため，1F 事

故のような長時間に亘る電源喪失等の事態では機能できず，実効性に欠いていたため，こ

の手順書は生かされなかった． 

 このように運転手順書自体に問題があるが，もともと手順書は実際に設置・配備されてい

る設備を使って対応を行うために準備されたものであり，規制からも長期間に亘る電源喪失

に対する設備要求はないことから，手順書自体にこのような事象への対応が記載されていな

いといって，すなわち手順書や教育・訓練に欠陥があることにはならないと考えられる． 

  

6.4 事故後の教育・訓練の改善の取組み 

1) 運転訓練センターでの取組み 

 BWR 運転訓練センター(BTC)と原子力発電訓練センター(NTC)では，7.2 節で述べたように，

これまでシミュレータによる過酷事故対応した訓練を行ってこなかったが 1F 事故を踏まえ

て教育・訓練の改善に取り組んでいる． 

 BTC では，1F 事故を踏まえた過酷事故訓練として，「福島第一事故振り返り・対策実践訓

練」を開発し，2012 年 8 月から訓練の提供を開始している(3.4)．このコースでは，当直チーム

を訓練対象とし，期間は 1.5 日であり，目的は 1F 事故事象を経験することと緊急安全対策を

理解することとされており，机上訓練（講義）とシミュレータ訓練で構成されている． 

 1F 事故振り返りでは講義において 1F 事故の状況を確認し，シミュレータ訓練で事故時の

挙動や時間的な進展状況を直接的かつ具体的に追体験するために室内の照明がない状態の中

での対応操作訓練が取り入れられている．一方，緊急安全対策の理解の講義では，1F事故に

対して何が必要であったかを訓練生に討議させることによって，緊急安全対策の目的や効果

を理解させ，対応操作を認識させるように工夫されている．また，シミュレータ訓練では，

緊急安全対策にかかわる対応操作を実践し，手順の流れや操作の効果を認識させている． 

 NTC では，PWR について 1F 事故の教訓を踏まえた教育訓練の強化として，SBO 事象が発

生した場合のプラント挙動解説教材や SA 挙動解説教材の作成などを実施している．また，

緊急安全対策設備等の実機プラント設備改善内容を NTC シミュレータに反映した．これに

より， 新の実機手順書を用いて，緊急安全対策設備の有効性確認，プラント挙動の理解力

向上のためのシミュレータ訓練が実施可能となった．さらに全交流電源及び直流電源喪失の

炉心溶融および格納容器損傷状態以降の訓練を可能とするために，シミュレータの改造を実

施し，「シビアアクシデント訓練強化コース」を開始した(5)． 

 このように，運転訓練センターにおいては，規制の要求とは別に 1F 事故の課題に対応でき

るように，シミュレータ訓練の高度化に取り組んでおり，講義内容の改定に加えシミュレー
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タの機能として過酷事故模擬を追加するなど行うことで事業者からの過酷事故に対する教

育・訓練ニーズへの対応を進めている． 

 これらの結果，これまで机上の学習だけでは明確なイメージを描くことが困難であった過

酷事故に対して，事象の進展速度，実際に中央制御室や現場の計器で観測されるであろうパ

ラメ－タの動き，電源が喪失した場合の情報獲得の困難さ，原子炉の減圧や注水など対策実

施のタイミングによる炉心や格納容器への影響などが実体験として把握できることになり，

手順書の使い方についても習熟することが可能となり，運転員の過酷事故対応能力の大幅な

向上が期待される． 

 

2) 電力会社での取組み 

 電力会社においても，7.3 節で述べたように，これまで実施してきた教育・訓練内容は 1F 事

故を受け大幅に見直し，運転員に対する教育・訓練の改善を進めている．ここでは,関西電

力および東京電力における取組例を説明する． 

 関西電力ではこれまでにも，過去に発生したトラブル事象や新潟県中越沖地震での教訓を

踏まえ，適宜教育・訓練への改善が進められていた．1F 事故を受け，長時間 SBO 訓練(7, 8)

が可能なシミュレータ設備への改修および教育・訓練プログラムの改善を図った．訓練状況

を図 1 に示す。 

 また，運転員以外の緊急時支援員に対する教育支援ツールの開発，炉心溶融解析モデルを

導入した炉心溶融状態における訓練が可能にするためシミュレータ設備の改善を図る予定で

ある． 

 自社で保有しているシミュレータ設備を活用し，他電力との訓練交流会での相互観察や意

見交換などを実施している，また，通常訓練とは別に，技術系新入社員に対し，プラントの

起動・停止操作や事故時対応操作を行う体験型実習を実施している． 

 チームパフォーマンスの向上を図るために，CRM（クルー・リソース・マネジメント）訓

練(6)を 1 回／年以上の頻度で実施し，さらに，1F 事故で問題となった複数基同時発生事象(7, 

8)に対する訓練に関しては，現状では同時運用できるツインのシミュレータ設備が無いため

に，シミュレータを用いた複数基同時発生事象訓練は実施されていないが，ひとつの原子炉

に割り当てられる人数が減ることを踏まえ少人数での訓練を実施した． 近では,机上訓練

によりツインのシミュレータ設備がない点を補うことで，複数基同時発生事象を想定した事

故対応訓練が試行されている． 

 1F事故以降，複数基同時発生事象に対応するため，運転員の増員含め当直体制強化を図っ

ている． 

 



 79

 

図 1 非常灯照明下を想定したシミュレータによる対応訓練（関西電力） 

 

 また，防災訓練では，事故時における支援チームの対応能力の向上，および運転チームと

の連携強化を図り，休日・夜間訓練のほか，降雪時などの過酷な環境下での訓練やシミュレ

ータ設備と連携させた訓練，および事故訓練シナリオを伏せたままの訓練を実施することで，

対応能力の向上を図っている(7, 8)． 

 東京電力では，1F 事故の状況を分析し，運転員や緊急時要員の増員，津波襲来時や電源喪

失時の手順書，その他緊急時に臨機に対応する操作ガイド（手順）などを整備し，緊急時に

対応する訓練を様々な条件で繰り返し実施している． 

 例えば，柏崎刈羽原子力発電所では，自社のシミュレータ設備を利用して全電源喪失によ

り照明の消えた中央制御室を模擬した訓練等が実施されている．また，安全対策として電源

車，空冷式ガスタービン発電機車，消防車などの配置，消防車から原子炉に直接注水可能な

消火栓接続口の設置などを実施したが，これらの設備を円滑に使用可能とするための訓練が

実施されている．訓練状況を図 2 に示す。 

  

図 2 東京電力での訓練（パンフレット「柏崎刈羽原子力発電所の安全対策」より抜粋） 

 

空冷式ガスタービン発電機車起動訓練 注水接続訓練 
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上記のように，電力会社の例として関西電力，東京電力について紹介したが NRA 新規制基

準対応として，ハード面ではプラント内の機器・系統構成や監視制御設備の改善を進める一

方，プラント周辺には可搬型の発電機車などの電源装置，放水車などの給水装置の配備を進

めている．これらの設備を使って様々な事故進展状況，自然環境などに対応してサイト外と

も連携した緊急時対応訓練を行っており，電力会社自身によって外部からの支援を受けなく

とも当面の対応を行うことができる体制作りを進めている．この結果，ハード／ソフトの両

面における過酷事故対応能力が大幅に向上していると考えられる． 

 

6.5 今後の教育・訓練に関する方向性 

1) 教育・訓練の方向性 

 1F 事故の教訓を学ぶ活動が国内外で活発に実施されており，様々な機関から原子力プラン

トの安全性向上のために，現場手動操作訓練や地震および津波の特性の教育や模擬体感訓練

などが実施されている． 

 シビアアクシデントの教育・訓練では，発電所長，発電所管理者，原子炉主任技術者の状

況判断力・コミュニケーション力・トップマネージメント力のより一層の向上を求め， 新

の知見を習熟するために定期的な勉強会を開催し，発電所長以下，運転員，支援員含め関係

者全員が参加している． 

 特に事故調の報告では,運転員にはプロ意識，勇気，連帯感を育てる教育・訓練は有効であ

り，今後の教育・訓練のプログラム策定において，これらの提言を深く検討し、それらの意

図を汲み取って行うべきであり，提言に沿った形でハード面のみならず教育・訓練でのソフ

ト面についても改善されていくと考えられる．実際，7.4 節で述べたように訓練センターおよ

び電力会社ともに，様々な観点からより実効的な教育訓練となるための具体的な試みを行っ

ている. 

 さらに，2014 年 7 月に「原子力発電所運転責任者の判定に係る規程」が JEAC4804-2014 と

して改訂され，原子炉運転責任者資格の判定に係る運転実技試験および更新のための教育・

訓練に SA が含まれることとなった．併せて，この運転実技試験等に仕様されるシミュレータ

に求められる機能に関し，同じく 2014 年 7 月に「原子力発電所運転責任者の判定に係るシミ

ュレータ規程」JEAC4805-2014 が制定された． 

 BTC/NTCにおいては，2014年9月，JEAC4804-2014に基づいた運転責任者実技訓練等を行う

ためのシミュレータ訓練機関として，原子力安全推進協会(JANSI)による認定審査を受け，

2014年10月よりSAに対応した運転実技訓練を提供している(9)． また，JANSIでは1F事故のよ

うな過酷状況下で緊急時対応を的確にマネージできる判断能力に長けた人材を育成するため，

各層を対象に，経営層研修，緊急時対策所指揮者研修(発電所長クラス)，原子力安全セミナ

ー（原子炉主任技術者）などの研修を新たに導入している． 

 原子力における過去の事故の教訓として，組織が一体となった教育が 優先課題であるこ
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とから，今後より一層の安全文化の醸成に対する取り組みの必要性が政府事故調等から提言

されており，提言に沿った方向で規制,訓練センターおよび電力会社が教育・訓練内容を改善

しながら実行しているところと思われる． 

2) 旧原子力安全・保安院の対策 30 項目への対応 

 旧原子力安全・保安院（NISA：Nuclear and Industrial Safety Agency）では，事故の教訓を今

後の原子力安全に役立てるために，技術的知見に関する検討(10)を実施し，規制に反映すべ

き対策事項 30 項目を取り纏めている． 

 これらの対策のうち，訓練に関係するものとして，対策 12（事故時の判断能力の向上）で

は，炉心損傷を防ぐための炉心冷却等を 優先すべき判断基準を予め明確化し，対策 30（非

常事態への対応体制の構築・訓練の実施）では，シビアアクシデントも含めたあらゆる状況

を想定した上で，マニュアルや設計図面等の必要な情報の整備，関連資料の保管，緊急時の

人員確保と招集体制の構築，高線量下，夜間や悪天候下等も含めた事故時対応訓練が求めら

れている． 

3) 国際原子力機関に対する政府報告書での提言28項目への対応 

 国際原子力機関（IAEA：International Atomic Energy Agency）に対しての我が国からの1F事

故報告として，事故の評価や得られた教訓をまとめた提言がなされている(11)．訓練に関連す

るものには，(13)シビアアクシデント対応の訓練の強化がある． 

4) 欧州ストレステストのピアレビューによる推奨事項と提言事項 

 1F事故に対して，欧州原子力機構理事会の要請で実施された欧州全ての原子力発電プラン

トに対するストレステストとピアレビューにおいて，各国の規制当局による国別アクション

プランの策定や評価を支援するために，ピアレビューでの推奨事項と提言事項が集約されて

いる．訓練に関連する事項には，A) 設備検査と訓練プログラム，B) シビアアクシデントマ

ネジメント(SAM)の訓練，C) シビアアクシデント研究がある． 

5) 米国原子力発電運転協会報告書への対応 

 米国原子力発電運転協会（ INPO：Institute of Nuclear Power Operations）は，1F だけでなく

2F（福島第二原子力発電所）についても事象を調査，分析し，その結果に基づいた教訓を提

示している(12)． 

 手順書，教育・訓練に関するものとして 

(1) 想定外に対する追加の備えの必要性 

(2) 運転上の対応における 優先事項としての炉心冷却 

(3) 対応の初期段階での炉心冷却と復旧活動のための明確な戦略の策定と，中央制御室及

び緊急時対策本部職員への伝達 （2F における良好事例）， 

(4) 格納容器ベントへのガイダンス 

(5) 事故対応におけるインフラの確立 



 82

(6) 手順書の策定での国際的な協力と共有の必要性 

(7) 手順書の策定における事故時対策を遅延させる要因の考慮の必要性 

(8) アクシデント・マネジメントの知識と技能のための教育訓練の必要性 

(9) 国際的連携による運転経験の共有， 

(10) 原子力安全文化の強化 

が挙げられている． 

 

6.6 まとめ 

本章において，1F 事故以前における教育・訓練の状況を調査，検討するにあたり，“規制

により要求されていたこと”と，“要求されてはいないが，必要性は認識されており，実施す

べきであったこと”と，“要求されておらず，またその重要性も認識されておらず，事前に実

施することは期待できなかったこと”の 3 つの視点からの評価を行った． 

この評価の結果，1F事故以前においても規制により要求されていたことはもちろんのこと，

具体的な要求はなくても，運転訓練センターおよび電力会社ともに教育・訓練における問題

点の反映など，様々な改善活動を行っていたことが分かった．従って，1F 事故以前における

教育・訓練は，規制の要求，想定された事象の範囲において正しく行われており問題点はな

かったといえる.実際，政府事故調の評価結果からも,プラントや運転に係る知識が不足してい

るとの見解はなく，これらの知識が運用面で生かし切れなかったことを指摘している． 

 運用面において,過酷事故に対する知識を生かし，地震，津波による同時複数基の被災に対

応するためには，プラント自体の改造，可搬型の電源，給水設備などハード面の整備に加え，

シミュレータによる過酷事故訓練およびサイト内外を含めた緊急時対応訓練が必要であるが，

1F 事故以前には，このような設備，訓練の必要性は認識されていなかった.しかし,訓練セン

ターおよび電力会社においてはこれらの反省事項に立って既に新しい教育・訓練プログラム

の開発と実践を行っている。 

 過酷事故事象のより深い理解と新規制基準に対応して整備されている現場手動操作を含め

たハードの運用など事故対応能力の向上のためには，シミュレータ訓練，緊急時対応訓練を

通して，様々な状況を想定した状況判断，対策立案，対策実施を行っていく必要がある． 
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7．原子炉運転操作および現場作業面からみた事故対応を遅らせた要因と改善案 

 

7.1 調査の目的と方法 

7.1.1 調査の目的 

 人が介在するマン・マシンシステムの安全対策には，設備機器や作業環境など，人の周り

の全ての要素を対象として検討する必要があるが，このような検討の一手法として SHELL モ

デルが利用されている．SHELL モデルには図 1 で表されるように，H（Hardware，ハードウ

エア），S（Software，ソフトウエア），E（Environment，環境），

L（Liveware，人），L＊（Liveware，周りの人）の要素がある．

本モデルの中心の要素 L の周りの凸凹は人間の特性などを表現

しており，この要素 L を囲むように 4 つの要素 S，H，E，L＊

がある．これらの要素にも凸凹があり，それぞれの要素の特性

を示している．本モデルにおいて，中心の L と周りの L＊，H，

S，E とのコミュニケーションの中で，何らかの齟齬が生じた場

合に，人に起因する問題が発生し，甚だしい場合は，事故が発

生すると考えられている． 

 2011 年 3 月 11 日，東京電力福島第一原子力発電所（以後，1F）では未曾有の津波（E）に

より，SBO（Station Black Out：全交流電源喪失）に加えて直流電源も喪失する事故が発生し

た．その結果，中央制御室での原子炉監視・制御システムの機能が喪失し，原子炉の遠隔冷

却操作が困難となった．また，地震および津波により作業現場へアクセスすることが困難と

なり，原子炉建屋（以後，R/B）およびタービン建屋（以後，T/B）などでの迅速な対応が難

しくなった．運転員および支援員（以後，作業員）（L）は，原子炉運転に特有の放射線（E）

と闘いながら懸命に事故収束作業を行ったが，炉心が著しく損傷して放射性物質の大量放出

となる過酷事故（Severe Accident：以後，SA）となった． 

原子力の安全は，深層防護に基づいている．今回の 1F は未曾有の津波で，複数の原子力発

電所（以後，原発）が事故を起こすという設計基準を超える事象（設計基準外事象）であっ

た．設計基準外事象では，運転員や作業員は事故拡大を防ぐ活動を行うが，今回，不幸にも

炉心溶融，環境への放射性物質の放出となった．原子力の安全は，一義的に原子炉圧力容器

や格納容器，配管などのハードウエアが安全であることであるが，設計基準外事象の SA 対

応では，運転員や作業員の人が主役となる．しかし，運転員および作業員はハードウエアを

利用して事故対応を行わなければならない．そこで，今回の運転や事故対応において，その

作業に利用するハードウエアがどうであったのかに関して興味を持った． 

本調査の目的は，1F 事故時の運転操作および現場作業面の事象から人である「運転員およ

び作業員」（L）の事故対応作業を遅らせたと思われる「作業に使用するハードウエア」（H）

の要因を分析し，以下の場面に関して運転員および作業員から見た主にハードウエアの改善

 

H
S L E

L*

図 1 SHELL モデル



 85

案を提案することである． 

①監視・制御システムおよび記録関係，②現場運転操作関係，③中央制御室および免震重

要棟等の作業現場関係 

 

7.1.2 調査の方法 

 主に以下の①および②の資料から運転員および作業員の事故時対応作業がハードウエアに

より阻害されたと思われる事象を抽出し，事故時対応の阻害要因や対策を考察する上で参考

となる事象を解析した．そして，抽出された要因を分類した．分析対象範囲は，1F の 1 号機

から 3 号機，免震重要棟について，津波による SBO 後の原子炉冷却操作，格納容器ベント操

作および代替注水作業を主とした． 

 本章末の表 1 に関係事象，分析結果の詳細，要因の分類を示す．表 1 中の参考文献の表記

であるが，報告書種別+ページ番号としている．政府事故調の報告書から引用の場合，中間報

告書では「政 92」， 終報告書では「政終 18」のように，国会事故調の場合は「国 142」の

ように略表記した． 

①国会事故調の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書（文献 1） 

②政府事故調の東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の中間報告書お

よび 終報告書（文献 2，3） 

 

7.2 監視・制御システムおよび記録関係に関する分析 

本節に関係する事象と分析結果を表 1 の事象番号１～44 に示す．事故の対応を遅らせた要

因は以下の①～④と考える．また，事故対応を遅らせた要因の概要および改善案は 1）～5）

に示す．6)は事故対応を遅らせた要因ではないが記録に関する改善案である． 

①中央制御室の監視・制御システムの信頼性 

②SPDS（Safety Parameter Display System）の信頼性 

③中央制御室の監視・制御システムを利用した原子炉運転の限界性 

④中央制御室の監視・制御システムの機能 

1) 中央制御室の監視・制御システムの信頼性 

 本事故は SBO に加えて直流電源も喪失するという事故で中央制御室の監視・制御システム

が機能喪失し，中央制御室の運転員は運転に関する的確な情報を得ることができないことは

勿論，遠隔操作ができない状況となった．また，原子炉運転に必要な水位などの運転パラメ

ータにおいて誤計測が発生し，冷却操作に誤判断を与えたと思われる． 

 監視・制御システムの信頼性向上が必要と考えられ，その改善案は，以下の通りである． 

・電源・配電システムの信頼性向上策として，電源・配電システムが水，蒸気から影響を

受けない場所に配置する，防水構造にする，重要パラメータの表示や制御機能は特に高

い信頼性を必要とするため 少の電源容量で運転できるようにする，バッテリ容量を増
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やす，また，何らかの電源のトラブル時の対策として可搬式小型発電機の常備，十分な

予備バッテリの保有などが考えられる．基本的には電源・配電システムの信頼性向上策

は多重性，多様性，独立性が重要である．多重化された制御系電源が一覧できる（配電

圧，電流，バッテリの残留電圧など）システムも有効であろう． 

  なお，電源喪失時に可搬式小型発電機やバッテリを接続するが，予め短時間で接続が

可能となるシステムとする（保全性を考慮したシステム）， 悪を考えて防護服やヘッド

ランプ等の携帯照明を使用した接続訓練は重要である． 

 また，長時間 SBO を想定した総合的な運転訓練は重要である． 

・計測センサ，計測ポイント，伝送系に対して，多重性，多様性，独立性を持たせること

により，一度に全てが計測不能となりにくく信頼性が上がる．また，ブルドン管方式の

圧力計など，電気を利用しないシステムも有効と思われる． 

・中央制御室の監視・制御システムのみで集中して運転操作を行うのではなく，R/B およ

び T/B など，別の場所に監視・制御システムを分散する方法は有効と考える．なお，大

型外航船舶（例えば船長 400m，主機出力 10 万 kW）では船橋，機関制御室，機関室等

の複数の場所で監視・制御が可能となっていて参考となる． 

・SA 時の原子炉運転データの計測不能や計測値に誤差があった．原子炉水位，圧力などが

SA 時でも計測可能となるシステムが必要と考える．水位に関しては超音波の利用，圧力

に関してはブルドン管式の圧力計の利用が一案と考える．電源を利用しない計測方法に

対して検討を行う必要があると考える． 

  なお，SA 時の計測システムの計測不能・計測誤差は運転員に誤った情報を与えること

になるので，設計条件は実際に運転する運転員に伝えることも必要である． 

2) SPDSの信頼性 

免震重要棟の SPDS が機能喪失した．免震重要棟では指揮者である所長はじめ支援班は原

子炉の状況の重要な情報を得ることができず，中央制御室の運転員への指揮，支援への精度

が欠け支障を生じたと考える． 

SPDS の信頼性向上が必要と考えるが，その向上対策案は，以下の通りである． 

・SPDS を中央制御室の監視・制御システムから独立したシステムとする． 

・R/B～免震重要棟の伝送システムの多重化（例えば，有線，無線，光ファイバの利用）． 

 なお，SPDS の機能が喪失する可能性もあるので，SPDS の機能喪失を前提とした中央制御

室−免震重要棟間でのコミュニケーション訓練は必要と考える．また，中央制御室の運転員が

原子炉主任技術者に直接相談しやすいように，原子炉主任技術者の中央制御室配置は必要と

思われる． 

3) 中央制御室の監視・制御システムを利用した原子炉運転の限界性 

中央制御室の監視・制御システムにて原子炉運転パラメータ，特に原子炉水位や原子炉圧

力が分からなければプラント制御に必要な措置も講じられないと考える．中央制御室での監
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視・制御システムのみに頼る運転には限界があり，原子炉運転システムの信頼性の向上が必

要である．その向上策は監視・制御システムの機能喪失時に現場で弁などを手動操作できる

過度に遠隔制御に頼らないシステムの確立が有効と思われるが，詳細は 7.3 節に記述した． 

4) 中央制御室の監視・制御システムの機能 

①一般に機器を中央制御室から遠隔で操作した場合，機器現場で運転員が起動された機器の

運転状況を立ち会って確認するものである．例えば，冷却水ポンプを中央制御室から起動

し，現場で異音・振動などの異常を発見した場合，運転を止めるか予備のポンプを使用す

る．また，遠隔操作で弁などが動かない場合で緊急の場合は直ぐに現場の運転員が手動で

操作するなどである．しかしながら，1F では，発生した津波，余震により，現場にアクセ

スしづらい状況となり事故の早い時期に機器の確認作業や異常への対応がなされなかった．

そのうちに時間が経過し，炉心が損傷して R/B 内の放射線レベルが高くなる中で，例えば

RCIC の運転状況の現場確認をすることになった． 

 今回のように何らかの原因で現場に行けない場合の対策としては，現場機器の作動状況・

損害状況，現場計器盤の「遠隔監視カメラ」による監視が有効と考えるが以下に具体的な

事象を示す． 

・非常用復水器（Isoration Condencer．以後，IC）の作動確認であるが，余震，津波により

長時間，現場確認されずにいた．原子炉隔離時冷却系（Reactor Core Isolation Cooling 

System．以後，RCIC），高圧注水系（High Pressure Coolant Injection．以後，HPCI）に関

しても長時間現場確認がされないままとなり， 終的に制御不能の状況となった． 

・運転員は何故 SBO が発生しているのか原因調査のために現場の非常用 DG（ディーゼル

発電機）や配電盤を調査したが，敷地・建屋が広く状況確認に多くの時間をとられた． 

・逃がし安全弁（Safety Relief Valve．以後，SR 弁）が作動しなかったのではとの議論があ

る．SR 弁は原子炉の減圧に重要な装置であるので，弁の開閉作動の状態は勿論であるが

外観を含む健全性を確認するシステムは有効と考える． 

・運転員が地震，津波の状態が分からなく建屋や通路の状況確認に時間をとられた．また

状況が分からないことから作業を断念した． 

・現在も格納容器内や R/B の損傷状況が確認されないでいる．もし，遠隔監視カメラが設

置されていて，電源を供給することができれば利用できる可能性がある． 

②R/B 内の水素濃度計測システムが機能喪失し，水素濃度の管理ができずに R/B が水素爆発

で破壊された．その結果，事故対応作業は大幅な遅延となった．信頼性のある格納容器お

よび R/B 内の水素濃度計測システムの設置が必要と考える． 

 今回は，原子炉から R/B への水素漏出リスクが十分想定されていなかったこと，電源喪失

時に R/B の換気を行う手段が準備されていなかったことが爆発に至った大きな要因と考え

る．2 号機は，たまたまブロアウトパネルが開放されて水素爆発を免れたと考える．今後，

水素が R/B に漏出するメカニズムの解明，水素濃度計の設置，爆発防止の手段の確立，電
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源喪失時を考えた AM 手順の確立が必要である． 

③IC 系統の隔離弁がフェイルセーフで閉まったと考えられている．隔離弁が閉まれば IC は

機能しない．そこで，IC 系統の配管の健全性が確認された場合で隔離弁閉が原子炉冷却に

重大な影響を及ぼすと判断された場合に手動でフェイルセーフ機能を解除できる機能は有

効と考える． 

④電源喪失で原子炉格納容器内雰囲気，原子炉施設の周辺区域監視および放射性物質の放出

経路をモニタリングする放射線監視システムの機能喪失が発生し作業場所の線量の情報入

手ができなかった．線量の情報がない中，作業現場に着いたら APD（警報付きポケット線

量計）がアラームし引き返すなどで，作業が遅延した．そこで，改善点として，放射線監

視システムの電源および配電の信頼性向上が必要と考える． 

⑤国会事故調の運転員へのヒアリングでは，「情報は中央制御室から発電所緊急対策室へ一方

向に流れることが多く，地震や津波，他のユニットや発電所，家族の安否といった外部情

報を中央制御室で得ることはできなく，そのことが運転員の精神的ストレスとなり，事故

対応を困難にした一因であった」としている（文献 1，p143）．これらのことから，改善案

として，中央制御室には，地震情報，津波情報，気象情報を得ることができるテレビの設

置，津波の波高情報や地震情報を得られるシステムの設置，建屋外の状況が分かる監視カ

メラの設置は有効と考える．特に，メディアによるヘリコプタによる上空からの映像，地

上の外部カメラからの映像等の外部情報は事故対応に有益と思われる．例えば，津波が押

し寄せる状況，建屋や敷地の損害状況，敷地内の瓦礫の状況，IC 操作による所謂「豚の鼻」

からの蒸気の噴出，ベント操作による排気塔からの蒸気排出の状況などである． 

5) 原子炉冷却支援システムの機能 

 政府事故調中間報告書の記述では，「極めて過酷な自然災害によって同時多発的に複数号機

で全電源が喪失するような事態を想定し，これに対処する上で必要な訓練，教育が十分なさ

れていなかったというほかはない．そのため，発電所対策本部及び本店対策本部において，

重要な情報を正しく把握・評価できず，その結果，IC の作動状態に関する適切な判断をなし

得なかったと考えられ，かかる訓練，教育が極めて重要であることを示していると考える．

（文献 2，p121）」と指摘されている． 

 また，表 1 の事象番号 28 に事象を記載したとおり，3 号機に関して SLC 系（Stand by Liquid 

Control System，ほう酸水注入系）の電源復旧の進捗との関係で SLC 系を代替注水手段として

選択していたことに関して疑念があるとの記載がある．このように原子炉の運転状態の悪化

の進展と故障システムの復旧予想時間との関係で適切な代替注水手段を選択する必要がある．

SLC 系の選択の記述では，水源となる水槽の容量が少ないとの指摘もある． 

  原子炉冷却水操作作業は，運転上重要であり，運転員は，運転操作にともなう原子炉内部

の挙動，水位・圧力・温度のパラメータ値を想像できる能力を持つべきであるが，SA 時は混

乱することから，原子炉の状態を判断することを支援するパソコンレベルの支援システムは
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必要と思われる． 

 支援システムの機能例は，以下と考える． 

・冷却水系の運転操作状況から原子炉の水位・圧力・温度が予測できること．予測機能に

より実際の計測値との乖離があれば誤計測値であるとの判断に役立つ．また，予想より

水位が上がらない場合，ラインで漏洩がないか，ラインづくりが間違っていないかの推

定が可能となる． 

・原子炉の冷却状況（水位，圧力，温度など）から IC，RCIC および HPCI の作動が良好

かの診断ができること． 

・冷却操作の進展で，格納容器および原子炉建屋の放射線量が推定され表示できる機能．

また逆に，格納容器および原子炉建屋の放射線量から原子炉水位，炉心溶融状況が推定

できる機能． 

・SR 弁の減圧操作と原子炉圧との関係で，適切な注水系統を提示できる． 

・原子炉の運転状態の悪化の進展と故障している冷却手段の修理復旧予想時間との関係で

適切な代替注水手段を提示する機能． 

・冷却操作には，淡水量の把握も重要でありロジスティック情報を考慮したシステム． 

・パソコンでバッテリ電源でも作動できる． 

 

今回の事故の教訓では，原子炉運転が定常運転操作手順から外れた場合でも，適切な操作

ができる運転員の能力が必要と考えられており，そのための教育・訓練は重要であることは

勿論であるが，システム的には以下を提案する． 

・昨今の ICT（Information and Communication Technology，情報通信技術）の進展にともな

う AI（Artificial Intelligence，人工知能）技術や Big Data 技術の採用により原子炉運転操

作方法を提示するような原子炉運転支援システムの構築． 

・SA 時に，電力会社の社内シミュレータや BTC（株式会社 BWR 運転訓練センター）およ

び NTC（株式会社原子力発電訓練センター）の訓練シミュレータをトラブルシューティ

ング用として，運転方法（注水系統の変更など）を変更した場合の確認用として利用す

る． 

・原発運転の熟練 OB が参加したインターネットを利用した支援システムにより助言を得

るシステム． 

6) その他 

①SR 弁の動作記録 

  SR 弁が正常に作動したかどうかは，冷却手段の選択に影響する．1 号機は SR 弁の動作

記録システムが設置されていなかった（文献 1，p.229）．SR 弁の作動は原子炉の減圧操作

に重要な情報となるので，記録装置の設置が必要と思われる． 

②ブラック・ボックスの設置 
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  各種事故調査委員会は，事故原因調査のために東京電力の関係者にヒアリングを行って

いるが，SA 時の混乱した中で，複数の作業が同時進行している場合，人の記憶は曖昧とな

り，確実な事故原因の追究ができないと考えられる．そこで，航空機のブラック・ボック

ス（フライトレコーダおよびコクピットボイスレコーダ）のように，運転員の発話，外部

との通話，原子炉の運転データが記録されるシステムは事故原因探求に有効である．なお，

ブラック・ボックスは，航空機の墜落に伴う衝撃・火災・海没に耐えられるような容器に

入っている．同様なシステムは船舶にも搭載されている． 

 

7.3 現場運転操作関係に関する分析 

 本節に関係する事象と分析結果を表 1 の事象番号 45～61 に示す．事故対応を遅らせた要因

は，以下の①，②，③と考える．また，事故対応を遅らせた要因の概要および改善案は 1），

2），3）に示す． 

①IC，RCIC，HPCI，SR 弁および格納容器ベント操作に係る電源・配電システムの信頼性 

②IC，RCIC，HPCI，SR 弁および格納容器ベント操作に係る現場手動操作システム 

③FP 系による送水システム 

1) IC，RCIC，HPCI,SR 弁および格納容器ベント操作に係る電源・配電システムの信頼性 

IC，RCIC，HPCI，SR 弁および格納容器ベント弁用の建屋内の電源・配電システムが津波

で被水，これら機器への動力供給・制御の機能が喪失し原子炉の冷却および減圧操作を困難

とした． 

改善案は電源・配電システムの信頼性向上であるが，基本的には 7.2 節の 1)と同様である． 

2) IC，RCIC，HPCI，SR 弁および格納容器ベント操作に係る現場手動操作システム 

  7.2 節で記述したように監視・制御システムの機能喪失があり，中央制御室からの遠隔運転

操作に支障が生じたが， 終的に現場で実効的に手動操作ができるシステムの充実が有効と

考える．原子炉運転システムの多重性，多様性，独立性が図られ信頼性が向上すると考える． 

以下に，電源喪失した場合の手段として手動操作を提案するが，操作時に放射線被ばくの

危険性を考慮する必要がある．例えば，これらの弁はエクステンションバー方式として機械

的に遠隔操作できるようにする，作業場所は強化された放射線遮蔽機能を持つ，放射線量モ

ニタリングの強化など機器ごとに検討すべきであろう．なお，東京電力では安全対策として

格納容器ベント弁に関してエクステンションバーを設けて操作すると発表している（文献 4）． 

①IC，RCIC，HPCI 

 IC（A 系）の原子炉格納容器内側にある二つの隔離弁（MO-1A・4A）については，制御

盤上では，その開閉状態が判然としなかった．当直員は，本隔離弁が全閉となっているか

もしれないと思ったようである．その場合，これら二つの隔離弁に対して，現場での手動

操作や手動 By-Pass 弁で操作できるようになっていれば，被害を防げたものと考える．ま

た，RCIC，HPCI が電源喪失により起動できなかったり，停止した．そこで，これらの機
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器の起動操作を現場にて手動弁で操作できるようになっていれば，被害は防げられたもの

と考える．日本学術会議の「東京電力福島第一原子力発電所 1 号機において発生した事故

事象の検討」によれば，米国コネチカット州ミルストン原子力発電所（MarkⅠ）には電源

喪失時に IC 弁の手動操作が可能で，手動で開ける訓練が実施されていると記述されている

（文献 5，p.8）． 

 なお，R/B 現場の環境条件が許せば，IC 隔離弁等の開閉表示が曖昧なときは，弁の開閉

表示用位置スイッチの異常，隔離弁自体の異常が考えられるが，曖昧なままとせず，現場

に確認に行く必要があったと考える． 

 IC に関しては，政府事故調は「1 号機の運転操作をする当直は，誰一人として， 3 月 11

日に地震が発生するまで，IC を実際に作動させた経験がなかった．」としている（文献 2，

p.104）．また，IC の作動確認に対して緊急対策本部からの指示がなかったと思われる．こ

のことから，運転員の教育訓練において制御盤でのシミュレータによる操作訓練に加えて，

試運転時や定期点検での機器試験立ち会い，メーカ実験の立ち会いなど実機経験の機会を

増やすこと，また，シミュレータの中に昨今の IT 技術を取り込み，音（轟音，振動音など），

映像（排気の噴出，機器の振動状況）などを取り入れた機能にすることは，実際に経験す

る機会が難しい機器に関しては有効と考える．なお，「福島第一原発事故 7 つの謎（文献

11，p.33）」には米国ニューヨーク州のナイン・マイル・ポイント原子力発電所が定期的に

IC の起動試験を行っているとのことを紹介し，IC の作動時の写真を掲載している．轟音を

伴って建屋を覆い尽くすような大量の蒸気を吹き出すとのことであるので教育訓練の方法

として参考となる． 

②SR 弁 

 1 号機の SR 弁が機能しなかったのではとの懸念がある．SR 弁が作動すればドドドーン

と都度大きな音がする．国会事故調のヒアリング調査では 1 号機に関して運転員は聞いて

いないと記載されている（文献 1，p.229）．原子炉冷却には SR 弁の確実な作動が要求され，

電気喪失時や SR 弁の故障時に SR 弁を作動させるには手動操作が有効と思われる．遠隔で

手動操作できるシステムとして，窒素ガスのみでの操作システム，ワイヤーで引っ張る等

の機械的機構での操作システムが考えられる． 

運転員が SR 弁の実作動状況を経験する機会は稀であると思われるので，①に記述した映

像，音響を取り入れたシミュレータは教育に有効と考える． 

③格納容器ベント弁 

 本来 S/C（圧力抑制室）ベント弁（AO 弁）大弁の駆動には IA 系（計装用空気圧縮空気

系）配管にある電磁弁を励磁して開とし IA 系配管から空気圧を送る必要があった．しかし，

既設の大型コンプレッサは電源喪失により使用できなかったことから空気を送れなかった．

IA 系配管には空気ボンベも備えつけられていたが，1 号機 R/B 内に立ち入って回栓しなけ

ればならず，放射線量が高かったため，操作することができなかった．そこで，仮設照明
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用小型発電機を用いて電磁弁を励磁して開けるとともに，可搬式コンプレッサを IA 系配管

に接続して空気圧を供給し，S/C ベント弁大弁の開操作を実施することになった．しかし

ながら，1F では，S/C ベント弁大弁を開けるのに十分空気を供給できる可搬式コンプレッ

サおよび IA 系配管に接続するアダプタの非常用備蓄はなく協力企業の協力も得て，協力企

業事務所にこれらがないか探した．結局，協力企業に可搬式コンプレッサがあり，協力企

業社員がアダプタを工作して使用できるようにした結果ベントが可能となった． 

 ベントの実施にあたって設置・構造等についての検討が必要であった（3 月 11 日の夕方

と思われる）．そこで，発電所対策本部復旧班は，発電班と検討・協議しながら，AM 用

の事故時運転操作手順書により，ベント操作に必要な弁を特定した上，それらの弁の一つ

である S/C ベント弁（AO 弁）が，手動で開操作が可能な型式・構造かどうかを確認する

ため，地震で入室禁止となった事務本館に赴き，必要な図面を入手したり，弁の型式・構

造に詳しい協力企業にも問い合わせたりした．ただし，この協力企業には連絡がなかなか

つかず連絡がついたのは 3 月 12 日未明であった（文献 2，p.140）． 

 ベントラインの図面に問題があったと国会事故調は指摘している（文献 1，p.181）．図面

集の中には系統として独立したベントラインの配管計装線図がなく，原子炉建屋空調設備

や非常用排ガス処理系（SGTS）, 格納容器空調系などの配管計装線図の中にベントライン

の一部が分割されて追記されているという形でしか記載がないため，ベントラインの全貌

を読み取るのは難しいとしている．もう一つは事故時運転操作手順書の中に，挿絵として

ベントラインの全貌を描いた簡易な図（A3 サイズ）が挟み込んであるが，流路を部分的に

兼用している複数の他系統の図面の添付はなく，ベント操作をした場合の他系統に与える

影響を，この図だけから読み取ることは難しいと指摘している． 

  4 号機の R/B が爆発で破壊された．原因は，以下の通りで 3 号機の水素ガスを含むベン

トガスが 4 号機 R/B に逆流したこと可能性が高いと考えられている．文献 2 には，以下の

ように記述されている．「3 号機の格納容器ベントを実施した際，格納容器ベント配管は

SGTS配管に接続されており，ベント流が同配管を通して3/4号機の排気筒から放出される．

他方，4 号機の SGTS は，R/B 各階に張り巡らされた排気ダクトが順次合流して，4 号機

R/B2 階に設置された SGTS フィルタ及び SGTS 配管を通じて，4 号機 R/B 外側の SGTS 配

管に至り，3/4 号排気筒付近で 3 号機 SGTS 配管と合流し，3/4 号排気筒から排気が放出さ

れることになる．通常 SGTS は待機状態で停止しており，SGTS フィルタ出口弁，入口弁

が全閉状態にあるが，非常時に作動可能なように，電源喪失時にはいずれの弁もフェイル

オープンの設計となっている．4 号機の全交流電源が喪失したため出口および入口弁は開

状態となったと考えられている．4 号機 SGTS 配管には，逆流防止用のグラヴィティ・ダ

ンパが設けらていないため，1 号機や 3 号機よりも容易に，ベント流が R/B 内に逆流する

可能性がある．（文献 3，p.78）」 

 改善案は以下の通りである． 
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・十分に空気を供給できる能力の可搬式のコンプレッサおよび IA 系統（計装用空気）

との接続のアダプタを準備しておく． 

・電気を使用できない場合として，圧縮空気のみで作動できるようなシステム，現場に

て手動で弁操作ができるシステムとする． 

・ベントラインは熟知しておくべきであろう． 

・安全系などで設備の模様替えがあった場合は完全に図面に反映させておくべきである．

また，図面は中央制御室にも保管する． 

・安全系の機器，配管，弁は図面と現場が一致しているかどうか定期的に確認する管理

は重要である． 

・配管や電気回路の図面は複雑であり，また表示が細かい．SA 対応時の混乱した中で

あり，文字・図がボケないで拡大表示できる図面管理システムは有効である． 

・4 号機 SGTS 配管に逆流を防止するグラヴィティ・ダンパを設ける． 

・R/B 建屋に水素濃度計を設置する．また，水素排出手段を備える． 

・運転員は SGTS のフィルタ入口・出口弁のフェイルオープン仕様を熟知する． 

・長期 SBO の場合の手順作り，また訓練を行う． 

・4 号機の建屋爆発は，当該機の運転が他機に影響する事例である．シミュレータ訓練

では複数機の SBO 事故訓練ができるようにする． 

・電源喪失時のフェイルオープンを手動で解除できるようにする． 

3) FP 系による注水システム 

今回，消防車を用いた FP 系（消火システム）を利用した注水が功を奏した．しかしながら，

FP 系による給水が遅れた．遅れた事象は以下の通りである． 

・吉田所長は 3 月 11 日 17 時 12 分頃に FP 系ラインから原子炉への注水を指示し,  実際に

継続的に送水可能となったのは 12 日 5 時 46 分となった．IC が機能不全に陥ってから 14

時間以上となった（文献 2，pp.134-135）．原因は，吉田所長が注水を指示したが，AM

策として定めらてないこと，復旧班の役割や責任が不明確なことから具体的な検討は 12

日未明までなされなかった（文献 2，p.123）． 

・3 月 11 日 18 時 25 分頃，当直は 1 号機の FP 系のラインづくりをし出した．しかしなが

ら手動弁のバルブハンドルが固かったり，電動弁の設置場所がある部屋に入る鍵が合わ

なかったりし，その都度 R/B 外に応援員を求めにいったり，鍵を受け取り行くなどして，

時間を要した．1 号機については，D/DFP（ディーゼル駆動消火ポンプ）を起動していた

が，結局，原子炉圧力が D/DFP の吐出圧力を下回ることはなく，原子炉に注水できない

まま 12 日 1 時 48 分頃，当直は D/DFP が停止しているのを確認したが原因不明であった．

（文献 2，p.128） 

・消防車の消防ホースを 1 号機 T/B の送水口に接続して注水するよりほかになかった．し

かし，東京電力社員には消防車の運転操作をできる者がおらず，協力会社南明に依頼す
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るほかなかった．そこで，南名社員に高い放射線量の中での作業となる委託業務以外作

業を依頼して実施した．この頃になってもなお，発電所対策本部は，送水口の位置を把

握していなかった．（文献 3，p.130） 

・淡水も限りがあるので吉田所長は，海水を注入するように復旧班や自衛隊に指示をした．

海からの吸引は距離や海面からの高さ 10m もあることから困難と判断．さらに探し回っ

たところ，3 号機 T/B 前の逆洗ピットに海水が大量に溜まっていることが分かった．消

防車 3 台を直列につなぎ海水を注入できるラインを 12 日 15 時 30 分頃に整えた．（文献

2，p.134） 

・さらに，3 号機 T/B 前の逆洗ピットの海水が枯渇しつつあり，代替水源の確保に奔走し

た．14 日 20 時 30 分の時点で北側 PP ゲートの北側物揚場の海水を汲み上げ，直接海水

を 1 号機に送水したり，2 台直列で 2 号機，3 号機に送ることになる．送水にあたり，逆

洗ピットの枯渇のため，各号機に送水中断も発生している．（文献 2，p.135） 

改善案は以下の通りである． 

・消防車による FP 系での送水は AM 策として定めらていないこと，復旧班の役割や責任

が不明確なことが原因．そこで AM 策として手順書や役割分担決め，十分な訓練を行っ

ておくことが必要である． 

・原子炉に給水する能力のある消防車を適切な台数準備しておく． 

・十分な淡水量を確保した設備を用意する． 悪の場合，海水の注入も考え，海水を吸引，

送水できる設備を整えておく． 

・D/DFP が故障した．今回は当ポンプの吐出圧が原子炉圧力より低いため使用されなかっ

た．しかし，消防自動車の故障の発生の可能性もあるので，設備のメインテナンスがで

きる要員を確保し，迅速にサービスできる体制としておく．また，D/DFP も重要な設備

であるので遠隔監視システム（給水吐出圧力，排気ガス温度，潤滑油圧，燃料量などの

モニタリングおよび遠隔監視カメラの利用）が必要と考える． 

・消防自動車の運転員を確保しておく． 

・FP 系の弁で開閉操作時に固い弁があるので整備しておく． 

・FP 系の給水に関して，協力会社も含めて現場での教育・訓練を行う．協力会社に対して，

放射線下での作業依頼も考え契約を整えておく． 

 

7.4 中央制御室および免震重要棟等の作業現場関係に関する分析 

本節に関係する事象と分析結果を表 1の事象番号 62～87に示す．中央制御室，免震重要棟，

R/B および T/B など作業現場における作業面から事故対応を遅らせた要因は，以下①，②，

③に示す．また，事故対応を遅らせた要因の概要および改善案は 1）～7）の通りである． 

 ①中央制御室関係 

   ・電源・配電システムの信頼性 
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  ・電話等の通信システムの信頼性 

・耐地震・耐津波性 

・放射線防護性能 

・居住性 

 ②免震重要棟関係 

   ・電話等の通信システムの信頼性 

  ・放射線防護性能 

・放射線管理設備の充実性 

 ③R/B，T/B などの建屋および道路などの作業現場関係 

・建屋内・外の照明電源・配電システムの信頼性 

・電話等の通信システムの信頼性 

・建屋内・外の作業場所の耐地震・耐津波性 

・建屋内の放射線防護性能 

・建屋外道路の放射線防護性能 

・建屋外道路の瓦礫 

・ゲートの電源の信頼性 

1) 電源・配電システムの信頼性 

中央制御室，R/B，T/B などの建屋の照明電源が喪失し，真っ暗となった．照明電源の喪失

は中央制御室や現場建屋内での運転操作作業に大きな障害となった．運転作業を行うために

は AM 手順書や図面を読む必要があるが，照明電源の喪失は大きな支障となった． 

中央制御室では空調設備の電源が喪失した．暖房が止まるのは勿論であるが，中央制御室

を正圧にして運転員を放射能から防護する機能が喪失し，運転員に重い負担を強いた． 

発電所の P/P システム（Physical Protection System．物的防護システム）のゲートが電動式

である．今回，電源が喪失し容易に開閉できない状況であった．文献 6 には，電源喪失が建

屋に入る場合の認証システムに影響を与え，DG 建屋の小部屋に閉じ込められ九死に一生を得

た事例が記載されている．ゲートや認証システムの電源喪失は避難や作業を阻害したものと

考えられる． 

発電所対策本部は 3 月 11 日に 1F の電源が喪失したことが判明してから，本店に対して電

源車の調達を要請した．東京電力全店の高圧・低圧電源車が福島に向けて出発したが，道路

被害や渋滞により思うように進めなかった．東京電力は，ヘリによる高圧・低圧電源車の空

輸を検討し，自衛隊にヘリ輸送を依頼したが，重量オーバーで空輸を断念した．東北電力か

ら高圧電源車を 3 月 12 日 1 時 20 分頃までに高圧電源車合計 4 台を調達できた．3 月 11 日 21

時 28 分頃以降，自衛隊の電源車も 1F に到着したが，ケーブル接続用のコネクターの仕様が

東京電力のものと異なっていたため自衛隊の電源車が実際に電源復旧に用いられることはな

かった（文献 2，p.159）． 
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発電所対策本部復旧班は，協力企業の協力を得てバッテリを調達し，制御盤裏にある原子

炉水位計用の端子に接続する作業を実施した．その際，中央制御室の照明や検索パソコンの

電源がないので検索システムを使用できなかった．1 万ページほどの分厚い配線図から目的

の機器を検索して回路が成立する場所を確認した．また，その際，ケーブル端子やテープ等

の配線に必要な材料探しに時間をとられたとしている．1 号機の原子炉水位計が復旧したも

のの TAF（有効燃料棒頂部）まで約 200mm しか余裕がなかった（文献 2，p.159）． 

 改善案は以下のとおりである． 

・作業を実施する現場の作業用機器・照明の電源・配電システムの信頼性向上． 

・可搬型発電機や電源車を用意する． 

・電源車のプラグ，電圧等の仕様の明確化および標準化が必要である． 

・電源車の重量軽減．陸路では震災時に渋滞が予想されるので空輸ができれば迅速かつ多

くの電源車を調達できる． 

・震災で陸路の渋滞やアクセス不能の場合，海路を利用する．米軍は淡水を船舶で輸送し

た実績があるので船舶を利用する．船舶による電源車の輸送や船舶の搭載発電機の利用

が考えられる． 

・今回，問題は発見できなかったが，電源車利用の場合は燃料の調達も重要である．燃料

調達の場合は，機器によっては，ガソリン，軽油，ケロシンの油種指定が必要であろう． 

・電気業界で電源車など資材の融通制度を設ける． 

2) 電話等の通信システムの信頼性向上 

 各建屋間および建屋内部の主たる通信手段であるページング，PHS，固定電話の保安電話

端末，トランシーバが使用不能となり，現場では，適当な間隔で人員を配置し，声による伝

言で情報伝達していた事象から，通信手段の喪失は作業遂行上大きな支障となったと思われ

る． 

 改善点は，通信システムの信頼性向上であるが電源・配電システムの信頼性向上と通信手

段の多様化，多重化が有効である． 

3) 作業環境の耐地震性，耐津波性の向上 

地震（余震），津波のために運転作業は大きく影響を受け遅延した．地震や津波で運転員は

現場に行けず，事故対応作業の中断および作業取り止めが発生した． 

原子炉本体や配管は耐地震性があったと思えるが，作業場所は地震による振動で作業がで

きないことや，現場へのアクセスが困難であったと考える．津波に対しては，建物自体が津

波の衝撃や浸水から守られる構造ではなかったこと，また，津波に影響を受けない上部から

建屋へのアクセス（建屋内部からの脱出避難経路も含む）ができないシステムになっていた． 

改善案は以下の通りである． 

・耐地震性に関しては，今回，免震重要棟が免震の性能を発揮し大きな損害を免れた．そ

こで，免震需要棟以外の建屋にも免震技術を導入することを提案する．一般的に，免震
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の対象は，ビル全体や機械の据え付け台，美術品の台などがある．昨今では，オフィス

ビル，マンションや一般の家までが免震・制震技術を導入し実績が増えている．港湾の

ガントリークレーンなど大型クレーンにも採用されている．実際に東日本大震災時にお

いて，免震技術を使用したオフィスビルに関して，その適用は有効であったとの多数の

証明がある（文献 7）．原子力発電所に関しての免震技術では，特開 2012-230061（日立

GE ニュークリア・エナジ），特開 2010-37789（竹中工務店），特開 2009-155794（清水建

設），特開 2013-72260（三菱重工業）などの技術公開がある．例えば，船舶であるが，遊

覧船ヴォイジャ号（ハイステイブルキャビン艇，三菱重工建造，132 トン，旅客定数 200

人）であるが，船体と人が乗る客室を分離し，常に客室を水平に保ちながら衝撃加速度

を吸収するような機構を採用している．客室を油圧式小型支持装置で支え，船体運動に

連動して油圧シリンダーを伸縮することで客室の動揺を吸収する仕組みを採用している.

（文献 8） 

・耐津波性に関しては，原発全体を防潮堤で守られること，建屋自体が津波の衝撃や浸水

から守られる設計は勿論必要であるが，運転作業面からみれば，津波に影響を受けない

上部から建屋へアクセス（建屋内部からの脱出避難経路も含む）できるようにする設計

の必要性があると考える．専用の梯子車も有効と考える． 

・作業環境ではないが，運転員や作業員が事故対応時に使用する放射線防護服，耐火服，

APD などが格納されている部屋が津波で浸水し，使用できないものが発生した．これら

防護服等が使用できないので作業員の人数制限が発生し，作業遅延を発生したと考える．

1F に事故以前，APD は約 5,000 台保有していたが，地震・津波で 320 台に減ったとのこ

とである（文献 1，p.435）． 

 また，重要な図面が事務棟に置かれ，事務棟全体が地震の影響を受け，図面の格納場所

も影響を受けた．これらの備品や図面が被害を受け，事故対応作業に遅延を生じさせた

と考えられる．今後，これらの防災用具，図面は勿論であるが，事故対応作業に必要な，

バッテリ，可搬式電源，可搬式空気圧縮機，電源車などは，地震，津波，火災に影響を

受けないアクセス性の良い場所に格納する必要がある． 

津波や地震に対する技術や作業環境については船舶が参考となる．何故なら，船舶は洋上

の波による動揺（ピッチング，ローリング，傾斜，上下加速度などが発生），衝撃，振動でも

運転されるように設計され，浸水に対しても水密扉などの対策がとられ，また，乗組員はこ

のような動揺，振動の中で通常運転作業，整備・修理作業，事故対応作業および生活を行っ

ているからである． 

4) 建屋内，建屋間のアクセスの信頼性向上 

津波で建屋間の移動が困難となり，迅速な事故対応作業ができなかった． 

改善案は，津波や地震に影響されない高さおよび強度を持った複数のアクセス手段や避難

通路を設けることである．例えば，建屋に外部からアクセスできる非常階段を設置する，建
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屋間を“空中回廊”で接続するなどが案である．ヘリコプタによる屋上からのアクセス手段

も有効と考える．また，6)に示す地下道方式は瓦礫に影響を受けないアクセスとなる．ただ

し，非常階段の場合，通常時に外部から不審者が侵入できないような管理が必要であろう．  

5) 放射線の防護性能の向上 

事故の進展に伴い放射線が強くなり，中央制御室で作業場所の限定（1/2 中央制御室では 1

号側の線量が高くなった）や R/B 作業現場から引き返すなど事故対応に遅延を生じた．当初

原発作業員の被ばく線量の上限は 100mSv であったが，経産省が特例の告示を定め 250mSv

に引き上げた事象から事故対応する作業員の確保が難しくなっていたと考える． 

改善案は以下の通りである． 

・中央制御室や各建屋において運転員および作業員を守るための放射線遮蔽性能の向上が

有効と考える．中央制御室は SA 対応の 前線となり，運転作業ばかりではなく，会議

場所，避難場所，休憩場所，寝る場所となるので放射線遮蔽性能の向上が必要である．

また，運転員や作業員が出入りすることから，入室前に除染を行う設備が必要である．

中央制御室では，外気からの空気取り込みを一次的に停止した場合，事故対策に支障が

起きない酸素濃度の範囲にあるのかどうか測定する酸素濃度計の配備も必要である．ま

た，中央制御室を正圧に保つ空調システムの信頼性も重要である． 

・格納容器ベント操作などは放射線量が高い環境下の作業と想定されるが，作業に必要な

通路，作業場所，一次待機場所は放射線遮蔽性能の高いシステムの設置が必要と思われ

る． 

放射線遮蔽性能を向上させることは運転員および作業員の被ばくを減少させ，より長い時

間作業に従事できるので作業完遂の確率が高まること，また，配員計画，要員確保上有利と

なる． 

6) 瓦礫に影響されない設備の設置 

   建屋外において津波や水素爆発で生じた瓦礫は事故対応作業を大幅に遅らせた．また，瓦

礫から発する放射線も事故対応作業の大きな障害となった．改善の 1 案として，免震重要棟

や各建屋間を運転員や作業員が往来できる地下道形式が有効と考える．地下道形式は運転員

および作業員が被ばくせずに安全に往来する役目や地下道を通した電線の敷設，冷却水用ホ

ースの敷設が可能となり，作業員の被ばくを減少させ，迅速な対応ができると考えられる．

また，地上においては瓦礫処理用重機の充実も必要である． 

現在，多くの発電所が瓦礫の処理をホイルローダやショベルカーの充足で対応しようとし

ているが，それに加えて津波対策が施された地下道方式にすることはさらに有効である．地

下道方式については土木学会震災 2 周年シンポジウムで発表されており，アクセス，通信・

電線・水配管等の設置スペース，シェルタ，緊急対策室，休憩スペースなどとして使用でき

るとしている（文献 9）． 

自然災害を考えると，昨今，豪雪が問題となっているが，豪雪時の放射能で汚染された瓦
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礫はさらに条件を悪化させると思われる．地下道方式は地上の瓦礫，雪，山火事，放射線な

どの作業に対する障害物に影響されずに作業を行うことができる．1F 事故後，電源車や消防

車を高台に備えようとしているが，豪雪，山崩れや山火事などで電源ケーブルの敷設，消火

ホースの設置が難しい場合があると思われるが地下道方式は有効である． 

7) 居住性の向上および放射線管理設備の充実 

今回の事故では，長期間の事故対応となり中央制御室および免震重要棟に多数の運転員や

作業員が泊まり込んだ．多数の作業員のため居住性（トイレ，洗面場，食堂のスペース，冷

蔵庫，休憩室のスペース，仮眠室のスペース，シャワー，空調等）や作業員の被ばく管理に

重要な放射線管理設備が不十分であると思われる． 

居住性が劣る場合，運転員および作業員の睡眠時間や疲労が重なれば作業効率が落ちるば

かりでなく士気低下，ヒューマンエラーによる二次的な事故の発生につながる可能性がある． 

放射線管理であるが，今回は混乱していたと思われる．例えば今回の事故では実際に被ば

くした事象として，協力会社従業員 3 人が汚染水で 170mSv 以上，女性 2 人であるが放射線

業務従事者の受ける線量の上限を大きく上まる被ばく，東京電力社員で中央制御室ににて作

業していた複数の運転員などが積算 340～670mSv の被ばくがある（文献 1，p.432）．政府事

故調の報告では，2011 年 3 月 11 日～2011 年 9 月 30 日まで１万 6,900 人が緊急作業に従事し，

その間 100mSv 以上の被ばくは 162 人としている（文献 2，p.42）．また，環境放射線モニタ

リングポストが津波・地震で損失を受け，個人線量計 APD が約 5,000 台から 320 台に減って

いる．  

原発の作業には運転員や作業員の放射線管理がが重要である．放射線管理は作業員の健康

管理ばかりでなく，被ばく量により作業員は作業に従事できなく作業員の配員計画にも困難

があり，事故処理を遅らせたと考えられる．また，作業員は自分の被ばく量が分からなけれ

ば不安となり士気に影響すると考える． 

改善策は以下である． 

・居住性の向上． 

・放射線管理設備の電源の信頼性向上，設備の充実，計測器の充実，管理要員の充実．前

述したように APD や防護服などは津波・地震に影響されない施設に格納することである． 

・APD や防護服が事故で損失した場合，他の原発会社から迅速に提供し合うシステム，ま

た，移動式環境放射線モニタリングシステムの融通も有効と考える． 

・被ばくを 100mSv 以上にしない要員計画が必要である． 

 

2013 年 7 月に新基準が施行されたが．その基準を次節に記載する．しかしながら，新基準

を原発の安全対策として，どう具体化するのは電気事業者の考え方となるが，7.2 節～7.4 節

で述べた改善案は参考となると考える． 
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7.5 新規制基準について(10) 

1F 事故の後，国会事故調，政府事故調などで，シビアアクシデント対策が規制対象とされ

ず十分な備えがなかった，新たな基準を既設の原発にさかのぼって適用する（バックフィッ

ト）法的仕組みがなかった，また積極的に海外の知見を導入し安全の向上を目指す姿勢に欠

けていたなどの指摘があった．これらの教訓や 新の技術的知見，海外の規制動向などを踏

まえて，原子炉等規制法が 2012 年 6 月に改正された．この法改正に基づき，規則，各種ガイ

ド等により新規制基準が制定され，2013 年 7 月に施行された． 

新規制基準は，「深層防護」を基本としたもので，以下の特徴を持つ． 

①「深層防護」の徹底 

 目的達成に有効な複数の（多層の）対策を用意し，かつ，それぞれの層の対策を考える

とき，他の層での対策に期待しない． 

②共通要因故障をもたらす自然現象等に係る想定の大幅な引き上げとそれに対する防護対

策を強化 

 地震・津波の評価の厳格化，津波浸水対策の導入，多様性・独立性を十分に配慮 ，火山・

竜巻・森林火災の評価も厳格化 

③自然現象以外の共通要因故障を引き起こす事象への対策を強化 

 火災防護対策の強化・徹底，内部溢水対策の導入，停電対策の強化（電源強化） 

④基準では必要な｢性能｣を規定（性能要求） 

 基準を満たすための具体策は事業者が施設の特性に応じて選択 

 

また，万一シビアアクシデントが発生した場合に備えて，その進展を食い止める対策を要

求すると共に，テロとしての航空機衝突への対策も要求している．これらは以下のように要

約できる． 

①「炉心損傷防止」，「格納機能維持」，「ベントによる管理放出」，「放射性物質の拡散抑制」

という多段階にわたる防護措置 

②可搬設備での対応（米国式）を基本とし，恒設設備との組み合わせにより信頼性をさら

に向上 

③使用済み燃料プールにおける防護対策を強化 

④緊急時対策所の耐性強化，通信の信頼性・耐久力の向上，使用済み燃料プールを含めた

計測系の信頼性，耐久力の向上（指揮通信，計測系の強化） 

⑤ハード（設備）とソフト（現場作業）が一体として機能を発揮することが重要であり，

手順書の整備や人員の確保，訓練の実施等も要求． 

⑥意図的な航空機衝突等への対策として，可搬設備の分散保管・接続を要求．信頼性向上

のためのバックアップ対策として特定重大事故等対処施設を導入 
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図 2 新規制基準の基本的な考え方と主な要求事項(10) 

このように，新規制基準では共通原因による機能喪失及びシビアアクシデントの進展を防

止するために，図 2 のような事項が要求されている． 

従来の基準と比較すると図 3 に示すように，シビアアクシデント防止の基準が強化される

と共に，シビアアクシデントやテロの発生時に対処するための基準が新設されている． 

 

図 3 従来の基準と新基準との比較(10) 
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 通常の審査では，設置許可，工事計画認可，保安規定認可に係る審査が段階的に実施され

るが，今回の再稼働審査では，設備の設計や運転管理体制など，ハード・ソフトの両面の実

行性を一体的に審査することとし，設置許可，工事計画認可，保安規定認可についての申請

を同時期に事業者から受け付けて，同時並行的に審査が実施される．手順，訓練の実施，及

び体制に係る詳細事項については，保安規定認可に際して審査されることになる． 

 

7.6 考察 

7.2 節～7.4 節にハードウエアおよび若干のソフトウエアに対して原発の安全対策案を提案

した．原発の事故において運転員や支援員の事故対応を阻害する 大の要因は原発からの放

射線である．そこで，作業場に放射線が影響する前の初期対応は重要であると考える． 

1 号機であるが，政府事故調（文献 2）によれば 15 時 37 分に SBO， 17 時 50 分（SBO か

ら 2 時間 13 分）に二重扉前で線量計（ GM 管）の針の振り切れ（ 高値 300cpm，2.5μSv/h

に相当），18 時 15 分頃に原子炉水位の TAF 到達予測（SBO から 2 時間 38 分）などの事象の

発生がある．東京電力の発表「MAAP コードによる炉心・格納容器の状態の推定」によると

TAF の到達時期は 18 時 10 分頃（SBO 後，2 時間 33 分）（文献 11，p.8），NHK スペシャル『メ

ルトダウン』取材班の「福島第一原発事故 7 つの謎」によればサンプソン（SAMPSON）を

利用した原子炉水位のシミュレーションでは，IC が停止して 1 時間ほどの 16 時 42 分時点で

水位は燃料の先端まで減っているとしている（文献 12，p.44）．これらのデータから 1 号機で

は，少なくとも 2 時間以内に原子炉水位を回復させる必要があると思われる．短時間での勝

負である．時間が経つと原発特有の放射線の影響で今回のように処置が困難となり社会を混

乱させる 悪の状態となる． 

1F において，全交流電源および直流電源喪失の場合，大よそ数時間以内に原子炉水位を回

復させる作業を行うための建屋・運転操作設備などのハードウエアおよび運転方法などのソ

フトウエアの改善が必要と考える． 

 

7.7 検討のまとめ 

原発の SA 対応では，現場の運転員や支援作業員が主役となる．しかしながら，今回の 1F

事故では，運転員や支援作業員が安全かつ実効的に事故対応作業ができない事象があり，本

章では幾つか改善案を提案した． 

一方，原子力発電の安全確保について本学会（標準委員会，原子力安全検討会）で議論が

なされている(13)．その中で運転員や支援作業員が，SA 対応において，安全かつ実効的に事

故対応作業ができる具体的なシステムについても議論が進むと思われるが，本調査が参考に

なれば幸いである． 

なお，原子力安全システムの検討には，造船，海運，航空および化学プラント業界などは

長い歴史があることや既に対策を実施している場合もあるので，これらの業界の経験も参考
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にすべきであろう． 
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表 1 事象内容と分析結果（その 1） 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

1
1 号機及び2 号機ともに、いずれも全ての直流電源を喪失し、3月11日15 時50 分頃までに、原子炉
水位その他のパラメーターを監視することができなくなった。

政92

中央制御室の監視・制御システムの
交流および直流電源システムの信頼
性に問題があったと考える。電源およ
び配電システムの信頼性向上が必要
と考える。

2

このように減圧、代替注水に必要な資機材は利用可能だったのであるから、1 号機につき、電源喪
失によりパラメータの把握ができなかったとしても、発電所対策本部復旧班が、早期に構内にあった
小型発電機やバッテリーを1/2 号中央制御室に持ち込んで、必要な仮設照明や計測機器の電源復
旧を行うとともに、減圧操作用のSR 弁へのバッテリー接続作業をし、他方で、建屋内だけではなく、
建屋外においても、消防車による代替注水に向けて必要な具体的作業を実施することができたはず
である。

政
137

電源システムの信頼性向上策として
小型発電機、バッテリーを備えておくこ
とは有効であると考える。

3 当直が1 号機R/B 内に入って原子炉圧力計により原子炉圧力を計測したところ・・。
政
128

4
圧力電送器（R/B内にある）は、各号機R/B内の計装ラックに配置されているが、同計装ラックには、
直接読み取り可能な指示計も設けられている。

政終
10

5

当直は、2 号機R/B の1 階及び2 階にある計器ラックで2 号機の原子炉圧力とRCIC ポンプ吐出圧力
を確認すれば、RCIC の作動状態も分かると考え、1 階のRCIC 計装ラックでRCIC ポンプ吐出圧力を
確認し、2 階の原子炉圧力容器系計装ラックで原子炉圧力を確認しに行った。当直がこれらの計測
機器を確認した結果によれば、RCIC ポンプ吐出圧力が6.0MPa gage を示し、原子炉圧力が5.6MPa
gage を示しており、RCIC ポンプ吐出圧力が原子炉圧力を上回る数値を示していたことが判明した。
そのため、当直は、RCIC が作動中であると判断し、1/2 号中央制御室に戻り、当直長にその旨報告
した。

政
145

6

後に東京電力が1号機や2号機の基準面器への水張りを実施した際に、基準面器内及び基準面器側
配管内の水位が、本来あるべき基準面よりも相当程度低下していたことが確認された。基準面器の
水位が低下したり、基準面器側配管まで水位が落ち込んだりした場合には、本来一定であるべき基
準面器側配管圧力が小さくなる。そうすると、・・・、原子炉水位計は実際の原子炉水位よりも高めに
誤計測、誤表示となる。

政終
18

7

今回の事故だけでなく、TMI（Three Mile Island）事故においても、 も重要なパラメーターである原子
炉や加圧器の水位が計測できず炉心溶融に至っている。今回の事故では電源喪失による計装系の
機能喪失が問題であったが、設計条件を超えた中で計測器がどこまで機能するのか、早急に既設原
発で計器類の耐性評価を実施し、設備の強化及び増設を含めて検討する必要がある。

国
115

8
1号機～3号機まで、いずれも事象が進展して炉心損傷が開始したり、SR弁を開いて急速減圧するな
どして圧力容器が低圧状態となったり、格納容器内が高圧状態となったりした場合には、基準面器内
の水位が低下して原子炉圧力計や原子炉水位計が誤計測、誤表示するに至った可能性がある。

政終
20

9

3月11日17 時19 分頃以降、当直は、IC の復水器タンク内の水量が十分確保されているのか否かを
確認するため、1 号機R/B4 階の復水器タンク脇に備え付けられた水位計を確認しに行くこととした。
このとき、当直は、水位計の位置確認をするなどして準備を行ったが、防護マスクや防護服を装着し
ていなかった。そして、当直は、1/2 号中央制御室を出発し、同日17 時50 分頃、1号機R/B 二重扉
付近に差し掛かったところ、線量計（GM管）の針が 高値である300cpmで振り切れたため、確認作
業を諦め、1/2 号中央制御室に引き返した。

政
103

・建屋内の放射線量モニタリングシス
テムの信頼性向上が必要と考える。
・17時50分頃には既に炉心の状況に
問題が発生。冷却ができていない可
能性がある。

10

吉田所長は、「これまで考えたことのなかった事態に遭遇し、次から次に入ってくる情報に追われ、そ
れまで順次入ってきた情報の中から、関連する重要情報を総合的に判断する余裕がなくなってい
た。」旨供述する。それまで、SPDS によって各号機のプラント状態に関する情報を即時入手できるこ
とを前提とした訓練、教育しか受けていない者が、極めて過酷な自然災害によって同時多発的に複
数号機で全電源が喪失するといった事態に直面し、SPDS が機能しない中で、錯綜する情報から各
号機のプラント制御にとって必要な情報を適切に取捨選択して評価することは非常に困難であったと
思われる。

政
121

SPDSの機能喪失により、発電対策本
部は時宜を得た正確な指揮ができなく
なった。SPDSの信頼性向上が必要と
考える。

SPDSの信
頼性

11
1 号機及び2 号機ともに、いずれも全ての直流電源を喪失し、3月11日15 時50 分頃までに、原子炉
水位その他のパラメーターを監視することができなくなった。

政92

12
所長は、パラメーター、特に原子炉水位や原子炉圧力が分からなければ、各号機のプラント制御に
必要な措置も講じられないと考え・・。

政92

13
中央制御機能を失ったため、運転員が原子炉の状態や事故の急速な進展を正しく把握し、判断し、
行動することが困難になり、監視や制御などの多くの作業を、各機器・設備が複雑に配置された現場
において直接実施するしかなかった。

国
142

14
高圧になった格納容器からは、・・定常的に原子炉建屋にガスが噴出し続けており、原子炉建屋の中
は、放射能や水蒸気、水素等で充満してしまっている。

国
146

信頼性のある格納容器および原子炉
建屋の水素濃度検出システムの設置
は必要であると考える。

15
地震動によってIC（Isolation Condenser、非常用復水器。以下、ICという）系配管に小規模冷却材喪
失事故につながるような微小破損が生じなかったかどうかに関しては､現場での子細な検査ができな
い現状では、断定的に何も言うことはできない。

国
217

格納容器内等の配管や機器の蒸気漏
れ監視システムが有効と考える。遠隔
監視カメラ、音響、蒸気漏れによるドレ
ン量計測、湿度計の設置が考えられ
る。

・R/B内に計装ラックがあり、原子炉圧
力など目視で直接読み取れる。電源を
必要としないブルドン管方式などの指
示計は監視システムの多様化という
面で有効である。
・監視制御システムの信頼性向上の
一案として、R/BおよびT/B建屋内に
ローカルの監視制御盤の設置は監視・
制御の多重化という面で有効である。
なお、船舶では船橋、機関制御室、機
関室ワークショップ、船長および機関
長室など複数の場所で遠隔監視が可
能となっているので参考となる。

原子炉運転は中央制御室の監視・制
御システムの操作を主としており、そ
の機能喪失時は対応が難しい。現場
手動操作が必要と考える。

中央制御
室の監視・
制御システ
ムを利用し
た原子炉
運転の限
界性

中央制御
室の監視・
制御システ
ムの信頼
性

・計装系の電源が喪失した。
・原子炉水位、圧力が誤計測の可能
性あり。設計条件を越えた環境の中で
計測機器は機能しないと考えられてい
る。これら設計条件は運転員に伝える
ことも必要。

中央制御
室の監視・
制御システ
ムの機能
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表 1 事象内容と分析結果（その 2） 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

16

直流電源の喪失に際し、その直後から、ICの系統確認と運転状態への復旧操作に迅速に対応でき
なかった背景に留意が必要である。すなわち、現場確認のための出発時刻が、ICの喪失後、若しくは
運転性が不明になってから１時間半以上も経過した17時19分であったこと、その確認目的がICを優
先したものでなかったこと、ICの胴側の水位確認という重要な任務を現場の放射線レベルが幾分上
昇したという理由によって簡単に断念してしまったこと、胴側の冷却水が何等かの原因によって喪失
した可能性を考慮し補給のための活動を行っていながら、細管に非凝縮性の水素ガスが蓄積して自
然循環が停止してしまったことに思考が及ばなかったこと、21時19分になって確認された水位が、
TAF+2000mmであったことに疑念を抱かなかったことなど、一連の判断と行動において重大な技術的
弱点があった可能性がある。しかし、これを運転員の個人の問題に帰すべきではない。なぜなら、IC
や過酷事故に関する事前の備えがなく、すなわち、運転員に対する教育・訓練が十分に整備・運用さ
れておらず、プラント運転や定期検査等でもICを作動させたことがなかったことなど、その背景には東
電の安全に対する組織的な問題点があると考えられるからである。

国
154

機器を遠隔で操作した場合、機器現場
で運転員が起動された機器の状況を
立ち会って運転状態を確認するもので
あるが、余震、津波のため安全上重要
な機器動作の確認がされないまま運
転された。現場監視されていれば防げ
た事象であった。対策としては安全上
重要な機器、弁などが遠隔で監視でき
る監視カメラが有効と思われる。今回、
監視カメラにてICの不作動が早期に分
かっていれば早期に代替注水へ移行
がなされたと思われる。

17
当直は、1 号機R/B 内にIC の復水器タンクの水量を確認しに行こうとしたが、放射線量が高かった
ため断念した。

政
111

ICの作動の確実な確認方法が必要。
遠隔監視カメラが有効と考える。

18
2号機の原子炉隔離時冷却系（Reactor Core Isolation Cooling system。以下、RCICという）は、約70
時間にわたって運転が持続した。この理由としては、直流電源の喪失によってRCICに対するあらゆ
る安全保護のインターロック機能が失われていたことが考えられる。

国
155

RCICに関しては偶然、何らかの理由
でRCICのインターロックが解除され原
子炉を冷やし続けた。即ち、運転員が
操作できない、監視できない状況と
なった。

19

実際、東電が平成23（2011）年5月に公表した一連のプラントデーターには、2、3号機のSR弁がいつ
開き、いつ閉じたかを示す記録が含まれている。しかし1号機に関してはその記録がない。SR弁の開
閉を白動的に記録するシステムそのものが整備されていなかったからである｡つまり、1号機のSR弁
が開閉を繰り返したことを裏づける客観的なデーターは存在しない。2号機の運転員は、2号機はかな
り頻繁にSR弁が作勤していて、その都度ドドドーンという音がしたとしている。

国
229

SR弁は原子炉の減圧に重要な装置で
あるので、開閉の状態ばかりでなく健
全性を確認するシステムは必要と思わ
れる。遠隔監視カメラ、集音装置など
が有効と思われる。

20
当直長は、1/2 号中央制御室周辺の状況を確認していた当直員から、海水がR/B 内に流入している
ことの報告を受け、津波の影響でR/B まで浸水していることを知った。

政95

中央制御室にて建屋外部状況の的確
な情報収集システムが有効と思われ
る。例えば、遠隔監視カメラや建屋内
水位計など。

21

当直は、通常時には開状態となっているはずの供給配管隔離弁（MO-2A）が、制御盤における表示
上、全閉となっていることを知り、フェイルセーフ機能によって全閉となった可能性に気付き、そうであ
れば、原子炉格納容器内側にある二つの隔離弁（MO-1A・4A）も同様に全閉となっているかもしれな
いと思った。

政
105

手動のフェイルセーフ解除機能が必要
と思われる。

22
中央制御室北西側にある非常扉から外に出て、1 号機R/B 越しに、1 号機R/B 西側側壁のIC 排気
口から蒸気が発生しているか否かについて確認した。このとき当直が確認した場所は、1 号機R/B
の東側側壁や南側側壁しか直視できず、IC 排気口は直視できない地点であった。

政
106

ICの作動の確実な確認方法が必要と
思われ、遠隔監視カメラが有効と考え
る。

23
 3 月11 日20 時50 分頃以降、1 号機については、D/DFP を起動させていたが、結局、原子炉圧力
がD/DFP の吐出圧力を下回ることなく、原子炉へ注水できないまま、同月12 日1 時48 分頃、当直
は、D/DFP が停止しているのを確認した。

政
129

広い建屋でアクセスがし難い状況では
現場機器の監視には遠隔監視カメラ
が有効と考える。

24

3 月12 日1 時から同日2 時にかけての頃、当直は、2 号機のRCIC の運転状態について現場確認を
実施するため、セルフエアセット、小型懐中電灯、長靴を装備して現場確認のため2 号機R/B 地下1
階にあるRCIC 室に行った。RCIC 室は、長靴にかろうじて水が入らないくらいの高さまで水が溜まっ
ている状態で、当直が扉を開けると水が流れ出てきたため、すぐに扉を閉め、入室できなかった。

政
145

建屋および現場機器の監視には遠隔
監視カメラが有効と考える。

25

2 号機のRCIC については、RCIC の駆動用電源である直流電源が津波の影響で喪失したが、電源
喪失前である同月11 日15 時39 分頃に手動で起動し、その後電源喪失により開状態のまま制御不
能となり、その後は、隔離弁の開閉操作による制御ができないまま、原子炉内で発生する蒸気を駆
動源としてタービンが回転し続ける限り作動していたものと考えられる。

政
146

・運転員による制御外で運転されてい
た。現場機器の状況を把握するために
監遠隔視カメラが有効と考える。
・RCICの電源の信頼性不良。津波、蒸
気、漏水に影響を受けないように電源
を配置（高い位置）するとともに防水と
する。

26
ヒアリングによれば、福島第一原発1、2号機の中央制御室においても、本震後、余震で作業がしばし
ば中断される状況であったという。しかし、これらの余震による福島第一原発敷地内の 大加速度は
たかだか43Gal以下であり。

国
204

余震により、現場に確認に行けない状
況が推定される。現場へ行けないとき
は遠隔監視カメラの利用などアドホック
なシステム構築も有効と考える。

27

現場確認のための出発時刻が、ICの喪失後、若しくは、運転性が不明になってから1時間半以上も経
過した17時19分であったこと、その確認目的がICを優先したものでなかったこと、ICの胴側の水位確
認という重要な任務を現場の汚染レベルが幾分上昇したという理由によって簡単に断念してしてい
まったこと、胴側の冷却水が何らかの原因によって喪失した可能性を考慮し補給のための活動を
行っていながら、細管に非凝縮性の水素ガスを蓄積して自然循環が停止してしまったことに思考が
及ばなかったこと

国
154

津波や余震により、現場に確認に行け
ない状況が推定される。現場へ行けな
いときは遠隔監視カメラが有効と考え
る。

中央制御
室の監視・
制御システ
ムの機能
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表 1 事象内容と分析結果（その 3） 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

28

【政176】3号機のSLCによる注水、RCICの駆動、SR弁の開操作を可能にするべく、電源復旧作業の
再開に向けた準備・検討を開始した。しかし、同月13日3時55分頃、発電所対策本部が当直から
HPCI作動停止の報告を受けた時点では、かかる電源復旧の見込みは立っていなかった。【政186】
また、発電所対策本部の中には、SR弁による減圧操作について、原子炉圧力が注水可能な程度に
減圧できなければ、原子炉水位が下がり注水もできないという 悪の事態に陥ることから、これを
後の手段と捉える者も多くいた。そのため、元々高圧注水が可能な設備として設けられていたSLC系
が復旧可能であれば、これを優先的に代替注水手段としようと考える者もいた。－中略－。【政187】
3 号機について、仮にSLC 系（Stand By Liquid Control System、ほう酸水注入系）を復旧・利用したと

しても、SLC系注水の水源となる水槽の容量は15.5m3にすぎない。3 号機の「事故時運転操作手順
書」によれば、原子炉圧力容器破損がない場合の原子炉注水につき、原子炉スクラム後20 時間以

上経過してもなお、1 時間当たり25m3の注水を要することとされている。また、1 号機についても、3月

12 日に淡水80m3を使い切り、なおも海水注入を継続していた。そうすると、3 号機も、SLC 系注水の
みでは、到底、冷温停止には至らず、他の代替注水手段を講じる必要があったことは明らかである。
したがって、いまだ復旧の目途すら立たず、しかも水源の容量も小さいSLC 系注水は、HPCI（High
Pressure Injection System、高圧注水系） の次に講ずべき代替注水手段として適当とは言えなかっ
た。

政
176
186
187

・故障機器の復旧時間との関係で原
子炉運転に 適な冷却系の選択が必
要と考える。
・冷却水系の運転状況から原子炉の
水位・圧力・温度が予測でき、 適な
給水ラインの指示、ベント操作までの
手順を示すシステムが必要と思われ
る。
・冷却操作には淡水量の把握も重要
でありロジスティックを考えたシステム
が有効である。現在のパソコンレベル
の機能とバッテリー電源で可能と考え
る。

29

11日16 時55 分頃、官庁等に、特定事象発生の報告を解除する旨の報告を行った。ただ、この時点
ではIC の作動自体が確認できていない上、原子炉水位も低下傾向にあったのであるから、原子炉
水位計による水位計測が可能となったとしても、非常用炉心冷却注水不能の事象が発生している疑
いを払しょくできる状況ではなかったと思われ、特定事象発生の報告を解除する旨の報告を行ったこ
とについては疑問がある。

政97

原子炉の冷却作業は運転上重要であ
り、運転員は運転操作にともなう原子
炉内部の挙動、水位・圧力・温度のパ
ラメータ値を想像できる能力を持つべ
きと考える。しかしながら、SA時は混
乱することから、原子炉の状態を判断
することを支援するパソコンレベルの
支援システムは必要と思われる。

30
しかし、発電所対策本部及び本店対策本部は、想像を超える事態に直面し、1号機から6 号機までの
プラント状態に関する情報が入り乱れる中で、1 号機の原子炉水位の低下という情報からIC の作動
状態を推測するという発想を持ち合わせていなかった。

政97

31
1号機において、21時19分になって確認された水位がTAF（有効燃料頂部）＋2000mmであったことに
疑念を抱かなかったことなど、一連の判断と行動において重大な技術的弱点があった可能性があ
る。

国
154

32

1 号機の運転操作をする当直は、誰一人として、3 月11 日に地震が発生するまで、IC を実際に作動
させた経験がなかった。当直の中には、先輩当直から、IC が正常に作動した場合、1 号機R/B 西側
壁面にある二つ並んだ排気口（通称「豚の鼻」）から、復水器タンク内の冷却水が熱交換によって熱
せられて気化した蒸気が水平に勢いよく噴き出し、その際、静電気が発生して雷のような青光りを発
し、「ゴー」という轟音を鳴り響かせるなどと伝え聞いている者もいた。

政
104

・ICの運転操作支援システムが必要と
思われる。また、訓練シミュレータに
音、映像を取り込んだシステムは効果
的であると考える。
・安全系の操作経験を持った運転員を
配置する運転チーム編成は有効と考
える。

33

結局、極めて過酷な自然災害によって同時多発的に複数号機で全電源が喪失するような事態を想
定し、これに対処する上で必要な訓練、教育が十分なされていなかったと言うほかない。そのため、
発電所対策本部及び本店対策本部において、重要な情報を正しく把握・評価できず、その結果、IC
の作動状態に関する適切な判断をなし得なかったと考えられ、かかる訓練、教育が極めて重要であ
ることを示していると考える。

政
121

ICの運転操作支援システムが必要と
思われる。また、訓練シミュレータに
音、映像を取り込んだシステムは効果
的であると考える。

34

復旧班は、3 月11 日17 時12 分頃に吉田所長の指示を受け、AM 策として設けられたFP 系、MUWC
系、RHR（又はCS）を利用した原子炉への代替注水手段や、電源復旧によって利用可能な代替注水
手段の検討を開始した。しかし、消防車を用いて、防火水槽の水をFP 系ラインから原子炉へ注水す
ることについては、AM 策として定められていなかったため、吉田所長が検討を指示したものの、各機
能班の中で役割や責任が不明確であり、実際には、同月12 日未明まで、使用可能な消防車や送水
口の確認、消防車の配置や消防ホースの敷設といった具体的な検討、準備はなされなかった。

政
123

35

福島第一原発の各号機については、AM 策の一環として、FP 系とMUWC 系の間に接続配管及び遠
隔操作可能な電動弁を設置するとともに、1 号機についてはMUWC系と炉心スプレイ系（CS）との間
の接続配管に、2 号機から6 号機についてはMUWC 系とRHR との間の接続配管に、それぞれ流量
計と遠隔操作可能な電動弁を設置することにより、電動弁を開ければ、FP 系からMUWC 系を通じ、
CS又はRHRから原子炉に注水できるように代替注水手段を講じていた。さらに、福島第一原発では、
新潟県中越沖地震以降、R/B やT/B 内における火災にも対応するため、建屋内のFP 系ラインに建
屋外から消防ホースで送水できるように、構内に3 台の消防車を置くとともにT/B 外側の送水口を増
設し、それと同時に複数箇所に防火水槽を設置していた。そのため、FP 系から原子炉への代替注水
ラインを完成させた上で、消防車の消防ホースをT/B 外側の送水口に接続して送水すれば、原子炉
への代替注水が可能であった。

政
122

36

1 号機及び2 号機について、当直が3 月11 日中にR/B 内でFP系からMUWC系に接続する電動弁の
手動操作を行うなどして原子炉に注水可能なラインに切り替えていたため、その後消防車を用いた
FP 系注水が可能となった。仮に、かかる注水ラインへの切替作業が遅れていれば、R/B 内の放射
線量が上昇して入域禁止となり、消防車を用いたFP 系注水すら実施不能となる可能性もあった。

政
128

37
今回のような極めて過酷な事故が発生した場合、時間が経過するにつれ、放射線量の上昇等により
作業環境が過酷になり、同じ作業でも実施が困難になることから、早期準備、実施の必要性が高い
ことを示唆している。

政
128

38

原子炉水位計上ではTAF に到達していないにもかかわらず、建屋内に立ち入れないほど放射線量
が上昇していたことになるので、これらを総合的に判断すれば、1 号機原子炉について既にTAF に
到達しているのではないかと危惧し、原子炉水位計の正確性やIC の作動状態に疑問を抱いてもお
かしくないと思われる。

政
142

・原子炉内部の損傷、水位などとの関
係で原子炉建屋内の放射線量がどう
なるのかのシミュレーションができる機
能が有効と考える。

運転支援
システムの
機能

ICの運転操作支援システムが必要と
思われる。ICの操作状況、作動状況と
原子炉水位が予測できるシステムが
有効と考える。

・原子炉の冷却作業は運転上重要で
あり、現場での弁操作を迅速に行える
能力が必要。しかしながら、SA時は混
乱することから、パソコンレベルの作
業支援システムは必要と思われる。
・消防車による送水作業の遅延は役
割分担が明確でなかったことも理由と
考える。
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表 1 事象内容と分析結果（その 4） 

 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

39
中央制御室に備え付けの図面集の中に、系統として独立したベントラインの配管計装線図がなかっ
たことが、ベント実施が遅れた一つの要因となった。中略。原子炉の運転に必要な配管計装線図が、

新のプラントの状況を反映してなかった由々しき事態であり…。

国
491

40
原子炉格納容器の手動ベント時に図面を出して弁の位置、弁の型などを確認した。図面を事務管理
棟に格納されており、取りに行った。

政
140

41

発電所対策本部発電班は、図面を確認するなどして検討した結果、1 号機について、原子炉格納容
器ベントのため開操作が必要なS/C ベント弁（AO 弁）小弁には、手動操作用のハンドルがあり、トー
ラス室に行って現場で手動開操作が可能であることを確認した。発電所対策本部復旧班は、かかる
検討結果に基づき、電源喪失下における原子炉格納容器ベントの具体的な実施手順を検討し、その
検討結果を1/2 号中央制御室にいた当直に連絡した。

政
148

42

1/2 号中央制御室において、当直は、配管計装線図、AM 用の事故時運転操作手順書、弁の図面
等の資料、アクリルボードを利用して、当直全体で、ベント弁の操作方法や手順などを見て、1 号機
の原子炉格納容器ベントラインS/C側（Suppression Chamber、圧力抑制室）構成のために必要な弁
の開操作の順番、手動で開操作を実施すべきS/C ベント弁（AO 小弁）のあるトーラス室への道順や
実際の作業場所などを繰り返し確認した。なお、S/CはSuppression Chamberの略で圧力抑制室、
A/O弁は空気作動弁のことである。

政
148

43

1 号機のICは、津波到達直後、IC 配管の破断検出回路の直流電源が失われたことにより、既に制
御盤上の操作で全閉としていた隔離弁（MO-3A、3B）以外の原子炉格納容器内外の隔離弁（MO-
1A・2A・4A、1B・2B・4B）のうち閉状態であったものについては、フェイルセーフ機能が自動作動した
ことによるものと考えられる。もっとも、弁駆動用電源が失われるなどの事態が生ずると、隔離弁が閉
まりきらない場合も考えられるから、隔離弁の状態については更に検討が必要である。

政
98

政府事故調の報告書では種々弁の状
況を推定しているが、現場での確認
や、監視カメラによる確認が適当と考
える。また、事故調査では操作状況を
色々推定しているが、確実な記録はな
い。そこで運転データの自動記録や運
転員の発話が記録されていれば、分
析上有効と考える。

44
なお、情報は中央制御室から発電所対策室への一方向へ流れることが多く、地震や津波、他のユ
ニットや発電所、家族の安否といった外部情報を中央制御室では得ることができなかった。そのこと
が運転員の精神ｔ的なストレスとなっており、事故対応を一層困難にした一因でもあった。

国
143

地震や津波、他のユニットや発電所の
状況は事故対応に必要である。地震、
津波、気象などのテレビ放送、監視カ
メラによる建屋外部の情報は有効と考
える。

45

 【IC】フェイルセーフ機能が作動するのに必要な破断検出回路及び弁駆動（閉）用制御回路の電源、
隔離弁駆動用モーターの電源は、1 号機R/B 及びT/B の1 階と地下1 階に分散して配置されてお
り、被水して電源喪失した時期が必ずしも同一ではないので、IC（B 系）の供給配管隔離弁（MO-2B）
のように、フェイルセーフ機能により全閉となった隔離弁があっても特に矛盾はしない。

政
100

R/BおよびT/B建屋の制御電源系、駆
動電源系が被水した。これらの系統の
信頼性向上が必要。津波による浸水
に影響受けないように浸水レベル以上
の高さに設置すること、防水とすること
は有効である。

電源、配電
システムの
信頼性

46

【IC】IC（A 系）の原子炉格納容器内側にある二つの隔離弁（MO-1A・4A）については、制御盤上、依
然として、その開閉状態を表す状態表示ランプが消灯していたため、その開閉状態が判然としなかっ
た。しかし、当直は、通常時には開状態となっているはずの供給配管隔離弁（MO-2A）が、制御盤に
おける表示上、全閉となっていることを知り、フェイルセーフ機能によって全閉となった可能性に気付
き、そうであれば、原子炉格納容器内側にある二つの隔離弁（MO-1A・4A）も同様に全閉となってい
るかもしれないと思った。

政
105

現場での手動操作ができれば操作で
きた。

47

【IC】津波到達後まもなくして、1 号機の全ての交流電源及び直流電源が喪失したため、IC は、その
原子炉冷却機能をほぼ喪失した可能性が高く、その意味で、その後、かかる機能不全に陥ったIC を
再起動させたり、停止させたりしたことにより原子炉の状態に及ぼした影響は極めて小さかったと考
えられる。

政
102

・全電源が喪失した。
・ＩＣの運転において初期動作が重要と
考える。
・現場での手動操作ができれば操作で
きた。

48
【IC】原子炉格納容器内側の二つの隔離弁については、A 系及びB 系ともに、制御盤上の遠隔操作
以外に、原子炉を運転・制御中に手動ハンドルによって開操作可能な仕組みは備えられていなかっ
た。

政
105

原子炉格納容器内側の隔離弁には手
動ハンドルによって開操作可能な仕組
みは備えられていなかった。手動ハン
ドルにより開操作ができれば確実な冷
却操作ができたと考える。

現場手動
操作システ
ム

49

【RCIC、HPCI】2 号機のRCIC については、全電源喪失直前の3 月11 日15 時39 分頃、当直が手動
起動していた。しかし、全電源喪失後、制御盤上の弁開閉用の状態表示灯が全て消え、状態表示灯
によりRCIC の作動状態を確認することができなくなった。同様に、2 号機のHPCI についても、制御
盤上の弁開閉用の状態表示灯が全て消えており、当直は、運転制御に必要な直流電源が喪失した
ため起動不能になったと判断した。その後、同（11日）日16 時39 分頃以降、発電所対策本部復旧班
が、電気設備の現場状況確認を実施した際、2 号機サービス建屋地下1 階にあるHPCI 運転制御用
の直流電源設備が被水していることが確認された。

政
94

2号機のRCIC、ＨＰＣＩの制御電源が被
水した。これらの系統の信頼性向上が
必要。津波による浸水に影響受けない
ように浸水レベル以上の高さに設置す
ること、防水とすることは有効である。

電源、配電
システムの
信頼性

運転支援
システムの
機能

・ベントラインを確認するために多くの
時間、人がとられていると考えられる。
配管など機器の模様替え時、図面に
反映されるよな確実な図面管理が必
要であろう。
・ベントラインは熟知しておくべきもの
である。しかしながら、同時に多くの作
業が発生するSA時は確実にライン構
成などを支援するパソコンレベルの支
援システムは必要と思われる。また、
今後、複数の場所からアクセスできる
コンピュータによる図面管理システム
が有効と考える。
・安全系など重要系統の図面を制御室
で保管することも必要

・電源、配
電システム
の信頼性
・現場手動
操作システ
ム
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表 1 事象内容と分析結果（その 5） 

 

 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

50
【RCIC、HPCI]】当面必要のないものから順次給電を止め、バッテリーの負荷を落としていき、RCIC 及
びHPCI の電源をできるだけ長く維持できるように努めた。

政
96

・バッテリーは消耗する可能性があり、
終的には手動弁による操作が有効

と考える。
・太陽光などによる充電も有効と考え
る。

51

【RCIC、HPCI】当直は、同（3）月11 日に、RCIC 及びHPCI の運転・制御用電源となる 125V バッテ
リーから不要な負荷を落として、RCIC、次いでHPCI を運転しており、SR 弁開操作もこのバッテリーを
使って行われる予定であり、当直も、そのことを認識していたのである。そうであれば、20 時間近くに
もわたってRCIC を運転させ、RCIC 停止後14 時間以上にもわたってHPCI を運転させたことによって
バッテリーが消耗し、SR 弁の開操作に十分な電気容量が残っていない可能性も予想できたのでは
ないかと思われる。さらに、当直は、作動停止後に再起動させる場合には、バッテリー容量を大きく消
耗することを理解していたのであるから、HPCI を一旦停めてしまえば、SR 弁開操作に失敗した場合
に再起動できなくなるおそれも十分認識できたはずである。

政
182

・バッテリーは消耗する可能性があり、
予備バッテリーが必要である。
・ 終的には手動弁による操作が有
効と考える。

52

【RCIC、HPCI】2 号機のRCIC については、RCIC の駆動用電源である直流電源が津波の影響で喪
失したが、電源喪失前である同月（3月）11 日15 時39 分頃に手動で起動し、その後電源喪失により
開状態のまま制御不能となり、その後は、隔離弁の開閉操作による制御ができないまま、原子炉内
で発生する蒸気を駆動源としてタービンが回転し続ける限り作動していたものと考えられる。

政
146

2号機のRCICは運転員による監視や
制御できなくなった。現場での手動操
作が有効と考える。

現場手動
操作システ
ム

53

【RCIC、HPCI】当直は、3/4 号中央制御室において、HPCI の再起動を試みたが再起動できなかっ
た。再起動できなかった要因は、HPCI 起動時のバッテリー消費が大きいため、再起動に必要なバッ
テリー残量がなかった可能性が高い。そして、このバッテリーは、人力で持ち運び困難であり、仮に
新たなバッテリーを調達したとしても、3 号機R/B 内に持ち運んで取替作業を行うことは事実上不可
能であった。また、同日（3月13日）3 時37 分頃以降、同日5 時8 分頃までの間、当直は、3 号機R/B
内のHPCI 室を経由してRCIC 室に向かい、RCIC の機械・機構部の状態を確認するなどして、RCIC
による原子炉注水を試みようとしたが、RCIC が再起動することはなかった。

政
174

・HPCIの起動でバッテリーの消耗が大
きい。
・バッテリーは人力で3号機R/B内に持
ち運ぶことは不可能であった。
・3号機のRCIC、HPCIは運転員による
監視や制御できなくなった。現場での
手動操作が有効と考える。

・電源、配
電システム
の信頼性
・現場手動
操作システ
ム

54

【SR弁】当時、1/2 号中央制御室では、電源喪失により、SR 弁を遠隔操作できなかったのであるか
ら、当直は、発電所対策本部に対し、IC の作動状態に関する問題点を明確に指摘し、代替注水手段
を講じる上でSR 弁の開操作に必要なバッテリーを調達するとともに、制御盤裏の端子へのバッテ
リー接続をするように支援要請をしなければならなかった。

政
112

SR弁駆動用電源が被水した。これら
の系統の信頼性向上が必要。津波に
よる浸水に影響受けないように浸水レ
ベル以上の高さに設置すること、防水
とすることは有効である。

55

【SR弁】制御盤上の SR 弁操作に必要な電源を喪失しているため、SR弁を開操作するにはバッテ
リー合計120V が 低限必要であった。バッテリーについては、福島第一原発においてあらかじめ備
えがなかったので、収集・確保に苦慮したという事情があった。・・・減圧操作に必要なバッテリー合計
120V を発電所構内で確保することはできたと思われる。

政
137

SR弁駆動にバッテリーが必要である。
バッテリーの予備在庫が必要であっ
た。

56

【ベント弁】ベント弁の設置・構造等についての検討が必要であった。そこで、発電所対策本部復旧班
は、発電班と検討・協議しながら、AM 用の事故時運転操作手順書により、ベント操作に必要な弁を
特定した上、それらの弁の一つであるS/C ベント弁（空気作動（AO）弁）が、手動で開操作が可能な
型式・構造かどうかを確認するため、余震が続く中、地震で入室禁止となった事務本館に赴き、確認
に必要な図面を入手したり、弁の型式・構造に詳しい協力企業にも問い合わせたりした。ただし、この
協力企業には連絡がなかなかつかず、連絡がついたのは3 月12 日未明であった。

政
140

・弁類の構造は熟知しておくべきもの
と考える。
・図面は重要書類であるので震災を免
れるように管理することが有効であ
る。
・ベントラインは手動ハンドル操作が効
果的であると考える。

57

【ベント弁】当直は、1/2 号中央制御室において、全面マスク及びC 装備を着用したまま、被ばく量を
抑えるために2 号機側に身を寄せていたが、発電所対策本部からの要請に応じ、原子炉格納容器ベ
ントの実施に向け、1 号機R/B 内に立ち入って原子炉格納容器ベント弁（MO 弁）及びS/C ベント弁
（AO 弁）小弁を開操作することにした。これらの現場作業については、１号機R/B 内が電源喪失のた
め照明がなく一人では作業が困難であること、1 号機R/B 内の作業現場では高線量が予測されるこ
と、余震で1 号機R/B から引き返すこともあり得ることを考慮して、2 名1 組の3 班体制とした。現場
作業に当たっては、相当量の被ばくが予想されたため、若手の当直を除外し、それぞれの班は、当直
長及び副長クラスの運転員で構成された。

政
150

ベント弁操作は過酷事故時となる可能
性が高い。手動ハンドルで格納容器外
からも開閉できる機能が有効。

58

【ベント弁】 S/C ベント弁（AO 弁）には、小弁のほかにも大弁があったが、大弁を開操作するには、
大弁駆動用の空気圧を送る計装用圧縮空気系（IA 系）配管にある電磁弁を励磁して開とした上、IA
系配管から空気圧を送る必要があった。しかし、本来、S/C ベント弁（AO 弁）大弁の駆動源となる空
気圧を、IA 系配管を通じて供給するため、既設の大型コンプレッサーが備え付けられていたものの、
電源喪失のため使用不能であった。また、IA 系配管には空気ボンベも備え付けられていたが、1 号
機R/B 内に立ち入って開栓しなければならず、放射線量が高かったため、操作することができなかっ
た。そこで、発電所対策本部は、1/2 号中央制御室において仮設照明用小型発電機を用いて電磁弁
を励磁して開けるとともに、可搬式コンプレッサーをIA 系配管に接続して空気圧を供給し、S/C ベント
弁（AO 弁）大弁の開操作を実施することを決めた。

政
152

ベント弁操作には、電源、圧縮空気が
必要である。小型発電機、可搬式コン
プレッサーが役にたった。

電源、配電
システムの
信頼性
・現場手動
操作システ
ム

現場手動
操作システ
ム

電源、配電
システムの
信頼性
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表 1 事象内容と分析結果（その 6） 

 

 

 

 

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

59

【ベント弁】 そうすると、原子炉格納容器ベントに必要な弁が開いてこれらと同程度の圧力が加われ
ば、理論上は、ラプチャーディスクが破れてもおかしくない状況であった。しかし、その後もD/W 及び
S/C 圧力計が示す数値がほぼ横ばいであったことからすると、この時点では、ラプチャーディスクは
破れていなかった可能性が高く、その原因として、S/C ベント弁（AO 弁）小弁を開状態のまま維持す
ることが困難であったと考えられる。

政
153

ラプチャーディスクが割れていない懸
念があり、ベントが上手くいかなかった
と考えられている。ラプチャーディスク
を手動でBy Passする弁は有効であ
る。

60
【ベント弁】同日（13日） 5 時8 分頃、当直は、原子炉格納容器の圧力上昇を抑えるため、原子炉注
入ラインのRHR 注入弁を手動で閉操作し、トーラス室にあるS/C スプレイ弁を手動で開操作して、
S/C スプレイを開始した。このとき、S/C スプレイ手動操作用ハンドルが異常に熱くなっていた。

政
177

手動操作用ハンドルは遠隔手動操作
が可能なエクステンションバー方式と
すると直に熱が伝わるのをやわらげら
れる。

61
【ベント弁】当直がトーラス室に何度か立ち入っていたが、室内には照明もなく、SR 弁が開いて蒸気
がS/C に吹き出す音が響いていたほか、S/C 内温度上昇の影響でトーラス室内が高温となり、トー
ラス上部に足をかけた当直が履いていた長靴の一部が溶けた。

政
201

手動操作用ハンドルはは遠隔手動操
作が可能なエクテンションバー方式と
することで劣悪な環境外の場所から遠
隔で行うことができる。

62
【中央制御室】1/2 号中央制御室は、1 号機及び2 号機の全ての交流電源及び直流電源を喪失して
いく中で、照明や表示灯が徐々に消え、・・、1 号機側照明は非常灯のみが点灯し、また、2 号機側
照明は完全に消灯した。

政
92

63

【中央制御室】発電所対策本部復旧班は、1/2 号中央制御室及び3/4 号中央制御室の照明復旧の
ため、それぞれ小型発電機を構内協力企業から調達し、・・仮設照明が設置された。もっとも、これら
の仮設照明は、室内全体を照らすものではなく、ごく限られた範囲、例えば書面や計測機器を読み取
るために必要な手元程度を照らすことが可能なものにすぎなかった。これらの小型発電機は交流電
源であり、後に、2 号機のD/W 圧力計やS/C 水温計等の交流電源を必要とする計測機器の電源と
しても用いられた。

政
160

64

【中央制御室】中央制御室における放射線防護に失敗した。すなわち、中央制御室を正圧に維持す
ることで放射能を防護する空調・換気システムが、電源喪失によって十分に働かなかった。そのた
め、放射能が中央制御室へも流入し中央制御室内での放射線被ばくという重い負担を運転員に強い
た。

国
143

中央制御室の空調・換気システムの
電源・配電の信頼性に問題があったと
考える。

65
【中央制御室】1/2 号中央制御室と発電所対策本部は、主たる通信手段であったPHSを利用できず、
ホットラインと固定電話のみで連絡・報告を行っていた。

政
94

66
【中央制御室】発電所内や発電所と中央制御室間の通信手段であるページングやPHS・固定電話の
保安電話端末、トランシーバが使用不能となった。そのため現場では、適当な間隔で人員を配置し声
による伝言で情報伝達したり。

国
143

67
【中央制御室】1/2 号中央制御室も放射線量が上昇した。同じ中央制御室内でも、1号機側に近づけ
ば近づくほど放射線量が高くなり、低い位置よりも高い位置の方が放射線量が高かったため、当直
は、ほぼ全員が2 号機側に移動し、身をかがめて床上に座り込んで待機した。

政
149

中央制御室の放射線防護システムに
問題があり、検討が必要。

中央制御
室の放射
線防護性
能

68
【中央制御室】事故対応を支えるべき飲食や睡眠、トイレといった生活上の基礎もままならない状況
であった。

国
144

事故時の対応を考えた中央制御室の
居住性に問題があったと考える。

中央制御
室の居住
性

69
【免震重要棟】1/2 号中央制御室と発電所対策本部は、主たる通信手段であったPHSを利用できず、
ホットラインと固定電話のみで連絡・報告を行っていた。

政
94

通信システムの信頼性に問題があっ
たと考える。

免震重要
棟の電話
等の通信
システムの
信頼性

70
【免震重要棟】福島第一原発においては放射能遮蔽能力、気密性の不足、福島第二原発においても
1階部分が浸水するなど、改善の余地があることが判明した。

国
184

免震重要棟の放射線防護機能に問題
があったと考える。

免震重要
棟の放射
線防護性
能

71
【免震重要棟】免震重要棟も、その名のとおり免震性においては能力を発揮したものの、・・・、ホー
ル・ボディ・カウンターや放射線分析室、エアライン・マスクの空気ボンベの再充填装置も十分に備え
られていない。

国
184

ホール・ボディ・カウンター、放射線分
析室、エアライン・マスクの空気ボンベ
の再充填装置の十分な備えに問題が
あったと考える。

免震重要
棟の放射
線管理設
備の充実
性

72 【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】発電所内の照明、通信手段を一挙に失った。
国
137

照明電源・配電の信頼性に問題が
あったと考える。

建屋内・外
の照明電
源・配電シ
ステムの
信頼性

現場手動
操作システ

ム

通信システムの信頼性の問題。多重
化、多様化が必要。

中央制御
室の電話
等の通信
システムの
信頼性

・中央制御室の照明電源・配電の信頼
性不良、作業には照明が必要である。
ポータブルの小型発電機は役にたっ
た。
・照明の省電力化も有効。

中央制御
室の電源・
配電システ
ムの信頼
性
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表 1 事象内容と分析結果（その 7） 

 

  

事象番
号

内容（参考文献からの引用）
参考
文献

分析結果 分類

73
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】1 号機R/B 内は・・余震も頻繁に発生するなど、作
業が困難な状況にあり、思うように原子炉格納容器ベントの実施に向けた作業を進められなかった。

政
149

74
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】福島第一原発では、震度1 から震度3 までの余震
が合計21 回発生し、同日（3月12日）4 時30 分頃、余震による津波の可能性を考慮し、吉田所長は、
各中央制御室に対し、現場操作の禁止を指示した。

政
148

75

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】津波警報発令が継続し余震が続く中、当直は、
D/DFPの作動状態を確認するため、1 号機T/B 地下1 階にあるD/DFP が設置されたFP ポンプ室に
向かったが、途中で、携帯していたPHS に、津波が再到達するおそれがあるとの情報が入り、一旦
1/2 号中央制御室に引き返した。

政
126

76
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】1号機R/B 内に立ち入って原子炉格納容器ベント
弁（MO 弁）及びS/C ベント弁（AO 弁）小弁を開操作することにした。これらの現場作業について
は、・・、余震で1 号機R/B から引き返すこともあり得ることを考慮して、2 名1 組の3 班体制とした。

政
150

77

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】同日(3月12日)零時以降、同日4 時30 分頃までの
間だけでも、福島第一原発では、震度1 から震度3 までの余震が合計21 回発生し、同日4 時30 分
頃、余震による津波の可能性を考慮し、吉田所長は、各中央制御室に対し、現場操作の禁止を指示
した。また、当直は、作業に必要な装備として、サービス建屋1 階に保管されており、津波の被害を免
れた耐火服、セルフエアセット、APD、サーベイメータ、全面マスク、懐中電灯を可能な限り集めた。

政
148

耐火服、セルフエアセット、サーベイ
メータ、全面マスク、懐中電灯は津波
の影響の受けない場所に格納するこ
とが有効。

78 【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】1 号機R/B 内は・・放射線量が非常に高く・・・・。
政
149

79

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】R/B 内の放射線量が上昇して入域禁止となり、消
防車を用いたFP 系注水すら実施不能となる可能性もあった。これは、今回のような極めて過酷な事
故が発生した場合、時間が経過するにつれ、放射線量の上昇等により作業環境が過酷になり、同じ
作業でも実施が困難になることから、早期準備、実施の必要性が高いことを示唆している。

政
128

80
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】3 月11 日21 時51 分頃、1号機R/Bの放射線量が
上昇したため、吉田所長は、現場作業員らの安全を考え、1 号機R/B への入域を禁止する指示を出
した。

政
142

81
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】そして、当直長は、第2 班からの報告を受け、トーラ
ス室内の放射線量が非常に高いため立ち入りは不可能と判断し、第3 班による作業を断念した。

政
152

82
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】福島第一原発3号機タービン建屋1階及び地下1階
で、ケーブルの敷設作業を行っていた協力会社従業員3人が、足が汚染水に浸かり170mSvの外部
被ばくをした。

国
432

83
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】例えば、注水のための消防車の配備、電源復旧の
ための電源車の配備、現場作業員の移動手段の確保には、地震や津波の影響で通行困難になった
道路を補修したり、ガラの撤去をしたりして、通行ルートを確保する必要があった。

政
124

84

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】3号機の爆発もまた2号機の事故対応作業に影響
した。原子炉への注水用に敷設したホースと消防車が損傷し、作業が振出しに戻った。作業員たちは
原子炉への注水ラインの再構築を試みるが、散乱したがれきが高レベルの放射線源となっており、現
場での復旧作業は困難を極めた。

国
149

85
【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】北側と西側にある二つのP/P ゲートは、いずれも
電動式ゲートであり、電源喪失のため容易に開閉できない状況であった。

政
124

ゲートの電源・配電に信頼性上の問題
があった。

ゲートの電
源信頼性

86

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】同日（3月12日）4 時50 分頃、免震重要棟に戻った
作業員に放射線汚染が認められたため、発電所対策本部は、現場作業に行く者には、免震重要棟
玄関前から現場まで、全面マスク及びチャコールフィルターを装着するとともに、B 装備、C 装備又は
カバーオールを着用するように指示をした。同日5 時頃、1/2 号中央制御室でも、当直長は、当直に
対し、現場に行く場合には、全面マスク及びチャコールフィルターを装着するとともに、B 装備を着用
するように指示をした。

政
148

放射線の影響で作業が滞ることから、
対放射線対策が必要である。地下道
が有効と考える。

建屋外道
路の放射
線防護性
能

87

【R/B、T/Bなど建屋および道路などの作業現場】当直2 名（第1 班）は、1 号機の原子炉格納容器ベ
ントの実施に向けた現場作業を行うため、・・・、1 号機R/B 内に入った。このとき、当直は、PHS など
の移動通信手段を失っていたので、三つの班がそれぞれの現場に同時に行ってしまえば、1/2 号中
央制御室との間で、操作手順に従った着手・終了に関する連絡を取れなくなるため、一班ずつ現場に
行き、一班が作業終了後に中央制御室に戻ってから、次の班が出発することとした。

政
151

・通信システムの信頼性に問題があっ
た。
・光ファイバ通信（曲げに弱いが）や伝
送管も有効。

建屋内・外
の電話等
の通信シ
ステムの
信頼性

瓦礫は原子炉冷却作業を遅らせたと
考える。作業員の移動や給水ホースを
敷設するための地下通路（トンネル方
式）が瓦礫に影響を受けないので有効
と考える。また、瓦礫処理の重機の充
実やその運転員の確保が必要であ
る。

建屋外道
路の瓦礫

建屋や通路が作業面において耐震
性、耐津性でなかったと考える。余震
や津波のため建屋内での安全上重要
な原子炉冷却作業が中止されたり
滞った。作業を迅速に実施するには建
屋内現場の耐震性および耐津波性の
検討が必要と考える。津波時でも建屋
に安全にアクセスできる通路、作業が
できる現場や余震の中でも作業ができ
るような現場や安全なアクセスの確保
が有効と考える。

建屋内・外
の作業場
所の耐地
震・耐津波
性

原子炉の事故進展に伴い、放射線量
が上昇し、作業環境が厳しくなる。放
射線に影響を受けない建屋内作業場
とすべきと考える。また、建屋内外の
信頼性の高い放射線モニタの設置の
充実が有効である。
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８．おわりに（事故調査について） 

 

8.1 事故調査の重要性と目的 

 巨大技術システムにおいて発生する事故には，1) 事故の背景に一群の組織レベル因子の関

与が存在し，2) 潜在的リスク事象が長期にわたって無視されるか未発見であり，3) 事故が社

会へ様々な面で甚大な影響を及ぼすといった共通の特徴があり，組織事故と呼ばれている．

このため，常に組織に内在する因子を捉えて，設計，運用や保守における結果としての個人

のエラーの背景を把握すれば，組織事故の抜本的な対策ができると考えられる．そのために

は，組織における作業慣行を常に点検，分析するとともに，不幸にして発生した事故を分析

して教訓を学ぶことが重要である． 

 組織事故の調査目的は，一般に，事故に直接関連した当事者の責任を問うことにあるので

はなく，事故を誘発した要因の分析を行い，同様な事故が発生しないための教訓を得ること

や防止策を含む安全対策を確立することである．このことは，以下にいくつか例を挙げるよ

うに，多くの文献で強調されている． 

 

 『この仮想事故でいいたいことは，技術レベルの低いシステムで起きる個人事故において

は不安全行為に着目することが適切であるが，組織事故の原因をみつける場合には全く適さ

ないということである．』（文献 1, p.18） 

 『航空事故などに代表されるシステム性事故の多くは，複数の事象や要因が結合して発生

するという特徴をもっている．しかし我が国の刑事司法は，多数の死傷者を発生させた事故

の重大性や，被害者感情を考慮することを優先するあまり，システム全体の不具合を解析す

ることよりも， 終行為者の過失を認定することによって法的な決着とみなす傾向が強い．』

（文献 2, p.667） 

 『しかし，実際の事故調査での結論や勧告は，しばしば腐ったリンゴ理論の変形バージョ

ンに戻ってしまう．彼らは事故の残骸から以下を求めたがるのだ． 

・ とくに有害な行動をとった実務者を選び出す． 

・ 突飛な行動，誤った行動，または相応しくない行動があった証拠を見つけ出す． 

・ 人間の悪い決定（不正確な状況判断，マニュアルや手順書からの逸脱）を明るみに出

す． 

 こうした腐ったリンゴ理論に基づく事故調査は，どうして現場作業者が特定のデータを見

落としたり，事が起こった後に関連性が確認できた手順をしっかり守らなかったのかについ

て結論づけて終わることがある．そしてこのように結論づけたならば，特定の個々人の再訓

練，手順や監視を厳しくすることを勧告するのは，理にかなったことになってしまうのであ

る．』（文献 3, p.19） 
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 また，米国空軍の安全調査と報告に関する文書（Safety Investigations and reports）（文献 4）

には，安全調査と報告の目的を『将来の事故を防止するためだけに実施および記述される』

としており，『いかなる対応する法的調査よりも優先度が高い』としている．この文書では，

目的，調査と報告を必要とする事故やイベント，責任，免責特権の安全情報，調査責任部署

の決定，安全調査方法，報告とブリーフィング，フォローアップ活動について記述している． 

 

8.2 事故調査と捜査との立場の違い 

 前節で説明したように，大事故が発生した場合には当事者の責任を追求するような事故調

査は強く戒められている．そして，事故の当事者の責任追求の捜査と事故調査は以下のよう

に対比されている． 

 

 『捜査と事故調査の違いを図式化すると，次のようになる． 

 【捜査】事故発生→誰がやったのか→捜査による過失者の特定→送検・起訴・法廷審理→

判決・処罰→一件落着→現場の萎縮 

 【事故調査】事故発生→なぜ起きたのか→諸要因および構造的問題点の解明（なぜ防げな

かったのかの条件を含む）→再発防止策および，より広範な進んだ安全対策→システムおよ

び現場作業の健全な再生』（文献 5, p.149） 

 『航空事故における事故調査と刑事責任に関しては，今日，以下の原則が確立されている

ということが出来よう． 

・ 事故調査は，事故原因の解明とこれによる再発防止を目的とし，責任追求が目的では

ない． 

・ 刑事責任の追求は，事故関係者からの情報の提供を阻害し，事故の再発防止を妨げる． 

・ 少なくとも，事故調査と刑事手続（捜査）は切り離される必要があり，事故調査によ

って得られた資料や供述を刑事手続の資料（証拠）として使用してはならない．関係

者が事故調査に協力することを躊躇する可能性がある． 

・ 犯罪捜査とは無関係であるという認識で事故調査に応じて供述した関係者は，その供

述が自分を被疑者とする刑事事件の証拠として用いられるならば，実質的に黙秘権を

侵害される． 

 これらの原則は，原発事故についても基本的に同じであるといえよう．』（文献 6） 

 

8.3 事故調査の特性 

事故調査においては，「独立性・公平性」と「専門性」，また「公開性」と「常設性」が必

要と言われている．いずれも事故の原因分析と再発防止に不可欠の条件であるが，これらを

継続的な安全確保の視点から考察する． 
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(a) 事故に対応して必要な専門家を緊急に組織化することは，事故調査において必然であ

るが，往々にして専門家は事故当事者の関連部門や近傍に多いため，独立性・公平性と

専門性が二律背反になりかねない．安全確保のためには事故の要因を漏れなく明らかに

することが必須であり，これには利害のない専門家の調査が不可欠である．従って，事

故調査の指揮を執ったり参加したりする専門的知識を有する技術者や学識経験者に対

しては，専門的な観点からの客観的な調査・分析や事故を起こした組織との独立性の遵

守が求められよう． 

(b) 公開性は，事故の調査で得た教訓を余すところ無くその後の事故防止に活かす上で必

要である．事故調査の経過を適宜公開することは，事故による遺族や被害者にとっても，

原因究明が精力的に行われている事実を知ることによる精神的なケアの点で重要であ

ろう． 

(c) 事故原因を短期間で究明することが困難な場合が多いため，長期的な研究が必要であ

る．また，事故の教訓から設定された対策は，その効果によって関連する事故が長期間

にわたって発生しない間に綻びが生じる場合が往々にしてあるため，技術の進展を反映

した対策の検討を行う継続的な取り組みができる仕組みも重要である． 

 

8.4 事故調査の分析過程 

 事故の分析や調査の成否は，信頼性のある事実と事故に関するデータをどれだけ収集・獲

得できるか，またそれらのデータから情報を抽出して蓋然性の高い結論に導けるかにかかっ

ており，それは調査員の能力に大きく依存している． 

 システムを設計，製造，運転，保守，管理するのは人間である．それゆえ，技術システム

の事故は人間の意思決定，行為に関係する複数の要因が絡み合って起こる，いわゆる組織事

故となる．組織事故の原因を推定する方法として，Reason によって示された事故分析シーケ

ンスがある（文献 1）．これは図 1 のように，事故への過程を，組織のプロセスにおける誤っ

た意思決定，不安全行為を引き起こす課題と環境の条件の発生，個人の危険行為，安全防護

障壁の破壊の連鎖として捉えるものである．図に示すように，事故への進展過程がボトムア

ップ過程で，事故分析や調査の過程はその逆のプロセスをたどるトップダウン過程により示

されている． 
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図 1 事故分析の過程 

 

 事故の調査や分析においては， 終的な結果を知っている外部者の立場ではなく，当事者

の立場で発生した事象やそれらの推移を再現することが重要であることが，従来から強調さ

れている． 

 

 『あなたが理解したいのは，当事者のしたことが当事者にとって意味のあるものだったの

はなぜか，ということだ．そのためには，彼らが行ったことの調査データを，当時彼らが置

かれていた状況の文脈に当てはめ，検討することが必要だ．さらに，彼らの行動を生み出し

た状況に立ち返り，それに彼らの行動を当てはめる必要があるだろう．』（文献 3, P.49） 

 

 このことから，大事故のチーフ調査官のハンドブック（文献7）の前言には，事故調査にお

ける心構えとして，『あなたの責任は，人命が失われたり多くの負傷者が出たり財産に多大な

損害が出たりした1つの事故の事実を明らかにして因果要因を決定することにあります．そこ

で，将来に同様の事故が発生することを防止するのに役立つ勧告を，あなたはしなければな

りません．あなたが遭遇するであろうすべての状況に対して開かれた心を持ち続けて，総合

的にバイアスがかからずにいることは避けられません．』と書かれている． 

また，事故のプロセスは，必ずしも必然的，論理的，合理的なものではなく，事故後の常

識的観点からの推察にははるかに遠いものである場合が多く，論理的推論が当てはまらない

ところにその特質がある．しかしながら，事後の調査では客観的妥当性が求められることか
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ら，明らかな証拠を示すことができないかぎり，調査結果に一つの論理的一貫性を持たせよ

うとして，実際とは異なる結果を導く可能性がある．これは，情報不足の部分の推察に判明

している限られた情報をもとに発見者の論理が入り込むためだと考えられる．言い換えると，

論理の世界には不合理を不合理として認めるルールがないため，調査結果から得られた一部

の事実情報，あるいは仮説的な条件を前提とした実験や試験によって得られた一次元的知見

をつなぎ合わせて，論理的整合性が図られることになりがちである． 

なお，インシデントおよび事故の調査の進め方，事故調査法，調査報告書作成方針，など

については，国際民間航空機構（ICAO）の航空機事故調査マニュアル（Manual of Aircraft 

Accident and Incident Investigation）（文献 8）が参考になる．このマニュアルは，４編およそ千

ページもの分量である．1 編は「組織と計画」，2 編は「手順とチェックリスト」で，共通技

法や手順，などの情報が提供されている．3 編は「調査」で，すべての技術分野の調査のた

めの指針が調査段階に対して提供されている．4 編は「報告」で，安全勧告などを含む調査

結果の 終報告書作成の方針が用意されている．これらは，航空機のインシデントおよび事

故の調査に関するものであるが，他の分野における事業者は，本マニュアルの該当あるいは

必要な箇所を，対象に合わせて書き換えれば，役立つ事故調査マニュアルを整備できる． 

 

8.5 ヒューマンファクターの観点からの事故調査 

 ヒューマンファクターの観点からの事故調査においては，当事者がどのような状況認識や

判断の基で行動したかに関する情報をどれだけ収集できるかが，まず重要となる．この種の

情報を収集するためには当事者にインタビューするのが も効果的であるが，正確な情報の

収集のためには以下の 2 つの条件が成立している必要がある．1 つ目は事故が発生してから

期日があまり経っていないことである．人間の記憶は時間が経つにつれ消失していき，また

内容も変化することが知られているから，インタビューは出来るだけ早い時期が望ましい．2

つ目は当事者が偽ることなくありのままに証言することである．一般に人間が自分の失敗を

ありのままに語るには，インタビューをする側が公的な組織であって権限を持ち，かつ，証

言内容が公開されないことと，内容によって本人が覚悟している以上に非難されないことが

必要であろう．法廷においても被告は自分に不都合な内容の証言に対しては黙秘権を有する

ことから，特に，証言内容が公開されないことは確実に保証される必要がある．このことか

ら，事故調査における証言は非公開もしくは捜査や裁判の証拠としては使用しないこととな

っている． 

 

 『とくに，事故原因にからむヒューマンファクターの解明には，当事者が自分の心理や行

為について，ありのままを証言することが不可欠なのだが，いずれ裁判の証拠資料となる調

書を作成する事情聴取において，そこまで語る人は少ない．』（文献 5, p.150） 

 『そういう様々な要因と構造的な問題点を洗い出し，それら一つ一つに対して，再発防止
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の対策を立てるのが，事故調査の究極の目的なのだ． 

 アメリカでは，事故の諸要因を解明するうえで不可欠の関係者の赤裸々な証言を得るため

に，事故調査機関（NTSB=国家運輸安全委員会）による関係者の証言調書をはじめ調査資料

は捜査や裁判における証拠としては使わないことになっている．』（文献 5, pp.150-151） 

 

 一方，事故には主観に基づいた行動をする人間が関係するので，自然科学を支える因果性，

斉一性が成り立たない．このため，科学における知の獲得方法である「仮説形成とその実証

のループ」に従って思考し，事象の因果関係を実験的あるは理論的に解明・説明することが

重要である．そして，事故の調査や分析は蓋然性の も高い仮説を導き出す作業であると言

える．従って，妥当な結論を導き出すためには，可能な限りの事実の継続的な収集だけでは

なく，適切な仮説の形成と修正が重要である． 

 これらの要因から，ヒューマンファクタの観点からの正確で詳細な調査は，これまでもそ

うであったように，今後も困難が伴うと言って過言ではない．しかしながら，事情聴取結果

の非公開と，科学的な調査方法に基づくが非合理的・非論理的な原因連鎖も受け入れて調査

結果を地道にまとめていく努力により，事故の真実に迫ることができるであろう． 

 

8.6 プラント事故調査委員会 

我が国における事故調査委員会として，これまでに航空機を対象とした組織が設置されて

おり，事故調査専門機関として機能してきた．鉄道事故に関しては，事故発生後に組織され

る事故調査委員会のみで常設の機関は存在しなかったが，2001 年 10 月に鉄道事故調査検討

会と航空機事故調査委員会とが統合され，法的な裏付けを持つ新たな常設の組織が設立され

た．その後，2008 年 10 月に国土交通所省の外局の独立行政委員会として，運輸安全委員会

（Japan Transport Safety Board: JTSB）が発足した．運輸安全委員会は，航空事故・鉄道事故・

船舶事故および重大インシデントの原因究明調査を行うとともに，調査結果に基づいて国土

交通大臣または原因関係者に対し必要な施策・措置の実施を求め，事故の防止及び被害の軽

減を図ることを目的としている． 

発電プラントや化学プラントにおいても，事故のレベルに応じて（例えば原子力であれば，

INES：International Nuclear and Radiological Event Scale のレベル 5 広い影響のある事故以上），

法的な裏付けを持つ事故調査委員会を立ち上げるような制度設計が必要となろう． 
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