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巻頭言

　ここ数年、原子力学会の中で今日的な意味は最重要である本部会の活動活性化することを

呼びかけてきたが、現状は必ずしも望ましい方向にはない。原子力学会全体が苦しい状況に

あることは事実であるが、いくつかの部会は活発な活動を展開している。本部会の現状につ

いては、筆者の力不足をお詫びするが、それだけでは展望は見えてこない。大学関係の研究

者が法人化対応や学内組織再編成に多大の労力を費やしており、研究活動に全力投球しにく

いこと、過去には活発であった研究機関の方向が大きく転換していることなども少なからず

影響しているが、それらを言い訳にすることも無意味である、ここで新たな方向性について

私的な提言を申し述べたい。

　その１は、部会メンバー相互間の情報交換や討論の活性化である。情報場の共有といって

も良い、ウェブページやメーリングリスト、電子掲示板などの活用は、本部会の得意技のは

ずである。広報担当者には多大なご面倒をおかけすることになるが、場合によってはボラン

ティアのご協力をいただくことも考えたい。議論の巻き起こらないところに活発な活動はあ

り得ない。また今年度はPSAM, CSEPC, ANS-NPIC-HMITなど、部会の活動に関係の深い国際

学会も多い。参加者からのご報告や問題提起などがこれらの場で開示されることも大いに意

味があろう。ちなみにCSEPCは東北大学で開催される。是非多数の部会員のご参加を期待し

たい。

　その２は、研究活動（研究調査委員会、夏期セミナー他）の見直しと再活性化である。過

去には研究調査委員会を隔月ペースで開催した時期もあったが、最近は諸般の事情からペー

スダウンしている。これもテーマや講師の人選、日時や会場の設定を工夫してペース回復を

図りたい。筆者自身、本務が多忙なための参加困難が続いたが、時には週末開催や夕刻開催

を試みても良いのではないか。ちなみに筆者の所属する専攻では、午後７時開講の社会人向

け講義を東京ならびに仙台で定期開催しているが、参加申込者は常に定数枠を超えている。

主催側の熱意とアイデアが鍵ではあるが、その提供を主査や幹事だけに一任しているような

部会であってはなるまい。

　その３は、既存組織の枠を超えた研究グループ作りである。最近は科学技術基本計画の影

響もあってか、科研費以外の研究費が公募されることもしばしばである。またその金額枠も

決して少なくない。応募資格も、従来の大学系に限定されることなく、旧国立研究所系はも

とより民間の企業でも応募できる補助金は着実に増加している。本部会メンバーが所属組織

の枠を超えたチームを組んでこれらの公募に応じることはもっと積極的に試みられて良いの

ではないだろうか。原子力学会の守備範囲内でも分野によってはすでにこのようなアクショ

ンが活発化している。本来学際的である本部会の活動においては、このような試みはより適

合性があるはずである。

　これらの試みが実効性を持つためには、部会員の皆様が企画、運営に積極的に参画してい

ただくことが必要条件であることはいうまでもない。むろんここに記した以外の企画でも大

歓迎である。とりあえずこれらの試みを進めることをお約束し、皆様のご協力を期待して本

稿の結びとする。

広義のヒューマンファクタ問題とＨＭＳ部会

　　　　　 部会長　北村正晴（東北大）
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活動報告第14 回「ヒューマン・マシン・システム研究セミナー」報告

2003年 7月 24、25日（静岡県湯河原町三井物産株式会社人材開発センター）

　2003年のヒューマン・マシン・システム（HMS）部会夏期セミナーは、「情報技術

とリスクコミュニケーション」というテーマを掲げ、関東地区の大学・企業を幹事

として、静岡県湯河原町で開催しました。会場の様子と参加者の集合写真を示しま

すが、講師13名を含めて48名もの参加者を得て成功裏に終えることができたこと

を、最初に感謝申し上げます。

　ＨＭＳ部会は、原子力プラントの安全性を高めるための機械と人間のインター

フェイスの研究を目的に活動を進めて来ましたが、近年の社会情勢の変化により、

機械と人間のみならず、人間と組織、組織と社会など多様なインターフェイスに関

わる研究へと活動範囲を広げつつあります。また、このインターフェイス研究を支

える基盤としての情報技術（ＩＴ）の目覚しい進展は周知のことと思います。

　今回のセミナーでは、このような状況を踏まえて、「情報技術とリスクコミュニ

ケーション」というトピックスを掲げて、コミュニティメディア、マルチエージェ

ントシミュレーション、リスクコミュニケーションなどの分野の第一線で活躍され

ている研究者を講師として招いて開催しました。同時に、関連する原子力分野での

最新の研究動向を、若手を中心にした講師諸氏に講演いただき、原子力分野での研

究活動と他分野との交流を図ることとしました。価値観の多様化する社会の中で、

原子力分野に限らず、様々の社会問題が噴出していますが、本セミナーでの講演と、

参加者の相互コミュニケーションを通じて、問題解決への糸口をつかんでいただけ

たものと思います。

　セミナーは以下に示すような4つのセッションに分けて実施しました。セッショ

ン１では、西田先生より、コミュニケーションメディアに関する話題を提供頂きま

した。ITを利用することで人と人のコミュニケーションの明示化を図るともに、コ

ミュニティ内の知識データベースの蓄積を図る試みです。また、山崎先生からは、

人に優しいコミュニティメディアのユニバーサルデザインの方法論について講演頂
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きました。セッション２では、マルチエージェント技術に関する3つの講演を頂き

ました。寺野先生、服部先生からは、マルチエージェントシミュレーションを通し

て、複雑な社会現象をコンピュータの中で再現し、その理解に役立てようという試

みと、そのためのツールを紹介して頂きました。また、大須賀先生からは、プログ

ラミングパラダイムの革新としての、ネットワークエージェント技術の最新動向に

ついて講演頂きました。セッション3では、原子力分野における、情報技術の応用

やリスクコミュニケーションに関する5件の研究状況を講演頂きました。また、セッ

ション４では、谷口先生、盛岡先生から、原子力分野と環境分野でのリスクコミュ

ニケーション活動に関する二つの講演を頂いた他、村松先生より、原子力でのリス

クインフォームド規制の動向を講演頂きました。「リスク」という概念は、プラント

の事故確率のような単純な危険度としてだけではなく、人や社会の多様な価値観に

基づく意思決定や政策決定に関わる総合的な概念として捉えて行く必要があり、今

後もますます重要な概念になってゆくと思われます。

　最後に、古田先生より、当部会の活動を発電所サイト内のインターフェイス研

究だけでなく、サイト外のヒューマン・ヒューマンコミュニティや、ソーシャル

コミュニケーションなどの研究に広げて行くためのきっかけに、本セミナーがな

ることを期待しているとの総括を頂きました。

　来年度の夏期セミナーは、関西地区の大学・企業を幹事会社として企画する予

定となっておりますので、関係者のご協力を宜しくお願いしたいと思います。

　尚、本セミナーで用いたテキストについては残部を原子力学会に預けてありま

すので、興味のある方は学会から入手（有料）いただくようお願いいたします。

　以下に、各講演の概要を示します。
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（１）セッション 1 ＜コミュニティメディア＞

(a)コミュニティに知識ストリームを張り巡らせる

(東大)西田豊明

　「社会技術」は、科学技術の正負両面を考慮に入れて現代社会の抱える様々な問

題の解決に資する技術という意味で用いられているが、その中の一つの技術とし

て、リスクコミュニケーションを支える情報技術の研究状況を講演いただいた。

近年、ネットワーク社会の中で共通した志向性をもち弱い絆でつながれた学会や

消費者団体のようなコミュニティが多くでき重要な働きをするようになっている。

このコミュニティに特有の知識ベースは、構成要員間の会話から確立されて行く

と考えられるが、会話そのものは放っておくと消失してしまうものである。この

会話プロセスを、各種の情報ツールで支援することで、その中に含まれる知識を

構造化（物語化）し保存することができ、コミュニティ内の知識ベースとしての

明示化と共有化を可能にする。情報ツールとして、VMIS(映像コミュニケーション

ツール)、EgoChat（会話知識共有ツール）、POC(政策議論支援システム)などを紹

介頂いた。個人やコミュニティとしての価値観が多様化・複雑化する中で、これ

を形式知として明示化し蓄積するこのような試みは、今後ますます重要になって

行くと思われる。

(b)コミュニティメディアのユニバーサルデザイン

（日本IBM）山崎和彦

　情報・ネットワーク社会の中で、コミュニティメディアを活用して情報をやり

とりすることは誰にとっても重要となってきており、一部の専門家だけでなく、

お年寄りや障害者も含めてあらゆる階層の人に使いやすいユーザーインターフェ

イスが望まれるようになってきている。このコミュニティメディアのデザインア

プローチとして、(1)アクセシビリティを考慮したデザイン､(2)ユーザ・センター

ド・デザイン、(3)ユニバーサルデザイン、(4)感性を考慮したデザイン、という４

つの考え方を講演いただいた。この中のユニバーサルデザインは、利用者を年齢、
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（２）セッション 2 ＜マルチエージェント技術＞

(a)マルチエージェントシミュレーション手法による社会変動研究

（構造計画研究所）服部正太

　市場取引、電力市場、遊園地の混雑状況、TV視聴率の変動、国会での政党の誕

生・統合・消滅など社会で見られる複雑な事象を、多数のエージェントの相互作

用で模擬するマルチエージェントシミュレーション（MAS）技術に関して講演を頂

いた。構造計画研究所で提供しているKK-MASと呼ばれるシミュレータは、

VisualBasicに似たプログラム環境で動作し、多数のエージェントの相互作用を

ルールとして簡単に表現でき、結果を二次元表示で見ることのできるツールであ

り、プログラムングスキルなしで誰でも使えることを特徴としている。従来の科

学技術の視点からは、MASから得られた結論の再現性や、用いたルールの実証性

などで違和感もあり質疑応答も飛び交っていたが、社会変動のような従来の技術

で取り扱えない複雑系を、明示化したエージェントの挙動ルールで表現して説明

に利用することは、コミュニケーションツールの一つとしては充分に価値がある

ものと思われる。

(b)ネットワークエージェント技術とその応用

（東芝）大須賀昭彦

　アセンブラ言語、手続き型言語、オブジェクト指向言語と発展してきたプログ

ラミングパラダイムの次の位置付けとしてのネットワークエージェントに関する

基礎技術の紹介と産業界での応用事例について講演いただいた。次世代のプログ

ラミングパラダイムとしてのエージェント指向技術に必要な要件としては、移動

性、協調性、自律性の３つがあるとのことで、これを実現するアーキテクチュア

が説明された。さらに、具体例として、東芝で開発中のBee-gentと Plangentの

概要が紹介された。Bee-gentは、モバイル環境下で分散したデータベースやレガ

シーシステムなどの既存のソフトウェアを柔軟に接続して活用することを目指し

たマルチエージェントシステムで、その応用事例として、モバイル環境向け情報

性別、人種、文化、障害などで差別しないという考え方も含まれており、多くの

人に使われるコミュニティメディアの設計では重要な概念となる。この具体的な

デザイン手法として、ユーザグループ、ユーザシナリオ、ユーザタスクの3つの

軸に基づいたデザイン情報マトリックス法が紹介された。この分析によりデザイ

ンコンセプトを構築して制作を行なう。多様なユーザに対応するため、ユーザに

対応した構造化情報を複数持たせることで、個々のユーザにカスタマイズしたイ

ンターフェイスを提供できる。一般ユーザを想定したこのようなインターフェイ

スと、原子力プラントの運転員のような専門家を想定したインターフェイスでは、

カスタマイズや適応性の考え方に大きな違いがあると思われるが、相互の交流は

重要であろう。
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検索エージェント、化学プラント設備診断・計画保全エージェントなどがある。

Plangentは、プラニング機能を持つ自律的なモバイルエージェントシステムで、

ドライバー情報支援エージェントや電力系統巡視システムなどに応用されている。

ネットワーク社会におけるコミュニティメディアとしての多様なコンテンツが期

待される中で、ネットワークプログラミングのインフラを提供する重要な技術と

して期待できる。

(c)人工知能から人口知能へ／エージェントベースモデルで社会をみる

（筑波大学）寺野隆雄

　エージェントベースモデルで社会の複雑事象をみる計算組織理論の最新動向に

ついての講演を頂いた。社会システムを複雑適応系と考えた場合、組織構成員間、

企業間、企業・顧客間、顧客・顧客間などミクロのレベルにおける自律的・分散

協調的な行動と、個々のメンバーに見られないマクロな組織全体の創発的行動、

さらには、ミクロ・マクロリンクによる適応性などに注目しなければならないが、

これらの分析・管理・設計には従来型のモデルでは不十分であり、マルチエー

ジェントシミュレーションモデルが有用である。方程式で事象を理解したり、歴

史から事例を学んだりといった従来型の工学、社会学の間に位置するものとして、

プログラムから事象を学ぶエージェントベースモデルを捉えている。計算組織理

論から得られる組織行動の事例として、「争いの発生しうる状況でも協力すること

が重要である」、「文化は伝播するが、文化の棲み分けも発生する」、「放任すると

一人勝ち状態が出現する」といった例を用いて、エージェントベースモデルの組

織行動分析における有用性を説かれた。教育ツールやリスクコミュニケーション

ツールの一つとしてもエージェントベースシミュレーションは役に立ってくると

期待される。

（３）セッション 3< 原子力応用研究 / 情報技術とリスクコミュニケーション >

　本セッションでは情報やリスクをキーワードとして、応用研究に従事する若手

の方々から最新の研究動向についてご紹介いただいた。

(a)原子力発電向け次世代HMSの開発

（三菱電機）大井　忠

　情報技術の導入によるプラント運転保守時の信頼性・安全性の維持向上とコス

ト低減・省力化の両立を目指した次世代ヒューマンマシンインタフェースシステ

ム（HMS）の研究開発プロジェクトについてご講演いただいた。報告ではプロジェ

クトの全体概要とそれを構成する２つのサブシステムのうち、動的運転操作パー

ミッションシステムについて詳しくご紹介いただいた。これは中央制御室内にお
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いて運転員の意図を推定し、実施しようとする操作の妥当性について、運転手順

書とプラント状態に関する構造化された知識を利用してHMSが判断し、不適切な

操作とみなされた場合には必要に応じて警告などを発するというものである。操

作のモデルや妥当性判断アルゴリズム、プラント挙動推定モデル等機能の有効性

確認にあたっての具体的な開発内容をご説明いただいた。これに対し会場からは

オペレータの操作意図を推定する方法やその必要性といった側面から、ヒューマ

ンとマシンの役割分担のあり方についての複数の意見や質問が寄せられ、このプ

ロジェクトに対する関心の高さが伺われた。

(b)人工現実感を応用した計測制御装置の保守訓練システム

（日立）福田光子

　プラントの保守作業の訓練においてその対象機器や保守条件に応じた多様な訓

練環境を、人工現実感を利用して提供できる訓練システムについてご紹介いただ

いた。本システムの特色は　プラント内の複数箇所に分散配置された関連機器の

保守等、従来インストラクタなどとの役割分担によってのみ訓練が可能であった

保守作業についても人間系シミュレータの導入により単独での訓練が可能な環境

を提供できる点にある。発表では訓練装置の他、訓練中の保守員の発話の音声認

識と音声合成によるやり取りなど人間系シミュレータの機能構成、保守作業ごと

の既存の図書からシミュレータの行動データを自動生成するツールなどが高度な

訓練システムが実際の適用事例とともに紹介された。会場からは実用上の課題と

して訓練生の行動をモニタリングするセンサの精度や訓練生への情報提示方法、

終了後の評点機能の有無についての質問が寄せられた。
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(c)原子力施設立地地域におけるヒューマン・ヒューマンコミュニケーション

　　～認識共有をめざした反復型「対話フォーラム」の試み～

（東北大・社会安全研究所）八木絵香

　原子力リスクに関して適切な議論と社会的意思決定を行なう枠組みを構築する

ための試みとして、比較的中立性が高い大学の主催による原子力施設立地地域で

の対話フォーラムの実施に至る経緯と現在までの継続状況などについての報告が

なされた。女川町や六ヶ所村で実際に行った対話フォーラムでのコミュニケー

ションを通じて、日本における市民参加型の意思決定のあり方を探る試みを紹介

され、過去の研究には見られない、示唆に富んだ知見が得られつつあることが報

告された。発表後の討論では将来の新規立地候補地への手法適用の可否、他のコ

ミュニティでのフォーラム開催の予定等について会場から意見が寄せられた。

(d)ポリシーエクササイズ手法による意識改革への取り組み

（東電）吉岡理穂

　ポリシーエクササイズ(PE)とはロールプレイなどのゲームを通じた現実問題の

疑似体験を通じて意識改革や合意形成を支援する手法の１つである。

　課題の調査・分析を踏まえてデザインされたエクササイズを参加者がゲームと

して体験したあと、その体験を現実の問題に置き換えて考えてもらう、という一

連のプロセスを通じ、他者の考え方への参加者の理解が深まることを狙いとして

おり、欧米でその適用の効果や実績が報告されている。本報告では原子力PA活動

に関する「発電所立地地域との共生」、「安全文化の浸透」という２つのテーマに

ついて、実際の発電所現場でのPE手法適用事例が紹介され、その体験者のアン

ケート調査結果から体験型研修としての有効性が示された。新しい手法であり、

今後の更なる研究の進展を期待したい。

(e)居住地域および知識レベルが原子力の社会的受容に与える影響

（RISTEX）木村　浩

　近年原子力発電所の立地に関する周辺地域での市民参加型の意思決定が重要視

されている昨今の状況を踏まえ、居住地域や知識の有無が原子力発電の社会的な
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受け入れの是非に関する判断要因に及ぼす影響について、アンケート調査を分析

した結果から得られた知見に関する報告がなされた。収集されたデータに因子分

析手法を適用することによって認知構造を構成する認知要因を測定する尺度を構

成し、更に相関分析の手法を適用することによって認知要因と居住地域（発電所

立地地域／消費地域）や原子力に関する知識の有無と住民の賛否判断との相関関

係を明らかにする内容であった。結果からは発電所立地地域と消費地域間でのリ

スクとベネフィットのトレードオフに関する認識にはギャップが大きく、社会全

体としての合意形成の困難さがあること、知識量の増加がそのギャップを埋める

ことにつながらないことなどの結論が導き出され、会場からは因子分析手法の妥

当性に関する議論が活発に行なわれた。

（４）セッション４＜リスクと科学技術の社会受容＞

(a)東海村における原子力に関するリスクコミュニケーションへの試み

（電力中央研究所）谷口武俊

　科学技術そのものが有するリスク、科学技術依存社会が持つリスク、科学技術

と社会の乖離がもたらすリスクが顕在化しつつあり、個人レベル、社会レベルで

のリスク情報の正しい理解とリスクの最小化への仕組みが求められている。講演

では、原子力に関するリスクコミュニケーションとして、ＪＮＣ東海アスファル

ト固化処理施設の火災爆発事故、ＪＣＯ臨海事故を通じて東海村における活動に

ついて紹介いただいた。村における原子力の存在の大きさを理解しながらも、原

子力事業者への不信感が増幅した状況で、住民、行政、事業者が互いに向き合っ

てリスクコミュニケーション活動が実施されたことは、極めて意義深い。今後は

社会実験の設計に向けて、住民による原子力施設の査察、原子力や環境リスクの

インタープリタ（解説者）の育成、原子力防災活動支援者（村民）の育成・認証、

等のプログラム策定に注力したいとのことで、より一層の発展を期待したい。
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(b)リスク対応型意思決定支援システム/環境リスクのコミュニケーションプラッ

トフォームの構築と運用

（大阪大学）盛岡　通

　組織的なリスク情報の提供と意思決定に必要なリスク構造の理解を支援する、

リスク対応型意思決定システムについて講演いただいた。多くの人はリスク管理

のための十分な知識や経験を持っておらず、リスクコミュニケーションによって

コンセンサスを得ることは非常に難しい。危険の同定、リスクの評価、対策立案

に至る原理と手順の確立が必要であり、これを実現するために、情報の確かさを

診断するリスクの査定機能、リスクコミュニケーションのガイダンス機能、リス

ク管理のplan-do-check-actionサイクルを形成する機能からなるフラットフォー

ムを構築した。大阪と和歌山で起こったダイオキシン汚染事故について実施した

ケーススタディの説明があり、住民が早い段階から参加して行政や事業者に要求

を出すこと、行政が意思決定のプロセスを明らかにして住民に情報を提供するこ

と、産業界が社会的責任を明らかにして住民の不安を軽減することが重要とのこ

とであった。紹介いただいたシステムは、リスクコミュニケーションの場を提供

し、コンセンサスの形成に役立つものと期待される。

(c)リスクインフォームド規制の動向

（原研）村松　健

　確率論的安全評価(PSA)は、炉心損傷に至るような重大な事故シナリオを同定

し、その発生頻度と環境や公衆に与えるリスクを分析する安全評価の方法であり、

この結果にもとづいて事故防止や影響緩和にとって重要な機器・システムを抽出

することで、設計における弱点の補強、保守管理の合理化などを図ることができ

る。近年、米国等において、PSAによるリスク評価と従来の深層防護の考え方を

組み合わせた安全規制（リスクインフォームド規制／RIR）の導入が進んでいる。

講演ではPSAの概要とともに、米国におけるRIRの応用事例として、格納漏洩率

試験に関する規則の変更、供用期間中検査の検査項目の優先度付け等をご紹介い

ただいた。また、我が国のPSAの活用状況として、アクシデントマネージメント

整備に関する電気事業者の活動、原子力安全委員会による原子力安全目標の策定

状況、等の事例をご紹介いただいた。会場よりPSAの分析対象の定め方について

質問があり、安全上の意思決定に必要となる事象を対象としているとの指針が示

された。今後、リスク情報に基づく規制の考え方を導入することで、個々の安全

対策の位置付けを明らかにし、原子力安全の体系化がより一層進むものと期待で

きる。

（文責：兼本　茂、園田幸夫、佐久間正剛（東芝））
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活動報告

巻頭言

マンマシンシステム研究調査委員会

＜第４４回委員会＞

日時：平成１５年６月３０日（月）　13:30－ 16:30

場所：大手町本部第2会議室

出席者：（敬称略）

　下田（京大）、中村（産安研）、井口（サイクル機構）、高橋（東北大）、

　和田（NUPEC／ IHF）、丸山（ハザマ）、古濱（東電）、河野（東電）、

　彦野（INSS）、兼本（東芝）、佐久間（東芝）、高野（電中研）、早瀬（電中研）

議事：

１．講演

講演１：「OECD Halden Reactor Projectの MMS研究活動と放射線可視化のための

AR適用実験研究」

　下田宏氏（京都大学エネルギー科学研究科）

講演概要

　OECD Halden Reactor Projectは、20カ国が出資して行われている研究プロジェ

クトであり、日本も参加している。マンマシンシステム研究は、MTO(Man－Technol-

ogy－Organisation)が担当している。HAMMLABは、制御室を模擬した被験者実験施

設であり、以上事象の特定・復帰操作の実験、各種運転支援ソフトウェアの検証な

どを行っている。VR（Virtual Reality）センタでは、VRを用いたトレーニングや

デザインなどの現実世界の問題解決に取り組んでいる。その一つに、放射線可視化

のためのAR（Augmented Reality）適用実験研究がある。この研究は、「ふげん」解

体時における作業員の放射線被爆を減少させるため、ウェアラブルシステムの利用

の可能性を調べることを目的とした研究であり、VR技術を利用した放射線可視化シ

ステムを試作して、被験者実験によりそのシステムの評価を行った。放射線強度の

被験者への提示は、HMD（Head Mounted Display）・音・振動により行っている。実

験の結果、ウェアラブルシステムによる放射線の可視化には効果が見られ、音・振

動提示はシステム使用の学習に効果があった。一方、実使用には、HMDの軽量化、映

像情報の更新速度の向上などウェアラブルデバイスの改良が必要である。

質　疑

Ｑ：学習効果を考えたのはなぜか。何か実験前から予想された仮説があったのか。

Ａ：仮説があったわけではない。情報モダリティとして視覚もあるが音とか振動と
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　　かもあると思う。どちらがいいというわけではないが、情報量は違う。視覚の

　　場合にはあるせまい領域で前の方を見る、音とか振動は前方であるか後方であ

　　るかわからないので周囲で近くに高い放射線強度のところがあるのがわかるだ

　　けである。1回つけてみて思ったが、HMDをかぶった時、自分が見たところの非

　　常に狭い情報であり、音とか振動は広い、これらは少し内容が異なる情報提示

　　である。モダリティの違いによりどちらが放射線の認知に有効であるかどうか

　　を調べた。

Ｑ：こういう実験でデバイスの有効性を見るために学習効果が一番邪魔であると思

　　うが、これで学習効果がなくなったという仮定を決めて実験の手続きを進める

　　と思うのですが。

Ａ：被験者がこれで十分だ、使い方はわかったというところまでトレーニングをし

　　ている。テストまではしていない。

Ｑ：それはRAの結果で出ているのか。

Ａ：RAの結果ででている。

Ｑ：普通にやればマップと同じくらいには出ると思うが、マイナスに出るのは不思

　　議である。

Ａ：これは音と振動がない場合でトレーニングを行った。もう一つのグループは音

　　と振動の方でトレーニングを行った。それで、これは私の私見であるが、HMDの

　　視野は非常に狭く、自分より前にある遠くのところは良くわかるが、音と振動

　　がある場合には少なくとも自分の近い場所に高い放射線強度のものは認識でき

　　ると思うが、HMDだけの場合には見ないとわからないので、自分の中では視野

　　の範囲ではわかるが、自分のまわりはわからないので、こういう結果になった

　　と考えている。被験者がそれぞれのグループが6名だったので、音と振動があ

　　るなしでグループわけをした。

Ｑ：学習効果とモダリティを両方評価しようとしているのか。

Ａ：本当はモダリティだけ評価しようとした。モダリティを評価するのに学習効果

　　が邪魔をしているところはある。

Ｑ：質問で、unnecessarily complexというのがあるがこれはよくない表現である。

Ａ：元はノルウェー語であり、英語にするとそのようになった。

Ｑ：認識の問題であると思うが、音の方が画像より認識には良いのか。

Ａ：音の方がというよりは、音プラス画像の方が良い。

Ｑ：画像だけでみるとわかりにくいのは、表示がわかりにくいのか。
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Ａ：表示は3次元に見えているが、実際には2次元マップ。自分の胸の位置にある

　　放射線強度を高さ方向で表わしている。

Ｑ：最終的に使ったのは何か。

Ａ：RA、SA、ワークロード。

Ｑ：実際の通った道はどうなのか。

Ａ：実際には高い放射線強度のところを回避しながら進んでいくわけであるが、理

　　想的な理想パスがあり、その理想パスからどのくらいはずれているかを測って

　　いるが、ほとんどの人が同じような道を通った。

Ｃ：ハルデンリアクタープロジェクトがARを使うのは初めて、これは手がかり的な

　　実験であり、まずシステム自体を作ろうとした。

講演２：「掘削機操作における空間的注意配分特性」

　中村氏（産業安全研究所　建設安全研究部境界領域研究グループ）

講演概要

　建設業における労災は墜落・転落が最も多く、次に建設機械による労災が多く発

生している。建設機械による労災の中では、油圧ショベルなどの掘削機への「挟ま

れ・巻き込まれ」といった災害が多いが、この災害については掘削機を操作するオ

ペレータが周辺の作業環境を的確に認識し把握することで災害発生の可能性を大幅

に低減させることが可能である。一方、掘削機オペレータが周囲作業環境からどの

ような視覚情報を取り入れているか、どのような対象に注意を向けているか、と

いった問題はこれまでに明らかにされておらず、これらを明らかにするためにシ

ミュレーション実験を行った。実験では、作業環境中の対象物をコンピュータグラ

フィックスで描画するシミュレータを用いて、掘削作業中のオペレータの眼球運動

測定を通じ、注意点の変位状況、飛越距離の変化などの視覚情報獲得行動を探るた

めの基礎的なデータを収集した。被験者の共通点は、旋回操作時に大きく左右に眼

球移動があり、大きな飛越運動も観測されたことである。また、作業中にオペレー

タが注視している対象では、注視回数が最も多いのがバケットであり、注視時間が

最も長いのもバケットであった。この実験により、掘削機オペレータの視覚情報獲

得に関する基礎データを得ることができたが、これはシミュレーション実験で得ら

れた結果であり、実際の場面における行動とどの程度一致しているか、といったシ

ミュレーションの妥当性については未だ明らかになっておらず、今後の課題である。

質　疑

Ｑ：バケットに注視しているのにも関わらず、その近くの人に気付かないのか。
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Ａ：わからない。非常に大きな機械では人がバケットに完全に隠れてしまうことも

　　あるが、街中では、そんなに大きなバケットのものは普通用いない。考えられ

　　る原因としては、人がいることはわかっているが、他の作業に気を取られてい

　　たのではないか。労災では、責任問題になってしまい、オペレーターが何を考

　　えていたかについての情報が手に入らないため、わからない。

Ｑ：経験年数の違いで事故が起きやすいことはあるのか。

Ａ：事故の発生率には2つのピークがある。初心者と10年くらいの経験者。厚生省

　　は10年くらいの人を対象として再教育をすることに3年くらい前から力を入れ

　　ている。

Ｑ：機械のモデルチェンジと相関はないのか。

Ａ：相関をとったことがない。

Ｑ：奥行き感覚と関係はないのか。人間が知覚していてもエスティメーションが間

　　違っていたのではないか。

Ａ：今回は奥行きは対象としていない。一般的に遠くから近く、近くから遠くへ視

　　点を切りかえるとき、遠くから近くの方が早く切りかわる。うちのシミュレー

　　タの場合でも、前方の4面に集中させると３Dにできる。本当にリアリティを

　　追求しすぎると違和感がある。奥行きや対象の動きを若干誇張した方がVRの画

　　面に入り込めるが、すべてにおいてそうかというとそうではない。人間の知覚

　　している現実世界は数字で表わせないところもあるのではないかと思う。

Ｑ：スキルを計測評価するのは、運転を間違えた人を対象とするのか。

Ａ：シミュレータの目的としては、一つは適性判断の材料として使われてきている

　　が、これからはこれは望ましい方向性ではなく、どうすれば改善していけるの

　　かという方向にしていきたい。シミュレータは測定機械ではなく、あくまでト

　　レーニングのツールのひとつ。

Ｑ：ワークロードが高い方が見逃し率が高い。ある意味では、ワークロードを評価

　　していると結果的に見ていいのか。

Ａ：なるべくそう考えたいところです。被験者のみなさんは操作自体は非常に慣れ

　　た方ばかりなので技量はほぼ同じレベルと考えているが、中には未習熟な操作

　　法で、実験にならないことがある。そういうデータは除いた。

Ｑ：ヒヤリハットの事例がたくさんあると思うが、シミュレータで実際に事故を体

　　験するということについてはどうか。

Ａ：そういった意味で考えているのが、転倒。うちのシミュレータの場合、シート
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　　ベルトをしていないと体が飛ぶくらいに左右15度くらい倒れ、画面も傾ける。

　　実際に起きる危険を擬似的に体験できる。ただ、非常に難しくて、実際に作業

　　者の人にやってください、と言うと、確かにどこが危ないか知っている。ただ、

　　あとで、現場ではやらない、と言う。彼らを連れてきて、どこが危ないか言っ

　　ても、所詮、研究者が危ないと思っていることなんて彼らは知っているところ

　　がある。むしろ教育ツールとするときは、そういう危険体験がシミュレーショ

　　ンでできるというのではなく、どういうリスクがあってどういう操作をしたら

　　どういう結果になるかシミュレーションでやってみよう、ということでの教材

　　になると思う。彼らは現場でKYをしっかりやっていて、問題点を指摘してくだ

　　さいと言うと、模範解答が並ぶ。毎日トレーニングしているので。ただ、彼ら

　　が本当に気をつけているかというとそうではない。実際の場面になったら、あ

　　れはあれ、これはこれということになる。確かに、事故を起こさないのはもち

　　ろんだが、事故を起こす手前での能力をどう磨くか、ベテランのその能力を磨

　　くのにシミュレーションを使うやり方もある。

Ｑ：研究のアプローチとして内在的アプローチと外在的アプローチがあると思うが、

　　研究者の立場で実際のオペレーションをやってみることは意味がないとは思え

　　ない。ある程度、自分でやってみるというのが、研究者としてインサイトを得

　　るというのがあると思うが、実際に自分でやってみることはないのか。

Ａ：最近ではある。自分は乗ったことはないのに、こういうところが危険であると

　　言うのは変だということで、教習所に行ったり講習にもぐり込んだり、ライセ

　　ンスも取った。実際に教習所や現場に行ったりして情報収集して面白いと思う

　　が、資格を取りにくる人の関心事はやはり修了証をもらうこと。逆に、現場で

　　は、研究所から来たというと、煙たがられることも多い。
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＜第４５回委員会＞

日時：平成１６年２月１８日（水）13:30-17:00

場所：社会技術研究システム 第一会議室

出席者：（敬称略）

　古田（東大）、篠田（サイクル機構）、長坂（慶応大）、鈴木（工学院大）、

　古田（東洋大）、河野（東電）、田中（電中研）、兼本（東芝）、氏田（エネ総研）、

　丸山（間組）、尾暮、菅野、木村（RISTEX）

議事：

１．講演

講演１：「原子力技術に対する世論形成モデルとシミュレーション」

　篠田佳彦氏（核燃料サイクル開発機構）

講演概要

　社会と科学技術の関わりを熟慮・熟知し、社会と関連した問題自体を明らかにす

るための1つの方法として、原子力技術のような科学技術導入に対する賛否の世論

形成・変容過程のシミュレーションを人工社会モデルによって試みている。

　このモデルは、対象科学技術の導入に対する賛否に対して目的や意思を持つ、も

しくは持つ可能性のある社会構成員（個人、集団、組織）をエージェントとして構

成されており、各エージェントの判断は意思決定ルールによってなされる。各エー

ジェントにはその状態を表す変数として、総合的意識度（リスク認知感を示す、い

くつかの要因が組み合わされて求められる）、社会的態度（総合的意識度が顕在化し

たもの）、許容範囲（他のエージェントの態度がどこまでなら許容できるか）が設定

されており、接触機会（他のエージェントと情報が交換されるかどうか）のルール

に則って他のエージェントと接触した際、意思決定ルールに従ってこれらの状態変

数が変化し、その総体として人工社会が形成される。

　現在、コミュニケーションやメディアの影響を情報伝達による刺激に対する反応

と捉え、個人差、状況差を考慮して、その影響力に関するモデル化を行っている。

メディアの効果は「関心」の増減によって表現されている。すなわち、メディアが

話題に取り上げることで各エージェントの「関心」が増大し、時が経つにつれて「関

心」が減少するというダイナミクスによって、メディアが各エージェント、そして、

その総体である人工社会にどのように影響を与えるかをシミュレーションする。そ

の結果、「関心」が増大した期間は、社会的態度が二極化し、「関心」の減少に伴っ

てその態度は中立へと戻ることが示された。さらに、メディアが偏った報道をして

いる場合を、「反対側の関心」のみを増減させるということによって表現した。その

結果、人工社会総体の社会的態度としては、「関心」が増大した期間に反対側に傾

き、「関心」の減少に伴ってその態度は中立へと戻ること、また、個々のエージェン
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トに着目すると、ランダムな因子によって、試行ごとに態度が異なるエージェント

が出現することが示された。

　本シミュレーションモデルは社会的な事象としての世論形成プロセスを再現し、

同時に理解することを目指すものであり、現在の結果はまだ発展途上のものである。

また、その最終目的は社会的な問題に対する分析や改善策の効果の予測であるが、

結果を実際の社会現象と比較・分析を試みていくとともに、システムの構築段階で

得られる知見を集積し、社会的な現象に対する理解を促進するための手段としても

期待される。

質　疑

Ｑ：人と人との相互作用はどのように決めているのか。

Ａ：情報を与える側は「積極度」によって相手にどのくらい強く情報を伝えるかを

　　決定し、情報を受け取る側は「影響力」によって与えられた情報にどのくらい

　　影響を受けるかを決定する。

Ｑ：シミュレーション結果からカオス的な挙動などが見られることはあるのか。

Ａ：カオス的かどうかは分からないが、同じ条件の試行によっても異なる挙動を示

　　すエージェントがあり、ある種の複雑性・予測不可能性は生じるようである。

Ｑ：自身の「態度」と近い者同士の接触によって自身の「態度」の「確信度」を上

　　げるとしているが、実際には「態度」ではなく、「意識」なのではないか。

Ａ：おそらく、実際の認知パターンとしてはその通りだと思う。しかし、本モデル

　　はまだ開発途中のものであり、現状では接触時の行動ルールとして「態度」を

　　基準にしたものを採用している。今後、実際の認知パターンをより調査して、

　　モデルに組み込んでいくことも考えている。

Ｑ：接触する／しない、のパターンはどのように決めているのか。

Ａ：1ステップですべてのエージェント同士の接触を考えている。ただし、接触が

　　成功するかどうかは「接触機会」のルールに従っており、そのステップにおい

　　てすべてのエージェントと接触が成功するわけではない。

Ｑ：急激な事件などはどのように表現するのか。また、事故のような事件では、メ

　　ディアから与えたれる情報が多くは負の情報であるが、これはどう表現するの

　　か。

Ａ：今回の報告でも示した通り、「関心」の励起によって表現できると考えている。

　　また、事故時には、「関心」を反対側のみに偏らせて励起することで表現できる

　　と考えている。
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講演２：「リスク・コミュニケーション支援システムに関する研究開発」

　長坂俊成氏（慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 助教授）

講演概要

　高レベル放射性廃棄物(HLRW)の地層処分に関する新しい意志決定手段として、リ

スクコミュニケーションを支援するための社会的プラットフォームを開発している。

従来はこのような社会的プラットフォームは国が公開するポータルサイトの形を

とっており、情報が一方通行であるという欠点があった。本研究では慶應義塾大学

が第三者の立場でサイトを運営して国は市民と同様に参加者の立場を取るように

なっている。

　サイトはクライアント･サーバ型のリスク･コミュニケーションシステムとなって

おり、システムはユーザー認証を行うCRM（利用者管理）モジュールの他に「意見

交換･集約サービス」、「情報検索サービス」、「問合わせサービス」、「多次元情報サー

ビス」のそれぞれを行うシステム群から構成される。「意見交換･集約サービス」は

電子会議室を基本とし、トピックごとのキーワード抽出機能、発話者ごとのキー

ワード抽出機能や発話の意味的なカテゴライズ機能などを有する。「情報検索サービ

ス」はサイト内に蓄えられた情報の検索を支援することによってデリバレーション

を促進するサービスである。「問合わせサービス」は電子メールによる問合せを適切

な回答者に自動的に振り分けるサービスである。「多次元情報サービス」は地理情報

システムの上で参加者が様々な情報の表現を行えるサービスである。これは例えば

電子会議室と連動させることにより、処分地と活断層との間の緩衝域の距離などの

議論を可能にする。このリスク･コミュニケーションシステムは参加者の自習の

フェーズと議論のフェーズの両方に利用することができる。

　このシステムの本研究で想定する利用モデルとしては、最初に議論を公開にして

不特定多数の市民による幅広い議論を行い、時期を見て参加者とテーマを限定して

非公開で深い議論を行い、新しい論点が提示された時点で再び公開で討論を行うと

いうサイクルを考えている。このモデルを参考に平成15年度に300人の市民による

リスクコミュニケーション実験を行った。大まかな流れとして、前半で参加者に自

己学習を行ってもらい、各自の意見交換をしてもらった上で、後半には専門家を交

えて個別の討論を行ってもらい、「まとめの文書」を作った。結果の公表は今年度中

を予定している。

　さらに本研究ではオントロジーの応用を進めている。これはリスク事象に関する

情報や知識の全体像を示し、また発言をこの知識体系に関連付けることを目的とす

る。オントロジー構築の方針としては専門家の体系化を採用するのではなく、市民

の理解を体系化し、そこに専門化の知識を関連付けるものとする。オントロジーを

利用することにより一元化したサービス環境が提供できることが期待される。

現在までにオントロジーブラウザとオントロジーエディタ、及び地層処分に関する

191概念からなるオントロジーが開発されている。オントロジーには「市民語」と



ヒューマン・マシン・システム部会報

20

呼ばれる非専門家の言葉遣いが入力されている。今後はKJ法などを利用して参加者

による協調的なオントロジー開発を行う予定である。

質　疑

Ｑ：実験にはどういう人が参加したのか？知識水準は？

Ａ：社会調査に使う消費者モニターのデータベースから公募をして、800人位の応

　　募から300人を抽出した。従って原子力一般に対する知識水準は高くない。

Ｑ：知識のある人だけの技術的な議論にならないか？

Ａ：指摘された点は確かに問題である。今回はファシリテーターが発言の少ない人

　　にも発言を促した。１％くらいがコアユーザーで、完全なROMの人（発言しな

　　い人）は段階的に辞退してもらったので、この結果がデリバレーションとして

　　一般的に議論できるかどうかは分からない。

Ｑ：現実的には立地地域などではパソコンが使えない人が多いのではないか？

Ａ：会議室にパソコンを持ち込んでコミュニケーションをとるなどの方法がある。

　　インターネットに依存する場合は国民的な会議の場としての価値があるのでは

　　ないか？

Ｑ：オントロジーは手作業で作成したのか？ノード数は？

Ａ：手作業である。ノード数は190強である。

Ｑ：（会議室の）スレッドの類似度による配置はどうやっているのか？

Ａ：スレッドの中の特徴的なキーワードを抽出して空間的配置を行っている。

Ｑ：参加者が協調的にオントロジーを構築するとあるが、意見が衝突した場合はど

　　うするのか？

Ａ：話し合いによる調整を行う。調整の仕方は最初に相談して決めておくべきであ

　　る。また、話し合うことがデリバレーションにつながると思う。

Ｑ：単一のオントロジーにまとめることを目指すのか？

Ａ：今回は共通的な単一の体系を作った。オントロジーのあり方はサービスのあり

　　方との兼ね合いで決めるべきである。テキストマイニングによる客観的な体系

　　化もありえる。

Ｑ：専門家のオントロジーと市民のオントロジーはどのように関連付けるのか？

Ａ：専門家の説明責任という観点から、市民のオントロジーをベースに専門家の概

　　念を配置するべきである。そのような割りきりが必要であろう。専門家しか
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　　持っていない知識を市民のオントロジーに導入することは、両者によるオント

　　ロジーの協調的な編集という過程で可能だろう。

Ｑ：要約エンジンも使用しているようだが、これはうまく動くのか？

Ａ：サービスの目的は質のよい要約を提供することではなく、読み手がスレッドの

　　内容をなんとなく把握できるようにすることである。完全な要約はできなくて

　　も、ないよりはいいと考える。ただし、要約の内容が偏らないように公正さを

　　保障することは重要である。
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国内開催のHMS関連国際会議

　2004月秋には、日本国内でプラントのヒューマンマシンシステムに関連する２

つの国際会議が開催される予定である。以下では、その２つの国際会議について

その情報を簡単に紹介する。会議の詳細は各Webサイトを参照されたい。

CSEPC2004

　開催日程：　2004年 11月 4日(木)、5日(金)

　開催場所：　東北大学（仙台市）

　Webサイト： http://www.qse.tohoku.ac.jp/csepc2004/

　CSEPC(Cognitive Systems Enginnering in Process Control)は、４年に一度、

アジアで開催される国際会議であり、その名の通り、プロセス制御における認知

工学を中心に関連するトピックを取り上げている。1996年には京都で、2000年に

は韓国の大田で開催され、今年は11月 4日、5日に仙台市の東北大学で開催され

る予定である。



ヒューマン・マシン・システム部会報

23

NUTHOS-6

　開催日程：　2004年 10月 4日(月)～ 8日(金)

　開催場所：　奈良県新公会堂（奈良市）

　Webサイト： http://www.nuthos6.org/

　NUTHOS-6(6th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal

Hydraulics, Operations and Safety)は、環太平洋諸国が中心となって1984年か

ら開催されている原子力の熱流動、運転、安全に関する国際会議である。最初の

うちは2年おきに開催されていたが、最近は不定期であり1997年に中国の北京で

開催されたのが最後である。今回は6回目の会議にあたり、10月 4～ 8日に奈良

県新公会堂で開催される予定である。
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編集後記

　ヒューマン・マシン・システム部会報第14号をお届けします。巻頭言での部会長

のお言葉にもありましたが、本部会の活動状況はあまり活発とは言えなくなってい

ると思います。今後、部会活性化活動の一環として、部会のWebページ等の広報活

動も充実させていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。

　　（ヒューマン・マシン・システム部会　広報担当幹事　下田　宏）
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（財）原子力発電技術機構
鈴木  勝男
牧野  眞臣
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㈱東芝
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兼本  茂
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吉村　貞紀
瀧澤　洋二
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楊　明
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大野　富生
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町田  祐三
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下桶  敬則
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野村  真澄
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大井  忠
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佐野  典秀
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山田  澄
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丹羽  康之
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三友  信夫
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劉　峭

大阪大学工学研究科
西嶋　茂宏
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金野  秀敏
古川  宏

東京大学
古田  一雄
清水　達哉
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澤田  哲生

東京電力㈱
藤家  美奈子
磯田  清
古濱  寛
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東芝ｱｲﾃｨｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱
畑  孝也

東芝システムテクノロジー㈱
小原  司

東芝ソリューション㈱
畑　孝也

東北大学
北村  正晴
高橋  信
八木　絵香
佐藤　寿

日本ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀ研究所㈲
黒田  勲

日本原子力研究所
小林  健介
田辺  文也
吉田  一雄
鈴土  知明
鍋島　邦彦
久語　輝彦

日本原子力発電㈱
長嶺  徹
市原  敦
徳永  克己

日本原燃㈱
下瀬　正信

富士電機㈱
渡辺  裕夫

未来エネルギー研究協会
若林  二郎

工学院大学
鈴木  穎二

高度情報科学技術研究機構
横林  正雄

松下電工㈱
小澤  尚久

神戸大学
長松  隆

日本放送協会青森放送局
菊地  卓司

Institutt for Energiteknikk
築城  諒

茨城大学
伊東　光博

会津大学
角山　茂章

㈱テクノバ
藤田　祐志

北海道電力㈱
三上　洋平

内閣府原子力委員会
近藤  駿介

科学技術振興機構
菅野　太郎

原子力安全基盤機構
木口　高志
加藤　正美

原子力安全・保安院
清水　康一

エネルギー総合工学研究所
氏田　博士

西原  英晃
黒田  義輝
須田　信英
鈴木  祥布
門田  一雄
田辺  章
鈴木　祥布

賛助機関

東京電力(株)
中部電力(株)
(財)電力中央研究所
(株)原子力安全システム研究所
(財)原子力発電技術機構
(株)ＢＷＲ運転訓練センタ
(株)東芝電力システム社
(株)日立製作所
三菱重工業(株)
核燃料サイクル開発機構
(財)発電設備技術検査協会
旭エンジニアリング(株)
東電環境エンジニアリング(株)

2004年2月26日現在

ヒューマン・マシン・システム部会　会員名簿（機関別）


