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安全確保のためのコミュニケーションシステムの開発に関する研究 

原子力安全Ⅱ研究グループ中間報告書(案) 
 

日本原子力研究所社会技術システム安全研究特別チーム 
田辺 文也 

 
1. 研究の必要性と目標 
 情報技術、流通・生産システムの急速な進歩・変化を背景に、我々を取り巻く社会技術

システムは大きく変容を遂げつつある。社会を構成する諸システムは互いに関わりを深め、

たとえ単一のシステムで発生する事象でも、比較的安定した伝統的な社会技術システムに

は、見られなかった社会的な拡がり速さで影響を及ぼし、その影響の様相も一変している。

こうした変化に対処するために、新たな視点にたった研究が求められている。「社会技術の

研究開発の進め方に関する研究会」報告では、「システムの設計も、人間や組織をその一部

として内生化して扱」い、「俯瞰的な視点」のもとに、「自然科学と人文・社会科学の複数

領域の知見を統合して」現実の社会問題の解決に貢献する研究、社会技術研究の必要が強

調されている。 
 現代社会を支える基盤的な技術システム、とりわけ原子力施設に見られるように潜在的

に大きな災害をもたらしうる巨大・複雑システムに対しては、更に、高度な安全の確保が

求められている。こうした巨大・複雑システムの安全確保は、これまでも深層防護の思想1に

基づき、さまざまな事故シナリオを想定するなどして、安全システムを構成する機器機能

に冗長性、多様性を組み込む設計、運転・手順、規制・ルールの強化などを通じた運転・

運用の管理を重点として行なわれてきた。しかしながら、こうした安全確保戦略において

は、想定したシナリオが全ての状況を網羅することが不可能であること、自動システム導

入に伴う運転・操作者のシステム理解の契機の喪失など、当該システムの設計において想

定していない深刻な悪影響をもつ隠れたシステム機能、即ち負の副次効果の発現など安全

確保上の問題点も指摘されている。更に、技術システムの急速な変化、規制緩和などを背

景とする競争の激化のもと、安全問題に係わる二律背反的矛盾、即ち高度な安全確保の要

請と効率化の要請との間の矛盾、規制・規則の強化の要請と競争的環境における創意的行

動の要請との間の矛盾および監督・監視の強化と当事者の志気向上の必要との間の矛盾等

の拡大とその克服の必要が指摘されてきた。こうした負の副次的効果の克服と二律背反的

矛盾の克服は現代の社会が抱える様々な問題の解決を図ろうとした場合に直面する、共通

した困難であり、これらに対する克服方策を明確にするとともに具体化することは、現代

の重要な課題である。まさに、俯瞰的立場にたった社会技術研究の実施が求められてゆえ

                                                  
1 異常発生の防止、事故への進展の防止、事故時の影響緩和という３つのレベルの多層的な
安全確保対策を設計、建設、運転、保守の各段階で採るという考え方。 
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んである。 
 その課題解決の方向としては、直接システムの運転・操作を行なう作業実施者のレベル

はもとより、法的規制など安全確保の前提となる社会制度や経営・マネージメントに関わ

る組織、直接的損害を被る可能性をもつ地域コミュニティなど、さまざまな社会的階層レ

ベルにまたがる意思決定当事者が正確に状況を把握して的確な判断を行えるようにするこ

とが肝要である。そのためにはそれぞれのレベルの意思決定当事者が技術システムを律す

る諸制約、とりわけ安全な運転・運用が許容される限界とその背後にある意味・構造を正

確に理解・把握することが必要である。その実現においては、これらの情報を、互いに共

有・コミュニケートすることが鍵と考える。即ち、こうした大規模複雑システムの安全確

保に関わる技術的枠組みとして、技術システムの設計、運転・操作、組織の管理・運営、

更には一般社会・公衆といったさまざまな階層レベルにおける当事者及び階層間で、当該

技術システムを律する諸制約、特に安全な運転・運用が許容される限界とその背後にある

意味・構造を互いに共有・コミュニケートすることを可能にする情報システム（コミュニ

ケーションシステム）の構築、提供が必要である。 
 本研究では、技術システムの設計者と運転・操作実施者の間のコミュニケーションを支

援する観点からプラントの安全運転・操作のためのコミュニケーションシステムを、運転・

操作実施者と組織管理・運営主体の間のコミュニケーションを支援する観点から組織にお

ける管理・運営主体の意思決定支援のためのコミュニケーションシステムを、組織・管理

運営主体と地域コミュニティ住民との間のコミュニケーションを支援する観点から地域防

災のためのコミュニケーションシステム、の三つを対象として取り上げ、概念上の課題の

検討、それに基づく設計と評価を実施する。これら３つの課題が対象とする領域は、夫々

固有の特性を有するものであるが、いずれの領域においても深い意味・構造の伝播を可能

にするコミュニケート（情報伝達）手段の創出が重要であるとともに、これらを総合的に

実現することこそが巨大複雑な社会技術システムの安全確保に向けて必要な試みである。

以下に、具体的な研究課題と各々の目標を掲げる； 
 
（１）プラント安全運転・操作のためのコミュニケーションシステム 
 原子力施設などプラントの運転・操作においては、プラントの設計時に考慮された設計

意図、安全規則・基準に内包されている意味・構造、更には組織・管理運営主体の効率的

かつ安全なプラントの運用を図るための意図が、運転・操作当事者に的確かつ正確にコミ

ュニケートされることが重要である。こうしたコミュニケート手段として、中央操作盤な

どからなるヒューマンマシンインタフェース（以下、「HMI」と略す）、教育・訓練、運転
手順が用いられている。これまで、HMI としては、単一のセンサー情報を単一のインディ
ケータで表示するいわゆる SSSI(Single Sensor Single Indicator)をベースとする方式を、
教育・訓練としては、操作スキル獲得を重視した方式を、運転手順については、ステップ・

バイ・ステップ動作型の方式を、夫々、採用してきた。こうした従来型の方式は、大規模
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複雑システムの運転・操作にあたってこれを規定する諸「意図」のコミュニケート手段と

して限界を持つとの観点から、これに替え、諸「意図」の前提となる技術システムを律す

る諸制約、とりわけ安全な運転・運用が許容される限界とその背後にある意味・構造を明

示的にコミュニケートする手段を我々は提案する。即ち、HMI については、Ecological 
Interface Design(EID)概念に基づく機能・境界重視型を、教育・訓練には、機能・理論教
育重視型を、運転手順に対しては、タスクゴール重視型からなる新たなコミュニケーショ

ン方式の構築である。EID概念は、認知システム工学を提唱する J.Rasmussen教授等によ
って提案されたインタフェース構築概念であり、原子力発電所、化学プラントなどのプロ

セスプラント制御あるいは航空機制御など、様々な技術システムへの適用研究が進められ

ている。本概念は、自然環境において人間が環境から意味情報を取得する形態・能力を議

論する生態学的心理学（Ecological Psychology）と対を成すものとして「生態学的」なる
用語を用い、人類が歴史的に獲得してきた（自然）環境中から意味情報を取得する能力を

人工物においても実現することを目指す。EID 概念では、これを実現するために、人工物
の持つ機能的構造（手段―目的階層の全て）を可視化すること、スキルベース、ルールベ

ース、ノレッジベースの３つの認知制御レベルの全てを支援することの重要性を指摘して

いる。本研究で、我々が目指す、技術システムの背後にある意味・構造の伝播を可能にす

るコミュニケート（情報伝達）手段の実現において最も有力な概念として、これを採用し、

原子炉システムの運転・操作インタフェース上への実装可能性を探ることにより、先に述

べた二律背反的矛盾の克服を図ろうとするものである。 
 本研究では、この考え方に基づき、大規模複雑システムのうち原子力施設に注目し、運

転員等の作業従事者がシステムの機能的構造の深い理解に基づいて、システム状態を正確

に把握して状況に即した的確な対処を可能とするヒューマンワークインタフェース（ヒュ

ーマンマシンインタフェース、操作手順、教育・訓練方式）のプロトタイプを原子炉シミ

ュレータ上に開発・実装し、その有効性を実験的に検証･評価する。 
研究目標：  
・統合的ヒューマンワークインタフェース（ヒューマンマシンインタフェース、操作手順、

教育・訓練方式）の概念的フレームワークの構築 
・統合的ヒューマンワークインタフェースのプロトタイプ構築 
・統合的ヒューマンワークインタフェースの設計方法論の確立（設計ガイドライン作成） 
 
（２）複雑システムにおける管理・運営主体の意思決定支援のためのコミュニケーション 

システム 
 大規模複雑な技術システムの安全確保にあたっては、運転員等現場の作業従事者が正確

かつ的確な状況理解を行うことに加え、システムの管理・運営主体（組織）においても、

状況の正確かつ的確な把握とそれに基づく意思決定が求められる。本研究課題は、複雑シ

ステムの安全確保に関わり、運転・操作あるいは現場作業を直接的、間接的に規定するこ
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とになる組織の経営、管理、運営主体におけるコミュニケーションの実態を把握し、安全

の確保にかかわり、組織を構成する各層の意思決定の支援概念を明確にすることにより、

望ましいコミュニケーションシステム概念を提供しようとするものである。 
 組織内コミュニケーションの実態を把握するうえで、実際の事故発生をもたらした状況

の詳細な分析が有効である。JCO 臨界事故事例を中心に、事故の発生経緯の詳細な分析等
に基づき、管理・運営を構成する当事者間、並びに管理・運営当事者と現場作業者間のコ

ミュニケーションメカニズムの実態を調査･把握し、安全確保の観点から、その問題点、並

びにそれを規定する諸制約の明確化を図り、管理・運営レベルの意思決定支援に必要なコ

ミュニケーションシステムの概念を構築する。 
研究目標： 
・原子力施設に代表される大規模複雑システムについて管理・運営当事者間、並びに管理・

運営主体と現場従事者（運転員・作業者等）との情報伝達形態の現状の把握 
・適切なコミュニケーションを阻害する諸制約・要因の明確化 
・適切なコミュニケーションシステムの概念の構築 
 
（３） 地域防災のためのコミュニケーションシステム 
 大規模複雑な技術システムの安全確保にあたっては、技術システムでの事故の発生の防

止はもとより、万一の事故発生にあたっては、周辺住民の避難などを含め、その影響を緩

和する適切な諸処置をとることが求められる。こうした緩和処置が有効に機能するための

重要な要素として、公衆とりわけ地域社会（住民）自身が、事故の発生と事態の推移につ

いて的確・適切な情報を取得し、適切に意思決定できるよう支援するコミュニケーション

システムが必要である。そのため、適切な意思決定を行ううえで必要な情報内容を分析・

同定し、これを理解しやすい形態でビジュアライズするとともに、効率的かつ効果的な情

報伝達方式を開発・構築する。情報伝達方式の開発・構築にあたっては、日常的な一般メ

ディア並びに地域における情報の伝達・取得形態の理解に基づき、これと整合する形式で

の広域情報伝達システムのあり方を明確にする。 
研究目標： 
・JCO 臨界事故において周辺住民が事故に関わり取得した事故関連情報について、その伝
達形態、経路等について、過去に実施されたフィールドスタディなどを精査するなどし

て、広報システムの具体的課題を社会技術的観点から明確にする。 
・広報システムの概念設計、並びにプロトタイプを作成し、その有効性について評価実験

を実施する。 
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２．年次計画 
          年度 
   研究課題 
 
・プラント安全運転･操作のための 
 コミュニケーションシステム    

 
・管理･運営主体の意思決定支援の 
 ためのコミュニケーションシステム 
 
・地域防災のためのコミュニケー   

 ションシステム 

 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  
 
 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

構築 

 
 
 
 
 
 

15 
  
 
評価実験 

 

 
 

 
 
 

16 
 
     

 
 
 
 
 

 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

構築 

17 
   

 

 
 
 

概念構築 

 
 
評価実験 

 
３．研究体制 
 本研究グループは、１３、１４年度においては、認知システム工学並びに原子炉安全工

学の専門家など４名を常勤研究者とし、心理学、人間工学、労働安全、原子力工学の専門

家等４名を非常勤のメンバーとし研究を進めた。１５年度以降については、原研に設置さ

れた社会技術システム安全研究特別チームにおいて、原研内の他部門の専門家の協力を得

るとともに、社会技術研究システムとの連携・協力関係を保ちながら、継続的に研究を実

施している。 
 
（ 氏 名 ）（ 所属・職位 ）（ 専門分野 ）（ 常勤又は非常勤 ）（ 分担 ） 
平成１３～１４年度 
 田辺文也 日本原子力研究所・研究主幹 認知ｼｽﾃﾑ工学  常勤  研究統括・全般 
 海保博之 筑波大学・教授       教育心理学   非常勤 全般 
 堀野定雄 神奈川大学・助教授     人間工学      非常勤 全般 
 飯田裕康 労働科学研究所・部長    労働安全    非常勤 全般 
 門田一雄               原子炉工学   非常勤 組織 
 横林正雄 日本原子力研究所・主任研究員 原子炉工学  常勤   運転操作 
 山口勇吉 日本原子力研究所・課長   原子炉安全工学 常勤   運転操作 防災 
 大塚 勉 社会技術研究システム研究員 人間工学     常勤   組織 
 
平成１５年度 
 田辺文也 日本原子力研究所・研究主幹 認知ｼｽﾃﾑ工学  常勤* 研究統括・全般 
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 山口勇吉 日本原子力研究所・課長   原子炉安全工学 常勤* 運転操作 防災 
    * 社会技術研究システムと兼職 
（研究協力者） 
 横林正雄（原研）（平成１５年９月まで） 
 海保博之 筑波大学・教授       教育心理学   非常勤 全般 
 堀野定雄 神奈川大学・助教授     人間工学      非常勤 全般 
 門田一雄               原子炉工学   非常勤 組織 
 
４．予想される成果と進捗状況および自己評価 
 
 本研究では、原子力施設という技術システムについて、その安全を確保するうえでシス

テムの設計、運転・操作、組織における管理運営、更には一般社会・公衆といったさまざ

まな階層における当事者および階層間で技術システムを律する諸制約、とりわけ安全な運

転・運用が許容される限界とその背後にある意味・構造を互いに共有・コミュニケートす

ることが鍵であるとの観点から、これを実現するコミュニケーションシステムのプロトタ

イプの構築並びにその有効性評価を射程に研究を進めてきた。こうしたコミュニケーショ

ンシステムは、原子力施設のみならず大規模複雑システムの安全を支える社会技術の重要

な構成要素であり、その実装可能性、並びに有効性を明確にすることは、現代の重要な課

題であると考えられる。こうした視点に照らして、１．で述べた３つの課題毎に、進捗状

況並びに予想される成果について記述する。尚、達成度は 17年度末までの 5ヵ年の最終目
標と対比して自己評価したものである。 
 
（１）プラント安全運転・操作のためのコミュニケーションシステム（達成度：８０％） 
 従来型の方式に替えて、安全な運転・運用が許容される限界とその背後にある意味・構

造を明示的にコミュニケートする手段を我々は提案する。即ち、HMIについては、Ecological 
Interface Design(EID)概念に基づく機能・境界重視型を、教育・訓練には、機能・理論教
育重視型を、運転手順に対しては、タスクゴール重視型からなる新たなコミュニケーショ

ン方式の構築である。  
 これまでに、コミュニケーション方式の実装可能性、有効性の評価に向け、フルスコー

プ原子炉シミュレータ（原子力船動力用小型原子炉（PWR型）システムを模擬）上に上記
EID概念に基づく HMIを実装した模擬制御室環境を新たに構築するとともに、この環境下
で、この原子炉等の運転・操作経験を持つ専門家（４クルー：８名）による模擬運転操作

実験（延べ、約１２０時間にわたる運転操作データを取得）を実施し、その有効性評価に

向けた実験データを取得した。加えて、実験データの分析の効率化を図るため、運転操作

実験時に取得されたシミュレータログ、運転操作ログ、並びに運転操作状況を記録したビ

デオ情報から、運転操作状況をパソコン上で、ほぼ完全に再現可能とする「運転操作状況



 7

再現ツール」を開発し、このうえで実験データの分析を継続的に実施している。 
 これまでの分析作業などを通じて、中間的な結果として、以下の知見が得られている； 

- 従来型の運転操作環境下で運転操作経験を積んだ運転操作者においても、新規の

EID概念に基づく HMIを有効に活用することが可能 
- 新規の EID概念に基づく HMIの活用スタイルあるいはそれへの適応は、使用する
運転・手順並びに過去の教育・訓練の形態に強く依存。特に、運転・手順は、新規

の HMIに即した形式での再構成が必要 
- 運転操作経験の浅い運転・操作者においては、EID 概念に基づく HMI を通じたシ
ステムの理解が促進される傾向が見られ、この形式の HMI を用いた教育・訓練の
有効性を示唆 

- 「運転操作状況再現ツール」が実験データの分析用ツールとしての機能に加え、教

育・訓練の有効な手段として活用可能 
 EID 概念を原子力プラントといった巨大・複雑システムにおいて、シミュレータ上とい
えども、具体的に実装し、その評価実験を試みているのは過去に例が無く、本研究が、こ

うした概念の実際の原子炉システムへの EID 概念に基づく HMI の実装可能性並びにその
有効性を示すうえで、重要な役割を果たしつつあると考える。事実、仏電力公社（EDF）
並びに OECD ハルデン原子炉国際共同プロジェクトにより、本概念に基づく HMI 構築に
関わり、具体的な研究協力の進め方について議論が進められるなど国際的な拡がりをもっ

た研究への展開を見せている。また、実炉への直接的な適用とは別に、運転・操作者の教

育・訓練にあたって、今回構築した EID 概念に基づく HMI が原子炉システムの理解を促
進するという観点から有効であり、教育・訓練用システムとして、原子力施設の安全確保

に対する寄与は大きい。日本原子力研究所国際原子力総合技術センターにおける国内外の

人材育成のための教育研修で、今回構築した HMI、運転操作環境を活用する計画である。 
 
（２）複雑システムにおける管理・運営主体の意思決定支援のためのコミュニケーション  
  システム（達成度：４０％） 
 本研究課題は、複雑システムの安全確保に関わり、運転・操作あるいは現場作業を直接

的、間接的に規定することになる組織の経営、管理、運営主体におけるコミュニケーショ

ンの実態を把握し、安全の確保にかかわり、組織を構成する各層の意思決定の支援概念を

明確にすることにより、望ましいコミュニケーションシステム概念を提供しようとするも

のである。 
こうした組織内コミュニケーションの実態を把握し、現代の複雑システムの特性を明ら

かにするうえで、実際の事故発生をもたらした状況の詳細な分析が有効であるとの観点か

ら、１９９９年に発生した JCO臨界事故について、これまでに公表されている、各種規定・
規則、操業記録など諸資料を独自に精査・分析するなどして検討を進めるとともに、その

成果を基に日本原子力学会 JCO事故調査委員会の調査・検討に参加・貢献することなどに
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より、広く社会への発信を図っている。以下に、これまでの分析作業を通じて明らかにな

った JCOにおける組織内コミュニケーションの実態とその問題点について、事故の発生に
つながった溶液製造均一化工程を中心に要約する。 
 JCOにおいては、「保安規定」が策定され、規制当局の認可の後、一連の工程を遂行する
うえで安全確保上、最も重要な諸要件を規定した2。これに基づき、この工程の臨界安全管

理については、下部規定として「臨界管理基準」が作成された。ここでは、工程の全てに

わたって、臨界状態の発生を防止するため、質量制限、形状制限、濃度制限のいずれかの

管理方法を取ることが明記され、ウラン溶液製造に係わる諸装置の構成、構造などシステ

ムの設計・構築あるいは溶液製造に係わる諸作業は、この制約下で行われることになった。

この「保安規定（並びに臨界管理基準）」に基づき、「作業手順書」さらには具体的な作業

内容に対応した「作業指示書（プロセスパラメータシート並びに臨界管理リリース）」が作

成され、具体的な現場作業は、主に、この「作業指示書」の記載に従い実施されている。 
 作業遂行時に、現場作業者が直接意識する情報は、現場に配置されている諸装置の配置、

構造などといった物理的なシステム構成と、溶液の濃度、ウラン質量といった製品製造上、

直接、必要な情報を記載した「作業指示書」に限定されていた。「保安規定（並びに臨界管

理基準）」において記述されている臨界発生の危険、さらにはこの発生を防ぐための質量制

限、形状制限、濃度制限といった安全確保上重要な諸情報は、物理的な機器の構成・配置

と「作業手順書」あるいは「作業指示書」の記載のなかに組み込まれ、実効的には、作業

を進めるうえで必要十分とされる「切り取られた」情報のみが作業者にコミュニケートさ

れていた。こうしたコミュニケート方式は、作業者に対して煩雑な判断、作業を不要にす

る。一般に、このコミュニケート方式は、作業者の認知的負荷を低減し、それによる作業

の効率化を図る意味で有効な側面を持つものといえる。こうして、安全確保上重要な諸情

報は、「保安規定（並びに臨界管理基準）」－＞「運転手順書」－＞「作業指示書」という

かたちで、現場作業に直接的に関係を持つものに「切り取られ」、形式的かつ固定化し、日

常的な組織内でのコミュニケーションにおいては、「保安規定（並びに臨界管理基準）」に

盛り込まれた安全確保上重要な諸原則、諸制約が意識されることはなくなったのである。

こうした状況に於いては、安全を確保、担保する方策は、唯一、「作業指示書」、たかだか

「作業手順書」といった下位規定の厳格な履行、遵守ということになってしまう。 
 「保安規定（並びに臨界管理基準）」上の諸規定が組織内コミュニケーションのなかで、

明示的に、意識される機会はあった。これは、作業工程の組み換えなど変更の必要が発生

した場面である。一般に、新たに考案された工程、それに対応する物理的なシステム構成

の変更は、上位の「保安規定（臨界管理規定）」に記述された安全確保上の要件に照らして

                                                  
2 硝酸ウラン溶液製造における再溶解工程、混合均一化工程が「保安規定」並びにその下部
規定である「臨界管理基準」で明示的に記述されていないこと、形状管理されている装置

に対しても質量管理の制限が認可条件として課せられていることなどが、明示的に記述さ

れていないことなどの問題点も明らかにした。 
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技術的な検討が加えられることになる。技術的な検討は、安全確保上重要な情報が、組織

の各階層で意識される重要な契機を提供する。事実、JCO においても、臨界事故発生に直
接係わる作業、即ちウラン溶液の均一化作業に際して、事故発生時を含めて４回に亘る変

更が行われ、事故発生時を除いて、その都度、技術的な検討が加えられ、臨界発生を防止

するための方策が吟味され実現されている。しかし、ここで議論された「保安規定（並び

に臨界管理基準）」に基づく安全確保に関わる諸原則の具体化は、再び、新たな「切り取ら

れた」情報と日常的な定型作業を生み出すに止まり、組織を構成する各階層において安全

確保上重要な情報としてコミュニケート、共有されることは無かった。 
臨界事故の発生は、作業負荷の低減、ウラン溶液製造の効率的な遂行を意図して現場作

業者レベルで独自に考案された作業工程の組み換え・変更を、安全上の諸制約を意識する

ことなく実行したものである。こうした行為の背景として、安全を確保するうえでの組織

内コミュニケーションの脆弱さが指摘される。即ち、当該技術システムを律する諸制約、

とりわけ安全な運転・運用が許容される限界とその背後にある意味・構造を組織の構成員

間でコミュニケートすることに失敗したということであり、組織内コミュニケーションに

おいても、EID概念にもとづくアプローチの必要性を示唆している。 
上記した JCO臨界事故の原因分析を通じて実施した組織内コミュニケーションの分析は、
事故分析の新たな視点を提供するものである。それにとどまらず、ここで明らかにした組

織内コミュニケーションの脆弱さは、JCO に限られた特殊なものではなく、現代の複雑シ
ステムが共通して潜在的な特性として有するものと見ることができる。従って、本研究課

題で明らかにされた組織内コミュニケーションの問題点の更なる明確化により、今後、こ

れを克服するうえでの安全上重要な情報が組織を構成する各階層間でコミュニケート・共

有可能とするシステム概念構築のための重要な知見を得ることができたと考える。 
 
（３）地域防災のためのコミュニケーションシステム（達成度：１０％） 
 上記二つの研究課題において、運転・操作、組織におけるコミュニケーションシステム

についての研究の進展、現状について述べた。複雑・巨大な技術システムの安全確保にあ

たって、もうひとつの重要な課題、即ち一般社会・公衆に対して、技術システムの状況を

いかに効果的にコミュニケート（情報伝達）するか、とりわけ事故の発生など直接的に施

設周辺の住民に影響を及ぼす事態に直面した状況において、いかに的確に情報を伝達する

かという課題は避けて通ることはできない。 
 JCO 臨界事故の発生は、原子力施設の事故で周辺住民に対して避難もしくは屋内退避を
必要とするわが国がこれまで経験したことのない重大な事態を引き起こした。この事故の

教訓として、臨界事故調査委員会は、原子力防災上の組織的な不備、事故情報の適切な管

理などの諸課題を指摘している。このなかで、「一般公衆に対し、正確で、かつ、わかり易

い情報がタイムリーに提供されなければならない」とし、「今後事故時の住民行動や広報の

実態を検証し、住民に対する防護措置のあり方について更に検討を行うことが必要」とし
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た。更に、「事故の際には事故そのものの情報だけでなく、原子力や放射線に関する基礎的

な情報も発信することの重要」性を指摘している。我々、研究グループは、この JCO事故
が、住民が的確な意思決定を行ううえで必要な情報、並びにその伝達方式について貴重な

教訓を与えるものとの観点から、事故時の情報伝達の実態を把握するとともに、施設周辺

の一般公衆に対するコミュニケーションシステムのプロトタイプの開発を目指す。 
この観点から、JCO 臨界事故に際して、周辺住民が事故に関わり取得した事故関連情報
について、その伝達形態、経路等について、過去に実施されたフィールドスタディなど既

に公表されている資料を中心に検討を進めるとともに、広域情報伝達システムのプロトタ

イプ構築に必要なサーバー用計算機を導入・整備した。 
これまでの検討のなかで、JCO 臨界事故において周辺住民が情報を取得する際の特徴と
して、 
・事故直後の原研の研究グループが実施した調査においては、周辺住民が事故の重大性を

認識するのに相当の時間を要したことが上げられるなど、情報伝達上の課題が見出され

ている。 
・事故関連情報は、主に、テレビなど一般メディア、事故発生前に自治体（東海村）が各

家庭に配布していた広報用防災無線を通じて取得された。 
・小・中学校の連絡網など、直接的には防災用として意識されていない日常的な住民間情

報チャネルが大きな役割を果たした。 
などが見出されている。 
 本研究課題については、これらの検討を通じて、防災用コミュニケーションシステムに

必要な概念構築に着手した段階であり、１５年度以降に本格的な研究を展開する。 
 
５．今後の研究計画 
 １５年度以降の研究計画は、３つの研究課題毎に以下のようにまとめられる； 
 
（１） プラント安全運転・操作のためのコミュニケーションシステム 
・ １４年度までに実施したシミュレータ実験の詳細分析を通じた EID 概念に基づく

HMIの有効性評価の継続と取りまとめ 
・ 新規に構築した HMI に適合した「運転手順書」の作成と、それに基づくシミュレ
ータ実験の実施、分析 

・ 新規作成 HMIと「運転操作状況再現ツール」を活用した教育・訓練方式の定式化 
（２） 複雑システムにおける管理・運営主体の意思決定支援のためのコミュニケーション

システム 
・ JCO臨界事故に係わり裁判資料など新たに入手可能になった諸資料を精査し、１４
年度までに明らかにした組織内コミュニケーション上の課題についての明確化 

・ 組織内コミュニケーションを図るうえで必要なコミュニケーションシステム概念の
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構築 
（３）地域防災のためのコミュニケーションシステム 
・ JCO臨界事故時の周辺住民における情報取得経路と取得情報内容に係わる調査・分
析を継続し、コミュニケーションシステムの概念設計に資する。 

・ コミュニケーションシステムのプロトタイプを構築・作成し、原研・東海研究所周

辺住民の協力を得て、その評価実験を実施する。 
 
６．成果発表 
（１） 日本原子力研究所・社会技術システム安全研究特別チームホームページ 
     http://www2.tokai.jaeri.go.jp/rsocio/ 
 

資料＆研究成果を公開 
 
（２） マスコミ取材・報道 

2002/11/26  NHK ニュース（関東版） 
核燃料サイクル機構「常陽」メンテナンス建屋火災原因・事故防止

策についてのコメント出演 
2003/10/11   番組・NHKスペシャル「東海村臨界事故への道」 

      事故原因・事故防止策についての取材協力 
（３） 書籍 

Tanabe,F. and Yamaguchi,Y.: An Analysis of JCO Criticality Accident: Lessons 
Learned for Safety Design and Management, In Challenge and 
Response –New Demands for Safety in Nuclear Power Operation, edited 
by Wilpert et al, Taylor & Francis, London, in Printing 

Flach, J., Vicente, K., 田辺文也、門田一雄、Rasmussen, J.:エコロジカルイン
タフェースの設計、伊藤他編「人間工学ハンドブック」、朝倉書店、8
月、2003 

（４） 研究発表 
国際会議 

Tanabe, F. and Yamaguchi, Y.: Analysis of the JCO Criticality Accident and 
Lesson Learned for Safety Design and Management, Proceedings of 
International Conference on Human Factors Research in Nuclear Power 
Operation(ICNPO-IV), Mihama, Japan, September 10-11, 2002. 

Tanabe,F. and Yamaguchi, Y.: Cognitive Systems Engineering Analysis of JCO 
Criticality Accident in Tokaimura and Lesson Learned, 46th Annual 
Meeting of Human Factors and Ergonomics Society(HFES), Baltimore, 
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USA, September 30 – Octorber 4, 2002. 
Tanabe, F. and Yamaguchi, Y.: Cognitive Systems Engineering Analysis of JCO 

Criticality Accident in Tokaimura and Lesson Learned for Safety Design 
and Management, Proceedings of the XVth Triennial Congress of the 
International Ergonomics Association (IEA2003), Seoul, Korea, August 
24-29, 2003. 

Yamaguchi, Y. and Tanabe, F.: Creation and Evaluation of an Ecological 
Interface System for Operation of Nuclear Reactor System, Enlarged 
Halden Programme Group Meeting, Gol, Norway,  September 8-13, 
2002  

Yamaguchi, Y. and Tanabe, F.: Integration of Ecological Approach into a NPP 
Control Room and It’s Empirical Evaluation, International Workshop 
Meeting on Innovative Human-System Interfaces and Their Evaluation, 
Halden, Norway, September 1-2, 2003. 

 
       国内学会 

田辺文也、山口勇吉：JCO 臨界事故分析と安全設計／管理戦略への教訓、第３
２回安全工学シンポジウム予稿集、pp.346-349、東京、７月 11-12 日、
2002 

田辺文也：JCO事故調査委員会中間報告―事故の背景と要因、日本原子力学
会 2002年春の大会予稿集、総 24、神戸、3月 27-29日、2002 

田辺文也：JCO事故調査委員会報告―事故原因、日本原子力学会 2003年春
の大会、佐世保、3月 27-29日、2003 

田辺文也：JCO事故調査委員会報告（パネル討論）－事故原因への規制なら
びに発注者の関わりについて、日本原子力学会 2003 年秋の大会、静
岡、9月 24-26日、2003 

田辺文也、山口勇吉：JCO臨界事故発生における作業者等のメンタルモデル
とその役割、日本リスク研究学会第 16回研究発表会論文集、東海村、
11月 20-22日、2003 

門田一雄、田辺文也：安全組織のためのコミュニケーションシステムの検討、

日本原子力学会 2002年秋の大会予稿集 K14、いわき、9月 14-16日、
2002 

田辺文也、山口勇吉：社会技術システムの安全設計／管理戦略の新たな展開

に向けて、日本原子力学会 2002 年秋の大会予稿集 K13、いわき、9
月 14-16日、2002 

田辺文也、山口勇吉：社会技術システムの安全設計／管理戦略の新たな展開
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に向けて(2)－神話「ハインリッヒの法則」を超えて、日本原子力学会
2003年春の大会予稿集 I37、佐世保、3月 27-29日、2003 

田辺文也、山口勇吉：社会技術システムの安全設計／管理戦略の新たな展開

に向けて(3)－深層防護戦略の高度化における課題、日本原子力学会
2003年秋の大会予稿集 E67、静岡、9月 24-26日、2003 

田辺文也、山口勇吉：社会技術システムのセーフティマネジメントの生態学
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