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新しい年を迎えて 
 
新しい年を迎え、皆様には情勢判断学と脳力開発を

活用し、飛躍の年となりますようお祈り申し上げます。 
 

１月例会ご案内 
  
日時  ： １月９日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「平成２５年度の展開について」 
場所  ： 港区立商工会館 
参加費 ： 1000円 
担当  ： 古川 彰久 

 

今年度の展開を検討する前に昨年度のテーマと講演

者を振り返ってみよう。 

 

 ＜昨年度のテーマと講演者＞ 

１月テーマ： ＤＶＤ「東西古今人間学」鑑賞会 
第６回（最終回） 

２月テーマ： 鑑賞会を終えて、 
「人間学」と「脳力開発」について 

３月テーマ ：原発事故から学ぶ“正しい戦略”（1） 
担当  ： 古川 元晴 

     （弁護士、元検事・内閣法制局参事官） 

４月テーマ ：原発事故から学ぶ“正しい戦略”（2） 
担当  ： 古川 元晴 

     （弁護士、元検事・内閣法制局参事官） 

５月テーマ ：原発事故から学ぶ“正しい戦略”（3） 
担当  ： 古川 元晴 

     （弁護士、元検事・内閣法制局参事官） 

６月テーマ ：前３回「原発事故から学ぶ”正しい

戦略”」に対する、脳力開発的アプローチ 
担当  ： 古川 彰久 

７月テーマ ：「LCB式組織の健康診断® 」を活用

したエラーの低減、撲滅活動 
担当  ： 中田 邦臣 

     （LCB研究会代表、NPOリスクセンス研

究会副理事長、NPO失敗学会理事） 

 

 
 
９月テーマ ：「日本のロケットの開発の幕開け」 
担当  ：石田 金次郎 

１０月テーマ ：「介護施設の現状」 
担当  ：牧野 恭人 

１１月テーマ ：「LCB式組織の健康診断® 」を活用

したエラーの低減、撲滅活動、そのⅡ 
～福島原発事故の減災の可能性はあった～ 
担当  ： 中田 邦臣 

     （LCB研究会代表、NPOリスクセンス研究会

副理事長、NPO失敗学会理事） 

１２月テーマ ：「介護施設の現状」Ⅱ 
担当  ： 牧野 恭人 

 

 ＜昨年度の特徴と今年度の展開＞ 

昨年度は大きなテーマを取り上げ、３回あるいは２回

と討議を重ねたと言える。また、新しい講演者を迎え

ることが出来たことも挙げられる。 

今年度はどのようなテーマを取り上げ、適当な講演者

がいるかどうかが課題であろう。 

意欲のある人の参画を期待します。 

 

今年８月３１には城野先生の生誕１００周年を迎えま

す。然るべき時期に城野夫人をお迎えし懇親会を開催

したいと考えておりますが、改めてご連絡させていた

だきます。 

                     以上 
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１１月例会報告 
日時  ： １１月１4日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「LCB式組織の健康診断® 」を活用した 
     エラーの低減、撲滅活動、そのⅡ 

～福島原発事故の減災の可能性はあった～ 
担当  ： 中田 邦臣 

     （LCB研究会 代表、NPOリスクセンス研

究会 副理事長、NPO失敗学会 理事） 

１ はじめに 

 筆者等は、組織に於ける事故・不祥事等を未然に防止、

また起きた場合にはその被害を最小限に抑えることが重

要と考え、組織内に顕在化した何か変だな？と感じた事

象に早く気が付き、対処する手法として、簡便に自分の

組織の状態をセルフチェックできる手法「LCB式組織の
健康診断® 」を提案した。この手法はものつくり分野を

中心に普及し始めており、サービス分野、特にオフィス

でのミス、トラブル等の低減や医療分野への応用研究が

始まっている。一方で、普及が始まったものつくり分野

での有効性を検証するという研究、LCB式組織の健康診
断® 」を提案した以降に起きた事故や不祥事について、

この手法が提案するリスクセンス度を維持していれば、

事故や不祥事は未然に防止できた、仮に発生した場合で

も最小限の被害に食い止めることが出来た！という検証

も行っている。 
 今回は、昨年3月11日に起きた福島原発事故は、私達
が提唱しているリスクへのセンスのレベルを東京電力の

本店および福島第一原子力発電所のメンバーが組織体と

して更には個人として維持していれば、減災出来た可能

性があることを検証したので報告する。 
２．「LCB式組織の健康診断® 」とは 
 本項については、過7月の例会で発表させて頂いているので、
省略させて頂きます。 
３．福島原発事故現場での初動に関する考察 
 福島原発事故は、想定外の事故で炉心溶融、水素爆発 
は不可避であった、との初期の論調から、国会事故調、

政府事故調、当事者の東京電力および民間事故調の調査

報告が出揃った7月以降では、「人災」という表現がみら
れるようになり、想定外の防ぐことが不可能であった事

故ではないのでは？という論調になっている。政府事故

調の委員の一人である柳田邦夫氏が、福島原発事故につ

いて文芸春秋に 9 月号から始めた連載の 10 月号では、
「炉心溶融吉田所長の失敗」というタイトルも出始めて

いる（注：柳田氏が使用している事故解析手法 M-SHEL
（Management-Software,Hardware,Environment,Life
 )法は私達も使用している）。 
筆者等は、過3月10日開催のLCB式組織の健康診断
法の開発・応用研究（本研究は2008年度から科研費研
究として研究しており、本年は第5年度に入ってい
る。）に関するシンポジウムで政府事故調の中間報告書

（2011年12月26日）をベースに、福島原発事故での
現場での初動に問題があったのでは、と吉田所長およ

び水素爆発を起こした福島第一原発第1号機、第3号
機の運転員、水素爆発こそ起さなかったが重大は放射

線汚染を起こした第2号機の運転員の事故時の初動が
通常考えられているようにスムースに行われていれば、

減災出来たと発表した。 
福島第 1 原子力発電所災害対策本部の初動を、
「LCB式組織の健康診断® 」の際の事故事例の解析手

法として推奨している VTA（Variation Tree 
Analysis）法とM-SHEL法を用いて 1号機から 3号
機までの初動の拙いと感じる行動を顕在化させ、その

原因を推察した。各図の縦軸は時間軸、横軸は初動に

主に関係した部署、人を職位の高い順に左から書いて

います。その次に関係する装置、機器を記載していま

す。そして1号機の初動は以下のとおりです。 
 1号機の初動は以下のとおり。 

本店 所長 当直長 当直 IC 説 明

14:46

原子炉

緊急停止自動起動 地震発生しICで冷却開始

15:37
自動停止

16:38

17:15

IC作動不
明報告

IC作動不
明報告

IC作動不
明報告

IC監視

B系停止 ICは8時間しか稼動できない

16:48

津波発生し全電源喪失

18:18

18:25

20:50

21:30

12日
15:36

TAF露呈
18:15と予測

A系弁手動で閉

A系弁手動で開

A系起動

A系起動

A系停止

A系弁手動で開

炉内への注水不可

A系起動承知

A系起動承知

炉内圧高

R/B近辺で放射線量高い

消防車による注水作業指示有

建屋内で水素爆発

注水代替案検討指示有

淡水はすぐ枯渇する(25t/h)必要

A系起動未認識

IC作動不
明報告

VTA 1号機 非常用冷却装置（IC）の操作
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ICというのは地震等が起きた際に緊急停止した原
子炉を速やかに冷却する非常用冷却装置で、1号機
の場合は8時間しか稼働できない装置で毎時25ｔ程
度、淡水の補給が必要とされています。 
吉田所長と当直の拙いと考えられる行動（着色した

行動）についてそれぞれM-SHEL法で問題点を推
察した。まず当直がどうしてそのような行動したか

の考察結果を示します。 

M-SHEL法 1号機 18:25の当直者のA系戻弁手動で閉にした行為

要因 原因（？） 対策案

Management
指揮・管理

・きちんと指示できない上司
・教育/訓練の不足

Software
手順書・マニュアル

・当該作業のマニュアルが無い
・誰も操作の経験が無い

Hardware
設備・道具

・なし（配管が脆弱？）

Environment
温度・湿度など環境要素

・いろいろな作業が錯綜していて
騒然とした環境

Liveware
対人関係など

・なし（不明）

L 対象： 1号機の当直者、18:25にA系戻弁手動で閉にした行為

16

復水器レベル低下し、配

管温度上昇により、破損、
放射性物質を放出を懸念

無断複製・転載禁止リスクセンス研究会

 吉田所長の行動に関する考察は以下のとおり。 
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M-SHEL法 1号機 16:38所長のIC作動不明の報告を受けた時の行為

要因 原因（？） 対策案

Management
指揮・管理

・リスク管理の不備

・教育/訓練の不足

Software
手順書・マニュアル

・マニュアルがなかった
・ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄの経験がない

Hardware
設備・道具

・なし

Environment
温度・湿度など環境要素

・いろいろな作業が錯綜していて
騒然とした環境

Liveware
対人関係など

・権威勾配の雰囲気

L 対象者： 所長、11日16:38のIC作動不明の報告を受けた時の行為

17

電源確保、注水準備の指示ok
ICのA,B両系統、HPCIの

状況報告指示、稼働指示不足

無断複製・転載禁止リスクセンス研究会

2号機の初動は以下のとおり。 

 VTA ： :２号機 非常用冷却装置（RCIC）の操作 

本店 所長 当直長/当直 RCIC 説   明 

11日 

14:50 

原子炉 

緊急停止 自動稼動し自動停止 
14:47地震発生し炉は RCIC で自

動的に冷却開始 

15:37 

津波発生し全電源喪失 

稼働/自動停止 

15:02 

 

15:28 

 

15:42 

17:12 

12日 

2:55 

RCICは 20時間のみ稼動 

稼動 

12日 15:36 1号機の建屋内で 

水 素 爆 発 

14:51 RCIC 監視 /

手動で稼働 

手動で稼動 

自動停止 

手動で稼動 

RCIC/HPCI

監視 

 

RCICの監視 

不可 

 

不明 

未臨界の報告あり 

報告あり 

報告あり 

14日 

16:30 

 原子炉破損 

稼動 

17:12代替注水の指示 

17:30 ベント準備の指示 

16:36 作動状況不明の報告あり 

RCIC の稼働

確認 

 

 

稼動 

15日 

16時頃 

16:30海水注入開始 

16:34 ベント開始  

 

 

 

RCIC 
で冷却中 

時 どき停

止 する も

RCIC 
で冷却中 

 

13:25停止 

冷却無 

無断複製・転載禁止リスクセンス研究会

2号機の非常用冷却装置は、RCICと呼び、20時間
しか稼働できなく、毎時25ｔ程度淡水が必要とされ
ています。 
  調査報告書では、当直長と当直のどちらが作業を

したか、不明なので同じポジションに記載しました。

M-SHEL法の解析結果は同じなので省きます。 
 3号機の初動は以下のとおり。 

VTA ３号機 非常用冷却装置（RCIC/HPCI）の操作

本 店 所長 当直 RCIC 説 明

14:46

原子炉

緊急停止稼 動

15:37 津波発生し全電源喪失自動停止

16:03

12日
11:36

13日
2:42

5:10

14日
11:01

手動で稼動

RCICは20時間のみ稼動

建屋内で水素爆発

淡水はすぐ枯渇する
(25ｔ/H）必要

RCIC監視

HPCI

自動停止RCIC/
HPCI監視

HPCI
手動で停止
し

停止

RCIC稼動
の操作不可

炉内圧高い

報告あり

報告あり

報告あり

15:36
１号機建屋内で水素爆発

22:50 ２号機 原子炉破損（？）

自動稼動

手動で稼動

地震発生しRCICで冷却開始

稼 動

19

3号機の非常用冷却装置、HPCIも20時間しか稼働
しなく、毎時25ｔ程度淡水が必要とされています。
当直に関するM-SHEL法の解析結果は同じなので
省く。 
 これらから、日頃から非常用冷却装置に関する訓練

を受けていて、正しく冷却装置の操作が出来ていて、

従って原子炉の緊急冷却が行われている間に結果的

に遅くなっておこなったベントによる炉内圧力の解

放と（淡水が80ｔしか在庫がなかったことから）早
期に海水による原子炉の冷却を行っていればメルト

ダウンは防げたと推察しました。 
４．東京電力及び福島第1原子力発電所の組織診断 
吉田所長以下メンバーが、私達が提案している日頃

から維持してほしいとしている組織風土、即ち「LCB
式組織の健康診断® 」の 11の診断項目の内、L1:リス
ク管理、L2:学習態度、L3:教育・研修、B1:トップの実
践、B4:コミュニケーションがそれぞれ6段階評価の内
の 4以上のレベルを維持していれば減災出来た可能性
があることを以下に示します。 

指標 項 目 東電福島第1原発事故の問題点

L1 リスク管理

・全交流電源喪失を想定したマニュアルが無い等、AMの事前準備不足
特に、地震・津波の評価不足

・安全対策としての多重化・多様化が不足

L2 学習態度
・過去の学会や行政の知見（地震・津波）を軽視してきた。（正常化のバイアス）

・TMI事故はじめ、社内外の事故事例が活かされていない（水平展開不足）

L3 教育・研修

・緊急時冷却（電源なしで稼働する IC、RCIC、HPCI）の重要性と操作方法、

ベースとなる計装システム、弁の開閉 fale safe を含む教育（現場確認）

・技術の継承（IC操作経験者ゼロ→変更管理の問題内蔵）

・注水、ベントの重要性認識とその操作（弁などの現地確認）、緊急時訓練、
シミュレーション訓練（訓練内容、プログラムの問題）

C1 モニタリング組織 ×

C2 監 査
未確認 （保安防災に関わる監査）：「40年経過した設備の老朽化対策、安全対策」、

「新潟中越地震・柏崎刈羽原発事故の水平展開（電源車、消防車の配備）」

C3 内部通報 ×
C4 コンプライアンス ×

B1 トップの実践
未確認 （安全第一を身を持って示すことが必要であるが、実態はどうか）

未確認 （非常時の指揮官として、胆力と判断力が必要であり、常日頃から、補佐の補強、
AMや教育・訓練の実践への指導が必要であるが、実態はどうか）

B2 KY・HH 未確認 （地震、津波、電源喪失など、AMについての現場からの提言への対応）

B3 変更管理 未確認 （設備や運転方法の変更があった時の教育・徹底、現場指導の実態）

B4 コミュニケーション
・所長への意見具申が見えない（権威勾配の雰囲気？）

・相互コミュニケーションの不足（報連相・反）

機能しなかった組織診断項目の状態

18無断複製・転載禁止リスクセンス研究会

５．今後の研究の予定 
 現在国会事故調、政府事故調、東電および民間事故調

を含む民間人が独自の立場で行った各種調査報告書（前

述の民間事故調や大前研一氏のグループ他の調査報告

書）を俯瞰した「福島原発事故から一般事業者が学ぶこ

とは何か」の研究も行っており、来年3月9日(土)13:30
から開催する私達の研究報告会（第10回組織行動と組織
の健全性診断システムに関する研究成果報告会、場所は

東工大大岡山キャンパス 100年記念館会議室）で発表を
予定しています。ご出席の上、アドバイスをお願いいた

します。 
＜参考文献＞ 
①大内「福島原発事故の減災の可能性はあったか」第 9
回組織行動と組織の健全性診断システムに関する成果

報告会、2012年3月、東工大 
②大内、中田、小山「福島原発事故の減災の可能性はあ

ったか」2012年 7月安全工学シンポジウム 2012（日
本学術会議講堂） 
③個人と組織のリスクセンスを鍛える 編著 NPO リス
クセンス研究会 大空社（2011） 
④福島原発事故政府事故調査委員会 中間報告書（2011
年12月26日） 
⑤柳田邦男「原発事故～私の緊急報告書」文芸春秋 2012
年9月号から12月号 

 
                  以上 
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  例会予定  
 
2013年 
2月13日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
3月13日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
原則として第二水曜日となります。 
開催場所：港区立商工会館 

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階） 

 
 

分科会活動 ご案内 
 

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネル

ギー学会の行事をご紹介します。 

サトルサロン 

講演テーマ： 

「食べることは世界への扉 : 心・身体・魂が喜

ぶ、遠くて近いワンネスの旅」 

講師：田戸 純子 (たど じゅんこ)様 

（ワンネスフード協会主宰。サトルエネルギー

学会会員・日本ホリスティック医学協会会員。

（社）日本ナチュラルフード協会認定ナチュ

ラルフードマスター、米国ＮＬＰラーニング

認定プラクティショナー） 

日時：2013年2月7日（木）18:30～20:30 

場所：港区立商工会館  

会費：3000円 
「気」や「ことば」の力で食べ物は安心・おいしい
ものに変わります。ですから手料理は素晴らしく、
おむすびは愛の思いを結びます。イエス・キリスト
が水をワインに変えたように、宇宙と合一した意識
は物質化を果たします。本来我もまた神ならば、奇
跡はフツーに起こり得ること。そんな世界に進みた
い！ それには、オーガニックな植物性のいのちを
いただくのが、ひとつの近道なのです。心の底が明
るく…毒を取り込まず、動物さんの悲しみを口にし
ないから。細胞イキイキ…内臓浄化で質の良い血液
ができるため。五感以上の感覚が覚醒…体内外の汚
れがとれて、アンテナが正常化するので。虫の知ら
せは元気に働く腸内微生物の超(腸)能力！ 食べ
物の故郷や生産者さんとはテレパシーで感謝の交
流。宇宙意識と繋がる旅にもでかけます。この星が
健康になる農法と産業が育てば、誰もが満ちてワン
ネスに心・身体・魂喜ぶ。ところで、植物さんは食
べられてもよいの？ 私なりに腑に落ちたところ

を当日お話いたします。 

 
窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久 
   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４ 
   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２ 
 
港区立商工会館へのご案内地図 

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター 
浜松町館6階  TEL03-3433-0862 
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分 
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より 
浜松町駅方向へ徒歩10分    
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
※ 会誌発送は、E-mail です。 
※ 年会費はありません。 
※ 「じょうはん」発送のお申込は、 
E-mail： info@iki2life.com 

まで、Mailでご連絡下さい。 
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。 
※ ホームページもご確認下さい。 
   http://www.jouhan.com 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
編集後記 
脳力開発、情勢判断学を活用し、停滞著しい我が

国の現状を打破し、活性化していきましょう。 
                  (古川) 


