
PRAにおける人的過誤と
人間の安全へのポジティブな寄与について

東北大学

高橋 信

日本保全学会 東北・北海道支部 第9回総会 特別講演会



講演のアウトライン
• 実務的側面からの見た人間信頼性解析の
問題点

• 安全に関する新しい考え方
– Safety-IからSafety-IIへ

• 福島事故における人間の安全へのポジティ
ブな寄与



実務的側面からの見た人間信頼性解析の問題点

• タスクのモデル化について
– タスクの失敗確率の選択に対する説明性の問題
– ストレスレベルの設定における説明性の問題
– 現場でのタスクのモデル化における問題
– ナレッジベースの対応操作を適用する場合の問題

• 人的過誤確率の妥当性について
– 実際の現場における失敗に対する人的過誤確率値の妥当性
– 人的過誤確率の国内データの整備の問題
– 手法の選択についての妥当性

• 実際的実務に関する問題
– HRAに特化した専門家の不足
– HRAにおけるガイダンスの整備



タスクのモデル化について
(1)タスクの失敗確率の選択に対する説明性の問題

• THERPで評価する場合，タスクの過誤確率値
は，THERPの中で該当すると考えられる過誤
確率値を選択
– 選択の根拠は解析者の判断によるところが大

• 対象となるタスクがTHERPのテーブルに直接
フィットしない場合比較的近いタスクの過誤確
率を選択
– この場合適用したTHERPの過誤確率値が妥当かを客
観的に説明することが困難



タスクのモデル化について
(2)ストレスレベルの設定における説明性の問題

• THERPで評価する場合，ストレスレベルの設定は
NUREG CR-1278 Table 20-16を参照

• 操作の内容
– 段階的操作（手順が整備された操作）
– 動的操作（パラメータやプラント状態に応じた操作）

• 操作の「負荷」（task load）
– 「Very low (Very low task load)」
– 「Optimum (Optimum task load)」
– 「Moderately high (Heavy task load)」
– 「Extremely High(Threat Stress)」



参考1 NUREG/CR-1278	Table20-16（p20-32より抜粋）



タスクのモデル化について
(2)ストレスレベルの設定における説明性の問題

• ストレスレベルの設定において，現状は現場経験者への
インタビューにより設定

• 各レベルの具体的な判断基準はTHERPになく，選択は
解析者に委ねられており，その妥当性を客観的に説明す
ることは困難
• 2014年7月30日のNRA審査会合においてストレスレベルの設
定についての詳細な説明をするよう指摘

• THERPではストレスレベルの値はx1，x2，x5
• 動的操作でExtremely highの場合は過誤確率値及びエラー
ファクタとして0.25(EF5)を適用する

• ストレスレベルの値としてx2よりは大きいと考えるがx5を与
えるほど厳しくはないと思われる操作に対して与える値がない
など，表現が制約



タスクのモデル化について
(3)現場でのタスクのモデル化における問題

• THERPは中央制御室の操作に対する人的過誤
を評価するのが主であり，現場でのタスクにお
ける人的過誤を表現することが困難
– 地震や火災などの外的事象発生時の現場へのアクセ
ス失敗

– 火災における耐火装備装着時の影響
– モバイル機器の操作失敗



タスクのモデル化について
(4)ナレッジベースの対応操作を適用する場合の問題

• 旧学会標準では手順書が整備されていない回復
操作は原則として期待できないと仮定

• 実際にはナレッジベースで対応可能な操作もあ
り，これに期待できないとする評価が適切かど
うかは疑問



人的過誤確率の妥当性について
(1)実際の現場における失敗に対する人的過誤確率値の妥当性

• THERPを用いて得られた人的過誤確率について，
その値が実際の失敗確率として妥当かどうかを客観
的に説明することが困難
– 10-2～10-3オーダーの値が人的過誤確率として適切な
のかといった意見もあるが，その検証は困難

• 事象発生後の人的過誤を評価するにあたり，その結
果を検証できるような過酷な事故（炉心損傷が発生
するレベルの事故）の経験がそもそも少ない
– スリーマイル、チェルノブイリ、東日本大震災

• シミュレータ訓練とは異なる極度の負荷を受けた状
態（失敗が許されない状態）での人的過誤確率の妥
当性を示すことは困難



人的過誤確率の妥当性について
(2)人的過誤確率の国内データの整備の問題

• 現在はTHERPで与えられた人的過誤確率値を
利用

• これらは1980年代初頭の手順書の整備や訓練
などが充実していない頃に検討された値

• 日本国内のこれまでの運転実績を踏まえると，
国内プラントのHRAに適用するデータとして適
切かどうかという問題

• 一方，国内人的過誤確率データを整備しようと
した場合，公開データが少ない等情報の収集が
困難であるといった課題



人的過誤確率の妥当性について
(3)手法の選択についての妥当性

• THERP，ATHEANA等人的過誤確率を評
価する手法は数多くあり，どの手法を用い
ることが適切かを判断することは困難

• 同じタスクを対象に異なる手法で評価し，
各手法で得られた結果を比較・検証した研
究報告もあるが，どの手法が最も妥当なの
かを判断するのは困難

（参考）NUREG/IA-0216：International	HRA	Empirical	Study
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/agreement/ia0216/



米国における現状
• NRCは原子炉安全諮問委員会（ACRS）に対して、HRA手法につ
いて使用すべき統一的なHRA手法を提案するか，現在使われている
HRA手法それぞれについてガイダンスを作成するかを指示

• 統一的な評価手法としてEPRI/NEIが報告したIDHEAS
（Integrated Decision-tree Human Event Analysis 
System）が最も適切な手法であると決定
– ACRSレポート
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1413/ML14134A328.pdf

– IDHEAS報告書
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1335/ML13354B698.pdf

• IDHEASについてはACRSから手法の妥当性の検証やパイロットプ
ラントにおける試評価の必要性についてコメントを受けている状態
（2014年5月14日現在）



実際的実務に関する問題
HRAに特化した専門家の不足/HRAにおけるガイダンスの整備

• HRAのプロセスや結果に対して，専門知識や経
験を元に妥当性を判断できる人材が国内に少ない

• HRAを具体的に実施するにあたってのガイダン
スはなく，解析者の判断に依るところが大きいの
が現状

• HRAを実施するにあたってのガイダンスが整備
されることで，解析者の判断に大きく依存せず，
また体系的にHRAが実施可能に



安全（Safety)の定義
Safety is a condition where the number of adverse
outcomes (accidents / incidents / near misses ) is as
low as possible.

安全とは好ましくない結果（事故・インシデント・ニア
ミス）の数が可能な限り少ない状態

「安全」とは、そもそもそれと相反する状態（事故、イ
ンシデント、リスク）が存在しないという形で定義

この定義での安全を考える際にはなぜ事故が起きるかを
理解する必要



Safety-I (1)
n 安全に向けた努力は主に「何が悪かったのか？」に焦点

n 規制側は事故の詳細な報告を要求

n 「なぜうまくいかなかったのか？」ということを説明する
ための数多くのモデル
n 原因を見つけるための多くの方法論（RCA)
n 事故、インシデントのデータベース整備（NUCIA)

n 悪い点を見つけてそれを改めることが主眼
n エラーは割合は極めて小さい（1万回に1回）
n 残りの9999個のうまくいった事象に関してはほとんど無視

n なぜうまくいったかに関してはほとんど配慮されない
n 手順書通りに作業を行えばうまくいくのは当たり前



Safety-I (2)
n コンプライアンスを強要したり多様性を制限することでパ
フォーマンスを正常状態に限定
n 手順書を厳密に守ることを要求
n 規則違反を厳しく罰する（ペナルティの強化）

n 最終的には望ましくない事象の数が減ったかをチェック
n 不適合事象の数が評価指標
n この評価指標により組織の「安全」のレベルが評価される

n ある程度の時間何にも起こらなければシステムは安全である
と見なされる
n 大惨事を起こしたBPの海上石油掘削施設Deepwater Horizon
は 事故発生まで７年間無事故記録 (Judy Agnew ,et.al., "Safe By 
Accident?")

• 作業員11名死亡
• 多量の原油の流出による海洋汚染



Safety-I (3)
n 現代のシステムはますます扱いにくくなっている

n 機能の原理は部分的にしか明らかではない
n 記述はますます複雑化
n システムは完璧な記述が完成する以前に変更が加えられる

n 結果として予測性は設計、運用双方の面で限定
n 作業がどのように行われるかを事前に正確に記述すること
は不可能

技術が適切に機能するためには、人間（または組織）が、
余分な変動要素を吸収できるバッファーとして機能しなけ
ればならない



複雑システム

Complicated System Complex System

• 故障が起きれば分解することで
必ず要因は明らかにできる

• システム全体としての機能は
個々の部品の組み合わせで完全
に説明できる

？
？



Safety-I (4)
ØWork-As-Imagined:WAI（想定される作業内容）
ØWork-As-Done:WAD（現実の作業内容）

現代における作業環境は、システムが理想的なものでは
なく現実的なものであるために、Work-As-Done（現
実の作業内容）に目を向ける必要

Ø システムが適切に動作するのは人間が柔軟で適応的であ
るからであり、システムが完璧に考えられ設計されてい
るからではない

Ø 人間は過ちを犯す不都合な存在ではなく、パフォーマン
スの変化は脅威ではない



Safety-II (1)

Ø 失敗を特別なものとして扱うことを避ける
Ø 日常的なパフォーマンスの変動として捉える

Ø 何かがうまくいかなかった時は、その失敗だけを説明す
る特定の原因を見つけるよりは、通常はなぜうまくいっ
ているのかを最初に理解すべき
Ø うまくいくことは当たり前ではない

• 成功した結果の数（毎日の作業）が可能な限り多い状態
• 変動する状況の中で成功する能力

＜Safety-IIにおける安全の定義＞



Safety-II (2)

Ø リソースの利用可能性は限定されいて不確実
Ø 時間、人的資源、物資、情報 等

Ø 人間は状況に合わせて行為を調整する
Ø パフォーマンスの変動は必須であり普遍的であり必要

Ø リソースの制約からパフォーマンスの調整は常に完全で
はない

＜パフォーマンス調整の必要性＞

日々の作業が安全で
効率的である理由

時々不具合が発生
する理由



Safety-II (3)
n 第二種の安全性においては、事象のメカニズムを線形
伝搬や原因・因果関係で簡単には説明できない

n 事象は「結果(consequence」ではなく「出現
(emergence)」

n 「出現」は魔法ではないがこれまでの分解や因果の原
則だけでは説明できない
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Ensuring that as much as possible goes right, in the 
sense that everyday work achieves its stated purposes, 
cannot be done by responding alone, since that will 
only correct what has happened. Safety management 
must instead be proactive, so that interventions are 
made before something happens and can affect 
how it will happen or even prevent something from 
happening. A main advantage is that early responses, 
on the whole, require a smaller effort because the 
consequences of the event will have had less time to 
develop and spread. And early responses can obviously 
save valuable time. 

In the following, Safety-II is characterised by first looking 
at its theoretical foundations, then its underlying  
mechanisms, and finally its manifestations.

The Foundation of Safety-II: Performance 
Variability rather than bimodality

In contrast to the bimodality principle, the foundation 
of Safety-II is that performance adjustments are 
ubiquitous and that performance therefore always 
is variable. This means that it is impossible as well as 
meaningless to characterise components in terms of 
whether they succeed or fail, function or malfunction, 
etc. The variability should, however, not be interpreted 
negatively, as in ‘performance deviations’, ‘violations’, 
and ‘non-compliance’. On the contrary, the ability to 
make performance adjustments is an essential human 
contribution to work, without which only the most 
trivial activity would be possible.

Technological systems are designed to have little or no 
performance variability. In order to function reliably, 
their environment must be highly stable. And in order 
for this to be the case, humans must ironically adjust 
their work to meet the demands of machines!

The ‘Mechanisms’ of Safety-II: Emergence 
rather than causality

Since performance adjustments and performance 
variability constitute the foundation of Safety-II, it 
follows that the mechanisms cannot rely on causality 
and linear propagations of causes and effects. 
Although it is still common to attribute a majority of 
adverse outcomes to a breakdown or malfunctioning 
of components and normal system functions, there is a 
growing number of cases where that is not so. In such 
cases the outcome is said to be emergent rather than 
resultant. This does not make it impossible to explain 
what happened, but the explanation will be of a 
different nature. The meaning of emergence is not that 
something happens ‘magically,’ but that it happens in 
a way that cannot be explained using the principles of 
decomposition and causality. This is typically the case 
for systems that in part or in whole are intractable. 

The way we usually explain how something has 
happened is by tracing back from effect to cause, until 
we reach the root cause – or run out of time and money. 
This can be illustrated by a representation such as the 
fish bone diagram shown in Figure 13. 

Figure 13: Fish bone diagram

Weather conditions

Vehicl
e st

ate

Driv
er s

tate

Road conditionsRaining hard

Unmade road

Car accident

Sleepy

Tyres worn out

結果から原因へと辿る
FROM SAFETYI TO SAFETYII: A WHITE PAPER 19

This representation, and this way of thinking, starts 
from the fact that the final effects are (relatively) stable 
changes to some part of the system, that they are 
‘real’. The causes are also assumed to be stable, which 
means they can be found by going backwards from the 
outcome. The causes are ‘real’ in the sense that they can 
be associated with components or functions that in 
some way have ‘failed,’ where the ‘failure’ is either visible 
after the fact or can be deduced from the facts.

When something goes wrong, there will be an 
observable change of something. (Otherwise we could 
not know that anything had happened.) The outcome 
may be a runway incursion, a capsized vessel, or a 
financial meltdown. Safety-I assumes that the causes 
are real and the purpose of accident and incident 
investigation is to trace the developments backwards 
from the observable outcome to the efficient cause. 

Similarly, risk assessment projects the developments 
forward from the efficient cause(s) to the possible 
outcomes.

In the case of emergence, the observed (final) 
outcomes are also observable or ‘real’, but the same 
is not necessarily true for what brought them about. 
The outcomes may, for instance, be due to transient 
phenomena or conditions that only existed at a 
particular point in time and space. These conditions may, 
in turn, have emerged from other transient phenomena, 
etc (see Figure 14). The ‘causes’ are thus reconstructed 
(or inferred) rather than found. They may therefore be 
impossible to eliminate or contain in the usual manner, 
but it may still be possible to control the conditions that 
brought them into existence, provided we understand 
how work normally is done.
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Figure 14: Transient phenomena and emergence 出現は遷移過程と特定の条件による



Safety-I とSafety-II

n 第一種安全と第二種安全は対立する概念ではなく相補的
n これまでの手法の多くは強調すべき点を変えて継続的に
利用可能

n 第二種安全にはこれまでに無い新しい視点
n 正しく行われたことに注目する
n 頻度の高い事象に焦点を当てる
n 失敗の可能性に対して常に敏感でいる
n 安全のコスト、安全から得られる利得を考える



福島事故における評価できる対応(1)
n 津波来襲前の時点で非常用の海水ポンプのモータの
被水を予想して、いろんなポンプの起動手順や停止
手順をもう一度確認するように指示(吉田所長）

n 津波来襲直後に電源車の手配を要請すると共に、消
防車の手配(吉田所長）

n 発電所の消防車で稼働可能なものが1台であることを
知るとすぐに本部へ消防車の手配（3/11 5時過
ぎ）(吉田所長）

n 当日の当直長伊沢は、平野の代理。事故後、本来の
直長である平野はすぐに中操に駆けつけ、以後の事
故収束に大きな役割を果たす

（出典：死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の500日,門田隆将,PHP）



福島事故における評価できる対応(2)
n FPライン構成

n 16:55 現場確認第一回目 格納容器扉の前で既に高線
量のために一旦中操に

n 17:19 現場確認第二回目 消火ポンプ室でポンプの動
作を確認

n 18:30過ぎ ライン構成作業開始
n この作業は緊対室からの指示ではなく現場の判断で実施
n この段階では津波警報は継続中
n 午後11時以降であれば線量が上がってこの作業は不可能で
あった

（出典：死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の500日,門田隆将,PHP）



福島事故における評価できる対応(3)
n 荷揚げ中タンカーの沖出し成功

n 地震発生時、発電所の港では重油タンカーが荷下ろ
し中

n 作業員は地震発生時の手順に従い緊急離岸、津波が
到達する前に、沖への避難に成功

n 単純に手順に従っては間に合わないと判断し、オイ
ルフェンスを切断

n もし、津波到達まで離岸が間に合わなかった場合、
船体が原子炉建屋／タービン建屋に激突し重油が漏
れて火災になり、その後の事象の展開に重大な影響



災害や失敗による
被害レベル

深刻

実際の被害
レベル

可能性があった
被害レベル

• 物理的被
• 人間の失敗の
結果

• 不運 • 人間の寄与
• セレンディピディ

(幸運）

人間の安全へのポジティブな寄与に対し
もっと着目すべき

正常状態

人間のポジティブな寄与の考え方


