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Through the critical situations experienced at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, it became evident that 

plant personnel are the essential driving force toward resilience for mitigating the severe nuclear accident. In such situation, 

the key factors are skill and attitude of human operators who struggled sincerely against the accident. It is also evident that 

future nuclear safety needs to aim at Safety-Ⅱ which is a newly introduced notion of safety proposed in conjunction with 

resilience engineering. Safety-Ⅰ was defined as a condition where as little as possible went wrong, Safety-Ⅱ is defined as a 

condition where as much as possible goes wright. Among the four core capabilities (i.e. Learning, Responding, Monitoring, 

Anticipating) proposed in the framework of resilience engineering, the constituents of "Responding" is mainly studied in this 

paper. Four constituents such as Skill, Attitude, Health and Environment have been identified through in-depth reviewing of 

accident reports and reflection of one of the authors who served as a unit director of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. 
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1．緒   言 

東日本大震災を福島第一原子力発電所ユニット所長（5・6 号機）として現場で体験し，遵守を謳っていたマニ

ュアルが全く役に立たない想定外の状況の中，時間に追われ強いプレッシャーの下，所員の安全確保とプラント

の事故対応を並行して実施する状況に立つこととなった．現場では食料・睡眠不足と戦いながら限られたリソー

スでの対応という困難さに直面し，不確かな情報の中で臨機応変な対応が求められる状況であった． 

何も出来なければプラントは明らかにより危険な状況へとドリフトするため，消防車や電源車の燃料補給など，

状況を維持するだけでも多くの作業を必要とした．自分たちの行動だけがプラントの危険を緩和する手段であり，

自分たちの安全を守るのも自分たち自身であるという崖淵に立った． 

このような過酷事故下では，ベント，消防車による注水，電源復旧，仮設ポンプによる除熱など，現場で実施

された重要な行為は何一つ自動的に行われるものではなく，人の作業がその機能を確保する唯一の手段であった．

建物が次々と爆発し放射線量が一気に上昇するような環境の中で，人が自身を危険にさらしながらそこに留まり，

作業を実施することは容易なことではない． 

なぜ現場の人たちはそこに留まり事故と戦ったのか．現場作業が人により実施されていた以上，この問題を避

けるわけには行かず，これをある程度解明しておくことは次への備えとして重要な示唆を与えるものと考える． 
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本稿は，現場で事故の対応をする人たちの行動に着目し，近年提唱されており発展過程にあるレジリエンスエ

ンジニアリング手法を参照し，事故の中で行われた事例を分析するとともに，ここで抽出された要素をベースに，

より高度な安全性を追求しようと試みるものである． 

 

2.  レジリエンスエンジニアリングの必要性 

これまで，「安全性は望ましくない状況を起こす原因を除去することで改善される」，いわゆるリスク最小化

をベースに構築されてきた．事故事象等を想定しそれに至るリスクを洗い出し，これを除去することで安全は確

保されるとされ，深層防護も，主に設備の多重性や堅牢性を高めることで確保する考えに立ってきた．これは Erik 

Hollnagel らによれば第Ⅰ種安全と呼ばれている(1). 

その際，人は「システムの安全性を脅かす要素」と位置づけられ，ヒューマンエラーの防止に対する多くのア

プローチが採られてきた(2)． 

しかし，例えば 1 号機において，建屋内の放射線レベルが致命的に高くなる前の段階で，いずれ必要となると

予知して炉心への注水ラインを確保した，運転員の起点の利いた判断，作業があったことにより，最終的に原子

炉の冷却が確保できた事例(3)(4)が示すように，福島第一の現場で実践されたのは，「人は問題や逆境に苛まれても

成功（回復）を得るために努力する能力（レジリエンシー）を有する」ものであった．現場の作業員の存在と活

動が無ければさらに破局的な状況に至っていただろう，ということは容易に想像できるところである． 

また，今回のような過酷事故は避けるべきであっても，どんなに想像豊かに事象を考えても，やはりミクロな

「考え落とし」や「想定外」は避けられない，との立場に立って安全を構築することは，安全神話からの決別や，

テロへの対応など更なる安全性の向上を目指すうえで必要な立ち位置であると考える(5)． 

福島第一の現場で必要とされた「変化する状況の中で求められるパフォーマンスが出来るだけ高い水準に保た

れる状態を目指す」考え方は，レジリエンスエンジニアリングの言う第Ⅱ種安全として定義されている(1)． 

深層防護では，設備の堅牢性を高めることのみならず，この第Ⅱ種安全が達成できる人間工学的アプローチが

欠かせない． 

 

3.  レジリエンスエンジニアリングのコア能力と管理要素 

第Ⅰ種安全では，成功と失敗は異なる原因による（異種原因の仮説）ものであり，失敗の要因を取り除くこと

で安全性が高められるとされる． 

第Ⅱ種安全は，第Ⅰ種安全の延長線で，既にある程度高い安全が確保された状態に位置するものと考えるのが

妥当である．この領域では，行為は目的と選択の繰り返しで行われるもので，成功か失敗かは紙一重である，つ

まり成功と失敗の原因は等価である，という考えが特徴となってくるとされる（成功と失敗の等価性）(6)． 

従って，特にレジリエンス（弾性力）を高める観点からは，失敗要因のみならず，成功要因に注目して注意深

く分析することが重要であり，変動する環境の中でも能動的に安全を確保する（a Dynamic Non-Event）仕組みを

強化してゆくことが重要とされている(7)． 

レジリエンスエンジニアリングでは，4 つのコア能力が定義されている(7)． 

  Learning,   Responding,  Monitoring,  Anticipating 

このコア能力をつけるために，小松原は管理すべき要素として下記を提案している(8)． 

  Technical Skill, Non-technical Skill, Attitude, Mental and Physical Health 

一方，レジリエンスエンジニアリングの 4 つのコア能力の中で，上記管理要素の内 Skill,，Attitude は直接

Responding に結びつく要素であり，Health はこの 2 つの管理要素を支える役割を果たすもの（これが直接

Responding するものではない）と分類できる．特に，レジリエンスとしての Responding は，Skill を伴った Attitude

により得られるものと考えられる． 

また，4 つのコア能力のうち Learning は Skill を磨くために欠かせない行為であることはいうまでもない．

Learning は，Technical，Non-Technical Skill を問わず重要なコア能力として定義できる． 



 

福島第一での事故対応の経験から，Skill，Attitude に影響を及ぼすものとして，Health に加え，小松原が指摘

する Resilience Resource(食料，水，トイレ，通信手段やロジスティック等)のインフラ等や，明るさ，気温等と

言った環境居住性，放射線防護，耐震などの作業者の安全を確保する建物の堅牢性，職務に対する時間的・外的

圧力，などを総称して Environment（作業環境）を加える必要があると考える． 

これらをまとめると，レジリエンスエンジニアリング 4 つのコア能力と，管理すべき要素との関係性は下図の

ように表現することが出来る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4.  福島第一における事例分析 

 前章で述べた関係性をベースに，現場で実際に行われた行為の内，タンカーの緊急離岸(9)，5・6 号機原子炉建

屋のベントホール作業(10)に関し，現地での状況調査，関係者のインタビュー等による分析を行った． 

4・1  事例 1  タンカーの緊急離岸 

① 事故当日，5・6号機側のバースに重油タンカーが停泊しており，パイプラインを通じて給油を実施． 

② 関係者は作業前に TBM（Tool Box Meeting）を実施しており，その中で津波襲来時の手順を確認していた． 

③ 給油中に地震が発生．陸側の作業責任者（操船経験あり），作業員は津波を予測し，船長と相談．船長

は津波に備えてタンカーを港湾から避難させるため緊急離岸を判断．緊急離岸訓練は過去に実施してい

なかったが，緊急離岸手順は通常作業の延長上であり船員に力量は備わっていた． 

④ 緊急離岸を実施する上でオイルフェンスの撤去が課題．緊急性の観点からボートによる撤去を断念し，

現場はフェンスの切断を判断． 

⑤ これらの判断，行動によりタンカーは本格的な津波来襲前に港湾を脱出． 

⑥ 行動が遅れていたら，津波で流出した重油タンクのようにタンカーはプラントの復旧作業に大きな支障

をきたした虞があり，タンカーの緊急離岸成功はその後の事故の対応に大きく貢献している． 

4・2  事例 2  5・6号機原子炉建屋ベントホール 

① 1・3・4号機の建屋が爆発する中で，炉心冷却の最終ヒートシンクが確保できず，危機の迫る 5・6号機の

建屋にベントホールの工事を計画．屋上での作業は，爆発した建屋の状況が間近に見えるとともに，当

時原因不明の爆発を起こした 4 号機の不気味さも残る状況下での工事となる． 

② 東電建築グループは作業を大手ゼネコンに依頼．機材は入手できたものの，作業は安全確保困難を理由

に断られる． 

③ 社員が自ら作業をしようと，福島第一原子力発電所外にいた社員が現場に向かう途中，当時出入り管理

場所となっていた J ヴィレッジで，業務上長くお付き合いのある地元工務店の所長（現場からの避難途

中）と出会い，経緯を説明．所長は作業を自主的に引き受ける． 

Responding；事象への対処 

Learning；過去の経験からの学習 

Anticipating；脅威と好機の予見 

Monitoring；事象進行のモニタリング 

 

Technical Skill；技術的なスキル，知識 

Non-technical Skill；CRM スキルなど 

Attitude；変動に前向きに挑む態度，使命感 

Environment；リソース，居住性，業務圧力等の 

作業環境 

Mental and Physical Health；心と体の健康 

 
図１ レジリエンスエンジニアリング  

コア能力と管理すべき要素の関係 

 



 

④ 所長は，“ここで作業をしなかったら，一生発電所に入る資格がなくなる”との想い．これまでの信頼

関係を大切にした業務を超えた判断． 

⑤ 所長と社員はともに作業現場へ向かう．現場の線量が高い中，ベントホール穿孔作業を実施．最後穴を

貫通させる場面では，4 号機のように爆発することも頭を過ぎったが，チームワークで作業を完遂． 

⑥ この作業が実施できたことで，水素爆発を回避できる見込みが立ち，5・6号機の事故対応に大きな時間

的余裕がもたらされた．安全確保はもとより 5・6号機の冷温停止に向けた戦略の中で大きな意味を持つ． 

 

5.  事例からの考察及び提言 

これらの事例は，「リスクの除去」を行う第Ⅰ種安全では達成が困難で，より積極的に回復動作を行う第Ⅱ種

安全のアプローチが必要であることを物語っている． 

事例 1 では，成功の重要な鍵は Skill にあり，緊急時の Technical Skill は平時のものがそのまま活かされている．

また，危険予知能力に優れ，手順の確認,リソース確保，指揮命令，優先順位付けとそれに沿った実行，リーダー

シップといった Non-Technical Skill も十分に発揮されている．さらに，緊急事態の発生を予測し，それに備える

対応へと速やかに切り替えがされているところに，失敗感度の高さを感じさせる部分が出ている．加えて，緊急

時の対応に関しては，お互いに良く知合ったメンバー間でのチームワーク，団結して事に当たる姿勢（Attitude;

ここでは一体感、信頼感）が発揮されている． 

事例 2 は，セレンディピティ（Serendipity;幸福な偶然）(11)を思わせる部分があるが，これを活かし実作業に結

びつく部分での Attitude が際立っている．当時 5・6 号機は炉水位は確保できていたが，4 号機が原因不明の爆発

を起こしており，予知できない危険な状況下で作業を買って出る作業員の存在は，その場で急遽出現するもので

はなく，平時から公私に亘る人間関係を通じた信頼感，一体感，使命感であったと考えるのが妥当である． 

上記事例分析からも，緊急時での対応は図 1 に示した構造図のとおり，Skill が伴った Attitude により Responding

が生れており，危機的状況を乗り越える回復力（レジリエンス）が生れるものと考えられる．したがって，レジ

リエントな Responding であるためには，この両要素に着目した施策を実施する必要がある． 

まず Skill であるが，原子力の現場業務は極めて複雑であり，内容によりどのような実務能力を必要とするかは

異なってくる．したがって，緊急時に必要な実務的 Skill を持っているリソースをどのように確保するのか（組織

メモリー；Transactive Memory(12)の活用)が課題になる(13)． 

組織メモリーを活用する方法としては，組織学習が有効であるが，予めスキルを所有するリソースの所在を確

認しておき，緊急時に参集できるスタイルとする方法(14)，電力社員自らが緊急時発生直後の対応能力を身につけ

る方法(15)などが考えられるが，テロの想定も含めると作業範囲が広くなり，併用する必要があろう． 

また，Attitude については，これまで福島事故の教訓として具体的に取り上げられた例は見当たらないが，別稿

でも述べる通り使命感や誇り，一体感等の意識を高めてゆく必要がある．現地で発揮された一体感を示す事例と

しては，他にも“東電社員がみんなで何とか発電所を守るために一生懸命対応している姿を見て，「私は帰れな

い」と泣いて残ってくれた”等の事例が紹介(16)されている．これらが示すことは，このような Attitude は平時か

ら関係者の信頼感，一体感が醸成されてきた結果として現れているもので，即効性が期待できるものではなく，

長期間の取り組みが必要なものであることである． 

意識を高める一つの方策として考えられるのは，実業務の中で培われる Attitude を訓練を通じて醸成する方法

である．航空業界で実績のある Non-Technical Skill の向上方策として注目されている CRM（Crew Resource 

Management）訓練により，原子力分野においても Attitude(ここでは主に安全姿勢・意識) を高める取り組みが報

告されている(17)．これらはAttitude に対する特別な方策を採ることなしに，Skill を高める中でこれを達成しよう

とする試みであり，良好な Responding を得る上で極めて有効なアプローチであると考えられる．現在，原燃輸送

では輸送船の緊急離岸訓練を定期的に実施しているが，関係者全員参加の元でこういった訓練を継続することで，

関係者間の信頼感，一体感醸成に寄与するものと期待している． 

また，JR 西日本の福知山線事故を受け，国土交通省はヒューマンエラー事故防止対策検討委員会を設置し，対

策のとりまとめを行っているが，その中にも「自らの職業に自尊心を持つことが出来るようにすること」を教育・

研修の理念と捕らえ，従業員の自主性を尊重した教育・訓練・研修プロセスの確立を指摘している．また，事故

を起こせばどういうことになるのか，というイメージを強く持つための“「事故」体験の共有”をこの理念の具



 

体化方策として打ち出している(18)．運輸業界では事故の実物を使用して安全の尊さを学ぶ取り組みが研修項目の

一環として行われている(19)．福島第一原子力発電所は，今後廃炉に向け種々の取り組みが行われることになるが，

原子力関係者の安全意識を高める場として，事故を「語る」物品の保存・展示，現場での体験や，事故体験者と

の交流などを計画してゆくことは重要であろう． 

 

6.  結   語 

 福島事故を体験し，人間に対するレジリエンシーを高める必要性を痛感し，更なる安全確保の考え方として第

Ⅰ種安全から第Ⅱ種安全への取り組みの必要性を提言する．また，レジリエンスエンジニアリングの手法を参照

して現場での事例分析を行うことで，コア能力の Responding の構造について考察を行った．その結果，Responding

に直接影響を及ぼしている Skill と Attitude の改善方策について，他業種での取り組みも踏まえて提案を行った． 

終わりに 

福島事故によりいまだに多くの方々が避難生活を送られており，地域をはじめ皆様にご迷惑，ご心配をおかけ

していることに関し，心よりお詫びを申し上げたい．あわせて，過酷な状況下において事故対応に当たっていた

だいた多くの方々の支援に感謝申し上げるとともに，不幸にして命を落とした 2 名の同僚，ならびに当時陣頭指

揮を執った故吉田昌郎所長に哀悼の意を表する． 
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