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第1章

1.1

緒

昌

研究の背景

原子力プラントの社会的信頼感､いわゆるパブリックアクセプタンスの獲得は原子力開
発全般に係わる重要な課題であり､今後の方向性･発展性を決定づける上でも真筆な取組
みが望まれている｡信頼感の醸成を左右する要因は多岐に渡るが､原子力プラントにおけ
るトラブルの低減への努力もひとつの有力なアプローチである｡このような信頼性･安全
性の向上を目指して､1970年代から1980年代初頭にかけては､設計･材料･機器･部品の
改良･標準化が図られるなど主にハードウェア面での著しい技術進歩により､トラブルの
発生率は当初の1ル程度に急減した1

1)(Fig･1‑1参照)｡これにより､我が国の計画外

停止頻度は諸外国に比べれば一桁程度低い値に保たれることとなった1‑2)｡しかしながら､
プラントの運用･保守に係わる人的要素(ヒューマンファククー)に注意が向けられるよ
うになったのは比較的最近のことである｡これは､ハード絡みのトラブルが減少したにも
係わらず､ヒューマンエラー
が関与したトラブルは依然
として構這いを続けている
こともその一因となってい

3)を示すが､原

子力分野以外においてもエ
ラーの低減による信頼性の

LOq∈⊃=

確保が共通課題となってい

Jq〇一〇⊃之‑O

合の一覧1

J010L

起因したトラブルの発生割

竺二uコ

界でのヒューマンエラーに

･こ･の1一uコ＼三屋冒こ;0001u;山

る｡Tablel‑1には各産業

ることが窺われる｡
原子力プラントにおいて
ヒューマンファククーを考

969■TO●Tl一丁2‑丁3‑Tl■丁5'丁6'TT'丁8一丁9‑80'8lt82‑83●8l'85■86'8丁■88

慮した信頼性に関する研究
は､1975年に米国原子力規

制委貞会(NRC:Nuclear
Regulatory

Fig･l‑1Trend
at

of

domestic

theincidents

nuclear

power

frlequenCy

OCCurred

plantsl‑1)

Commission)が

発行した｢確率論的リスク評価(PRA:Probabilistic

risk

assessment)研究｣､通称､

ラスムッセン報告1叫)にその源をたどることができる｡その後､1979年に発生したTMI(ス
リーマイル島:Three

MileIsland)事故に運転員の過誤の関与が指摘されるとともに､原

子力プラント等で発生した過去の大事故､(例えば､Davis

‑1‑

Besse〔1977:米国加圧水型

炉〕､Rancho

Seco〔1978:米国加圧水型炉〕､Bhopal〔198Ll:インド化学工場事故〕､

Ginna〔1982:米国

黒鉛減速型炉〕などが

加圧水型炉〕､チェルノブイリ〔1986:露

代表的である)の多くにい
Tablel‑1

わゆるヒューマンエラーが

Ratio

関与していたことが認識さ

the

of

human‑errlOP

aCCidentin
ト3)

SOmeindustrialfields

れた｡これらの事故の発生
時刻を調査するとト5･6)､

Field

Ratio

Sources

さらに興味深い事実が浮か
び上がる｡Fig.1‑2に示し

Construction

78%く

Hausen

1975

たように､Ginna発電所を

ManufactuI‑ing

揖0%く

Labour

Statics

1978

除いたすべての事故は深夜
から早朝の運転員の覚醒水

Chemicalplants

Hayashi1979

60%く

0shima

1980

70%‑80%

KurOda

1979

70%‑90%

Billings1981

準が最も低下するとされる
時間帯に発生しており､こ

Air

の事実がヒューマンファク

Power

plane
plants

クーの関与を如実に示して
おり､■ これらの教訓を反映
したヒューマンファククー分野の研究が加速されることになったが､その歴史は20年に
満たない｡
原子力プラントの運転操作を対象としたヒューマンファククー研究は世界的な広がりを
見せているが(Tablel‑2参照)1

7･8･9)､それを大まかに分類すると､(1)人間信頼性評

価手法(確率論的安全評価を含む)､(2)マンマシンインタフェースの改良(新型制御盤開
発を含む)､(3)運転員支援システム開発､(4)人間行動の分析評価(トラブル分析を含む)
および(5)運転員モデル開発などが挙げられる｡このうち､原子力の開発に主導的役割を果
NationalIJaboratory)､

たしてきた米国では､BNL(ブルックヘブン国立研究所:Br00khaven
SNL(サンディア国立研究所
Sandia

NationalI.abora‑

Chernobyl

0:00am

tute)､INPO(原子力発電
運転協会:Institute
Nuclear

Power

2:00am

山:00am

8:00am

6:00am

of

Operations)､

EPRI(電力研究所:Electric

Fig.l‑2

0ccurTenCe

PoweI､ResearchInstitute)
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time

orlisted

up

accidents

およびWestinghouse社などで上記の研究分野をすべてカバーしたきめ細かな研究活動を
行っているが､人間信頼性評価､データベース(事故報告と過誤率)および運転員支援な
どに力を注ぐ一方､INPOを中心とした民間サイドでは､手順書改良や訓練･管理など主に
実務面での改善に力をいれている｡特に､SNLのA.D.Swainの人間信頼性解析ハンドブッ
ク1

10)は､確率論的安全評価における運転員の過誤率を求めるための先駆的研究として

評価されている｡欧州では､仏国､英国､独国､デンマーク､スウェーデン､欧州共同体
において盛んに研究が進められている｡特に､仏国はプラントの標準化が進み､原子力比
a

率が高いこともあって､ヒューマンファククー研究はCEA(原子力庁:Commissariat
l‑Energie

de

Atomique)およびEdF(電力庁:Electricite

FIlanCe)を主体として積極的に

進められており､シミュレータを利用した運転員の認知行動のふるまい､マンマシンイン
タフェースの最適化､事故･故障データベースの構築､確率論的安全評価などに当たって
Kingdom

いる｡続いて､英国ではUKAEA(原子力公社:United
Generating

CEGB(中央電力庁:Centr･alElectrisity
Human

Reliability

Atomic

Energy

Authority)､

Board)､HRA(人間信頼性協会:

Associates)などを中心として､主に､人間信頼性解析に実績を有し

ている｡また､Manchester大学のJ.Reasonらの一般的エラーモデルの概念的枠組みGEMS
(GeneI‑ic

eIlrOr

mOdeling

system)ト11)においては､エラーの発生メカニズムについて､

心理面での深い洞察がなされている｡また､デンマークのRiso研究所では､人間･機械の
役割分担､人間行動の分析､および意思決定モデルなどJ.RaLSmuSSenによる一連の著名な
研究が行われている｡特に､人間行動の基本的枠組みを明らかにしたラダーモデルト12)
が著名である｡このはか､ノルウェーのHalden研究所での制御盤の改良研究1
州共同体のISPRA研究所での運転員の認知モデルの開発1

13)､欧

1叫)が先駆的研究として特筆さ

れる｡

一方､我が国の状況に目を転じると､組織的な研究が開始されたのは､1987年のことで
あり､官民協力体制のもと､官側機関として原子力発電機構内にヒューマンファククーセ
ンターが設立され､民間側機関として電力中央研究所内にヒューマンファククー研究セン
ターが設立された｡この後､日本原子力研究所に人的因子研究室(1989年)､東京電力に
ヒュ丁マンファククー研究室(1989年)が､関西電力を中JL､とした原子力安全システム研
究所(1991年)が相次いで設立されている｡これらの機関での主要な課題は､人間のふる
まい分析(シミュレータ実験､基礎実験)､人間信頼性､トラブル分析など多岐に及んで
いるが､制御盤の改良および運転員支援システムについては､日立･東芝･三菱など重電
三社で実施している｡また､複数の機関および大学でオペレークの認知モデルの開発が進
められていることも我が国の特徴の一つである｡主要な機関･大学･メーカでの原子力分
野のヒューマンファククーに関連した研究実施状況を同じくTablel‑2に取りまとめるが､
研究開始からの歴史が浅いこともあり､系統立てて推進されている状況にはない｡ここで､
原子力プラントの運転を対象とした分野でのヒューマンファククー研究について､それぞ
れの研究分野ごとにその経緯と現状を概観する｡

ー3‑

Tablel‑2

CurTent

StatuS

and

human

executedin

factors

countries.l‑7･8･9)

other

Subjects*

Institute

(1)

(2)(3)(4)

00000

CLLI乱NL
NR釧SN釧Ⅲ珊

USA

subjects

fieldinJapan

research

Countrッ

Of‑the

0

(5)

(6)OtherlS

COntentS

00
O Procedure
00perator

qualifi‑

Cations

0

0
00per‑atOrltr‑aining

France

EdF
CEA

0

0

0

0
0

0SimulatorleXP.
0

CⅡ;B

00perator
Guideline

UKAEA
IiRA
Manchester

0
○
Univ.

Denmark

Riso

0

Sweden

SKI
Studvik

0

Norway

Halden

0
0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0Basic

erroIlmOdel

00perator

training

00perator

tIlaining

(OECD)
Germany

Japan

GRS
K肌J
TUV

0

Univ.
Univ.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

O
O

BasicIleSearlChes
ErTOr
PIlediction

O

Training

000

0000

Mitubishi
Tm
Tokyo
Kyoto

0
O
O

000

NUPEC
CRIEPI
JAERI
Hitachi
Toshiba

0

0

★Subjects:
(1)Human

reliability(including
COntrOIpanel),(3)OpeIlatOrS
accidents
research(including

PSA),(2)Improvements
SuPPOr七Orinstpuction

analysis),(5)OpeIlatOrS

(6)OtheIIS

ー4‑

of'MMI(including
system,(4)Human
Simulation

advanced
behavior

modeling,

(1)人間信頼性研究(確率論的安全評価を含む)
前述の通り､原子力プラントの個々の機器の故障率などに基づき膨大な計算により炉心
溶融確率を算出したラスムッセン報告1功)の公表を契機として､原子力分野のヒューマン
ファククー研究が注目されることとなった｡すなわち､この確率論的リスク評価(Proba
bilistic

risk

assessment)による炉心溶融確率が低すぎるのではないかとする反論がル

イス報告1‑15)によって指摘された｡その根拠となったのはプラントの異常発生時のオペ
レークの過誤率が低すぎること､共通要因故障(同じ原因で複数の機器が故障すること)
が考慮されていないことであり､特に､人間信頼性の評価があいまいであることが強く認
識された｡これにより､人間信頼性評価の再検討の機運が高まり､SNLのSwainl‑10)が
中心となって､人間信頼性の評価を重点的に実施し､NUR肛/CR‑1278として発表した｡こ
の報告では人間の過誤率がオペレークの精神作業負荷(Mentalworkload)などのPSF(人間
行動形成要因:Perf.0rmanCeShaping

f'actors)に依存して変化すること､人間信頼性の評

価のベースとしてTHERP(系統的人間信頼性評価:Technique

f'or human

ana

reliability

lysis)と呼ばれる手法を開発したこと､人間の指標的過誤率(PSFを考慮しないベースとな
る過誤率)を膨大な実データや実験データを整理してデータベース化したことなどにより､
高い評価を得ている｡現在､人間信頼性を評価する手法として､De‑BDA(詳細ブロック解
block

析図:Detailed
Successlikelih00dindex
Systematic

human

diagramanalysis)1

16･17)､SLIM‑MAUDE(成功尤度指標法:

method010gy)1.18)､SHERPA(系統的人的過誤低減予測手法:
erlrOr

reduction

and

appr､OaCh)l‑19)など多くの手法が

prediction

用いられているが､依然としてダイナミックな運転操作中の人的過誤率および人間信頼性
の算定には問題を残している｡.一方､最新のPRAの実施手順書としてNUREG/CR‑2300l,20)
が､また過誤率データベースとしてNUREG/CR一肌101

21)が用意されるに至り､実在の原

子力発電所の炉心溶融確率が算定され､その値はおよそ1炉年あたり10

叫〜10

6の間に

分布している｡

(2)マン･マシン･インタフェース(MMI)の改良研究
MMIの改良研究はオペレ一夕の過誤を低減する観点からの実践的な研究であり､運転
員の認知･判断･対応しやすい制御室の設計まで幅広く検討されている｡大きな流れはア
ナログからディジタルへの移行､また､それによるコンパクト化が傾向として定着してい
る｡TMI事故まではアナログ計器だけの旧式盤が使用されていたが､これを教訓として
我が国の原子力安全委員会が示した52項目の改善事項1

22)は､その後の盤改良や設計

にも取り入れられ､水位など安全上重要なプラントパラメータの多重監視の原則､警報の
重要度分類(色識別)､SPDS(安全パラメータ表示装置:Safety

display

parameters

SyStem)を用いた運転監視強化などの改良が図られたl‑23)｡現在は第4世代の制御盤に
あたっており､CRT(ブラウン管:Cathode

ray

tube)タッチオペレーションや大型ス

クリーンなどが特徴となっている｡1980年代の初期の盤改善では盤形状の人間工学的な寸
法への変更､器具の識別(demacation)､ミミック表示(系統図上への表示)などが主体で
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あったが､1980年代後半ではCRTへの集約監視､CRTへの情報表示の階層化､警報の
集約表示および起動･停止の自動化などディジタル化が総合的に進められたト2互)｡この
後､運転員の認知過程に近い情報表示形式の導入､重要情報の大型スクリーンへの表示､
CRT表示のインテリジェント化など次節で述べる運転支援システムの機能を組み込むな
どさらに高度化が図られた｡近年は人間の特性に合わせたアダプティブインタフェースの
概念に基づき1

25)､異常時のより一層のワークロード軽減1

26)､エコロジカルインタ

フエース1‑27)など､より一層､運転員の認知･思考過程に適合した制御盤への模索が続
けられている｡

(3)運転員支援システムの開発研究
運転員支援システムは異常･緊急時に､①異常の早期発見､②的確な情報提供､③故障
箇所の診断､④対応処置の指示などを行うことを目的としたシステムである｡これまでの
研究で主要なものは､米国でのDASS(異常分析監視システム:Disturbance
&surVeillance

29)､SPDS(原子力発電安全状態監視装置:Safety

SyStem)1

30)､欧州におけるPRINS(新状態監視システム:New

1

system)1

display

system)1.28)､GDS(グラフィック表示システム:GrlaPhic

SyStem)1

tion

analysis

31)､HALO(警報処理システム:Handling

parameteI‑display
processinf'orma‑
of'alarms

usipglogic)

32)が挙げられる｡このうち､SPDSは我が国のほとんどの発電所で取り入れられて

いる｡これらは､運転支援を行う目的で､階層的なグラフィック表示およびミミック表示
により､プラントの状態を運転員が一目で把握できるように配慮され､さらにMFM(マ

ルチレベルフローモデリング:M叫tilevelf10WmOdeling)l,33)などの採用により､異
常原因の同定と事態の進展を直観的に予測できるように工夫されている｡これらのプラン
トの状態表示に関する高度化を第一世代とすると､近年のAI(人工知能:Aptirlcal
intelligence)の適用により､異常診断や事象進展予測などの機能を強化した支援システ
ムは第二世代といえよう｡ハルデンプロジェクトのCOSS(次世代運転員支援システム:
Computerized

oper､atOr

SuPPOrt

SyStem)1‑3叫)､我が国の通産プロジェクトで実施して

いる次世代マンマシンシステム(MMS‑NPP)ト35)が代表的なものとして挙げられるが､い
ずれも状況認識､原因診断､進展予測を膨大な知識ベースをもとに推論し､運転員の的確
な意思決定のために提供しようとするものであるが､これらのエキスパートシステムの成
否は､運転員の知識構造をいかにして効率的に知識ベース化するか､運転員の思考過程に
合わせた情報を提供するかにかかっている｡

(4)運転員のふるまい研究(事象分析を含む)
運転員に限らず､人間のふるまいに関する研究は､人間工学(Human

factors)､労働科

学､心理学および行動科学など多くの分野に跨がる学際的な領域に属する課題である｡人
間のふるまいの研究に適用される手法は､対象とする分野(航空､自動車､船舶､化学プ
ラントなど)によって千差万別であり､定まった手法や方式を求めるのは難しい｡これは
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人間の多様性や複雑さにもよるが､産業分野による作業内容､作業条件および時間スケー
ルが大きく異なるためである｡また､人間の内面に注目するのか､作業成績(パフォーマ
ンス)に注目するのかで､心理学と人間工学が分類され､作業者の健康を第一義的に捉え
るものとして産業衛生学があるなど歴史的にみても様々な観点から研究が進められてきた
経緯にある｡ここでは､原子力プラントの運転に焦点を絞り､どちらかといえばパフォー
マンスに着目した人間工学研究について概観する｡
運転訓練シミュレータを利用して運転員のパフォーマンスを組織的に研究したものとし
て､Kozlnskyト36)らの研究が挙げられる｡この研究では限られた時間内での判断が不正
確なものとなることを示唆し､HCRモデル(人間認知信頼性:Human
ability

COgnitive

reli‑

analysisの略で時間圧状況下で正しい判断を下せる確率を"時間一信頼性''曲線

の形にしたもの)の土台となっているト37)｡また､EPRI(米国電力研究所)では人間信
頼性評価の高度化のためのSHARP(系統的人間信頼性評価手順:Systematic
action

reliability

human

procedure)の一環として､このHCR曲線を実験的に求めるため､

シミュレータ実験を実施しているIT38)｡同様に､EdF､我が国のBWRグループも同
様の実験を実施してきたト39‑…)｡したがって､運転員のふるまいの実験的研究について
は､人間信頼性解析の高度化のためというニュアンスが大きかったが､近年､運転員の詳
細な会話分析や行動分析が行われ､運転員の内面に踏み込んだ､ワークロード評価やチー
ム特性評価が実施されつつあるト叫1･斗2)｡
一方､ヒューマンファクタ一研究の第一歩となるべき､事象分析､いわゆるトラブルに
係わるヒューマンファククー分析･評価については､1982年より､米国ではINPO､仏
国ではEdFが中心となって､分析･評価するための手法を開発し､HPES(人間行動
改善システム:Humanperf'ormanceenhancementsystem)として､プラントスタッフが自主
的に分析を実施するプログラムが運用されている1

斗3)｡また､C01enco社では独自に調

査様式を作成してスイス国内で利用しているようであるト…)｡しかしながら､ヒューマ
ンエラーが関与したトラブルには､人間の内的要因(生理､心理など)や思考過程の問題
点が存在していることは疑いようのない事実であると思われるが､これらの要因を含む背
後原因を系統的に分析できるようになっていない｡トラブル分析についての現状は第2章
で詳しく紹介する｡

(5)運転員のシミュレーションモデルの開発研究
オペレークの認知･思考過程をシミュレーションしようとする研究は､米国の軍関係の
機関が先鞭をっけている｡代表的なものとして､レーダ監視作業のオペレークを対象とし
たHOS(オペレークシミュレータ:Human
また､CaIldl一斗6)､Wickensl,叫7)､Baronl

operatorsimulator)が著名であるl
互8)らは､人間の情報処理過程のモデル化

に関してその概念的枠組みを明らかにしている｡このように､近年の知識工学など計算機
科学の進展に伴って､人間の認知･思考活動を理解し､それをシミュレーションする研究
やその関連技術は､新たな学問領域として認知科学が確立されるに従い､急速に発展して
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叫5)｡

きた経緯にある｡
原子力プラントのヒューマンファクター全般の高度化､例えば､冊Ⅰの改善､兆候ベー
ス手順書への改定､チーム構成の多様化､信頼性研究の精微化を進める場合､これまでオ
ペレークの思考過程のブラックボックス性が常にネックとなり､具体的な改善研究が進ま
ない状況にあった｡したがって､この分野の研究は､これまでブラックボックスと考えら
れてきたオペレークの認知･思考過程にメスを入れ､最終的には運転自動化につながる可
能性を有する研究として位置付けられる｡
原子力プラントのオペレークシミュレーションについては､多くの機関で研究開発が進
められている｡米国のWestinghouse社では､医療用の診断システムを応用したCES(認
知環境シミュレーション:Cognitive

envir‑Onment

Simulation)を先駆的な研究として開発

しており､これを蒸気発生器細管破断事象に適用し､黒板モデルと呼称する独特のモデル
により発生した事象の診断経緯をシミュレーションすることに成功している1

旬9)｡また､

MITのHuangらは同じ事象に着目し､運転員の行動を子細に観察することにより､チーム
としての運転員の会話を可能としたクルーモデルを開発している1

50)｡さらに､タスク

ネットワーク(予め運転員の職務を分析し､個々の職務の実行時間と実行後に何をするか
を指定することにより､職務手続きをネットワーク化した決定論的な手法)を利用したオ
ペレーク行動のシミュレーションとしてのOPPS(運転員操作シミュレーション:Ope‑
ratorpersonalperformance

ミュレーションモデル:Cognitive

simulation)1

51)､欧州共同体のCOSIMO(認知シ

simulation

model)などが開発されている1

52)｡こ

れらのモデルでは､扱える事象は限られたものではあるが､実際の運転員あるいはクルー
のシミュレーションに成功している｡したがって､扱える事象の一般化が求められるとと
もに､ふるまいのベースとなる知識ベースの拡張が今後の課題である｡尚､この分野の背
景については第2章に詳述する｡

この他､原子力プラントのオペレークに関する研究としては､手順書の改良､運転訓練
(教育訓練システム開発)､運転資格基準など多岐に及ぶが､研究というよりもむしろ規
制側と事業者側の運用面で.の技術的ノウハウに属するものが多い｡
このように､ここ20年程度の歴史を有しているに過ぎない原子力分野でのヒューマン
ファククー研究ではあるが､上述したとおり大きな広がりを持つに至っている｡しかしな
がら､歴史的な経緯が確率論的リスク評価から発展したこともあって､運転員のパフォー
マンスに着目しすぎる傾向が強かったことも事実である｡例えば､前節で述べたように､
ヒューマンエラーが関与したトラブルの分析･評価についても､その発生確率や発生状況
など結果として生じた表面的な統計は存在するものの､エラーのメカニズムを探るための
有効かつ端的な手段であるにも係わらずエラー発生に関与した内的要因や思考過程などの
背後原因まで含めて系統的に分析できる手法となっていないことなどである｡
このように､オペレークに固有のストレスやタスクを考慮した､人間の内的要因(心理､
生理､モチベーション､パーソナリティ､情動､意識など)を定量･評価する技術､ある
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いはそれらの要因がパフォーマンスに与える影響についての体系的な研究が不足していた
感がある｡また､オペレークの思考過程についても､エキスパートシステムの応用的な観
点ではなく､現実の運転員の思考過程に立脚した､さらに人間的な要素を加味したモデル
化がさらにヒューマンファククー研究の奥行きを広げることとなる｡

以上､人間の内的

要因や思考過程については､これまでブラックボックスとして外部から間接的にうかがえ
るに過ぎず､また､実験などから得られたデータも限られた状況のみに適用できるケース
スタディにとどまり､一般化できない状況であった｡したがって､このようなデータを有
効に積み上げて一般化していく方式として帰納的な手法をとらざるを得ない｡この観点か
ら､原子力プラントの運転に関して､オペレークの内面を推定する手法､それらの要因を
組み込んだ思考過程のモデル化が望まれている｡

1.2

研究の意義と目的

原子力プラントの運転操作の信頼性向上を目的とした研究は､前節で述べたとおり多岐
に及んでいるが､20年程度の歴史的背景を持つにすぎない｡しかしながら､ヒューマン
ファククー研究のバックグラウンドとなると考えられる人間工学､労働科学､産業衛生学､
安全工学およびJL､理学などの分野においては､人間研究に少なくとも100年以上の歴史
を有している｡これまでの原子力プラントのヒューマンファククー研究はどちらかといえ
ば確率論的リスク評価における人間信頼性の評価およびTMI事故の教訓の反映に由来す
るマン･マシン･インタフェースの改良に重点が置かれてきたきらいがあった｡
本研究の第一の目的は､原子力プラントにおけるヒューマンファククー研究を､原点に
立ち返り､客観的な評価を行うことにより､長い歴史的背景を持つ既存の学問領域で利用
されている手法･方法論を土台として､原子力プラントのオペレーク固有の条件を考慮し
た独自の分析･評価手法を開発し､体系的に組み立てることができないかを模索すること
である｡まず､これらの手法を仮に｢人間工学的手法｣と呼ぶこととすれば､原子力プラ
ント固有の条件や状況を考慮して､これらの人間工学的手法の適用と展開をはかっていく
ことが求められる｡これらの人間工学的手法は､それぞれ適用する段階によってまったく
異なった技術的基盤を有しており(このような多様性が特徴である)､相互に関連してい
るというよりも各々独立した手法であるといったはうが適切である｡そこで､本研究では､
原子力プラントの運転操作を対象とした人間工学的手法の適用について､①調査段階､②
分析段階､③評価(手法の提供)段階､④対策段階､⑤予測段階に分割して､それぞれど
のような手法が存在するか調査し､それらの限界と適用性について評価することとした｡
第二の目的は､これらの人間工学的手法から有望な手法を取り上げて､原子力プラント
のオペレークの内的要因や思考過程を含めたふるまいを理解し､記述するための有効な手
法として確立することである｡具休的には､その第一歩として､上記の調査･分析段階に
ついては､オペレークの内的要因や思考過程を探ることの可能な｢トラブル分析手法｣を
確立することである｡これにより､実際のプラントで発生しているエラーに結びっく頻度
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の高い諸問題を抽出するための道具として活用していくことができ､将来的なエラー低減
対策を勘案する場合の貴重な基礎データとなるばかりでなく､エラーメカニズムの解明に

役立てろことができる｡次に､分析･評価段階では､原子力プラントのオペレークにとっ
て重要と考えられる内的要因を実験的かつ定量的に推定することのできる手法として｢生
体情報評価法｣を取り上げ､それらを評価技術として確立することである｡これにより､
人間の内的要因を定量的にモニタリングできる基礎が構築できれば､作業者の特性に合致
した適正な作業管理･計画の立案､交替制による夜勤勤務の影響緩和および緊急時のスト
レスの緩和策などに役立てることができる｡最後に､対策･予測段階においては､これら
の集大成として得られた知見をオペレーク行動のシミュレーションモデルの開発に反映さ
せることにより､人間の内的要因を考慮した思考過程解明の足掛かりを作り､緊急時手順
書(EOP)の改良､MMI改良およびシビアアクシデントに絡むエラー防止技術など各
種のヒューマンファククー的な対策案の効果の事前評価に活かすことができる｡
これらの研究は､これまで原子力分野のヒューマンファククー研究の主流と考えられて
きた確率論的リスク評価関連研究に加えて新たな方法論と評価技術を提供する可能性を有
している｡したがって､本研究では､これまでの伝統的な手法を土台として､原子力プラ
ントのオペレークの内的要因や思考過程を探るための体系的な分析･評価手法として成立
させるための包括的な検討を行ったものである｡これによって､原子力分野のヒューマン
ファククー研究の幅と奥行きを深めることにつながり､原子力プラントにおけるトラブル
の低減に寄与できるものと思われる｡

1.3

論文の構成

論文は6章から構成されている｡第1章では､まず､我が国の原子力プラントのトラブ
ルの発生率について述べ､より一層のトラブルの低減のためには､さらに広汎かつ着実な
ヒューマンファククー研究が必要であることを示した｡また､いわゆる原子力プラント等
で過去発生したはとんどの重大事故にはヒューマンエラーが関与し､さらにエラー発生時
刻について調べると､オペレークの覚醒水準が最も低下する深夜から早朝にかけての時間
帯に集中していることが分かった1‑6)｡したがって､エラー低減には内的要因などの人間
特性を考慮した諸対策が重要であることを示した｡その後､およそ20年の歴史を持つ原
子力プラントの運転を対象としたヒューマンファククー研究の概要を5つの観点から整理
し､これを取りまとめた｡これにより､これまでの原子力プラントを対象としたヒューマ
ンファククー研究が確率論的リスク評価やマン･マシン･インタフェースの改良研究を中
心に行われ､パフォーマンスに大きく影響すると考えられるオペレ一夕の内的要因(心理､
生理､モチベーション､パーソナリティなど)を評価するための技術､およびこれらの人
間特性を考慮した思考過程のモデル化が不十分であることを指摘した｡最後に､人間研究
の基盤として長い歴史的背景を持っ人間工学､安全工学および心理学などの学問領域の知
見を土台として新たな分析･評価技術を提供するための本研究の重要性と意義について述
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ベた｡

第2章3･6･13)♯1では､まず､原子力プラントのオペレークの役割と作業種別について
概説するとともに､原子力プラントのオペレ一夕に関連した具体的な課題をこれまでのア
ンケート調査の結果から抽出した｡一方､ヒューマンエラー低減および作業改善を行うこ
とを目的とした人間工学的手法(前述の各種学問分野で利用されている手法)の適用にあ
たり､その方法論を明確にし､①調査段階､②分析段階､③評価段階､④対策段階および
⑤予測段階のそれぞれの段階でこれまで各種学問領域において培われてきた人間工学的手
法について広く検討した｡また､これらの手法の内､原子力プラントのオペレークの内的
要因や思考過程を明らかにするための手法として有効と思われる手法を様々な角度から客
観的に選択した結果､①ヒューマンエラーが関与した事象分析手法(トラブル分析手法)､
②生体情報分析･評価手法､③オペレークのふるまいのシミュレーション手法が実用的な
価値､今後の発展性および期待できる効果の観点から優れているものと考え､これを取り
上げることとした｡そして､これらの手法がこれまでの学問領域の中でどのような歴史的
経緯を経て確立されてきたかについて調査した結果を取りまとめるとともに､原子力プラ
ントのオペレーク問題への適用性について述べ､その不足している諸点を明らかにした｡
これにより､これらの手法を具体的な道具として活用するための方向性と課題を示した｡

第3章6･7･8･9･10･18)では､ヒューマンエラーが関与した事象分析手法(以下､トラブ
ル分析手法と呼称する)について､新たな手法の開発について述べた｡このトラブル分析
手法は､発生した事象に係わったヒューマンファククーをその背後要因まで含めて系統的

に調査･分析可能とし､これまでのチェックシート方式に比べて､数々のメリットを持つ
手法である｡例えば､人間の内的要因や思考過程のどの部分で発生したかを分析すること
が可能であるばかりでなく､事象の発生現場に近いプラントスタッフが当事者の生の声を
聞きながら分析できるように標準的な手順書を用意し､事象の経緯や原因構造について第
三者が理解しやすい図表形式の分析結果を導けるようにするなどの特徴を有している0
のようなトラブル分析は表面的な調査で終わってしまうことが多いが､本手法を適用する
ことにより､これまでの手法では見過ごされがちなソフト面での原因､すなわち､手順書､
管理,監督および作業計画の不備が併せて指摘できることを示した｡また､標準的な手順
書を利用することにより､一通りの分析を確実に実施できるばかりでなく､発電所におけ
る手法の定着化や習得の促進に有益であることがわかった｡しかし､より一層の定着化を
図るためには､分析の迅速化が求められることが調査の結果明らかとなり､一連の分析過
程をプログラム化したパソコンによる分析支援システムを開発し､その機能と適用の効果
についても述べた｡この分析支援システムを利用することにより､ヒューマンファククー
の観点からの豊富な解説と参照情報をもとに､具体的な約60問の設問に回答することによ

*1末尾に記した発表論文の一覧表のうち当該記号の論文によって各章が構成されている
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こ

り､全分析結果を報告書として作成することが可能であり､調査による情報収集を除けば､
分析に要する時間をはぼ半分に短縮することができた｡また､プラント職員を対象とした
講習会での理解度も向上させることができた｡

第4章1･2･互･5･11･12･19)では､オペレークの内的要因のうち､生理･心理状態を評価
する手法について述べる｡原子力プラントのオペレークの業務には､交替制勤務であるこ
と､操作監視すべき機器･装置類が膨大な数にのぼること､異常･緊急時の対処に高い信
頼性が要求されていることなど作業特性からくるストレスと社会的重圧からくるストレス
が混在していることが特徴として挙げられる｡ここでは､定量的かつダイナミックな変動
を計測できるなど優れた特徴を有する｢生体情報評価手法｣の適用について述べる｡これ
まで､生体情報の計測は医学分野での疾病の特定や健康診断に利用されてきた経緯にあり､
健常者の心身状態を評価する手法としては､わずかに実験JL､理学の分野で利用されてきた
のみで比較的新しい手法であり､近年のセンサ･計算機の進歩により､利用環境が格段に
変化してきている｡したがって､これまでの成果に立脚して､1987年に実施したオペレー
クを対象としたアンケート調査結果により原子力プラントのオペレークの内的要因として
重要であると指摘されている精神作業負荷と覚醒水準を評価する技術を実験的に検討した｡
この結果､生体情報評価手法は､オペレークの内的要因としての精神作業負荷や覚醒水準
を評価する手法として有効であり､既存の各種手法と組み合わせて使用することにより､
さらに信頼性の高い手法として利用できることを示した｡また､生体情報は多種多様なも
のがあり､相互に関連して変動し､肉体的な負荷の影響も大きいことから､これらを総合
して多角的な計測を可能とするシステムの開発についても述べる｡

第5章2･叫･5･13･川･15･16･17)では､オペレークの思考過程をモデル化した｢オペレー
ク行動モデル(個人モデル)｣の開発について述べる｡このようなオペレークの思考過程
を含めたふるまいのシミュレーションモデルは､MMIの改善効果の評価､運転員の構成
の変化の影響､およびヒューマンエラー絡みのシビアアクシデントに至るシナリオの検討
などに有効に活用できるものと考えている｡本研究では､シミュレータ実験で得られたプ
ロトコル解析結果､および経験豊かな実運転員とのディスカッションに基づき､異常(マ
ルフ≠ンクション)発生時の対応操作を実施し､その監視を継続するまでの過程を詳細に
検討し､これに基づいてモデル化を行った｡これまでのオペレークモデリングは得られた
情報を統合してマルファンクションの種類を同定する診断形式(原因同定)が主体であっ
たが､本研究では､事象進展予測､原因同定､現状把握の3つの観点から対応操作を可能
とする新しいメンタルモデルを構築し､これを中核としてオペレーク行動モデルを組み立
てた｡さらに､本研究では､より一層､人間らしいふるまいを模擬するため､精神作業負
荷と覚醒水準などの人間特性の概念を導入し､これらが外部からのストレスや本人の性格
を反映して変動する様子をシミュレーションする方式を提案し､ニューラルネットワーク
などの新しい計算機利用技術の適用も図った｡ここでは､運転チームを構成する個人モデ
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ル(オペレーク行動モデル)のシミュレーションコードの開発について述べるが､将来的
に運転チーム行動モデルに拡張するためのインタフェースとしてヒューマン･ヒューマン
･インタフェース(HHI)を考慮するとともに､発話の送受信機能をもった個人モデル
として完成したものである｡また､2､3の模擬事象に適用して､この個人モデルの応答
を発話､行為､思考過程を再現した結果の妥当性についても検討した｡

第6章では､本研究によって得られた事項や確立した評価手法を総括し､結論および今
後の発展性についても述べる｡
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第2葦

2.1

原子カプラントへの人間工学的手法の適用

まえがき

原子力プラントの運転操作に係わるヒューマンファククー研究は､第1章で述べた通り､
ラスムッセン報告以来20年程度の歴史的背景を持ち､これまでの研究は炉心溶融の頻度
を確率論的に算出するために必要な人間信頼性研究および制御盤の改良研究に主力が置か
れてきた経緯にある｡しかしながら､ヒューマンファククー研究は多くの学問領域に跨が
る学際的な性質を持つことから､既存の知見に立脚した手法を見直し､これをベースに十
分な検討を行い､適宜活用していくことも重要である｡ここでは､これまでの人間研究に
利用されてきた様々な手法を原子力プラントの運転操作に係わるオペレークの内的要因や
思考過程などの解明を通じて､エラー発生のメカニズムを探るための新しい方法論的な枠
組みを提供することを目的としている｡そこで､まず､原子力プラントのオペレークが実
施しているタスクの種類や内容について取りまとめ､原子力プラントの職員を対象に実施
された過去のアンケートデータに基づき､オペレ一夕を取り巻く諸々の問題点を抽出し､
ヒューマンエラーの低減につながる課題を探る｡また､上述の方法論をベースに､それぞ
れの課題に有効に活用できると思われる既存の手法(ここでは人間工学的手法と呼称する)
を選択し､これらの手法の現状と解明すべき課題について検討した結果を述べる｡

2.2

原子力プラントにおける作業の実態

2.2.1.運転操作に係わる作業内容
一口にプラント内の運転操作に係わる作業といっても､その内容は多岐に渡る｡Table
2‑1にオペレークが日常的に､あるいは異常時に実施する作業を大別した結果を示す2 1)｡
業務内容は国によっても大きく変わるが､我が国の場合には定期検査作業に伴う業務も含
まれる｡この定期検査は主に保修作業者が主体であり､運転者側は系統の隔離･復旧が主
な作業となる｡平常時には､計器を監視し､運転条件が通常範囲にあることを確認し､報
告のために記録を取る｡また､毎日､決まった時刻にプラント建屋内を巡回点検すること
も重要な職務であり､通常､巡回箇所と点検内容を記載したチェックシートにより行う｡
これらの監視業務と並行して､法定記録､定時記録および運転記録の作成を行う必要があ
る｡これらの作業は異常の早期発見によるプラント安全性･信頼性の確保の一環の活動で
ある｡また､定期的ではないが､原子炉の燃焼管理のための操作を行うこともある｡また､
補機類や付帯設備の性能維持のための部品の交換､性能評価も定期的に行い､このための
系統の隔離･試験･復旧操作が必要となる｡また､プラントの安全性確保に重要な電源な
どの系統について作動試験や定期試験が行われる｡
一方､プラントの定期検査に伴って実施される起動/停止操作は長期運転計画に従う｡
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tO

relevants
and

monitoring

equlPmentSin‑Site
chits

and

tags

Every

year

定､および応急措置が取られる｡また､発生した事象の程度により､関連部署への連絡･
通報も必要となる｡発生した事象についての知識が不足している場合には計装配管図や手
順書を参照することもある｡
また､以上のような運転業務のはかに､教育訓練､手順書類の見直し､各種報告書の作
成､発行伝票の処理などの定常的な事務処理が行われている｡

2.2.2.人間工学的課題の抽出
(1)運転操作に係わる人間工学的視点からの選択
前節で述べたようにオペレークが行うべき作業は多種多様であるが､確率論的リスク評
価が示唆するように2

2)､このうち最も安全性･信頼性に大きな影響を与えるのは､中央

制御室での運転操作であり､特に､異常時/緊急時の対応操作が重要な鍵を握っている｡
このため､電力各社ではシミュレータを利用した運転訓練が計画的に行われるとともに､
各種教育設備が備えられ､オペレークの資質向上が図られている｡
これら2.2.1.で述べた運転業務を実施しているオペレークの信頼性を向上させるのに必
要な観点を整理するために､安全工学､人間工学､労働科学の分野をカバーした｢作業の
人間工学チェックリスト｣を利用した｡このチェックリストでは､数百項目におよぶ検討
事項を列挙し､それらを①作業空間､②操作器具､③作業方法､④情報源､⑤環境要因､
⑥作業組織､および⑦作業負荷に分類して作業者のパフォーマンスに与える影響を評価す
べきとしている2

3)｡また､Swalnらは確率論的リスク評価の人間信頼性に与える諸要因

としてPSF(人間行動形成要因:PerforYnanCe

Shaping

factors)を定義し､人間信頼性

に影響する要因を整理している2‑2)｡これらの要因のうち､原子力プラントの安全性確保
にとって重要な異常時/緊急時の運転操作に影響を与えうるものに絞ってピックアップし
たものをTable2‑2に示す｡同表にはTable2‑1に示したオペレークの役割に照らし合わ
せて､重要な項目を示すとともに､これまでの原子力分野の研究領域においてもカバーさ
れているか否かについても示した｡

この結果を痕括すると､残されているほとんどの項目は③作業方法､⑥作業組織､およ
び⑦作業負荷に集中していることが分かる｡特に､異常発生時の作業負荷､緊張､外部か
らのストレスなどの要因､および作業組織に係わるオペレーク間の協調､コミニュケーショ
ン､リーダシップ､社会的重圧などの要因については問題の非定量性や認識のあいまいさ
のためにはとんど手をっけられていないことが分かる｡オペレ一夕個人あるいはチームと
してのエラーメカニズムの解明には､これらの思考過程を含めた内的要因や組織上の問題
を明らかにする必要があり､何らかの方法論が必要となるものと思われる｡さらに､オペ
レーク個々の知識と経験により決定する対応操作を選択するまでの思考過程も重要である｡
また､チームとしての意思決定過程をどのようにするか､コミニュケーションなど人間一
人間系インタフェース､リーダシップの問題も重要な課題として残されている｡これらの
検討からが示唆される内容を整理すると､人間本来の特性としての内的要因､思考過程お
よびチームとしての意思決定､協調などの組織論的な課題が残されているものと思われる｡
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(2)運転操作に係わるアンケート結果による選択
ヒューマンファククー課題を選択するためには､前述の2.2.2.(1)のような視点からの大
枠による選択も重要であるが､実際のオペレ一夕がどのような問題意識と経験を持ってい
るかの視点からの検討も必要である｡そこで､本研究では1987年に実施した全国1,30
0人のオペレークを対象とした､いわゆる｢ヒヤリ､ハットアンケート｣の調査結果を引
用する2‑り｡この調査は全国10電力会社の運転経験者を対象にこれまでの経験で各自が関
与した潜在的事象(もうすこしでトラブルに至る可能性があった事象)として､匿名で具
体的記述をしないことを条件に､一人一件づっの事例に関するアンケートを実施したもの
である｡実施方法や実施内容について言及すると膨大となるため､ここでは､関係が深い
項目に限って､その結果を紹介する｡
まず､Table2‑3にオペレークが経験したヒヤリ･ハット事象のきっかけとなるエラー
類型を示す｡これによると
エラーの形態は､情報認知

Epror

Table2‑3

by

に係わる部分がおよそ2割､
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r･elaLted

operator､Sin

to
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NPPs(N=1300)

実行時のスリップも同程度
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Error

であることがわかる｡それ

Frequency

以外の約3割が思考過程で
の判断､知識の誤りである

1.0ver､100k

ことがわかる｡

2.Mis‑Selections

続いて､これらの各エラ
ーモードがどのような原因

and

Mis‑readings

3.Mis‑judgements
互.Out

of

Thinkig

order

によって引き起こされたと

5.Quantitative

感じているかについての分

6.仇heI､S

error

■

析結果について述べる｡
Table2一山に各エラーモー

■:nOreSPOnSe,mis‑direction,mis‑instruction

ド類型別の発生原因(主因)と関連要因(副因)別にその頻度が高いものを列挙した｡こ
の結果､エラーに結びつく主因として最も多く挙げられているのが､油断､不注意などで
あり､これはオペレークの覚醒水準などの内的要因が関連している｡副因も同様に内的要
因が多く挙げられる傾向にある｡また､マンマシンインタフェース要因として､装置の識
別の問題､見にくさ､装置の配列などが高い頻度で原因とされていることも注目される｡
タスク特性に関しては､定期作業や習熟作業が挙げられている反面､不定期作業や最初の
作業なども挙げられており､特に､タスク特性には明確な傾向が見られないようである｡
このような結果を総括すると､通常時の運転操作に関しては､オペレ一夕の内的要因が
大きく関与してエラーと結びっく一方､操作具の配列･識別などの問題も依然として少な
くないことを示唆している｡このアンケートが主に第一･二世代の制御室で勤務するオペ
レークを対象としていることから当然であるかもしれない｡
また､別の視点からの分析では､情報の知覚に関連するエラーでは､3咽が内的要因の
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みが原因となって発生し､6咽が内的要因とシステム側要因とが相乗して発生､残りのわ
ずか数パーセントがシステム側の要因で起こっているとしている2功)｡また､判断エラー
については､内的要因のみと相乗効果が半々でシステム要因のみで発生したものは皆無で
あった2叫)｡したがって､運転操作に関連して発生するエラーの原因として､思考過程を
取り巻く生理･JL､理などの内的要因が大きな比重を占めていることが分かった｡

運転操作に関与するヒューマンファククーの大きな課題として､(1)､(2)節で検討した結
果を取りまとめる｡まず､オペレークの内的要因が重要な役割を果たしていること､特に､
通常時の運転操作については覚醒水準の問題が重要となり､異常/緊急時には､オペレー
クの作業負荷や判断過程が重要であることが示唆された｡また､現在､マンマシンインタ
フェースの改善研究として取り組まれている操作具､情報表示の問題も依然として重要で
ある｡また､今後の課題としては､社会･組織学的なオペレーク問の協調やチームとして
の意思決定過程などについての取組みも望まれることが分かった｡

2.3

人間工学的手法の現状とその適用

2.3.1.人間工学的手法の現状
これまでの人間を対象とした研究のうち､特に作業者のパフォーマンスを向上させるた
めの様々な研究分野での基本は､人間特性についての知見を深めることである｡すなわち､
作業で要求される人間の特性について考えると2｣5･6･7･8)､人間系は機械系に比して情報
処理速度､､耐久性､持続性に劣るが､操作性(不定型あるいは予想外の操作)､コミュニ
ケーション､柔軟性と適応能力において優れた特性を有しているので､人間系の長所を最
大限に利用すると同時にその短所をカバーしていくことが基本的な課題である｡
人間に絡む種々の問題解決を図るためのこれまでの基本的な手順を簡略化するとFig.2‑1
に示すような流れ図となり､各段階では次のような手法が主に用いられてきた2

9･10)｡

(1)資料調査手法
現存する資料について系統的に調べる手法であり､調査段階では古典的ではあるが最も
有効な手法であり､特に人文社会科学的な分野で多用される｡しかし､記録が乏しい対象
には適用できず､定量性に欠ける､時間がかかるなどの欠点もあり､あくまでも基礎デー
タや現状調査に活用すべきである｡この観点から本研究でも基礎調査については文献調査
を系統的に実施した｡
(2)アンケート手法
該当する資料が存在しない場合に､所定の質問紙を用い､特定の共通点をもった集団に
対して調査を行うもので広く一般化されている手法である｡この手法は各種検査法(性格
検査､知能検査､適性検査､官能検査など)として確立されており､特に､心理学分野で
有効に利用されている｡近年､人間のあいまいさや意識の問題を取り扱うことが求められ
ることが多く､感情や感覚を定量的に扱う場合に適しており､統計的手法の適用により定
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量性も確保することができる｡この手法は調査･分析･評価の各段階で利用することがで
きる｡
(3)インタビュー手法
作業現場の職員の意識に関する生の声を直接獲得できる手法であり､アンケート手法よ
りもさらに問題を絞って調べる.ことができる｡この手法は主に調査･分析の段階で利用す
ることができる｡外面に現れない意識･思考に関する掘り下げた情報収集が可能となるた
め､本研究においても思考過程のモデル化の基礎情報の収集に適用した｡

(4)現場視察手法
緊急を要する場合､問題に対して具体的な理解を得たい場合に有効であり､調査段階で
利用される｡トラブルの原因調査や事実関係の調査に適用されるが､時間と資金が掛かる
ことが欠点である｡
(5)トラブル分析手法
厳密には資料調査手法に含まれるが､これまで一分野として確立されてきた経緯から､
別個に取り扱うこととする｡特に､トラブル防止の観点からシステムの信頼性･安全性を
検討する場合､過去あるいは現在発生した事故や異常事象を分析し､今後の対策に役立て
ようとする手法である｡ケーススタディおよび統計的手法による共通要因分析の双方が可
能であり､トラブル発生原因の把握に有効である｡前述のインタビュー手法と組み合わせ
ることにより､人間の内的要因や思考過程についても突っ込んだ調査が可能である｡この
手法は調査･分析の段階で利用される｡
(6)生体情報評価手法
生体情報評価法は､古来より医学分野での診断の道具として利用されてきたが､健常者
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としての作業者の諸問題に適用されだしたのは比較的最近のことであり､Haddon,Schuman,
Kleln等により提唱された2

10)｡この手法は人間側の要因として考えられてきた生体機

能や行動機能の低下などが原因となる種々の問題を解決するための道具として有効に活用で
きる｡特に､個々の具体的なケースでの作業側の条件と人間側の反応について､その因果
関係を実験的かつある程度の定量性をもって把握できる点に最大のメリットがある｡また､
生体情報評価法は､分析･評価の段階で威力を発揮することになる｡
(7)アウトプット手法
システム全体をひとつのブラックボックスと考え､｢人間に与えられる課題および外的
条件｣と｢出力の量と質｣との因果関係を調べることにより､人間を含むトータルなシス
テムの性能を評価する手法である｡原子力分野のヒューマンファククー研究で主流のシミュ
レータ実験や人間信頼性解析の考え方は全てこの手法に属している｡したがって､システ
ムの改良前後の比較検討など既存のシステムへの入力や実験条件を変化させることによる
感度解析により､その効果や変化を評価する手法である｡したがって､施した対策の効果
判定など対策段階で簡便に利用されることが多い｡しかしながら､システムの個々の素過
程は問題にしないため､一般化が難しく､少し条件が異なると再度実験する必要があるな
どシステムの最終段階の評価に利用するのが望ましい｡主に､パフォーマンスを指標とし
て絶対視する人間工学の分野で多用されてきた経緯にある｡したがって､人間の内面や思
考過程を探るための手法ではないが､探るための糸口としての利用価値は高い｡

(8)シミュレーション手法
広い意味での思考実験的手法であり､基本的な論理モデルに上述の(1)〜(7)で収集した基
礎データを代入して､複雑な問題を解決しようとする手掛かりを得ようとするものである｡
しかし､人間を含むシステムに適用しようとする場合には､人間の持つあいまいさや再現
性のなさを一般化する手法が必要であり､ファジィシステムやニューラルネットワークな
どの計算機利用技術が有望視されている｡また､人間の行動様式や思考過程をモデル化す
るためには､膨大な知識を蓄えて､それをケースバイケースで取り出すことのできる手法
が必要となり､知識工学(人工知能)の適用が必要不可欠である｡一方､人間の思考過程
や内的要因のメカニズムをシミュレーションモデル化し､アウトプット法との比較を行う
ことにより検証を行うことが可能で､両者を車の両輪の関係で適用していくことにより､
シミュレーションの高度化を図ることもできる｡シミュレーションの精度がたとえ悪くと
も､費用をかけずに多くの具休的ケースについて､人間内部の素過程を分析できることに
最大のメリットがあり､対策段階､予測段階での利用価値が高い｡しかしながら､人間の
ふるまいをシミュレーションすることは一般には困難を伴う.ため､いかにして単純化と精
度のトレードオフをとるかが課題である｡

以上のように､人間のパフォーマンスを対象とした研究には様々な手法があり､いずれ

も歴史的背景の豊富なものである｡前述の2.2.節で抽出した課題をも含めて､人間に絡む
諸問題の解決を図るためには､Flg.2‑1に示す調査､分析､評価､対策､予測の各段階で
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それぞれ最も適切な人間工学的手法を選択する必要がある｡Table2‑5にこれらの各手法
を原子力プラントのオペレークに係わる諸問題､特に､人間の内的要因と思考過程の解明
に焦点を当てた場合の適用性および発展性について評価を試みた｡
このように､各段階ではそれぞれ特徴を有する手法が存在し､それぞれの手法の適用性
とヒューマンファククー研究としての発展性を考慮すると､(5)トラブル分析手法､(6)生体
情報評価手法､(7)アウトプット手法､および(8)シミュレーション手法が研究を進めるため

の道真としての適用性､発展性に優れていることが分かる｡
そこで､本研究ではこれらの状況を勘案し､以下の手法を選択することとした｡
･｢トラブル分析手法｣･……‑一調査段階では､資料調査法とインタビュー手法を採り入
れ､関連原因等の分析を系統的に行うための手法として確立する｡
｢生体情報評価手法｣‑…一‑‑‑･分析･評価段階では､特に､運転操作に関連する人間の
内的要因の評価手法を提供する｡
｢シミュレーション手法｣‑…‑一対策･予測段階では､これまでの原子力分野で主に利用
されている｢アウトプット手法｣による実験結果などに基づいて､特に､運転員の思考
過程を模擬する手法について検討する｡また､将来的には､着手すべき問題点として指
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摘した｢運転員間の協調､コミニュケーションの問題｣などを扱えるようにするため､
運転チームの行動シミュレーションに拡張できるように考慮する｡さらに､シミュレー
ション手法の適用の過程では､トラブル分析､生体情報評価､アウトプット手法などで
得られた知見を総合して､内的要因を組み込んだオペレークの思考過程の解明を図って
行く｡
これらの手法は､第1章で述べたこれまでの原子力分野のヒューマンファククー研究の
奥行きと広がりを持たせることを期待して選択したものであり､研究の進め方として､十
分な現状調査を行い､特に､オペレークの内的要因と思考過程の解明の観点から新たな技
術的基盤を確立しようとするものである｡次節では､それぞれの手法の現状として､既存
技術のサーベイ､問題点､および方向性について述べることとする｡

2.3.2.トラブル分析手法の現状
幾つかの産業界で利用されている人が関与したトラブル分析手法の代表的な分析手法一
覧とそれぞれの特徴をTable2‑6に示す2‑11〜19)｡人が関与したトラブル分析にいち早く
着手したのは航空分野であり､運用法を含め組織的な対応が行われている｡具体的例とし
て､刑事免責を法律的に確立している米国航空安全報告システム(ASRS:Aviation
Safety

System)が著名である2‑11)｡その他､国内外では､鉄道､船舶､化

re‑POIlting

学プラントおよび鉄鋼プラントなどにおいても､ヒューマンエラーの分析に焦点を置いた
報告システムがある2

12〜19)｡米国における原子力産業界はASRSに基づいて開発され

たHPES2‑12)を運用している｡そのほか､RISOとイスプラ研究所の共同で開発さ
れた原子力を対象とした報告システムがありHPE

Sの開発の基礎となっている2T18･19)｡

しかしながら､HPESを含めたこれまでの手法は､Table2‑6に示すように､その分
析形態はチェックシート形式で手順書として体系化された系統的な分析･評価を行うよう
になっていないため､人的トラブルに関与した内的要因を系統的に把握するには､以下の
点で不十分と考えられる｡
(a)チェックシート形式であるため､表面的あるいは直接的な原因が指摘されやすい傾
向にあり､根本原因を含めた間接的あるいは潜在的な原因は見逃されやすい｡
(b).効果的かつ具体的な再発防止対策を提案するための理解しやすい技術が無い｡
(C)後に､分析結果をレビューする場合､これまでの手法では人の活動を含めた事象の
経緯に関する情報が少ないため､それぞれの分析結果が明確な教訓として伝わらな
い傾向にある｡
(d)実用的な分析技術やその手順書がないため､ヒューマンファククーの知識に欠ける
発電所の職員がより根本的な分析や評価を行うことが難しかった｡
Table2‑6の内､原子力発電所への適用を目的としている方法は､HPES(人間行動改善
システム:Human

perでOrmanCe

enhancement

system)であり､米国において実際に連用さ

れている実績などを考慮すると､この方法をトラブル分析手法のベースと見倣してもよい
ものと思われる｡しかしながら､このHPESもこれまでの分析法と同様な弱点を持っため､
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トラブルに関与した人の内的原因を含めた背後要因を抜け落ちなく分析･評価するために
は､人間工学､心理に精通したエキスパートを必要とする｡一方､トラブルの調査は､責
任の所在などの微妙な問題が絡むため､一般に第三者がこの分析に関与することは難しく､
背後要因までを注意深く分析するためには､インタビューなどの聞き取り調査も必要不可
欠となるため､発電所の職員が分析･評価にあたることが望ましい｡特に､人間が関与し
たトラブルにおいてはなおさらである｡このような状況を考慮すると､開発すべきトラブ
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ル分析手法として､以下の要件が求められる｡
(1)分析･評価のための実施手順書の作成(職員が自主的に分析できるようにする)
(2)誰に責任があるか問わない方式の採用
(3)分析･評価結果が第三者に理解されやすい簡潔なものとすること
(発電所の管理者への理解を得るため)
(4)分析対象とする事象の範囲を広げること(運転･保守の双方に適用するため)
(5)系統的な背後原因と対策の摘出
(6)生理･心理状態に関する原因分析が可能であること
(7)事例分析に必要な知識をまとめた人間工学的知見を充実すること
(分析の質をできるだけ均一なものとするため)
(8)具体的な情報を検索するためのデータベースを作成すること
(分析･評価結果を有効に活用するため)
したがって､これらの要件を備えたトラブル分析手法を開発し､運転操作に係わるトラ
ブルの背後原因を探るための道具として活用するため､本論文の第3章では､新たに開発
したトラブル分析手法について述べることとする｡尚､本研究で開発したトラブル分析手
法の特徴をTable2‑6中で"Presentsystem一一として既存の方法と対比することとした｡

2.3.3.生体情報評価手法の現状
(1)生体情報評価法の位置づけ
生体情掛ま心電図､筋電図､脳波など多種多様な種類を持っているが､緒言で述べたと
おり､これまで主に臨床分野での診断に利用されてきた経緯がある｡しかしながら､ここ
20年釆､実験心理学､人間工学および安全工学の分野で健康人の心身状態の評価にも利
用されるようになってきた｡この理由は様々であるが､まとめると以下の通りである｡
a.作業内容に応じて多種類の生体情報の内から最適なものを選ぶことができる｡
b.因果関係の解明が必要な場合､実験的な手段を取れる｡
c.得られた計測値はほとんど定量的な数値データであり､個人差等のバラツキを定量的
に評価出来る｡
d.被験者の意志により計測値が変化することが少なく､データに客観性がある｡
e.急激な心身状態の変化に対しても対応できる柔軟性と即応性をもっている｡

(2)生体情報計測システムの現状
生体情報の計測機器は､主に医療施設において使用されるME(Medicalengineering)
機器を基本としたものであり､産業医学､人間工学分野に適用する場合には､相応の工夫
をこらす必要がある｡さらに､作業者のように活動状態の人間の生体情報を計測するシス
テムには､以下に述べる種々の制約が課せられる2

20･21)｡

a.小型軽量かつ被験者の行動に制約をきたさないこと｡(無拘束性)
b.計測により被験者の休を傷つけず､極端な苦痛を与えないこと｡(無侵襲性)
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C.時系列的かつ連続的な変動特性の検討が可能なこと｡(連続監視性)
d.作業者に無接触で遠隔より監視が可能なこと｡(遠隔監視性)
このうち､a､b､Cは健康人の計測を目的とすることから､満たすべき必要条件であ
り､d

については望ましい条件であると考えられる｡各種生体情報についてaからdの各

条件を満足しているか否かについて調べた結果はTable2‑7に示す2‑20･21)通りであり､
有効な生体情報であっても現場向きの計測法が開発されていないなどの欠点を持っ場合に
は､これを克服する技術の開発も必要である｡しかしながら､最近の電子回路技術､通信
技術､信号処理技術などの向上に伴い､新たなセンサーの開発および記録装置の小型化な
どが急速に進み､作業現場において計測可能な生休情報の種類も増えつつある2

22･23)｡

現状において､これらの生体情報のうち､活動中の作業者を計測対象とできる生体情報の
種類はTable2‑7のSelected

parameter､の欄に示したように､心電図､呼吸量､呼吸数､

呼気中酸素濃度､筋電図､体温､発汗量などは現状の技術で十分であり､一方､血圧､脳
波､身体運動､CFF､皮膚電気活動などは､センサーの小型化､ノイズの除去など多少の
工夫を施せば計測可能である｡
このような生体情報を対象とする既存の基本的な生体情報計測システムは大別して､(1)
センサー部､(2)信号前処理部､(3)信号解析部､(4)データ記録部および表示部､(5)再生部の
5つの部分から構成される2‑21)｡まず､センサー部については､Table2‑8に示す通り､
その測定原理により6系統に大別され､すべてのセンサーはこの範時に含まれる2

22･23)｡

また､それぞれの系統はさらに2〜3の項目に分類されるが､最近､最も進歩の著しい部
分であり､新しいセンサーも続々と開発されている｡生体から得られた情報はセンサーに
より電気信号に変換され2

23)､信号前処理部から信号解析部へと導かれ種々の解析処理

が行われる｡この解析技術はTable2‑9に示すように5つに大別される2

2互･25)｡近年､

生体信号処理の分野においてもスペクトル解析､画像処理が脚光を浴び､種々の生体情報
の解析に応用されている｡解析結果あるいは原データは記録部にて各種記録媒体に記録さ
れる｡また､IC､LSI等の集積度は格段に向上し､従来の記録紙､磁気テープに代わ
りっっある｡各種記録媒体を比較すると､ICメモリが最も優れ､次いで､磁気テープが
続いており､記録媒体の小型･軽量化は作業現場での生体情報収集には重要である｡計測
システムの全体構成についは､現場適用性の観点からシステムに要求される条件(無侵襲
性､無拘束性､連続監視性､遠隔監視性)を勘案すると､Fig.2‑2に示す様々な計測シス
テムのうち､従来の携帯部と監視部をコード線で結ぶ方式(a)では無拘束性を満足しないた
め､最近では(b)(C)の送信型､携帯型が実用的である｡生体情報計測システムの構成および
中央制御室での計測を考えると(b)(C)のシステム構成が適用性が高いといえよう｡この形式
のシステム(オンライン計測システム)としては､臼井らのISPP(会話型信号解析システ
ム:Interactivesignalproces苧ingprlOgram)2‑26)が挙げられる｡(d)のリモートセンシ
ング型は最近注目されてきた方式であり､計測できる生体情報もサーモグラフィー装置に
よる体温2

27)､画像解析装置を利用した3次元の身体挙動2

28)に限定される｡

また､生体情報は心身状態や作業内容に応じて､複数のパラメータが連動して変化する
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Table2‑7

CharlaCteristics

of

var･ious

phsi010gicalinforlmation

evaluated

techniques:nOn‑invasive,ambulatory,

PraCticalmeasuring
COntinuos,rlemOte

SenSing2‑20･21)

(A:Satisfactory,B:Possible,C:Impossible)

Non‑
System

CiIICulating

C

Cardic

output(CO)
Bl00d
stream(BS)
ElectIlOCardiogram(ECG)

C

C

A

C

B

B

A

C

A

A

A

C

B100d

A

B

B

C

A

B

B

C

A

A

A

C

A

A

A

C

A

A

A

C

A

A

A

C

A

C

B

C

A

B

B

C

C

C

B

C

C

C

B

C

B

A

C

Respiratory

volume(RV)
r‑ate(RR)

02

COnSumP.rate

O2

COnC.in

explred

COnC.in

Humidityin
O2

Electroencephalogram(EEG)A
Corticalev.potential(CEP)A

B

C

C

A

B

C

C

Electr､OmyOgram(EMG)

A

A

A

C

Evoked

A

A

C

C

Motlon/Gait

A

A

A

A

ElectpodeIlmalactiv.(EDA)
Cr､iticalfusion
f､req.(CFF)

A

A

A

C

Metab01ic

A

C

B

C

Body

A

A

A

A

Parsplration

A

B

B

C

Salivary

v0lume

A

C

B

C

Visual

Electr‑00CulogIlaPhy(E∝;)

A

Blinking

A

conduction

ve10City

EMG

temperature

ため､個々の生体情報に着目するのみでは人間全体としてのまとまりや整合性を見逃すこ
とにもなりかねず､多種類の生体情報を同時に計測するマルチパラメータ計測が必要不可
欠である｡しかしながら､著者らがこの研究を開始した時点では､マルチパラメータオン

‑2

9‑

000

Phisi0l./

air

bl00d

COnC.in

Nerve

Dynamics

expir‑ed
bl00d

COnC.in

CO2

Motion/

airl

0000

A

pIleSSure(BP)
pressure(PP)

Selected
parameter

monitor一･SenSing
B

CO2

nerVe

Remote

A

Respiratory

Cranial

tory

Phonocardiogram(PCG)

Pulse

Respiration

Ambula‑Cont.

Physi010glCalinf､0.invasive

by

ライン計測が必ずしも容易ではなく､測定結果から多角的な心身状態の評価を行うために
は､解析･評価に長時間を要していた｡一般にシグナルプロセッサと呼称するシステムで
は､原信号と解析結果との対応を調べることが難しいうえ､解析条件の設定が複雑であり､
チャネル数もせいぜい4程度であった｡また､その他のシステムもはぼ似たような状況で
あり2‑29〜32)､無拘束性を確保しつつマルチパラメータオンライン計測を可能とし､リア
ルタイム解析を含む各種解析を適宜実施できるシステムは報告されていなかった｡したが
って､本論文では､生体情報評価手法の確立の前段階として､マルチパラメータオンライ
ン計測を基本とした以下のような機能を持つ計測システムを開発することとした｡
Table2‑8

Functionalclassif､ications
examples

System

Electric‑
magnetic

Kinetic
Vibration

ofsensors

of

Electric

Physiol･aPPl･

ofsensor

Impedance

power

typical

and

usedinphysi010gicalmeasurementS2‑22･23)

Examples

Group

sensors

available

RV,EDA

Meas･Instr･

ECG,EMG,

signal
Magneticintensity

Various

SQUID,NMR,MOS‑hall‑IC

MCG,MEG

SteaLdy

Semi‑COnduc･aCCeler､ation

Finger

Electric

state

Transient

vib･
vibration

electrode(Ag‑Cl)

AE,Strain

tremor

gauge

MechanicimpedanCe

Sound

Steady

sound

state

Tr･anSient

PCG,BP,PP

Microphone

sound

Soundimpedance
Ultrasonic

Pressure

waves

waves

probe,

Ultr･aSOnic

waves

doppler

Pulsation

Semi‑COnduc.strain
Piezo

Temperature

Temperature

electIlic

Gas

RV

ceramic

Semi‑COnd.Infrared

Semi‑COnd.InfraI‑ed

detect.Body

Galvanic‑Cell,Infrared

temp･,RR

waves

detect.Skin

temp･
ECX;,Motion,

Photo‑tranSistor･,kser,
Photo‑Cell,Solar

Component

stream

Motion/Gait
gauge,

Therlmistor,Micro
Temp.distribution
Optlcal

B100d

Semi‑COnduc.press.gauge

Pressurelevel
Pressure

Ultrasonic

Blink

vital
CO2

02

COnSumP･

P01arography
Liquid

ISFET,SSD

S011d

Radiation,Ⅹray
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Table2‑9

Classifications

of

available

and

analyticaltechniques

typical

examplesofanalysisusedinphysi010glCalmeasurementS2‑2互･25)
Typicalexamples

Group

System

Basic

Statistics

Probability

statistics

Echo‑COrTelation,Pulse‑COrTelation

Statistics

Filtering

responseISynchronizeintegral

FFVrIConvolution,AR‑mOdel,WFT

Harmonic

Wave

Average

calicul･

Fourier

Spectrum

density,Tacogpam

Auto‑COrrelation,Mutual‑COrrelation,

Corlrelation

Aver､aged

of.analysistechniques

Harmonic

Analog

wave

Active

filtering

wave,Time

compress

filter,Passive/Mechanicalfilter

Digitalfilterling

Inv.‑Fourier,Dimension

Spacialf‑iltering

Spacialcorrelation/Fourier/Filter

sm00thing

d9teCtion,Freq･detection,
Modulation/Demodul.Amplitude
density
AC/Ⅸニtransform,Pulse

form

Wave
Wave

Graphic

forlm

Surger‑y,RMS

PeakIDurationIPeriodicaldistrib･

formparameter

Conc･divide

Equivalentconc･ChartIEquivalent

Contrast

discri.

Linear

r‑atio

Xi/Ⅹj,(Ⅹi‑Ⅹj)/(Ⅹi+Ⅹj)

Spectr‑um

PORT▲8し【lN;TRUM【NT

for･m

tranSfopm.Wave

.……‥

PORT▲暮し【lNS▼員UM【NT....‥,

..…

co10r
amplify

amplif.y,Non‑1inear
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‥‥̲.
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MONITOR州GIN!TRUM【N▼.…
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…‥

(alAtraditionさItypモ(MFtype)
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(く)Aportab霊モty叩
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Fig･2‑2Severalb10Ck‑diagramsofthephysio10glCalmeasurementSyStemS:

(a)traditionaltype,(b)tranSmission
(d)remote

senSing

type

‑31‑

type,(C)portable

type,

a.多くの運転操作はチームで行われることが多く､一度に複数人､マルチパラメータの
測を可能とする｡具体的には､4人のクルー各々について最低4パラメータ(心電図､
皮膚電気活動､呼吸曲線､脳波など測定対象については後述する)の測定を可能とす
る｡

b.マルチパラメータオンライン計測にはゲイン調整や校正信号の取り込みなどの準備作
業が長引くことが予想され､迅速に計測を開始するため､データ収集､解析条件の設
定は､CRT上で入力できるように配慮する｡
C.急速な心身状態の変化を見逃さないようにするため､特に重要な生体情報(心拍数､
呼吸量､呼吸数､エネルギー代謝率､筋電パルス数)についてはリアルタイム解析処
理を可能とする｡
d.特異な解析結果が得られた場合の解釈に万全を期するため､計測者がデータ収集され
た原信号と照合しながら解析処理結果を評価できるようにするため､原信号をディス
クに保存するとともに､ノイズやアーチファクトの混入を識別するため､原信号を圧
縮表示する｡
e.心身状態の評価を多角的に行うため､生体信号の詳細解析として基本的な波形解析を
必要に応じてバッチ処理にて任意に組み合わせて実施できるようにし､解析結果相互
間の関連性についても検討できるようにする｡
r.解析処理段階で体動やFM送信状態の悪化により生じたノイズやセンサーの誘電分極に
よるドリフトの影響を減少させるために､リアルタイム処理の場合には､自動的に移
動平均およびデータカット(送信状態が不安定な場合のデータをカットしてその間の
時間を勘定しないで調整する)および詳細解析の場合には､フーリエー逆フーリエに
よるアクティブフィルタリングを行えるようにする｡その他､特に心電図では､基線
上に乗る微細ノイズがスレッシュホールドレベルを超えないように平滑化するなどの
処理ができるようにする｡
g.原信号を参照した結果､望ましくないデータがあることが判明した場合には､その部
分を削除して解析処理を実行できるようにする｡また､解析条件の設定はCRT上で解
析条件設定テーブルを書き換えるだけで実施できるようにする｡
h･Fig.2‑2の(b)の送信型で使用する電波が影響を与える可能性があるような作業場所に
おいても利用できるように､(C)の携帯型での計測で代替できるようにするため､レコ
ーダに記録した原信号についても解析処理をオフラインで実行できるようにする｡
以上のように､原子力発電所の中央制御室等における生体情報の計測システムとして考
えられる要件を列挙したが､この他に運転員はチームとして室内を動き回りながら､計器
監視や操作およびコミニュケーションを図っていることから､移動に関する速度情報の同
時測定も望まれるところである｡したがって､生体情報の専用計測システムとして､｢生
体信号計測システム｣を､移動情報との同時測定を可能としたシステムとして｢人間特性
総合解析システム｣をそれぞれ開発した｡本論文では､第4章の前半において､双方のシ
ステムの構成および機能について述べ､生休情報評価法の道具としての基礎を固めた｡
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(3)生体情報評価手法の現状
生体情報評価手法は多種多様である｡また､生体情報によって中枢神経系､自律経系あ
るいは末梢神経系などに支配されるものがあり､見方や評価法が異なる｡また､実験心理
学や人間工学の分野でここ20年来多用されてきた経緯があり､個々の生体情報について､
その評価法の現状を詳細に調査しておく必要があり､これまでの研究成果およびその動向
を概括する｡ただし､全ての成果を網羅することは事実上不可能であり､取捨選択は以下
の方針に従った｡
a.運転操作時に無拘束､無侵襲でオンライン計測が可能な生体情報(Table2‑7の○
印)に絞りこむ｡
b.本論文の趣旨に直接的に関連しない医学的､臨床的分野の知見は割愛する｡
C.運転操作時の内的要因やパフォーマンスの評価にふさわしい評価法を優先する｡
d.計測法は､特に重要なもの(最新の装置や計測法)を除き割愛する｡

(a)循環系の生体情報
(D

心電図

心電図の解析法は大別して､R､S､T波などの出現頻度､出現周期などのパラメータ
に着目し､その分布や傾向を評価してゆくパラメータ解析とそれらの結果にスペクトル解
析を施す2種類がある｡前者で代表的なのは､Manericaらが報告しているように､一連の
連続単純作業では覚醒時の心拍数が低下すると作業ミスが多くなる傾向にあることであり
2

33･3斗)､これは中枢神経系(CNS)が不活性すなわち通常の状態からさらに覚醒度が低下

すると､心拍数が低下し､単調作業に伴う意欲や注意力の減退に結びついてミスが増える
確率が増加したものと推察される2‑2l･35･36)｡また､KarlsbeekらはR‑R間隔の一定時
間ごとの変動の程度(一分ごとのR‑R間隔のバラツキをスコアにしたもの)､すなわち洞
性不整脈(Sinus

arrlhythmia)スコアに注目した｡このスコアは作業負荷を増していくと徐

々に低下､一定の限度を超えると逆に増加していく傾向にあると指摘している2

37叫0)｡

また､広瀬はRRV(R‑R間隔の二乗の平均値からR‑R間隔の平均値の二乗を引いたもの)と
いう値を定義して､この値も洞性不整脈スコアと同じ傾向を示すとしている2
後の研究においても､R‑R間隔時系列の波数(Wave
れらの値は個人差が大きいものの2

=)｡その

number)などが提案され2

叫2･叫3)､こ

=)､精神作業負荷の評価に有効であると述べている｡

また､構溝らはJ[▲､拍数の標準偏差と変動係数を因子分析することにより､精神作業を作業
負担の見地から分類できるとしている2

叫5)｡ただし､Luczakら2T互6･互7)は､これらの指

標は精神作業時のパフォーマンスの指標となるが､環境因子の変化や運動による擾乱のあ
る場合には評価が難しいと指摘している｡
次に､心電図に関連したスペクトル解析について述べる｡スペクトル解析で最も利用頻
度が高いのは､FFVr(フーリエ変換:Fast

Fourier‑tr､anSf'ormation)法であるが､近年､自

己回帰モデル(AR法)などFFT法の欠点をカバーするような幾つかの手法が計算機の高速
化に伴って広く使われるようになってきた2

叫8〜50)｡このスペクトル解析はほとんどがR‑
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R間隔時系列データに対
して適用されている｡Fi
g.2‑3にR‑R間隔に適用
された例を示すが､横軸
に周波数成分の対数をと
り､縦軸にパワーをとる
と､明らかに1/rリズム
が観測され､それに血圧
性リズム(〜0.1Hz)､呼
吸性リズム(〜0.3Hz)が
重畳したスペクトルが観
測される2

39･斗2･51･52)｡

また､健常者の安静時の
スペクトルの傾きは1/r
に近いものの､騒音､緊
張の高まりによって1/r2
に近づくとの報告もある
2

51･53)｡また､単純な

定速かつ繰り返し作業を
実施した場合には､0.05

Prt

0.01】

〜0.1Hz2

叫2)､0.山〜

0.5Hz2

39)付近に作業

負荷に対応した波高のピ

0.1

0.ヱ

0.4

0.8

Fr●qU●∩くY(H王〉

Fig.2‑3

Typicalexample

of

interlValsequence

ークが現れるという報告
もある｡これらは､いづ

and

two

peaks

power‑SPeCtrum

withl/f
about

O.1Hz

Of

tol/f2f'luctuation
and

O･3Hz2

51)

れも自律神経系機能を反
映したものとされている2

39･叫2)｡

(診 血圧
血圧は従来から｢連続的に測定出来ないこと｣｢被験者を拘束しなければ測定出来ない｣
2

5u･55)など､作業を干渉する結果となるため作業中の変動特性に関する研究は少ない｡

近年､耳穀部あるいは手指の血流変化から無拘束､無侵襲で連続的に血圧を測定する方法
が提案されている2‑56〜58)｡血圧は精神的な緊張に敏感に反応し､計測行為によっても影
響が現れるが､血圧の短期的な変動からプラント運転操作､航空機運転､あるいは自動車
運転者などの緊張度を推定するための手掛かりが得られるものと考えられている2

55･59･

60･61)｡血圧は心拍数が増加すると上昇するといった線型関係にあり､極度の精神作業負
荷が加えられると交感神経系が活性化することにより､心拍数が増加し､その二次的な反
応として血圧が上昇するという見方もある2

39･60)｡しかし､短期間の血圧変動は､外界

‑3
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R‑R

からの様々な影響を受けて変動するため､他の生休情報すなわち心拍数などの情報と組み
合わせて評価する必要がある2

62)｡

このような短期間での変動とは別に血圧についても心拍数と同様に概日的なリズム､概
週的なリズムなど長期的なゆるやかな変動が観測され､自律神経の活動状況とも一致する
2

63･…)｡通常時の最低血圧と心拍数の関係を最大エントロピー法で分析すると2互±3､

12±2時間のリズムが観測され2
ると報告されている2

65)､時差を伴うジェット旅行ではこのリズムが伸縮す

63)｡これは､月単位､週単位の直交代勤務と生体リズムの関係な

ど勤務形態の適正化､夜勤時の仮眠のとりかたなどの検討に活用できると考えられる｡

(b)呼吸系の生体情報
呼吸系の生体情報である呼吸数､呼吸量､呼気中酸素濃度および酸素消費量などは､互
いに密接に関連するため､ここではまとめて議論することとする｡まず､呼吸数はサーミ
スタ式のセンサなどで簡便に計測されるが2
受け､随意的に調節できるため2

21)､自律神経系､体性神経系双方の影響を

55)､呼吸数のみを評価して作業パフオーランスと関連

づけることはあまり意味がないとする見方が多い2‑5一斗･55)｡ただし､運動負荷や作業負荷
などエネルギー代謝の増加によって呼吸数が直線的に増加することは周知の事実である｡
しかし､このエネルギー代謝率との相関性も心拍数と比較する数段劣る2

6る)｡一方､呼

吸数は自律神経系の支配による情動反応の指標となることが報告されており2

36･67･68)､

過度の緊張感や精神作業負荷は呼吸数､心拍数､血圧の増加を招くが2

67･68)､極度の注

意の集中では｢息こらし｣によりむしろ呼吸数は減少することもある2

5叫･55｡大島らは

精神作業時の作業負荷を表す指標として呼吸系機能の指標から呼吸抑制度と緊張度を求め

ている2‑69)が､実用的には他の生体情報と組み合わせて評価することが望ましく､呼吸
数のみによる評価は会話や意図による擾乱を受けるきらいがあるので注意する必要がある｡

(C)脳神経系の生体情報
(D

脳波

脳波計測は､8〜13チャンネルの脳波計で行うが､信号レベルが他の生体情報に比べ1/
10程度であるため2

70)､雑音が混入しやすく2

55)､原則として静電遮蔽室で計測すべ

きで雑音源となるような電子機器近傍では計測が難しい｡作業者を対象とする場合は後頭
部や前額部などからの単極誘導が利用されることも多く2

71

汗およびまばたきなどのアーチファクトに注意すべきである2

73)､体動､筋電､心電､発
55)｡

脳波の解釈は臨床的には原波形の読み取りが基本であるが､原波形をチャートに記録し
て判断するには熟練を要する2

7互)ため､以下のような各種解析法が使われる2

i･物理的分析法(1)帯域フィルタ法

75〜77)｡

(2)零交叉法

(3)連続スペクトル法

(4)平均振幅法
(2)自己･相互相関分析法

定･.理論的分析法(1)周波数スペクトル法
(3)自己回帰分析法

(4)位相分析法
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邑.シミュレート分析法(1)用手的計測法

(2)波形認識法

iv.その他

(2)平均加算分析法

(1)空間分析法
(3)多変量解析

これらの分析方法のうちiの物理的分析法は､以前から多く用いられてきたが､臨床的
な判読の印象から掛け離れた結果しか得られないこと2

76･77)､また標準値の作成が出来

なかったこと2‑77)から最近はあまり用いられていない｡そこで主流となったのが理論的
分析法としての周波数スペクトル分析法であり､高速フーリエ変換(FFT法)2
自己回帰モデル(AR法)2‑80･81)､Walsh

Power

Spectral法2

上記追〜緑を組み合わせた特徴的な解析が試みられている2

85

77〜79)､

82〜84)などである｡最近は

87)｡他の生体情報に比べ

て､脳波には多様な解析手法が適用されてきた実績があり､ここでは､心身状態の評価に
絞って､代表例を紹介する｡
脳波と作業者の心身状態の関係で最も著名なのは､橋本らによる､意図的に酸素不足状
態を起こして計測した覚醒度に応じた代表的な原波形パターンである2

55)｡これは､精

神作業中に人間が陥った覚醒度に応じて､特徴的なパターンの波形が出現する頻度が高い
としているものである｡深沢らも､単純な精神作業時の脳波､まばたきおよび顔の表情を
同時に計測し､それらから著しく覚醒度が低下したと判断された状態では､バンドパスフ
ィルターを利用して計測した脳波の低周波数成分が増加する場合があり､まばたきの形態
もゆっくりしたまばたき(スロープリンク)に変化するとしている2‑88)｡また､BurCh
2,89)･､Davies2‑90､Haider2

91)らも皮膚抵抗水準(SRL,SPL)やパフォーマンス(作

業能率､過誤率)との関係を調べ､長時間の単調作業で､しかもパフォーマンスの有意な
低下が認められた場合には､脳波の低周波数成分が増加し､皮膚抵抗水準も増加するとし
ており､同じくこれは中枢神経系の活動度の低下すなわち通常状態からさらに覚醒度が低
下したことに起因するとしている｡尚､覚醒度が通常より低下しても､必ずしもα波成分
が増加しないとする報告もなされている2‑92)｡近年､特定周波数帯域の頭皮上での分布
状況が視覚的に捉えられる機器が開発されており､これを利用することにより､α､∂､
∂､β波の頭皮上全体での傾向として視覚的に捉えられることから､覚醒度の判定精度を
増すことができる｡また､脳波のα波をバンドパスフィルターによって抽出した値のゆら
ぎパワーについても､周波数ゆらぎが1/r分布を示すことが知られている｡鈴木らは安静
時､快適時､不快時の3つの状況でのゆらぎを計測した｡その結果､不快時は2オクター
ブ､安静時は3オクターブ､快適時は4オクターブに亘って､α波の出現強度のパワース
ペクトルが1/f特性を示すことから快適時には広い帯域に亘って1/f特性を示す傾向
があるとしており2

52)､快適性の評価を定量的に行った試みとして注目できる｡

睡眠段階の判定にもしばしば脳波の周波数解析が使われ､眼球運動､筋電図およびα､
∂､∂波の出現頻度から睡眠の深さを示す6段階(レム､ノンレム睡眠など)による睡眠
段階が判定される2

62･80)｡これは､疲労と回復､睡眠の効果などの検討に応用できるも

のと思われる｡

次に､周波数解析によるα彼の出現頻度あるいはその振幅の2次元の情報について､5
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〜10秒程度の時間区分ごとの特徴抽出を行った試みもなされている2‑91･92)｡Lanskyら

は､脳波のα成分をしきい値法と積分法により検出し､α波成分がある一定以上になる場
合(α活動期)とならない場合(非α活動期)の交代のようすが待ち行列に類似しており､
安静時と文字認識作業時でパターンが異なると指摘している2

93･9り｡このような手法の

応用として被験者の精神状態や作業内容を脳波解析結果から推定しようとする試みもなさ
れている｡例えば､Shinらは脳波を活動状態(active

mode)と休止状態(PaSSive

の2種類に分類し､Baysian分類に基ずく弁別解析と平均推論を用いた統計処理から､精
神状態をある程度推定できたとしている2

95)｡また､Kolesらは知能検査時と運動機能

実施時の脳波のパワースペクトルを比較した結果､パワー密度分散､左右パワー比､前頭
後頑位相差などに若干の統計的な有意差が認められたとしている2

73)｡しかし､これら

から精神状態や作業内容を推定するには有意差が小さく難しいとも述べている｡
②

誘発脳電位(CEP)

脳波のうち､特定の刺激､例えば､音､光､あるいは電気刺激などに反応して､一定の
潜時(通常100msec程度)後に発生する特徴的な脳波波形を誘発脳電位という｡ただし､
通常は脳波に埋もれているので､きれいな誘発脳電位波形を得るには､同じ刺激を多数回
与え､.その反応を平均化する必要があり2

55･25)､作業場での計測には困難を伴う｡

誘発脳電位では､刺激後90〜120msec後に生ずる陰性波(Nl)と150〜180msec後に発生
する陽性波(P2)の電位差が注意力の関数と考えられており､この値が大きければ覚醒度が
高く注意も集中していたと判断される2
できないとの報告もある2

55･96･97)｡一方､作業負担の微妙な違いは評価

98)｡

長沢らは模擬操縦装置を使った試験を行い､心電図や副次課題(音刺激)とともにこの
誘発脳電位(Nl‑P2)を計測し､複雑で高度な課題ではこの電位差が縮小する傾向にあると
指摘しており2‑99)､精神作業負荷の指標になる可能性があるとしている｡
Isr‑ealらは航空管制を模擬した単純なCRT作業を主課題として実施している場合の副
次課題(f'1ash)の刺激および主課題のCRT上のターゲットの方向転換後300msecに生ずる
陽性波P300の波高が精神作業負荷の増加とともに減少したと報告している2

100)｡

(d)身体運動系の生体情報
(D

身体挙動

姿勢､しぐさや様々な身体挙動の計測が作業研究に利用されてきたことから､身体挙動
も広義の生体情報に含めることができる｡この分析には次のような方法が用いられる｡
i.作業状態を観察し､結果を記入するメモとストップウオッチを利用する方法2

101)

這.ビデオカメラや映画撮影(高速度カメラ)などの映像を分析する方法2‑102･103)
iii･発光ダイオード(LED)を身休各部に装着し､LEDの発光周期に同期させた2台の赤外
線カメラで撮影し､発光部位を2値化した画像処理によって検出して､各LEDの3次
元座標を求める方法2

10叫〜106)

iv･任意の形状のマーカ(色マーカ)を身体各部に装着し､その反射光を2台のカメラで
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撮影し､色抽出などの画像処理によって3次元座標を求める方法2

107･108)

Ⅴ.身体各部位に装着した加速度センサーからの信号を計測し､速度､位置および各部の
3次元座標を求める方法2 109･110)
這〜Ⅴは外部から非接触で計測できる装置が開発されており､おおむね､身体各部の3
次元座標を30〜100日zで計測し､いづれも高速かつ大容量計算機によりリアルタイムで各
種解析を行い､身体各部および重心の運動軌跡､運動量､速度､加速度､角速度などのデ
ータを得ることができる2 108)｡床反力計､筋電図および身体連動計測を組み合わせて
人間の動作分析を行い､作業負担評価2 111･112)､疲れない姿勢研究2 113･1川)､ロボッ
ト設計2

115)などに役立てようとした例が報告されている｡

また､｢あくび､よそ見など直接作業と関係ない副次行動｣の計測から作業中の｢飽き､
いやけ｣などのモチベーションや感情要因に関する評価に利用する方法もある2

116･117)｡

その他､動作時間分析には長い歴史があり､工程に含まれる様々な動作､姿勢などを分
析して能率改善､負担軽減､自動化､作業分担改善などに結びっけている2

101)｡

(e)･熱調節系の生体情報
(D

体温

作業者にとって暑熱の問題は古典的な課題であり､体温調節系の特性を把握しておく必
要がある｡熱バランスは熱源としての体内産熱量と熱放散(対流､伝導､蒸発)とが均衡
して成立する2‑118)｡体温は被服や環境温度と密接に関係しながら､対流､伝導および蒸
発の程度に影響を及ぼす重要な生体情報であり2

118)､大別して人体内部の温度を表す内

部温と皮膚表面の温度を表す皮膚温とに分けられる｡皮膚温の測定は零電位法を用いるべ
きであるが､一般には薄いテープで皮膚表面にサーミスタを固定して測定する｡皮膚温は
身体各部で温度が異なるため､平均皮膚温が指標となり､10〜12ポイントを加重平均して
求める2‑119)｡最近ではサーモグラフィーを用いれば瞬時に非接触で各部の皮膚温および
平均皮膚温が測定できる2

120)｡

内部温の代表的指標は直腸温であり2
どが挙げられる2
れている2

121】､この代替として耳内温､腋高温､口内温な

122･123)｡また､皮膚表面から内部温を無侵襲で計測する方法も開発さ

12叫･125)｡

平均皮膚温は作業者の自覚的な温冷感､快適感と良い相関関係にあり2
がもちとも快適と感ずるのは330c近辺である2

126･127)､人間

127･128)｡これは､至適温度を評価する時

に重要である｡皮膚温が350cを超えると急速に暑さを感じ､36･5℃を超えると発汗による
体温調整が限界に達するとしている2

12る)｡また､サーモグラフイ⊥を利用して､作業者

の温冷感が身体部位のどの部分の皮膚温に最も敏感に左右されるかを検討した結果も報告
されており､顔面､特に頼の皮膚温の上昇が暑さを感じさせるとしている2

129)｡これは､

フードマスクなどを装着することによって顔面の皮膚温が上昇することに対応し､適当な
風を送ってやることにより緩和される2

130)｡この他､精神作業時の顔表面のサーモグラ

フィー計測では､鼻の温度が作業者の覚醒度の指標となるという報告がある2‑131)｡また､
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高温環境中での作業では､直腸温が上昇すると精神作業での過誤が増大すると報告してお
り2‑132･133)､はぼ感覚温度が350cを超えた状態で1時間以上作業を継続すると悪影響が
あるとされている｡この他､大島らは舌下温と眠気の段階の両者には深い関係があるとし
ている2

13斗)｡

(f)視覚系の生体情報
(D

眼球運動

視覚は受容可能な総情報量の約80%を受け取り2

135)､五感のうちでも特に重要である｡

眼球運動の計測法は大きく分けて2つの方法がある｡一つは眼振図(E∝)であり､顔面の
眼球の周囲に筋電センサを貼りつけて眼瞼筋の緊張を計測する手法である2

55)｡眼振図

計測により正確な眼球回転角度､回転速度などを求めるには注意深い計測が必要であり
2‑136)､まばたき､他の顔筋運動などによるアーチファクトが混入するため､後処理が難
しいという欠点がある2

55)｡このE∝から急速眼球運動(RE帖ミ)を検出するため､西川は

次の琴置を開発した2‑137)｡まず､ECX;の原波形をFFVrにかけ､WinnerFilter､逆FFYr､
一回微分､二回微分と処理を施し､しきい値以上のパルスをRE恥として分離する方法であ
る｡このREMsは睡眠の深さを知る場合に有効な指標となるが2,7叫･138)､その他､CRT作
業時の疲労2

139)､覚醒度の低下に伴いRE鮎が減少すること2

が大きいとREMsが増加すること2
は眼精疲労を助長すること2
2

1…)､および精神作業負荷

川1)などが報告されている｡一方､眼球運動回数の増加

川2)､眼球運動の必要回数から計数作業の検査時間の予測

川3)が行われている｡
もう一つの計測法は光学系を応用した眼球運動計測装置(EMRS:Eye
System)であり､アイカメラ2

Movement

1…)､アイマークレコーダ2‑1叫5)と称される機器を装着し

て計測する｡最近､TV電波を利用した無拘束計測も可能となり2

1…)､正確な視点､眼

球回転速度と方向の計測が可能でまばたきも検出できる｡E腔Sは解析が比較的簡便である
ためにインタフェース評価など人間工学分野で活発に用いられている｡MegawはEI脈Sを利
用して種々の作業中の眼球運動を計測し､外的な要因で起こる眼球運動の解析から視覚的
な作業条件の適性を判断できるとしている2

1叫(り｡伊藤はVDT作業を対象として､注視お

よびサッケードなどの眼球運動を解析し､視覚による情報処理過程をモデル化しており
2一川7)､VDT表示形態の設計に役立てられるとしている｡また､長坂らは数種のCRT表示
形態(グラフ)について異常値検出時の眼球運動を計測し､累積注視時間と視線移動総距
離が良好な表示形態の場合に短かくなることを示し2
ことを示した2
②

1叫8)､同時に誤答率とも関係がある

川9)｡

まばたき(瞬目)

まばたきは眼振図の計測と同時に計測可能で､双方を組み合わせた評価も行われる｡す
なわち､眼球運動がそれはど多くなく､まばたきの回数が著しく増加するような場合は､
覚醒度の低下に関連があるとされている2

55)｡また､著者らは､CRT監視作業時のまば

たきの発生間隔を調べ､覚醒度の低下の前兆として間隔の短い群発性のまばたき(間隔1sec
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Recorlding

以下)が多く見られ､さらに覚醒度が低下すると間隔の長いまばたき(間隔15sec以上)
が多くなりミスも増大することを指摘した2‑150)｡この他､まばたきの発生パターンと覚
醒度を結びつけた研究も報告されている2

88･151)｡吉岡らはMAG法と称するホール素子

を利用したまばたき検出装置を利用し､まばたきの際の上限瞼の動きをまばたき波形とし
て取り出し､覚醒度の低下に伴ない､ゆっくりとした波形に変化する傾向にあること､お
よび脳波の徐液化の傾向に一致することを指摘した2

152･153)(F土g.2一山)｡また､田多は

興味の程度とまばたき数は逆比例する傾向にあると指摘している2

15互)｡

ただし､まばたき単独
を評価指標とするのは危
険であり､脳波､皮膚電
気活動など他の指標との

グゝ

関連性を調べる必要があ
る｡今後は､非接触計測
できるというメリットを

▲

活かして､不随意性まば
たきと意識性まばたきを
分離して評価するなどの

へ

八

工夫が必要となる｡
③

1001¶〜●⊂

:

:

瞳孔径

瞳孔径は計測が難しく､
(a)ShapモiOfawさkモbnnk

頻繁に利用されるように
なったのは眼球運動に利

Fig.2一山Typicalexample
dr･OWSy

用されるアイマークレコ
ーダが登場してからであ

(b)Sh8Pモ〜Ofdrow!ybl汗止

(a)shapes

of

OrlaWaken
of

awake

blinking

formsin

wave

arousalcondition2‑152･153),

blink,(b)shapes

of

drowsy

る｡

瞳孔径が明るさに敏感に反応することは知られていたが､最近､感情や意欲といった精
神的状態にも反応することが指摘されるようになってきた2

155〜159)｡また､覚醒度とも

密接に関係すると報告されている｡
Kahnemanらは2‑155･156)瞳孔径は交感神経系の活動に密接に関連し､与えたタスクの難
しさ､複雑さなどにより瞳孔径が変化するとし､タスク実行中には瞳孔径が拡大するとし
ているなど同様の報告は多い2

157･158)｡Taptagaporlnらは2‑159)視覚的な快適さと瞳孔

径との関連を調べ､どの明るさにおいても､視覚的に快適な場合には瞳孔径が拡大するこ
と､同時に精神作業負荷や緊張感が増すと瞳孔径が拡大するとしている｡

(朝 生理代謝系の生体情報
(D

フリッカ(CFF)

フリッカ(CFF)とは暗視野中の赤色のランプの点滅を識別できる最大の周波数をいうが
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blink

これは視覚機能の健全性を検査するのではなく､これを媒介として中枢神経系の活動レベ
ルを見ているとされている2
なカーブを描く2

55･13斗)｡また､CFFは､2互時間の生体リズムに近いきれい

13斗)など覚醒度と関連が深い｡覚醒度が良好な場合はCFFは高く､作業

時の加算も速くミスも少ない2‑21)｡一方､自動車運転時にCFFが著しく低下した場合に
はパフォーマンスが低下する､事務作業あるいは監視作業を継続して行うことによりCFF
が低下する､などいずれもCFFと覚醒度との関連を指摘するものである2

160〜163)｡また､

大島らは徹夜作業時の被験者のCFF､舌下温､心拍数､眠気の段階について調べた結果､
CFF

と眠気などのパラメータははぼ一致した傾向を示していることが分かるなど､CFFは

精神･神経疲労を検出する良い指標とされており2
で回復する2

13り｡

13礼･1…)､このCFFは入浴や休憩など

一方､眼精疲労とCFFにも関連があるとの指摘もある2

165)｡

②.皮庸電気活動
皮膚電気活動については､いまから80年はど以前からその存在が知られており2
特に､情動反応の指標として用いられてきた2

166)､

167)｡このため､心理学､行動科学などの

分野で多く利用され､嘘発見器もこの現象を利用したものである｡皮膚電気活動の計測法､
生理学的意味については､別に詳しい論文2

168〜171)､著書2

172･173)があるので割愛す

る｡よく利用されているのは手掌部や足蹴部などの皮膚電気抵抗反射(SRR:Skin
ance

reflex)､皮膚電気抵抗水準(SRL:Skin

(SPR:Skin

r･eSistancelevel)､および皮膚電位反射

potentialr､eflex)､および皮膚電位水準(SPL:Skin

れるもので､SRR

rleSist‑

potentia11evel)と呼ば

とSPR､ならびにSRLとSPLは厳密には原理や計測法が異なるが､はぼ

同じ生理学的意味を持つと考えられる2

169･17互･175)｡ただし､その計測法や評価法には

一長一短がある2‑172)｡まず､SRL,SPLについて紹介すると､代表的な評価法として確立
しているのは作業者の覚醒度の指標となることであり2 168･176)､睡眠段階の判定などに
利用されてきた2‑177)｡これまで､覚醒度の指標となる生体情報として脳波､CFFなどに
ついて述べたが､SRL,SPLは計測および解析が比較的に簡単であること､連続的に計測で
きるなどの長所があり､近年､覚醒時とりわけ監視作業時などの作業者のパフォーマンス
との関連で用いられることが多くなってきた2●90･178)｡その代表的なものは､自動車運
転時2

55･176･179)､航空機操縦時2

180)､信号検出作業時2

90･178)などにおいてSRL,

SPLを覚醒度の指標として計測した例である｡また､SRL,SPLの増加は脳波の徐波成分の
増加傾向2‑181･182)､CFFの低下傾向2

183)とも一致することも指摘されている｡また､

SRLの高低を周波数変換して音声を発生させ本人にフィードバックさせるバイオフィード
バックの手法が提案されており2

18叫)､リラックス､疲労回復に効果があるとされており､

疲労回復法として利用できる可能性がある｡
次に､SRR,SPRについて述べる｡これらは､情動､興奮､緊張､などの精神的な状態に
より､活発になることが知られていた2,172)が､近年､作業中のSRR,SPRが注目され､高
次の精神活動との密接な関連も指摘されている｡作業の複雑さ2
作業負荷2

155)､注意の集中2

185)､

178･186)などが高まることにより､SRR,SPRの発生頻度や振幅が増加するとさ

れている｡また､SPRの振幅､波形および反応総量との関係も議論されている2
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173)｡た

だし､このSRR,SPRは慣れや覚醒度の低下によっても反応が減少する傾向にあることや肉
体的な運動によっても発生することに注意する必要がある2

172･173･178･187)｡

最近､SRR,SPRと同様の意味を持つ高感度の湿度センサを用いた精神性発汗連続測定装
置も開発されている2

188)｡

以上､各生体情報を利用して作業者の心身状態やパフォーマンスを評価するための手法
を紹介してきた｡作業現場での計測を第一義的に考えると､(1)無侵襲､(2)無拘束､(3)連続
監視､(4)遠隔監視ができることが望ましい｡近年のセンサ技術､テレメトリ技術の発展に
より､これらの条件を満たす生体情報が増えてきたことは事実である｡今後は､センサの
より一層の小型化､電気､電子回路の集積化､電池の大容量化､記憶素子･マイクロ演算
器の高度利用など他領域の成果をいち速く取り入れる努力が期待される｡生体情報の解析
についても信号解析ソフトウェアの充実やハードの高速化により､さらに高度な組み合わ
せが可能となるであろう｡
最後に問題となるのが､生体情報の計測､解析結果の評価法であるが､これについては､
長い歴史的な流れに支えられたものであるだけに､短時間で進展するものではなく､地道
な長い努力が要求されるところであるが､運転操作時の内的要因の評価法についても多く
の有益な提案と示唆があることが分かった｡

(h)運転操作時の内的要因等の評価への適用性
一連の計測･解析･評価手法の進歩により､作業者を取りまく諸々の環境改善､例えば
負担の少ない交代制､適切な休憩､効果的なストレス解消法､人的過誤の防止策の提案な
ど作業安全と信頼性の向上に応用するメリットは大きいものと思われる｡
しかしながら､生体情報の持つ本質的なあいまいさ､生理学的なメカニズムの解釈の困
難さ(ブラックボックス的)､個人差の問題などが浮かび上がってきた｡これを完全に解
決するのは難しいとしても生体情報評価手法が持つ定量性を持つというメリットは十分に
利用価値があるものと考えられることから､他の社会科学的手法と連携を強化し､境界領
域の分野として確立していくことが重要である｡
本論文では､原子力発電所の運転操作に関連した運転員の内的要因のうち､ヒューマン
エラーに関与する内的要因として､2.2.2.節で人間工学的観点および運転員の意識調査結
果から検討を行い､そのうち､｢精神作業負荷(どの程度の情報処理を行っているかなど
忙しさの指標)｣および｢覚醒水準(大脳皮質の活性度でねむけの程度を表す指標)｣の
問題が重要であることをすでに述べた｡
そこで､｢精神作業負荷｣と｢覚醒水準｣の双方の内的要因について､前述の(a)〜(g)ま
での生体情報のうち､もっとも感度と精度がよい計測･解析･評価法を選択する必要があ
る｡本論文では､2.3.3.(2)節で述べた生体情報計測システムを利用して各種生体情報を計
測することにより､運転操作に関連する精神作業負荷と覚醒水準の評価法としてもっとも
ふさわしいものを選択するために実験的に検討した｡この実験的な検討は以下のような方
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針で実施することとした｡
a.これまで実験心理学分野で利用されてきたアウトプット法などを利用した｢精神作
業負荷｣および｢覚醒水準｣の評価法と生体情報を利用した評価法の比較がほとん
どなされていないため､これらを実験的に検討し､生体情報評価手法の有効性､適
用性を検討する｡
b.

生体情報評価手法に関する現状調査の結果をレビューした結果､｢精神作業負荷｣
および｢覚醒水準｣の評価には､複数の生体情報が個別に利用されている状況が示
唆された｡しかしながら､それらの生体情報間の関係はどうなっているか､感度や
精度にはどのような相違があるかについて､これまで､ほとんど検討されていない
ため､本論文に述べた生体情報計測システムを利用して､複数の生体情報の同時計
測を行い､運転操作時の内的要因の評価法としてふさわしいものを選択する｡

C.

生体情報の計測･解析･評価法として､運転操作時の運転員にセンサー等を装着し
ても負担とならないような計測法を検討し､実運転員へも十分適用できるような方
式として確立する｡

以上のような方針に基づいて､第4章の後半においては､生体情報を中核とした被験者
実験を行い､実用的な｢精神作業負荷｣および｢覚醒水準｣の評価法として新たな提案を
行った結果について述べる｡

2.3.4.シミュレーション手法の現状
原子力発電所の運転操作に関するもう一つの重要な解明事項は､異常発生時の運転操作
に係わる運転員の思考過程の解明が挙げられる(2.2.2.節)｡また､過去の大多数の重大
事故が示唆するように､状況ストレスによる運転員自身の内的要因が､運転員の思考過程
に大きく影響しエラーを誘発していることから､このストレスや内的要因を組み込んだ運
転員のふるまいをシミュレーションすることが求められる｡これまで､原子力プラントを
始めとして､化学プラント､航空機､車両などの運転や監視･操作作業の信頼性の向上に
は､運転員のふるまいの理解､とりわけシミュレーションの重要性については理解されて
いたものの､実験などによって得られた知見やノウハウもケーススタディにとどまり､結
果の再現性や一般化の点で困難を伴うことが多かった｡これには､人間のパーソナリティ､
モチベーション､グループダイナミクスなど非定量的かつあいまいな因子が互いに関連し､
さらに人間の思考プロセスを外部から伺うことができないという根本的な難しさがあった
ため､そのシミュレーションが難しいものとして捉えられてきた｡しかしながら､近年､
知識工学(AI:人工知能)､ファジィ理論､ニューラルネットワークなどの計算機利用
技術の進歩により､このようなシミュレーションが実現不可能な夢ではなく､徐々に現実
のものとなりつつある｡シミュレーションモデルの開発には､人間の思考過程を構成する
個別機能の定義や関連性および各過程に与える様々な影響要因の体系化など概念的な枠組
みも必要であが､全てのメカニズムに関する知見が実験的に提供されることは期待できな
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い｡したがって､ある程度大胆な仮説･推測を行うことにより､モデル構築を行い､モデ
ルによるシミュレーション結果と実験結果を比較し､モデル内の仮説を確かなものにして
いくといった手段をとらざるを得ない｡このようなアプローチは､実験によって得られた
各々の成果が単なるケーススタディに終わることなく､経験の積み重ねの結果として試行
錯誤的にシミュレーションモデルに反映され､運転員の思考過程に対する理解も徐々に進
歩していくことになる｡ヒューマンファククーの分野では実用性を追求することも重要で
あるが､このような地道なモデル化､再構築､試行錯誤などは手法としてもますます重要
性を持ってくるものと思われる｡ただし､人間の心の領域に踏み込んだ計算機シミュレー
ションの試みがなされたのは､せいぜいここ10数年のことであり､ラザフォードの言葉
を引用すると｢赤ちゃんは､なんの役に立っの､ママ｣2

189)の意味通り､課題の大きさ

からするとまだこの取組は｢赤ちゃん｣以下の存在でしかないかもしれないが､運転員の
思考過程や内的要因の影響を含めた｢ふるまい｣の研究についての現状をレビューする｡

(1)実験心理学的アプローチ
人間のふるまいのモデル化(ヒューマンモデリング)についての古典的なアプローチは
実験心理学の分野で開始された｡このアプローチは注意深く､かつ実験的に行われ､行動
主義的なS(刺激)‑R(反応)から認知心理的なS‑0(内的機構)‑R､そして､生
態学的実在論S‑0〔←E(環境)〕‑Rへと変遷してきた経緯にある2

190)｡このよう

なアプローチは実験に裏付けられてはいるものの思考過程をシミュレーションするといっ
た内部構造には踏み込んでいないため､大枠としての理解にとどまる｡しかしながら､本
研究の運転員モデルは人間の内的要因､思考過程およびそれに及ぼす外的ストレス状況を
もシミュレーションしようとしているため､方法論としてはS‑0〔←E(環境)〕‑R
を採用する｡

(2)認知心理学的アプローチ
認知心理学の分野では､ヒューマンモデリングのアプローチは人間の情報処理過程､す
なわち､感覚､知覚､判断･思考､動作､記憶､注意といった各個別の機能に分割され､
実験的検討を踏まえてモデル化されていった｡感覚については､信号検出理論2

191)が提

唱され､特に､信号検出率の高低と信号の形状､作業環境などとの関連が調べられた｡ま
た､知覚については､視覚機能が着目され､情報理論2

192)は視覚を通じて与えられた情

報量と伝達できる情報量(限定容量チャネル)には大差があり､何らかの特徴抽出や情報
圧縮がなされて情報処理がなされるとした｡また､視覚のパターン認識をモデル化したも
のとして､ネオコグニトロンモデル2‑193)､ニューロンネットワークモデル2

19斗)などが

挙げられる｡続いて､判断･思考モデルについては､意思決定のヒューリステックモデル
2

195)があげられるが､現実の意思決定場面では､.その事象の発生確率の大小が判断の根

幹をなし､自らの経験を基に簡便な照合によりヒューリステックに判断するとしたもので
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Trigger､

ある｡動作では､NormanらのATS(活性‑トリガースキーマ理論:Activation
Schema

system)が提案されている｡これは､すべての動作はスキーマの形成､活性化､ト

リガーによる実現で説明するものである｡記憶についてはKlatzkyの記憶モデル2.196)に
よる短期記憶と長期記憶の関係やリハーサルによる記憶の固定に関する知見が注目される｡
このような認知心理学的なアプローチは人間一般に通用する普遍的な原理を追求しよう
としているため､人間の機能の一部についてのモデル化であること､概念モデルが多いこ
となどシミュレーションモデル化には至らない｡しかしながら､得られた知見は重要であ
り､本研究で開発する思考過程のシミュレーションにも反映させることとする｡

(3)統合的アプローチ
認知心理学的なアプローチが､単一機能に対する局部的なモデル化にとどまっていたが､
トータルなヒューマンモデリングに対する期待が高まり､1980年代にその先鞭を付けたの
がBaron､Card､およびRasmussenである｡Baronは､情報処理過程を表示処理部､情報
処理部､状況評価部､対応選択/策定部､対応作成部､目標策定部およびメンタルモデル
とバッファーから構成される記憶部から構成されるFig･2うに示す統合的概念モデルを提
案した2

197)｡Cardは人間の情報処理過程を知覚プロセッサ(感覚含む)､認知プロセッ

サ､運動プロセッサという独立機能に分割し､それらによって得られた情報を短期記憶､

Fig.2‑5

Baron‑s

Conceptualmodelfor
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a

oper‑atOr

長期記憶といった貯蔵庫に蓄えるとしたモデルを提唱し2

198)､それぞれの所要時間を実

験と経験によって求めており､情報処理過程全般に渡るモデル化としては先駆的なもので
ある｡一方､Rasmussenは､概念的ではあるが､情報処理過程を感覚器への入力から操作

に至るすべての過程を16の要素で記述するラダーモデル2

199)を提唱し､情報処理過程の

細部構造に踏み込んだモデル化を始めて提唱した｡また､入力(情報)と出力(動作)に
至る過程はスキルベース､ルールベース､知識ベースの3つの過程に代表されるパスが存
在することを示し2,200)､今日のモデル研究の基礎となっている｡一方､Wickensらは
Baronのモデルに近い概念モデルを提唱したが2

201)､ここでは､知覚､意思決定､行動

すべてに注意資源が関与し､情報処理過程を制御することとしている｡
これらのモデルは細部は異なっているものの､大筋は極めて共通性があり､本研究の基
礎情報として有用である｡まず､モデル全体の枠組みとしては､ぬronのモデルが参考に
なる｡すなわち､記憶部には､状況を理解するためのメンタルモデルと認知した情報を蓄
えるバッファーから構成されていることであり､著者らのシミュレーション実験と運転経
験者へのインタビュー結果と極めて近いモデルであると言える｡しかしながら､全ての出
力(動作)は､飴ponのモデルでは状況評価や対応選択などの思考部分を通過することと
なっており､Rasmussen

らが提唱したスキル､ルール､知識ベースに相当する処理パスが

設けられていない｡しかしながら､行動に至る思考レベルには歴然とした差があることか
ら､この処理パスを考慮する必要がある｡さらに､このBaronモデルでは､Wickensらが
指摘した注意資源など､思考過程への環境や心身状態(内的要因)の影響を考慮していな
い｡運転操作時の状況ストレスや内的要因が大きく運転性能を左右することが考えられる
ので､注意資源､あるいは精神作業負荷､覚醒水準などの概念を導入する必要がある｡

(4)シミュレーション的アプローチ
計算機技術の発展に伴い､複雑な問題を解くための離散系モデリング技術により､人間
行動をシミュレーションしようとする試みが多方面で開始された｡最初に実施されたのが､
SimScriptやSAINT/Micro

SAINTなどの離散系シミュレーション言語の開発である2‑202･

203)｡この手法が原子力分野において適用されたのはMAPPS(保修作業員実行シミュレーシ
ョンモデル:Maintenance

simulation

personnelperformance

model)およびOPPSが挙げら

れるが2‑204･205)､MAPPSは保守作業員のモデル化､OPPSは運転員のモデル化であるが､
これらは実際の運転員/保守員の行動､挙動を詳細にタスク分析し､各タスクの所要時間
をタスクネットワークによりシミュレーションするものである｡また､レーダ監視作業に
適用されたのが､HOSであり､あらゆる状況におけるレーダ監視性能を評価している｡し
かしながら､

予め手順が明らかである行動しかネットワーク化できない

･

ネットワークの範噂でのシミュレーションであるため､新たな事態に対処できない

･

(メンタルモデルなし)
･

ネットワークの構成に時間が掛かり､単純な事象しかシミュレーションできない｡
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･知識はすべてネットワーク上の分岐の判定基準や状態内の演算処理に反映され､知
識ベースとして明確なかたまりが存在しない
などの欠点があり､運転員の思考過程のシミュレーションを行っているとは言いがたく､
タスクの実行順序や時間余裕を評価するためのツールとしての価値があるに過ぎない｡

(5)知識工学的アプローチ
1980年代の計算機技術の進展に伴い､知識工学(Knowledge

Engineering)が実用化され､

ニューラルネットワークやファジィといったあいまいな系を扱う技術が充実するに従い､
人間の知識とそれに基づく認知､意図形成､決定などの素過程をモデル化しようとする研
究が進められるに至った｡これらの基盤技術は主に認知科学の分野で培われてきたもので
あり､知識構造やその計算機的な知識ベース構築言語および人間の推論形式などについて
基礎的なアプローチがなされてきた2

189)｡認知科学では知覚､パターン認識､推論など

多岐に渡る人間そのものの精神活動をモデル化し､シミュレーションしようとする試みで
あるが､これらの技術を原子力の運転員の思考過程にも適用しようとする試みが大学､各

研究機関において､ここ10年程度の間に盛んに実施されるようになってきた｡これまで､
国内外で開発されたかまたは開発中の主要なシミュレーションモデルの特徴を取りまとめ
て､Table2‑10(1)(2)に示す2

190･206

210)｡

まず､代表的なものは医療診断用の知識処理システムを利用して､運転員の意図形成､
それに基づく行動手順決定過程をシミュレーションしたCESが挙げられる2

206)｡これは､

Westinghouse社のW00dsらが開発したもので､ある静的なプラントの一局面におけるプラ
ントの情報をモニタリングし､黒板モデルと呼ばれる共通の領域に監視､説明生成､応答
のモジュールが相互にアクセスする分散協調型システムである｡また､問題解決者のタイ
プとして5つのパーソナリティタイプを仮定することが可能で､運転員のタイプによる問
題解決パターンの違いを模擬することが可能である｡
ORNL(オークリッジ国立研究所:OakRidge

NationalIAboratorly)では､CESでの応答

実行部分をSAINTを用いたタスクネットワークで表現し､意図形成過程に知識工学的手法
を応用したINTEROPSを開発した｡このシステムの知識ベース部分には蒸気発生器細管破断
事故に関連する知識がインストールされ､この事象をシミュレーションした結果を実際の
運転員がレビューしたところ､実際の思考過程と概ね類似した過程を辿ったことが実証さ
れている2

207)｡

また､欧州共同研究体のIsprla研究所のCaccibueらは､COSIMOを開発している2

208)｡

このモデルの特徴は知識ベースの中に2っのフレームを持ち､一つは､ルールフレームで
あり､事象とそれに関連するプラントパラメータの特徴､ならびに対応行動が記載され､
もう一つは知識フレームであり､プラントに関する物理的原理とそれに関連した行動規則
などが記述されていることである｡また､作動記憶にプラントパラメータを取り込み､そ
れにマッチする事象をファジィ理論によりルールフレームから検索することも特徴的と言
えよう｡
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Table2‑10(1)Various

oper‑atOr

knowledge

Name

CES

Objective

I狽A*

modeling

Simulation

appr､OarCh

based

on

the

engineer､ing(○Ver､SeaS)

CrleW

Model

INTEROPS

COSIMO

HRA

SRG

HMI

HRA

IiMI=

SGTR

Malf.unction

SGTR

=■

Some

SGTR

Single

Single

Some

Modeling
Single

30PeIlatOr､S

For､Ward

Retrlieval

‑Number‑Of

Single

OPer､atOrS
‑Reasoning

Fopward
deduction

deduction

●deduction

Operation

Oper‑ation

For‑Ward

deduction

deduction

Oper‑ation

Oper‑ation

Operation

AI

AI

Fuzzy
‑Behavior

Forwarld

theory

Utterance
‑Human

Personality

Charac.Persona‑
lity

‑Techniques

Cr､edibility

AI

AI
Simscript

Institution

WH

Fuzzy

MIT

★HRA:Human
★★IIMI:Evaluation
★★サSGTR:Steam

reliability
of
generator

analysis
humanmaChineinterface
tube

rule

CECIspr､a

INEL

rluPture

‑4

8‑

AI

ORNL

CRI

Table2‑10(2)Var‑ious

oper､atOr‑Simulation

knowledge

Name

modeling

apprlOarCh

based

on

the

engineerling(Japan)

OPSS

CAMEO

HPS

HRA

Objective

訓Ⅰ

書

SYBORG

HMI
ErrlOrlinf‑luence

HMI**

Cognitive

Errop
analysis

TI‑ainlng

Malfunction

Universal

Univer､Sal

SGTR

UniverlSal

Single

Single

Cpew

Forward

Forwar‑d

Forward

Unknown

Modeling
Single

‑Number､Of‑

Single

OPer‑atOrS
For､Ward

‑Reasoning

deduction

●deduction

deduction

deduction

Default

deduction

Prediction

(Mentalmodel)

deduction
Operation

‑Behavior

deduction

Forward

Operation

Oper､ation

Operation

Operation

Utterance
Walking
‑Human

PerlSOna‑

chara.Per､SOna‑
1ity

1ity
Attention

Personality
Cr､edibility
Arousal,WL
Attention

Jrechniques

AI

AI

AI

Micro‑SAINT

AI
Simscript

AI
Petrinet

CES

Institution

Tokyo

★HRA:Human
★★HMI:Evaluation

Univ.NUPEC

r､eliability
of

human

JAERI

analysis
machineinteI､face
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CRIEPI

Kyoto

Univ.

また､台湾核能研究所のHuangは､蒸気発生器細管破断時の運転員の行動や思考過程を
詳細に観察し､プラント状況の変化に伴う､思考内容､発話内容､発話･操作のタイミン
グ､順序などを運転員の質と関連づけて整理し､知識ベースに格納することにより､複数
の運転員からなる運転チームのシミュレーションを実施している2

209)｡

原子力機構では､CAMEOと呼ぶシステムを開発している｡このシステムは感覚､知覚､
判断､行動の山っのモジュールからなり､それぞれのモジュールを注意資源と呼ぶ機構に
ょり個々のモジュールの活性･非活性を制御しようとしている2

210)｡

このように､未だに人間そのものの認知･思考活動については不明確な部分が多い状況
であるにも係わらず､プラントの異常発生時の運転員の認知･思考過程を解明し､それを
シミュレーションしようとする試みが数多くなされている｡これまで述べてきた種々の手
法のうち､運転員の思考過程と内的要因のモデル化にもっとも有力と考えられるのは､こ
の知識工学的アプローチであり､本研究においても､この手法をベースとして利用するこ
ととしている｡しかしながら､これらのアプローチでは運転員のふるまいに重大な影響を
与える以下の観点からの検討がなされていない｡
a.プラントの動的な状態変化に対応できるようになっているものは少ない｡その理由は
対象事象として､蒸気発生器細管破断の事象を取り上げているため､診断的な推論が
主体となっていることであり､実際の運転員が実施している状況予測(このまま状況
が推移するとどのような事態を招くか)により事前に応急的な対応を実施していく過
程がモデル化されていない｡
b.多くのモデルでは､シミュレーション対象とする事象は一つか二つであり､これは知
識ベースの不足も起因しているが､多くの事象に共通して通用するメンタルモデルを
構築していないことが理由になっている｡すなわち､原因診断型であるが故に､診断
結果に対応させた操作手順を検索し､それを順次実行していくタイプがはとんどであ
ることによるものと思われる｡したがって､原因診断よりも応急的な対応が優先する
事象には対応できない｡
c.個々の運転員のふるまいに大きな影響を与える心理･生理状態が与える影響や外部の
ストレスとの相互関係がモデル化されていない｡シミュレーション対象が異常発生時
のふるまいであり､そのような状況ではストレスの有無が大きく作用することがこれ
まで指摘されており､ストレス状況下のシミュレーションとしては不十分である｡
d.運転員の意図形成には個人の判断も重要であるが､チーム内でのコミニュケーション
による補遺､協調が重要な鍵を握っていることが多いにも係わらず､ほとんどのモデ
ルが個人の意図形成過程を扱えるのみである｡したがって､現実的な運転員のふるま
いをシミュレーションしようとすれば､運転員間の相互作用を扱うためのヒューマン
ヒューマンインタフェースを持ったモデル開発が求められる｡

以上､運転員のふるまいシミュレーションの現状について述べてきたが､本研究では､
上述のa〜dまでの諸点を克服するための技術を確立することをねらいとする｡すなわち､
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以下の諸点を満たすシミュレーションモデルとすることである｡
a.実際の運転員のシミュレーション実験結果やインタビュー結果に基づき､それを忠実
に再現するため､原因診断のみに片寄ることなく､状況予測に立脚した対応も可能と
するモデルとすること｡
b.特定の事象のみを対象とできるだけでなく､一般性を持ったメンタルモデルを構築す
ること｡

c.ストレスが内的要因に与える影響とその変動特性およびそれらが思考過程に与える影
響をモデル化し､これを組み込むこと｡
d.チームとしてのふるまいを模擬できるよう､個人にコミニュケーション機能を持たせ､
チームとしての協調過程や意思決定過程を模擬できるようにすることを目的とする｡

これにより､2.2.節に取りまとめたように､運転操作に係わる内的要因の影響の評価､思
考過程の解明への足掛かりが得られるとともに､今後の課題として指摘した社会･組織学
的なオペレーク問の協調やチームとしての意思決定過程などへの取組みを行うための方法

論的枠組みが提供できるようになるものと思わる｡本論文の5章では､上記の諸点を勘案
した新たなシミュレーション手法について述べることとする｡

2.4

むすび

原子力プラントの運転操作を対象としたヒューマンファククー研究が約20年の歴史を
有し､これまで｢確率論的リスク評価｣や｢制御盤の改良研究｣中心に進められ､人間工
学､労働科学､認知科学､産業医学および心理学などの他分野で利用されている方法論を
積極的には取り入れてこなかった経緯を明らかにした0そこで､本章では新たな方法論的
枠組みを提供することを目的に､まず､原子力プラントの運転操作に関連するタスクには
どのような種類があるかを概括し､プラント全体の安全･信頼性に大きな影響を与えるタ
スクとして､特に､異常時/緊急時の対応操作が重要な鍵を握っていることを示した｡引
き続き､このようなタスクに関与する人間工学的課題を抽出することを目的に､ヒューマ
ンファククー関連事項を数百項目にわたって統括的に列挙した人間工学チェックシートに
基づき､運転･操作に関与する項目について､個々に重要性を評価し､これまでの研究で
カバーされてこなかった課題を抽出した｡また､過去に実際の運転員が経験したヒヤリ･
ハット事例(もう少しで事故になった事例)に関与した原因をレビューした結果､以下の
課題が今後実施すべき重要な課題としてリストアップされた｡
a.ォベレータの内的要因(覚醒水準､精神作業負荷)がパフォーマンスに大きく影響
すること
b.異常時/緊急時にはオペレ一夕の思考過程やこれに影響を及ぼすストレスや内的要
因が特に重要であること
c.社会･組織学的なオペレーク間の協調やチームとしての意思決定過程などについて

一51‑

の取組みも必要であること
以上のような考察に基づき､これらの課題に有効に対処するための方法論的な枠組みを
確立するために､他分野で利用されている各種手法の適用性と発展性について検討した｡そ
の結果､以下の手法を選択することとした｡
a.

調査･分析段階では､｢トラブル分析手法｣が有効であること

b.

分析･評価段階では､｢生体情報分析手法｣が有効であり､これには｢アウトプ

C.

ット手法｣を併用して新たな評価技術を確立する必要があること
対策･予測段階では､｢シミュレーション手法｣が有効であり､各種のヒューマ
ンファククー分野の知見を総合して反映させる必要があること

したがって､上述の3つの重要課題に対する広汎な取組を可能とするための手法として､
｢トラブル分析手法｣｢生体情報評価手法｣および｢シミュレーション手法｣を確立する
ことが求められる｡このため､それぞれの手法について､これまでの知見に立脚したうえ
で新たな特徴を持った手法として確立するための詳細な現状調査を実施し､現状の到達点
を明確にするとともに､これまでの研究では不十分な点や今後の望ましい方向性について
提案を行った｡以下､3章､4章および5章では､上述の3つの手法についての本研究で
の取組みについて述べる｡
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第3章

ヒューマンファクターが関与したトラブル分析･評価
手法の開発とそのシステム化

3.1

まえがき

原子力プラントの運転操作に関与したヒューマンファクター､とりわけ運転員の思考過
程や内的要因などを把握し､ヒューマンエラーが発生しにくい作業環境を実現するための
基本的なアプローチの一つは､人が関与したトラブル事象を分析することである｡ヒュー
マンエラーの分析にあたっては､それぞれの事象に含まれる人の行為に焦点を当て､丹念
に個々の事例を調査･分析･評価することが重要である｡注意深い詳細な分析は､一連の
運転操作に悪影響を与えた可能性の高い人間の内的要因を含めた様々な未知の阻害要因を
明かにすることができる｡
ここでは､ヒューマンファククーが関与した事象について､その根本原因を明らかにし､
固有の階層的な対策を提案するための系統的な分析･評価手法を開発した経緯について述
べる｡本手法は従来のチェックシートを利用した分類手法に加え､背後に潜む根本原因を
余さず追求し､再発防止を図るために階層的な対策を提案できるものであり､我々はこれ

を対琴指向の手法と呼ぶこととした｡また､このシステムは原子力発電所で発生した事象
を対象として何度かの試験的な運用を行い､発電所職員を対象に現場で実用に供しうるよ
うにしたものである｡
また､原子力プラントでの適用に向けて､より一層､本手法の定着と普及を目指して､
｢パーソナルコンピュータを利用した分析評価支援システム｣を開発し､実用に供してい
る｡この支援システムは､人的事象分析手法で定めた分析評価手順に基づき､事象の調査
から対策案の提案までを約50問の設問に順次回答することにより､一貫して分析評価を
実施できるようにしたものである｡

3.2

トラブル分析手法の開発

3.2.1.開発目標と特徴
既存の手法を概観することにより､その不十分な点として本論文の第2章3.2.節で述べ
た諸点を克服し､さらに発電所職員が便利な道具として利用できるように､以下に述べる
開発目標を定めた｡これらの開発目標は米国で運用されているHPESでは実現されてい
ない本手法独自のものであり､その開発過程において､試運用による利用者の意見･要望
をもとに立案し､徐々に実現してきたものである｡特に､内的要因などの背後に潜む根本
原因を追求し､再発防止を図るための効果的な対策を提案することに力点を置いている｡
(1)分析･評価のための実施手順書の作成
分析手順のステップごとに具体的な実施事項を明確に示すため､できるだけ系統的に記
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述した手順書を用意する｡これにより､必ずしもヒューマンファクタ一に関する十分な知
識を持っていないプラント職員であっても十分な分析ができるようにする｡また､手順に
沿って､丹念に分析を行うことで､分析結果のレベルの均質化を図ることができ､かつ本
システムに含まれる技術を講習会等で比較的短期間のうちに習得できるようにする｡

(2)誰に責任があるかを問わない方式の採用
ヒューマンエラーという用語には､"過失からくる責任"といったニュアンスがつきま
とう｡したがって､本システムでは､ヒューマンエラーを特定するのではなく､設備側の
異常な状態変化を直接的に引き起こした行為を"分析対象行為"とし､それを論理的に特
定する方法を採用した｡すなわち､この分析対象行為には､いわゆるヒューマンエラーも
含まれるが､聞達った手順書や指示に従ったまでで､本人にはまったく責任のない行為も
含まれる(このような間違った手順書や指示は分析対象行為の原因として分析される)｡
このようなやり方をすれば､分析対象行為の特定が､行為そのものの良否判定により行わ
れるわけではないので､全てが個人の責任に帰せられたりすることはなく､個人の問題点
の追求とは一線を画すことができる｡

(3)分析･評価結果の図表化
実事象にはあらかじめ想定できないような様々な原因が係わっていることが多い｡した
がって､本手法ではあらかじめ準備したチェックシートではリストアップできないような
どんな些細な原因についてもカバーするようにしなければならない｡そこで､検知された
原因は簡単な文章の形で記述す̲るようにし､根本原因も含めた諸原因間の関連を簡潔に図
式化するようにする｡さらに､同様に人の作業を含む事象の経緯も図式化し､考案された
対策も階層的な表に記述する｡これらの新らたな工夫は発電所管理者への分析結果の説明
を容易にし､発電所の諸安全活動における貴重な教訓として活用できる｡

(4)分析対象とする事象の範囲の拡大
HPESやASRSなどの手法は､主に運転の分野で利用するためのものである｡そこ
で､分析対象の事象の範囲を広げるため､本手法では運転操作で発生した事象に加え､保
守作業でしばしば発生する労災事象も取り扱うことができるようにする｡また､顕在化し
た事象ばかりでなく､水面下に押しやられる傾向のあるニアミス事象や潜在的な問題に対
しても適用できるようにした｡なぜならば､顕在事象と潜在事象の原因はきわめて似通っ
ているからである｡頻度の少ない原因も含めて抜け落ちなく原因を把握するためには､顕
在事象に比較して数の多い､潜在事象の分析が必要になる｡このような潜在事象の分析は
自己申告に頼らざるを得ないため､手法の普及が重要となる｡

(5)系統的な根本原因と対策の追求
オペレ一夕の内的要因を含めた原因を把握するためには､表面的な原因のみでなく背後
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に潜む原因を追求する必要がある｡したがって､本手法では､修正欠陥系統樹(フォール
トツリー)の方法を採用する｡この方法では､調査により指摘されたそれぞれの直接原因
が何故発生したかを質すことにより､間接原因を特定し､間接原因が何故発生したかによ
り､潜在原因を追求するといった系統的な分析とすることができる｡この修正欠陥系統樹
ではANDあるいはORゲートのいづれであるかを判断するようには規定していないが､
これは我々の分析経験によればその判断が難しかったからである｡しかしながら､安全側
の評価を前提とすれば､すべてのゲートはORゲートとみなしてもかまわないものと思わ
れる｡一方､ヒューマンエラーの原因追求で重要な根本原因(多くの事象に共通して現れ
る背後要因)はフォールトツリーの終端の原因として指摘され､トラブルの再発防止にと
って最も重要な原因となる｡また､作成した原因ツリーに基づいて､階層的な対策を順序
だてて見いだすことができる｡

(6)心理･生理状態に関する原因分析
運転操作に関連したヒューマンエラーの多くに生理状態(疲労､眠気､病気など)や心
理状態(油断､緊張､先入観など)が関連していることは第2章で述べたとおり明らかで
あり､本研究の主要な解明事項にもなっている｡したがって､分析対象行為に関連した心
理･生理状態を直接､関係者から聞き取りができるようにインタビュー技術などを充実さ
せる｡しかしながら､インタビューは､ときとして職員の微妙な問題点に踏み込むことに
もなることから､このインタビュー者は発電所のライン管理職から独立した職員でなけれ
ばならないし､相手の名前を公表することがあってはならない｡

(7)トラブル分析に適用できる人間工学的知見の適用
トラブルの発生に関連した事実関係を抜け落ちなく調査するためには､聞き取り調査や
現場調査が重要となるため､それらを実施する場合に気をっけなければならない重要なポ
イントを指示しておく必要がある｡そこで､人間工学の分野での様々な知見を統合して独
自に開発した調査ツール(評価ガイド)を作成する｡

(8)具体的な情報を検索するためのデータベースの作成
本手法による分析結果をデータベース化することによって､例えば､同定された原因に
類似した事例を過去の事例から捜し出し､有益な対策に関する示唆を得ることも可能とな
る｡また､状況､原因および対策の間の明確な関係を知りたい場合には､状況データを入
力することにより､過去に発生したトラブルに関する詳細なデータを参照することもでき
る｡本手法で開発しようとしているデータベースと既存のデータベースの最も大きな違い
は､これまでの手法の結果は記号化されたデータばかりであったが､本システムは記号化
されたデータと記述データ(原因､事象の経緯､提案された対策)の双方が格納されてい
ることである｡したがって､キーワード検索ができるようにする｡
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3.2.2.構成および内容
本節では､本手法の全体構成を示し､次いでそれぞれの構成要素間の関係を本手法の中
核的役割を果たす実施手順に従って述べる｡最後に､各構成要素の詳細な内容を､3.2.1.
節で述べた開発目標(1)〜(8)に対応させて説明する｡

(1)全体構成
本手法の全体構成をFig･3‑1に示す｡これは､｢実施手順｣｢評価様式｣｢評価ガイド｣
から構成される｡実施手順は､実プラントでの3度に渡る試運用を通じて､これまでのチ
ェックシート形式の手法に比べ独自に開発したものであり､分析の進め方に関する指針を
示している｡評価様式は分析結果を記入するため､また､評価ガイドは分析･評価を効率
的に進めるためのものである｡評価様式は､状況分析様式と要約報告様式から構成され､
状況分析様式は基本的にHPESに準拠したチェックシート方式であるが､国内の原子力
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substances

‑
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matrix
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constituents

プラントの組織体制や作業実施体制などを勘案し､さらに､記入のしやすさの観点から検
討して修正した｡一方､要約報告様式は､前節(3)(5)および(6)で述べたように､新たに開発
した技術や手法によって得られた結果を記述するものである｡
また､Fig.3‑1に示した構成要素のうちで中心的な役割りを果たすのは､実施手順であ
り､Table3‑1に実施手順の進行に伴う評価様式への記入時期および評価ガイドの利用時
期を示す｡

(2)本手法の内容
本手法の習得教育あるいは普及のため､関連資料を取りまとめた｢マニュアルと付属資
料｣を作成した｡マニュアルは､分析者が本手法の主要な内容を理解し､実際に利用でき
るようになるまでの教科書として使用できるように詳細かつ具体的に記述した｡付属資料
には評価ガイドを中心に､用語解説や適用例などの周辺資料を取りまとめた｡Table3‑2
には､Fig.3‑1の全体構成に対比させて､マニュアルと付属資料の内容を示している｡
a.実施手順
実施手順はTable3‑3に示すように4段階､15ステップに分割した｡Fig･3‑2はこの実
施手順書の記述の一例である｡この実施手順書は左右甲見開き1頁で一つのステップが構
成され､左側の頁には､手順として実施事項の簡潔な記述と一般化した分析結果を示し､
右側には､調査方法と調査すべき項目､および利用を推奨する評価ガイドを記載した｡
また､重要と思われる事項には読者の注意を引くために4色で色分けして示した｡この手
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邑妻

順書の開発は､開発目標の(1)にあげた｢分析･評価のための実施手順書の作成｣に対応す
るものである｡以下に実施手順の各段階ごとに､具体的な事例を取り上げて､手順内容を
詳細に説明する｡取り上げた事例は｢原子炉建屋換気ファン(B)の電源制御盤内ケーブ
ル点検作業で工具取扱い規則に反して､右手に2本のドライバーを持って作業したため原
子炉建屋換気ファン(B)の制御回路を短絡させてしまった｡このため制御回路のヒュー
ズが断線し､原子炉建屋換気ファン(B)がトリップし､待機系である原子炉建屋換気フ
ァン(A)が起動した｡｣というものである｡
Table3‑3Implementation
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and15steps

0‑

of

pIlOPOSed

(a)事象の把握(第Ⅰ段階)
第Ⅰ段階の｢事象の把握｣は4ステップからなる｡最初のステップでは､まず発生した
設備側の状態変化のシーケンスをFig.3づ(a)のような形式で記載する｡本事例の場合は同
図(b)に示すような形式となる｡このシーケンスは状態を表すカプセルと状態変化を表す矢
印から構成される｡続いて､それぞれの矢印が正常な状態変化であるか異常な状態変化で
あるかを判別する｡正常とは状態Nが起こると必ず状態N+1が起こる場合を言い､異常
な状態変化とは状態Nが発生しても､状態N+1は何らかの他の要素が関与しなければ発
生しない場合を指す｡何らかの他の要素とは材料の劣化､地震などの外部事象の波及ある
いは人の行為などが考えられる｡
ステップ2では､この異常な状態変化に人間の行為が関与しているか否かを検討し､関
与していればそれを分析対象行為とする｡したがって､この分析対象行為は事象に関与し
た諸々の行為の中から不適切な行為を見つけ出して決められるわけでなく､もちろん､ど
の行為に責任があったかにより決められるものでもなく､異常な状態変化に直接関与して
いたか否かにより論理的に決められるものである｡したがって､この分析対象行為には間
違った指示や計画の不備など設備に直接的に関与しない行為は除かれることから､HPE
Sとは違った概念となっており､これは開発目標の(2)で述べた｢誰に責任があるか問わな
い方式｣に対応するものとなっている｡
ステップ3では､分析対象行為を含む一連の作業過程に関する情報を収集して整理し､
作業関係者ごとのタスクシーケンスを作成する｡ステップ4ではこれまでの情報を統合し
て､Flg.3一山

に示す事象関連図のドラフトを作成する｡図中の二重線は関係者間のコミニ

ュケーションを示している｡また､◇付きのコラムは分析対象行為を示しており､これが､
設備側と作業者側を結ぶ接点になっている｡この単純な図式では､設備側の状態変化と作
業者側のタスクの進行状況を分析対象行為を接点として描くことにより､人間と機械の双
方の事象の経緯を簡潔に記述することができる｡

(b)状況分析(第Ⅱ段階)
第Ⅱ段階は､2つのステップからなる｡ステップ5では､これまで獲得した情報が原因
分析を行うのに十分であるかを確認し､場合によっては､さらに当事者へのインタビュー
や現場調査を実施して､関連情報を収集することもある｡関連情報の収集を十分実施した
後､事象に伴った影響や分析対象行為の発生状況について､後述する状況分析様式A､B
およびCに記入する｡
ステップ6では､第Ⅰ段階でドラフトを作成した事象関連図を修正して､これを完成さ
せ要約報告様式Bとする｡また､同時にプラント名､報告の通し番号､事象タイトル､発
生日時､および事象の概要などを要約報告様式A(事象の概要)に記入する｡

(C)原因分析(第Ⅲ段階)
第Ⅲ段階では､考えられる原因を4ステップで分析し､Flg.3‑5に示す形式の原因関連
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図を作成する｡ステップ7では､Fig.3一山に示した各作業者の各作業ステップごとに後述
する原因分類表の13分類の項目に該当する不具合･不適合があったか否かを丹念に検討
していく｡もし､ある作業ステップにこれらの不具合･不適合があった場合､その内容を
具体的かつ簡潔に短文で記述し､原因要素とする｡この他に､コミニュケーション､作業
手順､工具､作業環境およびマンマシンインタフェースの不備については後述する評価ガ
イド｢事実関係調査用ワークシート｣を利用してさらに詳細な検討を行う｡
ステップ8では､根本原因まで系統的に把握するために修正欠陥系統樹法を利用する｡
この方法の適用過程は次の通り｡まず､分析対象行為の発生に直接関与した原因要素を見
っけるため､ステップ7でリストアップした原因要素のそれぞれについて､それが直接原
因に潔当するか否かを吟味する｡通常の場合､このような方法で直接原因と指摘されるの
は､主に分析対象行為を誘発した直接誘発原因であることが多い｡したがって､もしその
誘発原因が影響して分析対象行為の発生に至る過程において､それを阻止できなかった原
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因があるか否か再考し､もしあれば､それを直接看過原因として特定する｡これらの誘発
および看過原因はF土g･3うに示す階層的なツリー構造の第一層に位置づけられる｡Fig.3‑5
には記号､分類およびメモを記述した箱がツリー状に配置されている｡記号は原因分類表
にしたがって原因分類したものであり､分類は直接､間接および潜在原因の別である｡し
たがって､第一層は直接原因､第二層は間接原因､第三層は潜在原因にそれぞれ対応して
いる｡メモはこの原因要素の内容を具体的に表現した短文である｡
ステップ9では､何故､直接原因が誘発されたかの観点から間接誘発原因を特定し､続
いて､その間接誘発原因ごとに間接看過原因があるか否かをチェックする｡同様に､潜在
誘発原因および潜在看過原因を特定し､必要に応じて､さらに､第四層に相当する潜在原
因の原因を特定していく｡このような反復的方法により､Flg.3うに示すようなツリーを
構成していく｡ある原因の下位の原因要素がそれ以上特定できなくなれば､それが最も下
位の原因であり､この最下位の原因を根本原因とみなし､類似事象の再発防止に重要な役
割りを果たす｡上述した論理が根本原因を追求するための欠陥系統樹法である｡この作成
したツリーを原因関連図と呼び､要約報告様式Cとして利用する｡
ステップ10では､評価ガイドⅤの原因分類表に従って､不具合･不適合を表現した文
章を注意深く吟味し､Fig･3‑5に示すように｢G‑a,‑18｣のように記号分類する｡こ
れらの記号データはデータベースから原因要素を検索する場合に有効である｡

(d)●対策の提案(第Ⅳ段階)
第Ⅳ段階は4ステップから構成される｡まず､ステップ11では､分析対象行為と異常
な状態変化を結ぶ線上にFig･3‑5に示すようなバリア(≡)を設けることにより､具体
的な対策を考案し､それがレベル1の対策となる｡対策の考案において基本となる考え方
は以下の通りである｡
･

･

分析対象行為が発生しても影響が発生しないようにする対策
分析対象行為そのものをなくする対策案
ステップ12では以下の考え方により具体的な対策を考案し､それをレベル2の対策と

する｡
･直接原因が発生あるいは存在しても､その分析対象行為の発生を防止する対策
直接原因そのものを取り除く対策案
･

同じ考え方により､ステップ13では､間接原因および潜在原因の影響を防止するある
いはそれらを取り除く観点から､レベル3および4の対策を考案する｡また､レベル4の
対策は潜在原因以下の第4層あるいはそれ以下の層に位置する原因に対する対策も含むこ
ととしている｡以上のステップでは､あくまで自由な発想で､できるだけ多くの対策候補
を考案することが重要であり､考案された対策案の実現性や適用性の観点からの評価は次
のステップで行う｡
ステップ14では､レベル1から4までの対策候補それぞれについて､Table3‑Llに示
した評価基準に従って評点付けすることにより､対策の妥当性を評価する｡本手法では､
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l

総合評点はそれぞれのカテゴリーの評点を掛け合わることにより求める｡ここで､各評点
の積を用いた理由は､我々の試験運用の経験によれば､それが加算法に比べ､より我々の
感覚に近い結果が得られたためであり､この評価を行うことにより､提案した対策をより
現実的で実用的なものにすることができる｡総合評点が200点以上の対策は経験的には
ぼ妥当な対策であるとみなせる｡Flg.3‑5に示すように､ここでは､各々の原因要素に対
応させて異常な状態変化に至る全ての道筋を塞ぐために最低1つ以上の対策案を必ず選定
することとしている｡

最後のステップ15では､評価した結果として残された全てのレベルの対策をTable3.5
に示す対策案提案表に記入して､要約報告様式Dを完成させ､すべての手順が終了する○
この対策案提案表では､レベル1の対策は､全く同じ事象を防止するためのいわゆるフェ
イルセーフやフールプルーフの対策案が該当し､レベル2〜4の対策は､類似の事象を引
き起こす可能性のある｢エラーの起きやすい状況(Errorlikelysituation)｣を除去する
ための対策案である｡具体的な対策を記述したこの階層的な表は我々が本手法を対策指向
と呼ぷ所以である｡
以上､(C)(d)で述べた手順により､開発目標(5)で述べた｢系統的な根本原因と対策の追求｣
を実現することとした｡

b.評価様式
(a)状況分析様式
状況分析様式はこれまでのHPESなどの手法と同様にチェックシート形式である｡こ
の様式ははぼHPESに近いものであるが､米国と我が国の作業組織の違いなどを参考に
して必要な修正を行った｡この修正は､様式の形式､分類､項目および用語など多岐に渡
った｡･さらに､その状況分析様式をさらに系統的なものとし､開発目標の(4)｢分析対象と
する事象の範囲の拡大｣を実現するため､HPESでは1種類の様式であったものを3種
類(状況分析様式A､BおよびC)に分割した｡これらの様式に記述された情報はデータ
ベースから知りたいデータを検索するための有効な見出しとなるばかりでなく､蓄積され
た事象から共通の特徴を捜し出すためにも利用され､開発目標の(8)｢具体的な情報を検索
するためのデータベースの作成｣を可能としたものである｡
･状況分析様式A
様式Aは､分析対象としている事象全体に関する分析結果を記入する様式で､｢事象の
タイトル｣｢事象の分類｣｢影響｣｢発見および発見の状況｣など10項目について記入
する(Flg.3‑6参照)｡
･状況分析様式B
様式Bは､分析対象行為の特徴を記入する様式で､その｢行為モード分類｣｢発生場所｣
｢行為の目的｣｢実施頻度｣｢影響した設備｣｢実施日時と行為の発見方法｣など29項
目について記入する｡
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･状況分析様式C
様式Cは､分析対象行為を起こした人について､その人の｢職種｣｢経験年数｣｢所属｣
など6項目を記入するようになっている｡関係者の氏名そのものは記入しない｡

(b)要約報告様式
この要約報告様式はこれまで述べたように､実施手順に準拠して独自に開発したもので
あり､前述の実施手順の説明で述べたように様式A〜Dの4枚に分割されている｡これは､
開発目標の(3)｢分析･評価結果の図表化｣に対応するものであり､主要かつ重要な知見を
集約するようにしたものである｡この様式は具体的な対策の実施を決定する管理者への説
明のためにも有効である｡これらの図表の具体的な内容はデータベースからキーワードに
よって検索することができる｡

C.評価ガイド
評価ガイドは､実施手順にしたがって抜け落ち無く効率的に調査･分析･評価を実施す
るための便利な道具である｡この7種類の評価ガイドには､これまでの人間工学の分野で
のノウハウや知見を応用して開発し､主に利用しやすさの観点から､メモ書きが可能なワ
ークシート類を主体として作成した｡これらの評価ガイドは前述の付属資料として用意さ
れている｡

(a)事実関係調査用ワークシート(評価ガイドⅠ)
このワークシートは事実関係調査を効率的に進めていくためのものである｡簡単な教示
とともに分析に必要な項目が順番に記述され､事象関係者への構造的インタビューを短時
間で行うことができる｡このワークシートの内容は状況分析様式への記入および事象関連
図の作成ができるだけの設問が予め用意され､分析対象行為を起こした本人の生理･心理
的な状態を除いた作業環境や設備などに関連した原因要素についての情報を収集するため
の項目も入っている｡さらに､温度､騒音､振動および照明などの作業環境からの影響を
調べるための基準についても記述している3

1)｡

(b)インタビュー技術ガイド(評価ガイドⅡ̲)
インタビューを行う際の基本事項や注意事項などを記述した｡インタビューは分析対象
行為を起こした際の心理･生理的要因などの内的要因を把握するためにはとりわけ重要で
ある｡これは､インタビューに望む心構え､一般的な留意事項や相手の性格別の話し方な
ど､どのようにインタビューを進めるべきかを紹介した実用的な解説書であり､これまで
の心理学およびカウンセリングの知見を加えて作成した3

2〜り｡これは､開発目標の(6)

｢心理･生理状態に関する原因分析｣の充実に対応している｡

(C)インタビュー調査用ワークシート(評価ガイドⅢ)
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このワークシートは､インタビューに当たっての必要最低限の質問項目をチェックリス
ト形式で用意したものである｡ここでは､インタビューを開始する際の挨拶の仕方､不適
切な行為に繋がる生理･心理状態の例､対象者のタスク分析に関連した質問､および対象
者の背景についての質問なども合わせて示している｡｢インタビュー技術ガイド｣と組み
合わせて利用することにより､インタビューを的確に進めることができる｡

(d)タスク分析ワークシート(評価ガイドⅣ)
このワークシートは､作業者ごとの作業の流れを表形式で整理し､編集するためのもの
であり､ここで整理したデータは事象関連図の作成に役立っ｡このワークシートにはそれ
ぞれの作業ステップに含まれる原因要素を特定するというもう一つの目的がある｡この目
的のために､関連手順書､工具や計測器､および実施すべきコミニュケーションについて
固有のチェック項目を設けたチェックシートを｢作業の人間工学チェックリスト｣に基づ
いて作成した3‑5)｡このワークシートは､保守グループと運転グループが相互に協力して
作業を実行する場合など複雑な作業過程の分析に利用すると効果的である｡

(e)原因分類表(評価ガイドⅤ)
この裏は原因分析において特定した様々な原因要素を13種類に分類し､記号付けする
ために利用する｡この分類はHPESの分類に基づいて作成したが､運転操作に関連する
内的要因や思考過程についての分析を充実するため､｢人間の内的要因｣や｢個人的要因｣
を加えた｡また､過去の事象報告で識別された全ての原因を網羅するように分類を再編成
した｡それぞれの原因分類では､具体的な原因要素を記述するのではなく､F土g･3‑5に示
した原因関連図中の記号を付すことが目的であるため､おおまかな原因群をひとまとめに
して要素群として記述することとした｡この記号はデータベースで検索する時に効果的に
利用できる｡13分類とは､A(作業計画)､B(作業実施)､C(作業確認)､D(変
更措置)､E(口頭によるコミュニケーション)､F(文書によるコミュニケーション)､
G(インタフェースと設備)､H(訓練)､I(管理監督)､J(作業状況)､K(作業
環境)､L(内的要因)､およびM(個人的要因)である｡これらの分類は､国内の発電
所での3回の試験運用および1985年から1986年に発生した31事例の詳細な分析
をもとに決定した｡

(f).行為モード原因対応表(評価ガイドⅥ)
この裏は､オミッション､コミッションあるいは無関係な行為からなる行為モードとそ
れに関連した原因の関係を示したものである｡これらの関係は1987年に実施した原子
力発電所の職員が経験した3500件の事象の調査結果から導出されたものである3

6)｡

このマトリックスは実施手順のステップ7の｢原因要素のリストアップ｣での利用を想定
して作成したものであり､このマトリックスで示唆された原因が実際に関連していたか否
かを確かめることにより､原因の摘出の抜け落ちを防ぐためのものである｡
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原因対策対応表(評価ガイドⅦ)

この裏はそれぞれの原因分類ごとに一般的に適用できる対策を列挙したものであり､適
切な対策を提案するためのヒントを記述している｡したがって､分析者はこのヒントをも
とに実施手順に従って､より実用的かつ具体的な対策として摘出する必要がある｡

3.2.3.適用の効果
この手法は､類似の事象の再発を防止するために､些細な原因を見落としなく検知し､
現実的な対策を提案できる対策指向の手法として開発したものである｡ここでは､我々の
経験をもとに本システムの有効性について議論する｡
まず､本手法を習得するために必要な時間を比較する｡米国ですでに運用されているH
PE

Sでは標準的なセミナー日程でも最低1週間を要する｡その理由は､HPESでは幾

つかの評価ガイドを採用しており､評価ガイドにより得られた結果と評価様式の関係を発
電所の職員が容易に理解するのが困難であるからである｡しかしながら､本システムでは
代表的な事象を分析する演習を含めて2日間で手法を習得できる｡これは､実施手順書に
実施すべき事項がステップごとに具休的に示されていること､および本手法の評価ガイド
が評価様式と密接な関連を持つように作成されているからである｡したがって､セミナー
への参加者は主要な実施手順と得られる結果の対応関係のみを理解すればよい｡さらに､
この実施手順は自習できるので､国内の送電､配電および火力発電所などの他の分野でも
利用可能である｡すでにこの手順書の配布により､これらの分野で本手法が運用されてい
る例もあり､どの場合にも本手法による分析結果はこれまでの手法とくらべても常に高い
評価を得ている｡韓国電力や台湾電力などの海外においても､本手順書を翻訳して利用し
ている｡したがって､この手順書は理解のしやすさおよび質の高い結果を得ることにおい
て効果的であり､手順書が手法の普及に貢献していることが実証されている｡
第二には､原因の検知力である｡例示した事例について､検知された原因に閲し､HP
ESと本手法の両者を比較して議論することとする｡本手法の原因分析の結果をFig･3う
に示すが､HPESでは｢計測技術者Bは絶縁ドライバーを使っていなかった｣｢計測技
術者Bは2本のドライバーを片手に握っていた｣などの直接原因を特定しているが､これ
は本手法でも同様に検知している｡しかしながら､本手法ではインタビューを実施するこ
とにより､他の直接原因｢計測技術者AはBを注意しなかった｣｢計測技術者Bはタスク
実行中に注意を集中できなかった｣など主に分析対象行為に関連した内的要因やコミュニ
ケーションなどの原因を特定している｡その他､HPESの報告には記載されていない重
要な間接原因および潜在原因は次のようなものである｡｢監督者は停電時に使用する同種
の手順書を参考にしてこの手順書を作成していた｣｢ほとんどの発電所職員は感電には注
意しているものの､短絡には注意していない｣｢計測技術者Bは午後の作業で作業用ベル
トを忘れてきた｣｢技術者は早めに作業を終えたいものである｣などである｡これらの原
因は根本原因を同定するための修正欠陥系統樹法に基づいて､論理的にリストアップされ
たものであった｡また､いくつかは､評価リファレンスⅠとⅣで実施したタスク分析によ
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り検知された｡この原因分析では､｢監督者と管理者は忙しいため､独自の手順書を作成
できなかった｣｢電気事故防止のためのテキストには電気的な短絡についての記載がなか
った｣｢当該技術者は活線作業を行った経験がない｣などのいくつかの根本原因が指摘さ
れた｡このように､本手法では､見逃されやすい内的要因､手順書や管理などの人間の活
動に係わるソフト面の根本原因を含めた諸原因が指摘できた｡
続いて､対策について比較する｡この手法が対策指向の分析手法であるため､提案され
た対策が本システムの有効性の検証にとって最も重要である｡通常､我々はプラント職員
が作成した事象報告に記述されている対策と本手法で示唆された対策とを比較することに
より､本手法の有効性をプラント職員に示す｡したがって､ここでも当該事象報告と比較
することにより､有効性の評価を行う｡本手法で提案され､事象報告にはなかった対策は
以下の通りであった｡レベル1の対策として｢この種の作業は停電時に行うべきである｣
｢制御キュービクル内の裸線をどこ‑ルかプラスチック被覆材で覆うべきである｣､レベ
ル2の対策として｢同じような繰り返し作業は長時間行わずに､休憩をとる｣､レベル3
の対策として｢端子の形式を+か‑のどちらかに統一する｣､レベル4の対策として｢労
力削減のためにOAを進める｣｢管理者は一人の人に仕事が集中しないように注意する｣
などである｡このように本手法では､それぞれのレベルで具体的かつ新たな対策を見いだ
すことが可能であった｡その他､我々の20事例の分析の経験でも､これまでの手法に比
べより具休的な対策を提案できることを示しており､対策指向の手法としてはぼ満足すべ
き結果が得られている｡

3.3

トラブル分析手法のシステム化

3.3.1.開発目標と特徴
前節では､原子力発電所で発生したトラブル分析手法の開発について述べた｡ここでは､
この分析手法をより一層､実用的なシステムとして完成させることを目的として開発した
｢パーソナルコンピュータを利用した分析評価支援システム(以下､｢支援システム｣と
呼称する)｣について述べる｡
これまで､同様の支援システムは報告されていないが､類似のシステムには仏電力庁が
開発しているLADAFがある3

7)｡このシステムはチェックシート形式の様式への回答機能

が主体であり､事象発生のシーケンスを作成する補助機能が付属しているが､本手法のよ
うに系統的に原因を追求し､それに対応した階層的な対策を提案するためのものではない｡
また､スイスのColenco社においては､原因分析エキスパートツールが開発され実用に供
されており3

8)､同様のシステムは台湾のWu3‑9)､吉野3‑10)､米国SystemImpIlOVement

社(商品名TapR00t)3

11)によっても開発されている｡これは､過去のトラブルデータ

などを知識ベースとして利用し､分析対象事象に含まれる原因を示唆するシステムである｡
しかしながら､これらのシステムでは､具体的な原因(例えば､①××に関する実技訓練
が計画的に行われていない､②作業実施時に作業責任者が他の××作業に従事していた)
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ではなく､過去のトラブルに共通した原因分類(①訓練の問題､②管理上の問題など)を
示唆するにとどまり､この支援システムのように事実関係の綿密な調査に基づき､背後原
因を含めた具休的な原因を追求する分析型システム(知識ベースを構築するための基礎デ
ータを提供するためのシステム)とは異なる｡
これまで前節で述べたトラブル分析手法の講習会やプラント職員との共同分析活動を実
施してきた｡そして､その場で実用性向上に必要な様々な意見や要望を収集してきた｡そ
れらを集約するとヾ本手法がより積極的に活用されるためには以下の項目を実現する必要
があることが分かった｡
a.トラブル発生時に迅速に分析･評価できること
トラブル発生後､数日でまとめるべき事象報告に本手法による分析結果を反映させるた
めには､必要な調査を終了してから､半日程度で分析結果をまとめる必要がある｡
b.分析･評価手法の習得が容易であること
発電所のスタッフは､はぼ3年程度で人事異動があるため､本手法を実戦的な手段とし
て継続的に活用するためには､前節で述べたように手順書として文書化するばかりでなく､
さらに習得に要する労力の軽減と習得のための教材が必要である｡また､分析に要する時
間についてヒアリング調査を行った結果､平均的な分析者では､人的事象分析手法で作成
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することとしている｢事象関連図｣や｢原因関連図｣などの図をワードプロセッサで作成
および修正する時間､参考情報を探す時間などに予想以上の時間を要していたことが判明
した｡また､習得を難しくしている要因は､手順書の記述を丹念に追う時間的余裕の不足､
および全体的な内容は理解できるものの具体的な事例への適用法の理解不足､など様々で
あった｡これらの調査結果をTable3‑6に集約する｡
実用化に伴う問題点を解決するためには､手順の改良は本質的ではなく､いかにして分
析を迅速化し､習得を容易にするかが重要である｡これに対応するためには､パーソナル
コンピュータを利用した支援システムの開発が有効と考えられる｡Table3‑6には､利用
者の意見や要望に対応させて､本支援システムが備えるべき条件として､(1)分析の合理化､
(2)関連情報の呈示､(3)報告書類の自動作成､(4)習得の容易化､および(5)汎用性の確保､を
取り上げ､これを開発目標とした｡
(1)分析の合理化
本支援システムは､人的事象分析手法の特長を損なわずに､手順書に準拠してその実施
事項を具体的な設問に置き換える｡また､設問に置き換える過程では､手順上重複する箇
所､あいまいな実施事項などを排除して設問数を削減する｡本支援システムの開発過程で
は､プロトタイプを作成し､幾つかの発電所で試験的な使用を行い､設問の妥当性､設問
の呈示順序および操作法などを詳細に検討し､｢分析の合理化｣を図ることとする｡
(2)関連情報の呈示
分析評価手順を設問に置き換えたため､実施事項に付随するノウハウや注意事項が損な
われる危倶があるため､各設問には必ずヘルプ画面を付帯させ､必要に応じて解説､用語
の説明および注意事項などを参照できるようにする｡また､分析の経緯を紙面と同様なイ
メージで把握できるように｢参照ボタン｣を付け､それまでの回答結果を一括して参照で
きるようにする｡また､必要と思われる人間工学的な参考情報などを必要に応じて提供す
るなど回答に必要な｢関連情報の呈示｣を行う｡
(3)･報告の自動作成
設問に回答した結果は別プログラム(マルチタスク)により評価様式(報告)に自動的
に変換されるようにする｡ここで､｢事象関連図｣などの複雑な図式については､テンプ
レート(標準化した作図用型紙)や作図ツール(作図機能の標準化)などにより作図法を
標準化し､さらに操作ガイダンスやヘルプによる解説を加えることにより､｢報告の自動
作成｣を実現する｡
(4)習得の容易化
手法の習得を容易にするための解決策として､いくつかの特徴的な分析評価事例として､
5事例を分析ファイルに保存し､適宜､分析内容を参照できるようにする｡それらの事例
の経緯は付属の事例集で確認しやすいようイラスト化して提供する｡また､基本操作は約
20分の操作説明ビデオで習得することができ､操作方法は2種類のマニュアル｢基本マニ
ュアル｣と｢詳細マニュアル｣に分けて作成する｡
(5)汎用性の確保
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本支援システムのソフトウェアは､できるだけ多くのパーソナルコンピュータで使用で
きるようにMS‑Ⅰ刀SおよびMS‑WINIX洞Sを基本ソフトとして採用する｡

3.3.2.システム構成
本支援システムはトラブル調査時に会議室などに持ち運んで利用できる可搬型のパソコ
に示すソフトおよびハードウ

ンを想定しており(Fig.3‑7参照)､標準的にはTable3‑7

ェア構成とした｡汎用性を確保するため､OSとしてMS‑【氾SおよびユティリティーとしてMS
‑Wlndowsを採用し､できるだけ機種の制約に縛られずに利用できるものとした｡

3.3.3.システムの内容
(1)分析の流れ
分析の流れは､基本的にはトラブル分析手法の開発で述べた実施手順に準拠し､Table
3‑3に示すように4段階15ステップで進めるものとした｡本システムの分析の流れをフ
ローチャートで表したものをFig.3‑8に示す｡以下にこの分析の流れに従って､本支援シ
ステムの内容を説明する｡

(2)システムの操作
a.分析開始
分析開始時の基本画面を
Fig.3‑9

Standard

Table3,7

system

configuration

に示す｡ここで､

メニューバーにある｢ファ

Hardware

イル｣で｢新規｣を選択す
CPU

ることにより､最初の設問

工ntel山86equivalence*

Main

Memory

up

to8MB

が呈示され､分析が開始さ

Hard

Disk

up

t080MB

れる｡ここで｢更新｣を選

Floppy

t01drlive

択すれば､過去の分析結果

nllnter

up
Bh

を参照･修正できる｡この

Disk

**

available

Sortware

他､メニューバーの｢手順
説明｣では､手順書を参照

OperatingSystem

でき､｢ヘルプ｣では本シ
ステムの取扱いマニュアル
を項目ごとに見ることがで
きる｡

uptoMS‑rX)S3･3B
MS一肌憶OWS3･1

Utllity

★

MS‑Windows3.1must
to

耕Limited

the

be
prlinter

able

tD

that

can

be

byMS‑Windows3･1･

b.第一段階(StageI)
この段階では､Fig.3‑10に示すような選択式の設問､全11問に回答するが､この設問内
容は事象の発生時期､影響､発見のきっかけなどである｡さらに､Fig.3‑11に示すような
作図式の設問2問に回答する｡ここで､作図するのはFlg.3‑12に示す｢事象関連図｣で
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be

set

up･
driven

あり､これは最終的な結果
である要約報告様式として
利用する｡
Flg.2‑10に示す選択式の
設問では､すでに用意され
ている選択肢の中から該当
する項目をマウスでクリッ
クすることにより回答を進
める｡･また､一部､具体的
な内容を.キーボードから入
力する設問もある｡また､
Flg.3‑10の設問画面におい
て､｢参照ボタン｣はこれ
までの回答一覧リストを呈
示するものであり(Fig･13

An

Fig.3‑7

outlook

of

the

developed

system

参照)､｢ヘルプボタン｣
は当該設問の解説､注意事項､用語の説明や回答例を表示するものである｡
一方､Flg･3‑12に示す事象関連図の作図を行う設問では､設備側の状態変化とそれに関
与した人の行為およびその行為を含む作業の流れをテンプレート(標準化した作図型紙)
画面上に順次記入していく｡この操作法については､Fig･3‑12に示すように､右上に表示
されるガイダンスやヘルプをクリックすることで知ることができる｡

C.第二段階(St且geⅡ)

こゐ段階では､分析対象行為(設備側に影響を与えた人の行為)および分析対象者(分
析対象行為を起こした人)に関する設問18間に回答する｡設問の内容は､当該行為の発生
場所､作業対象設備および作業状況などであり､対象者の職種､作業体制なども回答する｡
対象設備の回答では原子力発電所の設備を｢設備｣､｢系統｣､｢機器｣および｢部品｣
に階層的にコード化した設備分類表を参照できる｡

d.第三段階(S厄唱eⅡ)
この段階では､原因分析を実施するための設問が用意されており､8間に回答する｡ま
ず､第一段階で作成した｢事象関連図｣の各作業ステップごとに､コミニュケーション､
工具､計画､作業確認､現場状況(Flg.3一川参照)など18の観点から不具合が存在してい
たか否かの検討を行い､もしあればその具体的内容を原因要素として回答する｡続いて､
Flg.3‑15に示す作図式の画面において､分析対象行為が発生した直接原因､間接原因およ
び潜在原因の順にツリー形式で画面上の四角をクリックすることにより直接記入していく｡
この時､｢原因分類表(原因要素を系統的に整理した一覧表)｣の内容を参照することが

一7

7一

S也geI=

S噛Ⅱ

S也geⅣ

Fig.3‑8

Analysis

rlow

ofthissupporYtSyStem

ー78‑

COrreSPOndingtotheprDCedure

手順説日月 分析開始

図表示

ヘルプ

更新…
保管
所規保管…
削除‥
印刷…
終了

に分析･評価を
｢ファイル｣をクリックし､｢新規｣をクリック
評価する事例の新しいファイル名を入力
手順開始をクー｣ツウし､ステップ1をクリック
A
する場
に分析･評価し た事例を｢
イル｣をクリックし､｢更新｣をクリック
JAESSについて
たい事例のファイル名をクリックし､了解をクリック
③手順開始をクリックし､更新したいステップをクリック
｢印刷｣したい場合
①｢ファイル｣クリックし､｢印刷｣をクリック
②印刷したい事例のファイル名をクリックし､了鮎をクリック
③印刷したい｢様式巨をウリツウ(複数選択可)

Fig.3‑9

Fig.3‑10

A
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A

typicalexample

format
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wheninitialcondition
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style

questionaires
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entered

Fig.3‑11A

Fig.3‑12

typicalexample
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drawingschematic

drawnl‑Sequentialchart
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diagram
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of

rlelated

questionair‑e

events''

1‑5

事象概要十･
第一国定桟中､原
り操作時､CUW
系ベント弁(∨‑
を行っていた｡そ
)と間違えてプア

どんな拭見で (対
どんな詣億に
何を(作業者の行j
どのようにして､

どうなったか(買

Fig.3‑13

1号憲
報告書番号
199:∃年度報告書番号2
1‑3
事象タイトル
原子炉浄化蕎見張り時のベントラインフアンネル確認間違い
る原子炉廷屋の汚染
1‑4
事象発生日時
1993年d月1ほ1占時25分
1‑5
事象概要
宗一国定強中､原子炉浄化系(CUW)の点桧終了に伴う水
操作時､CUW系水張り弁(∨‑113)を徴開し､CUW
ント弁(∨‑332Al､332A2)開にてエアー抜きを
ていた｡その控､確認すべきフアンネル(ED‑213)と
えてフアンネル(∈D‑211)を監視していたため､水張
を増関してしまったっそのため､フアンネル(ED‑213
流入した水が飛散し､CUW熱交換器室を汚染してしまった
1‑6
事象分頴
1‑2

A ref'erence

display

of

already

answeredinformation

できる｡また､ここでは､文章で記述された原因要素を記号分類する設問､ツリーの論理
(ツリーはIF〜THEN〜の因果関係論理で構成されている)の妥当性をチェックする設問も
用意されている｡この作業により､Fig.3‑16に示す｢原因関連図｣が完成し､要約報告様
式として利用する｡

e.第四段階(StageⅣ)
この段階では､Flg.3‑17に示す｢対策案提案表｣を作成し､要約報告様式として使用す
るための設問が7問用意されている｡各設問は､原因関連図上で､それぞれレベル1〜4
(設備側への影響と分析対象行為のつながりを断ち切る対策をレベル1対策とし､以下､
同様に分析対象行為と直接原因､直接と間接､間接と潜在原因まで4つのレベルの階層的
な対策がある｡)に該当する対策を回答していく｡対策はFig･3‑15と同様の原因関連図上
の任意のボックス(分析対象行為､直接原因など)をクリックすると対策入力ウィンドウ
が開くため､個々のボックスに対応させて各レベルの具体的な対策案を考案し､入力して
いく｡また､ここでは､既存事例に対する対策案を列挙した｢原因対策対応表｣を参照で
きる｡続いて､提案した対策の妥当性を評価する｡

r.分析の終了
分析が終了すると､回答に基づいてプログラム的に作成されている報告様式(報告書)
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Fig･3一川
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Fig･3‑15
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Fi.3‑16
=閣二:

Anexampleofadr､aWnA.CausalrlelationchartTT
璧ヨ童彗責彗皇軍■剛̲̲

対策案のレベル

十･

仙

レベル別の対策案の記述
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宗吾:j
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(1)フアンネルの簡部分を高くする
(2)フアンネルを密閉式にする

レ′くル1

‡…‡新宗若警2学習雷撃J豪鎧詣翳窪議書雛彗門苧あ謎
レベル2

(5)レベル2の対策案の(3)と同様の対策案とする｡
(6)ライン(ドレイン､ベント弁)とフアンネルつながりがの一目で確認でき名
(了)あせり､注悪散湧などの心身状態がトラブルにつながった事例を紹介する
(8)作業時のコミュニケーション方法､体制を明確にする
レベル3

当
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countermeasureS

衷薄

Tl

Fig･3‑18

An

example

of

ananSWered▲▲CircumStantialanalysis

を印刷することができる｡上記b〜e節では要約報告様式を示したが､この他にFlg.3‑18
に示す｢状況分析様式｣もプログラムにより､自動的に作成されていて印刷できるように
なっている｡

3.3.4.適用の効果
ここでは､本手法が積極的に利用されるための必要条件として挙げた以下の項目､すな
わち､｢トラブル発生時に迅速に分析･評価できること｣および｢分析･評価手法の習得
が容易であること｣が本支援システムの開発により､どの程度改善できたかに絞って検討
する｡本支援システムによる分析時間については､実際に発生した9件の事例を対象にし
て著者らが実施した分析経験をもとに評価し､手順書ベースの分析時間はこれまでの経験
(数10件)に基づくものである｡また､手法の習得の難易についての検討は､本システム
の講習会で実施したアンケート結果に基づいて議論する｡
最初に､分析に要する時間について検討する｡ここでは､分析に必要な情報は両者とも
十分に揃えてあると仮定し､また､手順書ベースの場合､黒板に書かれた分析結果をワー
プロで清書して報告を作成するまでを想定した｡また､事象の複雑さや発生経緯により必
要時間が異なってくるため､両者ともにおおよその平均値を示すこととし､Table3‑8に
双方について､Ⅰ〜Ⅳ段階の分析に要する正味の時間を作成段階と修正段階に分けて示す｡
全体として､本支援システムでは必要時間は3〜4時間となっており､手順書ベースの手
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f'orm一一

法では8時間程度かかることから約半分の時間に短縮できたものと評価される｡また､修
正については本システムの場合には､著しく短縮されている｡本支援システムでは､これ
まで時間がかかっていた｢事象関連図｣および｢原因関連図｣の作成･修正が容易となっ
た｡また､著者らは､各発電所のサイトで発生した事象を職員と共同で分析する活動を行
っているが､この経験に基づくと､分析評価手順の教示や説明を加えて､これまでの手順
書ベースの手法では､最終的な結果を得るまでに2人の分析者でおよそ8〜16時間(お
よそ1〜2日)かかっていた｡しかしながら､本支援システムでは､これが操作説明を加
えても4〜6時間に大幅に短縮された経験からもはぼ上記(1)の要求は満足されたものと思
われる｡

次に､本支援システムの習得に関する検討であるが､手順書ベースの講習会には､これ
まで､2日を要していた｡しかし､本支援システムでは､これを正味1日に短縮すること
ができた｡また､講習会終了後に実施したアンケート調査(n=L13人)によれば､Table3‑9
に示すように､手順書ベースでの講習会における理解度よりも本システムを利用した講習
会のはうが､格段に上回る結果が得られている｡すなわち､本支援システムの操作法につ
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111

いては80%以上の参加者が理解し､実際に利用できるかという点については､70%以
上ができると答えている｡
この評価結果は､本支援システムの完成により､運用時のネックとなっていた分析時間
の削減と習得の容易化が図られたことを示し､手法の実用化という所期の目的をほぼ達し
たものと考えられる｡今後の課題としては､より多くの分析結果をデータベース化し､緒
言に述べたような原因分析エキスパートシステム用の知識ベースの内容を具体化すること
である｡これにより､過去のトラブルデータに立脚した具体的な原因を示唆できるシステ
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ムが開発可能であり､トラブルの未然防止に資する情報も提供できるものと思われる｡

3.4

むすび

本手法は人が関与した事象を分析･評価するために対策指向の手法として開発してきた
ものである｡最大の特徴は実施手順書を策定したことであり､これにより､本手法の習得
が容易になるばかりでなく､この手法を利用したいすべての人が自習により内容を理解で
きるようになった｡また､運転操作ばかりでなく､保守･点検まで含めた広い領域で発生
したトラブルに関与したヒューマンエラーの分析が可能となり､修正欠陥系統樹法の採用
により､既存の手法では見逃されがちな管理､組織および手順などの人間の係わるソフト
面に関連した根本原因さえも検知できるようなった｡特に､本論文で意図している作業者
の内的要因や思考過程における不具合が結果的にどのような影響を及ぼしたかについて分
析できることも重要である｡この欠陥系統樹法は既存の方法よりもより具体的かつ効果的
な階層的な対策を提案できることにも貢献している｡
また､分析･評価の一層の定着化と利用促進を図ることを目的に､パソコンを利用した
トラブル分析支援システムを開発した｡この開発目標は｢分析の合理化｣､｢関連情報の
呈示｣､｢報告の自動作成｣､｢習得の容易化｣および｢汎用性の確保｣であり､これを
具体化して支援システムの機能として充実することにより､トラブル分析手法の確立と実
用化が達成された｡これにより､分析に要する時間が半減したばかりでなく､講習参加者
の理解度も向上することが確かめられた｡本支援システムは､ヒューマンファククーが関
与したトラブルの分析とその具体的な対策立案に効力を発揮するものと思われ､今後の運
用により､データ蓄積が促進されることが期待される｡
トラブル分析手法を確立し､道具として便利に利用できるよう分析支援システムを開発
したことにより､第2章で述べた人間工学的手法の基本的な手法の一つとして完成させる
ことができた｡これにより､ヒューマンエラー発生につながる様々な原因を明確にするこ
とはもちろん､エラー発生に関連が深い内的要因や思考過程での不具合についての現状を
把握する一助となるものと思われる｡
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第4章

4.1

運転操作を対象とした生体情報評価手法の開■発
まえがき

運転操作に関連した生理･心理(Psychophysi010gical)など内的要因を評価する手法と
して生体情報評価手法は有力な手法である｡しかしながら､第2章で述べたとおり､生体
情報には多種多様な種類があり､それぞれ､計測､解析､評価の方法が異なっている｡ま
た､評価しようとする生理･心理機能の種類に応じて､最適な評価法を確立する必要があ
る｡この生体情報評価手法は実験的かつ数値的な計測､解析､評価が可能であることが最
大の特徴であり､運転操作に係わるオペレークの内的要因として重要な覚醒水準および精
神作業負荷を評価する手法の確立が求められている｡
ここでは､第一に生体情報を計測するシステムの開発について述べる｡生体情報から覚
醒水準および精神作業負荷を評価するにあたっては､これまで複数の生体情報が適用され
てきた経緯にあり､生体情報計測システムとして基本的にマルチパラメータ計測が求めら
れる｡また､オペレークの生体情報を計測する場合には､センサーを身体に装着する必要
があり､これが負担とならないような計測システムを念頭に置く必要がある｡ここでは､
制御室内の運転員にも十分適用可能な実用的な計測システムの開発について述べる｡
続いて､この計測システムを用いて､生体情報により精神作業負荷および覚醒水準を評
価する手法を確立するための実験的な検討を行った｡具体的には､これまで､精神作業負
荷および覚醒水準の評価パラメータとして有効とされた複数の生体情報を同時に時系列的
に計測し､実験心理学分野でアウトプット法として確立されてきた評価手法と比較するこ
とにより､最適な計測､解析､評価法として新たな提案を行った結果について述べる｡

4.2

生体情報計測システムの開発

4.2.1.生体信号計測システム
この生体信号計測システムは第2章の3.3.(2)節で述べたように､任意の生体情報の組み
合わせでオンライン計測が可能な､①無侵襲､②無拘束､③連続監視できるシステムとし
て完成したものであり､計測･解析条件の設定もフレキシブルに設定可能である｡このシ
ステムは､生体情報評価手法として､これまで提案されてきた各種評価法を適用する場合
にも､新たな評価法を見いだす場合にも有効に活用することが可能である｡したがって､
本システムは､4.3･4節に記述する｢精神作業負荷｣｢覚醒水準｣の評価手法を提案す
るための道具として利用した｡

(1)システム構成および機能
a.システムの基本構成
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マルチパラメータオンライン計測を基本とした生体信号計測システムについて､運転操
作に係わるオペレークを対象としたシステムの要件を実現するため､F土g･上卜1に示す本シ
ステムのハードウェアを構成した｡
まず､センサー部(呼吸系機能センサー8)､瞬目センサーは独白に開発したもの､その
他は日本電気三栄(株)製)′から得られた生体信号は､送受信システム(日本電気三栄製)
を介して､生体信号の種類に応じた増幅器(心電図､呼吸曲線､直流信号用の増幅器､お
よび時定数とハイカットフィルターを任意に組み合わせられる増幅器:日本電気三栄製)
に送られ､インターフェイス制御装置(富士ファコム制御製:12bit‑17FLSeC)でディ
ジタル化され､解析処理部(U‑1200､16bit:富士ファコム制御(株)製)で解析処理さ
れるとともに､アナログ信号は､多チャンネルのPCMデータレコーダ(ティアック製)に
記録する｡以上の構成では､送信器と受信器‑アンプを任意に組合せることが可能で新た
なセンサーの追加にも対応できる拡張性を持たせた｡
b.測定対象とする生体情報
本システムでは､基本的に作業従事者の作業時の生理状態の諸特性の測定を目的とするた
め､(1)無侵襲性､(2)無拘束性､および(3)連続監視性を持つ生体信号の測定装置とする必要
がある｡生理状態の測定対象としての生体信号は､心電図､呼吸量､呼気中酸素濃度､呼
吸曲線､脳波､筋電図､眼振図､瞬目現象､皮膚電気活動､および体温である｡

(Sensory
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c.リアルタイム解析処理機能
運転操作時のオペレークは制御盤面の観察や操作のため制御室内を移動するとともに､
場合によっては現場に出向いてパトロールを実施することがある｡したがって､精神負荷
に関連する生体信号のみではなく､肉体負荷に関連する生体信号を同時に測定することに
より､肉体負荷の影響の評価やその影響の分離など､測定結果の解釈を行う場合に有効で
ある｡また､現場条件での生体信号計測では､運転操作に伴う身体の動きや発汗により測
定がしばしば不安定となるが､計測のやり直しがきかない状況が想定されるので､データ
収集測定や処理結果が正常かどうかをその場で確かめる必要が生ずる｡このため､本シス
テムの開発では､リアルタイム処理機能を備えている｡
本システムにおけるリア
ルタイム処理プロセスのフ
ローチャートをFig.山一2に
示す｡対象とするものは肉
体作業時の生理指標として
重要な､心電図からの心拍
数､呼吸系生体信号からの
呼吸量､呼吸数､酸素消費
量､エネルギー代謝量､お
よび筋電図からの筋電パル
ス数の5種類とした｡
本システムでは5種類の
指標の計測値をCRT画面
に同時表示し､各々の変動
傾向をリアルタイムで時々
刻々確かめることができる｡
その他の生体信号は､デー
タを収集し､ファイルに記
録した後で詳細解析の対象
る｡

(a)データ収集条件の
設定
データ収集条件の設定は､
Fig.小づに示すデータ収集
条件設定表に数値を打ち込
むことにより逐次設定でき
る｡これにより､実験名､
日時､データ収集時間､ファ
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イル番号､チャンネル毎の生体信号名およびリアルタイム処理結果の表示画面番号(CR
Tのどの部分にリアルタイム解析結果のグラフを表示するか)が定まる｡尚､任意の生体
信号を組み合わせて取り込むことも可能である｡
(b)データ収集とノイズ処理
実データの収集に先立って､校正基準信号を各チャンネルに同時に送り入力信号のゲイ
ン(センサー出力電圧に対するアナログデジタルコンバータ入力電圧の比)を自動計算さ
せるようにした｡これにより､これまで煩雑であったゲイン設定の時間を大幅に短縮した｡
データの取り込み速度は､2msec〜10secまで可変であるが､筋電図測定では､2msec､
それ以外の信号では10msecにサンプリング時間を設定すれば十分リアルタイム性のある解
析を行えることを確かめた｡
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また､データ収集可能時間は､ディスクの残り容量から自動的に計算され表示される｡
データの収集はトリガ信号の入力により開始される｡また､必要に応じ､アンプのRCフィ
ルターにより電源周波数のカットおよび高周波のカットが行われる｡また､ソフトウェア
では微細ノイズの平滑化および基線のドリフトを除くために移動平均法が適用できる｡
(C)データ解析処理および表示
データの取り込みと同時に行われるリアルタイム解析処理により､心拍数､呼吸量､呼
吸数､エネルギー代謝率(RMR)､および筋電パルス数を求めることができる｡これら
の値は､生理状態の監視のため1分置きにトレンドグラフが画面表示およびプリンタ出力
され､データの送受信､データ取り込みおよび解析が正常か判断できる｡また､心電図の
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原データから心拍数を抽出する際に必要な時系列データのピークを検出する方法には､各
時系列の移動平均を行った後､｢レインフロー法｣叫

1)を用いた｡

データ処理ソフトウェアの作成では､リアルタイム性を確保するためにデータの取込み､
ディスクへの書出し､読み出しと必要な解析のための処理プログラムは､すべてアセンブ
ラ言語で記述し､マルチタスク処理方式とした｡さらに､ディスクへの書出しと解析を同
時進行させるためタブルバッファ方式を採用した｡

d.生体信号詳細解析処理機能
リアルタイム性を必要としない生体信号の詳細な解析処理は､作業者の内的要因の分析
および評価を行う段階で必要となる｡本システムは､これまで提案されている内的要因の
評価手法を適用する場合にも利用可能であり､さらに新たな評価手法を検討するためにも
活用するため､｢生体信号詳細解析処理機能｣を備えている｡
ここでは､一つのメインプログラムが多くのサブルーチンを管理する方式とし､新たな
サブルーチン群の追加によるシステム変更を最小限にとどめることができるようにした｡
Table上卜1に示す本システムで開発したサブルーチンは､信号処理分野で長年蓄積されて
きた技術に基づき､オペレークの内的要因評価に特に有効と考えられる生休信号解析法と
した｡本システムでは､解析処理に伴う複雑さを避け､条件設定が迅速に行えるように工
夫した｡以下にその手順について述べる｡
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(a)解析条件の設定
Table

Ll‑1に示す各種詳細解析処理を実行する場合､設定する解析処理の種類によって､

実際に解析を行う過程で各種のパラメータを必要とする｡例えば､周波数解析の場合には､
平均化の回数､ウィンドウの種類(ハニング､ハミング)などであり､パルスハイト分析
では､閥値などの値を必要とする｡一般のシグナルプロセッサーなどでは､この過程が複
雑で非常に手間が係る部分であった｡
このため､本システムでは､Fig.小山に示す解析条件設定テーブルを作成し､解析条件
をCRT上で一括して入力できる｡同解析システムでは､1チャンネルの原信号に対し､
Tablel卜1Installed
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Tablel卜1の解析処理方法
の中から同時に5種類まで

定可能であり､解析時間単
位､平均化回数､フィルタ
処理(移動平均､フーリエ
逆フーリエ変換)の有無
を設定し､グラフの種類を､
リニア表示､相対百分率表
示､対数表示および烏かん
図表示から任意に選択する｡
これらの解析条件を設定し
た後は､膨大な解析が解析
条件設定テーブル通りに全
て自動的になされる｡また､
解析条件の変更を行う場合
は､CRT上でこのテーブ
ルを書き替えて実行する｡
(b)●解析処理の流れ
解析処理の流れのフロー
チャートを､Flg.ヱト5

に示

す｡データ取り込み時にフ

Fig.小5A

f10WCharlt

Of

■■｢■‑工←一■:→

解析処理方法を選択して設

detailanalysis

pr10Cedure

ァイル化された原信号につ
いて､解析条件設定テーブルに従い順次解析を進めてゆくことになる｡各データセットは､
102山データを1単位として解析を行う｡例えば解析時間単位が1分､サンプリング時間が
10msecであると102互データの解析を6回繰り返し､加算平均することにより一分のデータ
に換算して結果を図示およびテーブル化する｡勿論､1分単位ばかりでなく10秒の倍数
単位での平均化も可能である｡最初のチャンネルの解析が終了すると､引き続いて次のチ
ャンネルに移り､全ての解析が終わるまで連続的に人手を煩わすことなく解析処理を終了
する｡
(C)解析処理結果の保存と2次処理
各種解析結果は､一時的にメインメモリーに保存されるが､2次的な解析処理(解析結

果を亭らに解析処理する)を行う必要性が生じることを考慮して､解析処理結果は全てフ
ロッピーディスクに保存されるので､任意の2次処理ができる｡このシステムでは､2次
処理サブルーチンとして､解析結果の時間領域および周波数領域での積分機能を備えてい
る｡また､特殊な2次解析を行う場合には､必要に応じてFORTRANプログラムを組むこと
により対応可能である｡
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(2)適用性の評価
a.リアルタイム解析処理機能の適用性評価
前章で述べたリアルタイム解析処理機能をもちいて､被験者にステップ昇降負荷を与え
た場合の各種生体信号の変動特性を計測した結果について考察を行い､本システムの測定､
解析条件およびその他の処理性能について検討した｡
具体的な負荷条件は､環境温度250c､湿度70%一定にした人工気候室内において一
名の男子(30才)に対し､3種類のステップ昇降負荷(ステップ速度:10回/分､1
5回/分､20回/分)を5分間隔で各々10分間連続して与えた｡測定生体信号は､心
電図､呼吸曲線､呼吸量､呼気中酸素濃度､筋電図である｡心電図は､胸部に心電用電極
を装着し､また､呼吸曲線は､サーミスタ電極を鼻腔内に差し込んで測定した｡呼吸量､
呼気中酸素濃度は､著者らが独自に開発した測定装置を用いて測定した8)｡筋電図は､下
肢のひ腹筋に装着した表面電極で測定した｡最初の安静の10分を含み合計60分のデー
タについての解析処理の結果を､Fig.山一6に示す｡これらの測定値は､測定中に一分ごと
にリアルタイムで表示されたものである｡ここで､同時にチャート上に記録した原信号か
ら読み取った心拍数と本システムによる計数値は±1拍で一致し､呼吸量､酸素消費量の数
値は､ダグラスバック法8)との比較により､±3%の範囲内で一致することを確認した8)｡
したがって､本システムのリアルタイム機能を十分活用すれば､肉体作業の作業負荷
(RMR)のモニタリングが可能となり､採取データが正常であるか否かをその場で判断
することが可能となる｡実際に､本システムの使用により､①準備時間を短縮できる､②
測定目的に応じてシステムを組み直す必要がない､③リアルタイムで生理状態が監視でき
●●
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る､④測定中に正常なデータが採取できていることが確認できる､⑤一度に複数の作業者
の同時測定が可能である､⑥測定生体信号間の解析結果を相互に比較できる､などを可能
とした｡これは､個々の計測器を並列的に用いた場合に比べ､センサーから解析処理まで
の全体をシステム化したことによる利便性が格段に向上した｡
b.生体信号詳細解析処理機能の適用性評価
本システムの詳細解析処
理システムの適用性を評価

ふふ中叶岬示{ル小町町中恒サでγγ‑叫W

するために､信号条件とし

iA=

■

̲.̲

̲

て最も周波数帯が高くきび
しい筋電図を選択して､計
測･解析･評価性能を確認
した｡測定対象は､負荷量
を変化した場合の上肢の継
続収縮時の筋電図であり､
測定条件は､肘を固定し､
手にかかる重量を2､4､
6､8および10kgと変化し
た場合の腕尭骨筋および尺

嘲叫ヤ加叶"舟…

側手根屈筋の筋電図を表面

h珊仙

刷仲ヽ佃叶

電極で導出した｡Fig.1卜7

間

仰叫仙V

に10kg負荷時の腕尭骨筋の
サンプリング時間を2msec
とした場合の原信号を示し､
Fig.山一8に同原信号の振幅

Fig.1卜70riginalwave

パワースペクトラムの鳥か

this

of

EMG

signals

measuredin

test

applicability

ん図表示を示す｡また､
Fig.山一9に振幅パワースペ
クトルの平均周波数とトー
タルパワー値の時系列変化
を解析した結果を示す｡同
結果では､平均周波数が振
動しながらしだいに低下し
てゆく様子が観測され､佐
藤斗

2)､Petrofsky叫

3･4)

らの結果と一致し､筋疲労

0

50

が進行している状態が窺え
る｡また､トータルパワー

100

150

200

250

FREQUE=CY(HZ)

Fig.山‑8

Power
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spectrlum

Of

measured

EMG

signal

の増大に対しても同様に
PetrlOf､sky

る傾向叫

らが報告してい
3･りと一致する｡

以上の結果から､本システ
〓モコ

ムを適用することにより､

ご三三盲】∝ロき(こ 山0⊃トコd≡く

これまで指摘されている筋
疲労に至る筋電図の変化が
【N王>UN山⊃Ou監

観測できることがわかる｡
Fig･1卜10に腕尭骨筋と尺側
手根屈筋の筋電パルス数､
平均パルスピーク波高値の

｣くト○ト

Nく山王

負荷重量(トルク)に対す
る関係を調べた結果を示す｡
同図から負荷量が増加する
に従い､パルス数は直線的
に増大し､平均パルスピー
ク波高値は､完全な直線で
はなく幾分下に凸な形で増

CONTRACT10N

Fig･上卜9

大する傾向を示している｡

TIME(SeC)

Evaluated

mean

amplitude

of

f'r･equenCy
measured

and

EMG

total

slgnal

この傾向は､解析方法が異
なるもののRau

らが指摘し

ているように筋電図積分値
が負荷重量に対して2次曲
線的に増大すること叫

らが示し

領域では少なく高負荷領域
では大きいこと互

イ)と対応

山S｣⊃d

しているものと考えられる｡

(A王ト〓望山工山S｣⊃d山0く∝山>くひ≡山

た波高値の増加率が低負荷

へU￠S＼冨ヱ⊃d)山ト<∝

およびPetr､OrSky

5)

このように､これまで指
り≡山

摘されている筋電図積分値
および確率振幅分布ばかり
でなく､新たにパルスピー
ク波高値の解析によっても
筋張力の推定が可能となる
ことが本システムにより確
かめられた｡

LOADED

Fig･4‑10
height

‑9

WELGHT(kg)

Evaluated

EMG

according

t02,Ll,6,8,10kgload

7‑

pulses

rate

and

EMG

pulse

また､ここで行った処理以外にも､多種の解析を同じ原信号について適用することを可
能とし､さらに､移動平均法､フーリエ

逆フエによるフィルタリング範臥ウインドウ

(ハニング､ハミング)の設定条件､アベレージ回数などの解析条件を任意に設定して解
析を繰り返し行うことが可能である｡
以上､本システムを用いれば､これまで提案されている評価法に基づき生体信号を解析
処理できるとともに､これまで解明されていない生体情報を系統的に調べることもできる0

4.2.2.人間特性総合解析システム
前4.2.1.節では､生体信号をフレキシブルに計測､解析できるマルチパラメータオンラ
イン計測システムの開発について述べた｡しかしながら､動作､運動あるいは視線の動き
などの身体挙動や視覚系挙動機能などについても､生体信号に影響を与え､互いに関連性
を持って変動することから､これらを分離して計測するよりも同時に計測することが望ま
しい｡したがって､ここでは､動作､身体挙動､視覚系挙動なども同時にオンライン計測
でき､かつ｢諸機能相互の関連性｣を評価できる人間特性総合解析システムを開発した0
このシステムは実験室的というよりも､むしろ訓練センターや実際の制御室での測定を念
頭に置いて開発したものである｡
本システムの主な特徴は以下の通りである｡
①

全体をデータ収集システムとデータ解析システムに分割した｡データ収集システムは
作業現場への持ち込みのため小型･軽量化をはかって可搬性を確保した｡

②

作業者に取りつけるセンサーおよび送信器は､作業や行動の制約を回避するために､

できるだけ小型･軽量化を因るとともに､無線化あるいは遠隔監視化を図った｡
③

作業は複数の人間がチームを組んで行うことが多いため､3人の人間について､4種
類の人間特性を同時に連続的に計測できるようにした｡

④

人間の行動と生体信号などとの相関関係を初めとして､異なった機能間の関係を解析
できるようにした｡

⑤

データ解析システムではマルチタスクやマルチウインドウを利用できる計算機を組み
込み､解析の流れを工夫することにより､解析処理の高速化や解析結果の表示の柔軟
性を実現した｡

⑥

視覚系挙動および身体系挙動などにおいては､何を見ているか､どの位置でといった
映像情報と数値データの照合が必要となるため､本装置では映像情報を光ディスクに
蓄え､任意の時点の映像情報を引き出せるようにした｡

(1)システム構成および機能
a.システムの基本構成
本システムはTable4‑2に示すように､オペレークの①生体信号､②人間行動､③視覚
系挙動､および④身体系挙動を計測･評価するものであり､構成は､Fig･虹11に示すよ
うに､大きく分けて｢データ収集システム｣と｢データ解析システム｣に区分できる｡こ
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by

のうち､｢データ収集システム｣は､測定対象とする作業が実施されている現場に持ち込
んでデータ収集を行うための部分であり､可搬性を持たせるため可能な限り小型､軽量化
を追求した｡また､被験者に取りつける各種センサーについてもできるだけ小型化を狙い､
装着感や意識的な負担感を援和するように配慮した｡本システムの外観をFlg.互‑12に示す
とともに､センサーを全て携帯した状況での被験者をFig.4‑13に示す｡
｢データ解析システム｣は､当所の実験室に常時設置し､｢データ収集システム｣で収
集した

データ(カセットテープに収録)を読み込んで､後述する詳細な解析処理を行い､

解析結果を表示するためのものである｡
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of

this
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system

b.測定対象および機能
(a)生体信号
測定対象とする生体信号は､(1)心電図､(2)呼吸曲線､(3)SRL(Skin
皮膚抵抗水準)および(4)SRR(Skin

Resistancel,eVel:

ResistaLnCeRef.lex:皮膚抵抗反射)の4種類であ

り､それまでの著者らの実験的な検討や後述する精神作業負荷や覚醒水準の評価法を勘案
して定めた｡それぞれの生休信号は対象別のセンサーによって電気信号に変換され､送信
器によって変調された信号はFM搬送波に載せて受信器へ送られ､復調､増幅などの処理
が行われる｡この後､Flg･臣11の｢データ収集システム｣において､生理機能の種類に
応じてモニタリングに必要な信号処理と簡単な解析処理が行われ､その処理データはカセ
ットテープに収められる｡このカセットテープを介して､データは｢データ解析システム｣
に送られ､種々の解析処理が施される｡以下に､各生理機能ごとに本装置の持つ計測･解
析機能について実例を示しながら説明を加える｡

‑10

0‑

(》 心電図
心電図から､心拍R‑R間
隔のデータ(心電図上もっと
も大きな波R波とR汝の時間
間隔､例えば､789msec,769【□
See,7981旧eC,…･)に変換し
て解析処理を進める｡心電図
に関する解析処理のモデル作
業例を紹介する｡作業内容は
安静を5分取った後､10分
間計算作業(一桁加算)を行
わせ､最後に5分の休憩をと
るといった手順で実施したも
のである｡心拍R‑R間隔変
動係数の当該モデル作業時の
測定例をFlg.山一川に示す｡同
測定結果では､安静時の変動
係数が高いのに比べ､計算実
施時には少し低い値を取るこ
とが認められており､ほぼ妥

A:Electro(ardjographi(SenSOr

当な結果といえる｡一方､計

⊂:SRL(SRR)sensor

算開始後200秒まで低下して

B=Respirationsensor
D:Humanbehaviordetedor

E=Visualbehavior

F=Physio10gl⊂aIfun⊂tiontransmitter

いた変動係数がその後いくら
か上昇し､計算の終わりに再
び低下する現象が認められる｡

Fig.LL‑13

A

subject

equipped

with

allsensor‑S

これは､初期努力→中だるみ
→終末努力の過程を表現しているものと考えられ､人間の内的要因を知る新たな手掛かり
を得ることもできる可能性を示唆している｡
(診

SRL

SRL(手掌皮膚抵抗水準)は銀一塩化銀処理された電極を手のひらに貼付して､その
電極間の抵抗値を計測したものであり､その抵抗値は覚醒水準(眠気)によって微妙に変
化する｡SRLはこれまで送信･受信が難しいとされていたが､計測系の送受信周波数範
囲の拡張などの工夫により､送信･受信が可能となり､作業者の行動を制約しないでSR
Lを計測できることとなった｡前述の計算作業に適用して得られたSRLの解析結果の一
例をFlg.山一15に示すが､安静時にSRLは増大し(覚醒水準の低下に対応している)､
作業の開始とともに急速にSRLが低下する様子が観測されている｡すなわち､安静時に
は覚醒水準が低下し､作業に伴う緊張感や作業負荷により､覚醒水準が急速に上昇してい
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く様子が明瞭に表れている｡
③

SRR

センサーはSRLと同一であるが､SRR(手掌皮膚抵抗反射)はこれを時定数0･3sec
の回路で微分して得る｡Fig.虹16に測定例を示すが､同図(a)より､SRRのP‑P間隔
(ピークとピークの間)データは､安静時に比べ､計算作業実施時には著しく短くなり､
同図(b)よりSRR発生頻度が顕著に増加する様子が認められた｡これは､精神作業負荷の
増大がSRR発生頻度と良い相関関係にあることを裏付けるものである｡
④

呼吸曲線

センサーは高精度サーミスタであり､鼻腔内に挿入し､呼吸による空気の出入りに伴う
温度変化を検出するものである｡呼吸曲線に関する解析結果の一例として､呼吸P‑P間
隔デ丁夕､呼吸数､および呼吸P‑P間隔変動係数をFlg･虹17に示す｡呼吸曲線につい
ても心電図と同様に､呼吸P‑P間隔変動係数に､初期努力→中だるみ→終末努力の過程
が認められる｡これは､作業中の緊張により呼吸抑制が働き､呼吸数が減少したものと思
われる｡

(b)人間行動
人間行動の計測は､作業者の頭上に取りつけられた逆円錐形の発振器から超音波パルス
およびFM電波パルスが同時に発信され､両者のマイクロホンまでの到達時間差を3次元
的に計測することにより､時々刻々の作業者の位置を計測していくものである23)｡発信
の周期は0.5秒であり､3名までの人間行動が同時測定できる｡｢データ収集システム｣
では､0.5秒ごとの3名分の3次元位置データに変換され､｢データ解析システム｣で種
々の解析処理が行われる｡
｢データ解析システム｣においては､3名の移動軌跡､移動速度､停滞時間､ある箇所
の通過回数などの解析を行うことができる｡Flg･虹18に部屋内を3名の被験者が同時に自
由に歩き回った場合の移動軌跡の例を示すが､適切なスムージング処理を施すことにより､
測定ノイズを取り除くことができ､しかもその処理による歪みも小さいことが確認された｡
(C)●視覚系挙動
視覚挙動は眼球の回転運動を計測して視点の位置を示すものである｡これは､ゴーグル
に取り付けられた発光素子からの反射光を左右の4個のフォトダイオード(受光素子)で
受け､眼球の水晶体､光彩と白目部分の反射率の違いから水晶体の相対的な向きを計測し､
視点の位置を求めるものである｡｢データ解析システム｣においては､視線移動軌跡､注
視回数､注視時間､視線移動速度などについて､時系列分析､ヒストグラム分析ができる｡
簡単な画面読み取り作業をさせた場合の注視点の位置座標の測定結果をFlg･い19に示す｡
同図より､視線の早い動き(サッケード)､注視時間の変移などが明瞭に計測できること
が確認された｡
(d)身体挙動
人間挙動検出装置は､オペレークの身体上の関節位置に色マーカーを12箇所に貼付して
2台の色抽出テレビカメラを利用して､個々の色ごとにその3次元的位置を計測するもの
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X‑(00rdinate

Fig･虹19
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であり､この最大の特徴は非接触で遠隔計測ができることである｡｢データ収集システム｣
では､全12ポイントの3次元データが収集される｡｢データ解析システム｣では､カセッ
トテープから読み込んだ身体の主要な12部位の位置の計測結果から､身体各部位の移動軌
跡(ステックピクチャー)､移動速度､移動加速度が求められる｡また､3点のマーカー
のなす角度から､関節角速度､関節角加速度などを求めることができる｡また､人間の身
長､体重のデータから理想的な剛体モデルを仮定することにより､重心を求めることがで
きる｡また､胴体モデルとして仮定した各部位ごとの人体の質量比と各部位の速度から､
各部位の運動エネルギーが求められ､その総和としての全身の運動エネルギーを求めるこ
とができる｡
具体例として､Flg･小20は､片足立ちテスト一反復横飛び一片足立ちテストをおのおの
3分間ずっ行い､前後2回の片足立ちテストの最後30秒間の身体挙動を示したものである｡
同図では身体挙動として､各部位の動きを重ねて描いたスティックピクチャー(各部位の
座標の変動を2次元化したもの)であり､オペレークの身体疲労によるバランスの崩れの
大小を可視化できる｡

(2)本システムの適用性評価
Ⅰ
a.適用性検討実験
本装置は行動を伴う状況下でオペレークの諸機能を計測することに主眼を置いている｡

したがって､ここでは基本的に計測結果が身体の動きや行動に影響を受けやすい生体信号
の計測を主体に､行動を伴う一般的なモデル作業を行なわせた場合に､生体信号間の関連
性および行動機能との関連性がどのようになるかを実験的に検討することとした｡実施し
た実験は､実際の作業状況に近づけるため､安静および形態の異なった5種類のモデル作
業(歩行､休憩､計算､監視､読解)を連続的に行わせるものとした｡
モデル作業実施時の心拍数､SRR発生頻度､SRLのそれぞれの計測結果をFig.虹21
に､また､それぞれの相関関係を調べた結果をFig.虹22に示す｡その結果､比較的高い相
関係数を示したものは､心拍数とSRR発生頻度､ならびに心拍数と呼吸数であり､作業
時の各生理機能は相互に関連して変動することが明確に示され､行動を伴う作業中の生休
信号が良好に計測できていることを示した｡
Fig･小23には､モデル作業中の人間行動の計測結果を示す｡また､この行動データと生
体信号問の相関関係を調べた結果をFig.小2Llに示す｡その結果､停滞時間とSRLには良
い相関関係が成り立ち､長く一箇所に留まって､しかも負荷が過少な状態では停滞時間に
比例して眠気を感じてくることを示している｡また､心拍数と移動速度の間にも､同様に
良い相関関係が成立している｡これは､歩行速度に比例して心拍数が増加していくという
関係を示したものである｡
このように人間行動と生体信号の両者の相関関係を作業中に計測･解析した例は､内外
にも例がなく､実作業に近い状況下で､生体信号および人間行動･挙動などの同時計測が
可能であることを示した｡
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b.適用性検討実験

Ⅱ

本システムは､行動を伴う作業中のチームとしての種々の活動時の生体信号､人間行動､
視覚挙動､および人間挙動に関するデータを収集し､データの時間的な変化や相互の関係
などを検討することが目的である｡ここでは､チームとしての実際の運転操作状況にでき
るだけ近い条件下で本システムが充分な計測･解析性能を含めた適用性を示すことができ
るか否かについて検討する｡
実施したモデル作業は､模擬制御盤に組み込まれたパーソナル･コンピュータ上に構築
された単純なモデルプラントの操作･監視作業であり､8つのプラント･パラメータの経
時的変化を監視して適切なレスポンスを行うものである(Fig.1卜25参照)｡作業者の内
訳はそれぞれ､監督､監視員A(CRTの監視および報告)､および操作員B(メータ監
視および操作)である｡被験者は20〜22才の大学生であり､操作対象のシステムについて､
手順書の教示(3日間)および運転訓練(5日間)を実施した｡
ここでは､この3名全員に対し生体信号検出装置､人間行動検出装置､および視覚挙動
検出装置を装着し､操作員Bのみに人間挙動を検出するための色マークを貼付した｡
本装置の各検出装置から得られた時系列的な解析結果をFig.上卜26に示す｡同図では人
為的に｢事象A｣を発生させた直後に顕著に視線移動速度が増加していることが分かり､
複数のパラメータの値を何度も確認している様子が伺われる｡しかし､SRR発生頻度お
よびSRLは精神負荷が高い状態であることを示さず､精神的にはそれはどの影響を生じ

ていないことが分かる｡これは､運転訓練の期間を長く取ったこと､および操作に失敗し
ても大きな影響がないことなど､通常の運転操作では加わるはずのストレスがほとんどな
いことによるものであると考えられる｡一方､｢事象B｣が発生した直後には､｢事象A｣
に比べれば､SRR発生頻度の増加およびSRLの低下が見られ､呼吸の抑制現象も観察
されることから､ある程度の精神的な動揺が生じていたことが分かる｡これは運転訓練中
には､｢事象B｣を経験せず､始めての事象であったことによるものと推察できる｡しか
しながら､先に述べた理由により､この影響は顕著なものではない｡この実験はストレス
がまったくかからない状況で実施したものであるが､今後､運転操作に伴うストレスをい
かにして負荷していくかが課題である｡

以上､本システムは単一機能の計測結果からばかりでなく､各種の機能を総合的に判定
して､作業者の心身状態を客観的かつ数値的に判断できることに特徴があり､ここで示し
た結果はその一例を紹介したにとどまるが､今後の実際のフィールドあるいはフルスコー
プの運転訓練センターなどでの適用試験や模擬実験などにおいて､運転操作に係わる内的
要因などの人間特性の解明に役立っものと思われる｡本研究では､本システムを様々な動
作の行動時間やレスポンスタイムの計測および内的要因､特に､精神作業負荷や覚醒水準
の変動特性の把握に利用し､その結果を第5章のオペレーク行動モデルの基礎データとし
て利用している｡さらに､本システムは開発したオペレーク行動モデルの妥当性の検証に
利用する予定である｡
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(几in)

精神作業負荷の評価方法

4.3

4.3.1.目

的

本節では前4.2節で述べた生体信号計測システムを用いて､運転操作に係わるオペレー
クの内的要因として､人間工学チェックリストや運転員の意識調査の結果から重要と指摘
された｢精神作業負荷(以下､MWL:Mentalworkloadと呼称する).｣の評価方法について､
生体情報を利用した方法を新たに提案する｡これまでMWLを評価する試みは､主に､作
業者のパフォーマンスに基づく､アウトプット法(2.3.1節で述べた｡下記の②､③の方
法が該当する)により評価がなされてきたが､人間の情報処理能力と同等な意味で用いら
れている精神作業負荷の評価法として､主に以下の5種類の評価法が提案されている｡
①情報処理理論による方法
②作業時間分析法
③二重課題法
④主観的な多忙感による方法
⑤生体情報を利用した方法
しかし､MWLの定義そのものについてさえ､各種の認知モデルとの関係で定義しよう
とする試みがあるものの､明確な定義が示されていないのが現状である互

7･8･9､)｡

最近､与えられた情報量(blt)をシャノンの式で計算しぃ10)､情報の処理に要した
時間(SeC)あるいは情報エネルギー巨11)で除した値を情報処理速度あるいは情報処理能
力､すなわちMWLの指標として定義しようとする試みがある｡しかし､シャノンの式で
計算できる情報の種類が限定されるために特定の課題､例えば､情報として乱数を与えた
場合などに限って､この値が計算できるにすぎないので､一般的には使用が難しい｡
一方､作業時間研究の分野では､タスク分析により､作業をもっとも細分化した最小タ
スク単位に分割し､おのおのの最小タスク単位を実行するのに必要な標準的な時間を測定
しておき､実際の作業に要した時間をこの標準的な時間で除した値をMWLの指標として

いる斗

12)｡このようぢ測定法は､標準的な作業時問を求めるのが難しいこと､作業手順

が定まっている場合にのみ適用できることなどの理由により適用範囲が限定される｡
一般的に利用できる測定法としては､近年､盛んに利用されている二重課題法*1がある
(Fig.虹27参照)｡これは､主課題(MT)と副次課題(ST)の合計が情報処理容量
を超過した場合にのみ利用可能なこと､および副次作業がMTに悪影響を与えること､連
続的にMWLの変動特性を測定できないなどの制約がある互

13)｡しかしながら､測定が

容易であること､主作業の種類に制約がないため､一般に広く利用されている叫

7･13･川)｡

*1:被験者に同時に2つの課題を与え､評価したい課題を主課題､もう一つを副次課題
とする｡被験者は主課題を優先的に処理するよう求められるが､副次課題もできるだけ早
く正確に処理するよう教示される｡Fig･山一27に示したように副次課題の正答率から主作業
のMWLを求める｡
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生体情報を利用したMW
Lの測定法は比較的新しく
検討され始めたものである｡
しかし､MWLが極端に高
まると心理的な圧迫をうけ1.
JL､拍数が昂進することなど
はよく知られていた｡生体
情報を利用したMWLの評
価法が注目されはじめたの
は､洞性不整脈(R‑R間
隔の変動)がMWLの大小
によって変動することを
Karlsbeek互

15)が指摘して

0

からである｡このはか､

★

Ms｡b

Beatty4.16)は瞳孔径の変

least

動､hf.ayelle叫,17)はCEP

then

(誘発脳電位)の有効性を

be

Can

because

can

E

as

fittingline

square
we

calculated

calculate
can

be

a

M
Mmain

observedin

of

gradient

main=1‑Ms｡b
by the
equation
experliments

示した｡しかし､R‑R間
隔の変動を除いて､いずれ

Fig.1卜27

Principle

of'secondary

task

method･

も実験室的な精密な測定を
必要とし､実験室以外の作業場所に応用できるものはなく､他の方法との比較などの面に
おいても充分研究されているとは言いがたい｡
この他､主観的な多忙感による方法(MWLの程度がどの位かをアンケートなどで尋ね
る方法)が航空機のパイロットのMWLを評価する際に使用されているが､オペレークの
主観(バイアス)が評点の信頼性を低下させる可能性があると指摘している斗

18〜20)｡

本研究では､生体情報を利用したMWLの測定手法が他の二重課題法などの方法と比較
して､

(D測定対象とする主作業への影響が比較的小さい｡
②連続的にモニタリングできる｡
③時系列的な変動を把握できる｡

④測定時に作業者に与える心理的影響が比較的小さい｡
など優れた特徴があることに着目し､この方法の利用可能性を検討した｡具休的には､
まず､実験Ⅰで単純な加算作業をモデル作業として選択し､作業時間分析法､二重課題法､
自覚的多忙感､生体情報による評価法をそれぞれ適用した場合について､それぞれの評価
結果を比較検討することにより､生体情報評価手法の適用性を調べた｡また､実験Ⅱにお
いては､実験Ⅰで適用性が比較的高いと評価された生体情報について､同じく､作業時問
分析法､二重課題法および自覚的多忙感を併用し､生体情報を利用した方法が人間の基本
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E,

的精神活動を具体化したモデル作業(言語処理､記憶､算術処理､論理処理)の種類によ
ってどのような影響を受けるかを実験的に検討した｡
4.3.2.実験方法
(1)被験者
本実験で対象とした被験者は､19〜22才の健康な男子大学生5名であり､実験Ⅰと
実験Ⅱでは違う被験者グループを用いた｡また､あらかじめ聴覚､上肢､下肢連動機能に
異常が無いことおよび裸眼あるいは矯正視力が1.0以上であることを確認した｡さらに､
能力に著しい差異がないことを確認するために､労研式R‑100成人用知能検査を行わ
せ平均的な得点(偏差値65〜85)を示した者を採用した｡
(2)作業環境
作業は､環境温度25±20cおよび湿度60±5%に制御された人工気候室内で行い､
CRT画面上での照度は600ルクス､また､騒音はF特性で45dBであった｡
(3)主作業と副次作業の内容
MWLを評価しようとする主作業(MT)は､パーソナルコンピュータ(NEC:PC‑9801F
2)を利用して､カラーディスプレイ(NEC:ⅩD‑551)上に設問を一定の周期で呈示し答えを入
力する作業とした｡
a.実験Ⅰの主作業
設問は､一桁の加算作業であり､その設問の呈示速度は､1分間に10､30､40､
50､60回とし､MWLを変化させた｡主作業の作業成績として､誤答率(%:無入力､
誤入力別に算出)､問題呈示から入力が終わるまでの時間を入力時間として帽eC単位で記
録した｡
b.実験Ⅱの主作業
各モデル作業(主作業)は以下の4種類とした(Fig･小28参照)｡
(a)一桁加算

Adding)で､実験Ⅰと共通とし､呈示
一桁の加算作業(DA:Digits
速度は1分あたり､20､30､互0､50および60問とした｡

(b)同義語選択

5つの単語の中から同じ意味の同義語を選択する作業(SC:Synonym
Choice)で､呈示速度は1分あたり､10､16および20問とした｡
同義語は､辞書の中から500組の同義語の組を選びだし､それを
データベースとして､一組を設問画面上に表示した｡また､他の
山語はランダムに選択して表示した｡

(C)短期記憶

表示された5個の数字を覚え､一定時間後に思い出して入力する
作業(MR:Memorizingand

Recalling)で､呈示速度は1分あたり､

6､8および10問とした｡覚え込む数字は1サイクル(1問あた
りの時間)の1/3の問表示され､さらに1/3経過した後に入力可
能となる｡
(d)論理演算

ANDゲートとORゲートから構成されるツリー上の論理計算結果を
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随時入力していく作業(LO:Logicaloperation)で､呈示速度は1
分あたり6､9および12問とした｡1画面には､合計7つの論理
ゲートが表示され､階層の下から順次入力していく作業である｡
c.副次課題
二重課題法で使用した副
次作業(ST)は､音刺激
発生装置(竹井機器製)と
パーソナルコンピュータ(N
EC:PC‑9801F3)を組み合わ

addition

3十2=?

せ､1kHzの正弦波を高音､
0.5kHzを低音として､低音
に反応して足ペダルを押す
作業とした｡高･低音の発
生順は､ランダムとし､発
生間隔は､1.5〜2.5
秒の間でランダムとした｡
また､信号の継続時間は､
0.2秒とした｡STの作業
成績としては､誤反応率(
無反応､誤反応別に算出)､
信号発生から検出までの反
応時間(msec)を記録した｡

display

Fig･LL‑28ExperimentalCRT

また､MTとSTを同時に

main

tasks.(1)TASK

負荷した場合においては､

TASK

SC:SynOnym

MTを優先的に行うよう教

memorizing

唆した｡

10glCaloper‑ation

and

for

f'0urkinds

DA:digits

adding;(2)

Choice;(3)TASK
recalling;(4)TASK

(4)測定対象とした生体情報と自覚的多忙感
本研究で測定対象とした生体情報は､比較的測定が容易でかつ無拘束で連続的に測定可
能なものとした｡実験Ⅰでは､心拍数､R‑R間隔､呼吸数､皮膚抵抗反射(以下SRR
と呼ぶ)を選択した｡また､実験ⅡではR‑R間隔およびSRRとした｡
また､自覚的多忙感として､(1)非常に忙しい(2)忙しい(3)やや忙しい(4)普通(5)や
や暇である(6)暇である(7)非常に暇である､の7項目から選択して作業終了直後に速や
かに回答させるようにした｡
心拍数およびR‑R間隔は､先に述べた生休信号計測システムを利用し､胸部誘導心電
図を解析することにより計測した｡呼吸数は､サーミスタ電極(三栄測器:45176)
を鼻腔内に挿入して､同じく生体信号処理システムを利用して計測した｡SRRは､ブリッ
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of

MR:
LO:

ジボックス(三栄測器製:MA‑1002A)および銀･塩化銀電極を用い､手掌をアル
コールで洗浄した後､ゲル状の導電性のペーストと市販の接着剤で固定して計測した｡こ
のSRRの計測値は､新美､白藤らの方法叫

21)により､反射の出現数(パルス/分)で

表されるSRRパルス発生率(以下､SRRPとする)を計数した｡

(5)実験実施手順
a.実験Ⅰ
後述する本実験開始前に､MTとSTに十分習熟させるため､被験者ごとにMTおよび
STをそれぞれ単独に負荷し､1単位20分間の練習を繰り返し実施させた｡この場合の
呈示速度は習熟効果がもっとも高いと考えられる最高速度の60回/分とした｡練習は､
最後の試行とその1回前の試行において､MT､STとも誤答率､入力時問および誤反応
率､反応時間がt検定により1%の有意差が認められなくなるまで継続して行った｡同様
にMTとSTを同時に負荷する場合についても､最後の試行とその一回前の試行の作業成
績間に有意差がなくなるまで練習を繰り返した｡
こめ習熟過程を経た後､以下の手順で実験を行った｡
(方法1)MTとSTを同時に負荷し､それぞれ作業成績を計測した｡また､作業前の安
静は5分､作業時問は10分間とした｡MTの5条件の各呈示速度について､同作業を一
人2回づっ実施させた｡被験者は5名としたため､実験回数は合計50回とした｡
(方法2)MTのみを負荷し､前述した生体情報(心拍数､R‑R間隔､呼吸数､および
SRRP)と自覚的多忙感を計測した｡作業前の安静5分､作業時問は10分である｡実
験回数は､方法1と同様に､合計50回とした｡
ここで､方法1と方法2は別個に行ったのではなく､両者を被験者毎にランダムに実施
した｡具体的には､予め被験者ごとに､それぞれ同数の1と2の数列の順序を乱数により
入れ換えて不規則な数列とし､1の場合に方法1を､2の場合に方法2を実施するという
手順とした｡同様に､それぞれのMTの呈示速度は､被験者別､方法1､2別に､それぞ
れ同数の1､3､4､5､6の数列の順序を乱数により入れ換えて不規則な数列を作成し､
1の場合は10回/分の呈示速度､3の場合は30回/分で実施するという完全無作為抽
出法で実験を実施した｡
b.実験Ⅱ
前述の実験Ⅰと同様に習熟の効果を除くため､それぞれ各モデル作業ごとに最高速度で
20分を1単位として､作業に習熟させた｡習熟の判定は実験Ⅰと同様である｡また､そ
の後に以下の2通りの方法で実験を実施した｡
(方法1)加算作業､同義語選択作業､短期記憶作業および論理演算作業のそれぞれにつ
き､MTおよびSTを同時に負荷し､5人の被験者で2回づっの繰り返しを行った｡実験

回数は､加算作業については､50回､それ以外の作業では30回づっである｡その他は
実験Ⅰと同様である｡
(方法2)MTのみを負荷し､生体情報として､R‑R間隔およびSRRPを計測し､さ
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らに自覚的多忙感を計測した｡実験回数は方法1と同様である｡
また､方法1と2の実験順序は実験Ⅰと同様に完全無作為抽出法とした｡

4.3.3.実験Ⅰの結果
{態∽∈)̲∈〓‑‑コdリーP巴;b巴̲冒Jぎく

a.主作業(MT)の
作業成績
方法1および方法2にお
いて､一桁加算問題(MT)
の呈示速度を変化させた場
合の平均的な入力時問をFig.
1卜29(a)に示す｡また､同

T‑‑･･1･0･h=怜‖u

(1)計測結果
肌

O

M(】ln†osk

◎

MdnIosk

only

十SubsId(】ry†dSk

狐

様に､MTの誤答率の測定
10

結果をFlg･山一29(b)に示す｡
馴splqyI呵

20

30

SPeed

それぞれについて､方法1

40

50

60

o†耶qddi咽†qsk(problems′mh｣

(8)RequlredlnpJ†イIme

と方法2の有意差検定を行
ったところ､両者の問には
有意な差が見られなかった
(P〈0.01)｡このことから､

{ざ)
∽

○‑D｣呈望』∈

被験者はMTを優先的に行
うようにという教示をよく
守り､本実験で負荷した程

符

むひDLぎく
■0

度のSTでは､MTに顕著
な影響を及ぼさないことが
分かった｡

10
DIsplqYing

30

a〕
s匹ed

40

50

60

o†0∩∝】ding18Sk(problems/mれ)

方法2において､MTの
遂行に伴って費やされた正

Fig.1卜29

0btained

results

味の処理時間(Treq.)を

input‑time

次式に従って算出した｡

task.0:main

mistake

the

average
ratein

task;◎:main

required
the

task+Sub

(1)

Trleq.(SeC)=Nin･RT+Nno･(60/N)
ここで､

and

of

N:一桁加算問題の一分当たりの呈示数(回/分)
Nno:作業時間内に解答の入力が無かった場合の数(回)
RT:平均入力時間(SeC)
Nin:作業時問内に入力操作が行われた場合の数(回)

ただし､上式(1)では､解答の入力が無い場合には､次の問題が呈示されるまでの時間を
全て費やしたと仮定し､誤答入力の場合は､正答入力の場合と同等に取り扱った｡

ー117‑

main

task

続いて､作業の時間分析によるMWL評価値として､TSF(Time

f'raction:

shar､ed

%)値を以下の計算式により求めた｡
TS

(2)

F(%)=(Treq./Ttot.)×100

ここで､Ttot.:作業継続時間(SeC)

各呈示速度に対して､このTSFを算出した結果をFig･4‑30に示す｡同結果によれば､
被験者によって､同じ呈示速度であってもTSF値が異なることがわかった｡また､呈示
速度と各被験者ごとのTSFの問には､良い相関が認められた(Pく0･01,r)0･9)｡

b.副次作業(ST)
0:ミ如bj･A

ノノ形ケ

の誤反応率

●:Subj.B

方法1の場合に測定した
各呈示速度におけるSTの

□:Subi.C

誤反応率の計測結果をFig.

呈示速度が増加するに従い

は呈示速度が40回/分を

′彦′

△‥Subj.E

0

′〃〃クγ
′打〆町ロ

越えると著しく増加するこ
とが確かめられた｡
ここで､誤反応率からM
TのMWLの評価を行う｡
一般的にSTの誤反応率か
らMTのMWLを評価する
方法には､人間の情報処理
能力を一定とし､シングル
チャネルモデル斗

O
Disp暮Qying

tO

20

speed

task

30

ofon

time

40

50

60

oddhg†osk(probIems/mh.)

TSF

Fig.虹30Computed

13)を仮

定すれば次式で計算できる｡

弟身ケ

わかった｡特に､誤反応率

■:Subj.D

Pどコd∈OU

誤反応率が増大することが

(ボ)｣Sト

小づ1に示す｡同結果より､

value

analysis

by

eqs･(1)(2)based

with

+Msub

subjects･

(○:Subj.A,●:Subj.B,□:Subj.C,lr:Subj･D,△:Subj･D)

Mmain=100‑MSub(R+/Ro)
ただし､Mmain

each

〉100

ここで､Mmain:二重課題法によるMTのMWL評価値(%)
Msub:STのMWL評価値(%)
R+:STとMTを同時に負荷した場合のSTの正しい反応数(回)
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(3)

on

Ro:STのみを負荷した場合の正しい反応数(回)
STのみを負荷した場合については､習熟訓練を実施し､すべての被験者の誤反応率が
1%以下であったので､Roを100%とする｡従って､MTとSTを同時に負荷した場合
のSTの誤反応率をE(%)とすると､
(4)

Mmain=Msub･(E/100)+(100‑Msub)

となり､Msubを定数とす
るとMmainを変化させた場
合のEの傾きからMsubを
求め､誤反応率Eを代入す
ることによりMmainが算出
できる｡次節において､T
S Fで求めたMmainの値を

用い､その値とEの傾きか
らSTのMsubをTSF換
(ざ)

算して求める｡

どDL
UO〓UDOL

c.生体情報
方法2で測定した心拍数､

∽

呼吸数と呈示速度の関係を
LOヒ山

Fig.上卜32(a)(b)に示す｡心
拍数は､呈示速度の増加と
ともに増大する傾向が認め
られ､その範囲は､およそ
75拍/分〜100拍/分の間

O

である｡しかし､被験者に
Displqying

より､バラツキが大きく一
定した増加傾向は示さなか

Fig.1卜31

った｡一方､呼吸数につい

Obtained
Subsidiar‑y

10

speed

20

30

40

!丈)

o†8nqddlng†8Sk(PrOblems′min･)
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taSkin

of
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experiment.

ては､変動範囲が､15回/
分から25回/分で狭い範囲の変動に留まっているが､呈示速度に対して増加する傾向が認
められた｡

次に､R‑R間隔の変動係数(HV(%))を､次式で算出した｡
(5)

HV=(or‑rl/(R‑R)av)×100
ここで､Or‑r:作業中のR‑R間隔の標準偏差(SeC)
(R‑R)av:R‑R間隔の平均値(SeC)

Flg･山一32(C)に各被験者ごとにHVと呈示速度の関係を示す｡また､参考のために安静

‑119‑

《)

Of‑

時の値も併せて示す｡HVは､およそ2%から10%の範囲に分布しており､変動範囲に
は個人差が認められる｡また､呈示速度の増加に伴い､HV値が減少する傾向が認められ
た｡

続いて､手掌の皮膚抵抗反射(SRR)について､安静時と作業時(呈示速度50回/
分)の原波形の代表例をFig.小づ3に示す｡この時系列データについて､SRRのパルスの
数(パルス/分)をSRR
Table
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ウントしなかった｡各被験
者のSRRPと呈示速度の
関係をFig.上卜32(d)に示し
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た｡同結果によれば､SR

rlegreSSion
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equations

coeff'icients

RPの変動範囲は､5パル
ス/分から25パルス/分
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HV3

Y

SRRP叫

Y

の間であり､呈示速度とと
もに増大する傾向が認めら
れる｡

以上の生体情報の測定結

**

果と呈示速度の関係を回帰
分析した結果をTable.4‑3

0.8揖】="

に取り繕めて示す｡
1Heart

r､ate,2Resplration

d.自覚的多忙感
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た自覚的多忙感(以下SB)
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coefTi‑

R‑Rinterval,4PulseIlate

of‑ECG
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SPeed
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MT,6Phy‑
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と呈示速度の関係をFlg.1卜
3上lに示す｡同結果では､個
人差はあるものの呈示速度に伴い忙しい側の解答をする傾向が認められる｡回帰分析結果
から､
N=7.8･SB+9.1

ここで､N:呈示速度(回/分)S

(6)
B:自覚的多忙感

なる関係が得られた(Pく0.01,r=0.79)｡

(2)作業時間分析によるTSFと各種計測結果の関係
a.TSFと副次作業の誤反応率
ここでは､作業時間分析法によるMWL評価指標であるTS
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応率(E)との関係を調べ
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6

た｡両者の関係をFig･山一35

●:Subj.B

(C)示すが､良好な相関関係

.77)｡
同結果より､TSFがお

へS∈どこ

が認められた(Pく0.01,r=0
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巴3S

よそ50%を超過した時点
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ぎ;Uヱq⊃S

からEが増加する傾向を示
す｡したがって､MTのT
SFが50%以下の場合に

0

は､MTとST双方のMW
Lを足し合わせても情報処
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13)を仮定すること

Tablel卜山Estimated
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exprleSSed

a

によって､STの誤反応率
がE(%)の場合には､(4)

Estimated

Subjects‑name

Msub

式により､その傾きから各
A

55

することができ､その値を

B

51±10

Tableむ‑Llに示す｡ただし､

C

1山 ±

9

D
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E

50

±13

ここで算出したMSub

はタ

スクの切り換え時間､動作

±

9

被験者ごとのMsubを算出

の戻し時間､および視線の
切り換え時間などの無駄時

Average

5Ll±22

間を含んだMmain以外のT
S Fの総和であると理解で

きる｡同表より､各被験者ごとのMsubは50数%であり､Mmainが50%を超えた時点で､
Mmain

+Msub>100が成立し､二重課題法にてMmainの測定が可能となるため､STの誤

反応率Eについては､この条件が成立した場合のデータのみを議論する｡

b.TSFと生体情報の関係
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TSF

測定対象とした生体情報､すなわち心拍数(HR)､呼吸数(RR)､R‑R間隔変動
係数■(HV)､および皮膚抵抗反射パルス数(SRRP)とTSFの回帰分析結果をTable
山一5に､また､両者の関係をFig.互‑35(a)(b)に示す｡ここでは､TSFを被説明変数として､
生体情報としてHV､RR､SRRPを説明変数に選んで重回帰分析を行うことにより､
TSF=(0.55

±0.L10)RR◆+(2.山5±0.24)SRRP‑(3.71±0.81)HRV+(23.0±9.0)(7)
RR:呼吸数(回/分)

ここで､

SRRP:SRRのパルス率(個/分)､HV:R‑R間隔の変動係数(%)
TSF:作業時間分析から求めたMWLの指標(%)
なる関係が得られた(Pく0.01,r=0.918)｡

c.TSFと自覚的多忙感の測定結果の関係
自覚的多忙感の調査結果とTSFの関係をFig.1卜35(d)に示すが､両者には良好な相関関
係が認められた(Pく0.01,P=0.刊)｡
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(3)生体情報と他のト肘L評価指標との関係
a.生体情報と副次作業の誤反応率
副次作業の誤反応率(E)
Results

of

帰分析を行った結果､SR

between

evaluated

RPとの間には0.互7の弱い

tionIlate

相関関係(Pく0.01)が認め

Value

られたが､その他の生体情
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と生体情報の測定結果の回
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められなかった｡

b.生体情報
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係を調べた｡その結果､H
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びSRRPとの間に相関関
係が認められた(Pく0.01)｡
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4.3.4.実験Ⅱの結果
(1)主作業(MT)の作業成績
a.主作業の作業成績への副次作業の影響の評価
副次作業(ST)の主作業(MT)に与える影響を調べるため､MTとSTを同時に負
荷した方法1の場合およびMTのみを負荷した方法2の場合について､MTの入力時間
(設問が表示されてからキーボードへの回答が終了するまでの時間)と誤答率の計測結果
をFig.山一36に示す｡この結果では､おおむねMTとSTを同時に負荷した方法1の場合に
入力時間が増大し､誤答率も多くなる傾向が窺えるが､加算作業の場合には方法1の場合
にむしろ入力時間が短くなる傾向を示している｡通常､副次作業を同時に負荷すると主作
業の実行に悪い影響を与えるが､加算作業ではこの関係が逆転しており､これは被験者が
この作業に過度に習熟したためであろうと思われる｡この副次作業が主作業に与えた影響

を実施し､その結果をTable4‑6に示す｡ここでは､変数として｢呈示速度(D)｣｢M
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Subsidairy

task,S:Subjects

Tのみ､あるいはMT+STの作業実施条件(T)｣および｢被験者(S)｣をとり､そ
れらが主作業の誤答率と入力時間に影響しているか否かを分析した｡同結果では､副次作
業の誤答率に影響が認められたモデル作業は､短期記憶作業と同義語選択作業であり､入
力時間については加算作業と短期記憶作業であった｡しかしながら､加算作業については､
入力時問の影響が逆に出ていること(MT+ST条件のはうが入力時間が短い)を勘案す
ると､副次作業によるMWL評価の原理(Fig･4‑27参照)およびシングルチャネルの仮定
を崩すものではないものと思われる｡また､同義語選択作業では､誤答率のみに影響が現
れていること､およびその影響も軽微であることを勘案すると二重課題法による評価には
大きな影響を与えていないと見ることができる｡したがって､二重課題法によって､影響
が認められるモデル作業は短期記憶作業のみと見倣すことができ､この作業では二重課題
法による評価が不正確となったものと思われる｡これは､短期記憶作業が記憶を保持して
いる期間があり､他の作業と性質が異なることによるものであると思われる｡
b.主作業の作業時間分析によるTSFの評価
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Fとの関係をFlg.1卜38に示した｡同図では､二重課題法の方法論的原理に基づいた誤反応
率は異なった2種類の作業について作業の相違による影響が大きく表れていることが窺え
る｡一方､反応時間については個人差は存在するものの作業の違いによる影響は大きくな
い｡これは､Table山‑8に示す回帰分析結果からも読み取ることができる｡この回帰分析
では､誤反応率(ER)､反応時間(RT)との単回帰分析結果および両者の重回帰分析結果を示
しているが､TSFと反応時間の間の相関係数が最も高くなっている｡ここでは､TS

F

を直接求めることができなかった短期記憶作業と論理演算作業のTS

Fをこの副次作業の

反応時間の単回帰式から求め､その結果をFig.山一37に併せて示した｡これにより､すべて
Fに換算することが可能となった｡

のMTのMWLを二重課題法によりTS

Table山‑8

Simple

r､egreSSion

and
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PerでOPmanCe(ER,RT,both
task

DAand
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SC

for､eaCh
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TSF

RT)and

and

analysis
both

using
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are･PI‑eSented.(★:P(0.1,★*:P<0.01,★★兼Pく0･001)

F

TS

Variable

Depemdent
ER

RT

ER

and

RT

Subject

A

O.79★★

0.87★冊

0.85★★

Subject

B

O.53

0.83★★★

0.70★

Subject

C

O.18

0.59*

0.51

Subject

D

O.77★★

0.87…★

0.87★★★

Subject

E

O.42

0.71★榊

0.L16

O.55★★★

0.70★★★

0.60★★欄

Total

data

ST

orlmultivarliate

subjects.Simple

Independent

Var･iable

between

(3)生体情報計測結果とTSFの関係
本実験Ⅱでは､方法2のMTのみを負荷した場合の生体情報として､SRRPおよび
R‑R間隔から算出されるHVを計測した｡各種モデル作業時のSRRPの計測結果と算
出したTSF(加算作業と同義語選択作業では作業時間分析より算出し､短期記憶作業と
論理演算作業では副次作業の反応時間とTSFの単回帰式より算出した)の両者の関係を
プロットしたものをFig.山一39に示す｡ここでは､TSFの算出根拠が違うため､作業種別
ごとに回帰分析する意味は薄い｡しかしながら､短期記憶作業では､SRRPの出現率が
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著しく低いことがわかる｡これは､表示された設問を覚えてから再度入力するまでの記憶
保持期間中のSRRPの出現がはとんど認められず､SRRPのみでMWLを評価すると
過少評価となる｡ここで､この短期記憶作業のデータを除外して､TSFとの単回帰分析
を行ったところ､相関係数は0.80(Pく0.01)で有意な相関関係があることが示された｡ただ
し､Flg.虹39にみられるように､個人差あるいは作業種別の違いの影響は大きく､MWL
の絶対値評価は難しく､MWLの時間変動特性など相対評価にとどめるのが妥当である｡
一方､RNR間隔のHV値とTSFとの相関関係についても単回帰分析を実施したが､
実験‡と同様に相関係数は0.山0(Pく0.01)で有意ではあるが､結びっきは強くないことが窺
える｡これは,､個人/差による影響が大きいためである｡
!
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(4)自覚的多忙感とTSFの関係
自覚的多忙感は(1)非常に忙しいから(7)非常に暇であるまでの7段階でスコア化し､同様
に相関分析を行った｡この結果､相関係数は0.65(Pく0･01)で有意であった｡本実験のよう
に作業内容およびペースの変わらない作業では比較的簡易にMWLを評価できることが分
かる｡

(5)主作業の誤答率とTSFの関係
4種類のMTにおける誤答率とTSFの関係をプロットした結果をFig･山一LlOに示す｡す
べてのMTにおいて例外なくTSFがおよそ60%を超えた時点からエラーが急増している
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TSF

SRR

ことが分かる｡また､TSFが8咽を超えると作業種別､人の違いに関係なくエラーが発
生する状況となっており､人間の情報処理容量の限界(10咽)に達しなくともMWL過大に
ょるエラーが起こることを示唆している｡これは､信頼性の高い作業の実施には余裕時間
あるいは無駄時間が必要となることを示している｡このエラーの急増する限界点は作業種
別によってというよりもむしろ作業者の能力によるところが大きく､入力時問の短い者が
TSFの限界点が上方にシフトする傾向が認められた｡また､本実験は短時間(10分間)
で覚醒水準が良好な場合に実施しており､この限界点は様々な要素により下方にシフトす
る可能性がある｡
O
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MWLの捉え方には諸説ありいまだに定説はないが､本研究では人間の最大情報処理容
量を1として､その能力の何%を使っているかを基準とすることとした｡また､その占有
割合の評価尺度として時間占有率をものさしとした｡この概念はシングルチャンネルモデ
ル斗‑13)と同等である｡この実験では､比較的単純な繰り返し作業を負荷したことから､
作業時問分析法を適用することにより､正確な時間占有率を実験的に計測することが可能
で､その値をTSFとして定義した｡この方法は､SteIlnとZipoyが提唱している｢パー
セントワークロード(Percent

Woakload)｣叫p23)をより発展させたSmithらの概念斗

に近い方法であり､｢与えられた作業時間に対する必要な作業時間の比｣を測定するもの
であり､長沢らのタスク遂行標準時間を設定する方法もこの概念に基づくものと言えよう
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互‑25)｡この作業時間分析により得られたTSFは､実験結果より､各被験者による情報
理能力の違いを反映しているとともに､呈示速度(被験者に負荷した単位時間当たりの情
報量)との相関関係も良好(r)0.9,P(0.01)であることから､この値をMWLの基準評価
指標として議論を進める｡
前述した通り､二重課題法では､STがMTに影響を及ぼすことが最大の欠点であると
いわれているが巨7･13･川)､本実験では､この影響を緩和するために､次の実験条件を設
定した｡まず､MTを視覚作業としたため､STを聴覚作業とし､MTが手入力作業なの
で､STを足入力作業とした｡また､STに比較的単純な音色の2値選択作業を選択した｡
実験Iでは､前掲のFig.il‑29に示すように､加算作業の場合にはSTはMTの作業成績に
影響を及ぼしていないものの､実験Ⅱでは短期記憶作業において若干の影響が見られた｡
しかしながら､実験Ⅱでは誤答率を根拠にTSFを算出せず､反応時間から算出したこと
から､‑ほぼ二重課題法が適切に使用できたものと判断した｡この実験条件では､シングル
チャネルモデル斗T13･25‑27)((a)人間の情報処理能力は一定で限られている(b)MWLは加
算性を持つ､(C)人間の処理形式はタイムシェアリング形式である)を仮定するとMTのT
SFがおよそ50%以上の場合に二重課題法が適用できると考えられる｡ただし､二重課
題法を適用するためには､あらかじめMsubを個人別に何らかの基準に基づき数値として
求めておく必要がある｡ここでは､MTのTSFを基準としてMsubを算出し50数%と
いう値を得ている｡このような基準が与えられていない場合には､単一の作業で情報処理
能力を100%占有してしまうようなST､例えば､信号の間隔を短くする､二値判断を
三値判断､四値判断を必要とするような複雑なSTを選択する必要があるが､このような
STを選択すると当然MTへの干渉が起こることになり､評価が正確でなくなる｡この他
に､あらかじめSTのMWLを情報量(bit)として数値化しておく方法叫

28)などが考え

られるが､いずれにしても二重課題法は､副次作業の与え方を工夫する必要がある｡
ここでは､これまで余り研究されてこなかった生体情報によるMWLの評価法の検討に
力点を置いている｡生体情報を利用してMWLを評価しようとした場合の問題点は､繰り

返し刺激を与えることにより､生体反応が鈍化し､反応が鈍くなることである巨29･30)｡
本実験では､この点を考慮し､実際の生体情報の測定に入る前に､MT､STとも十分
な習熟訓練を行い､習熟効果が認められなくなるまで練習を行わせている｡したがって､
ここでの生体情報の測定値およびそれから求めたMWLの評価値は､上述の影響を極力軽
減した状態での値であると考えられる｡
また､生体情報を利用する場合には､情動(emotion)の影響を排除できない可能性があ
ると指摘されている巨30

32)｡本実験では､徹底的な習熟訓練により､情動的な要素が同

一条件ではぼ一定になるように配慮した｡さらに､作業時間を10分にした理由は､作業継
続による疲労の影響を除くためである｡
これまで､MWLの指標となると認められている生体情報には､前述の通り､多くの指
標が挙げられている｡しかし､これらの生体情報の測定値から実験室以外の作業場所でM
WLの評価を行おうとした場合､測定が困難では有効性､適用性の点で問題が残る｡した

一131一

がって､将来的に実験室以外の作業場所への適用性を考慮して､あらかじめ比較的容易に
測定できる生体情報を選択した｡
一つは､心拍数とR‑R間隔の変動係数であり､これはH01ter望のデータ収集装置あるい
は携帯型データ収集装置さえあれば､作業現場での測定は容易である斗 33･3斗)｡また､原
波形を記録していれば､近年行われている周波数解析によるR‑R間隔時系列データに対す
る0.5Hz近辺のパワー成分の増減などを分析する方法4.35)､Kalsbeekらの得点力ウント
法(Score

of

sinusarThythmia)斗

15)なども充分適用できる｡ここではもっとも代表的な

R‑R間隔の変動係数を選択した｡
続いて､呼吸数は､心拍データに比べれば､測定に多少難があるが､作業現場にて充分
測定可能と考えられ､呼吸抑制との関係で､従来から精神的緊張度との関連が指摘されて
いる4‑36)こと､および､R01f､eがMWLの指標としての有効性について指摘している
斗

37)ことから測定対象として選択した｡
最後に､皮膚電気反射(SRR:皮膚電気抵抗反射､SPR:皮膚電位反射)は､従来

から､情動反応の指標と考えられている4

21)｡近年､SRRの測定に比べ､S

膚電位反射)の測定が主流となっているものの､別途に予備的に行ってきた実験の結果､
SPRは作業現場での測定が難しいことがわかった｡その理由は､皮膚表面の洗浄と剥離
が必要なこと､また､交流障害の影響を取り除くことが難しいこと(これは､電子機器の
近傍で測定する場合の大きな妨げになる)が挙げられる｡また､最近SRRとSPRを同
時に測定した結果によっても､両者の差異はごく僅かであるという報告もなされていること
巨38)から､ここでは測定の容易さという意味で､SRRを選択した｡
主観的な多忙感によるMWLの評価は､特に､航空機操縦の分野で利用されているが､
この分野では､人間が実施している作業をどのように捉えて､どの程度負担に感じるかに
重点を置いている叫

8･39〉｡MWLが人間の意識面に与える因子として､作業速度(要求

発生の頻度),複雑さ,判断要素などについて主観的な｢感じ｣を得点(スコア)として
記入し､これを総合してMWLを決定する多次元尺度法を用いている｡今回の実験では､
作業速度(問題呈示速度)のみを変えてMWLを変化させ､作業内容を変えていないため､
このような多次元的な評価は不要であると考え､作業速度に関する得点のみを主観的に回
答する形式とした｡すなわち､｢非常に楽｣から｢非常に忙しい｣までを7段階に区切り
回答する形式とした｡これは､KnowIs叫‑13)がMWLは｢忙しさ｣という概念とまったく
同じものであると指摘していることからもはぼ妥当と考えられる｡
MWLの評価基準として算出した作業時間分析によるTSFと他の測定値の相関性を概
観すると､実験Ⅰでは被験者間のバラツキを含めて､最も高い相関係数を示した測定値は
SRRP(皮膚電気抵抗反射のパルス数)であることが示された(P(0.005,r=0.87)｡次
に､二重課題法による副次作業の誤答率､自覚的多忙感､呼吸数がこれに続き､もっとも
相関の薄いものは心拍数であった｡また､SRRP､呼吸数､およびR‑R間隔の変動係数
とTSFの重相関係数が0･918であるという結果から､重相関のような単純な方法では､
複数の生体情報を組み合わせて測定する効果は薄く､個々の生体情報は互いに独立ではな
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く密接な関連があることを確認したに過ぎないものと考えられる｡したがって､複数の生
体情報を測定してMWLの評価精度を向上しようとする場合には新たな評価手法の開発が
望まれる｡作業の種類を変化させてその相関性を評価した結果においてもSRRPには有
意な相関関係が認められている(Pく0.01,r=0.80)｡しかしながら､比較的長い時間の記憶
保持を伴う作業では､この間にSRRPの発生が消滅することから評価が難しくなること
が示された｡したがって､作業の種類によってはこの方法が適用できない場合も想定され
るため､事前に二重課題法等によって､SRRPの発生状況を確かめておく必要がある｡
この他､実験Ⅱにおいても､二重課題の反応時間による評価法､自覚的多忙感､二重課題
の誤反応率による方法が続き､R‑R間隔のHVによる方法は相関性が認められるものの実
験Ⅰと同様に個人差によるバラツキが大きいことが分かった｡
実験Ⅰでは､二重課題法の原理に忠実に誤反応率とTSFの関係を調べたが､引き続き
実施した実験Ⅱでは､誤反応率とTSFの関係が作業種別によって影響を受けることが示
唆された｡これまで､二重課題法では誤反応率が使われることが多かったが､近年､その
反応時間および反応時間と誤反応率の双方の合成値を指標とする方法が提案されている｡
SheIつidanとFerlrelは誤反応率から算出されるInfor､mation
など斗

叫0)誤反応率によるMWLの評価例は多い叫

Tr､anSmission

Rateを提案する

旬1･互2)｡しかし､Norlmanは反応時間が

主作業のMWLの増大とともに延長されることを見いだし､副次課題の一つの信号処理に
要する負荷が状況によって変化するため､Fig.山一27に示した誤反応率のみに着目した原理
は成立しないとしており斗

叫3)､他にも同様の報告がある巨…･叫5)｡Wlngrleld

率と反応時間の双方を指標とすべきであると主張しており斗
にはトレ｢ドオフの関係にあることも指摘されている叫

は誤反応

互6)､誤反応と反応時間の間

=)｡この関係を実験的に示した

のが､ToleとStephensであり､WLXという指標を導入し､反応時間と誤反応率の関係を最
小二乗法で結合してMWLを評価する方法を提案した斗

斗7)｡伊藤はこのWLXとR‑R間隔

時系列の特定の周波数成分との比較を行い､有意な相関関係を認めている巨ヰ8)｡本実験
Ⅱにおいても二重課題法の三種類の評価法を試したが､誤反応率のみの評価法は作業種別
の影響を受け､MWLの増加とともに反応時間が増加する傾向が認められた｡このうち､シ
ングルチャネルモデルに基づいた評価基準として導入したTS

Fとすべての被験者につい

て最も高い相関係数を示したものは反応時間であり､作業種別の影響も最も少なかった｡
したがって､TS

Fを実測できない作業については､この二重課題法を適用して､便宜的

にTSFを求めることも有益であると思われる｡しかしながら､Fig･L‑38に示すように､
反応時間とTSFの関係は個人差が大きく事前に較正直線を求めておく必要がある｡
また､SRRPおよびHVは自覚的多忙感との間に有意な相関関係が認められ(P(0.01,
r=0･6)､意識面での負担が生体情報に敏感に反映している様子が窺われた｡また､特にS
RRPはSTの誤答率との間に弱い相関関係が認められた(Pく0･01,r=0.山7)｡
以上の結果をまとめると､SRRPは､TSF､自覚的多忙感､二重課題法との相関関
係が認められ､他のMWL測定法と比較しても優れた特性を示し､SRRPがMWLの指
標として有効に利用できる可能性が示唆された｡しかしながら､作業の種類によってはS
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RRPが発生しないものもあることが分かった｡また､SRRPはMWLの時間変動を観
察するのに適しているが､絶対値の評価には他の方法の併用が望ましいものと思われる｡
MWLとSRRPとの関係については､これまで､中枢神経系の活性の度合いとの関係
で捉えられてきた叫

29)｡従って､刺激をリズミカルに継続させると30〜40分程度で

中枢神経系の感受性が鈍り､SRRPは消滅するとされてきた礼

29)｡本実験では､前述

の通り､この点を考慮し､同一のタスクを10分間継続して与え､その間に生じたSRR
Pをすべてカウントして平均化しており､事前に充分な習熟過程を経ているのでこの影響
は軽減されているものと考えられる｡
SRRの分析法については､パルス発生数のみでなく､パルス波高､刺激から反応まで
の潜伏時間､パルス信号の積分値など様々な方法が提案されている叫

叫9)｡しかし､これ

らのいずれもが､中枢神経系の活性度､言い換えれば､覚醒度の変動を考慮に入れていな
いので､覚醒度が著しく変動しないという条件が欠如している｡本実験では､室温を一定
の中間温度領域に保ち､覚醒度をできるだけ一定に保った状態､すなわち皮膚抵抗値(S
RL)が安静状態(作業前安静の時の値)を上回らないことを確認している｡また､作業
時問も10分程度であり､覚醒度一定の条件ははぼ妥当なものと考えられる｡したがって､
本実験結果は覚醒度の変動が少ない状況での関係であると考えられる｡
覚醒度が一定であるという今回の実験に近い条件下で行われた研究には､徳田斗

50)ら

の研究があり､この研究は作業負荷を評価するといった観点から検討したものではないが､

興味廉い結果が得られている｡簡単に紹介すると､被験者を若年層と老年層の2グループ
に分け､5色の色ビーズを糸に通すという単純な繰り返し作業を行わせた場合に､心拍数､
R‑R間隔変動係数､SRRP､$RLを測定しているものであるが､この内､SRRPの
発生状況に関する考察においては､自由速度､50%規制値､10%規制値､最高速度で
のそれぞれのSRRPは､安静時<自由速度<10%規制値<50%規制値<最高速度の
順に高くなっており､若年層と老年層の間に有意差は認められなかったとしている｡この
研究のように､作業速度を変えて､SRRPを計測している研究は数少ないが､本実験結
果の妥当性を示唆しているものであると考えられる｡
最後に､実験Ⅱで求めたTSFとエラー率の関係に触れておきたい｡このTSFは人間
の情報処理過程に着目し､どの程度の作業要求が処理の限界点かを実験的に求めるために
作業時間分析によって求めた指標である｡これによれば､TSFが60%を超えた時点から
急速にエラー率が高まっている｡このような限界点を求めた他の研究にはTTS(Task
time

stressindex)を提唱している長沢らの研究がある叫,2互)｡本実験の60%を換算する

と1.6〜2.0に相当し､長沢らが航空機の運転操作の上方限界点としているTTSが1･75
とよく符号する｡これらの結果から､TSFはMWLの上方限界点の評価に有効であり､
TSFを作業時間分析などの方法で直接求められない場合には､二重課題法の反応時間に
着目して換算する方法が推奨できる｡したがって､MWLの評価には既存の作業時間分析
や二重課題法および生体情報評価法を適用し､TSFに換算することにより､各々の評価
法の欠点を補うことができる｡
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4.4

覚醒水準の評価方法

4.4.1

目的

本節では4.3節に引き続き､運転操作に係わるオペレークの内的要因として重要と指摘
された｢覚醒水準｣の評価方法について生体情報を利用した方法を新たに提案する｡プラ
ントの運転操作においては､単調な監視のみの低負荷が続くこともあれば､予期しない不
具合に対処するための高負荷のタスクが突然発生することもある｡特に､夜間など交替制
勤務時には大脳皮質の覚醒水準の有意な低下が起こり易く斗

51〜53)､その状況での不具合

の発生がストレスの増大を招き対応に失敗する場合も想定される｡この覚醒水準低下は作
業継続の困難さを示す生体防御反応の一種であるとする見方巨5叫･55)がある｡また､覚醒
水準は作業者の生理､心理および行動と密接に関連し､生体リズム､休憩パターンなどと
の関係で検討されている互

5る〜60)｡覚醒水準の変容メカニズムに定説はないが互

Fowlesは脳幹網様体などに位置すると考えられる賦活系(Activation
(Inhibition

る1〜63)､

System)と抑制系

System)が互いに競合しながら覚醒系を刺激し､覚醒系は大脳皮質や視床下

部などの中枢神経系に作用し､意識(思考)､自律神経および行動の胱活と抑制を制御し
ているとする覚醒機構を提唱している叫

6斗)｡したがって､覚醒水準はその変動の源を一

つとする覚醒機構に支配されているとみられるが､注目する指標によってその影響の現れ
方が異なり､これまで覚醒水準の指標として以下のような方法が提案されてきた｡
(1)作業の質と量で判断する方法
(2)自覚症状による方法
(3)生体情報を利用した方法
作業の質と量(パフォーマンス)を指標とする方法は間接的に中枢神経系の覚醒水準を
調べるに等しく､作業研究など人間工学分野で育まれてきた考え方である巨56･65)｡これ
は人間をブラックボックスと見撤し､一連の作業過程を分析し､動機づけ(Motlvation)､
慣れ(Habituation)などの要因が同一と見なせる状況でのパフォーマンス(作業量と質)
の変動を覚醒水準の高低で説明するという考え方である斗

66･67)｡一般に､パフォーマン

スと覚醒水準の関係は逆U字型とされ巨68〜70)､覚醒水準が極端に高揚あるいは低下し
た状態ではパフォーマンスは低下する｡
自覚症状による方法も同様に中枢神経系の覚醒水準の指標であるが､これは被験者の意
識を聞き取る直接的な方法である｡しかし､この方法では覚醒水準の概念を表現する言葉
のあり方が重要となり､個々の被験者の言葉の捉え方の相違(バイアス)が入り込む余地
がある叫

71･72)｡斉藤らは､覚醒水準が低下しやすい一連の単調作業においては､｢疲労

に関する自覚症状(Ⅰ〜Ⅲ群)｣のうち､特に､｢眠気とだるさ｣の訴えに集中すると述
べるなど叫

73)､覚醒水準低下時に眠気の自覚が増加するとしている指摘は多い斗

5叫･7互)｡

生体情報による方法は､歴史的にも覚醒水準が諸生理量の変容との関係で論じられてき
た経緯にあり､その中核となるものである｡中枢神経系の指標として代表的なのは橋本の
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脳波パターンによる分類であり斗
化を促すとする指摘は多い斗

55)､中枢神経系に表れた覚醒水準の低下は脳波の徐波

75〜78)｡しかし､脳波の徐液化とパフォーマンスに有意な関

係が必ずしも認められないとする指摘もある巨7互･79)｡その他､フリッカ値による方法
互‑5斗･80〜83)､口内温を指標とする方法巨5叫)､眼球連動互
脳電位による方法叫

8叫)､瞳孔径互▼85･86)､誘発

87･88)も報告されている｡
Resistance

一方､自律神経系への影響を見るものとしては､皮膚抵抗水準(SRL:Skin
Level)や皮膚電位水準(SPL:Skin
PotentialLevel)が挙げられ､視床下部への覚醒系の作

用に掌る自律神経系の活動の高低を表すとされている斗
度､波形などによる方法互

89)｡この他､無意識的瞬目の頻

90〜92)､心拍数およびR‑R間隔による方法互

6互･93･9斗)が挙げ

られる｡

これまで､中枢神経系､特に大脳皮質に関連する覚醒水準と自律神経系の覚醒水準の両
者の関係については､脳波や眼球運動と皮膚電位水準(SPL)の関係叫

79･95)､眠気と皮膚

電位水準の関係4‑74)が論じられてきた｡しかし､SPLの低下に伴い､α波発生→SEMs(S
low

eye

movements)の発生→a彼の消失→溜波や紡錘波の出現のように両者に明確な関係

が認められるとするもの卜7叫･95)､認められないとするもの巨79)があり､必ずしも一致
した見解に至っていない｡
本研究では､覚醒水準を低下させるための単調な｢低負荷作業｣および覚醒作用を持つ
｢高負荷作業｣を不定期に繰り返すモデル作業を実施し､前述の(1)〜(3)に対応する覚醒水
準の指標として:
(1)モデル作業の作業量と信号見逃し率

(作業の質と量)

(2)｢眠気感｣に関する自覚症状

(自覚症状)

(3)生体情報としての皮膚抵抗水準(SRL)の変容(生休情報)
を取り上げ､それぞれ中枢神経系および自律神経系の指標間の関係について実験的に検討
した｡

本研究では､さらに､以下の2つのことを検討することもその目的とした｡
第一に､皮膚抵抗水準(SRL:Skin

Resistance

Level)については､これまで定量化の手

法がはとんど検討されてこなかった｡したがって､各測定時点でのSRLの測定値が基準値
の何倍になるかで数量化して覚醒水準の指標とする手法の有効性について検討した｡
第二に､覚醒水準低下時に予期しない精神作業負荷が与えられた場合の覚醒水準の変化
や作業者に与える影響については､列車事故など特殊な実例を除いては斗

96)､実験的に

は十分に調べられていない｡したがって､予期しない高負荷作業が与えられた場合､SRL
がどのような反応を示し､パフォーマンスにどのような影響を及ぼすかについて検討した｡
これによって､運転操作時の内的要因として重要な｢覚醒水準｣の評価方法について実験
的な手段を提供するとともに､4.3.節で述べた｢精神作業負荷｣の評価方法と併せて､そ
れらの内的要因がパフォーマンスに与える影響とそのメカニズムについてモデル化のため
の知見を提供する｡
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4.4.2.実験方法
(1)被験者
本実験で対象とした被験者は､20〜23才の健康な男子大学生5名である｡あらかじめ聴
覚､上肢､下肢運動機能に異常が無いことおよび裸眼あるいは矯正視力が1･0以上である
ことを確認した｡また､手拍子による聴覚刺激に対する皮膚抵抗反射(SRR:Skin

Resistance

Rerlex)が明瞭に認められる者を選抜した(稀に認められない者がいる)｡さらに､労研
式R‑100成人知能検査により､偏差値75〜85を示す平均的な被験者とした｡

(2)作業環境
作業は､環境温度25±20cおよび湿度60±5%に制御された人工気候室内で行い､その
際のCRT画面上での照度は600ルクス､また､騒音はF特性でL15dBであった｡また､モ
デル作業を負荷するためのパーソナルコンピュータのディスプレイとキーボードの位置は
机の角度と椅子の高さを調整して､各被験者ごとに最適な位置に設定した｡

(3)モデル作業の内容
a.低負荷作業の内容
精神作業負荷が低い作業としてビジランスタスク(Vigilance

task)を採用した｡この作

業は､滅多に起こらない信号を検出する作業であり巨97)､本実験では以下の低負荷作業
を負荷した｡
パーソナルコンピュータ(NEC:PC‑9801)のカラーディスプレイ(NEC:KD‑551)上に描かれ
たサインカーブ上を小点が移動する様子を観察し､小点がカーブ上を約1･5秒間､上方に
5mm率離した時点を｢信号｣として検出し､スペースキーを押下する作業とした｡小点は
画面の左から右に移動し､左端から右端までの移動(約10秒)で1サイクルを形成する｡
小点の帝離は平均100サイクル中5回の頻度で発生し､発生間隔はランダムとした｡作業
パフォーマンスとして､信号の発生時点(作業開始からの経過時間(SeC))および信号検
出の有無を記録した｡
b.高負荷作業の内容
前述の低負荷作業は作業中の覚醒水準の低下を期待するものであるが､途中､予期しな
い精神作業負荷が与えられた場合に､皮膚抵抗水準(SRL)がどのように反応し､パフォー
マンスにどのような影響を与えるかを調べるために､以下に述べる比較的高い作業負荷を
持つ加算作業を低負荷作業の途中に挿入して､5分間負荷した｡高負荷作業の内容は以下
の通りである｡
パーソナルコンピュータ上に､2つの一桁の数字を加算､例えば"6+8=‑‑､をディス
プレイに呈示し､暗算による答えを3】仙マトリックス型キーボードから入力する作業とし
た｡また､加算問題呈示速度は20問/分から60問/分の間で10問/分ごとに設定可能であ
り､作業負荷を変化させることができる｡作業パフォーマンスとして､誤答率(%:呈示
時間内に回答が無い場合および誤入力別に算出)および問題呈示の瞬間から入力が終わる
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までの反応時間を1msec単位で記録した｡

(4)皮膚抵抗水準(SRL)の測定法
これまでの知見では巨80･98)､SRLの測定にふさわしい部位は､精神性発汗が認められ
る部位であり､もっとも代表的な部位は手掌で､足裏､腋高､前額などにも認められると
している｡本実験では実用的な観点から､
①

手掌では操作に支障をきたさない小指球の手首に近い部位

②

歩行による振動の影響を回避するために足の土踏まずの部分

を測定部位として選択した｡また､SRLの計測には著者らが開発した生体信号処理システ
ムト99･100)を利用した｡測定法は､測定部位とした手掌などの皮膚表面をアルコールで
洗浄および表皮研磨を施した後､双極の銀･塩化銀電極にゲル状の導電性のペーストを注
入し､市販の接着剤で固定し､あらかじめ標準抵抗で抵抗値対出力電圧の校正曲線を求め
てあるブリッジボックス(日電三栄:MA‑1002A)および直流増幅器を通し､その出力をSRL
信号として計測した｡SRLの絶対値(KE2:以下｢SRL｣とする)は､生体信号処理計算機
(富士通:U‑1200)により､標準抵抗(精度±1%)から算出した較正曲線により換算して
求めた｡

(5)眠気感に関する自覚症状の調査法
眠気感に関する自覚症状の調査は､各高負荷作業の開始直前に行い､(1)元気､すっきり

(2)普通(3)やや眠い(4)眠い(5)非常に眠い(6)(前回の回答から今回の回答までの間に)

眠った､の6項目から選択し､アンケート用紙に記入させるようにした｡
(6)実験実施手順
本実験開始前に､低負荷作業および高負荷作業について､十分習熟させた｡特に､高負
荷作業については､最高速度の60問/分で10分間ずつ最低6回負荷し､5名の被験者の毎
回の試行とその一回前の試行の誤答率および反応時間の平均値に1%の危険率で有意差が
認められなくなるまで試行を実施した｡この習熟過程を経た後､Fig･小巧1に示すスケジュ
ールで本実験を行った｡全作業時間は合計180分であり､最初の0〜5分および最後の17
5分〜180分は必ず高負荷作業を負荷することとした｡また､低負荷作業の継続時間は平
均30分間(約180サイクル)で20〜山0分間の間でランダムに設定し､5回の繰り返しを行
わせた｡また､低負荷作業が終了した時点で眠気感の段階に関するアンケートを行い(作
業台にアンケート用紙を置き､即座に回答できるように工夫した)､その後､5分間の高
負荷作業を実施させた｡したがって､高負荷作業は低負荷作業と交互に6回負荷したこと
になる｡SRLは全作業区間を通じて､連続測定した｡実験は5人の各被験者ごとに3回線
り返しとし､15回実施した｡

4.4.3.実験結果
(1)皮膚抵抗水準(SRL)の測定結果
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測定対象とした2部位(手掌､土踏まず)におけるモデル作業実施中のSRL測定結果の
代表例をFig.虹h2(a)(b)に示す｡作業中のSRLは時間とともに大きく変動し､その変動傾向
や変動範囲も各被験者などにより異なった様子を示したが､SRLの変動傾向を定性的に大
別すると以下の2っの型に分類できる｡

0

5

175180

･Time(min.)
･TaskDuration

20min.and40min.

･Task

･SRLandSRR

･Su叫ectiveScore
･ReactionTime
口
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taskand

Fig･小ulExperimentalscheduleoflowwork10ad
ShowlngtaLSk
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high
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physi010glCalmeasurement,Subjective
perlfomance

scoreinvestigationIand

workload

measurement･A:High

task)

task(Signaldetection

task(addingtask),B:LDWWOrk10ad

(1)実験開始直後の高負荷作業時のSRLがはぼ一連続実験(作業開始から終了まで)中で
最低値を示し､低負荷作業の継続とともにSRLが増大してゆき､途中に挿入した高負荷作
業が負荷されると同時にSRLが急速に低下する(Fig･虹h2(a))
(2)実験開始直後のSRLは低い値を示すもののその後の変動傾向や変動範囲が一定の傾向
を示さず､短い周期(数分程度)で変化する｡(Fig･小u2(b))
Fig.小股(a)(b)には手掌と足裏における測定結果を合わせて示したが､ほぼ対応した変動傾
向を示すことが窺える｡また､上記(1)の型に属する測定結果は4名の被験者に認められ､
15例の実験中6例に認められ､(2)の型については､同じく4名､9例が該当した｡
手掌と土踏まずの測定箇所のどちらが望ましいか調べた予備検討では､SRL信号を時定
数0.3秒の微分回路を通し､動作に伴う皮膚抵抗の変化率(△R/R)の大きさでノイズの影
響を判定した｡土踏まずに対しては､動作として歩行と足踏み動作､手掌には手の開閉動
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variation

monotonous

palm(‑)and
score.①:high
means

normalsignal

作とスイッチング操作によるノイズの影響を観察した｡その結果､足踏み動作および歩行
によるノイズは動作中継続して認められ､歩行を伴うような作業においては土踏まずでの
測定は適切でないことが判明した｡したがって､本研究では現実の作業状況で測定するこ
とを考慮して､手掌でのSRLを指標として用いた｡

(2)眠気感に関する自覚症状の調査結果
Flg･1卜u2(a)(b)にはそれぞれ高負荷作業時に回答した眠気感に関する自覚症状の回答結果
の代表例を合わせて示した｡この代表例に限らずSRLが増大した時点では､眠気ランクも
高い回答を示すことが多かったが､両者の関係の詳細については後述する｡
全体としては､(1)｢元気､すっきり｣から(6)｢眠った｣までの全ての回答が得られたが､
(2)｢普通｣から(4)｢非常に眠い｣までの領域の回答が多かった｡

(3)低負荷作業のパフォーマンス測定結果
15回の実験を通じて､信号発生回数は2川回､このうち､検出されたものは173回､見
逃したものはul回であった｡Fig.1卜互2(a)(b)にSRLの測定結果と合わせて､代表例(○:
検出､●:検出せず)を示す｡
SRLが増加した時点においては､信号を検出できなかった例が多く認められる傾向にあ
り､両者の関係の詳細については後述する｡

(4)高負荷作業のパフォーマンスの測定結果

高負荷作業では､単純加算作業の反応時間と誤答率が測定され､作業時の精神作業負荷
の指標としてのTSF(時間占有率:Time

Shar､ed

FIlaCtion)叫

99)を算出した｡このTSFは与

えられた課題を遂行するために要した正味の時間を許容された作業時間で除した値であり
巨99)､本論文においても精神作業負荷の指標として利用した｡
各呈示速度に対して､この作業負荷の指標であるTSFを算出した結果､呈示速度とTSF
の問には､相関係数0･9以上の有意な相関関係が認められ(Pく0.001)､高負荷作業開始時
の覚醒水準が､パフォーマンスにどのように影響するかを検討する際にこのTSFを利用し
た｡

(5)SRL値と測定諸量との関係
a.SRL値の分類

SRLは従来から､その絶対値には大きな意味がなく､同一人の一連の測定において大小
関係を相対的に比較することに限定されてきた斗

65･75･101〜106)｡

本研究では自律神経系の覚醒水準の指標であるSRLに基づいた分類方法として､Table
Ll‑9に示すようなSRLの分類法(以下SRLランクと呼ぶ)を試用した｡
この分類法では､SRLの測定には種々の要因による誤差を伴い､精度は期待できないこ
とを勘案し､幾つかの大雑把なランクに分けている｡その適用範囲は､十分休息をとった

一141‑

後の作業開始時のフレッシュ
な状態から､非常に眠いあ

Tablel卜9Classif'ication

cI‑iteria

るいは入眠に至るまでの通

responding

常より覚醒水準が低下した
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したがって､本研究では作
業開始時に一定の負荷(高

Rank互
Rank5

3.O

SRL｡≦
SRLo

SRLo

負荷作業)を課した際のSR
(5分間の平均値)を基準値
(1.0)として数量化し､そ
の値に基づいていくつかの
ランクに分類している｡以
下､このSRLランクを利用

3
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1

5

4

1

4

6

5

して､他の測定値との比較
検討を進める｡
b.眠気感との関係
眠気感はすべて監視作業
中に挿入された高負荷作業
開始直前に取られたもので
あり､本実験では､｢眠気

17

12

1

2

感｣のアンケート回答直前､
すなわち監視作業終了時の
SRLランクと比較した｡そ
の結果をFig.上卜互3に示す｡
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score

and

figure

means

between

subjective

evaluated
accumulated

SRL

rank.
f'req･

対応し､2例のみであるが､作業中に｢眠った｣と回答した場合にはSRLランク｢5｣な
る結果が得られた｡また､試用したSRLランクおよび眠気感とも順位尺度であるため､6
×5分割表による独立性の検定を有意水準5%で行った結果､両者は無関係ではないことが
示された｡さらに､離散量の順位尺度の相関性を議論する場合に利用されるKendallの順
位相関係数を計算すると0.互0となり､検定(Pく0･01)の結果､中枢神経系の覚醒水準の指標
である眠気感と自律神経系の指標であるSRLランクの間には有意な正の相関があると判定
された｡
c.

低負荷作業のパフォーマンスとの関係

低負荷作業においては信号発生時刻と信号検出の有無を知ることができ､この時点のSR
Lランクと信号検出の有無を比較した｡各SRLランクにおける5人の信号見逃し率をプロッ
トしたものをFig.山一1山に示
す｡図から読み取れる範囲
では､全体として､SRLラ
ンクが増大するにしたがっ
て､信号見逃し率は増大す
る傾向にあるが､SRLラン
ク4での見逃し率がランク
3と逆転している部分も見

の方法で､有意差検定を実
施した｡まず､信号見逃し
の発生頻度がポアソン分布
に従う(ランダム事象)と
仮定して､分散を求めズ2

(ポ)￠ld∝UO眉の盲〇一望旦s

られる｡したがって､以下

検定を行った結果､ランク
1と2､2と3､4と5の

間にPく0.05で有意差が認め
1

2

られた｡また､各SRLラン

3

4

5

クごとに｢検出した信号の
総数｣｢見逃した信号の総

Fig.4一仙Relation

between

数｣について､5×2分割
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5%で両者は無関係でないこ
とが示された｡さらに､Jonckeere検定(重み付き正規スコア型検定)(P(0･01)によれば､
SRLランクが増すことにより､信号見逃し率が増加すると見倣してよいことが示唆された｡
したがって､前節と同様に､SRLランクが小さい場合よりも､大きい場合に有意に信号見
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3‑

and
diffし

逃し率が増大し､パフォーマンスが低下することが明らかとなった｡
d.

高負荷作業のパフォーマンスとの関係

各被験者ごとに､低負荷作業の合間に挿入した高負荷作業のパフォーマンスの測定結果
をFig.小嶋に示す｡同図は､高負荷作業の精神作業負荷の指標としてのTSFと高負荷作
業の誤答率の測定値の位置
に､それぞれ高負荷作業開
始直前の各被験者のSRLラ
ンク(図中の数字)をプロッ
トしたものである｡同結果
では､SRLランクが1から

3の場合には､TSF､すな
わち作業負荷が増大してゆ
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察

脳幹に位置すると考えられる覚醒系は大脳皮質や視床下部など中枢神経系､ならびに交
感神経や副交感神経などの自律神経系に影響を与えていると考えられている斗‑…)｡また､
覚醒系は､外的環境､作業条件､体調(風邪､血中アルコール濃度)など様々な因子の影
響を受け､覚醒水準は睡眠から興奮(パニック)までの連続した心身状態の一側面である
と考えられる巨1…･105)｡覚醒水準は､これまでの多くの研究では､パフォーマンスの低
下や眠気の自覚および生理機能の変動を指標として判定され､覚醒水準を統一された定義
にしたがって分類するというよりも､むしろそれらの測定値に基づいて､個々に分類され
てきたと考えられる叫

61･63･89･106)｡本研究においては､自律神経系の覚醒水準の指標

として連続測定可能かっ測定が容易な皮膚抵抗水準(SRL)に着目し､このSRLと中枢神経
系の覚醒水準を反映する｢眠気感｣に関する自覚症状や｢作業パフォーマンス｣の測定結
果との関係を調べようとしたものである｡
皮膚抵抗水準(SRL)は皮膚電気活動が確認されたごく初期の時点から､情動反応を検知
する方法として用いられ互‑107)､自律神経系の覚醒水準の指標としても認められていた
斗‑80)｡しかし､近年は､SRLの測定上の不確実さ斗

108〜110)から､皮膚電位水準(SPL)

が多用される傾向にある巨7叫,79･80)｡とはいえ､SRLは測定が簡便であり斗
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5‑

and

61･98･99)､

行動時におけるノイズやアーチファクトも少ないぃ99･103)など長所が多いことから､身
体運動を伴う作業時の覚醒水準の指標として利用する場合など実用的な観点でのメリット
は大きいものと考えられる｡
これまで､SRLの測定上の不確実さとして指摘されてきたのは､測定回路に伴う通電条
件(電圧､電流値によって皮膚抵抗が変化する)巨111,112)､電極への帯電卜98)､室温
の変動叫‑98･113)および皮膚表面の前処理条件卜98)などであり､SRLの測定にあたって
はこれらの条件を検討する必要が生ずるが､本研究のように環境温度が中間領域で一定の
条件下で､かつSRLを前述の通りランク分けして利用する範囲にとどめるのであれば､厳
密な意味でのSRLの測定誤差の影響は少ないと考えられる｡
これまで､SRLの測定値は人によって異なり､個人間でその絶対値の大小を比較するこ
とは意味がなく､同一個人･同一実験での相対的な変動傾向のみが比較検討の対象となる
に過ぎなかった斗

1川)｡

覚軽水準の指標である皮膚抵抗水準(SRL)の基準をどこに求めるかについては議論のあ
るところであるが叫一牒9･98･115)､これまで､SRLの基準はできるだけ同一の覚醒水準と見
徹せる状態での値が採用されてきた｡例えば､入眠時の値を基準にとる方法であるが互

虻1･

116)､測定場所として作業現場や訓練センターを想定した場合､入眠できる状況を設定し､
その時のSRLを測定し､さらに入眠の判定を行うには困難が伴う｡
一方､皮膚電位水準(SPL)の低下率の算出の基準の多くは作業開始前の開眼安静時に求
めている斗‑7互･116)ことから､本研究においてもこの方法に準拠することとした｡しかし､
以前実施した別実験の実験開始前の5分〜10分程度の閉眼安静時の眠気段階に関する調査
結果では､非常に眠いから普通までかなりバラツキが認められ叫

90)､必ずしも覚醒水準

が同一とは見倣せない状況が推察された｡したがって､本実験ではできるだけ覚醒水準を
各被験者間で一定にすることを狙い､十分休息を取った後の実験開始時に高負荷作業(問
題呈示速度60回/分)を負荷した｡その結果､眠気感に関する自覚症状では､15例中8例
で元気､すっきり､7例が普通と答えており､大脳皮質の覚醒水準を表す指標としての眠
気感からみると､少なくとも安静閉眼時よりも個人間のバラツキは少ないと考えることが
できる｡したがって､本実験では､便宜的に実験開始時の高負荷作業を負荷した最中のSR
Lの5分間の平均値を基準値として用いた｡
実験を終了した時点で結果的に判断すると､実験中の任意の時点でのSRLがSRL基準値
を下回った例は､2例に過ぎず､それも僅かに下回っただけであったことから､実験開始
時の覚醒水準は最も適正な水準(橋本の指摘する7)フェーズⅢの状態)にあったことが推
察される｡緒言でも述べた通り､眠気感を中枢神経系､特に大脳皮質の覚醒水準の低下の
指標として利用している研究は多く互‑5ヰ,73･7斗)､ここでもこの値を目安にSRLの基準値
として採用した｡
次に､実験結果におけるSRLランクと眠気感の関係について述べる｡本実験で得た眠気
惑およびSRLランクは両者とも順位尺度であり､通常は距離尺度に変換する必要があるが
互‑117)､ここでは､順位尺度のまま適用できる検定を実施した結果､両者間には正の相関
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関係が認められ､自律神経系の指標であるSRLランクの上昇は中枢神経系の指標である自
覚的な眠気感の上昇を伴うことが示唆された｡
続いて､低負荷作業のパフォーマンスに関する従来の研究について紹介する｡Davies
叫

7斗)らは､数字を聞きそれを入力するといった3時間に及ぶ単調なタスク時の皮膚抵抗

水準､脳波α成分､パフォーマンスをZスコアに換算して比較し､それらが有意に相関す
ることを示した｡また､西村らはぃ7卑･78)､自動車運転時の皮膚電位水準(SPL)を指標と
して脳波低周波成分､E∝､JL､拍数､まばたきをパフォーマンスと比較しており､SPL低
下率により覚醒水準の低下を検出している｡このようにビジランスタスク実施時の皮膚電
気活動とパフォーマンスの比較はこれまで述べてきた通り数多く報告されているが､本研

究にぉいては､実用性の点でメリットが大きい自律神経系の指標としてSRLを採用し､基
準値を定め任意の時点でのSRLを数量的に指標化したSRLランクによる分類法を提案した｡
この結果､中枢神経系の覚醒水準の指標である低負荷作業中の｢信号見逃し率｣とSRLラ
ンクの間には有意な関連性があることが推察され､さらに､SRLランクの増加に伴って､
有意に｢信号見逃し率｣が増加すると見倣せることが分かった｡

以上､自律神経系の指標であるSRLランクと大脳皮質など中枢神経系の指標である眠気
感や信号見逃し率の問には有意な関連性が推察され､互いに正の相関関係にあることが示
唆された｡これは､脳幹に位置すると考えられる覚醒系の作用を源として､大脳皮質など
の中枢神経系や自律神経系に影響を与えているとする考え方斗

6叫)を支持するものである

と考えられる｡
次に､覚醒水準が低下した場合に､予期なしに高作業負荷が提示された場合のパフォー
マンスを検討した｡前節において､このFig.小嶋に示す曲線は､同一の覚醒水準では､
個人差に依存せずはぼ同一であるとの結論が示された叫

99)｡しかしながら､本実験では

各高負荷作業開始直前のSRLランクが1〜3の状態では､その結論にはぼ等しい結果が得
られているものの､SRLランクが高い場合(ランク4〜5)には､パフォーマンスの低下
が観測される例が示された｡これは､低負荷作業に挿入された高負荷作業のパフォーマン
スが開始時のSRLランクの高低と関連していることを示している｡このような覚醒水準低
下時の高負荷作業の出現は､自動車運転時の高速走行から市街地走行に移った場合､航空
機の計器飛行から着陸に移った場合､あるいはプラントの平常運転中に､突然､警報が発
生し､それに対処する場合などに相当するものと思われるが､この場合のSRLの挙動を測
定したものは小木らによる鉄道事故の場合のSRLの時系列変化卜96)が代表的である｡こ
れは人身事故という極端に高いストレスがかかった事例であり､事故発生時に急速にSRL
が減少し(川OKn→山OkQ)､その後しばらく復帰していない｡本実験では､覚醒低下時
に高負荷作業を実施させたわけで､インパクトやストレスレベルも人身事故と比べればは
るかに低い状況であり､Fig.山一互2(a)に示した通り､急速なSRLの低下は認められるが､す
ぐに元の漸増傾向に復帰している｡このように､与えられるストレスの大小により､その
後のSRL､すなわち覚醒水準の変動特性が異なるものと思われる｡また､Fig･1卜互6に示す
通り､高負荷作業では反応時間の増加が認められ､低下した覚醒水準が､その後の高負荷
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作業のパフォーマンスに影響を及ぼしているものと考えられる｡従来より､大脳皮質の覚
醒水準の低下が反応時間の遅延をもたらすぃ118･119)と指摘されており､今回の実験結果
を考え合わせると一端低下した覚醒水準は､突然発生したイベントのインパクトの大小に
もよるが､その影響がある程度残り､パフォーマンスが急速に回復しない場合があること
を示唆するものと考えられる｡
したがって､安全サイドで考えた場合､低負荷中に突然高負荷が出現するような場合に
は､その作業に高いパフォーマンスを期待することは望ましくないものと思われる｡また､
自律神経系の覚醒水準が低下した状況では､一部の被験者に低TSF領域(比較的精神作業
負荷が低い領域)であってもエラー率の増加傾向が認められ､反応時間だけでなくエラー
率(誤答率)にも影響を及ぼす場合があることを示している｡しかし､覚醒水準が低下し
ても､誤答率にそれほど変化が生じない被験者もいることも明らかとなり､覚醒水準の低
下のみでは簡単には説明できないことが分かった｡今後､パーソナリティ､モチベーショ
ン巨102)との関係など様々な要因を調べる必要がある｡
以上､自律神経系の覚醒水準の指標であるSRLは､中枢神経系の覚醒度の指標である
｢眠気感｣に関する自覚症状､低負荷作業の｢信号見逃し率｣および高負荷作業の｢反応
時間｣や｢誤答率｣との関連性が示唆され､大脳皮質など中枢神経系の覚醒水準の指標と
も正の相関が認められた｡したがって､本実験で用いたSRLランクによる分類法は､運転
操作時の覚醒水準の変動傾向の把握や覚醒水準低下に伴う悪影響を調べ､また､それらの
変動特性を精神作業負荷との関係を含めてモデル化する場合についても有力な基礎情報を
提供している｡

4.5

むすび

運転操作に係わるオペレークの内的要因の評価手法として､生体情報評価手法を適用す
るにあたり､まず､その基盤となる計測技術の確立とそのシステム化を図った｡また､内
的要因として重要と判断された｢精神作業負荷｣と｢覚醒水準｣に焦点を絞り､これまで
のアウトプット法など､作業における人間研究に利用されてきた各種手法(作業時間分析､
作業分析､自覚症状など)と生体情報評価手法を実験的に比較検討した｡得られた知見を
まとめると以下の通りである｡
(1)運転操作に携わるオペレークの任意の生体情報を無拘束､無侵襲､連続的に計測し､
パラメータ解析および周波数解析をオンラインで実行できる生体信号計測システム
を開発した｡
(2)オペレークの行動､視覚系挙動､身体挙動などの行動情報と生体情報を同時並行的
に計測できる人間特性総合解析システムを開発した｡
(3)(1)および(2)のシステムの適用性および性能評価をした結果､運転操作時のオペレー
クの生体情報の計測･解析に活用できることを示した｡
(4)作業時問分析の結果得られた精神作業負荷の評価指標としてのTSF(%:実際の
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情報処理量/最大情報処理量)は､被験者による能力の遠いを反映し､しかも単位
時間に与えられた情報量ともよく比例することが確かめられ､最もシングルチャネ
ルモデルの定義に忠実な指標として活用できる｡
(5)また､このTSFは従来の二重課題法､自覚症状による方法などアウトプット法に
より得られた値とよい相関関係を示していた｡
(6)基準的な精神作業負荷の指標TS

Fと生体情報の関係を調べた結果､もっとも良い

相関関係を示した生体情報は､皮膚抵抗反射パルス(SRRP)であり､しかも個
人差による影響も小さいことが明らかとなった｡また､SRRPは二重課題法､自
覚的多忙感との相関性も有意であった｡
(7)作業種別を変えた場合にもTSFはSRRPとの間に有意な相関関係が認められた
が､短期記憶作業の場合には､記憶保持期間中にSRRPの発生が極端に減少し､
この相関関係が崩れる｡
(8)作業種別を変えて､二重課題法を適用したところ､これまで精神作業負荷の指標と
して利用されていた誤反応率よりもむしろ､反応時間にTSFとの相関関係が認め
られ､作業の違いによる影響も少なかった｡
(9)TS

Fが60%を超えた時点で急速に主作業のエラー率が増大する傾向が認められ､
80%の時点ではどの作業でもどの被験者であってもエラーが増大する領域に入る｡

(10)精神作業負荷の評価法は､どの手法も一長一短があり､作業時間分析ができる作業
についてはTS

Fがもっとも良い指標となる｡しかし､作業時問分析ができない場

合には､二重課題法の反応時間を指標としてTS

Fに換算する方法により､精神作

業負荷の値を定めることができる｡生体情報のうち､SRRPを利用した方法では､
作業時間中に連続的に計測することが可能であり､時系列的な負荷の変動特性を計
測する場合に有効に活用できる｡このように､アウトプット法と生体情報を併用す
ることにより､これまで難しかった精神作業負荷のモニタリングが可能となる｡
(11)自律神経系の覚醒水準の指標としての皮膚抵抗水準(SRL)と中枢神経系の指標であ
.る｢眠気感｣および低負荷作業の信号見逃し率との間には､有意な関連性が推察さ
れ､相関関係が認められた｡
qカ

覚醒水準低下時に､高負荷作業が負荷された場合には､その反応時間や誤答率が増
加する傾向が見られ､覚醒水準低下の影響は短時間は継続し､作業上好ましくない
影響を与える｡また､その影響の程度は被験者によって異なっていた｡

(1笥 自律神経系の覚醒水準の指標として､測定が容易かつ体動などによるアーチファク

トの影響が少ないSRLを利用することができる｡
(畑

作業開始時に短時間の高負荷作業を負荷した状態でのSRLを基準とすることによ
り､測定時の抵抗値がその何倍になっているかで数量化することができ､それを覚
醒水準の指標とすることができる｡

以上､本章では生体情報計測システムの開発を行い､オペレークの内的要因としての精
神作業負荷および覚醒水準の評価方法を提案した｡これらの内的要因の評価は､生体情報
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評価法とアウトプット法を併用することにより､それぞれの長所を活かした評価を行うこ
とができ､内的要因の変動によるヒューマンエラーメカニズムの解明､パフォーマンスへ
の影響を解明するうえで､有力な方法論を提供することになる｡
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第5章

5.1

オペレータ行動のシミュレーション

まえがき

これまでブラックボックスに近い形で取り扱われていた運転操作に関連したオペレーク
の思考過程を解明することによって､始めて本質的なヒュユーマンエラーの発生メカニズ
ムの検討が可能になるものと思われる｡4章まで述べてきた精神作業負荷や覚醒水準など
のオペレ一夕の内的要因が思考過程にどのように作用し､結果的に期待されるパフォーマ
ンスとの問にどんなミスマッチが生ずるかなど､その因果関係を探る場合にも､オペレー
クの思考過程についての情報が必要となる｡しかしながら､オペレークの思考過程は外界
からは明示的に観察できないためその解明には困難を伴う｡一方､第2章で述べた通り､
近年の知識工学やニューラルネットワークなどの計算機利用技術の格段の進歩により､適
切かつ十分な情報が得られれば､あいまいかつ複雑な思考過程をシミュレーションできる
可能性が指摘され､幾つかのオペレータ行動モデルが開発されつつある｡このオペレーク
行動シミュレーションモデルの開発は､原子力発電所への人間工学的手法の適用にあたり､
調査､分析､および評価の各段階で得られた実験的な知見や様々な関連情報に立脚して､
これらの一般化や集約によりヒューマンエラーメカニズムの解明やその防止対策の立案に
結び付けるための包括的なアプローチと位置づけられる｡このようなオペレーク行動のシ
ミュレーションは､ここ10年程度の背景を持つに過ぎないが､将来的には以下の課題を
検討する場合の有効な道具として活用することを念頭に置いている｡
(1)運転員が陥りやすい錯誤や固定観念など人間の思考過程の細部に踏み込むことにより､
情報処理過程でのエラーの根本原因を突き止め､その予防策を講じる
(2)運転チームとしての効果を最大限に発揮するための望ましいコミニュケーションのあ
り方やリーダシップの発揮などを検討し､訓練に反映させる
(3)新型制御盤や兆候ベースの運転手順書の導入が運転員のパフォーマンスに及ぼす影響
を様々な条件(異常事象の種類など)を加味して評価し､その望ましい導入方法につ
いて提言する
(4)プラントの自動化の範囲の拡張や新たな設備の導入に際して､適切なヒューマン･マ
シンの役割分担を考慮したトータルな評価を行い､その導入の効果を事前に予測する
(5)将来的な直体制や構成の変化がプラント全体の安全性･信頼性にどのような影響を与
えるかを予測し､望ましい方向性を示す
(6)マシン側のトラブルと運転員側のエラーとの相乗により発生する可能性が残されてい
るシビアアクシデントについて､確率的に無視できる程度としても､それに繋がるパ
スを多角的なシミュレーションにより､解明･把握し､事前の予防対策に反映させる｡
本章では､思考過程を含めたオペレークのふるまいをシミュレーションできるモデル開
発について述べる｡最初にオペレーク行動モデル全体の枠組みを示し､続いて､オペレー
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夕の思考過程のシミュレーションモデルの核となるメンタルモデルについて説明する｡こ
のメンタルモデルはBWR訓練センターでの実験結果や経験豊かなオペレークへのインタ
ビューとディスカッションなどにより得られた知見により作成したものである｡続いて､
このメンタルモデルを核としたダイナミックなオペレーク行動を模擬するため､オブジェ
クト指向モデリング技術を利用して人間行動の素過程を丹念にモデル化した｡また､オペ
レークの内的要因の影響過程をこのシミュレーションモデルに組み込むため､ニューラル
ネットワーク技術を利用した｡以上により､設計とプログラム化を実施し､代表的なマル
ファンクション(人為的な機器故障)を対象にシミュレーションを行い､動作確認を行っ
た｡

このオペレ一夕行動モデルは､最終的にはチーム行動としてのシミュレーションを

目指していることから､オペレーク問の会話やチーム内の意思決定過程および役割分担を
模擬するヒューマン･ヒューマン･インタフェース(HHI)との接続を考慮している｡
したがって､第2章3.4節に述べた通り､これまでのオペレーク行動モデルにはない会話
機能など多くの特徴を有するものとして完成させた｡

5.2

オペレ一夕行動モデルの全体構成と基本機能

5.2.1.オペレ一夕行動モデルの全体構成
Fig.5‑1に､本研究の最終段階として将来的に完成する計画としている｢発電プラント
運転チーム行動シミュレーションモデル(SYBORG:Simulation
the

Operating

System

for

Behavior

of'

GIlOuP)｣のブロックダイアグラムを示すが､操作対象とするプラントモデ

ルおよび運転員のふるまいを模擬する運転チーム行動モデル､ならびに両者をっなぐマン
･マシン･インタフェースモデル(MMIモデル)を含めた総合的なシステムである｡
本論文で述べる｢オペレーク行動モデル｣は､運転チーム行動モデルを構成する3人の
個々の運転員をモデル化したものであり､一人のリーダと二人のフォロア(原子炉運転員
とタービン運転員)とに分けられる｡このオペレーク行動モデルの最大の特徴は､発話機

鞘儲諾竺呂慧圭詑…

Fig･5‑1覧S呈彗md妄喜芦r邑警h2吉1語e｡字Ⅴ…E…lap≡ぎ
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能により他の運転員と情報交換ができること､ならびにHHIを介して､チームとして協
調を保った行動ができることである｡
このオペレーク行動モデルは､Fig.5‑2に示すブロックダイアグラムから構成され､H
HI･(ヒューマン･ヒューマン･インタフェース)からの発話情報およびMMI(マン･
マシン･インタフェース)からの盤情報を入力とし､出力として発話および動作を行う個
々の運転員のモデルであり､｢注意力マイクロモデル｣｢思考マイクロモデル｣｢動作マ
イクロモデル｣｢発話マイクロモデル｣｢短期記憶｣｢中期記憶｣｢長期記憶｣の7つか
ら構成される｡

MMI:Man‑MachineInterface

ATTN:Attention

HHI:Human‑HumanInterlf､ace

STM:Shor･t

to

MMI

to

HHI

MTM:MediumTer､m
Term

Memory

LTM:Long

Ter‑m

MM:Micr10Model
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5.2.2.オペレ一夕行動モデルの基本機能
(1)注意力マイクロモデル
オペレークに与えられた発話情報および盤情報に気づくか否かについて､スクリーニン
グを行う部分である｡発話情報の場合には､発話のボリュームと相手の職位､盤情報の場
合は計器類の注意喚起度(異常をどの程度目立たせているかを表す計器固有の指標)と視
野の範囲(視点､中心視野､周辺視野に分類)､および当該オペレークの覚醒度や精神作
業負荷などの影響を受ける注意力の大小によりスクリーニングが行われる｡
(2)思考マイクロモデル
注意力マイクロモデルを通して獲得した情報および自らの知識に基づいて､現在の状況
を理解し､対応策を模索して実行に移す過程を模擬する本モデルの核となる部分である｡
ここでは､獲得情報に関連する長期記憶の内容を取り出して､現状での原因候補やプラン

ー15

3‑

Memory
Memor､y

トの挙動予測を行うためのメンタルモデルを中期記憶(作動記憶)内に生成する｡メンタ
ルモデルとは､オペレークが過去の経験や知識により形成された運転対象のプラントに対
する具体的なイメージの総称である｡したがって､このメンタルモデルはオペレークの思
考を進めるための基本となるものであり､具体的には､正確な現状認識を行い､続いて､
事象の推移についての予測とこの事象の発生原因についての推論を実施するとともに､定
められている対応策を長期記憶から検索して､行動目標を決定する｡このメンタルモデル
に示唆された行動目標を達成するために､具体的な対応として発話意図あるいは動作意図
を形成していく｡
(3)動作マイクロモデル
思考マイクロモデルで形成された様々な動作意図(例えば､目的地まで歩き､目的の操
作具を確認して操作する)を具体化して実施する部分である｡また､動作に要する標準時
間をテーブルから読み取り､それにストレスや性格などを考慮して実際の動作時間を求め
る計算を併せて行う｡さらに､計器の｢読み取り｣や他運転員の発話を｢聞く｣などの動
作も模擬する｡
(4)発話マイクロモデル
思考マイクロモデルで形成された発話意図(運転員AにBポンプを起動させるなど)を
具体的な言葉にする機能を有する｡ここでは､計算機的に記号化されている発話意図を発
話デT夕べースの中から該当する文例を検索して､実際の発話に近い形式に変換する｡ま
た､発話に要する時間も計算する｡
(5)短期記憶
数十秒程度で減衰する短期的な情報の貯蔵を行う部分である｡これは､注意力マイクロ
モデルを通過してきた情報を書き留めておくための記憶であり､状態量や警報などMMI
情報､および指示や提案などのコミニュケーション情報を受け取ったことを一次的に記録
し､前述の注意力マイクロモデルと思考マイクロモデル間の情報伝達をスムースにする｡
(6)中期記憶(作動記憶)
前述の思考マイクロモデルに取り入れた情報の内容を識別し､整理して保存する部分で
ある｡メンタルモデルを作成するための長期記憶の中に蓄えられたルールに基づき､外界
から取り入れたイベントあるいは数値などの情報を記入してメンタルモデルのインスタン
ス(メンタルモデルの基本形に具体的な内容を書き込んだもので､以下は単にメンタルモ
デルと呼ぶ)を新規に作成したり､更新したりする｡同時に対応すべき課題が複数ある場
合には､対応すべき課題(事象区分)ごとに､この中期記憶内に複数のインデックスを定
義し､これをインデックス1､2..という形で識別する｡個々のインデックスはメン
タルモデルとページを持ち､一つのメンタルモデルに複数の状態量(原子炉水位､復水器
真空度など)を含む場合には､各々の状態量ごとにべージを生成し､警報､指示値および
操作などの履歴を記録する｡
(7)長期記憶
プラントの構造､プラントパラメータの意味と相互の関連およびプラント全体の挙動に
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関する知識(プラント知識)､言葉の理解や用語に関する知識(一般知識)､操作手順に
関する知識(操作知識)およびこれまでの経験についてのエピソード記憶(経験知識)を
整理して､記憶している部分であり､対応に必要な部分が中期記憶に移される｡

5.3

オペレーク行動モデルの設計

5.3.1.オペレータ行動モデルの設計の流れ
Fig.5づに本研究におけるモデルの設計の流れを示す｡オペレーク行動モデルの設計は､
大きく分けて､2つに分割される｡一つは､エキスパートシステムでの推論エンジンに相
当する｢メンタルモデル｣の構造とその生成過程を長期記憶の知識ベースとの関係から明
確にすることである｡もう一つは､そのメンタルモデルを核として思考過程を含めた行動

DESIGN

Ⅰ‑A.FUNCTIONAL

Ⅱ‑A.CONCEPTUAL

′一一一一‑‑‑→

DESIGN

′一一一‑‑‑一一→

Ⅰ‑B.PRCX;RAM
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DESIGN

Ⅱ‑B.Ⅸ℃UMENTATION
CONSTRUCTUAL

′一一一一･〆‑‑→

Fig.5‑3

0utlined

design

process

forldeve10Ping

the

Oper‑atOrlBehavior

過程を動的に模擬するため､オペレークのふるまいを｢ダイナミックモデル｣として構築
することである｡

まず､Fig.5‑3に示すようにメンタルモデルに関しては､シミュレー

タ実験を繰り返し実施することにより運転操作行動に関する知見を集積し､続いて､それ
ぞれの局面における考え方および思考パターンを経験豊かな運転員へのインタビューやディ
スカッションにより把握していった｡これにより､運転員の思考は原因の推定や診断だけ
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でなく､プラントの挙動予測を併せて実施していることを明らかとするなどメンタルモデ
ルの概念設計を行った｡次に､この概念モデルを具体化するために知識処理技術を適用し､
長期記憶の知識ベースの構造や構成との関係を考察することにより､メンタルモデルの生
成方式を明確にしていった｡最後に､知識処理ツールとしてのNexpert

Object(オブジェ

クト指向知識処理システム)を活用して､具体的な知識ベースを組み込みメンタルモデル
の生成プロセスをルール化した｡
一方､メンタルモデルによって与えられた行動目標や対応を具体的に実施していくため
のダイナミックモデルについては､同じくシミュレータ実験結果からオペレークが果たし
ている機能を個別に分解し､入力された情報がどのようなプロセスで動作あるいは発話と
結びついているかを理解していった｡これにより､オペレークの動作方式や詳細機能を明
確に定義し､各機能間の情報の流れを明らかにした｡次に､ダイナミックなシステムの設
計に最適なオブジェクト指向モデリング技術5

1)を適用して､ダイナミックモデルのプロ

グラム設計を行い､オブジェクト指向言語C++ならびに有限状態マシンを表現するツール
を用いてコード化した｡
また､メンタルモデルについても､ダイナミックモデルと融合する必要があるため､最
終的にはオブジェクト指向モデリング技術を用いてプログラム設計を実施した｡このよう
な過程を経て､ダイナミックモデルおよびメンタルモデルを統合し､オペレーク行動モデ
ルを開発した｡したがって､次節では､まず､メンタルモデルについて説明する｡

5.3.2.

メンタルモデル

オペレークがMMIからの様々な情報を認知し､現在の状況を正しく理解し､的確に対
応していくためには､プラントの挙動に関して正確なメンタルモデルを持つ必要がある｡
このメンタルモデルを作成するためには､｢定性シミュレータ｣的なプラントモデルに､
運転員個々が認知しているプラント状態量の値を代入して､今後のプラントの挙動予測あ
るいは原因同定を行っているとする見方がある｡事実そのような考え方にしたがって､各
種の運転支援システムが開発されている5‑2叫)｡しかしながら､運転員が多数の状態量の
挙動を定性方程式に代入して､頭の中でそれらの状態量の挙動予測を逐一計算していると
は考えにくい｡運転員とのディスカッションや実際の事象での運転員へのインタビューや
訓練センターでの実験結果においても､定性方程式的な思考はまったく観測されず､ほぼ
これまでの経験と知識に基づいて､正確にプラント挙動の予測を行っており､どちらかと
いうとパターン認識に近い｡この事実を説明するために､ここでは､運転員がどのような
メンタルモデルを形成し､プラントの挙動や原因を推定しているかについて述べる｡

(1)シミュレータ実験におけるオペレータの対応分析
運転員が形成しているメンタルモデルについての具体的なイメージを明確にするために､
実際の運転クルーが異常事象に対してどのような対応を行っているのかについて､BWR
訓練センターにおいて､幾つかの実験を行ってきた5
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な運転員の行動､会話､操作の履歴をアクションフロー､コミニュケーションフロー､ポ
ジションフローといった形に整理して詳細なふるまいおよび行動目標の変遷､チームとし
ての協調過程などを分析してきた5

7)｡その結果をさらに単純化し､シミュレータ実験で

の対応過程をいくつかのステージに分割し､各ステージで運転員が注意を払っていた状態
量の変遷､それぞれのステージでの戦略､小目標および大目標､さらにそれらの目標に応
じた対応策の選択という観点から､実際の運転員の思考過程を検討した｡その結果､異常
事象が発生した場合､運転員が常に注意を払っている状態量は最大2つ程度であり､多く
の場合は単一の状態量の動向に集中して注意を払っているという事実が浮かび上がってき
た｡また､注意を払っている状態量がそれより悪化しないようにするために目標を立て
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(例えば､真空度が悪化していれば､出力を落として蒸気発生量を少なくする､あるいは
蒸気の排出量を増すなど)､その目標を実現するための対応を実施していることが分かっ
た｡しかしながら､プラントには単一の状態量に連動して動く複数の状態量が存在するこ
とも事実であり､運転員はそれらの状態量にも注意をある程度分散させていることが分か
った｡ここでは､以下に示すシミュレータ実験で得た3事象を対象に､時間の経過ととも
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にどの状態量に注意を払っていたかを図式化した結果をFig.5‑5に示す｡
a.復水器真空度低下事象
まず最初の事例では､復水器への外部空気のリークを防ぐための封水シールの水位が低
下するといったマルファンクションへの対応である｡この場合には､封水水位が最初の監
視パラメータであるが､これとはぼ同時に復水器真空度に注意が移っている｡復水器真空
度はこの後徐々に悪化し､対応策が効果を表さないため､タービントリップに至り､イン
ターロックにて原子炉スクラムに至った｡
b.ホットウェル水位低下事象
次の事象は復水器ホットウェルに破断が生じたというマルファンクションである｡この
場合には､床汚染の警報が発生すると同時に破断箇所を調べるなど､原因同定を行ってい
る間に復水器ホットウェル水位低の警報が発生し､運転員の注意はホットウェル水位に移っ
ている｡その後､ホットウェル水位がさらに低下する場面で､運転員はホットウェル水位
｢低低｣が発生により給･復水ポンプがトリップしてしまうインターロックがあることを

想起する｡その後､｢低低｣が実際に発生した後は､原子炉水位の動向に注意が集中して
いる｡原子炉水位が徐々に低下する局面では､水位を回復しようと補助給水系を作動しよ
うとしたが作動せず､水位L3に至る前に原子炉スクラムしている｡その後も水位が回復
しないため､緊急炉心冷却装置の作動(LPCI､HPCP､RHR)など水位回復のた
めのあらゆる手段を講じることとなった｡
c.SR弁開固着事象
3番目の事例は安全逃し弁(SR弁)が開園著し､それを復旧しようとするが成功せず､
これに関連する状態量を想起した｡これには､ホットウェル水位､サブレッション水位
(SP水位)､ドライウェル圧力､および原子炉圧力などがあるが､運転員が最も注意を
払っていた状態量はホットウェル水位であり､給･復水ポンプトリップ後は前事象と同様
に原子炉水位であった｡原子炉水位の低下が収まった後は､ドライウェル圧力に注意が移
っていった｡

以上の結果から､運転員が集中して注意を払っている状態量を主要状態量とし､それに
連動して動く状態量を関連状態量として理解すると運転員の目標の立て方､目標に応じた
対応策の内容などを統一して説明できることが分かった｡すなわち､警報によって事象発
生を知り､その後､変動している状態量のトレンドと重要性から､変動しているいくつか
の状態量から集中監視が必要な主要状態量を選択しているとする見方である｡また､運転
員は､その主要状態量がそのまま悪化していった場合に発生するインターロックにも注意
を払っており､基本的には､そのインターロックの内容をも視野に入れて､対応操作を実
施している｡また､対応操作は､SR弁誤開放の場合には､それを閉止する操作など当該
マルファンクションを単純に打ち消すための当面対応､状態量がそれ以上悪化しないよう
にするための緊急対応､および原因を同定するための対応と原因を除去するための原因対
応に分離できることが分かった｡また､緊急対応については､これまでの経験による知識
に基づいて､プラント状態の進展予測を行ったうえで対応していることが分かった｡
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(2)事象分析結果によるメンタルモデルの構築
実事例の分析により､運転員が任意の時点において最大の注意を払っているのは､はと
んどの場合に単一の状態量であり､その状態量については連続監視を含む厳重な監視体制
を取っていることがわかった｡その他の主要状態量とはならなかったいくつかの状態量は
関連状態量として､トレンドの監視程度を随時実施している｡
Fig.5‑5に示した実事象の分析結果を一般化するため､ファーストヒットの警報が発生
した後に運転員が想起する一連の思考過程を運転経験者とのインタビューおよびディスカ
ッションにより丹念に検討した｡その結果､Fig･5‑6に示すような一般化が可能であるこ
とが分かった｡ただし､同図はファーストヒットの警報として､｢状態量関連の警報(状
態量が設定値を超えた場合)｣ではなく｢イベント関連の警報(例えば､弁の開閉､ポン
プ起動/停止など)｣が起こった場合を仮定している｡このメンタルモデルは以下の手順
で生成されると考えた｡
a.最初の警報が発生した後､この警報と関連する状態量をリストアップする｡
b/最初の警報がイベント関連であった場合には､当面対応として､そのイベントの影
響を緩和する対応策を実施する｡例えば､ポンプトリップが発生した場合には､待
機ポンプを起動するなどであり､当面対応が無い場合もある｡続いて､当該イベン
トと関連が深い状態量をリストアップする｡また､最初の警報が状態量関連の場合
には､その状態量と関連が深い状態量をリストアップする｡
c.最初の警報と関連が深い状態量の現在値とトレンドを読み取り､その中から､どの
状態量が最も重要であるかを勘案して主要状態量を決定する｡主要状態量の決定に
は､それらの状態量の相対的な重要度とトレンドが関与している｡
d.主要状態量がこのまま推移するとどのような経過で事象が進展するか予測するとと
もに､最初の警報が発生した原因の候補をリストアップする｡
e.主要状態量の推移および将来発生するインターロックなどを勘案し､そこに至らせ
ないための対応策を想起する｡対応策はそれぞれの警報設定点ごとに用意する｡ま
た､警報設定点に至る途中の位置にマイルストーンを設定し､そのマイルストーン
にも対応策を張りつける場合もある｡この対応策を緊急対応と呼ぶ｡
このような手順を経て､Fig.5‑6に示すメンタルモデルが生成され､このメンタルモデ
ルは､新たな情報が入るごとに更新されていく｡また､すでにメンタルモデルが生成され
た後に､これと無関係の警報が発生した場合には､これをきっかけとして新たなメンタル
モデルを生成し､中期記憶内に別のインデックス(対応すべき課題ごとにインデックスを
定義し､インデックスにはそれぞれに対応するメンタルモデルおよび履歴情報を記入した
ページが格納される)を生成し､ここに格納する｡このような手順で生成されたメンタル
モデルをオペレーク行動モデルに組み込み､これを運用することにより運転員のふるまい
を｢ダイナミックモデル｣に記述していく｡このメンタルモデルの生成規則や長期記憶と
の関連の深いその生成方法については､後述のオブジェクトおよび機能モデルの節で詳細
に述べることとする｡
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5.3.3.オブジェクト指向モデリング技術による設計
これまで､プログラム設計の主流であったフローチャートは､時間的な前後関係を織り
込みにくいなど必ずしもダイナミックなシステムの記述に適していない｡また､オペレー
ク行動モデルでは､思考の中断や並行処理などが予測されるため､そのフローチャートが
時系列的に正確かつ矛盾なく動作し､想定した機能を満たしているか否かを検証すること
が難しい｡そこで､本研究では､このようなダイナミックなシステムの記述に適した｢オ
Techniques)｣を利用することと

ブジェクト指向モデリング手法(OMT:ObjectModeling

した｡このOMTはFig.5‑7に示すように､これまで｢手続きの階層｣と｢データ構造の階
層｣を分離して取り扱ってきたものを､クラス階層という単一化された階層で両者を統合
して取り扱う手法である5

1)｡この手法では､オペレーク行動モデルの静的な構造(オブ

ジェクトモデル)､行動のダイナミクス(動的モデル)､データ処理プロセス(機能モデ
ル)を別個に分離してモデル図として記述するが､クラス(オブジェクト)という共通概
念を用いているために､それぞれが別個に動作するのではなく､あたかも単一プログラム

であろかのように統合して動作させることができる｡また､OMTにより得たモデル図を作
成すれば､オブジェクト指向言語を用いて比較的容易にプログラム化に至る｡
オブジェクト指向モデリング技術は以下に述べる異なった3つの側面からモデル図を作
成しプログラム設計を行うものである5
･オブジェクトモデル=‑‑‑‑

1)(作図規則は参考文献5

1)を参照のこと)｡

システム全体の静的な構造を明確にするためのモデルであ

る｡手続き(処理)とデータの共通の構造や振る舞いを共有させるために｢オブジェ
ジェクトクラス｣を設定し､これらの静的な構造や各クラス問の関係を記述したもの
であるト1)｡
HierarchicalData

Hier､arChicalProcedure

Structure

HierarchicalClass

Structurle

Structure

*戦路一M濫温≡:怒畠q2冨e欝d…tSi2g5ep要琵喜ヨ冨主

Fig･5‑7詑n諾…S主旨3望cモe蕊里‡呂gO…e霊語q己設Ctureandpro
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･動的モデル･…‥時系列的な観点から､各クラス間の遷移やクラス内の挙動を状態遷
移図によって視覚的に表現する｡この状態遷移図は状態と状態問の遷移を表す事象に
よって記述され､各クラスごとにこの遷移図を作成する必要がある｡したがって､動
的なシステムに時間の概念を取り入れて記述するのに適している5

1)｡

･機能モデル･…‑‑各クラス内でのデータの変換､制約および演算などが時間の前後関
係には無関係にどのように行われるかを記述するものである｡したがって､この機能
モデルは機能モデルが作成されているクラスが呼び出された場合に実行されることに
なる｡この機能モデルはデータフロー図として記述される5‑1)｡このデータフロー図
はすべてのクラス内のデータフローを記述する必要はなく､データの変換やソースな
どが多岐に及び複雑な場合にのみ記述すればよい｡本モデルの場合には､メンタルモ
デルの生成と長期記憶内の知識ベースからの知識の検索に関して作成する｡

5.3.4.オブジェクトモデル

(1)●オペレータ行動モデルのオブジェクトモデル

Fig.5‑1に示したように､本研究で開発しようとするシステムの最終的な構成は､3名
のオペレーク､MMI､HHIおよびプラントを含む総合的なシステムであることを考慮
すると､オペレークのみを単独で取り出して全体構成を考えるのは得策でない｡なぜなら
ば､個々のオペレークは外部とのインタフェースを持ち､それぞれ密接に関連しあってい
るからである｡したがって､ここでは､Fig.5‑1に示したSYBORG全体のオブジェク
トモデルを作成することとした｡これにより､全体の枠組みを明らかとし､オペレーク行
動モデルについて､開発すべき個々のクラスの分担を明確とすることができた｡
オブジェクトモデルの作成にあたっては､オペレーク行動モデルの機能や動作方式を明
確にし､それらを､各マイクロモデルごとに､さらに単一の機能に分解することにより､
オペレーク行動モデルの機能をオブジェクトクラスに分割した13･16)｡作成したSYBO
RGの全体のオブジェクトモデルをFig.5‑8に示す｡このオブジェクトモデルでは､それ
ぞれのボックスがクラスに対応し､オペレ一夕行動モデルに対応しているのはクラス｢オ
ペレーク｣である｡また､クラス｢オペレーク｣は､それぞれ次のクラスで構成される｡
すなわち､i)注意力マイクロモデルに対応したクラス｢注意力｣､追)思考マイクロモ
デルに対応したクラス｢思考｣(この思考はさらに｢スキル処理｣と｢ナレッジ処理｣に
分割され､さらにナレッジ処理は｢状況理解｣と｢中期記憶(MTM)｣および｢対応｣
に分割される)､邑)発話マイクロモデルに対応したクラス｢発話｣､k)動作マイクロ
モデルに対応したクラス｢動作｣､さらに､クラス｢長期記憶(LTM)｣および｢短期
記憶(STM)｣である｡ここで､中期記憶はナレッジ処理と密接な関係があり､メンタ
ルモデルもこの中期記憶に格納されることからナレッジ処理の一部に含めた｡その他､S
YBORGとしての機能を発揮するため､プラントの過渡状態を計算するシミュレータと
してのクラス｢プラント｣､プラントからの情報をオペレークに伝達するためのクラス
｢MMI｣､オペレーク間の会話の管理､役割の分配および意見調整を行うために､クラ
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ofindex.

OPeratOrS

measureS

by
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ス｢HHI｣を設け､それをさらにクラス｢発話管理｣､｢役割分担｣および｢競合解消｣
に分割した｡ここで､｢ナレッジ処理｣｢思考｣｢リーグ｣｢フォロア｣｢HHI｣はそ
の下に部分クラスを持つ集約クラスとして定義した｡また､｢運転員｣は｢リーグ｣と
｢フォロア｣の集約クラスからなるスーパークラスとして定義され､リーダとフォロアの
違いは属性が違うのみであり､基本的な性質は保存される｡ここで定義したクラスの内容
と機能をTable5‑1に取りまとめた｡
Fig.5‑8に示したオブジェクトモデルを簡単に説明する｡まず､運転員はリーダとフォ
ロアから構成される｡ここで､リーダとは､最終的な意思決定者としてのユニットの運転
責任者であり､例えば､実際のプラントでは当直副長にあたる者である｡フォロアとは､
監視･操作を実施する者で､原子炉運転員とタービン運転員から構成される｡リーダとフォ
ロアから構成されるオペレ一夕は､MMIとの間に警報発生を介して関連がある｡MMI
に表示されている全ての計器の値､警報発生の有無､および操作具のON/OFFあるい
は操作量などの盤情報は､プラント状態パラメータテーブルに一覧表の形式で記載されて
いる｡これを実際の現象と結び付けて説明すると､運転員はMMIに表示されたプラント
の警報発生に気付き､さらに､MMIに表示された盤情報を観察できると同時に､獲得し
たことをプラント状態パラメータテーブルに通知して同じ情報を何度も取り込まないよう

にすることができる｡また､MMIとプラントは操作およびプラント情報を介して結合さ
れており､プラントは時々刻々のプラント状態を計算し､MMIにその値を通知するとと
もに､運転員がMMIに対して行った操作をプラントに伝達できることを示している｡ま
た､運転員のうち､フォロアは動作(見る､操作する)を介してMMIと関連がある｡す

なわち､運転員のうち､フォロアのみがMMIの具体的な表示内容を獲得し､操作できる
ことを示している｡
運転員問の関連として示したHHIは､具体的には､発話管理､役割分担および競合解
消から構成される5‑8)｡HHIを構成する発話管理とはクラス｢発話｣で具体的な言語に
変換された後に､発話を実行する場合のボリュームおよび適切な相手を指定する部分であ
る｡また､役割分担は､それぞれの運転員が対応として何を実施するかを､インデックス

優先度(どの課題を優先的に処理するかを決める指標)により決定する部分である｡また､
競合解消とは､各運転員間で対応策に違いが生じた場合にチームとしてどの対応策を採用
するかについて､両者間の人間関係の強弱や性格の違いなどに依存した意見調整を図る部
分である｡
リーダとフォロアの下部構造としてのクラス｢思考｣はスキル処理とナレッジ処理の2
っに分割される｡スキル処理では予め決められた通りの対応､例えば､警報が鳴ったら見
にいくなどの運転に関する専門知識とは独立に実施できる定型的な処理を行う｡一方､ナ
レッジ処理は､得られた情報をもとに､メンタルモデルを生成し､それにしたがって目標
を立て､対応策を実施するための状況理解を行う｡また､理解した状況にしたがって､緊
急対応あるいは原因対応などHHIで役割分担された対応を実施することになる｡
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(2)メンタルモデルのオブジェクトモデル
前述の5.3.2.で述べたメンタルモデルをオペレーク行動モデルに組み込むためには､こ
のメンタルモデルをオブジェクトモデルで表現する必要があるため､オブジェクトモデル
の記述法にしたがった5‑1)メンタルモデルのオブジェクト構造をFig.5‑9に示す｡まず､
このオブジェクトジェクトモデルの構造を説明する｡先に述べた通り､このモデルに示す
警報には2種類がある｡一つはイベントに関連する警報､例えば､床汚染､ポンプトリッ
プ､弁誤聞/閉などで､機器の起動/停止など設備の不調に関する警報で､これを｢イベ
ント関連警報｣と称する｡また､もう一つは､状態量に関連する警報であり､プラント状
態量が正常値から外れた場合に､その値が設定点(スレッショールド)を超えた場合に発
せられる警報であり､これを｢状態量関連警報｣とする｡Fig･5‑6に示した通り､あるイ
ベント関連警報が発生すると､その影響がある状態量に波及し(イベント状態量関連)､
さらに､この状態量は､また別の状態量に波及する(状態量関連)｡このように､通常は
一つのイベントが発生すると複数の状態量がその影響を受ける｡このように影響を受けた
複数の状態量のうち､最も緊急に対応しなければならないものを主要状態量とし､残りを

関連状態量とみなす｡運転員はこの主要状態量を対象に対応を行っていくことになる｡ま
た､この状態量は､時間の経過とともに徐々に悪化し､この状態量がある設定点を超えた
時点で､状態量警報を発生することになる｡また､状態量の種類によっては警報設定点以
外に緊急対応操作の目安となるマイルストーンを持つこともある｡また､状態量警報が発
生した時点にも､それを目安として対処すべき緊急対応がある｡通常は状態量警報は2段
階(低､低低など)あり､そのいづれにも緊急対応が定義されている｡さらに､状態量が
ある設定点に達すると､自動的にあるイベントが発生するといったインターロックが組ま
れている場合があり､Fig.5‑9にはこの関係を記載した｡マルファンクションあるいはイ
ンターロックによりイベント警報が発生した場合には､当面対応を実施する｡この当面対
応とは､イベントとして､例えば､ポンプがトリップした場合には､待機ポンプを起動す
るといった通常で言えば自動起動に相当するような操作が含まれる｡これらの一連の事象
シーケンスを纏めて､ここでは､インデックスとして定義している｡単数インデックスは
単一事象に対応し､複数インデックスは複合事象に対応している｡予め実験者が設定する
マルファンクションの数がインデックスの数に対応することになる｡また､最初に発生し
た警報により､原因同定を行うが原因は多くの場合､これまで述べたようにインデックス
ごとに単一となるので各々のインデックスに対応させて(最初に発生した警報の原因が対
応することが多い)､原因を持たせる形式としている｡原因が識別されれば､原因ごとに
原因対応を行うことになる｡
Flg.5‑9に示したメンタルモデルの作成ルールは､長期記憶中に格納されており､シミュ
レーションにおいてはこのルールにしたがって､実際のイベントや状態量名称および値を
書き込んで､個々のインスタンス(あるルールに実値を代入して得た複製をインスタンス
と呼称する)がMTMの中に生成され､そのインスタンスを作成･更新するなどの処理を
行いないながら､運転員は対応操作を実施していくことになる｡
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5.3.5.動的モデル
オブジェクト思考モデリング技術では､動的モデルはFig.5‑8に示したオブジェクトモ
デルの末端の各クラス､すなわち､｢注意力｣｢スキル処理｣｢状況理解｣｢対応｣｢発
話｣｢動作｣｢STM｣および｢MTM｣について､各々の具体的かつ詳細な機能および
動作について時間の前後関係を書き下していくものである｡クラス｢長期記憶(LTM)｣
は内容を参照されるのみで､内部状態が変化しないので動的モデルは必要ない｡したがっ
て､クラス｢長期記憶(LTM)｣については､その構造およびメンタルモデルの生成過
程を｢機能モデル｣で取りまとめて述べる｡上述の各クラスは互いに独立したものではな

く､クラス間の遷移などにより相互に関係しあうため､オペレーク行動モデル全体での情
報の流れやクラス間の関連を処理フローの形式で明確としてから､個々のクラスの動的モ
デルを作成していく｡また､この全体の処理フローではナレッジ処理の内容を明確に表現
することができないため(複雑になり過ぎる)､ナレッジ処理の部分のみを別途記述し､
ここでの具体的な対応過程での情報の流れとクラス間の遷移の関係を明確にしたナレッジ
ベース処理フローを作成した｡このように､SYBORG全体の処理フローとナレッジ処
理フローの両者により､オペレーク行動モデルの各クラス間の関連と各クラスの機能分担
を明確とした｡ここでは､動的モデルの代表例としてクラス｢状況理解｣を取り上げ､動
的モデルの記述について述べる｡

(1)オペレ一夕行動モデルの処理フロー
SYBORG全体を概括し､各クラスの機能分担の枠組みを定めるため､オペレーク行
動モデル(リーダとフォロア)を構成する各クラスの関連および情報の流れを検討した｡
その結果､Fig.5‑10に示す処理フローを作成した｡この処理フローでは､オペレークの行
動のきっかけとなる情報はすべてクラス｢注意力｣を通して伝えられ､クラス｢スキル処
理｣により定型的処理が行われる｡続いて､ナレッジ処理により､メンタルモデルの作成
･更新により注目すべき主要状態量が定められ､クラス｢役割分担｣に対応すべき課題が
通知される｡この役割分担において､各々のオペレークが実施すべき対応として､緊急対
応あるいは原因対応のどちらかが指定され､各々のオペレ一夕に通知される｡この役割分
担は､チームレベルで構成員の特徴､対応すべきインデックスの数などを勘案して､個々
のオペレークの実施すべき対応を指定する機能を有しているト8)｡ここでは､役割分担の
パターンをいくつか用意することによりモデル化している｡
運転チームは基本的には､ナレッジ処理で認識された優先度の高いインデックス順に問
題解決を図っていくことになる｡発話はスキル処理､ナレッジ処理の双方から発せられ､
対応策の提案以外の通常の発話は発話管理に送られ､ボリュームと発話を伝えるべき相手
が定められる｡ナレッジ処理から発せられた対応策に関する提案は､チーム内での意志統
一を図るためクラス｢競合解消｣に伝達され､リーダとフォロア間で協調して決定された
対応策が各オペレークに伝えられる｡Fig.5‑10では情報の流れを明確にするため､各クラ
ス問で伝達される主要な情報(発話情報､盤情報)の種類を明記した｡また､フォロアは
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1名のみを示しているが､フォロアが2名であっても基本的な枠組みは変わらない｡なぜ
ならば､フォロア問の相互作用は無視しているためである｡Fig･5‑10にて使用している情
報の種類に関連する用語の定義を明確にするため､Table5‑2にそれぞれの用語の解説を
示した｡同図には､ナレッジ処理は集約クラスとして表現して簡素化を図ったため､次節
でナレッジ処理の部分を取り出して､そのフローを記述する｡

(2)ナレッジ処理フロー
Flg.5‑11にナレッジ処理内部での情報の流れと処理を図式化して示した｡このナレッジ
処理では､すべての情報はスキル処理を通じて伝達されるため､スキル処理とのインタフ
ェースも合わせて示すこととした｡また､各オペレークが実施する対応の種類を決定する
ため､役割分担とのインタフェースも記述する必要がある｡この役割分担では各々のフォ
ロアが実施する対応､すなわち､対応すべき主要状態量(インデックス)ならびに緊急対
応あるいは原因対応の別が指定される｡ここでは､リーダは2名のフォロアの実施してい
る対応について同時並行的に両者を監督できるものとしている｡Fig･5‑11に示したナレッ
ジ処理フローでは､リーダ1名とフォロア1名の関係を示しているが､フォロアが2名と
なっても､フォロアとフォロア問には具体的な相互作用がないものと仮定しているため､
同図の構造は同様と考えてよい｡以下に各クラスで実施していく処理内容と情報の流れを
説明する｡
a.クラス｢スキル処理｣
クラス｢スキル処理｣ではクラス｢注意力｣を通じて獲得した情報の種類を認知して､
プラントの現状把握に必要な情報のみを選択して､クラス｢状況理解｣に伝達する｡リー

ダの場合には､その情報は報告と回答のみであり､フォロアの場合には､自分で観察した
盤情報(警報内容も含む)､ならびに､もう一人のフォロアが発話した報告と回答である｡
これ以外の情報については､スキル処理にてその情報の種類に応じて適切に処理し､状況
理解には伝達しない｡また､警報が鳴った場合にはその内容を確認するなどの処理をこの
スキル処理で行う｡
b.クラス｢状況理解｣
クラス｢状況理解｣では認識した有為な情報により､MTM内にメンタルモデルを生成
することから始める｡最初に発生した警報の内容を確認した後､5.3.2.節で述べた手順に
より､新たに生成したインデックに対応したメンタルモデルを生成する｡この最初のメン
タルモデルが生成された後に､新たな警報(発生､クリア)および盤情報(報告による場
合も含む)を取得した場合には､各々の状態量に対応したページ情報の書換え､インデッ
クスの優先度の再評価､およびメンタルモデルの更新を行う｡ページ情報とは､中期記憶
(MTM)内のインデックスに格納されたメンタルモデルで定義された状態量ごとに､そ
の状態量の履歴(読み取り値､警報および操作)を書き込んでいくものである｡一方､新
たに獲得した情報がこれまでのメンタルモデルと関連しない場合には､別のインデックス
を定義し､別のメンタルモデルを新たに生成する｡対応がすべて終了し､その効果が認め
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られた場合には､このインデックスの優先度を最低ランクに落とすため､オペレークの念
頭から消滅する｡ただし､対応策が継続的なもの(弁開､ポンプ起動など)の場合には､
オーバシュートの危険性があるため､その主要状態量の監視のみは続けられる｡したがっ
て､ここでは､インデックスおよびメンタルモデルの作成･更新を管理し､それぞれのイ
ンデックスの主要状態量とその優先度を認識してHHIのクラス｢役割分担｣に通知する
機能を持つ｡
c.クラス｢中期記憶(MTM)｣
クラストMTM｣には､メンタルモデルとそれに対応するページを格納したインデック
スが定義される｡対応すべき課題が複数の場合には､このインデックスも複数になる0メ
ンタルモデルは､クラス｢長期記憶(LTM)｣に格納されたメンタルモデル生成のルー
ルに基づいて､中期記憶のページ情報を取り込んで具体的なメンタルモデルのインスタン
スが生成されるとともに､そのメンタルモデルが属するインデックスの優先度が定められ
ている｡様々な要求に対応するため､このMTMに情報を問い合わせた場合､その情報が
古い場合には､自らその情報を獲得するようふるまう機能も持っている｡
d.クラス｢役割分担｣
このクラスはHHIの部分クラスである5‑8)｡このクラスでは､状況理解から通知され
たインデックスとその優先度および主要状態量を管理し､各オペレーク(3名)､がどのイ
ンデックスに対して､どのような対応(緊急対応あるいは原因対応)を行うべきか役割分
担を指定する機能を持たせた｡この役割分担の形式はインデックスの数およびチーム特性
に左右される｡
e.クラス｢対応｣
このクラス｢対応｣には4つの状態が含まれている｡緊急対応､原因対応､対応策実施
および効果監視であり､緊急対応を分担したオペレ一夕は､自分のMTMを参照して､実
施すべき緊急対応策を見いだし､これを提案としてHHIのクラス｢競合解消｣に通知す
る｡この競合解消ではリーダとフォロア間の意見を一致させるための協調を行い､行うべ
き対応策が決定される｡本研究では､各オペレークの緊急対応の対応策に関する知識ベー
スに違いを持たせたため､提案するタイミングやその内容が異なる場合があり､競合解消
でチーム内の意志を統一する必要が生じる｡しかしながら､競合解消で対応策を実施する
タイミングが早すぎて｢待機すべき｣との判断が下された場合には､引き続き主要状態量
の監視が行われ､一定時間経過後､再度､提案され､競合解消が行われ､対応策が決定さ
れるまで､この処理が続けられる｡このような手順によって協調が図られた対応策は､次
の｢対応策実施｣に送られ､具体的な手順はクラス｢動作｣にて実施される｡対応策を実
施した後は当該対応を行っている主要状態量を監視し､その効果があるか否かを監視する
(効果監視)｡ここで､主要状態量のトレンドが逆転あるいはフラットになるなど､効果
が認められた場合には､引き続き､その主要状態量を間欠的に監視を続けるものの､この
インデックスの優先度は引き下げられる｡したがって､他にインデックスが生成されてい
る場合には､そのインデックスへの対応を行うことになるが､他インデックスが無い場合に

一174‑

は､当該インデックスの次に重要な関連状態量を主要状態量として､引き続き対応を行っ
ていく｡一方､効果が認められない場合にはふたたび緊急対応に戻り､別の対応策があれ
ばそれを実施するようにする｡別対応が無い場合には､引き続き主要状態量の監視を続け､
次の対応策が示唆されるまで､原因対応を遂行する｡
原因対応では､まず､現場とのコミニュケーションや計器から情報を読み取ることによ
り､いくつかの原因候補の中から原因を絞り込む｡次に､原因の影響を緩和するための対
応策を原因対応知識ベースから検索し､緊急対応の場合と同様に対応策実施に通知して実
施に移される｡原因対応が終了した時点で処理を終了する｡
f.クラス｢競合解消｣
クラス｢競合解消｣も同じくHHIの部分クラスであるが5

8)､緊急対応策に関する提

案がなされた場合に､リーダとフォロアの間の意見調整を行い｢実施を見合わせる｣ある
いは｢実施すべき対応策(リーダとフォロア間の意見調整済)｣のいずれかが決定され､
これがリーダおよびフォロアに通知される｡
g.クラス｢長期記憶(LTM)｣

MTM内のインデックスに､メンタルモデルのイシスタンスを生成するための知識ベー
スが格納されている｡生成のためのルールは5.3.2.に述べたが､具体的な知識構造につい
ては､後述の5.3.6.｢機能モデル｣に述べる｡ここには､具体的なメンタルモデルを生成
するための11種類の知識ベースが格納されている｡

(3)動的モデルの作成例
前節(2)において､動的モデルを作成すべき､各クラスの機能を明らかにした｡ここでは､
動的モデルの作図規則5

1)にしたがって､クラス｢状況理解｣を例に取り上げ､その動的

モデルを示す｡動的モデルでは各クラスごとに､その内部に有限個の状態を定義し､状態
間の遷移､関連の時系列的な前後関係を図式化していくものである｡Fig･5‑12に作成した
クラス｢状況理解｣の動的モデルを示すが､この動的モデルはリーダとフォロア共通して
用いるものである｡主要な処理内容は以下の通りである｡
a.

警報情報を受取り､MTM内にインデックスおよび対応したメンタルモデルを作
成する｡また､すでに存在するメンタルモデルに関連した情報である場合には､
それを更新する｡

b.

状態量に関する発話情報や盤情報を受取り､その値によってメンタルモデルを更
新するとともに､ページに履歴情報として書き加える｡

c｡

メンタルモデルで定義した状態量に関する情報の収集をMTMに行わせる｡

d.

インデックスおよび各ページ(状態量)の優先度を評価し､主要状態量を定める

e.

理解状況(インデックス､主要状態量､ページ情報､優先度)を役割分担に伝達
して､各フォロアが実施すべき対応を指定させる｡

f.

原因判定(結果)が通知された場合には､その旨をMTMへ記録するとともに､
メンタルモデルを更新するための情報収集を行う｡
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効果判定が通知された場合には､その旨MTMへ記録するとともに､優先度を変
更し､次の関連状態量への対応を行うため､情報収集を行う

以下にFig.5‑12に示した動的モデルの処理内容を説明する｡状況理解は最初の警報情報
が伝達された時点で常時活性化された状態になる｡まず､警報(発生)情報がスキル処理
から伝達された場合には､MTMを参照して､この警報がこれまでのインデックスに含ま
れる状態量か否かを判定する｡含まれていれば､既インデックスに進み､MTMに通知し
てメンタルモデルを更新する｡また､新状態量であれば､MTMに通知して新たなメンタ
ルモデルを作成して待機中となる｡待機中の状態が解かれるのはスキル処理から当面対応
の終了通知が伝達された時点であり､メンタルモデルが指定した状態量の最新値(値とト
レンド)が必要な場合はそれらを収集する｡収集形式はまず､MTMに通知し､MTM内
に該当情報が無い場合には､動作あるいは発話により情報収集を行い､その結果は回答と
して､MTMから通知されることになる｡情報収集が終了した場合には優先度決定に進む｡
ここで､それぞれの状態量の優先度が決まり､主要状態量候補(役割分担で実際に対応す
るインデックスが決まった場合にのみ主要状態量候補が主要状態量になる)が定まる｡イ
ンデックス優先度は当該主要状態量の優先度と同じである｡次に､役割分担にその主要状
態量候補を通知して､2人のフォロアが何に対応すべきかを決定させる｡ここで対応する
ことになった主要状態量候補が主要状態量となる｡また､.同時に､MTM内のインデック
ス内に状態量の数だけページを生成する｡
次に､警報以外の盤情報に関する発話情報､あるいは自分で観察した盤情報が入ってき
た場合には､それが､主要状態量であり､かつその値がマイルストーン(操作介入の目安)
を超過していれば､これを役割分担に知らせ､これまでの対応を中断して改めて対応を開
始させる｡それ以外はヒストリーを記録するに止める｡第三に､警報クリアに関する報告､
あるいは警報情報が入力された場合には､それが､主要状態量に関するものであれば､優
先度を再評価し､対応すべきインデックスが変わることが想定されるため､役割分担に通
知して判断を仰ぐ｡最後に､回答が入力された場合には､それをMTMに通知する｡
最後に､この状況理解に原因判定(結果)あるいは効果判定結果が入力された場合には､
それによりMTMを更新し､必要に応じて､情報収集を行い､当該インデックスの主要状

態量を再評価して､役割分担に通知する｡もし何の変更がない､あるいは関連状態畳もこ
れまでの主要状態量と連動して緩和しているならば､役割分担には通知しない｡
本研究では､以上のような動的モデルを各クラスごとに8種類作成した｡

5.3.5

機能モデル

これまでオペレーク行動モデルの静的な構造として､オブジェクトモデルを作成し､さ
らにオブジェクトを構成する個々のクラスごとにそのダイナミックな構造を表現した動的
モデルを作成してきた｡しかし､それらのモデルでは､個々の情報のクラス間でのやり取
りや伝達については記述してはいるが､メンタルモデルの更新･作成に係わる知識ベース
(LTM)との係わりあいについては記述していない｡これは､動的モデルが情報の伝達
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のタイミングやモデルのダイナミックな動きに着目したものであるためである｡したがっ
て､ここでは前節の中期記憶の項でも述べたとおり､知識ベースであるクラス｢長期記憶
(LTM)｣とクラス｢中期記憶(MTM)｣間の情報の流れを明確にするために機能モ
デルを作成し､その内容について説明する｡

(1)メンタルモデルを生成するための知識ベース

Fl磨.5‑9に示したメンタルモデルを生成するには､長期記憶の中に具休的な知識ベース
(KB)を必要とする｡このようなインスタンスを生成するための知識ベースとしてFig･
5‑13に示すような長期記憶(LTM)内の各種知識ベースを考慮した｡これらの知識ベー
スは合計11種類あり､それぞれの内容をTable5‑3に示すが､大別して共通KBと個人
別KBがある｡共通KBとは運転員(リーグ､フォロア)に共通と仮定したものであり､
個人別KBとは運転員の職位や経験により異なると仮定したものである｡個人別KBには
マイルストーンKBと緊急対応KBが属し､操作介入の目安となる状態量の値にはそれぞ
れ個人差があることとした｡それ以外は共通であるとし､メンタルモデルの生成に係わる
予測や原因のリストアップ､あるいはインデックスの定義については運転員間で相違がな
いものとした｡この知識ベースはFlg.5‑9のメンタルモデルを生成する各過程と1対1の
対応関係を持つように作成したものであり､Fig･5‑13に示すような関連がある｡､したがっ
て､現実に発生した警報(rirst

hit)をきっかけとして､長期記憶内のメンタルモデル

(ルール)と具体的な知識ベースを利用することにより､中期記憶内にメンタルモデルの
インスタンスを生成することができる｡5.3.2.で述べたメンタルモデル生成のルールに各

種知琴ベースとの関連を加えて書き換えると以下の通りとなる○
①

最初に発生した警報がイベント警報である場合には､Fig･5‑6に示したように､ま
ずイベントKBを参照することにより､イベントの性質を知り､イベント･状態量
KBにより､当該イベシトの発生により影響される状態量を一つ特定する｡また､
最初に発生した警報が状態量警報の場合には､②に進む｡さらに､最初に発生した
警報については､原因KBから原因の候補を同定して､付け加える｡

②

状態量が一つ特定されると､その状態量の変化が影響を与える他の状態量を状態量
関連KBを参照することにより､数個の状態量をリストアップする｡

③

リストアップされた数個の状態量の現在値とそのトレンドを観測し､状態量優先順
位KBを参照することにより､最も緊急度が高く､重要な状態量を一つ選びそれを
主要状態量とする｡それ以外は関連状態量である｡

④

主要状態量がこのまま推移すると､どのような経過をたどるかを状態量KBを参照
することにより､予測し､緊急対応の目安となるマイルストーンの位置(マイルス
トーンKBによる)､警報設定点などを指定する｡

⑤

次に､インターロックKBを参照して､､主要状態量の警報設定点にインターロック
･が設定されていないかを調べる｡インターロックが設定されている場合には､それ
を書き込む｡
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⑥

事象が推移して､インターロックにより､イベントが発生した場合には､再度､①
②と同じ手順を行い､現在の主要状態量と新たに考慮すべき状態量の中から､③と
同様の手順で主要状態量を選択する｡なお､この際には､②でリストアップした主
̀要状態量以外の他の状態量は含めない｡

このようにして､MTMの中にメンタルモデルを生成し､それに､各々の状態量ごとに
生成されたページを加えることで､そこに新たな状態量の観測値や警報の発生を記録して
いくことになる｡MTMの中には､メンタルモデルとメンタルモデルでリストアップされ
たすべての状態量ごとにべージが作成され､すべての観測値はページごとに整理されてM
TMの中に書き込まれることになる(Fig.5‑川参照)｡したがって､このメンタルモデル
と複数のページを合わせたものが､インデックスに対応する｡上記の主要状態量の選択は､
新たな警報が発生するたびに再評価され､この時点で主要状態量が変更され､関連状態量
が主要状態量に昇格する場合もある｡同様に警報がクリアした時点でもこの再評価が行わ
れる｡当面対応KBは､イベントが発生した時点で実施する対応策が示されており､これ
により､当面対応を行う｡緊急対応KBは状態量警報およびマイルストーンに対応して付
与されており､状態量の進展過程にしたがって､緊急対応を行う｡また､原因対応KBは
原因が同定された時点で原因を除去するために取られる対応策を示している｡また､イン
デックスが複数の場合には､このメンタルモデルも複数生成される｡

(2)長期記憶および中期記憶(MTM)の構造と役割
長期記憶は､各運転員に共通知識ベース(KB)として､｢状態量KB｣｢イベントK
BJ｢状態量関連KB｣｢イベント･状態量関連KB｣｢インターロックKB｣｢状態量
優先順位KB｣｢原因KB｣｢当面対応KB｣および｢原因対応KB｣､各運転員の職務
範囲によって異なる個人別知識ベースとして､｢緊急対応KB｣および｢マイルストーン
KB｣の合計で11種類の知識ベースから構成されている｡一方､中期記憶(MTM)の
内容を模式的に表現するとFig.5一川の通りとなり､MTMは､複数のインデックスを持ち､
各々のインデックスは､対応するメンタルモデルとそれに含まれる個々の関連状態量ごと
に定義されているページから構成される｡各々のページには､状態量の履歴情報(値､ト
レンド､警報､操作などの履歴)が格納､記録される｡この中期記憶内のメンタルモデル
やページはオペレークが事象に対応する過程で作成され､随時､取得した発話情報や盤情
報により更新されていく｡したがって､この中期記憶は短期記憶と異なり､個々の断片的
な知識のかたまりではなく､事象対応における運転員の状況理解を助ける､すべての情報
を系統的に整理して記載したものであり､事象への対応中にはその記憶内容は保存される｡

(3)機能モデルの構成
中期記憶(MTM)､長期記憶(LTM)および発話情報･盤情報により取得した情報
との関連を機能モデルの作図規則に基づいて記述すると､Flg.5‑15の通りとなる｡ここで
は､各知識ベース､例えば､イベント状態量関連KBなどは長期記憶の部分クラスである｡
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また､中期記憶についても､その部分クラスをメンタルモデルやページとして表現して
いる｡.このFig･5‑15の機能モデルはメンタルモデル作成のためのルールをモデル化したも
のと理解することができる｡同図では､メンタルモデルの生成･更新･参照の必要が生じ
た場合に､それぞれのアクセスポイントが太い矢印(一→)として図中に示してある｡
また､それぞれのアクセスが与えられた場合のMTM内の処理(○)の流れを通常の矢印
(→)で示した｡また､長期記憶の知識ベースの内容を参照する場合には､その種類
を示している｡また､同図では､中期記憶および長期記憶内の知識ベースの種類を二重線
で表現している｡このようにして､長期記憶および発話情報･盤情報が中期記憶上で結合
され､フレキシブルな対応を可能としている｡

5.4

ニューラルネットによる人間特性のモデリング

運転操作に係わるオペレークのモデリングにとって､精神作業負荷や覚醒水準などの内
的要因の影響をモデル化して組み込むことは､オペレーク行動モデルの評価･予測範囲の
拡張という観点から重要であるとともに､より人間らしいふるまいを模擬する観点からも
望ましい｡ここでは､人間の情報処理過程のうち､情報の取り込み､すなわち､注意力マ
イクロモデルにおけるスクリーニング(情報取り込みの可否)の程度に､精神作業負荷､
覚醒水準および注意力といった内的要因がどのように関与しているかをモデル化する｡モ
デリングにあたっては､発電所のオペレークのパフォーマンスに大きく影響すると考えら
れる様々な因子に絞って単純化し､それらの相互関係を感覚的な尺度を取り扱えるニュー
ラルネットワークを利用してモデル化した｡

5.4.1.人間特性モデルの構成
本研究で提案する人間特性モデルの全体構成はFig･5‑16に示すようなものであり､オペ
レークへの入力であるストレス因子として､精神作業負荷(作業要求)と事象(状況)の
重大性､個人因子として､性格(慎重さ)､能力(情報処理速度)､経験(予期の有無)
に限定し､単純化している｡また､内的因子として､作業負荷に個人の能力を加味した作
業負担､意識レベルを表現する覚醒水準､および両者によって定まる注意力を取り上げた｡
このモデル化により､人間からの出力であるパフォーマンスとして情報の見逃しエラーを
模擬することが可能となる｡

(1)ストレス因子
ストレスは外部からオペレークに与えられる因子であり､ここで､考慮する主な因子は､
作業要求であり､異常発見､対処など｢要求は必ず時間的制約を持つ｣と考えることによ
り､要求は負荷に変わる｡また､負荷によって生ずる人間側へのインパクトを作業負担と
みなすことにより､作業負担が個人の能力差を反映できるものとした｡本稿では､第4章
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で作業負荷の尺度として用いたTSF(TaskTimeShよringFraction)を基本とする｢作業
時間分析法｣を採用した｡長沢らが提唱するTTS指標ト9)では､平均的な人がある時間間
隔(T)中に発生した作業要求(i,i=1〜n)を標準時間(Li)で処理できるとすると､その
時間中のTTS指標は次式で計算される｡

TTS指標=(∑

Li)/T

この標準時間(Li)は様々な作業要求についてMTM(Motion

time

measurement)などによっ

て整理されている5‑10)｡そこで長沢らの分類に従い5‑9)､作業負荷のレベルをTable5一山
のようにランクづけした｡しかし､このTTSは負担に変換する場合に個人差を考慮してい
ないので､後述するように個人の能力差を加味し､TSFを指標とする作業負担に変換す
る｡次にストレス因子として考慮したのは､事象(状況)の重大性である｡例えば､何も
ない平穏な状況と炉停止後の緊急時ではオペレークの受けるストレスには格段の違いがあ
るように､一般に発電所のオペレークのモデリングにはこのような事象の重大性が重要な
因子となり､これによって､パフォーマンスが大きく左右される可能性がある｡しかし､
このような重大性を測る尺度は存在しないため､感覚的な捉え方が必要になり､ここでは
仮にTable5一山のようにランク分けして定めた(実際にはアンケートなどで評価して客観
化する必要がある)｡
(2)個人的因子
外部から与えられたストレス因子､すなわち､作業負荷と重大性を､個人差を考慮して
負担の程度に変換するためには､個人的因子を反映する必要がある｡したがって､Table
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take
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に示すように作業負荷を作業負担に変換するために｢能力差｣を定め､重大性を精神

的負担に変換するために､ストレス耐性およびその事象を予測していたか否かの｢予期性｣
を定めた｡
個人の能力差では､MTMなどに定められている認知や動作に係わる標準時間が能力の高
い人では‑げ､劣る人では+αとして積算するようにし､これによって､作業負担を求め
る｡事象の重大性については､ストレスに強い/弱いによりその事象の受け止め方に違い
が生じ､負担に変換するために､個人の経験や性格に由来するストレス耐性を｢大､中､
小｣の3ランクに分割した｡例えば､経験豊かで自信のある人と経験が少なく自信のない
人ではストレスに対する対応も違ったものになることが想定されるからである｡さらに､
①異常が突然発生し､そのイベントをまったく予期できなかった場合
②軽微な徴候からだんだんと大きな事象へと発展したため､そのイベントの発生をある
程度予期できた場合
の両者で､オペレークの受ける負担感は大きく異なる｡
(3)内的因子

外部からのストレス因子が単純化した個人因子により､変換され､精神的負担に変換さ
れたとする｡その負担の程度はその時々の内的状態すなわち大脳皮質の活動度に影響を与
えることになり､これを表す用語として､一般には覚醒水準(Ar‑OuSallevel)が用いられ
ている｡ISOlOO75では､精神的負荷の影響として､活性化と減退的効果ト11)と表現さ
れているが､これは覚醒水準の概念に包括される｡この覚醒水準はFig.5‑16に示した注意
力(情報のActive,Passiveな取得能力)や内部の情報処理形態にも多大な影響を与えるこ
とになる｡しかし､この因果関係は単純なものではなく通常の線型関係や関数では､任意
の時点の覚醒水準を予測するモデルは構築できない｡そこで､この覚醒水準をTable5一山
に示すように便宜的に分類し､これを予測するモデルをニューラルネットワークを用いて
構築する｡
(4)パフォーマンス(出力)
パフォーマンスは､作業の質や量を表す概念である｡ここでは､Fig.5‑16に示す人間特
性モデルの出力に当たる部分である｡特に､内的因子としての覚醒水準や作業負担がどの
ように影響してパフォーマンスを変化させるかについて考える必要がある｡内的因子は､
情報取得､処理､行動などの様々な情報処理過程に直接あるいは間接的に作用すると考え
られるが､ここでは､注意力メカニズムに限定して､情報取得の可否(スクリーニング)
をモデリングする｡

5.4.2.モデル化の手法
これまで､実験などによって得られた知見やデータはケーススタディとしての評価にと
どまり､一般化の点で困難を伴うことが多かった｡また､人間に係わるモデリングでは､
多分に情緒的である感覚的な評点を取り入れることが必要とされる｡また､作業負担を含
む精神的負担るよる内的因子への影響および内的因子のパフォーマンスへの影響には論理
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的なモデルを構築するだけの経験的蓄積がない｡
このような条件を考慮し､知見やデータの蓄積による一般化を果たすためには､非線型
かつモデルの構成因子間の独立性が保証されていない場合の因果関係を記述するのに有効
なニi‑ラルネットワークの利用を検討した｡Fig･5‑16に示す人間特性モデルをニューラ
ルネットワークを利用して､モデリングした結果をFig･5‑17に示す｡ここでは､注意力の
変化による情報取得の可否に限定している｡これは､2段階のニーラルネットワークで構
成され､最初の段階では､ストレスおよび個人的因子群などから覚醒水準を求め､次のニ
ューラルネットで覚醒水準､注意喚起度および視野の種類から情報取得の可否を判定する
形式とした｡ここで､第二段のニューラルネットへの入力となるMMIの注意喚起度とは､
制御盤の各計器や警掛こつけられた固有の目立ちやすさの程度をTable5一山に示すように
指標化したものである｡また､視野の種類は､オペレークが意図を持って目標の情報を見
にいく際の目標物からの視覚の範囲によりTable5一山のように分類した｡

AROUSAL

ATTENTION

MECHANISM

MECHANISM

INFORMATION
C∝NITION

GETTING/
OMISSION

Fig･5‑17

Human

CharacteristicsmodelforoperatorsapplyingNeuralNetwork

mechanism
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5.4.3‖

仮想例によるニューラルネットの学習

ニューラルネットを構築するためには､人力と出力の組合わせたデータを教師信号とし
て用い､学習させる必要がある｡Table5‑5には､第一段のニューラルネットへの学習用
教師信号および第二段のニューラルネットへの学習用教師信号の一部を示す｡
これらのデータは､35のケースについて､1名の運転経験者へのインタビュー結果を
もとに作成したものである｡実際には､多くの運転経験者へのアンケート調査により､個
人ごとにこのニューラルネットを構成していく必要がある｡
使用したニューラルネットの型は5層(入力､出力層を含む)の累積バックプロパゲー
Professional

ション型を用い､利用したプログラムはNeuralwaveInc･のNeuznlworks

Iである｡学習後のニューラルネットワークの構造をFig･5‑18に示す｡これは残差をモニ
ターして､用意した教師信号で十分に収束することを確認したものである｡同図において､
プロセッシングエレメント(PE)の四角が大きいものはどその結合係数が1･0に近いことを
示している｡入力層はNo.2からNo.6までの5人力で､それぞれ作業負担､重大性､ストレ
ス耐性､予期および前覚醒水準に対応している｡また､出力層は､No･27からNo･32まで
の6出力で表1の覚醒水準のランクに対応している｡例えば､No･27からの出力が1･0で
あれば､覚醒水準はパニック状態であることを示し､No･32が1■0であれば､覚醒水準は
低下して眠い状態であることを示している｡

Fig･5‑18
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学習データ以外の状況について､覚醒水準を推定した結果および情報取得の可否を推定し
た結果をTable5‑6に示す｡ここでの推定結果は､ニューラルネットの出力の特徴である
ファジィなものとなっており､1つの出力が1･0となるのではなく､複数の出力に分散し
て出力される｡例えば､No.27の出力が0･7､No･28の出力が0･3といった形式となる｡
これによって､任意の状況における覚醒水準および情報取得の可否が推定できることにな
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り､学習用教師信号さえリーズナプルな値を入力すれば､時々刻々の内的因子群である作
業負担､覚醒水準および注意力が推定できる可能性があることを意味している｡作成した
ニューラルネットワークの信頼性を決定するのは､教師信号の与え方にかかっている｡
5.5

シミュレーションコードの開発

オペレ一夕行動モデルは､データ量は中規模ながらその構造および動作メカニズムは複
雑である｡本章では5.3.に述べたオブジェクト指向モデリング(OMT)を用いた設計に
基づき､いかにしてプログラムとして実装していくかを述べる｡ここでは､プログラム開
発の前提としてのハードウェア環境を最初に紹介し､オブジェクトモデル､動的モデルお
よび機能モデルを効率的にプログラム化するための方法論について述べてゆく｡

5.5.1.ハードウェア環境
シミュレーションコードを実装するハードウェア環境は､2台のエンジニアリングワー
クステーション(EWS)をイーサネットで接続したものであり､それぞれのEWSに実
装されるアプリケーションプログラム(SYBORG全体)の配分をFig･5‑19に示す｡こ
こでは､｢プラント状態パラメヤクテーブル(MMIに表示される計器と警報および操作
具の状態および数値を一覧表にしたもの)｣を双方共有し､定期的に(シミュレーション
で定めたクロックごとに)お互いを書き換えることにより､MMIの機能を確保している｡

EWS‑1

EWS‑2

Fig･5‑19

System

configuration
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of､the

SYBORG

EWS‑2には､3名のオペレーク行動モデルとHHIモデルが実装される｡また､EW
S‑1には簡易プラントシミュレータト12)が実装される｡したがって､個々のオペレー
ク行動モデルと簡易プラントシミュレータは双方のプラント状態パラメータテーブルを介
して連結されることになる｡このシステムはOSのUNIXやイーサネットを利用できる
標準機であり､知識処理ツールやグラフィック･ユーザ･インタフェースなどを容易に利
用できるようにハードディスク容量と主メモリを強化している｡

5.5.2.

ソフトウェア環境

従来は全てのプログラムが所定のOS(オペレーティングシステム)のもとで､FORTRAN,
ALGOL等の手続き型高級言語で開発されていたが､ソフトウェア技術の発達､オブジェク
ト指向モデリング技術が注目されてくるにしたがって､開発環境が大きく変化してきた｡
最大の変化はプログラムを位置づける観点で､開発に最適でかつ実行時の効率も良い条件
をプログラム側から設定できるようになったことである｡従来のプログラム開発では､ま
ず､フローチャートを作成していたが､オブジェクト指向はフローチャートから脱却し､
オブジェクト機能と遷移を直接プログラム化できるようになった｡
オブジェクト指向言語としては最も強力な言語であるC++は､第2章で述べたオブジェ
クト指向で設計した各種モデルを比較的容易にプログラム化できる言語である｡これは､
C言語(FORTRANやCOBOLなどの高級言語とは異質な最新の手続き向き言語)にオブジェ
クト､クラス､継承､汎化などのオブジェクト指向の概念を具体化できる機能を追加した
言語であり､C言語で記述されたプログラムとの結合は容易である｡したがって､ツール
として利用する知識処理ツールとのインタフェースも容易である｡C++は汎用のオブジェ
クト指向言語で､複雑ではあるが柔軟性が高い｡
また､本コード化で用いた知識処理ツールNexperlt

Objectは､知識ベースと推論エン

ジンから構成される｡知識ベースとしてはルール(IF.‥THEN‥.)とフレーム(関連性の
ある知識のかたまり)が利用できるが､それらの知識構造をオブジェクトとして階層化で
きるハイプリット型エキスパートシステム構築ツールである｡
このツールは基本的にC言語で記述されているため､高速で汎用性があるなど次に述べ
るような特徴を有している｡
(1)本システムの開発にはOSとしてUNIXを使用するため､移植性と実行効率が優れてい
る｡

(2)C言語とのインタフェースを持っため､オブジェクト指向言語C++とも結合するこ
とができる｡
(3)知識ベースはルール(IF.‥T肥N...)とフレーム(関連性のある知識のかたまり)
が利用できるが､それらの知識構造を階層化できるハイプリット型エキスパートシ
ステム構築ツールであり､オブジェクト指向モデリングに対応している｡
(4)知識構造および知識の検討や書換え､他計算機とのデータ交換などをグラフィック
･ユーザ･インタフェースを介して実施できる｡
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(5)推論形式は前向き/後ろ向き推論および両者の混合のいわゆる演繹推論であるが､
推論の過程や実行時の状況およびその結果を随時GUIを通じてモニターできるた
め､推論内容をトレースしたい本システムに最適である｡

5.5.3.オブジェクト指向モデルのコード化
ここでは､オペレーク行動モデルのプログラム設計において作成したオブジェクトモデ
ル､動的モデル､および機能モデルについて､そのコード化の概略を述べる｡まず､オブ
ジェクトモデルについては､C++を用いたプログラミングの一例を紹介し､動的モデルに
っいては有限状態マシンを利用した方式を解説する｡尚､機能モデルについては､Nexper七
Objectの利用法について述べる｡
(1)オブジェクトモデル
オブジェクトモデルとは､開発するモデルの静的な構造をオブジェクトのグラフ構造で
表現したものであり､ここでは､同図の最上位に位置するクラス｢オペレーク｣とその部
分クラスである｢リーグ｣の関係を例にとってオブジェクトモデルのプログラム化手法に
ついて説明していく｡
Class

Operator(
//

Pr･OteCted:
int

operation

updateChar.aLCter‑S(Item,int)//γeVisei)erSOnality

Public:

Operator();
〜Oper‑atOr();
int queryCharacters(Item)
Pr‑ivate

//asおPersonaLity
//
//i)erSOnaLi土y

:

Characterl

Character;

)

Class

…………･(abbrleViation)
Leader

Operator

Public

(

Prtivate
STM
Attention
Utterl
Skill‑L
Understand
Deal‑L

#stm

MTM‑L

★mtm

★attention
★utter､
★skill
★undertstand
★deal

//
//
//
//
//
//
//

teγれ

s九0γ土

meれ0γツ

α王亡e花tio花
址上土gγαれCe

sお豆乙乙 bα5ed

γgS♪0花Se

s豆f址αtま0Tll川deγ5tα几dj花g5
coγγeS♪0几dα花Cg
mgd豆址れ

teγ爪

memOγツ

Public

Leader::Leader､

Leader();
〜Leader();

(
Operatop();
STM();

Stm=neW

attention=neW

Fig.5‑20
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Fig.5‑20にはC++によるオブジェクトモデルのプログラムの一部を示すが､▲▲
Operator一一ではクラスごとに定義する必要のある｢操作(OPeration)｣と｢属性(attribu
te)｣について記述している｡最初に､操作としで1protected一一で個々のオペレークの個
人特性(性格など)を読み込むことを規定し､このクラスを継承した下位のクラスでのみ
(この場合はリーダとフォロア)このCharactersの内容を更新することができることを示
す｡次に､▲▲public一,では､OpeIlatOr､〜Oper､atOrが構築子と解体子を示し､このクラスの
インスタンスの生成と消滅の時点でこれが呼び出されることを示しており､オペレークの
個人特性が混乱しないよう情報の一貫性を保っている｡また､queryCharactersは任意の
オペレ一夕がこの個人特性を読み取ることができることを記述している｡続いて､属性と
しで▲pplvate‑‑で個人特性を隠蔽し､プログラム実行中に内容が書き換わらないようにし
ている｡このように､各クラスでは､そのクラスで行う｢操作｣と｢属性｣をプログラム
Leader一一では､…:Public

化していく｡引き続き､"Class

Operator一一でこれはクラスOper

atorの操作と属性の双方を継承していることを示している｡次に､PrivateでFig･5‑8に
示すオブジェクトモデルにおいて､リーダの下部構造を明確にしており､STM､Atten‑
tion､､Utter(ance)､.‥

からクラス｢リーグ｣が構成されていることを示している｡

そして､引き続く､neW演算子で下位のクラスを生成してゆくことを示している｡
このような過程でオブジェクトモデルの構造や機能がプログラム化されてゆくことにな
り､オブジェクト図を正確に記述すれば､容易にプログラム化に至る｡

(2ト動的モデル
動的モデルのプログラムへの変換は､シミュレーション実行用ツールを利用して行う｡
このシミュレーション実行用ツールは､有限状態マシン(Finite

Fig.5‑21Str･uCture
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実装したものをベースに行う｡オペレーク行動モデルでは複数のFSMが生成され､その個
々を2章で述べた個々のオブジェクトに対する動的モデルに対応させる｡このFSMの構造
をFig.5‑21に示すが､動的モデルの構造を登録した｢組み合わせマシン｣と現在の状態を
保持する｢メモリ｣とから構成される｡
Flg.5‑12に示した状況理解の動的モデルを例に取ると､この動的モデルは有限個の状態
が定義されている｡ここでは､このマシン内に有限個の状態を生成するための規則を格納
し､その遷移を定義していくことにより動的モデルをプログラムに変換していく｡このFS
Mを利用して動的モデルをプログラムへ変換するための手続きの代表例は以下の通りであ
る｡

①

状態の登録

動的モデルに記述された状態ごとに､状態名､入場動作､活動､

内部事象､動作､退場動作などを記述する｡
状態のつながりの登録

③

遷移の登録

ある状態の下位状態および上位状態を指定する｡

②

遷移の型として事象の発生を定義し､その制約や分岐についても

記述する｡また､遷移の先が下位の状態の入口かあるいはその履歴であるかも示す
･とともに遷移に伴って実行する必要のある動作も記述する｡
以上､FSMおよびC++のライブラリを利用することにより､動的モデルに記述された状
態遷移図を効率的にプログラム化することが可能である｡また､本オペレーク行動モデル
で仮定している並行動作や状態間とクラス間の情報伝達についても容易にプログラム化で
fsm=neW

FSM(…Understand一一)
fsm‑〉mkState(▲▲状況認知一一)
fsm‑)mkState(…内容識別一一)
f'sm‑〉mkState(山待機中一一)
fsm一〉mkState(…情報収集一一)

cognilion
contents

information

of sit址ation
c乙assification
coL乙ection

f'sm‑)mkTransition(…状況認知一一,=警報一一,‖内容識別'',
…queryIndex一一,NORMAL);
fsm‑)mkTransition(..状況認知一一,…回答一一,l▲状況認知'',
"answer･一一,HISTORY);
fsm‑〉mkTransition("状況認知一一,l▲警報クリアーー,…警報識別.',
.IclearlANN一一,NORMAL);
fsm‑)mkTranSition(…状況認知一t,..盤情報一一,"パラメータ識別t',
"parameter一一,NORMAL);
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

if(actionName==一=queryIndex一一)
queryIndex(event);
elseif一(actionName==▲一answer､一一)
answer､(event);
elseif(actionName==…parameteIl一一)
Parameter(event);
ⅤOid

Under‑Stand::queryIndex(Event★event)

//Index?‑〉Mental

mtmQ‑〉put(new
Fig.5‑22
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きる｡Flg.5‑22にクラス｢状況理解｣の動的モデル(Fig.5‑12)について､上記(1)〜(3)の
手続きをプログラム化した内容の一部を示す｡同図では､最初に､f'sm=neW

FSMで有限状

態マシンの手続きを呼び出している｡続いて､mkStateでこの状況理解で定義されている
｢状態｣を生成している｡続いて､fsm‑>mkTr､anSitionで状態間の遷移を生成している｡
続いて､if.‥else文で､遷移に伴う動作に関連するサブルーチンを指定して内部の処
理を指定し､実行させる形式となっている｡このように､一端､動的モデルを作成すれば､
プログラム化およびその修正は容易である｡

(3)機能モデル
機能モデルはすでにFig.5‑15に示したが､メンタルモデルを生成するための長期記憶
(LTM)からの知識の取り出し､中期記憶(MTM)上へのメンタルモデルの生成をつ
かさどる機能を持つ｡このメンタルモデルを生成するためのシナリオとそれを馬区動するメ
カニズムはC言語でコーディングし､必要な知識はNexpert

Objectによって記述し､必要

に応じて､知識ベースアクセスツール(C言語)により知識を取り出す｡Fig.5‑15では､
最初に､警報情報が通知された場合､その警報がイベント関連警報であるか状態量関連警

報であるかを識別する｡この場合は､イベント関連警報であるので､続いて､それが新規
であるのか既存のインデックスに該当するのかを識別し､･この場合には､新規に作成する

//cγeαtei花dgズi托

材丁財

Indexindex=neWIndex;

m‑〉indexlist‑)append(index);
StI‑ing
dn=querlyInstanceName("Dcal一一,indexNo);
index.dealName

=dn

PutMessage(dealQ,"IndeIIStand一一,dn,一一create一一,NULL,ETC,NULL)
//γeCOγd
ANNdata

α几m川Cまα亡0γ
a=neW

ANNData;

a.ad=(AnnData★)event‑)eventdata‑〉contents;
index.ANNList‑)append(a);
//乙isf

址p CO‑p乙α花王

如γαmeteγ5

ListくParameterData>()
List★rp*NXPgrtlist(PARAMETER,EVENT,A‑〉annNo);
NXPinitList(rp);
for(int pn=NXPnextList(rp);Pn!=0;Pn=NXPnextList(rp))
Parameter‑Data(Pn,0,0);
a.relatedList‑)append(new
a.realatedList=neW

NXPter‑mList(rp);
//1jst

址pi几5tα花王e托eO址S

αC孟jo几5

ListくMeasureData〉();
List★mp*NXPgetList(EVENT,SCHEME,a‑)annNo);
NXPinitList(mp);
for(int mn=NXPnextList(mp);mn!=0;mn=NXPnextList(mp))
MeasureData(itoa(mn));
a.relatedList‑)append(new
a.reactionList=neW

NXPterlmList(mp);
Fig.5‑22
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場合に進む｡次にこのイベントが何らかのインターロックによって､発生したのかを識別
していく｡このような過程を記述したプログラムの一部をFig･5‑23に示す｡
このプログラムでは､機能モデルにしたがって､新警報(これまでのインデックスに含
まれないもの)が発生した場合の取扱いについて述べている｡まず､Indexindex=neW
Indexにて新たなインデックスを作成し､m‑)indexlistでインデックスリスト(現在ある
dn以下でこのインデックスに対す

インデックスー覧)に登録している｡続いて､String

るクラス｢対応｣を生成している(インデックスごとに一つの対応が定義される)｡次に､
入力された警報をANNdata=neW
ion

ANNdataで登録し､a･ad

に警報情報が入り､a･rleaCt‑
Objectの知識

Listで関連状態量のリストを調べ､List★rp=NXPgetListでNexperlt

ベースから関連状態量を検索している｡その後､同じ手順で､Nexpert

Objectの知識ベー

スから当面対応を検索し､その内容を登録している｡このように､コード化は機能モデル
の流れに忠実に生成され､その結果を動的モデルに伝達している｡

以上のオブジェクトモデル､動的モデルおよび機能モデルのプログラムコード化により､
本オペレーク行動モデルをシミュレーションコードとして完成させた｡

5.6

シミュレーションコードの動作確認

オブジェクト指向モデリング技術を利用して設計したシミュレーションプログラムが正
常に動作しているか否か､あるいは所期に想定した通りのアウトプット(動作と発話)が
得られるか否かについての動作確認を行った｡ただし､実際の運転チームのふるまいとの
比較検討(検証)については､HHI部分(ヒューマン･ヒューマン･インタフェース)
がコード化に至っていないため､正確にはオペレーク間の会話､役割分担および協調がで
きない｡したがって､ここでは､HHIについて､(1)発話はすべて伝達される､(2)役
割分担は基本的なスタイルを取る(原子炉側の課題は原子炉運転員が実施し､タービン側
の課題はタービン運転員が実施する)､(3)インデックスは単一とする､(4)提案に対す
るチーム内の協調過程を無視する(すべての提案はそのまま受け入れられる)､という仮
定でシミュレーションを実施した結果について述べる｡
動作確認は､あらかじめ定めたシナリオにしたがって､各オペレ一夕行動モデルがどの
ような情報を採り入れ､思考マイクロモデル(クラス｢思考｣)で内部的にどのようなメ
ンタルモデルを生成･更新し､動作および発話意図を形成していくかについてシミュレー
ションし､その結果を考察することにより行った｡

5.6.1.

シナリオ

動作確認で用いたシナリオはFig.5‑23に示す簡易プラントシミュレータにおいて2つの
マルファンクションを発生させた場合の一連のシーケンスである｡発生させたマルファン
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クションは､①復水回収弁誤動作｢開｣(シナリオ1)および②循環水ポンプの機能低下
(シナリオ2)である｡
(1)復水回収弁の誤動作｢開｣(シナリオ1)
｢復水回収弁の誤動作開｣では､復水ポンプの出口側の回収弁が｢誤聞｣となるマルフ
ァンクションが発生し､復水タンクに水が回収される｡そのため､主給水制御弁が自動的
に｢増開｣して給水ポンプで所定の給水流量を確保しようとすることにより､復水器出口
側の流量が増し､復水器ホットウェル(H/W)水位が徐々に低下してしまう｡復水器ホ
ットウェルの通常水位が117cmであることから､これが､110cmになった時点で復水器ホ
ットウェル(H/W)水位｢低｣警報が発生する｡この後､さらに水位が低下すると｢低
低｣警報が発生し､インターロックにより復水ポンプがトリップしてしまう｡
(2)循環水ポンプの機能低下(シナリオ2)
｢循環水ポンプの機能低下｣では､循環水ポンプ入口流量が低下するマルファンクショ
ンが発生し､循環水流量｢低｣警報が発生する｡循環水流量が低下すると復水器の冷却力
が低下するため､このまま推移すると徐々に復水器の真空度が低下し､さらに低下すると
｢低低｣に至り､インターロックにより､タービンがトリップし､原子炉自動停止してし
まう｡

Fig.5‑23
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5.6.2.オペレータ行動モデルのメンタルモデル
前述のシナリオごとにオペレーク行動モデルの情報処理過程でどのようなメンタルモデ
ルが生成され､それがどのように変化していくかを見ていく｡メンタルモデルは新たな警

報あるいは計器読み取り値を認知した場合に作成･更新される｡
(1)復水回収弁の誤動作｢開｣のケース(シナリオ1)
シナリオにしたがって､復水器ホットウェル水位｢低｣の警報が発生し､それをタービ
ンオペレークが内容確認した時点で､最初のメンタルモデルが生成される(Fig.5‑2互(a)参
照)｡この場合には､警報が発生して､当面対応があるか否かを見るのみであるので､状
態量として復水器ホットウェル水位を取り､原因として､復水供給弁誤動作｢閉｣あるい
は復水回収弁誤動作｢開｣のどちらかが発生したことを知る程度である｡続いて､復水器
ホットウェル水位の関連状態量は定義されていない(知識ベース)ので､復水器水位を観
察して認知した時点では､主要状態量が復水器ホットウェル水位で､緊急対応策が､復水
補給弁｢開｣であること知る｡さらに復水器ホットウェル水位が｢低低｣で復水ポンプが
インターロックでトリップしてしまうことに思い至る(Fig.5‑2山(b)参照)｡続いて､復水
器ホットウェル水位｢低低｣の警報が発生した時点では､その関連状態量として､原子炉
水位､復水ポンプ出/入口流量/圧力､給水ポンプ入口流量/圧力､給水流量などがリス
トアップされ(Fig･5‑2叫c)参照)､続いて､これらの状態量の値とトレンドを観察するこ
とにより､この中から｢主要状態量｣を決めることになるが､このシナリオでは､この後
スクラムしてしまう｡このシナリオでは､以上のように設計通り､メンタルモデルが生成
され､更新されていることが確認できた｡

(2)循環水ポンプの機能低下のケース(シナリオ2)
シナリオにしたがって､循環水入口流量｢低｣警報が発生し､それをタービンオペレー
クが内容確認した時点で､最初のメンタルモデルが生成される｡この場合には､警報が発
生して､状態量として循環水ポンプ入口流量を取り､原因として､循環水ポンプ機能低下
を知ることになる｡ここでは､HHIとして､タービンオペレークが緊急対応を原子炉運
転員が原因対応を行うように仮定した｡したがって､原子炉運転員は､原因が循環水ポン
プの流量低下であることをすでに知っていることから(原因が知識ベースの中で一つしか
定義されていない)､原因対応として､循環水ポンプ予備機起動を提案する｡一方､ター
ビン運転員は､関連状態量として､復水器真空度に思い至り､復水器真空度を観察に行き､
ここで､メンタルモデルが更新される｡続いて､真空度の値とトレンドの観察結果より､
復水器真空度を主要状態量として､さらに真空度が低下して､｢低低｣となるとインター
ロックで原子炉停止に至ることを知り､対応策として､排気ポンプ予備機起動あるいは再
循環ポンプ速度降下により出力を低下させようとしていく｡以上の通り､具体的なメンタ
ルモデルは示さないが､設計通りメンタルモデルが生成･更新されていることを確認し､
機能モデルの健全性を確認した｡
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5.6.3.ダイナミックモデルの動作状態
前述のシナリオは最初の警報が発生することにより､各オペレークモデルのシミュレー
ションが開始されていく｡ここでは､警報発生時点から3名のオペレーク(当直長:SR
O､原子炉運転員:RO､タービン運転員:TO)の内部での思考プロセスが設計にした
がって､動作しているか否かを確認する｡
各々のシナリオで警報発生時点からスタートして､それぞれどのようなオブジェクトが
動作したかを示す履歴を打ち出し､それを整理した結果をFig.5‑25に示す｡ここで用いた
3名のオペレークのふるまいをシミュレーションするEWSは1台であるため､基本的に
タイムシェアリング方式(TS

S)を採用して､3名のオペレークのふるまいを模擬して

いる｡同図では､それぞれのオペレークが警報発生からメンタルモデルを生成するまでを
時系列的に表示しているが､基本的には､情報の採り入れをクラス｢注意力｣のオブジェ
クトで行い､次にクラス｢短期記憶｣からクラス｢スキル処理｣に送っている｡続いて､
自分の分担であるTOがクラス｢動作｣により､警報内容を読み取り､発話するとともに､
クラス｢状況理解｣にその情報を送っている｡また､発話情報はSROとROに同時に送
られるという仮定であるが､EWS上ではまず､SROに送られ､次にROに送られてい
る｡ここでは､TOが先にメンタルモデルを生成し､関連状態量として｢復水器ホットウ
ェル水位｣の値とトレンドを観察し(動作)､その値とトレンドを発話したのちに､SR
OおよびROがメンタルモデルを生成している｡
以上の過程は警報発生からメンタルモデル生成までであるが､この過程でほとんど主要
な機能は全て現れている｡すなわち､すべてのクラスのオブジェクトは設計通り動作して
おり､長期記憶との関係でメンタルモデルの生成も実行されている｡また､設計において
懸案であった､状況理解の途中での中断･復旧も各オペレークで設計通りシミュレーショ
ンされている｡以上の通り､各オブジェクトモデルと動的モデルは設計通りとなっている
ことが確認できた｡

5.6.4.動作および発話の発生順序とタイミング

シミュレーション結果を動作･発話の実行結果の観点で整理したものをFig.5‑26に示す｡
ここでは､発話情報として､｢返答(相手の発話を認知した場合に返答をかえす)｣は発
話の中から削除している｡
まず､シナリオ1では､役割分担として基本的にタービン運転員に緊急対応を実施させ､
原子炉運転員はなにも実施していない状況を設定し､その場合のシーケンスを示している｡
したがって､警報発生から一連の状態量の読み取り､報告､緊急対応の提案､操作､実施
報告などはすべてタービン運転員が実施している｡
シナリオ2では､タービン運転員に緊急対応を実施させ､原子炉運転員は原因対応を実
施している役割分担を設定している｡
これまでの各節で､認知情報→メンタルモデル→オブジェクト動作など動作･発話意図
の形成過程を細かに見てきた｡ここでは､シミュレーションの結果として､実際に模擬さ
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れた動作･発話を示したが､動作あるいは発話の順序およびタイミングは設計で想定した
順序通りになされているものと考えられる｡また､対応策の選択や原因の同定などについ
ても適切に選択されていることが確認できた｡

5.7

むすび

第5章では､オペレーク行動モデルのシミュレーションについて述べた｡ここでは､オ
ペレークの思考過程の核となるメンタルモデルについて､訓練センターでの実験結果の考
察に基づき､原因推定および事象の進展予測が可能なモデルを作成した｡また､オペレー
クのダイナミックなふるまいについては､オブジェクト指向モデリング技術(OMT)を
適用して､設計を実施した｡この設計では､OMTに基づきオペレークの思考過程を模擬
した｢オブジェクトモデル｣｢動的モデル｣および｢機能モデル｣を作成している｡また､
このオペレークモデルに人間特性を付加するため､精神作業負荷､覚醒水準および注意力
などを模擬できるニューラルネットワークを利用した人間特性モデルを開発した｡これら
の一連の設計を踏まえ､オブジェクト指向言語(C++)および知識処理ツール(Nexpert
Object)により､設計に忠実にプログラム化し､最後に､本プログラムの動作確認を行う
ため､簡易プラントシミュレータで想定している2事象を例として取り上げ､警報発生か
らメンタルモデルの生成･更新､そして対応策の実施までの過程をシミュレーションした｡
以上の検討結果の内容をまとめると以下の通りとなる｡

(1)MMI,から取り入れた情報と知識ベースに蓄えられた知識を統合して､現在のプラン
ト状況を把握し､プラントの今後の推移の予測と発生原因の推定を実施し､的確な対
応策を提案できる｢メンタルモデル｣を考案し､知識処理技術により具体化した｡こ
のメンタルモデルはBWR訓練センターでの実験および運転経験者とのディスカッショ
ンによって得られたものである｡
(2)オペレークのダイナミック行動をモデル化するため､設計では｢オブジェクト指向モ
デリング技術(OMT)｣を適用した｡これにより､プログラム設計をはぼダイレク
トにプログラムに変換でき､設計に忠実なプログラム化が可能となった｡
(3)オペレーク行動モデルをプログラム化するために必要な3種類のモデルとして､全体
の静的構造を明確にした｢オブジェクトモデル｣､各処理単位(クラス)ごとにその
内部の状態遷移をダイナミックに図式で記述する｢動的モデル｣および複雑なデータ
参照･演算の過程を記述する｢機能モデル｣を作成した｡これにより､｢外部情報(
MMI､発話)の認知｣→｢状況の把握および対応課題(インデックス)の定義｣→
｢対応の選択提案｣→｢手順の実施｣→｢効果の監視｣→｢代替案の実施｣の一連の
思考過程を明確に記述した｡
(4)思考過程ではインデックスに優先度をっけて､優先度の高いものから順番に実施して
いく方式を採用し､インデックスの優先度は関連警報が発生･クリアするたびに再評
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価する｡また､インデックスへの対応過程においても､新たな情報の獲得や発話情報
の受付を随時実施できるような動作方式とした｡
(5)運転操作時のオペレ一夕のパフォーマンスに影響を与える内的要因をシミュレーショ
ンに反映するため､人間特性モデルを開発し､ニューラルネットワーク技術を用いて､
モデル化してオペレーク行動モデルに組み込んだ｡
(6)設計に忠実にプログラム化するため､知識処理ツール｢NexpertObject｣およびオブ
ジェクト指向言語｢C++｣を利用して､シミュレーションコードを作成した｡これに
より､設計レベルでの改良を容易にコードに反映できる｡
(7)実装したシミュレーションコードの動作確認を行うため､｢復水回収弁誤動作開事象｣
および｢循環水ポンプ機能低下事象｣を例に取り上げ､オペレーク行動モデルの発話
や動作などの外部とのやりとり､およびモデル内部でのメンタルモデルの生成･更新
などの諸過程を検討し､設計通りに動作していることを確認した｡

今後は､被験者実験の結果との比較検討を行い､このオペレ一夕行動モデルのモデルの
妥当性を検証して､必要ならば改良していくことが求められる｡また､認知科学的な観点
からめ人間らしさをモデルに組み込むとともに､エラーのメカニズムを仮定してモデルに
導入することにより､エラーの影響を評価できるようにする｡さらに､情動やストレスな
どの思考過程への影響をモデル化する必要がある｡ここで述べたオペレーク行動のシミュ
レーションは､まだ第一段階のものであり､ここには､第3章で述べたトラブル事例の知
見や第4章で述べた人間特性に関する実験結果について､今後得られる重要な知見を一般
化して組み込める可能性を有している｡したがって､ブラックボックスとして外部からは
間接的にうかがえるにすぎなかったオペレ一夕の思考過程や内的要因についてのケースス
タディデータを積みあげて一般化していく手法として､このシミュレーション手法の有効
性について示したものである｡このように､ヒューマンファククーの分野では､実用性を
追求していくことも重要であるが､人間の内部状態を推定してモデル化し､その推定結果
と実際の比較によるモデルの再構築を繰りかえすことにより､人間特性の真髄に迫ること
ができるものと思われる｡
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第6章

結

論

原子力発電所の運転操作を対象としたヒューマンファククー研究については､これまで
確率論的リスク評価のための人間信頼性研究や制御盤改良研究を主体に行われてきた経緯
にある｡本研究は､これまでのアプローチに加え､これまでの人間研究に利用されてきた
学際的な様々な人間工学的手法をベースに､新たな研究への取組みを模索するための方法
論を提供することを目的としている｡本論文では､第一に､運転操作に関連したヒューマ
ンファクタ一研究の対象を絞り込むため､現実の運転員の業務内容を僻撤し､現状の研究
で不足している点､取り組むべき重要な課題を様々な観点から詳細に検討した｡この結果､
プラントの安全性･信頼性向上には異常/緊急時の運転員の対応が鍵を握る重要な役割を
果たし､この際の運転員の作業負荷や覚醒水準などの内的要因およびこれらに密接に関与

する運転員の思考(判断)過程に関する取組みが不十分であること､さらに社会･組緻学
的な運転員間の協調やチームとしての意思決定過程なども残された重要な課題であること
を明らかとした｡続いて､これらの課題に対処するための手法として､これまで長い歴史
的背景を持つ人間工学的手法をリストアップし､それらの手法の有効性と適用性を評価し､
｢トラブル分析手法｣｢生体情報評価手法｣｢シミュレーション手法｣を選択した｡本論
文では､これらの手法を具体的な上記の課題に適用することにより､運転員の内的要因が
どのように作用してヒューマンエラーの発生に結びっくか､いわゆるヒューマンエラーの
発生メカニズムの解明とそれらの影響過程について多角的な問題解決を図ろうとしたもの
である｡すなわち､第一に｢トラブル分析手法｣の開発とその適用によるデータ収集によ
り､現実の制御室で発生した過去のトラブルにヒューマンエラーがどのように関与し､ま
た内的要因を含むどのような原因が係わっていたかについて事実関係に立脚した調査･分
析を行う｡第二に､実際的な諸問題を具休化し､因果関係が明確でないものについては､
｢生体情報評価手法｣を中核とした実験的手段により分析･評価を行い､それらのメカニ
ズムや影響過程についての知見を得る｡ただし､実験的手段では適用対象および範囲が極
めて限定されてしまうことになるため､最後に｢シミュレーション技術｣を適用して､事
例分析および実験によって得られた知見をモデル化して一般化していく｡これにより､対
策の有効性やその効果の予測を行うことができる｡ここでは､以上のプロセスを新たな創
意と最新の技術的方法を適用して､実用的に活用できる手法として方法論的に確立するた
めの開発研究および実験的研究を実施した｡以上に述べた内容を含め､得られた結論を以
下に述べる｡

(1)運転操作を対象としたヒューマンファククー研究は､20年程度の歴史的背景を持
ち､主に､炉心溶融確率を求める確率論的リスク評価研究を支援するための人間信頼性評
価およびTMI事故の反省としての制御盤の改良研究に集中されてきた経緯にある｡
これを踏まえ､新たな研究の展開を図るための課題を抽出するため､これまでの研究の
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成果および運転員の業務や役割を概観した｡その結果､原子力発電所の信頼性の向上を果
たすためには､異常/緊急時の運転操作が重要な鍵を握ることが分かった｡一方､①運転
員へのアンケート調査(過去のトラブル事例)､②安全工学､人間工学および労働科学の
分野で広く利用されている運転員を主体とした総括的なチェックシートにより､残された

重要な課題を摘出した結果､以下の課題が抽出された｡
･運転操作に係わる運転員の内的要因､特に､精神作業負荷､覚醒水準および注意力など
がパフォーマンスに与える影響
･運転操作時の運転員の思考過程の解明
･運転員問の協調やチームとしての意思決定過程など社会･組織学的な取組み
これらの課題に取り組むための方法論的枠組みを提供するため､これまでの作業と人間
の係わりを対象としてきた人間工学､労働科学､産業衛生学､安全工学および心理学など
で活用されてきた手法を概観し､それぞれの手法が①調査段階､②分析段階､③評価段階､
④対策段階および⑤予測段階のどの段階で適用できるかを評価した結果､調査･分析段階
では｢トラブル分析手法｣､分析･評価段階では｢生体情報評価手法｣､最後に対策･予
測段階では｢シミュレーション手法｣が､これらの課題に体系的に取り組むための適用性
や発展性に優れていることが分かった｡したがって､これらの手法の現状について多分野
に跨がる総括的な文献調査を行い､既存の技術レベルとノウハウを集約するとともに､新
たに取り組むべき方向性を明確にした｡

(2)トラブル分析手法では､これまで系統的で実用的な手法が提供されてこなかったこ
とから､様々な特徴を有する新たな手法を開発した｡その主な特徴は､①プラント職員が
自主研究的に分析できるようにするための実施手順を作成した､②生理･心理状態などの
内的要因を含めた原因を系統的に分析できる､③具体的な対策を提案できる対策指向の手
法とした､などであり､実際のプラント現場で発生したヒューマンエラー絡みのトラブル
を体系的に分析･評価することができる｡また､この手法によれば､これまで見落とされ
がちであったソフト面の原因(内的要因､手順書､管理監督など)を確実に指摘でき､さ
らに階層的かつ具体的な諸対策を提案できることを明らかとした｡さらに､この手法を一
層実用的なものとし､プラントサイトで定着化させるためには､トラブルの発生時に迅速
かつ機敏に対応することが求められるため､パソコンを利用した分析支援システムを開発
した｡この分析支援システムでは､開発したトラブル分析手法に準拠して､分析手順にお
ける実施事項を具体的な設問に置き換えシステム化することにより､｢分析の合理化｣､
｢関連情報の体系的提供｣､｢手法習得の容易化｣およびパソコン機種に捉われない｢汎
用性の確保｣を実現した｡この分析支援システムの開発により､分析に要する時間および
手法の習得に要する時間も大幅に軽減できることが明らかとなった｡

(3)生体情報評価手法を適用するためには､運転操作に携わっている運転員の生体情報
を無拘束かつ無侵襲で連続的に計測し､膨大な量の計測データを効率的に解析する必要が
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ある｡このため､任意の生体情報を組み合わせて柔軟な計測･解析を可能とする｢生体信
号計測システム｣および行動情報を併せて計測できる｢人間特性総合解析システム｣を開
発した｡また､同システムの性能および適用性を評価した結果､ダイナミックに変動する
運転員の生体情報を的確に計測し､解析を行うことが可能となり､運転員の内的要因の影
響とそのエラー発生メカニズムの実験的な検討に応用できることを示した｡
続いて､開発したシステムを用いて､運転操作に係わる内的要因として重要と見倣され
た精神作業負荷および覚醒水準の評価方法について実験的に検討した｡その結果､精神作
業負荷については､これまでの

①作業時間分析による方法､②自覚症状による方法､③

二重課題法などのアウトプット法に加えて､生体情報の一つである皮膚抵抗反射(SRR)
が個人差も少なく有力な指標となりうる可能性を持つことを明らかとした｡しかしながら､
作業内容によっては､SRRが発生しない場合もあることから､精神作業負荷の計測には
他の方法と併用する必要があることを示した｡他の手法と併用した場合､統一的な尺度と
してはシングルチャネルモデルの定義に基づいたTSF(Task

sharling

f､raction)にそれ

ぞれの方法に基づいて計測された値を換算して評価することが望ましい｡また､精神作業
負荷がパフォーマンスに及ぼす影響として実験的に検討した結果､TS

Fがおよそ60%

を超過した時点で過重な作業要求によるエラーが急速に増大することを示した｡
次に､覚醒水準については､生体情報として､自律神経系の活動度の指標としての皮膚
抵抗水準(SRL)を選択し､これまでの

①作業の質と量で判断する方法､②自覚症状

による方法と実験的に比較検討した結果､運転操作に伴う体動やノイズの影響も少なく中
枢神経系の覚醒水準の指標としてSRLが良い指標となることを示した｡また､覚醒水準
の低下にともない､信号の見逃し確率が有意に高まり､さらに､覚醒水準が低下した状態
で予期しない作業が発生した場合､TSFが60%以下の状況においても作業要求の過大
によるエラーが増大する傾向が認められた｡また､この影響の程度は個人差が大きく関与
することが示唆された｡

(4)原子力プラントのオペレーク行動のシミュレーションモデルを開発した｡開発した
オペレーク行動モデルは､将来的に運転チームとしてふるまうような拡張性を考慮してい
ることから､オペレーク間の協調や役割分担を模擬するHHIとの整合性および会話を行
う機能を有している｡このモデルは､情報(発話情報､盤情報)を取り込む注意力マイク
ロモデル(注意力MM)､得た情報を一時的に蓄えておくバッファーとしての短期記憶､
知識ベース格納する長期記憶､外部から取り入れた情報と長期記憶の情報を融合させて生
成したメンタルモデルを蓄える中期記憶(作動記憶)､メンタルモデルをもとに発話意図
および動作意図の形成を行う思考MM､動作意図を実現する動作MM､発話意図を実現す
る発話MMから構成される｡ここで､開発したメンタルモデルとは､訓練センターでの実
験結果および経験豊かな実運転員とのインタビューに基づいて､オペレークの思考過程の
核となるものである｡このメンタルモデルでは､これまでの診断的な機能が主体であった
推論機構に加え､状況の切迫性や重大性を加味したプラントの挙動予測を行うことにより
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緊急的な対応を可能とした｡オペレ一夕行動モデルは､このメンタルモデルによるノレッ
ジ処理を核として､定型的な処理を実行するスキルベース処理部分を加えて､オペレーク
としての思考過程を含めたダイナミックな振る舞いをシミュレーションできるように､オ
ブジェクト指向モデリング技術を利用して設計を行った｡オブジェクト指向モデリング技
術では､オペレーク行動モデルの個々の機能に着目し､これらの機能を一つのクラスと見
倣してモデリングを進める方式であり､オペレーク行動モデル全体の静的な構成を記述す
るオブジェクトモデル､各クラス内の状態遷移およびクラス間の遷移の様子を示した動的
モデル､および各クラス問およびクラス内の情報変換と流れを記述した機能モデルの3種
類のモデル図を作成することにより設計を実施した｡続いて､言語C++およびC言語を利
用してプログラミングを行い､mIXエンジニアリングワークステーション(EWS)上に
実装した｡プラントモデルはBWR型原子力プラントを簡略化したシミュレータを､このオ
ペレ一夕行動モデルと接続し､循環水ポンプ機能低下事象および復水回収弁誤聞事象を対
象に動作確認を実施した｡この結果､オペレーク行動モデル内の各クラスの動作過程､発
話および動作の発生順序などの思考過程および行動は所期の設計通り動作していること､
対応過程の妥当性が検証された｡

以上により､運転操作に係わるオペレークのエラーに関与すると思われる内的要因や思
考過程を解明し､エラーメカニズムを探るための調査→分析→評価→対策→予測の各段階
を多角的に実施するための3種類の手法に閲し､これらの方法論の現状を把握し､原子力
プラントの運転操作の信頼性向上研究に適用できる具体的な手法を提案した｡
今後は､第一のトラブル分析手法については､一層の分析事例の収集により､実際的な
エラー発生のメカニズムについての知見を蓄積し､その発生頻度を含めたモデル化と具体
的かつ共通的な防止対策の提言が求められる｡また､第二の生体情報評価手法については､
現実に近い制御室における実態調査を実施し､心身状態がオペレークの運転性能に与える
影響を正確に把握することが求められる｡最後に第三の手法については､①第一､第二の
手法で得た知見および実際のシミュレータ実験の結果を反映し､より現実の運転員に近い
オペレーク行動モデルとして完成すること､②認知科学的な考察に基づくエラーメカニズ
ムを模擬できる機能を加えること､③ストレスや情動などより人間らしいふるまいを模擬
できるようにすること､④学習機能を加えて､知識ベースの構築を効率化することなどが
求められる｡さらに､運転員間の協調や役割分担などチームとしての行動をシミュレーシ
ョンするためのHHIモデルを完成し､最終的に運転チーム行動シミュレーションモデル
として完成する必要がある｡
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