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1 はじめに 
 

米国では、ますます複雑化するシステムにおいて安全評価に関する新しい研究が進められている。マサチ

ューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of Technology：MIT）のナンシー・レブソン教授（Nancy 

Leveson）が中心になって約 20 年前から研究が進められている STAMP（Systems Theoretic Accident 

Model and Processes/システム理論に基づく事故モデル）が産業界において注目されている。STAMP と

は、システム論を利用した事故モデルの構築手法であり、従来の事故モデルでは対応できない複雑化した

システムに対応できる考え方であり航空宇宙分野や原子力発電所といった重要インフラへの応用研究にお

いて有効性が評価され、活発な研究開発が展開されている。 

 

STAMPは、現代社会に欠かせない大規模なソフトウェア集約的なシステム（Software Intensive Systems）
1の安全研究において新しい考え方を取り入れるべきだと考えるレブソン教授によって研究が始められた。

過去 20年間、技術的な側面での安全を高めようとするエンジニアたちの努力にもかかわらず、大型事故は

起こり続けている事実を見てきた結果、技術的側面だけを見ても安全研究に行き詰まりがあるのではない

かと実感した同教授は、社会的、組織・管理的、そして政治的な要因を無視せずに、もはやシステムの安全

を大幅に下げることはできないと考え、非技術的な要因も考慮した包括的な安全研究を提唱した。 

 

レブソン教授率いる MITの PSAS研究室（Partnership for a Systems Approach to Safety ）は 2012年

から毎年 STAMPワークショップを開催しており、多数の研究者が STAMP を応用した研究を発表している
2。MIT をはじめとして、大学ではシュトゥットガルト大学、政府機関ではアメリカ海軍、米国食品医薬品局

（Food and Drug Administration：FDA）など、民間企業からはゼネラルモーターズやボーイングなどがそれ

ぞれ STAMP研究に参加している。2013年からはドイツのシュトゥットガルト大学にて STAMPワークショッ

プヨーロッパが開催されるなど3、日本やドイツなど工業先進国、とりわけエンジニアリングや製造業を先進

的に展開している国々を中心に積極的な取り組みが行われている。日本からは JAXA（宇宙航空研究開発

機構）や JRが参加している。特に JAXAは MITの研究グループと数年にわたり共同研究を続けている。 

 

本年も 3月 25日～27日に MITで STAMPワークショップが開催され、参加してきた（図表 1）。レブソン教

授によれば、多くの国から当初の予定を上回る約 250 人の登録があったとのことであり、急きょ大きな会場

に変更するほどの盛況であったことからも、関心の高さがうかがわれる。ワークショップで発表された研究内

容も、航空交通管制システム、宇宙船の運用、自動運転技術などから、医療やエネルギーなど多岐にわた

っている。エンジニアリング分野での新しい安全研究の取り組みは、まだ初期段階であり、導入をめぐる課

題もあるものも、STAMP の安全対策への効果も確実に認識されており、今後もこの分野への研究が進む

とみられている。 

 

同ワークショップの冒頭でレブソン教授は、高度化するシステムにおける従来の安全性へのアプローチでは

限界があり、システムの各コンポーネントが何ら問題なく機能していても最終的に事故が起きることがあるこ

                                                   
1 ソフトウェア集約的なシステム（software-intensive system）とは、組み込まれたソフトウェアがシステム全体の設計、構造、

配置、進化に影響に及ぼしているシステムを指す。 
2 http://psas.scripts.mit.edu/home/2014-stamp-workshop-presentations/ 
3 http://www.iva.ing.tu-bs.de/stamp/ 

http://psas.scripts.mit.edu/home/2014-stamp-workshop-presentations/
http://www.iva.ing.tu-bs.de/stamp/
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との現実、安全性と信頼性は同一ではないこと、ソフトウェア開発には技術的以外の要素も含まれており、

ヒューマンエラーはシステムが再デザインを求めていることの兆候と考えるべき、などから STAMP の必要

性を訴えた。 

 

本年 1月 21日に東京で開催した IPAセミナーにレブソン教授を講師として招き、STAMPの紹介を行った4

際も多くの参加者があった。このように日本国内でも現在非常に注目されている STAMP 研究の状況につ

いて、前編と後編に分けてその内容を紹介する。前編（5 月号）では STAMP の内容について触れるととも

に、研究が進められている分野における研究内容の紹介や、企業が STAMPを導入するにあたっての課題

と、STAMP の導入をサポートするために開発されたソフトウェアなどを紹介する。後編（6 月号）では、実際

に導入を行った企業のケーススタディや、過去の事故などを分析した研究内容などについて報告する。 

 

図表 1： マサチューセッツ工科大学 State Center 

                                         
（本年の STAMPワークショップが開催されたマサチューセッツ工科大学の建物。独創的な外観が目を引く） 
 
  

                                                   
4 http://sec.ipa.go.jp/seminar/20140121.html 
 

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20140121.html
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2 STAMP/STPAの基本概念 
 

（1） STAMPの定義とツール 
 
a. STAMP 

現代社会で使われている機械やシステムは複雑化の一途をたどっており、人がシステムのすべてを把握す

ることが難しくなってきている。特にコンピューターの発達により、複雑性は新しい次元に達してきており、シ

ンプルな電気機械を想定した、かつてのアプローチでは効果的な事故防止ができなくなってきている。代表

的なイベントベース分析手法であるスイスチーズモデルやフォルトツリー解析（Fault Tree Analysis：FTA）5
 

では（図表 2 を参照）、各コンポーネント6の故障による事故を想定しているため、信頼性と冗長性を上げる

ために過剰設計になりやすく7、組織体制や管理者の意思決定、企業の安全管理など、全体的な流れの中

にある事故につながる要因を見つけることが難しいという欠点があった8。そこで、コンポーネントベースでは

なく、システム全体を包含する、複雑系理論に基づく新しい安全解析方法として、STAMP の研究が注目を

集めている。STAMP は、システムを構成するコンポーネント間の相互作用に着目して、システム全体の流

れを表す事故モデルとなっており、この事故モデルを使用することにより、メカニズム、技術、ヒューマンエラ

ー、プロジェクト間の連携ミスなど、複雑化したシステムの問題点を発見できるようになっている9。 

 

図表 2： スイスチーズモデル/フォルトツリー解析/ STAMPを使った場合の事故解析イメージ モデル 

 
出典：各種資料を基に作成10

 

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

の原因を特定する手法。 

6 ここで指すコンポーネントとは、コンピューター、機械、オペレーター、組織など、何らかの要素を指す。各コンポーネントは指

示を出す、指示を受けることで何らかの行動を起こす、またはフィードバックを返すなど、各々の役割を持っている。 

7 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.102 
8 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.28 
9 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.389 
10 http://patientsafetyed.duhs.duke.edu/module_e/swiss_cheese.html 
http://www.nasa.gov/offices/oce/llis/0757.html 
 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://patientsafetyed.duhs.duke.edu/module_e/swiss_cheese.html
http://www.nasa.gov/offices/oce/llis/0757.html
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たとえば、1999 年に起きた火星探査機の着陸失敗では、降下中に展開された着陸機の足による衝撃を、

ソフトウェアが着陸と判断して逆噴射を中止したことが原因と言われているが11、ソフトウェアのプログラムに

原因を求めるのではなく、他の機器との連携やソフトウェア作成時の要件など、コンポーネント間の問題に

着目するべきではないかという見方が STAMP の考え方である。ここで指すシステムとは、探査機を構成す

る機器だけではなく、計画段階から運用、組織の管理体制にいたるすべての工程を示しており、STAMP で

はシステム全体に潜む事故要因を特定することができるようになっている。このように、イベントベースの思

考（event-based thinking）ではなく、システム思考（systems thinking）による事故モデルの構築が STAMP

の大きな特徴といえる。 

 

STAMP の事故モデルでは大きく分けて、①安全制約（safety constraints）、②プロセスモデル（process 

model）、③コントロール構造（control structure）の 3つの要素で構成されている12。 

 

① 安全制約とは、安全が守られるために必要なルールを指しており、たとえば、ヘルメット、機械の安全装

置、災害時の避難ルールなどといったものが挙げられる。STAMP では、安全制約が不適切、または守

られていない場合に事故が起きると定義している。 

 

② プロセスモデルとは、コントローラーが持つアルゴリズムであり、状況に応じて、 制御アクション（control 

action）を他のコンポーネントに出す仕組みを指している（図表 3 を参照）。エアコンの自動温度調節機

能を例に挙げると、コントローラーは、一定の温度に達すると冷暖房を動かすプロセスモデルに従って、

制御アクションの指示を出す仕組みとなっている。コントロールループと呼ばれるコンポーネント間の相

互作用を示したものでは、上位のコンポーネントであるコントローラー（controller）からは、指示として制

御アクションが出され、指示を受けた側はフィードバック（feedback）を返す仕組みとなっている13。 

 

図表 3： コントロールループ 

 
出典：An STPA Primerを基に作成14

 

 
 

                                                   
11 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.8 
12 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.76 
13 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-
san.pdf p.3 
14 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.16 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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③ コントロール構造は、コントロールループを積み重ねることで構築することができ、各コンポーネント間の

機能動作を示したシステムの設計図としての役割を果たす。図表 4 はコントロール構造の例となってい

る。左側は設計開発、右側は運用を行う上でのコントロール構造となっており、システムの設計図として

全体像が見えるようになっている。例えば、運用側コントロール構造の赤枠の中は、自動化された機械

とその操作を行うオペレーターのコントロールループとなっているが、その上には管理者や組織のマネ

ージメントレベルがコントロール構造の一部として積み重なっており、更にその上には企業へ法規制や

指導を行う政府機関が位置している。この全体像がシステム制御の構造を示しており、組織のマネージ

メントは安全ポリシーを作成し、管理者はオペレーターへと指示を出している。オペレーターからはフィ

ードバックを管理者へと返しており、一連の流れがわかるようになっている。こういったコントロール構造

を細かく確認することで、不適切な制御アクションや安全制約、システムの設計ミスといった事故につな

がる潜在原因（causal factor）を見つけ出すことが可能となる15。 

 

図表 4： コントロール構造 

 
出典： An STPA Primer

16
 

 
 
b. STPA / CAST / STPA-sec 

STAMP はあくまでも事故モデルであるため、システムの安全解析やリスク評価を行うためには別にツール

を作成する必要がある。現在、様々な研究者がツールの作成を行っており、代表的なものとして、①ハザー

ド分析の STPA（System Theoretic Process Analysis）や、②事故解析を行う CAST（Causal Analysis 

based on STAMP）といったものが挙げられる。その他にも、③セキュリティに特化した STPA-secは、サイ

バーセキュリティへの応用など注目度が高く、研究が進められている。 

 

                                                   
15 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.81 
16 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.15 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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① STAMPを利用したハザード分析手法は STPA（System-Theoretic Process Analysis/システム論に基

づいたプロセス分析）と呼ばれ、「事故が起きる前に、事故を引き起こす潜在的な要因を見つけ出す」こ

とを目的としている17。STPA の手法では、コントロール構造を使うことにより、コンポーネント間の相互

作用を確認し、システム全体の流れを把握することができるようになっている。事故を想定したコントロ

ール構造を構築し、その中に安全でない不適切な制御アクションがあった場合、各コンポーネントのプ

ロセスモデルやコントロール構造のフローを確認して、事故につながる潜在原因を特定することができ

る。これにより、システムの流れにある、設計ミス、ソフトウェアフローのミス、相互作用の障害、複雑化

した状況での意思決定のエラー、組織、管理体制の欠陥といった、システムに潜む事故要因を特定す

ることができるようになっている。つまり、STPA を使うことにより、事故の現象から発生のメカニズム、

原因に至るまで事故のシナリオそのものを作成することができるという特徴がある。事故のシナリオを

作成することで、被害を出す前に事故の要因となるシステムの設計や運用のミスを取り除くことが可能

となっている。また、事故のシナリオ作成は研究開発の段階から適用できるため、開発段階から潜在的

なリスクを発見できるなどのメリットがある。 

 

② STAMPを使った事故分析ツールである CAST（Causal Analysis using System Theory）は、事故が

起きる前ではなく、事故後に検証と分析を行うためのツールとなっており、事故原因そのものを追究す

ることが目的ではなく、事故がなぜ起きたのかを説明するものである。システム全体の分析を通して、

事故につながったシステム上の体質や潜在要因を見つけ出すことが目的となっている18。たとえば、ヒ

ューマンエラーは事故の原因ではなく、機械の配置やデザイン、複雑な生産工程や、無理な生産目標

におけるプレッシャーなどといった、システム上の問題がヒューマエラーを生み出していると考えている。

CAST を使用して事故分析を行った例として、チャレンジャー号爆発事故と、シモンズ航空 3641 号の

墜落事故が挙げられる（図表 5）。 

 

CAST の事故分析手法は STPA とほぼ同じであり、事故のコントロール構造を構築後、安全でない不

適切な制御動作を特定し、各コンポーネントのプロセスモデルやコントロール構造のフローから潜在原

因を探し出すという手順を踏む。CAST は事故が起きた理由を明確に説明することができるため、事故

後に事故のプロセスがわかったことにより、予測が可能だったと考える「後知恵バイアス」を減らす役割

もある。 

  

                                                   
17 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.211 
18 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.349 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
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図表 5： CASTを使った事故解析の例 

 
出典：ナショナル・パブリック・ラジオ19

 

 

 
出典：CAST Tutorial Causal Analysis  using System Theory

20
 

 

③ STPA をセキュリティに特化させたハザード分析ツールとして、STPA-sec（STPA for security）が現在

注目を集めている21。サイバーセキュリティの対策に多く見られるのが、攻撃側の手法を研究するなど、

脅威に敵対するための戦術（tactics）を使った防御策であり、脅威と対抗することを前提としたセキュリ

ティ対策となっている。これに対し STPA-sec では、セキュリティの欠陥を無くすことで脅威の侵入を阻

み、セキュリティ対策としての結果を求める戦略（strategy）を重視した内容となっている。STPA と同じ

手法を用いているが、システム上の潜在原因の代わりに脆弱性を取り除くことを目的としており、Safety

ではなく Securityを守る内容になっている。セキュリティに特化した STPA-secは、ITだけでなく軍事へ

の応用も可能とされており、MITの研究チームを中心として、研究が進められている22。 

 

（2）  STAMPを使うメリット 
 

a. より多くのリスク要因を発見可能 

STAMP/STPA を使った解析手法では、FTA といった従来の方法より同じ、もしくはそれ以上の事故を起こ

す可能性のある問題を発見できている23。これは STAMP を使ったハザード分析が、従来のイベントベース

の解析手法と同様の事故原因を特定できるだけでなく、コンポーネント間やシステム上に存在する潜在原

因を特定することも可能だからである。JAXAでは、STPAを用いて HTV（H-II Transfer Vehicle/通称：こう

のとり）運用のハザード分析を行ったところ、FTA より数多くの事故につながる問題を発見することができて

                                                   
19 http://www.npr.org/2011/01/27/133238665/25-years-after-challenger-space-still-dangerous 
20 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/CAST_Tutorial-2013.pdf p.26 
21 http://sunnyday.mit.edu/papers/acsac.doc p.3 
http://www.acsac.org/2013/workshops/law/files/LAW-2013-Leveson.pdf 

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

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Young_STAMP_2014_As-delivered.pdf p.3 
23 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Workshop-Tutorial-2014-final-out.pdf p.55 

http://www.npr.org/2011/01/27/133238665/25-years-after-challenger-space-still-dangerous
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/CAST_Tutorial-2013.pdf
http://www.acsac.org/2013/workshops/law/files/LAW-2013-Leveson.pdf
http://maltutty.com/content/SETE%202014%204440%20Tutty%20McKee%20final.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Young_STAMP_2014_As-delivered.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Workshop-Tutorial-2014-final-out.pdf
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いる24。その他にも、米国で開発中の NextGen（Next Generation Air Transportation System/次世代航空

交通システム）の研究では、事故につながるシナリオを他の解析手法より多く発見しており、医療機器の血

液分析装置の研究では、血液中の電解質が実際より低く表示されるなどリコールにつながる重大な問題の

発見につながっている25。 

 

b. 安全を組み込んだシステム設計の実現（Safety-guided design） 

多くのシステム開発では、システムの大まかな設計が決まった後に、安全対策についての検討が行われる

が、STPA では設計を行う前から安全対策について検討することができるため、安全性が保証された設計

へと誘導することができるようになっている26。STAMP では、組織の意思決定も安全への重要な要因と考

えており、マネージメントレベルからの安全設計を行うことにより、システム全体の安全性を確保するように

なっている。特にソフトウェアに起因した事故の場合、設計ミスが原因のものも多く、現代社会のシステムに

おいて安全を組み込んだシステム設計の実現は非常に有用な事故防止策と言える27。 

 

c. コスト削減 

STAMP を使う最大のメリットとしてハザード分析に必要な人的資源と時間を大幅に削減でき、効果的な分

析手法という点が挙げられる。例えば、ガス分析装置の研究では、複数人で構成されたチームが故障モー

ド影響解析（Failure Mode and Effect Analysis：FMEA）28
 を使って、数か月がかりで行った分析を、STPA

を使った場合では、1人の研究者によって 2週間で分析が完了している。さらに、FMEA よりも 100個以上

多くの事故シナリオを発見することに成功しており29、より少ない人数で、短期間のうちに効率的なハザード

分析を実現している。 

 

また、事故を未然に防ぐことにより得られるコストの削減は大きく、すでに実証されているケースがいくつも

ある。例えば、中国の北京航空航天大学で行われている航空機の研究では、STPA を使うことで、今までよ

りも安全取り組みに対するコストを抑えながら、飛行実験の事故率を低くし、効果的な実験結果を得ることに

成功している30。また、米ディーゼルエンジンメーカー、Cummins社で行われた研究では、FTA と FMEA よ

りも多くのソフトウェア、外部的な要因、生産工程における問題を発見しており、STAMP が他の解析手法よ

りも安全を高めるためのプロセスにおけるコスト削減に有効なことが証明されている31。 

 

d. 安全への取り組みにおける効率化 

この他にも、STAMP はシステム全体に潜んでいる事故要因を見つけ出すことができるため、事故の早期

的な解決へとつながり、コスト削減に貢献できる。たとえば、ヒューマンエラーを事故の原因とした場合、再

教育、ルールの追加、オートメーション化といった内容が事故防止の解決策となるが、再教育にかかるコス

ト、度重なるルールの追加による効率の低下、オートメーション化によりリスクが過小評価されるといったデ

メリットがある。システム上の原因が取り除かれないことにより、同種の事故が起こるたびに「本質的な問題

解決」というよりも「対症療法的な問題解決」を図ることとなり、その度に再教育やルールの追加といったコス

トを発生させる要因となる32。 

 

                                                   
24 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Leveson-tutorial-intro.pdf p.40 

25 http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf p.37および p.39 

26 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.8 
27 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.263 

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

障要因を特定する解析手法 

29 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.72 
30 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_LuYi_Presentation_2rd_STAMP_Workshop.pdf 
31 http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514#files-area 
32 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CAST_Accident_Analysis-1_PN.pdf p.10 

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Leveson-tutorial-intro.pdf
http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Balgos-thesis.pdf
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_LuYi_Presentation_2rd_STAMP_Workshop.pdf
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79514%23files-area
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CAST_Accident_Analysis-1_PN.pdf
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こういったメリットから、現在、多数の民間企業が STAMPの導入を検討している。上記で挙げた Cummins

社のように MIT と研究を行っている企業もあり、研究機関と企業による実用化に向けた研究が進むと見ら

れている。 

 

3 STAMPの応用分野33 
 

（1） 産業界での利用に向けた研究 
 

STAMP の研究は、もともとレブソン教授が、20 年ほど前からソフトウェア安全工学の研究を始めていた航

空産業に端を発する安全対策の研究をヒントに生まれたものであり34、今では、宇宙、医療、鉄道、自動車

などへの分野に広がり、MIT のみならず、他の研究機関でも様々な分野への応用が行われている。米国立

科学財団（National Science Foundation：NSF）や米航空宇宙局（National Aeronautics and Space 

Administration：NASA）を中心として35、米原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）

などの政府機関からの支援が積極的に行われており36、様々な方面からの STAMPに対する注目の高さを

うかがい知ることができる。 

 

a. 宇宙 

宇宙分野は、STAMP 研究が最初に取り組まれた分野であり、MIT が NASA による大規模事故の解明を

共同で研究したのが STAMP 研究の先駆けとなっている。スペースシャトル、チャレンジャー号とコロンビア

号の事故や37、1999年に起きた人工衛星の軌道投入失敗に関する事故分析などについて、MITが NASA

と協力し、宇宙分野で新しい安全解説手法を取り組んだのが STAMP研究の発端になっている38。 

 

日本のJAXAもMITの研究チームと数年前から共同研究を行っており、HTV運用におけるハザード分析で

は、STPAで発見した問題点はほとんどが対処済ではあったものの、JAXAが作成した安全解析書39には書

かれていない潜在原因を発見するという成果が得られた40。その他にも、複数台のコントローラーによる指

示が行われた際の安全性確保の研究などを行っている41。STAMPのワークショップではJAXAからの研究

発表が毎年行われており、国際宇宙ステーション実験モジュール「きぼう」の運用を行っているJAMSS（有

人宇宙システム株式会社）からも、HTV運用における人のメンタルモデル（Human Mental Model）に関す

る発表が行われている42。 

 
b. 航空 

航空産業における STAMP の活用は飛行機事故の分析を中心として早い時期から始まっており43、現在、

米連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）が中心となって開発が進められている、NextGen

（Next Generation Air Transportation System/次世代航空交通管理システム）の開発において、STAMP

が活用されている。NASAが、NextGenのハザード分析のために STPA を使用しており、研究内容の中で、

                                                   
33 この章では、各セクターの取り組みの概要を説明し、次号（2014年 6月号）では、具体的な事例にフォーカスをいれて解

説する。 

34 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.xviii 
35 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.xix 
36 http://sunnyday.mit.edu/papers/MIT-Research-Report-NRC-7-28.pdf 
http://sunnyday.mit.edu/STAMP-publications.html 
37 http://sunnyday.mit.edu/papers/controversies-final.doc 
38 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.469 

39 JAXAが HTV運用にあたって作成した、システムの安全性やハザードに適切に対応できているかまとめた文書 

40 http://www.ipa.go.jp/files/000005329.pdf p.23 
41 http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Multiple-Controllers.pdf 
42 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/2_STAMP_WS_2014_Human_Model_20140326.pdf 

43 2008年、スウェーデンのルンド大学での、「コムエアー5191便墜落事故」の事故分析に STAMPが使われている 

http://sunnyday.mit.edu/papers/nelson-thesis.pdf 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://sunnyday.mit.edu/papers/MIT-Research-Report-NRC-7-28.pdf
http://sunnyday.mit.edu/STAMP-publications.html
http://sunnyday.mit.edu/papers/controversies-final.doc
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://www.ipa.go.jp/files/000005329.pdf
http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Multiple-Controllers.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/2_STAMP_WS_2014_Human_Model_20140326.pdf
http://sunnyday.mit.edu/papers/nelson-thesis.pdf
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他の解析手法よりも STPAの方が優れていると述べている44。MITからも、NextGen上での航空機の離着

陸管理について、STPA を使った研究内容を発表45。その他、リスクアセスメントを行う Fort Hill Group 社

からも、NextGen 上で起きうるヒューマンエラーについての研究内容が発表されており、ヒューマンエラーに

起因したハザードを多数発見46。パイロットに対するトレーニング内容の改善などを提案している。 

 

c. 自動車関連 

STAMP を使った自動車分野での研究は始まったばかりだが、自動運転技術や電気自動車といった複雑な

システムに対する有効性が認められている。独シュトゥットガルト大学と MIT の研究チームでは、自動運転

技術の研究に STAMP/STPAを使ってハザード分析を行っている。両研究チームとも、ソフトウェアを中心と

した複雑な自動制御システムの中から、問題点を見つけ出すことに成功している（図表 6 を参照）。シュトゥ

ットガルト大学の研究チームは、特にソフトウェア集約システムにおいえ、事故分析や潜在原因のコントロー

ルに STPAが有効だと述べている47。また、仏自動車部品メーカーの Valeo S.A.社では、電気自動車の研

究に STAMP を使用している48。自動車分野ではこのように、自動運転技術や電気自動車といった新しい

技術に対する研究に、STAMPが積極的に使われている。 

 

図表 6：自動運転制御におけるハザード分析の例 

 
出典：MIT

49（図左） /出典：Audi
50（図右） 

 

d. 医療 

医療分野での安全性向上のために、様々な研究機関によって STAMP を活用する動きが出てきている。

MITで行われた研究では、アメリカ食品医薬局（Food and Drug Administration：FDA）によってリコールの

指示が出された医療機器や、医療事故のケースの分析を、CAST を使って行っている51。カリフォルニア大

学サンディエゴ校では、脳腫瘍の放射線治療を行うための医療手順の作成に STPA を使用し、事故防止

策の作成に貢献している52（図表 7 を参照）。臨床試験における安全性向上を目指す非営利団体、ACRES

                                                   
44 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.35 
45 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Fleming_IM_STPA.pdf 
46 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/1_Fort-Hill-Group-HF-STPA.pdf 
47 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Abdulkhaleq_STAMP_2013.pdf 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf 
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf 
48 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/02_Yahia_STAMP-STPA-case-study-on-Electric-
vehicle-range-extender.pdf 
49 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/STPA_advanced_tutorial1.pdf 
50 http://www.audi.com.au/au/brand/en/Efficiency/efficiency_technologies/assistance_systems/ 
adaptive_cruise_control.html 
51 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-10-Balgos-Safety-Analysis-of-a-Diagnostic-Medical-
Device.pdf 
52 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-
24.pdf 

http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Fleming_IM_STPA.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/1_Fort-Hill-Group-HF-STPA.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Abdulkhaleq_STAMP_2013.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/Integrating_State_Machine_Analysis_STPA.pdf
http://csrl.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-14-Qi-STPA-Analysis-of-an-Adaptive-Cruise-Control-System.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/02_Yahia_STAMP-STPA-case-study-on-Electric-vehicle-range-extender.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/02_Yahia_STAMP-STPA-case-study-on-Electric-vehicle-range-extender.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/STPA_advanced_tutorial1.pdf
http://www.audi.com.au/au/brand/en/Efficiency/efficiency_technologies/assistance_systems/adaptive_cruise_control.html
http://www.audi.com.au/au/brand/en/Efficiency/efficiency_technologies/assistance_systems/adaptive_cruise_control.html
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-10-Balgos-Safety-Analysis-of-a-Diagnostic-Medical-Device.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=2-10-Balgos-Safety-Analysis-of-a-Diagnostic-Medical-Device.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-24.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-24.pdf
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（Alliance for Clinical Research Excellence and Safety/臨床試験安全向上団体）も、臨床試験における

安全性向上のために、STAMPの導入に向けて現在動いている53。 

 

図表 7：医療分野におけるハザード分析の例 

 
出典：University of California San Diego

54
 

 

e. IT・ソフトウェア 

IT 分野では、MIT の研究チームが中心となって、STPA-sec を使ったサイバーセキュリティに関する研究を

進めている。この研究では、実際のセキュリティシステム上での脆弱性の発見やネットワーク防御の強化に

成功しており、運用におけるセキュリティの優先順位の設定なども行っている55。コンテンツデリバリネットワ

ーク事業を行っている Akamai Technologies社も STAMPを使ってウェブセキュリティの研究を行っている
56。その他、北京大学の研究チームがナビゲーションソフトウェアの研究開発で STAMP を使用。ソフトウェ

ア開発において、マネージメントレベルでのハザード分析に、STAMPが非常に有効であると述べている57。 

 

f. 金融 

2007年に起きた世界的な金融危機への分析を、MITの研究チームが CASTを使って行っている58。金融

危機調査委員会（Financial Crisis Inquiry Committee ：FCIC）の調査では、米投資銀行の Bear Stearns

社が破たんに陥った原因を、ハイリスクな投資と危機管理意識の欠如が原因と結論づけているが、CAST

の分析では、同社自身の原因以外にも金融業界における法規制に問題があるとしている。FCICの調査結

果では同社の経営体質に原因を求めて金融政策や法規制に言及していないため、同じような企業が出てき

た場合に教訓を活かせないとの研究結果では述べている。 

                                                   
53 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/MIT-ACRES-Presentation-FINAL.pdf 
54 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-
24.pdf 
55 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Young_STAMP_2014_As-delivered.pdf 
56 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-6_Stone_Systems_Thinking_and_Web_Security.pdf 
57 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_XuXiaojie-
STAMP_Analysis_Navigation_Software_Development_Management.pdf  

58 http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Spencer-thesis.pdf p.85および p.89 

 

 

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/MIT-ACRES-Presentation-FINAL.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-24.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CBCT_ONLY_SRS_STPA_STAMPCONF_ASedit_3-24.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Young_STAMP_2014_As-delivered.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-6_Stone_Systems_Thinking_and_Web_Security.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_XuXiaojie-STAMP_Analysis_Navigation_Software_Development_Management.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_XuXiaojie-STAMP_Analysis_Navigation_Software_Development_Management.pdf
http://sunnyday.mit.edu/safer-world/Spencer-thesis.pdf%20p.85
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（2） その他の研究 
 

a. 大規模プロジェクトにおけるリスク解析 

巨大工事プロジェクトのコンサルティングを行う ILF Consulting Engineering 社では、長距離パイプライン

プロジェクトにおけるリスクマネジメントに STPA を用いて、新しいリスクマネジメント手法を研究している（図

表 8 を参照）。STPA の分析から、より詳細なリスク回避策の作成につながっただけでなく、中長期的なリス

クマネジメント戦略にも役立つことがわかっている59。オランダ安全委員会（Dutch Safety Board：DSB）60が

行った研究では、組織のトップレベルが出す意思決定にミスがあった場合に想定されるハザード分析を行う。

意思決定におけるハザード分析に特化した STPAとして、D-STPA（Decision-making STPA）を考案。ガス

採掘プロジェクトを例に、プロジェクトのトップレベルによる意思決定が、プロジェクトの安全設計にどのよう

な影響が出るか、D-STPAを使用して分析を行っている。 

 

図表 8： STAMP と従来のリスクマネジメント手法の比較 

 
出典：”Using STAMP Principles in Risk Management of Large Scale Pipeline Projects”を 

基に作成61
 

 

b. 企業モラル、リコール問題、医療事故の調査など管理体制への分析 

イースタンコネチカット州立大学（Eastern Connecticut State University）の研究チームでは、情報流出事

故につながる社員のモラル喪失のメカニズム解明に、STAMP の考えを用いて分析を行っている。安全制

約ではなく、倫理制約（ethical constraint）を設置することで、個人情報の取り扱いを誤ることがなくなるとし

ている62。米国運輸省の研究機関である Volpe
63では、実際の自動車のリコールとなった事例を元に分析。

リコール問題の発生につながった潜在原因を分類化する試みを行っている（図表 9 を参照）64。MIT の研究

チームでは、退役軍人病院（VA medical center ）の協力の下、医療事故を引き起こす潜在要因の特定に

                                                   
59 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/130327_Pelegrin-STAMPConf2014.pdf p.29 

60 オランダ政府から支援を受けて設立された委員会。行政からは独立しており、様々な産業の安全分析や調査を行っている。 

61 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/130327_Pelegrin-STAMPConf2014.pdf p.30 
62 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Buck_Moral-Corporate_Failure.pdf 

63 米国運輸省傘下にある研究機関、National Transportation Systems Center （国立輸送システムセンター）の総称 

64 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Hommes-STAMP-2014-Presentation-140327.pdf 

従来のリスクマネジメント 

プランの作成 
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レビュー 

STAMPのリスクマネジメント 

最終的な目標、望ましくない事象、コント
ロール構造の作成 

ハイレベルハザードの識別 

ハイレベル安全制約の識別 

制御アクションの設定 

STPA Step1 不適切な制御アクション 

STPA Step2 潜在原因の特定 

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/130327_Pelegrin-STAMPConf2014.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/130327_Pelegrin-STAMPConf2014.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Buck_Moral-Corporate_Failure.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Hommes-STAMP-2014-Presentation-140327.pdf
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CAST を使用。多数の安全制約が守られておらず、指示を受けてもフィードバックを返さないシステム上の

体質を指摘している65。 

 

図表 9：  リコールの原因となった不適切な制御アクション 

 
出典：Volpe

66
 

 

c. ヒューマンエラー、労働災害、安全工学に対する STPAの有効性 

北京大学の研究チームは、2008 年に発生した米ミサイル基地での火災事故の分析に、STPA を使用。事

故の直接的な原因となったヒューマンエラーを詳しく分析したところ、オペレーターの経験や安全への意識

以外にも、わかりにくい機械のインターフェイスや組織のプレッシャーなどヒューマンエラー率（human error 

probability：HEP）を高める多数の潜在要因が、システム上に存在していたことが判明している67。米保険会

社 Liberty Mutual Group社の研究機関では、STPAを使った労働災害の研究発表を行っている。また、あ

らゆる産業における安全な労働環境設計のために、STPA と CAST を使った詳しい研究を行っている68。

General Motors 社からは、同社で設計している自動車の安全性について、STPA を使った研究内容を発

表している。STPA を使った分析からは、現在行っている安全設計をさらに改善する可能性があるとして、

同社では研究を進めている69。 

 
 
 
 
 

                                                   
65 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CAST-presentation_MONeil.pdf p.43 
66 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Hommes-STAMP-2014-Presentation-140327.pdf 
p.22 
67 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/02_Ronghao_2013STAMPworkshop.pdf p.31 
68 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-
Injuries.pdf 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Hettinger_Occupational_Safety.pdf 
69 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-
content/uploads/2013/04/04_Sundaram_GM_STPA_Study_Presentation_MIT.pdf 

7 

11 

13 

28 

34 

74 

197 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

制御アクションのタイミングが遅すぎる、早すぎる、定め
られた順序に設置されていない 

制御アクションがすぐに止まってしまう、 
もしくは適用が長すぎる 

制御アクション以外の原因 

制御アクションが正しく設置されているが、 
ハザードにつなっている 

制御アクションが設置されているが、 
正しく機能していない 

不必要な制御アクションが設置されている 

制御アクションが設置されていない 

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/CAST-presentation_MONeil.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Hommes-STAMP-2014-Presentation-140327.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/02_Ronghao_2013STAMPworkshop.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-Injuries.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-Injuries.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Hettinger_Occupational_Safety.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Sundaram_GM_STPA_Study_Presentation_MIT.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Sundaram_GM_STPA_Study_Presentation_MIT.pdf


ニューヨークだより 2014年 5月 

14 
 

4 STAMPの導入について 
 

（1） STAMPが必要とされる現代社会のシステム 
 

a. なぜ新しい事故モデルが必要か? 

現代の社会システムの中で、従来の安全工学の研究が進んでいるにもかかわらず、1 つの事故から発生

する人的・経済的損害は増大し続けている。このような状況で、新しい事故モデルの構築は必要不可欠とな

っている。レブソン教授は、STAMP の考案にあたって、従来の安全に対する考え方と、現代社会のシステ

ムについて以下のように比較している（図表 10を参照）。 

 

図表 10：安全に対する考え方の新旧比較 

従来の安全に対する考え方 現代社会での安全に対する考え方 

安全性は機械やシステムの信頼性を上げるこ

とで高まる。コンポーネントに不具合がなけれ

ば、事故は起きない。 

機械やシステムに高い信頼性は必ずしも必

要なものではなく、安全性を保証するもので

もない。 

事故は事象の連鎖反応により起こるものであ

り、その連鎖反応を詳しく調べることにより、事

故とリスクを理解することができる。 

事故は、社会技術システムの中で複雑なプ

ロセスで構成されている。従来のイベントベ

ースの事故モデルでは正しく表せない。 

事故の多くはオペレーターが原因であり、事故

に対して罰を与えることで、同様の事故を減ら

すことができる。 

オペレーターによる事故は、事故を起こしや

すい環境が生み出したものであり、同じ原因

による事故を減らすには、環境を変える必要

がある。 

信頼性の高いソフトウェアは安全性も高い 信頼性の高いソフトウェアは必ずしも安全で

はない。ソフトウェアにおける信頼性向上は、

事故時の被害を減らす役割しか果たさない。 

重大な事故は、同時に発生した複数の事象に

よる、偶然の産物である。 

システムは自然と高いリスクの状態へと移行

する。正しいシステム設計により防ぐことは可

能であり、リスクの高い状態へ移行する際の

シグナルを発見することも可能。 

事故を教訓に再発防止を進めるには、事故を

起こした人を叱責する必要がある。 

事故を起こした人の叱責を考えるのではな

く、システムがどのようにして事故につながっ

たかを理解することに努めるべき。  

出典：Engineering a Safer Worldを基に作成70
 

 

人間が操作を行い、物理的な動作をする機械による事故であれば、機械への安全対策と、オペレーターへ

の教育で事故を防ぐことは十分に可能であった。現代のシステムでは、組織的要因、社会的要因、組織や

人の意思決定、ソフトウェア設計ミス、インタラクティブな社会技術システム、そして急速に変化する環境に

置かれるエンジニア、といった様々な事故を起こす要因が集まっている。今までに見られなかった事故の要

因を素早く見つけ出すために、STAMPでは以下の目的を達成するように設計されている71。 

 

 ヒューマンエラーや機械の故障以外の原因を追究する 

 主観的な考えに基づいた事故モデルの構築ではなく、科学的な根拠に基づいた事故解析 

 設計上のミスや、複数のシステムからの干渉による不具合の発見 

 複雑なハイテクシステムが関係した、新しいタイプの事故災害であっても解析を可能とする 

                                                   
70 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.57 
71 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.58 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
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 ヒューマンエラーを事故の直接原因と捉えず、ヒューマンエラーを作り出したメカニズムに焦点を当

てる 

 責任追及のために原因を求めるのではなく、事故が起きた背景を求める 

 様々な視点から、様々な要因が絡んでいるという考えを持つ 

 

NASA は、ヒューマンエラーやソフトウェアといった要素が生み出すシステムは動的で変化に富んだもので、

確率や数字では表すことが難しいと述べており、システム全体に対して包括的な安全評価を行うためには

新しいシステムがあるとしている。さらに NASA は NextGen の研究の中で、STAMP/STPA だけが現代

の社会技術システムから由来する事故原因を見つけだすことができたと結論付けている72。このように現状

の社会背景を考慮して考案された STAMPは、現代社会の事故分析に非常に有用で、必要とされるツール

と言える。 

 

b. マネージメントレベルからの安全管理 

システム全体を分析する STAMP では、マネージメントレベルでの意思決定も事故につながる潜在要因とし

て、安全対策を考える上での重要な役割を持っており73、特にシステムの安全設計や投資といった判断は、

組織の長期的な事故防止に不可欠な要素と言える。 

 

ILF Consulting Engineering 社が行った、STPA を使った長距離パイプラインプロジェクトのハザード分析

の中からは、コミッショニング74のプラン作成段階に運用業務のチームを加えることで、パイプラインの火災

事故を防ぐことができるという研究結果が出ている。通常、特定の安全設計以外には関わらない運用チー

ムをプロジェクトの初期段階に加えることにより75、マネージメントレベルでの安全設計に多くの知識を取り

込むことが安全性向上につながると述べている。 

 

マネージメントレベルでの判断が安全問題を引き起こした一因となっている例として、2004 年に発生した関

節炎治療薬バイオックス（Vioxx）の回収問題について、STAMP を使って事故分析を行った研究がある76。

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

性、といったプレッシャーが製薬会社の上層部にかかっていたため、製品を市場から引き上げる判断を誤っ

た要因の一つになったと見られている77。 

 

また、もぐら叩きのように繰り返し発生する事故と防止策の策定から、「自分がいる業界がとりわけ事故が

発生しやすく、事故は不可避なもの」と考え、コストの効率の悪さから安全対策への投資を控える管理者も

少なくない。多くの場合は、事故が発生した場所に二重三重に安全対策を施すことで同様の事故を防止す

る、従来の安全に対する考え方が影響している78。システム全体の視点で事故原因を深く探ることにより、

事故は回避不可能なものではなく解決可能なものということがわかる。そのためには、マネージメントレベル

からの安全対策への取り組みは必要と言える。 

 

このように、マネージメントレベルの意思決定がシステムの安全性に及ぼす影響は大きく、組織のトップから

システム全体の安全設計に取り組んでいくという発想が STAMPの根底にある。 

 

                                                   
72 http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf p.18 および p.35 

73 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.415 

74 コミッショニングは性能検査ともいわれ、建物やシステムの要求性能を取りまとめ、設計、施工、受け渡しまでの過程を通

して、性能実現のために助言、査閲、確認を行い、機能性能試験を実施して、システムが適正な状態であることを検証する。 

75 http://sunnyday.mit.edu/safer-world/pelegrin-thesis.pdf p.80  

76 この研究では、リコール問題につながった背景として FDA、製薬会社、処方を行う医療関係者の 3者の相互関係に焦点

を当てている。 

77 http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc p.11および p.14 

78 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.416 

http://sunnyday.mit.edu/papers/NASA-CR-2012-217553.pdf
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://sunnyday.mit.edu/safer-world/pelegrin-thesis.pdf
http://sunnyday.mit.edu/papers/healthcare-eng-final.doc%20p.11
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
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（2） STAMP/STPAの導入 
 

ハザード分析手法である STPAは、STAMP を利用したツールの中で最も広く利用されているもののひとつ

となっており、様々な企業や研究機関で使用され、ハザード分析に対して高い有効性が証明されている。こ

こでは STPAの導入について紹介する。 

 

a. 導入の手順 

STPAの導入には大きく分けて、4つのステップが必要となっている。準備 1と 2は、CASTなどでも同様に

使われる事前準備の段階となっており、STPAパート 1と 2が STPAのハザード分析に重要なステップとな

っている。 

 

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

 準備 2. コントロール構造の構築 

 STPAパート 1. 不適切な制御アクションの識別 

 STPAパート 2. 潜在原因の識別 

 

準備 1.システムレベルのアクシデントとハザード、安全制約の識別 

まずは、システムレベルでのアクシデントとハザードの定義について知る必要がある。アクシデントとは「人

命の喪失、機械の故障、環境汚染、プロジェクトの失敗など、予期しない事象により発生する被害や喪失」

を指している。ハザードとは「状況の悪化やシステムの変化などにより、事故の発生（アクシデント）が考えら

れる最も悪い状況」を指している79。想定されるアクシデントとハザードを最初に設定することにより、目的を

持った潜在原因の特定と事故防止が可能となる。通常、アクシデントを先に設定することにより、ハザードの

識別が容易となる。その後、ハザードに陥らないために必要な安全制約を決定されると、システムレベルで

の目標が決められる80。図表 11では、システムごとのアクシデント、ハザード、安全制約を示している。 

 

図表 11： アクシデントとハザード、安全制約の全体像 

システム アクシデント ハザード 安全制約 

自動運転技術  他の車との事故 前後の車との不適切な

車間距離 

定められた車間距離を

守る 

化学プラント 化学薬品の流出

による人的被害 

空気中もしくは地中へ

の薬品の流出 

化学薬品を外部へ流出

させない 

電車の自動扉制御 乗員、乗客への被

害  

電車が動き始めた時に

扉が開いたまま 

 

電車が動いている時に 

扉が開く 

扉が開いている時は電

車が発車できない 

 

電車が動いている時は

扉が開かない 

空中衝突防止装置

（TCAS） 

他の航空機との

空中衝突 

TCAS が他の航空機と

のニアミスを招く 

TCASは他の航空機と

の衝突を避けるために、

安全が確保されるまで、

適切な警報を出し続ける 

出典：An STPA Primerを基に作成81
 

 
 

                                                   
79 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.181-p.184 
80 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-
san.pdf p.37 
81 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.27 

http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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準備 2.コントロール構造の構築 

システムによっては設計図が用意されている場合があるが、STPA では、物理的な設計図ではなく、機能動

作を示した設計図として、コントロール構造を構築していく必要がある。最初に、必要なコンポーネントを用

意し、コンポーネント間でコントロールする側から制御アクションを送り、コントロールされる側からはフィード

バック（feedback）を矢印で表記する。その後、コンポーネント間の相互作用を決めることで、各コンポーネ

ント間のプロセスループが完成し、プロセスループを積み重ねることでコントロール構造を構築することがで

きる。以下の図表 12では、電車の扉を行うシステムのシンプルなコントロール構造を作成する手順となって

いる82。 

 

図表 12：電車の自動扉開閉システムを例にしたコントロール構造の構築 

 
出典： STPA: A New Hazard Analysis Technique を基に作成83

 

 

STPAパート 1. 不適切な制御アクションの識別 

ハザード分析の最初の段階として、システム内に配置された制御アクションを確認して、ハザードにつなが

る恐れのある不適切な制御アクションを識別することが必要となっている84。ソフトウェアの不具合やヒュー

マンエラーといった問題の発見につながるステップとなっている。ハザードを招く恐れがある制御アクション

は以下の 4つに分類される85。 

                                                   
82 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.28 
83 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf p.46 
84 http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world p.217 
85 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-
san.pdf p.3 
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http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf
http://mitpress.mit.edu/books/engineering-safer-world
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Systems-Theoretic-Process-Analysis-STPA-v9-v2-san.pdf
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 安全のための制御アクションが設置されていない 

 ハザードにつながる、安全ではない制御アクションが設置されている 

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

れた順序に設置されていない 

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

 

不適切な制御アクションが識別された場合、STPA パート 2 で潜在原因の追究に使われるため、以下にあ

る図表 13のようなリストを作成してまとめておく必要がある。 

 

図表 13：不適切な制御アクションの例 

制御アクション 

安全のための制御

アクションが設置さ

れていない 

ハザードにつなが

る、安全ではない

制御アクションが

設置されている 

タイミングが遅す

ぎる、早すぎる、

または定められ

た順序に設置さ

れていない 

制御アクション

が、すぐに止ま

ってしまう、もし

くは適用が長す

ぎる 

扉を閉じる操作  電車が出発する前

に、扉を閉じる指示

が行われなかった 

乗客が扉の場所

にいる状態で、扉

を閉じる指示が行

われた 

 

緊急時に扉を閉じ

る指示が 行われ

た 

乗客の乗り降り

が終わる前に、

扉を閉じる指示

が行われた 

 

扉を閉じる指示

が、電車の出発

後に行われた 

扉が閉まりきる

前に、扉を閉じ

る指示が止まっ

てしまった 

 
 

扉を開く操作  緊急時に扉を開く

指示が行われなか

った 

 

乗客が扉の場所に

いる状態で、誤って

扉が閉じた場合

に、扉を開く指示が

行われなかった 

電車が動いている

間に、扉を開く指

示が行われた 

 

駅のプラットフォー

ム以外の場所で扉

を開く指示が行わ

れた 

扉が動き始め

た、もしくは止ま

りきる前に扉を開

く指示が行われ

た 

 

緊急時に行われ

た、扉を開く指示

が遅すぎた 

緊急時に、扉を

開く指示がすぐ

に止まってしま

った 

出典： STPA: A New Hazard Analysis Technique を基に作成86
 

 
 

STPAパート 2. 潜在原因の識別 

最後の段階では潜在原因の特定を行い、新しい安全制約やシステムの再設計につながるため、非常に重

要なステップとなっている。しかしながら、STPA パート 1 までの作業に比べて明確な作業手順がなく、この

段階で STPA のハザード分析が止まってしまうケースも少なくない。シュトゥットガルト大学の研究チームに

おいても、各コントローラーが持つプロセスモデルを確認して潜在原因を特定するには、技術的に深い知識

が必要だと述べている87。このため、パート 1までは一人で行うことが可能だが、パート 2では数人のエンジ

ニアで構成されたグループで取り組む方が効率的である88。 

 

                                                   
86 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf p.48 
87 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Abdulkhaleq_STAMP_2013.pdf 
88 http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf p.48 

http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Abdulkhaleq_STAMP_2013.pdf
http://sunnyday.mit.edu/STPA-Primer-v0.pdf
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最初に、STPA パート 1 で識別した不適切な制御アクションが起こる流れを、準備 2 で作成したコントロー

ル構造の上で調べていく。不適切な制御アクションの流れの中から、事故につながる可能性のある制御ア

クション、フィードバック、プロセスモデルなどを特定していく。つまり、コントロール構造上で事故のシナリオ

を展開していくことにより、事故につながる潜在原因が特定できる。図表 14では、想定される潜在原因の例

を示している。 

 

図表 14：想定される潜在原因の例 

 
 

出典： STPA: A New Hazard Analysis Technique を基に作成89
 

 
 

b. 導入における課題 

STAMPの導入を試みる企業は年々増えてきており、MITで開かれている STAMPワークショップにも民間

企業による研究発表が多数見られている。こういった研究結果は STAMP の有効性が高いことを証明して

おり、民間企業への STAMPの導入を後押しする形となっている。とはいえ、研究段階から実用化へ向けた

アプローチは始まったばかりであり、導入に際して難易度が高い部分もある。ここでは、STAMP/STPA を導

入する上で、特に難しいと思われる箇所を取り上げる90。 

 

 構築するコントロール構造の範囲 

複雑なシステムや、情報量の多いコントロール構造を作ろうとした場合、そのまま範囲を広げていけば、相

互作用の影響が少ないものや、関係のないものまで含んでしまう可能性がある。また、事故原因の一つを

解決した場合に、違う場所でリスクが発生する可能性もあるが、その際にコントロール構造に含んでいない

範囲がある場合、潜在原因を見落としてしまう可能性がある。 

                                                   
89 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf p.55 
90 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.328947!/Menu/general/column-content/attachment/Safety-
Guided%20Design%20through%20System-Theoretic%20Process%20Analysis,%20Benefits%20and%20Issues.pdf 

コントローラー 

 

アクチュエータ 

 

電車の扉 

 

ドアのセンサー 

 

外部からの指示の喪失 

誤った指示 
他のコントローラーとの

連携ミス 

操作指示の喪失 

誤った操作指示 

操作の遅れ 

コントローラー 

コントローラー 

他のコントローラー

による干渉 外部要因による干渉 

誤ったフィードバックの送信 

フィードバック送信の遅れ 

計測位置の誤り 

誤ったフィードバックの送信 

フィードバック送信の遅れ 

プロセスモデルの不具合 

http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=1-2-Beginners-Tutorial-part2.pdf
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.328947!/Menu/general/column-content/attachment/Safety-Guided%20Design%20through%20System-Theoretic%20Process%20Analysis,%20Benefits%20and%20Issues.pdf
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.328947!/Menu/general/column-content/attachment/Safety-Guided%20Design%20through%20System-Theoretic%20Process%20Analysis,%20Benefits%20and%20Issues.pdf
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 システム設計に起因した潜在原因の特定 

STPA パート 2 において、コントロール構造に記されているコンポーネント間の相互作用を見ただけでは、

潜在原因の特定をすることが容易でない場合もある。例えば、センサーを設置していないためにハザードを

招く状態となっている場合、コントロール構造を確認しても、その中に存在しないものに原因があると考える

こと自体が、難しい場合もある。 

 

 コントローラーの役割設定 

 

潜在原因の分析上、業務にあたる人員がコントローラとしてどのような役割で関わっているかにより、リスク

の違いが発生することに留意しなければいけない。例えば、産業機械の関わるシステムを例にとった場合、

ソフトウェア開発者、プロジェクトマネージャなど異なる業務にたずさわるオペレーターが複数関与しており、

役割によってリスクに対する考え方が異なってくる。ソフトウェアエンジニアの場合、比較的自由に製作する

ことが許される一方、ハードウェアエンジニアの場合、生産上の要件に縛られる。このように、異なる役割を

持つ人員の間で見られるリスク度の違いを見極めることで、潜在原因の分析をよりよく断定できることを意

味する。 

 

現在、多数の民間企業が STAMP/STPA の導入に意欲的な姿勢を見せており、実用化が進むにつれて、

こういった課題も対応が進むと見られている。Liberty Mutual Group社や General Motors社といった企業

は、STAMP/STPA の高い有効性から、実用化に向けて長期的な研究に入っている 91。また、

STAMP/STPA 導入の助けとなるソフトウェアの開発も進んでおり、次の項目で取り上げるソフトウェアは、

ハザード分析の効率向上につながるだけでなく、STAMP /STPAについての理解を深める助けとなることが

期待されている。 

 

（3） STAMPをサポートするソフトウェア 
 
a. A-SPTA 

ドイツ、シュトゥットガルト大学では、STPA のコントロール構造を図式化するソフトウェア、A-STPA を開発。

システムを構成するコンポーネントと、その役割を入力していくことで、簡単にコントロール構造を作成するこ

とができるようになっている。コントロール構造の作成をサポートすることにより、STPA の理解を助け、実践

的な利用を促すためのツールとなっている92（図表 15 を参照）。このソフトウェアは、シュトゥットガルト大学

研究チームのウェブサイト上で配布されており、無料でダウンロードできるようになっている93。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
91 http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-
Injuries.pdf 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Hettinger_Occupational_Safety.pdf 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Sundaram_GM_STPA_Study_Presentation_MIT.pdf 
92 http://www.iste.uni-stuttgart.de/en/se/werkzeuge/a-stpa.html 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Asim_A-STPA.pdf p.3 

93 シュトゥットガルト大学 A-STPA：http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/werkzeuge/a-stpa.html 

http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-Injuries.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/get_pdf.php?name=3-1c-Dainoff-Can-we-apply-STAMP-STPA-to-Occupational-Injuries.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/01_Hettinger_Occupational_Safety.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2013/04/04_Sundaram_GM_STPA_Study_Presentation_MIT.pdf
http://www.iste.uni-stuttgart.de/en/se/werkzeuge/a-stpa.html
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/Asim_A-STPA.pdf
http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/werkzeuge/a-stpa.html
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図表 15: A-STPA 

 
出典： シュトゥットガルト大学 A-STPA

94
 

 
b. SafetyHAT 

米国運輸省の研究機関 Volpe では、STPA を使ったハザード分析が行えるソフトウェア SafetyHAT

（Safety Hazard Analysis Tool）を開発（図表 16を参照）。このソフトウェアでは、コンポーネントとコンポー

ネント間の相互作用、アクシデントハザードを入力することにより、潜在原因を自動的に見つけ出してくれる
95。SafetyHATは Volpeのウェブサイト上で配布されており、無料でダウンロードできるようになっている96。 

 

図表 16： SafetyHAT 

 
出典：SafetyHAT

97
 

                                                   
94 http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/werkzeuge/a-stpa.html 
95 http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-technology/safetyhat-
transportation-system 
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-Conference-
20140326-Rev3.pdf 

96 Volpe SafetyHAT：http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-

technology/safetyhat-transportation-system 
97 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-
Conference-20140326-Rev3.pdf 

http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/werkzeuge/a-stpa.html
http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-technology/safetyhat-transportation-system
http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-technology/safetyhat-transportation-system
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-Conference-20140326-Rev3.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-Conference-20140326-Rev3.pdf
http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-technology/safetyhat-transportation-system
http://www.volpe.dot.gov/advanced-transportation-technologies/advanced-vehicle-technology/safetyhat-transportation-system
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-Conference-20140326-Rev3.pdf
http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/SafetyHAT-Presentation-to-MIT-STAMP-Conference-20140326-Rev3.pdf
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c. STPA Tool 

MIT の研究チームにより開発が進められている STPA をサポートするソフトウェアでは、STPA パート 1 ま

での作業を自動化できるようになっており、パート 2 で潜在原因の識別を行うために必要な項目をリスト化

してくれるようになっている。作成されたリストを元にハザード分析を行うのは手動で行う必要がある。ソフト

ウェアそのものは一般公開されていない98。 

 

このような課題を抱えるものの、STAMP を使った安全研究は着実に進み、産学官の研究者の間で、その

実績は認められている。STAMP 研究は、さまざまな業界において課題を克服し、より実践的な導入に向け

て、今後も積極的に展開されるものと考えられる。次号では、実際に STAMP/STPA の導入を行った企業

のケーススタディ、自動運転技術や環境技術への応用、集団食中毒や医療事故など過去の事例を分析し

た研究内容について報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内容に関しては、

その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者及び執筆者が所属する組織が

如何なる保証をするものでもありません。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によっ

て損害を被った場合も、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。 

                                                   
98 http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/STPA_ToolV1.4-san.pdf 

http://psas.scripts.mit.edu/home/wp-content/uploads/2014/03/STPA_ToolV1.4-san.pdf

