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1 はじめに 
 

複雑に入り組んだ社会技術システムに対応できる新しい事故モデルとして開発された STAMP（Systems 

Theoretic Accident Model and Processes/システム理論に基づく事故モデル）は、様々な産業において注

目を集め、研究が進められている。STAMP を考案したマサチューセッツ工科大学（Massachusetts 

Institute of Technology：MIT）のナンシー・レブソン教授（Nancy Leveson）の研究は、すでに宇宙開発や

軍事分野1、原子力発電所など重要インフラでのハザード分析に使われており、その高い有効性から導入を

試みる民間企業も多く出てきている。特に最先端の技術が目まぐるしく進化する中で、人々の生活は高度な

技術に大きく依存してきていることから、安全管理の重要性は経済的、社会的、組織的な面からも益々高ま

っており、新しい事故モデルの導入は、企業にとって重要な課題と言えるだろう。こうした状況から、企業の

STAMP に対する注目度は非常に高いものになってきているが、例えば自動運転システムのような最先端

の技術の場合、技術が高度かつ複雑である、技術開発上機密性が高い、などの理由から、STAMPの効用

に関する詳細な内容がわかるまで時間がかかることも多い。しかしながら、研究者を中心に現在、多様な分

野への応用が進められたことにより、STAMPの効果も様々な形で目に見えるものとなってきている。 

 

前号（2014 年 5 月号）では、STAMP の定義と概要、利用が行われている産業分野、導入とその背景につ

いて紹介を行った。STAMP を使ったハザード分析ツールである STPA（System Theoretic Process 

Analysis）、事故分析ツール CAST（Causal Analysis based on STAMP）、導入における詳しい内容につ

いては前号を参照していただきたい。 

 

STAMP 後編となる本号は、製造分野、事故分析、社会インフラ等の 3 つのカテゴリーに分けて様々なケー

ススタディを紹介し、それぞれの特徴的な部分や分析結果に焦点を当てた内容となっている。 

 

第一のカテゴリーでは、製造分野への応用を取り上げ、特に自動車産業を中心に紹介する。まず、ソフトウ

ェア集約システムである自動運転システムの設計において、安全性確保のために STPAのハザード分析を

利用した例を取り上げる。ここでは前編のおさらいもかねて、STPA 導入手順に沿って少し詳細に記載した。

また、自動車エンジンメーカーでは、製品開発における安全管理ではなく品質管理に STPA を応用した研

究を行っており、この取り組みについても紹介する。 

 

第二のカテゴリーでは、社会システム中の原因も含めた事故分析への応用にフォーカスをあてる。ここでは、

CAST を利用した食中毒事件の分析や、医薬品のリコール問題を事例に、事故が起きた要因として、社会

システムの中にどのような原因が潜んでいたかの分析を紹介する。 

 

第三のカテゴリーでは、社会インフラにフォーカスをあて、巨大プロジェクトや労働安全への応用など、複数

のテーマについて紹介する。米国航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）

では、次世代の航空交通管理システムである NextGen に STPA を使った詳細なハザード分析を行ってお

り、航空産業に対して出されている従来の安全要件と STPAの安全要件の比較を行っている。また、ロシア

東部で行われている巨大パイプラインプロジェクトにおける事例では、コンサルティング企業が行った、プロ

                                                   
1
 http://maltutty.com/content/SETE%202014%204440%20Tutty%20McKee%20final.pdf p.10および p.14 

http://maltutty.com/content/SETE%202014%204440%20Tutty%20McKee%20final.pdf
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ジェクトを安全に進めるための研究を紹介する。最後に、米保険会社 Liberty Mutual 社では労働災害の長

期的な研究に STAMPを用いており、その研究の一部を紹介する。 

 

新しい事故モデルとして開発された STAMP は、社会技術システムへの高い応用性から様々な分野へと波

及しており、STAMP を使った研究は、企業が新しい技術と社会システムを切り拓いていく上で非常に有益

なものと言えるだろう。 

 
 
 

図表 0 マサチューセッツ工科大学と同大学で開催された本年 STAMPワークショップの様子 
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2 製造分野への応用 

 
STAMP は様々な産業に応用が可能なものとなっているが、レブソン教授がソフトウェアセーフティについて

研究を行っていた中で考案されたという経緯から2、特にソフトウェア集約型システムに適した事故モデルと

なっている。ソフトウェア集約型システムの代表例とも言える自動運転システム（Adaptive Cruise Control：

ACC）は開発が加速的に進められており、STPA を使ったハザード分析の研究が行われている。また、複雑

な自動車システムを作るためには複雑な製品開発の工程が必要となるため、限られたリソースで品質を保

持するための研究に STAMPが使用されている。 

 

（1） 自動運転システム（ACC）への応用 
 

自動車を制御するソフトウェアの数は 2 週間に 1 つのペースで増えており、自動車のパワートレインひとつ

をとっても航空機エンジンよりも複雑なソフトウェアを持ったシステムとなっている3。この項目では、ソフトウ

ェア集約型自動車システムの特徴と、ACCに STPAを使ったハザード分析について、簡単な導入手順を含

めて紹介する。 

 

a. ソフトウェア集約型の自動車システム 

自動車の安全性向上を目的とした電子制御システムは、ACC、電子制御スロットル、アンチロック・ブレーキ

ング・システム（Antilock Braking System：ABS）など様々なものが登場しており、それらを管理するために

自動車システムはソフトウェア依存型となってきている。ソフトウェアの設計は機械などに比べると自由度が

高いため、ソフトウェア集約が進むほどプログラムの数が肥大化する傾向にある。図表 1 の左図は車の動

力を制御するパワートレインにおけるソフトウェアを視覚的に示したものとなっており、赤い点はソフトウェア

モジュール4を示している。1 つのパワートレイン上には 117 個のソフトウェアモジュールが配置されており、

モジュール間の相互作用は 1,423個にものぼっている。 

 

図表 1 自動車におけるソフトウェアの複雑さを示した例 

  
出典：Applying STPA to Automotive Adaptive Cruise Control System

5（図左）/  

出典：Car and Driver
6（図右） 

 
 

                                                   
2
 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.xvii 

3
 http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-

System.pdf p.4 
4
 ソフトウェアモジュールとは、ソフトウェア内で機能ごとにまとめられたプログラムを指す 

5
 http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-

System.pdf p.4 
6
 http://www.caranddriver.com/photos-11q3/411894/2012-audi-a6-hybrid-powertrain-photo-411932 

http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://www.caranddriver.com/photos-11q3/411894/2012-audi-a6-hybrid-powertrain-photo-411932
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ソフトウェアは機械のようにランダムに問題が発生するわけではないため、多くの場合は誤った設計や必要

な要件を満たしてない場合が多く、また、設計時に肥大化したプログラムを完全にテストすることが難しくな

っているという側面もある。急速な技術革新により機械の基本設計は大きく変わることはなくても、電子制御

やソフトウェアは急速な変化を見せており、自動車システムの複雑性は非常に高いものとなっている7。 

 

b. STPAを使用した ACCのハザード分析 

ソフトウェア集約的なシステムである ACCの安全性を確保するために、MITの研究チームでは STPAを使

ったハザード分析を行っている。STPA の導入には大きく分けて、4 つのステップが必要となっており、図表

2は STPAの標準的な導入手順となっている8。 

 

図表 2 STPAの導入手順 

準備 1. 想定されるシステムレベルのアクシデントとハザード、安全制約の識別 

準備 2. コントロール構造の構築 

STPAパート 1. 不適切な制御アクションの識別 

STPAパート 2. 潜在原因の識別 

 

準備 1 と準備 2 は、CAST など STAMP を使った他のツールでも使われる事前準備の段階となっており、

分析を行う上での目標設定と、システム全体の流れを把握することを目的としている。STPA パート 1 とパ

ート 2 が STPA のハザード分析に重要なステップとなっており、不適切な（安全でない）コンポーネントの動

作や相互作用、そして原因の追究と改善点の策定を目指している。以下では、4 つのステップに従い、ACC

への STPAの導入事例を紹介する。 

 

準備 1. 想定されるシステムレベルのアクシデントとハザード、安全制約の識別 

STPA の最初の準備段階にあたるアクシデントとハザードの設定では、「ACC が作動している間に搭乗者

がケガをする」ことをアクシデントとして想定しており、このアクシデントにつながるハザードの状態として、

「ACCが前方に存在する車と安全な距離を保っていない」、もしくは「ACCが車のスピードを急に落として後

方の車に追突されてしまう」という 2つを設定している。 

 

準備 2. コントロール構造の構築 

図表 3は ACC と自動車システムの関係を示すコントロール構造となっており、自動車の加減速を判断する

自動運転制御モジュール（ACC Module）を中心として、ドライバー（Operator）、自動車の状態（Vehicle）、

その他自動車を制御するためのシステムで構成されている。赤の点線で囲った枠の部分は ACC のブレー

キ制御に関する部分となっており、自動運転制御モジュール（ACC Module）、ブレーキ制御モジュール

（Brake Control Module：BCM）、自動車のブレーキ部、自動車の状態を示している9。 

                                                   
7
 http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796 p.2 

8
 STPAを使ったハザード分析の詳しい内容については、前号（2014年 5月号）を参照 

9
 ここでは自動運転システム全体の技術を「ACC」、自動車の加減速を判断するコンピューター（ACC Module）を「自動運転

制御モジュール」、車体のブレーキを制御するコンピューター（Brake Control Module：BCM）を「ブレーキ制御モジュール」と

する 

http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796
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図表 3 ACCのコントロール構造の例 

 
出典：Applying STPA to Automotive Adaptive Cruise Control System

10
 

 

自動運転制御モジュールからブレーキ制御モジュールにブレーキをかける指示が送られると、ブレーキ制

御モジュールから車体のブレーキ部へとブレーキ制御を行うための指示が送られる仕組みとなっている。車

体のセンサーからはホイールの回転数がフィードバックとしてブレーキ制御モジュールへ送られ、さらにブレ

ーキ制御モジュールから自動運転制御モジュールへとブレーキの状態や運転速度の情報などが送られる

ようになっている。 

 

STPAパート 1. 不適切な制御アクションの識別 

STPA のハザード分析で必要となる不適切な制御アクションでは、ブレーキ制御モジュールと他のコンポー

ネントとの相互作用に問題があった場合の事象が想定されている。図表 4 はブレーキ制御モジュールの不

適切な制御アクションの例となっており、ハザードにつながる恐れがあるものが設定されている。 

 

                                                   
10

 http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-
System.pdf p.9 

http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
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図表 4 ブレーキ制御モジュールの不適切な制御アクションの例 

 
出典：Applying System Theoretical Hazard Analysis Method to Complex Automotive Cyber Physical 

Systemsを基に作成11 
 

STPAパート 2. 潜在原因の識別 

STPA の最後のステップとして、このような不適切な制御アクションが起こる原因を見つけ出すために、コン

トロール構造に戻り、潜在原因の識別を行う作業に移ることとなる。STPA を使った ACC のハザード分析

の中からは、ブレーキ制御の事故を減らすための改善案として、以下のようなものが例として出されている
12。 

 

 ACC のソフトウェアは、車の状態を把握するために正確なパラメーター校正値（calibration parameter 

values）を保持しておかなければならない。 

 自動運転制御モジュールはブレーキの信号の送信を設定された時間の誤差以内に送信しなければな

らない。 

 自動運転制御モジュールはブレーキなどのセンサーからデータが送られてこない場合、ドライバーに音

声と視覚的なメッセージで通知した後、ACCをオフにしなければならない。 

実際の ACCの設計は、ほとんどの場合企業の機密となっているため、ACCにおける STPAの有効性を検

証するにあたり、実際の製品ではなく、ACC設計の産業標準となっている ISO 22179 と SAE J2399の規

格で要求されている内容と比較を行っている。検証では、STPA が 2 つの標準規格で示されている安全要

件を見つけ出しただけでなく、2 つの標準規格に記載されていない重大な安全要件の発見にもつながって

いる。例えば、ACCの状態をドライバーに視覚的に伝えるための表示アイコンが各自動車メーカーで異なっ

ていることが確認された。レンタカーなどいつもと違う車を運転した場合にドライバーが ACCの状態を正しく

把握できない可能性があるとしている。図表 5 は各自動車メーカーの ACC の表示アイコンの例となってお

り、自動車メーカーによって表示方法が違うことがわかる。 

 

                                                   
11

 http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796 p.7 
12

 http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796 p.8 

制御アクション
制御アクションが配
置されていない

不適切な制御アクシ
ョンが配置されてい

る

制御アクションの適
用が早すぎる、もしく

は遅すぎる

制御アクションの適
用が早く終わってし

まう

自動運転制御モジュ
ールからブレーキ制
御モジュールへブレ
ーキの状態が伝えら
れる

前方の車間距離が
設定された値より短
いのにブレーキが行
われない

前方の車間距離が
あらかじめ設定され
た値より長く、ブレー
キが行われない

前方の車間距離が
設定された値より短
く、減速がゆっくりと
行われた

前方の車間距離が
あらかじめ設定され
た値より長いにもか
かわらず、ブレーキ
が行われた

前方の車間距離が
設定された値より短
く、急ブレーキがか
けられた

前方の車間距離が
非常に短いにもかか
わらず、ブレーキの
指令が遅すぎた

安全な車間距離が
保持される前にブレ
ーキが解除された

車間距離が設定さ
れた値より大きくなっ
た場合に、減速を取
りやめる

http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796
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図表 5 各自動車メーカーにおける ACCの状態を示す表示アイコン 

 
出典：Applying STPA to Automotive Adaptive Cruise Control System

13
 

 

車の状態を示す表示が統一されていない場合、ドライバーが正しい情報を受け取れないだけでなく、事故に

つながる誤った判断をしてしまう可能性がある。既存の標準規格では自動車メーカーへの ACC 表示アイコ

ンを安全要件としているが、STPAでは自動車産業全体で取り組むべき改善点の発見につながっている14。 

 

c. その他の自動車技術への応用 

STPA を使った自動車の安全研究は ACC 以外にも応用されており、自動車の ABS（Antilock Braking 

System）の研究では、STPA をより動的なシステムへと応用する試みが行われている。STAMP の事故モ

デルでは、各コンポーネントのふるまいや動作がシステム全体に及ぼす影響を動的に知ることは難しく、

STPA でもシステムの状態変化に合わせたハザード分析を行うことが難しいケースがある。シュトゥットガル

ト大学では、時間遷移や状況変化に合わせたハザード分析を行うために、有限状態機械（Finite State 

Machines：FSM）15を STPA に応用している。FSM とはシステムの状態遷移を表した数学的なモデルであ

り、動的なシステムのふるまいを表すことができるモデルとなっている。FSM と STPA を組み合わせること

で、自動車の状態や周りの環境変化に合わせた動的なハザード分析ができるようになっている。同大学の

研究チームが行っている ABS の研究では、STPA を使って不適切な制御アクションを識別し、FSM を使っ

て得られた様々なシステムの状態に応じた潜在原因の識別を行っている。図表 6は ABSのコントロール構

造と ABSシステムのイメージ図となっている16。 

 

図表 6 ABSのコントロール構造とシステムの概略図 

 
出典：Integrating State Machine Analysis with STPA

17
 

                                                   
13

 http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-
System.pdf p.22 
14

 http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796 p.9 
15

 有限オートマトンとも呼ばれ、システムの状態遷移を表したものであり、指示の入力などによりシステムの状態変化を数学

的に表したモデル 
16

 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf 
17

 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf p.4

http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1736796
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf%20p.4
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（2）  製造業における品質保持への応用 
 

複雑化する電気機械の設計開発においても STAMP/STPA の有効性が示されており、高いパフォーマンス

を持った製品の品質を支える役割を果たしている。この事例では、新しい製品の設計から製造において、製

品の品質を保つために STPAの導入を行った研究となっている18。 

 

a. 製品設計への応用 

米ディーゼルエンジンメーカーCummins 社では、新しい製品の設計開発のために STPA 導入の取り組み

を行っている。本来ハザード分析を行うためのツールとして開発されている STPA を、安全管理ではなく品

質管理を目的としたツールへと応用し、新しい製品の品質低下を防ぐ試みとなっている19。この研究では、

STPAで使われている基本概念をそれぞれ以下のように変更している。 

 

STPAの本来の概念 

安全（safety） 

アクシデント（accident） 

ハザード（hazard） 

品質管理へのカスタマイズ 

品質（quality） 

（品質やコストなどの）損失（loss） 

望まないシステムの状態（undesired system state：

USS） 

 

品質管理以外にも、「耐久性（durability）」「製造性（manufacturability）」「柔軟性（flexibility）」など異なる目

的にも STPAを応用することができる20。 

 

開発段階の製品という性質上、詳しい製品内容は明らかにされていないが、大規模で複雑な電気機械シス

テムの製品開発を対象として STPA を活用している21。新しく開発する製品では、機能そのものに大きな変

化はなくパーツの数や種類は同じであるものの、新しい技術の導入によりパーツのデザインや材料、製造プ

ロセスには変更が加えられている。つまり、コンポーネントの種類や機能は変わっていないことから、故障の

種類などは変化しないと考えられ、従って故障モード影響解析（Failure Mode and Effect Analysis：FMEA）
22やフォルトツリー解析（Fault Tree Analysis：FTA）23といった従来の手法では新しく発生する故障などの不

具合を識別するのが難しいとされている。逆に、製造プロセス、デザイン、材料の変更といった部分が新製

品の品質にどのような影響が出るかは未知数であり、そのため、STPA を使うことでデザインフローや予期

しないコンポーネントの相互作用が引き起こす影響を見つけ出す試みとなっている。 

 

ひとつのコンポーネントに関わる技術変更がいかに複数のコンポーネントに影響を与えるかを見るために、

デザインストラクチャーマトリックス（Design Structure Matrix：DSM）と呼ばれる図を作成している24。DSM

では、複雑なコンポーネント間の相互作用について影響範囲がわかるようになっている。今回、研究対象と

なっている製品では、ハードウェアとソフトウェア両方を含む 60個のコンポーネント間の影響について DSM

を使ってマッピングしている。それによると、1つのコンポーネントにおける技術変更が 5つのコンポーネント

にまで影響を与えることがわかった。しかし、これらのコンポーネント間の関係が望まない結果につながるか

                                                                                                                                                                    
および p.5 
18

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.103 
19

 STPAのコンセプトは社会技術システムに対する汎用性があり、今回は、事故の回避から、品質低下の防止に目的を変更

しても応用が可能である。 
20

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.39-p.41 
21

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.43 
22

 故障モード影響解析（Failure Mode and Effect Analysis：FMEA）は、故障のメカニズムを研究しておくことで、潜在的な故

障要因を特定する解析手法 
23

 フォルトツリー解析（Fault Tree Analysis：FTA）とは事故分析手法の一つで、イベントごとに枝分かれした図を描いて、事故

の原因を特定する手法。 
24

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.43-p.45 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
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どうかは DSM ではわからない。コンポーネント間の作用を吟味するため、STPA が使われている。図表 7

は Cummins社の製造する製品のイメージである。 

 

図表 7 Cummins社の生産ライン 

 
出典：Cummins

25
 

 

b. STPAを使った分析 

まず、研究において、損失（元来の概念ではアクシデント）の度合いを 3 段階に設定している。上記で述べ

たように製品の詳細について明らかにされていないが、排気ガスを排出するシステムを持った製品であり、

排気ガスの排出不良が最も優先度の高い損失、つまり最も大きなダメージをもたらす損害であり、次に、ク

レーム増加、コスト増加に設定している。 

損失の度合い 1: 製品不良（排気ガスの排出ができない） 

損失の度合い 2: ユーザーからの製品に対する保証要求の増加 

損失の度合い 3: 製造システムの過剰設計によるコストの増加 

 

さらに、内容の詳細は明らかにされていないが、損失につながる 11 の望まないシステムの状態

（undesired system state：USS）（元来の概念ではハザード）を設定し、これらの 11 の望まないシステムと

損失の優先度を関連付けた。どの望まないシステムの状況が起きた時、最もシビア（優先度の高い）損失が

起こるのかを整理した。 

コントロール構造の構築では、運用（Operating）、製造（Manufacturing）、設計（Design）の 3つのプロセス

に分けて行っており26、製造と運用への影響が大きい設計のプロセスに着目し、内容の詳細は明らかにさ

れていないが、設計で使われる 8 個の制御アクション（Control Actions：CA）を特定した。これらの 8 つの

CAが 4種類の不適切な制御アクション（Unsafe Control Action：UCA）27を行った場合、どのような望まな

いシステム状況（USS：ハザード）を引き起こすかの分析を行っている。図表 8 は損失、USS、不適切な制

御アクションの関係性を整理した図となっている。一番上の表は損失、USS、不適切な制御アクションの内

容となっており、中央の表は損失、USS、損失の優先度の関係図となっている。一番下の表は、8 個の CA

から識別される不適切な制御アクションと USS の関係図となっている。研究では、3 つの表を組み合わせ

ることで、限られたリソースを効率的に使ってハザード分析を行っている。 

                                                   
25

 http://social.cummins.com/engine-announcement-cummins-means-jobs-columbus-engine-plant/ 
26

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.49 
27

 4つの不適切な制御アクションとは以下のものを指す。詳しくは前号の 18ページを参照 

1. 安全のための制御アクションが設置されていない 

2. ハザードにつながる、安全ではない制御アクションが設置されている 

3. 安全のための制御アクションが設置されているが、タイミングが遅すぎる、早すぎる 

4. 安全のための制御アクションが設置されているが、すぐに止まる、もしくは適用が長すぎる 

http://social.cummins.com/engine-announcement-cummins-means-jobs-columbus-engine-plant/
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
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図表 8 損失、USS、不適切な制御アクションの関係性 

 
 

USS（ハザード）、損失（アクシデント）、対応する優先順の関係性 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

不適切な制御アクションと USS（ハザード）の関係性 

 
出典：System Theoretic Approach for Determining Causal Factors of Quality Loss in Complex 

System Design
 を基に作成28

 

 

                                                   
28

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.47および p.60 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
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これらの表を使った分析の結果、望まないシステム状況（USS：ハザード）につながる潜在原因を見つけ出

しており、それに基づき、改善案が出されている29。図表 9 は見つかった潜在原因と改善案を 運用、製造、

設計のプロセス別に分けて表したものとなっている。 
 

図表 9 STPAの分析から見つかった潜在原因と改善案 

 
出典：System Theoretic Approach for Determining Causal Factors of Quality Loss in Complex 

System Design
 30 

 

c. 分析結果からの考察 

STPA を使った分析からは、複雑なシステムにおいても、STPA のステップを踏むことで様々な改善点の発

見につながっている。研究では他の事故解析手法との比較も行っており、STPA と FMEA で分析を行った

チームは両方とも同レベルの技術者 4〜7 人で構成されたチームで、同じ期間31で同じ労力を費やしている。

しかしながら、STPAは FMEA を使った分析より 225%も多くの潜在原因を識別しており、FMEAが特定の

故障に対して細かい問題点の発見に至っている一方で、STAMP ではシステム間の連携、適切でないフィ

ードバック、外部要因に対する問題の発見につながっている。その他、FMEAでは対応できないソフトウェア

の設計フローやコントローラーへの指示の喪失には STPAが有効という結果が研究内容から出ている32。 

 

複雑でコンポーネント間の影響が見えない新しいシステムであるほど STPA は他の事故分析手法より優れ

ており、優先分野に集中的にハザード分析を行うことができると考えられる。試行錯誤と手探り的なアプロー

チが多い「品質」という内容に対してもシステム論のアプローチを使った STPA は非常に有効であり、「事故」

や「故障」だけでなく社会技術システムにおける様々な面に対して STPA の汎用性は高いといえる。 
 
 

                                                   
29

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.61-p.76および p.89 
30

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.61-p.76および p.89 
31

 約 2 ヶ月間、1時間のミーティングを週一度行っている 
32

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514 p.103 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514
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3 社会システム中の原因も含めた事故分析への応用 
 

事故防止や安全管理は機械的なシステムだけでなく、社会システムにおいても必要性が大きくなってきてい

る。医薬品のリコール問題、集団食中毒事件においても STAMP を使った分析が用いられ、社会システム

の中にどのような原因が潜んでいたのか、事故を起こした当事者のみならず、監督官庁、研究機関などの

ステークホールダー全体の役割も考慮に入れ、事故を取り巻く環境にシステムアプローチを用いて分析を

行っている。 

 

（1） 医薬品リコール問題 
 

1999 年、Merck 社の関節炎治療薬バイオックス（Vioxx）は、アメリカ食品医薬品局（Food and Drug 

Administration：FDA）によって認可された。しかし、認可後に心臓へのリスクが確認されたことから、2004

年に FDAはリコールを指示し、製薬会社も Vioxxの自主回収を行った。Vioxxの場合、副作用が発見され

てから市場撤回まで長い時間を要したため、より早いタイミングでリコールできなかったかなどが問われて

いた。MIT の研究チームによる研究では、リコール問題が起きた背景に製薬会社のみに原因があるのでは

なく、医療産業全体の体質がリコールにつながったと見ており、システムダイナミクス理論を用いて、製薬会

社、薬の処方を行う医師、FDAの 3者にどのような動きがあったかを研究している33。 

 

a. リコール問題への考察 

Merck 社には、薬品の臨床試験からパテントが切れるまでに得られる利益、コスト、FDA によるリコールの

可能性、といったプレッシャーがかかっていたため、これらが製品を市場から引き上げる判断を誤った要因

の一つになったと見られている34。薬の処方を行った医師においては、副作用の事実に気づく機会は何度も

あったものの製薬会社からの積極的な売り込みもあり、処方を行い続けた35。また、医療現場から副作用に

対する懸念が出てきた場合でも、副作用を証明するデータが正式に報告されるまでの時間差により、問題

が具体的に認識されるまで時間がかかり、リコールの対応の遅れへとつながっている36。FDA は薬の認可

や臨床試験などを行っていたが、製薬会社の営業活動に対しての権限は大きくなく、リコールが発生するま

で製薬会社と医療現場への影響を強めることができなかった37。 

 

b. ダイナミクスモデルを使った分析 

STAMP のコントロール構造は定常状態で表されることが多いが、動的な状態を表す場合は STAMP とシ

ステムダイナミクスのモデルを組み合わせることで可能となる38。図表 10 は医師が薬の処方を行う過程を

示したダイナミクスモデルの例となっている。  

 

                                                   
33

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc 
34

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.11 
35

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.9 
36

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.10 
37

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.7-p.8および p.16 
38

 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.11 

http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf


ニューヨークだより 2014年 6月 

13 
 

図表 10 システムダイナミクスモデルの例 

 
出典：Applying System Engineering to Pharmaceutical Safety

39
 

 

中心部はどれだけ薬が患者に処方されるかを示しており、プラス（＋）のマークは薬をより多く処方しようとい

うベクトルが働いており、マイナス（—）は処方量を抑えようとするものである。右のループでは製薬会社が売

り上げを伸ばすために医師に宣伝を行う動きを表しており、左のループは副作用の報告が増えるに従い、

処方量が少なくなることを表している。2 つのループのバランスによって患者に処方される薬の量が動的に

変化することを示している40。 

 

Vioxx のリコール問題の事故解析では、鍵となる 2 つのシステムを組み合わせている。1 つは Vioxx が医

師から処方される過程と、もう 1 つは Vioxx が FDA か製薬会社によってリコールされるまでの過程を表し

たものとなっている。医師によって処方が行われなければ患者が薬を手にすることはできず、製薬会社か

FDA によってリコールが行われれば医師は薬を処方できないため、2 つのシステムが問題を防ぐための鍵

となる。図表 11は 2つのシステムを組み合わせたシステムダイナミクスモデルとなっている。 

                                                   
39

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.9 
40

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.9 

http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
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図表 11 システムダイナミクスモデルの例 

 

 
出典：Applying System Engineering to Pharmaceutical Safety

41
 

 

モデルの右側は医師が薬の処方を増大させるための要因を示している。左側はどのような力が働くことで

処方が減少につながるかを示している。その他、薬の処方を増減させるための外部要因も記載されている。

例えば、右上の赤い点線で囲まれた部分は Merck 社が Vioxx の販売から得られる利益を上げるためのド

ライバーを示しており、患者へ処方された数、薬の価格、マーケットシェア、薬のパテントが切れるまでの時

間といった要因などを含んでいる。例えば、パテントの残り時間が減少するにしたがって Vioxxを使って得ら

れる利益も減るため、同社に処方を増やそうとするプレッシャーとしてかかっていたことがわかる。 

 

左上の青い点線で囲まれた部分は、医療現場からの副作用に関する報告数を示しており、深刻な副作用

の数、レポートの信頼性、集められたデータの質などが Vioxx の副作用に関する報告を増加する要因とな

っている。正確なデータの収集や、副作用と薬の関係性を正しく示したレポートが十分な数になるまで時間

を要することがわかる。医療現場から副作用の報告が増えることにより、薬の処方を減らす作用につながる

こととなる。研究では、FDA が製薬会社に対して広告・販促活動を規制するための権限を強めることで、右

のループのうち赤で示された 2 つの作用を同時にコントロールすることができるようになり、これを効果的な

解決策として提案している42。 

 

2007年の FDA改正法（ Food and Drug Administration Amendments Act：FDAAA）では、FDAに新し

い権限が与えられ、FDA から製薬会社への規制の権限強化、薬のラベルに対する監視権限など、リコール

を防ぐための効果的な法規制が追加されており、本研究ではその内容のほとんどがリコール問題に対して

有効な手段になっていると述べている43。 

 

                                                   
41

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.17 
42

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.16-p.17 
43

 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.14 

http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc
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（2） 集団食中毒事件に関する事故分析 

予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）では、年間 4億 7,800万人が食

中毒に感染して、3,037 人が死亡、12 万 7,389 人が入院していると見積もっており、食中毒に対する安全

管理の重大さは非常に大きなものとなっている44。温度管理や調理プロセスといった技術的な側面は食中

毒の事故分析で考慮すべき大きな要因となっており、また従業員、管理者、消費者の行動についても、食の

安全性を確保する上で重要な要因となっている。集団食中毒事件の分析を行った研究として、ピーナッツバ

ター製品による集団食中毒事件の経緯と、CASTを使った分析を紹介する。 

 

a. ピーナッツバター製品による集団食中毒 

2008 年から 2009 年にかけて、米国ジョージア州とテキサス州にまたがって起きたピーナッツバターによる

集団食中毒事件では、9人が死亡、741人が体調不良を訴える惨事となった。ピーナッツバターの製造を行

った Peanut Corporation of America 社（PCA）では、2006 年からサルモネラ菌が検出されていたにも関

わらず、再検査を行った結果サルモネラ菌が検出されなかったことを理由に対応を取らずに出荷を続けて

いた。2009年 1月上旬に FDAが製造工場に立ち入り検査を行い、サルモネラ菌が混入したまま出荷を続

けていたことが判明。PCA 社が自主回収を行うまで感染が拡大する結果となった45。図表 12 はピーナッツ

バター製品から見つかったサルモネラ菌となっている。 

 

図表 12 ピーナツバター製品から検出されたサルモネラ菌 

 
出典：CBS News

46
 

 

b. CASTを使った分析結果 

図表 13 は食品製造業におけるコントロール構造の例となっており、企業のマネジメントと工場、管理を行う

政府機関、小売店や第三者機関といった食品産業全体の関係を表したコントロール構造となっている。記

載されている番号は、各コンポーネントの間の相互作用を示したコントロールループを表している。 

 

                                                   
44

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.9 
45

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.32 
46

 http://www.cbsnews.com/news/salmonella-spread-by-peanut-butter/ 
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図表 13 食品製造業を表したコントロール構造 

 
出典：A systems approach to food accident analysis

47
 

 

CAST を使った事故分析では、管理者が PCA 社の製造工場に不在だったことなど様々な原因を挙げてい

るが、特に図表 13 のループ 1 とループ 5 にあたる、企業のマネジメントと製造工場、企業のマネジメントと

第三者監査機関の関係に焦点を当てている。これは、この 2 つのループが製品の安全に対する責任があ

るにも関わらず正常に機能していなかったこと、社会システム的な要因が含まれていることが理由となって

いる48。 

 

このケースでは、第三者監査機関は PCA 社から委託された企業となっており、2008 年 3 月下旬に PCA

社の評価を“非常によい（Superior）”としている。本来、監査機関は独立した立場を取る必要があるものの、

製造側から委託を受けた企業が監査機関となる場合、監査機関として次の契約につなげるために、監査結

果に偏りが出た可能性がある。つまり、コントロールループの中でセンサーとして働くべき第三者監査機関

が正常に働かず、正しいフィードバックが送られなかったということである49。企業のマネジメントと製造工場

の間のコントロールループでは、製造工場からサルモネラ菌が検出されたにも関わらず PCA社の CEOは

再検査を指示し、リコール問題に直面している時ですら FDA に対し工場の製造許可を要求していた。サル

モネラ菌の検出のフィードバックが製造工場（センサー）から出されていたにも関わらず、コントローラーであ

る CEOの判断が経営のプレッシャーなどにより誤った判断を出していた50。 

 

c. 事故調査報告書と CAST分析の比較 

 

研究では CAST を使った事故分析と連邦省庁が出した調査報告書の比較を行っている。食中毒事件が発

生した場合、食物を管理する政府機関は活動目的の違いから担当が分かれており、事故調査を一元的に

行う政府機関が設定されておらず51、 そのため CAST との比較は、CDC と FDAから出された調査内容を

                                                   
47

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.39 
48

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.47-p.48および p.54 
49

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.48-p.49 
50

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.52-p.53 
51

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.29 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799
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比較したものとなっている。CDC では、 食中毒の原因となったサルモネラ菌の感染ルートから感染源を特

定し、感染の拡大防止といった疫学的な面からの活動となっている。CDC による感染源の特定が行われた

後、FDA では感染源となった企業の製造施設や流通経路へ焦点を当て、法令違反の有無や過失などを調

べた上で、必要に応じて法務省（Department of Justice）へ犯罪捜査の要請などを行う52。疫学的な面では

感染源の特定を行い、食物の安全法規制的な観点からは製造工程と企業への調査を行うため、FDA と

CDC ではそれぞれ調査対象が狭い範囲に限定されている53。一方、CAST の事故分析では消費者、企業

のマネジメント、立法機関や監査機関も含めたより広い分析を行っており、従来の調査手法と比べて調査す

る範囲が 2倍以上に増えたことが研究からわかっている54。 

 

4 社会インフラ、巨大プロジェクト、労働安全への応用 
 

社会システムが大きく複雑なものになるにつれて、ひとつの事故による被害は甚大なものとなってきている。

特に、社会インフラや巨大プロジェクトといった数十年にわたるプロジェクトでは、国と複数の企業によって

進められるため、影響の大きさから安全管理と事故防止は非常に重要な課題と言える。NASA が次世代航

空交通管理システムに STPA を使った詳細なハザード分析を行い、またロシアのパイプラインプロジェクト

における開発と運用、米国保険会社による労働環境についての長期的な研究について、それぞれ STAMP

の事故モデルが使われている。 

 

（1） NextGenへの応用 
次世代航空インフラ構築 NextGen（Next Generation Air Transportation System/次世代航空交通システ

ム）における安全対策の一環として STAMP が取り入れられている。NextGen とは、連邦航空局（Federal 

Aviation Administration：FAA）が中心となって配備が進められており、地上ベースではなく衛星を使った航

空交通管制を行うという特徴がある55。図表 14は NextGenのイメージ図となっている。 

 

図表 14 NextGenのイメージ図 

 
出典：NOAA

56
 

                                                   
52

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.34-p.35および p.56 
53

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.29 
54

 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/70799 p.56-57 
55

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.6 
56

 http://www.nws.noaa.gov/nextgen/ng101.shtml 
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新しいシステムにより、航空機遅延の軽減、二酸化炭素削減など環境への負担減少、正確な航空機の追

跡や情報の共有により安全な空を維持することを目的としている57。経済的な面での効果も期待されており、

FAA では 2018 年までに航空機の遅延が 35%軽減され、230 億ドルの経済効果がでるとしている58。

NextGenに参加している NASAでは STPA を使用して NextGenの詳細なハザード分析を行っており、従

来の事故モデルを使って抽出された航空企業への安全要件への疑問点と、STPA から得られた改善案と

の比較を行っている。 

 

a. ATSA-ITP と DO-312 

NextGen  のプロジェクトの一部である ATSA-ITP（Airborne Traffic Situational Awareness In-Trail 

Procedure）と呼ばれる新しいシステムでは、他の飛行機と安全な距離を保ちながら高度変更の頻度を増

やすことができるようになっており、世界的にも注目されるケーススタディとなっている。ATSA-ITP のシステ

ムの安全設計については、すでにフォルトツリー解析などを使用して運用、設計、能力要件を定めた DO-

312
59と呼ばれる安全文書が作成されている60。DO-312 では、ATSA-ITP を運用するために必要な性能的

な部分に焦点を当てており、最低限の数値的な能力要件が基準となっている61。 

NASA の研究では、DO-312 の中で使われている安全解析手法には様々な問題があるとしている。例えば、

ATSA-ITP 運用の安全評価を行う環境については、最悪のケースを想定したものというよりも、通常の状態

を基準としてそこから確率的に起こりそうな事故状況を想定したものとなっている62。例えば、ヒューマンエラ

ーについては 1％～10％の確率で起こるものを“非常に多い（Very Often）”、0.01％以下の発生率を“非常

にまれ（Very Rare）”と定義しており、ヒューマンエラーをランダムに発生する事象として確率的に定義して

いる63。しかしながら、人間の行動はその時の状況によって引き起こされるものであるため、確率的な予測

よりもヒューマンエラーを起こさないシステムを作ることが重要となる。確率的なアプローチは電気機械の部

品などに対しては有効な手段と言えるが、ソフトウェアや人間といった社会技術システムには、DO-312 の

ような数値的なアプローチは効果が薄いと言える64。 

 

b. STPAと DO-312の比較 

様々な技術革新が行われている NextGen には、複雑なシステムに対応するために新しく効果的な事故モ

デルが必要とされている。現在、様々な事故モデルが開発さているが、事故や災害への考え方、分析を行う

アプローチの視点によって、事故原因の特定の結果も大きく変わる。図表 15 は DO-312 と STAMP の事

故への考え方とアプローチの違いを示したものとなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.6 
58

 http://www.faa.gov/nextgen/media/ng2011_implementation_plan.pdf p.5 
59

 「ATSA-ITPにおける、安全、性能、相互運用の必要要件書（Safety, Performance and Interoperability Requirements 

Document for the In-Trail Procedure in the Oceanic Airspace (ATSA-ITP) Application）」 
60

 http://www.rtca.org/store_product.asp?prodid=1094 
61

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.6 
62

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.15 
63

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.17 
64

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.18 
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図表 15 DO-312と STAMPのアプローチの比較 

 DO-312 STAMP/STPA 

事故分析への考え方 事故が発生してない状態を前

提としており、通常の状態から

起こりえる事故を想定している  

 

偶発的な事象が重なった時に

事故へとつながる 

考えられる最悪のシナリオを前

提としたものとなっており、シナ

リオのアクシデントとハザードへ

とつながるすべての状態を想定

している。最悪のシナリオへと

つながるすべての潜在原因を

特定する。 

過失や欠陥などを減らすもしく

は防ぐことに焦点を置いている  

システム全体の動作に対して安

全制約を適用することに焦点を

置いている  

ほとんどの故障原因は独立した

ものと見なしている  

サブシステムの相互作用が安

全にどのように影響するかまで

考慮している 

潜在原因 ハードウェアの故障のみを考慮

したものとなっており、オペレー

ターやソフトウェアもハードウェ

アとみなしている 

ソフトウェアが“故障”することは

ないが、設計要件の不備や他

のコンポーネントとの相互作用

によりハザードへつながると見

なしている。オペレーターもソフ

トウェアと同様に“故障”すること

はないが、システムの状態によ

って誤った判断をする可能性が

ある。 

認証方法 機械の性能基準、もしくは故障

が発生する可能性について示し

ており、企業はその内容につい

て準拠する必要がある 

企業が設置した機器と、コンポ

ーネントの制御アクションを基に

した分析から出された STPAの

安全制約に従う 

出典：Safety Assurance in NextGen Safety Assurance in NextGenを基に作成65 
 

図表 15 からわかることは、DO-312 と STPA は事故原因を特定するためのアプローチが違っているという

点である。DO-312 は想定通りに運用されることを前提としており、事故はコンポーネントやサブシステムの

レベルで想定から外れた事象が起きた場合に起こると考えている。一方、STPA は 想定される最も悪い事

故を前提としており、その背景を探ることにより事故の因果関係を識別するようになっている。つまり、DO-

312 は事故原因が通常運用から外れた確率的なものとする一方で、STPA では全ての事故原因が同時発

生することを前提としている。DO-312 は能力的な条件を設定することでコンポーネントやシステムの故障

率を下げることを目標としており、製造を行う企業もそれらの基準を目指すことが義務づけられる形となって

いる。それに対して STPA は、企業のシステム内にあるコンポーネントが安全に運用されるための制御アク

ションに従い、システム全体に対して安全制約を課すことで安全性を確保することができるようになっている
66。 

 

（2） 大規模プロジェクトへの応用 
 

プラント建設において、これまで個々のパーツごとに安全対策を行う傾向にあったが、STAMP を用いること

で、包括的なシステムに対する安全研究が行われようになってきている。ロシアのパイプラインプロジェクト

                                                   
65

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.28-p.29 
66

 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.31 
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では、STAMP を使用したエンジニアリング・コントラクタやマネジメント段階からの安全管理について研究が

行われている。この研究では、ただ安全性の向上を目指すのではなく、シンプルでコストを考慮した方法とな

っている67。 

 

a. エンジニアリング・コントラクタ（engineering contractor：EC） 

土木プロジェクトを行うためには、土木建築とコンサルティングを請け負う ECの存在が必要不可欠となって

いる。EC が石油やガスのプロジェクトを受け持った場合、設備の構築、パイプラインシステム、貯蔵設備、

石油精錬施設の構築などに特化した作業を受け持つ。しかしながら、システム設計にかかわる安全対策は

EC が受け持つ範囲の中には組み込まれておらず、クライアントから出された要求に従って、個別に調査や

取り組みを行うことが多い。こういった取り組みの結果がシステム全体の安全に与える影響は少なく、むしろ

機械や設備の設計について言及されることになってしまうケースも多い68。 

 

巨大工事プロジェクトのコンサルティングを行う ILF Consulting Engineering 社では、ロシア東部のコムソ

モリスクとデカストリを結ぶ長距離パイプラインプロジェクトに STAMP を使ったハザード分析を行っている。

このプロジェクトでは、コムソモリスクで作られたディーゼル燃料や、ナフタ、ジェット燃料などをデカストリま

で送る計画となっている。2014年中ごろに始まる予定の本輸送システムには 10億米ドルの投資が行われ

ており、30 年にわたって運用が行われる予定となっている69。図表 16 はパイプラインプロジェクトが行われ

たロシア東部の位置を示している。 

 

図表 16 ロシア東部のパイプラインプロジェクト 

 
出典：Evaluating Project Safety (System Engineering and Safety Management) in an Organization

70
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b. 従来のプロジェクトマネジメントの問題点 

本研究では、プロジェクトオーナーが包括的なリスクマネジメントを行うためには、リソースが足りていないこ

とがわかっている。施設や作業場の把握はその場のマネージャーによって行われており、効果的ではない

ことが多い。そのため、システムの設計者が安全性やリスクについて考える場合、経験によるものが多く、

事故原因の特定に多大な労力を必要とすることとなる71。また、プロジェクトの認可が下りると、運用レベル

から安全対策が行われるようになり、トップダウン式ではなくボトムアップ式の安全対策となる72。現場レベ

ルでの事故の防止策についても問題点がいくつか見つかっている。例えば、機械を使用する上での安全対

策に対して「〜を正しく使うようにする」といった常識的な内容となっている。形骸化した報告書などにより、

報告を受けた作業員が間違った解釈をしたまま作業を進めてしまうといった問題が見つかっている73。 

 

c. STPAによる分析 

パイプラインプロジェクトで想定されるアクシデントは様々なものがあるが、本研究では STPA を使って火災

事故に焦点を当てたハザード分析が行われている。STPA の最初の段階としてアクシデントとハザードを以

下のように設定している74。 

 

準備 1. 想定されるシステムレベルのアクシデントとハザード、安全制約の識別 

アクシデント 

1. 石油輸送が止まる 

2. 石油製品を運び出すタンカーのスケジュールを遅

らせる 

3. 仕様要求に届いていない石油製品が輸送される 

4. 労働力や関係者の死亡、能力喪失 

5. 環境へのダメージ 

6. パイプラインシステムの資産へのダメージ 

ハザード 

1. パイプラインシステムの輸送障害 

2. 石油製品がタンカーの要求に応じた輸送がで

きない 

3. 仕様要求に届いていない石油製品が生産さ

れる 

4. 火災や爆発事故の発生 

5. オイルの外部への流出 

 

ハザードの 4番目にリストされている火災事故の分析では、火災事故防止の最終的な手段として用意 

されている緊急停止システム（Emergency Shut Down：ESD）に焦点を当てている75。 

 

準備 2. コントロール構造の構築 

図表 17は STPAパイプラインシステム内における ESDのコントロール構造となっており、赤い点線で囲ま

れた部分は、複数ある輸送ポンプ施設とその中に配置された ESDを示している。 
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図表 17 パイプラインシステム内における ESDのコントロール構造 

 
 

 

出典：Evaluating Project Safety (System Engineering and Safety Management) in an Organization
76

 

 

STPAパート 1. 不適切な制御アクションの識別 

上記のコントロール構造を使った分析からは複数のハザードへとつながる複数の不適切な制御アクション

が見つかっているが、その中でも輸送ポンプ施設内に適切な ESDが配置されていない場合、爆発を伴う大

規模な火災事故につながることが判明している77。 

 

STPAパート 2. 潜在原因の識別 

適切な ESDが設置されないシステム上の問題点として、以下のような潜在原因が見つかっている。 

 ガス漏れ検知器、火災検知器、中央指令室や現場オペレーターからの指示や信号が ESDに届かない 

 システムの設計ミス 

 システムの管理手法が使い回しされていて、プロジェクトにあわせた調整を行っていない 

 電源喪失 

 メンテナンスの際に、部品の交換や環境が変化する 
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上記の潜在原因の多くは、一度運用レベルでの安全対策として考えることで新しい施設の設計へと反映さ

せることができると研究では述べている78。その他、火災事故のリスクを軽減する方法の一つとして、コミッ

ショニング79のプラン作成段階に運用業務のチームを加えることを提案している80。システム論を使用してい

る STPA では、事故防止に対するアプローチがプロジェクトの運用段階に入ってから安全対策を行うボトム

アップ方式ではなく、積極的に設計から運用までシステム全体を見通したシステムレベルでの安全対策が

効果的であるとしている。 

 

（3） 労働環境への研究 

労災の分野での事故分析においても STAMP が用いられている。米保険会社 Liberty Mutual 社では、同

社が持つ研究機関で労働災害の研究を行っており、あらゆる産業における安全な労働環境を目指して、

STPAと CASTを使った詳しい研究を行っている81。 

 

a. 労働災害の研究 

マサチューセッツ州ボストンにある同社の研究機関では、伝染病、人間工学、行動学、障がい者のための

研究が研究所内の 4 つのセンターで行われており82、その中で労働災害に関する研究も行われている。米

国内における後遺症の残る労働災害は年間 500 億ドルの経済的な損失と試算されており、転倒事故は国

内 3位の労働災害の原因となっている。特に外食産業に従事している労働者の 6.4%が転倒事故を経験し

ており、後遺症が残るケガをした人のうち 3人に 1人が転倒事故によるものとなっている83。 

 

同社が行った STPA を使ったハザード分析では、滑りやすい床の状態、床用洗浄剤の使用について監督

や教育をする環境が提供されていない、薄利多売のビジネスにより教育や監督が効果的でなくなっていると

いうことが分かっている。同社の研究所が行った調査によれば、69%のレストランが床用の酵素入り洗剤を

使っているが、62%が本来熱湯を使うべきではない酵素入り洗剤に熱湯を使用していることが分かっている
84。図表 18は床用洗剤の使用を誤った労働災害のイメージ図となっている。 
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図表 18 労働災害の例 

  
出典：Can We Apply STAMP/STPA to Occupational Injuries?
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b. 社会技術システムの登場と安全な労働環境の設計 

2003 年から 2010 年にかけて死亡事故を含まない労働災害の件数は減少をつづけている。この背景には

1950 年代に登場した社会技術システム論の登場に伴い、認知工学、人的システムの統合、システムの復

旧力に着目したレジリエンス工学、STAMP など、社会技術システムの発達がある。人間と技術システムの

間に発生している非同期進化（Asynchronous Evolution）と、それを解消しようとする同時最適化（Joint 

Optimization）により、社会技術システムは発展を続けている。1993 年に起きた世界貿易センター爆破事

件では、消防と警察が違うシステムの無線を使用していたためほとんど会話をすることができず、連携をと

ることができなかった。また、2001 年の同時多発テロの際も、警察のヘリからビルの崩壊が進んでいるとの

メッセージが発信され、警察は市民と共に避難をしたが、消防のレスキューチームはその情報を受け取るこ

とができず、ビルの崩壊に巻き込まれることとなった。 

 

Liberty Mutual 社では、社会技術システムと労働環境の関係を重視しており、STPA と CAST を使った長

期的な研究を行っている。この研究の中では、労働者の行動が原因となっている事故は少なく、労働災害を

減らすには社会技術システムを変えていく試みが必要だと述べている。 
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5 終わりに 
 

前編と後編にわたり、新しい事故モデル STAMP を報告してきた。前編では、STAMP の概要とともに使用

が拡大している産業分野について、そして、後編では異なる分野での事例を通して、STAMP の導入状況を

説明した。航空機メーカーでソフトウェアセーフティに関する研究を行っていたレブソン教授により考案され

た STAMP は、現在、宇宙、医療、鉄道、自動車、IT、軍事など幅広い分野での応用が広がっている。研究

が行われている機関も MIT や NASA をはじめとして、ドイツのシュトゥットガルト大学、日本の JAXA、中国

の大学研究機関など多岐にわたっており、世界中から注目を集めている状況である。レブソン教授著の

STAMP原本ともいえる「Engineering a Safer World」の日本語への翻訳も進んでいる。 

研究段階から実用化へ向けたアプローチは始まったばかりであり、STAMP 導入に際して難易度が高い部

分もあるが、分析を自動化するためのソフトウェアの開発など、実践にむけた動きは活発に行われており、

多様な分野において STAMPの普及は今後加速していくと考えられる。 

 

最後に、レブソン教授に新たな分野の可能性について聞いたところ、まだ研究はあまり進んでいないものの、

例えばエアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの家電分野においても STAMP は有効と考えられるとのことであ

り、類似する例として、ブラジルの研究者が STAMP を活用して「スマートハウス」を研究している例などを

挙げられた。必ずしも大規模システムでない家電でも、システムが高度化する一方で発火など危険な事故

がおきる可能性もあることから、STAMPの適応は十分考えられる。 

またレブソン教授は、世界的に大きな問題となっているサイバーセキュリティに関しても、国防分野などで

STAMP の研究が進んでいると述べられた。今後サイバーセキュリティ対策での STAMP 研究も進展が見

込まれる（サイバーセキュリティ対策への応用については前編でも紹介）。 

 

科学技術の進歩と安全性の関係は永遠の課題であり、特に科学技術の進歩が急速に進む現在において、

安全性の問題はますます重視されている。このような中、STAMP の社会技術システムへの応用性の高さ

とソフトウェアセーフティという概念は、今後のイノベーションに大きく貢献していくと考えられる。 
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