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In this study, as an attempt to incorporate Safety-II, which focuses on the continuation of daily stable operations, into 
safety management, we extracted efforts or actions that are practiced at the sharp end to make things go right (Good 
Jobs), from safety reports describing events where an accident or a disaster had been successfully avoided or overcome. 
In particular, we used and analyzed the Voluntary Information Contributory to Enhancement of the Safety (VOICES), 
which is one of the safety reports utilized widely in Japanese aviation and open to the public for access. We tried to 
construct a model for extracting Good Jobs from the safety reports in VOICES by text mining. Furthermore, we applied 
this model to over 1,500 reports, and tried to examine the characteristics of Good Jobs in aviation through cluster 
analysis. From the results, we were able to break down and deepen our understanding of specific actions regarding the 
four resilience abilities (anticipating, monitoring, responding, and learning) which are human factor capabilities 
required in Safety-II. 
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1. はじめに 

 ヒューマンファクターズの領域にレジリエンス・

エンジニアリングが登場して以来、従来の安全概念

（Safety-I）とは異なる視点で「安全」を捉える新し

い安全概念（Safety-II）(1)への関心が高まっている。

両者を差別化するための様々な説明がこれまでに

与えられているが(2)(3)、Safety-I では「物事が悪い方

向へ向かうことを避ける」という観点から、失敗事

例にフォーカスを置いて、その原因を取り除くこと

で望ましくない結果が可能な限り少ない状態を目

指す一方、Safety-II では、「物事が正しい方向へ向か

うことを保証する」という観点から、失敗事例より

もはるかに多く生じている日々の安定的な業務に

フォーカスを置いて、それを達成するためのノウハ

ウを理解し実践することで望ましい結果を得るこ

とを目指すという指向性を持っている。 
 これらの各指向性に従って、Safety-I に基づく従

来的な安全マネジメントでは、事故・災害等の良く

ない事例の分析が熱心に行われ、再発防止が図られ

るとともに、ヒューマンファクター研究においても、

事故・災害等の分析手法が開発されたり、それらか

ら導き出される望ましくない要因の類型化がなさ

れたりしてきた。また、システムの性能向上や教育・

訓練の充実化、規程類の整備が進んだことにより事

故・災害等の発生率が著しく改善された今日では、

事故・災害には至らなかったヒヤリハットについて

も、好ましくない結果を経験した事例として、その

要因を抽出し、改善に繋げることが、安全活動の一

環として広く取り入れられている。ヒヤリハットは、
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事故・災害等に比べてボリュームのあるデータが得

られやすいことから、このような安全活動を支援す

る手法の提案もいくつか見られる。最近のもので言

えば、医療や消防のヒヤリハットデータにおいて、

単語の共起関係に着目し、望ましくない結果をもた

らした背景や要因を読み取る手法の研究(4)-(6)、航空

のヒヤリハットデータにおいて、テキストマイニン

グを用いて業務のリスクを学習し予測する手法の

研究(7)などが挙げられる。一方、Safety-II に基づく

安全マネジメントの導入に対してのモチベーショ

ンは高まるものの、その鍵となる日々の安定的な業

務を達成するための要素、言い換えれば、物事がう

まくいくようにするためにどのような良いことが

日々なされているのかを知ることは、失敗の要因を

抽出するほど簡単にはいかず、このことが Safety-II
の概念から実践へのブレイクダウンを難しくして

いる。これには、本来何ら報告の必要がない通常の

業務から、その詳細や意図をデータとして得ること

が現実的には難しいということが根底にある。 
 そこで本研究では、従来、事故・災害に至りそう

になった失敗側の事例として捉えられてきたヒヤ

リハットを、事故・災害等の手前でそれをうまく避

けたり切り抜けたりすることができた成功側の事

例と捉え、日々の安定的な業務はこのような成功の

繰り返しによってうまくいっているとの考えのも

とで、そこから物事がうまくいくようにするために

実践されていることがら（これを本研究では「Good 
Job」と呼ぶこととする）を抽出することを試みる。

本研究では、分析対象として、2014 年から運用され

ている航空安全情報自発報告制度（VOICES）によ

るデータを用いることとした。VOICES は、「航空

の安全上の支障を及ぼす可能性があったと思われ

る事象（いわゆるヒヤリハット）を収集し、業務実

施者間で情報を共有するとともに、その事象から航

空の安全を阻害しうる要因を特定し、改善を提案す

ることによって航空の安全向上に寄与すること」を

目的として、航空機の運航を行っている個人または

組織からの自発的な報告を情報として収集する制

度であり、具体的に対象となる事象は、「航空活動

を行う中で、自ら経験した、又は視認した、航空の

安全上の支障を及ぼす可能性があったと思われる

事象」で、「自らが、当事者であるか否かにかかわ

らず、その五感により直接確認した（他人からの伝

聞によるものは含まない）」とされている(8)(9)。収集

された報告は、運営者によって定期的に公開されて

おり、2020 年 8 月 26 日現在、運航（大型機、小型

機）、管制、整備、客室等、幅広い業務から 2,000 件

の報告を閲覧することができる(10)。 
 本稿では、この VOICES によるデータからテキス

トマイニングを用いて Good Job を抽出するプロセ

スについて示し、さらに、抽出された Good Job の

持つ意味を考察することで、Safety-II に基づく安全

マネジメント実践への応用可能性を検討する。 

2. VOICES データからの Good Job 抽出モ
デルの構築 

2-1. 方法 
 VOICES によって収集される個々のヒヤリハッ

ト報告データは、多くの他の報告システムと同様、

当事者や関係者が提供した自由記述文による事例

の説明が主体となる。そこで、多量の自由記述文か

ら所望の情報を取り出す方法として、本研究ではテ

キストマイニングを用いた分析を試みた。 
 
2-1-1. 対象データ 
 VOICES データからの Good Job 抽出モデルの構

築にあたり、2018 年 11 月 27 日に VOICES の運営

者によって公開された 103 件の報告データを訓練

データとして用いることとした。1 件当たりの報告

につき、含まれる文数は、平均 5.4 文（標準偏差 3.6
文）であった。表 1 に、報告データの例を示す。 
 
2-1-2. Good Job を含む文へのアノテーション 
 抽出する Good Job について、より具体的に定義

すべく、本研究では、Safety-II において求められる

ヒューマンファクター上の能力、すなわちレジリエ

ンスの 4 能力（予見、監視、対処、学習）（11）の発揮

によるふるまいであり、悪化する（可能性のあった）

状況を維持または好転させることに繋がったふる

まい、とした。予見の能力の発揮による Good Job は、

未来の脅威を予測し、今後その脅威にうまく対応す

るのに必要な処置を検討しているケース、監視の能

力の発揮による Good Job は、現在の状況や変化を

正しく認識し、何が脅威なのかを見定めることがで

きているケース、対処の能力の発揮による Good Job
は、直面している脅威に対して適切なタイミングに

正しく対応しているケース、学習の能力の発揮によ

る Good Job は、今後の業務に活かすために、起こ

った事象に対して振り返りや学びをしているケー

(15)
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スである。 
 VOICES の報告データを概観すると、各報告デー

タは、表 1 の報告データ例にみられるように、事例

の背景の説明、その時当事者や関係者が見たり聞い

たりしたことやそれらに対してとった行動に関す

ること、さらに、至った結果の状態とそれに対する

振り返り、で典型的に構成されていることが分かっ

た。また、このような日々の業務において経験する

ヒヤリハットの事例の中からも、「その後も降雪は

続き、RWY除雪終了後にP/Bを開始したのではTaxi
中に Braking Action が悪化すると判断し、運航管理

部門、現地スタッフと協議の上、RWY END にて

RWY 除雪終了を待ち、全ての安全を担保した上で

除雪終了と同時に離陸を行うことにした」、「右旋回

して接近を回避しようとしたところ、小型機も同じ

方向へ旋回してきたため、左に向きを変え直し、そ

れ以上の接近を回避した」のように、それらが大事

に至らないために上述した Good Job にあたるふる

まいをいくつも読み取ることができた。そこで、ま

ず、報告データを、文単位（句点の区切りを文と文

の区切りと見なした）で見て、各文に Good Job が

含まれているか否かを次のような手順（図 1 にフロ

ーチャートを示す）で識別（アノテーション）する

ことで、テキストマイニングのための訓練データを

準備した。 
① 場所や時間、業務内容など、事例の背景のみへ

の言及ではない。 
No であれば、事実情報を説明する文であるた

め、Good Job を含む文ではない、とした。 
② 自分の意図に基づいて（意図通りに）上述の 4

能力（予見、監視、対処、学習）を発揮したふ

るまいに言及している。 
No であれば、事態のなりゆきの中でやむを得

ず（またはたまたま）行われたことや、誤って

行われたことについての文であり、Good Job を

含む文ではない、とした。なお、Yes の場合は、

4 能力（予見、監視、対処、学習）のいずれを

発揮したふるまいに該当するのかについても、

併せてタグ付けした（1 文に複数が該当する場

合は複数のタグ付け）。 
③ 言及されたふるまいが、悪化する（可能性のあ

った）状況を維持または好転させることに繋が

っている。 
No であれば、状況を悪化させることに繋がっ

たふるまいについての文であり、Good Job を

含む文ではない、とした。 
上記の手順で報告データ計 103 件による 557 文に

対して Good Job を含む文か否かのアノテーション

を行ったところ、Good Job を含む文とされたものが

208 文、また、含まない文とされたものが 349 文と

なった。表 2 に、Good Job を含む文とされたものの

例を示す。なお、表 2 にて Good Job を含む文の 4
能力（予見、監視、対処、学習）の内訳をみると、

予見と学習の件数が他のカテゴリーより明らかに

少なかったため、2015 年 7 月 27 日～2019 年 12 月

3 日の期間に発行された（既にアノテーションされ

た報告データを除く）データから、予見と学習のカ

テゴリーに該当する Good Job を含む 54 文を加え、

最終的な訓練データとした（表 3）。 
 
2-1-3. Good Job を含む文と含まない文を識別する

フィルタの構成 
Good Job を含む文が否か、及び含む場合は 4 能

力（予見、監視、対処、学習）のいずれが発揮さ

れた Good Job かをアノテーションした訓練デー

タ計 611 件を用いて、これらを識別するためのフ 

表 1 報告データの例 
Table1 Examples of report data 

例（訓練データより） 
① AKJ（旭川）の出発時、RWY 除雪終了後に Braking Action 

Medium to Good の通報を受けて P/B を開始した。ただし

AKJ は-SHSN から SHSN が継続している状況であった。

RWY34 から離陸操作を開始、T/O Thrust を Apply した瞬間

に機体が滑り出し、Directional Control を維持できなかった

ために RTO から GTB を行った。その後も降雪は続き、RWY
除雪終了後にP/Bを開始したのではTaxi中にBraking Action
が悪化すると判断し、運航管理部門、現地スタッフと協議

の上、RWY END にて RWY 除雪終了を待ち、全ての安全を

担保した上で除雪終了と同時に離陸を行うことにした。大

幅なディレイとなったが、関係各部の協調により安全運航

が完遂できた。 
② 北米上空 Q935 上の IKNAV という WPT に差し掛かかった

ところ、LNAV のラインが左右にずれて 2 本の直線になっ

ており、N 字状になって繋がっていました。CDU を確認し

ましたが DISCON にはなっていませんでした。航空機の意

図しない挙動を防ぐために、その先の別の WPT への直行

指示を管制に要求しました。B787 では LNAV のラインが左

右に小さく不連続になったり、再び繋がったりする事象を

何度か経験したことがあり、このような繋ぎ目ではわずか

に航空機が傾くこともあります。恐らく FMC 内の偏差の

影響かと思いますが、今回のケースでは N 字状になって繋

がっていて注意が必要だと思いました。 
③ 管制圏内の東側を 1,000ft で北上中、空港へ着陸しようとす

る小型機と接近。右旋回して接近を回避しようとしたとこ

ろ、小型機も同じ方向へ旋回してきたため、左に向きを変

え直し、それ以上の接近を回避した。 

 

(16)



65テキストマイニングを用いたヒヤリハット報告からのGGoooodd JJoobb抽出の試み
ー航空安全情報自発的報告制度（VVOOIICCEESS）によるデータの分析ー

 

図 1 各文に対する Good Job が含まれているか否かのアノテーション方法 
Fig.1 Flowchart for annotating sentences containing Good Job or not containing Good Job 

 
分類 例 文の数（文） 

Good Jobを含まない 
夜の羽田、RWY 34L着陸後のことです 

349 
AutothrottleをDisengageする際に誤ってTOGA SWを押してしまった 

Good Jobを含む 

予見 

Ramp AreaまでゆっくりとTaxiしながらENG Run Upをしてみようと思い、副操

縦士とも滑り始めたらお互いすぐ言うように打ち合わせし、Taxi Speed 2、3ktで片

側のENGをAdvanceしました 15 
ただ、最近はD2からの離陸を指示されることもあるため、D2からでも離陸でき

るようにOPTを確認して、ある程度余裕をもってAssumed Tempを設定しました 

監視 

私は着陸後にグランドとコンタクトしエプロン内に指定されたスポットに向かっ

たが、エプロンTWY内にプッシュバックして停止中の他社出発機を確認 
95 到着機が通り過ぎ、“○○1870、Resume Own Navigation Direct IKEMA”の指示にリー

ドバックしようとすると、後続の○○1770がリードバックしてしまい、管制官もそ

れに対応しません 

対処 

B737-700は-800よりも一般に軽重量であり、当該Tail NumberでのOPT計算をや

り直したところ、OPTのVrとV2はFMCと一致し、出発しました 
73 No.1 Taxiなのか確認をGNDにしようとしましたがトーイングの多いタイミング

で中々確認できず、結果的にはこちらがW誘導路手前で止まってやり過ごす形に

なりました 

学習 

いずれにしてもOPTで計算させた結果はFLAPも含めてしっかり確認すること

と、FMSの数字とのクロスチェックをすることが非常に大事だということを改め

て認識しました 
50 

また、RWY 36とSpot 36、Spot 26と聞き間違えをしやすい番号が今回の事象に絡

んでしまったこともスレットであり、特に長いATCの指示の際には記憶が曖昧に

なりやすいのでより注意する必要があったと考える 

 

表 2 訓練データのアノテーション結果 
Table2 Annotation results of training data 

(17)
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ィルタの構成を次のようにして行った。まず、各文

に対して形態素解析を行った。形態素解析は、文を

単語に分割し、分割された各単語の品詞の推定と原

形の特定を行う一連の処理(12)であり、例えば「右旋

回して接近を回避しようとしたところ、小型機も同

じ方向へ旋回してきたため、左に向きを変え直し、

それ以上の接近を回避した」という文は「右/旋回/
する/て/接近/を/回避/する/と/する/た/ところ/、/小型

/機/も/同じ/方向/へ/旋回/する/て/くる/た/ため/、/左
/に/向き/を/変える/直す/、/それ/以上/の/接近/を/回
避/する/た」のように処理される。形態素解析には

KH coder(13)を利用し、形態素解析器には MeCab を

用いた。 
次に、図 1 のフローチャートの分類器①②③に照

らし合わせて、次のように Good Job を含む文と含

まない文を識別するためのフィルタを構成した。ま

ず、①の分類器で No とされた文、すなわち場所や

時間、業務内容など、事例の背景のみに言及してい

る文である、とされたものについて出現頻度の高い

単語群を調べたところ、それらのうち 52.6%の文に

おいて空港に関連する単語（空港名、都市名）が含

まれていた。一方、①の分類器で Yes とされた文に

おいては、空港に関連する単語が含まれている割合

は 4.4%であった。また、その他の時間や、業務内容

に関する単語においては、①の分類器として有効な

ものを見出すことはできなかった。そこで、第一の

フィルタとして、表 4 に示すような空港関連単語

（空港名、都市名）を用いることとし、これらが含

まれていない文について Good Job を含む可能性の

ある文とすることにした。なお、空港名、都市名の

英文表記や空港コードについては、管制指示やチャ

ート等について言及する際に用いられることがあ

り、事例の背景のみに言及している文以外でも多く

見られたことから、フィルタには空港名、都市名の

日本語表記のもののみ用いることとした。 
次に、②の分類器に対応したフィルタを検討する

ため、訓練データのうち①で Yes とされた 592 文に

おいて、名詞・サ変接続、形容動詞、名詞・ナイ形

容詞語幹、名詞・副詞可能、名詞・非自立・副詞可

能、名詞・接尾・副詞可能、動詞、形容詞、副詞を

対象とし、強制抽出語（複合語など、抽出されるべ

きであるのに抽出されない単語）、不要語（抽出す

る必要のない単語）、同義語（表記ゆれなどにより

同意語が別単語として抽出される単語）を、前処理

した上で、各単語の出現頻度を算出した。上記の品

詞・活用に分析の対象を絞ったのは、②の分類器は、

人のふるまい及びその意図に焦点を当てており、文

中で述語となる品詞・活用、及び述語に伴う状況や

様子を説明する副詞によってフィルタを構成する

ことの妥当性を考慮したためである。また、上述し

た前処理は、具体的には、「立ち回る」、「気を付け

る」、「貼り付ける」のように分割すると本来の意味

を失う語の強制抽出（強制抽出語に対する前処理）、

「行う」、「できる」、「する」のように汎用的に使用

される語の除外（不要語に対する前処理）、「チェッ

ク」「CK」「Check」「CHECK」など同じ意味を持つ

語の集約（同義語に対する前処理）を行ったもので

ある。訓練データ全文のうち出現回数が 3 回以上の

単語について、その単語が含まれる文のうち、②の

分類器で Yes とされた文と No とされた文、すなわ

ち自分の意図に基づいて（意図通りに）上述の 4 能

力（予見、監視、対処、学習）を発揮したふるまい

に言及している文とそうでない文の割合を調べた

ところ、図 2 のようになった。そこで、単語𝑖𝑖（当該

文に含まれる名詞・サ変接続、形容動詞、名詞・ナ

イ形容詞語幹、名詞・副詞可能、名詞・非自立・副

詞可能、名詞・接尾・副詞可能、動詞、形容詞、副

詞のうち、訓練データ全文中の出現回数が 3 回以上

の単語）を含む文が②の分類器で Yes となった割合

を指数𝑝𝑝�、No となった割合を指数𝑞𝑞�とし（なお、𝑝𝑝� +

表 3 予見及び学習の Good Job を含む文を追

加した後の訓練データのアノテーション結果 
Table3 Annotation results of training data after 
adding Good Job for anticipating and learning 

分類 文の数（文） 

Good Jobを含む 

予見 49 

監視 96 

対処 75 

学習 70 

 

表 4 空港関連単語例 
Table4 Examples of airport related words 

例 

名古屋 セントレア 中部 

パリ シャルル・ド・ゴール シャルルドゴール 
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𝑞𝑞� = 1）、分析対象 592 文の各文について、 
 ②の分類器における Yes 指数 P 

𝑃𝑃�＝𝛴𝛴𝛴𝛴�  
 ②の分類器における No 指数 Q 

𝑄𝑄�＝𝛴𝛴𝑞𝑞�  
とし、文 nについて、𝑃𝑃� > 𝑄𝑄�ならば Good Job を含

む可能性のある文とすることにした。 
最後に、訓練データのうち①及び②で Yes とされ

た 325 文について、③の分類器で No とされた文、

すなわち、そこで言及されたふるまいが、悪化する

（可能性のあった）状況を維持または好転させるこ

とに繋がったとはいえないものについて、出現頻度

の高い単語群を調べたところ、「夜間の着陸後、APU 
Off であるにも関わらず、地上電源が繋がる前にエ

ンジンを Shut Down し電源が一時的に喪失してし

まった」のように「しまう」が含まれる文、「土手側

から発航した単座機が、川側の空域のダウンウィン

ドに入る際、前方にいる複座機を視認できなかった」

のように「できる/ない/た（できなかった）」が含ま

れる文、及び「緊張していたためか、外部点検にお

いても燃料量に対し意識が疎かになり、確認しない

まま離陸した」のように「する/ない/まま（しない

まま）」が含まれる文が、50.8%の文であった。一方、

③で Yes とされた文においては、その割合は 4.6%

であった。そこで、分類器③に対応する第三のフィ

ルタとして、「しまう」、「できる/ない/た」、「する/な
い/まま」を用いることとし、これらが含まれていな

い文を、最終的に Good Job を含む文として抽出す

ることとした。 
 

2-2. 結果と精度検証 
 3 つのフィルタより成る Good Job 抽出モデルの

精度を検証すべく、以下に示す再現率、適合率、正

解率の指標を訓練データに対して算出した。算出結

果を表 5 に示す。 
 再現率＝Good Job とアノテーションされ、モ

デルによって Good Job として抽出された文の

数／Good Job とアノテーションされた文の数 
 適合率＝Good Job とアノテーションされ、モ

デルによって Good Job として抽出された文の

数／Good Job として抽出された文の数 
 正解率＝（（Good Job とアノテーションされ、

モデルによって Good Job として抽出された文

の数）＋（Good Job とアノテーションされず、

モデルによって Good Job として抽出されなか

った文の数））／訓練データ中の全文数 
また、テストデータとして、2020 年 5 月 26 日に

公開された 24 件（計 134 文）のデータについて、

図 2 出現回数上位 20 単語におけるフローチャート②の分類器での識別状況 
Fig.2 Classification status of ② using the top 20 frequently appearing words 
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再現率、適合率、正解率を算出したところ、表 6 の

結果が得られた。Good Job として抽出された文の例

についても、併せて表 7 に示す。 
結果から、適合率 68.3%に対して、再現率は 75.6%

であり、Good Job が含まれていないにもかかわらず、

含まれているものとして抽出されてしまうケース

は一定数あるものの、少なくとも Good Job が含ま

れている可能性のある文の 74.5%は抽出できてい

ることが、本モデルの性能として確認できた。 
 

表 5 Good Job 抽出モデルの訓練データに対する

精度 
Table5 Accuracy of Good Job extraction model using 

training data 
再現率 75.6% 

適合率 68.3% 

正解率 74.5% 

 
表 6 Good Job 抽出モデルのテストデータに対す

る精度 
Table6 Accuracy of Good Job extraction model using 

test data 
再現率 75.0% 

適合率 65.2% 

正解率 70.9% 

 
表 7 テストデータから Good Job として抽出され

た文の例 
Table7 Examples of Good Job sentences extracted from 

test data 
例 

機体は曳航索を離脱して停止した 
深夜に近い13:00zごろの飛行で、同乗の副操縦士ともどもATCに

は最善の注意を払い運航していた 
このAreaはよく飛行するが、少しの油断が聞き間違い等のエラー

に繋がる可能性があることを改めて実感した 
高度計、速度計の変化に注意して緩上昇しつつ周辺視野で明るい方

へ旋回し、野焼きの煙の北側に離脱した 
その後パイロットは無線機を抱えて操縦着陸した 
しかし、AMM、IPC、現物を比較したことで誤部品装着を防止でき

た 

 
 さて、上記では、Good Job を含む文と含まない文

を、特定の単語を用いたフィルタの構成によって識

別するモデルの構築を試みたが、異なるアプローチ

として機械学習による分類が挙げられ、よりよい精

度が得られる可能性が考えられる。自然言語処理に

おける分類にはいくつかの手法があるが、ここでは

扱うデータの規模を考慮し、Random Forest、Naïve 
Bayes、SVM を学習器とした分類を試みることとし

た。前述したフィルタ構成の方法と同様、訓練デー

タの各文に対して形態素解析を行い、名詞・サ変接

続、形容動詞、名詞・ナイ形容詞語幹、名詞・副詞

可能、名詞・非自立・副詞可能、名詞・接尾・副詞

可能、動詞、形容詞、副詞を対象として、強制抽出

語、不要語、同義語を前処理した上で、訓練データ

全文のうち出現回数が 3 回以上の単語による特徴

ベクトル（要素は 0/1）を作成して上述の学習器で

の分類を行った。なお、特徴ベクトルの要素をどの

ように定義するかについては、様々なオプションが

考えられ、例えば、比較的よく用いられるものとし

て、出現頻度の情報を含む度数、あるいは tf-idf な
どが考えられたが、ある文に Good Job が含まれて

いるか否かにおいては、その識別にとって決定的な

意味合いを持つ単語が含まれているか否かが重要

で、特定の単語が繰り返し出現することは重要では

ないと考えた。また、単語のレベルから次元を縮約

して潜在的意味のレベルでの特徴ベクトルを作る

べく、LSI、pLSI、LDA を適用することも考えられ

たが、そもそも訓練データの規模が小さいことから、

その益は大きくないと考えた。以上のことより、特

徴ベクトルの要素には、頻度の影響を受けない 0/1
を採用することとし、各文において対象単語が含ま

れていれば 1、含まれていなければ 0 として、特徴

ベクトルを構成した。 
実装には python の scikit-learn ライブラリを使用

し、Random Forest では max_depth（決定木の最大の

深さ）は 200、n_estimators（決定木の数）は 30、
min_samples_split（ノードを分割する際のサンプル

数の最小差）は 2、min_samples_leaf（葉を構成する

最小サンプル数）で設定、Naïve Bayes では Bernoulli
分布を仮定、SVMではRBF カーネル（C=2,γ=0.5）
とした。 
 なお、Random Forest については、n_estimators（30, 
100, 400）、max_depth（100, 200）、min_samples_split
（2, 5）、min_samples_leaf（1,5）のそれぞれの組み

合わせによる推定を試みるとともに、SVM につい

ては線形カーネルを用いた推定を試みたが、上述し

た設定が最も高い精度が得られるものであった。 
 訓練データ及びテストデータにおける再現率、適

合率、正解率を表 8 に示す。 
 

(20)



69テキストマイニングを用いたヒヤリハット報告からのGGoooodd JJoobb抽出の試み
ー航空安全情報自発的報告制度（VVOOIICCEESS）によるデータの分析ー

表 8  Random Forest、Naïve Bayes、SVM を用い

た Good Job 抽出の精度 
Table8 Accuracy of Good Job extraction using Random 

Forest, Naïve Bayes, and SVM 
訓練データ 

  

Random 

Forest 
Naïve Bayes SVM 

再現率 94.7% 56.9% 92.7% 

適合率 97.6% 78.4% 97.2% 

正解率 96.7% 74.8% 95.7% 

テストデータ 

  

Random 

Forest 
Naïve Bayes SVM 

再現率 60.0% 33.3% 41.7% 

適合率 65.5% 62.5% 62.5% 

正解率 67.9% 61.2% 62.7% 

 
この結果を表 5, 6 に示したフィルタ構成による

Good Job 抽出モデルの結果と比較すると、訓練デー

タでは機械学習による分類の精度の方がフィルタ

構成によるモデルよりも高く、特に Random Forest
及び SVM では、90%を超える正解率となった。し

かし、テストデータでは、機械学習による分類の精

度は、いずれのモデルにおいても著しく下がり、先

のフィルタ構成によるモデルに及ばない結果とな

った。この理由として、まず、Random Forest と Naïve 
Bayes では、分類過程において文中に含まれる個々

の単語が Good Job を含むか否かの決定的な判断を

なすのに対し、先のフィルタ構成によるモデル（特

に②のフィルタ）では、文中に含まれる単語群に対

して算出されている重みを加算して、最終的に

Good Job を含むか否かの判断をなす点が挙げられ

る。具体例として、「携帯電話が「電波を発する状

態で使用できない機器」であることは浸透している

が、モバイル Wifi ルーター等新しい機器に関して

は旅客への案内が現状不十分であり、周知が必要と

思われる」という文は、フィルタ構成によるモデル

では Good Job を含む文と正しく識別された一方、

Random Forest では「使用」という単語の分岐点で

Good Job を含まないと誤分類された。同様に、「今

後の対策として、Notification 実施の印を自分のメモ

に つ け る 、 Auto Throttle を 入 れ る 前 に 必 ず

Notification を実施したか確認する、Thrust Lever の
持ち方を変えるなど、同じエラーをしないようにす

るためにしっかりと対策をしたいと思います」とい

う文は、フィルタ構成によるモデルでは Good Job を

含む文と正しく識別された一方、Naïve Bayes では

Good Job を含まないと誤分類されており、これはお

そらく、「エラー」という単語が決定的に影響した

ものと考えられる。また、SVM では、文と文の間で

含まれる単語が概ね共通であっても、それ以外の単

語の存在によって両者の距離（非類似性）が大きく

左右される可能性があり、特に両者の文が長いとき、

その影響を受けやすいのに対し、フィルタ構成によ

るモデル（特に②のフィルタ）では、文中に含まれ

る単語群の Good Job を含むか否かそれぞれに対す

る重みを加算し、最終的に両者の大小関係を比較し

て識別するため、文の長さの影響を受けにくい。例

として、「RWY16 からの KAGURA DEP であったが、

最近 B767 で Flap Placard Speed Over が頻発してお

り、DEV が必要になる可能性を考えて、離陸後

1,600ft で Left Turn を開始し、2,200ft（対地 1,500ft）
で LNAV ON にし、通常の自分のタイミングより早

めに A/P ON とした」という文は、フィルタ構成に

よるモデルでは Good Job を含む文と正しく識別さ

れた一方、SVM では Good Job を含まないと誤分類

されており、これはおそらく、当該文が他の文に比

べて著しく文が長かったことに一つの要因がある

ものと考えられる。 
 以上より、Good Job を含む文の抽出に当たって、

機械学習による分類は、必ずしも高い精度を実現し

ないことが分かった。よって、本研究では、先に示

したフィルタ構成による Good Job 抽出モデルを採

用し、以降ではその拡張と応用について、議論を進

める。 
 
2-3. モデルの拡張 
 2-1-2 で述べたように、Good Job を含む文にアノ

テーションするプロセス②において、自分の意図に

基づいて（意図通りに）上述の 4 能力（予見、監視、

対処、学習）を発揮したふるまいに言及しているか

否かの判断に加えて、4 能力（予見、監視、対処、

学習）のいずれを発揮したふるまいに該当するのか

についても、併せてタグ付けしている（1 文に複数

が該当する場合は複数のタグ付けをしている）。そ

こで、2-1-2 の訓練データに対するアノテーション

のプロセスで Good Job を含む文とされた 262 文を

対象に、それぞれが 4 能力（予見、監視、対処、学

習）のいずれを発揮した Good Job を含むのかを推

定すべく、モデルの拡張を試みた。 
 まず、2-1-3 で述べた Good Job 抽出のためのフィ

ルタ構成のプロセスと同様、形態素解析を行い、名 

(21)



70 ヒューマンファクターズ Vol.25, No.2 ('21)

  

図 3 出現回数上位 20 単語における「予見」を発揮したとタグ付けされたか否かの割合 
Fig.3 Percentage of annotations for anticipating and not anticipating using the top 20 frequently appearing words 

図 4 出現回数上位 20 単語における「監視」を発揮したとタグ付けされたか否かの割合 
Fig.4 Percentage of annotations for monitoring and not monitoring using the top 20 frequently appearing words 
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図 5 出現回数上位 20 単語における「対処」を発揮したとタグ付けされたか否かの割合 
Fig.5 Percentage of annotations for responding and not responding using the top 20 frequently appearing words 

 

 
図 6 出現回数上位 20 単語における「学習」を発揮したとタグ付けされたか否かの割合 

Fig.6 Percentage of annotations for learning and not learning using the top 20 frequently appearing words  
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詞・サ変接続、形容動詞、名詞・ナイ形容詞語幹、

名詞・副詞可能、名詞・非自立・副詞可能、名詞・

接尾・副詞可能、動詞、形容詞、副詞を分析対象と

して、さらに強制抽出語（複合語など、抽出される

べきであるのに抽出されない単語）、不要語（抽出

する必要のない単語）、同義語（表記ゆれなどに同

意語が別単語として抽出される単語）を処理した上

で、4 能力のそれぞれについて、各能力のタグ付け

がされた文群の頻出単語を調べ、さらに、これらの

うち 3 回以上の出現回数がある単語（以下、各能力

推定語とする）について、当該能力のタグが付いた

文と付かなかった文の割合を調べた。図 3～図 6 に、

各能力において出現回数の比較的多い単語の分析

結果を示す。各能力推定語𝑘𝑘に対して算出された、

当該能力のタグが付いた文の割合𝑟𝑟�,�（𝑗𝑗=予見、監視、

対処、学習）を各能力推定に係る重みとして、各文

に対して、各能力推定指数𝑍𝑍�,�を次のように算出し

た。 

 𝑍𝑍�,�＝𝛴𝛴𝑟𝑟�,�／（文 mに含まれる名詞・サ変接続、

形容動詞、名詞・ナイ形容詞語幹、名詞・副詞

可能、名詞・非自立・副詞可能、名詞・接尾・

副詞可能、動詞、形容詞、副詞の総数） 
最後に、再現率、適合率、正解率の観点から、当

該文に含まれる Good Job が、各能力を発揮したふ

るまいによるものか否かを推定するための各能力

推定指数における閾値を表 9 のように定めた。 
 

表 9 各能力推定指数の閾値 
Table9 Threshold values for each ability estimation 

index 
予見 0.27 

監視 0.28 

対処 0.19 

学習 0.25 

 
各能力の推定精度として、訓練データ及びテスト

データにおける再現率、適合率、正解率を表 10 に

示す。 
 再現率＝能力𝑗𝑗がタグ付けされ、能力𝑗𝑗が発揮さ

れた Good Job と推定された文の数／能力𝑗𝑗がタ

グ付けされた文の数 
 適合率＝能力𝑗𝑗がタグ付けされ、能力𝑗𝑗が発揮さ

れた Good Job と推定された文の数／能力𝑗𝑗が発

揮された Good Job と推定された文の数 
 正解率＝（（能力𝑗𝑗とタグ付けされ、能力𝑗𝑗が発揮 
された Good Job と推定された文の数）＋（能力𝑗𝑗の
タグ付けはされず、能力𝑗𝑗が発揮された Good Job と

は推定されなかった文の数））／Good Job としてア

ノテーションされた文の数 
結果から、4 能力のいずれにおいても再現率は、

訓練データで 75%以上、またテストデータでも 60%
以上は得られていることが分かる。一方、その代償

として適合率は訓練データ、テストデータのいずれ

においても 50%を満たさないものがほとんどとな

った。これらの再現率と適合率のバランスは、Good 
Job が含まれていると推定された文について、各能

力が発揮されたとされたものについては比較的漏

れなく抽出できている一方、別の能力が発揮された

ことによる Good Job とされたものについても広く

拾っていることを意味している。現実的にも、Good 
Job については、4 能力のうち複数の能力の複合的

な発揮によっていることも多く、また各能力間の意

味的なオーバーラップもある。これらのことを考慮

すると、今回試みたこのモデル拡張は、必ずしも高

い精度を達成できているとは言えないが、当該文の

中に含まれる Good Job の特徴を大雑把に掴む上で

は、その役割を果たすものと考える。 
 

表 10 各能力推定モデルの訓練データ及びテ

ストデータに対する精度 
Table10 Accuracy of ability estimation model using 

training data and test data 
訓練データ 

  予見 監視 対処 学習 

再現率 85.7% 76.0% 89.3% 88.6% 

適合率 36.8% 59.8% 39.4% 47.3% 

正解率 69.9% 72.5% 57.6% 70.6% 

テストデータ 

  予見 監視 対処 学習 

再現率 62.5% 64.3% 68.2% 78.6% 

適合率 20.8% 45.0% 57.7% 47.8% 

正解率 55.1% 67.4% 63.3% 69.4% 

 

なお、ここでも機械学習的手法を適用する余地に

ついて検討したが、前節で述べた通り、そもそも本

研究で扱ったコーパスには機械学習的手法の適用

が馴染まないと考えられ、従って、ここでは上述し 
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図 7  VOICES データからの Good Job 抽出モデル構築の全体像 
Fig.7 Overview of Good Job extraction model construction from VOICES data 

(25)
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た方法の適用にとどめた。ただし、今後、VOICES
データの蓄積が進み、大規模コーパスからのモデリ

ングが可能となった際には改めて、機械学習的手法

が有効となる可能性も考えられる。 
ここまでの VOICES データからの Good Job 抽出

モデル構築の全体像を、図 7 に表す。 

  

3. Good Job 抽出モデルの試用と考察：
VOICES によるヒヤリハットデータに
見られる Good Job の特徴 

 

 2 章で述べたモデルを、2014 年 12 月 25 日～2020
年 5月 26日の期間に公開された報告データのうち、

2章で訓練データ及びテストデータとして用いたも

のを除く 1,594 件（平均含有文数：7.1 文）に適用

し、VOICES によるヒヤリハットデータに見られる

Good Job の特徴の把握を試みた。 
 本モデルによって抽出された Good Job を含む文

は 5,003 文であり、また、予見、監視、対処、学習

の各タグが付いた文はそれぞれ、1,971 文、1,731 文、

2,778 文、2,102 文であった。これらの各能力に該当

する文群を類似性によって分類し特徴を見出すべ

く、クラスタ分析を行った。具体的には、各能力に

該当する文群に含まれる名詞・サ変接続、形容動詞、

名詞・ナイ形容詞語幹、名詞・副詞可能、名詞・非

自立・副詞可能、名詞・接尾・副詞可能、動詞、形

容詞、副詞について、tf-idf 値（ある文に対する当該

単語の重要度を表す）を算出し、この値を用いて文

と文の類似度を cosine 類似度として算出して Ward
法を用いた階層的クラスタリングを行った。 

tf、idf、tf-idf は以下の式で表される。 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥,𝑦𝑦 =
𝑛𝑛𝑥𝑥,𝑦𝑦

∑ 𝑛𝑛𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑥𝑥
    (1) 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥 = log2
𝐷𝐷
𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥

+ 1    (2) 

𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥,𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥,𝑦𝑦 × 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡�   (3) 

𝑥𝑥：単語 

𝑦𝑦：文 

𝑛𝑛𝑥𝑥,𝑦𝑦：文𝑦𝑦における単語𝑥𝑥の出現回数 

𝐷𝐷：文の総数 

𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥：単語𝑥𝑥を含む文の数 

 任意の 2 文 A、B を構成単語の tf-idf 値からなる

ベクトル𝑎𝑎�⃗ , 𝑏𝑏�⃗とし、両ベクトルのなす角を𝛩𝛩として、

両文間の類似性を以下の cosine 類似度で表す。 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛩𝛩 = ��⃗・��⃗

|��⃗ |���⃗ �
    (4) 

cosine 類似度は、両文間の類似性が高いほど、1 に

近い値をとる。 
 クラスタ分析の結果、4 能力いずれにおいても 5
つのクラスタを見出すことができた。各クラスタに

分類された文からクラスタの意味を解釈し、クラス

タ名を与えたところ、表 11 のようにまとめられた。

この結果から、VOICES によるヒヤリハットデータ

に見られる Good Job の特徴を考察すると、まず、

予見の能力を発揮した Good Job は、1)これから行

うことがらについて自分や他者の認識を確認・共有

している、2)これから起こりうる複数のケース、ま

たそれらに対する対応を確認している、3)遅滞・未

実施事項をハザードとして認識・共有し、事前の意

識揃えをしている、4) 状況や環境変化をハザード

として認識・共有し、事前の意識揃えをしている、

5)今後ハザードが多くなる場面を事前に確認して

いる、の 5 パターンにおおよそ分類することができ、

これらは、日常のオペレーションの中で何をどう予

見することが有効であるのかの具体的なポイント

として捉えることができる。また、監視の能力を発

揮した Good Job は、1)破損など正常ではないモノ

（機材等）を発見している、2)視覚からは得られな

い情報にも注意を向けて状況把握に活かしている、

3)自分の意識や感情など、自分の内的状態に注意を

向けている、4) 他者の動きや変化に注意を向けて

いる、5)通常とは異なる不自然な状態を発見してい

るの 5 パターンに分類することができ、特にハザー

ドに対する警戒、気づき力をどう高めるのかについ

て、ブレイクダウンして理解することができる。さ

らに、対処の能力を発揮した Good Job は、1)作業継

続を優先するという対応をとっている、2)関係機関

と連携を取っている、3)作業を停止したり遅らせた

りするという対応をとっている、4)作業をやり直す

という対応をとっている、5)作業の方針・方法を変

更するという対応をとっている、の 5 パターンに分

けて捉えることができ、何らかのイレギュラーな事

象、またその兆候に対する対応のオプションを端的

におさえることができる。最後に、学習の能力を発

揮した Good Job に関しては、1)同様の状況に遭遇

した場合に備えて、具体的な手順や工夫、コツを検

討している、2) 自分の状態・状況（不慣れ、疲労な

ど）が及ぼす影響について省みている、3)他者と振

り返りの機会を持ち、起こったことからの学びを共 
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表 11 クラスタ分析の結果 
Table11 Result of cluster analysis 

能力 クラスタ名 例 

予見 

自分や他者の認識を確認・共有してい

る 
PMに「Bはあそこですね」と伝えた後、E3 Gatewayをゆっくりと直進

した 

生じうるケースやそれに対する対応を

確認している 

Briefingの段階からA RWY, B RWYのいずれもあり得ることをPF, PM
で話し合っており、16RへのRoute7, 16LへのRoute 9、そして場合によ

っては16Lへ時計回りのTWY T, Uもあり得るとチャートを見ながら二

人で確認していた 
遅滞・未実施事項をハザードとして認

識・共有している CLRが来ていないことはPF/PM間で共有した 

状況や環境変化をハザードとして認

識・共有している 
CDUのETAは0540zでApproachの変更に備えてROUTE 2には ILS 34L
をSetし、Briefingにて共有していた 

ハザードが多くなる場面を確認してい

る 
Takeoff Briefingでは、Short Taxiになるためタスクの漏れに注意する旨共

有していた 

監視 

破損など、正常ではないモノを発見し

ている 
離陸準備を中止し、機外に出て機体外周の確認を行ったところ、ピトー

カバーがついたままになっているのを発見した 
視覚からは得られない情報にも注意を

向けている 
訓練生が交代し、TGL訓練のためにすぐに離陸しようとThrottleをFull 
Forwardしたがエンジンの音がいつもより低かった 

自分の内的状態に注意を向けている 
先行機とのSeparation、高度処理、速度処理も問題なく、喜屋武岬を回り

こんでFNLへAlignしようとしていたのですが、ふと自分の意識が陸地

から少し沖の方に向かっていることに気付きました 

他者の動きや変化に注意を向けている 
その後Make circle中に“Continue approach”がかかり、また“No.1 now 
turning final”の情報を得て先行機を探したところ、Short on finalに先行機

を発見したため通常のBaseに進入した 

不自然な状態を発見している 

便到着時、チョーク担当者はNOSEタイヤにチョークをセットしたが、

その後、整備係員がチョークのセット状況を確認したところ、NOSE左

右のタイヤに対し、チョークが平行にセットされていないことを発見し

た 

対処 

作業継続を優先するという対応をとっ

ている 

離陸滑走中の高速RTOも一瞬脳裏をよぎりましたが、離陸前の他機への

ATCから我々が離陸許可を得てRead Backも適切に行い、状況的にも高

速RTOより離陸継続の方が安全であると判断しました 

関係機関と連携を取っている 
次のD帯シフトへDefectの発見を申し送り､当該作業責任者は作業者へ

Defectの状況､不具合処置の方針､予備Partsの在庫状況の確認作業を指示

した 
作業を停止したり遅らせたりするとい

う対応をとっている 
念の為RudderのみでW9でTurnoff、さらに減速しSteeringの効きを確認

できたため通常どおりSpotにBlock Inした 
作業をやり直すという対応をとってい

る 
CAT II APCH中に1,000ft AGL付近でAUTO PILOTがDisengageしたた

めG/Aを行いました 
作業の方針・方法を変更するという対

応をとっている 
このままでは高度制限をクリアーできないかも知れないと判断し、A機

に上昇をFL280までにするように変更指示を行った 

学習 

より確実な作業をするため、具体的な

手順や工夫、コツを検討している 

SAN LOC 27のようなHigh Energyに陥りやすいApproachでは、「どこ

どこまでに、何 ft、何ktになっていなければGo Around」といった具体

的なBottom LineをPF/PMで事前に共有しておくことが対策として有効

かもしれない 
自分の状態・状況（不慣れ、疲労な

ど）が及ぼす影響について省みている 普段来ていない空港のため、より注意深く確認するべきだった 

他者と振り返りを実施し、起こったこ

とからの学びを共有している 

また、指示の内容を2人で口頭確認している間、Taxi Navigationが成立し

ていない状況になっていたのだから、その時点でPFは停止すべきであっ

たし、PMは停止を促すべきだったとお互いに反省しました 

負荷が高くなる場面など、ハザードと

なる状況についての知識を得ている 

タワーのハンドオフやモードの変化、トラフィック等Visual Approachに
関しては特に通常の Instrument Approachよりもさらに余裕を持ってタス

クを処理して行かなければならなかったことを猛省いたします 

対処の選択肢を増やしている また、緊急時のチェックリストは使用していませんが、すぐ使える所に

置いておくことも大切と考えました 
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有している、4) 負荷が高くなる場面など、ハザード

となる状況についての知識を得ている、5)対処の選

択肢を増やしている、の 5 パターンを見出すことが

でき、遭遇したイレギュラーな事象を以後に活かす

ための学びにも複数のアプローチがあること理解

することができる。 

4. まとめ 

 本研究では、日常の安定的なオペレーションの継

続に主眼を置く Safety-II の安全概念を、安全マネジ

メントに取り入れるための一つの試みとして、事

故・災害等の手前でそれをうまく避けたり切り抜け

たりすることができたヒヤリハットをデータとし

て、現場で物事がうまくいくようにするために実践

されていることがら（Good Job）の抽出と、そこか

ら得られる知見の整理を行った。特に本研究では、

航空分野において広く運用されている航空安全情

報自発報告制度（VOICES）の数千に及ぶ公開デー

タを分析対象とし、テキストマイニングによる

Good Job 抽出モデルの構築を図った。モデルの具体

的な精度は論文中に示した通り、必ずしも高いもの

ではないが、少なくとも Good Job を含む文につい

ては概ね抽出することができるモデルとなってお

り、従来、失敗事例として捉えられてきたヒヤリハ

ットからも、安定的なオペレーションを維持させる

ために行われている良いふるまいを見出すことが

できることを示唆した。また、このモデルを 1,500
件を超えるデータに適用して、航空活動の中での

Good Job の特徴把握を、クラスタ分析を用いて試み

た。結果から、Safety-II において求められるヒュー

マンファクター上の能力、すなわちレジリエンスの

4 能力（予見、監視、対処、学習）のそれぞれにつ

いて、具体的に何が行われているのかをブレイクダ

ウンして理解することができ、見方を変えれば、こ

れらは安定的なオペレーションを維持する上で、ど

のような振る舞いが有効であるのかを手がかりを

与えるものと捉えることができた。 
Safety-II の概念が登場して 10 年近くになろうと

しており、認知度も高まった一方、理論を超えて実

践にどう取り入れるかについては十分な知見がな

く、もどかしく思われている実務者も少なくないこ

とと思われる。本研究が、Safety-II の概念に基づく

安全マネジメントの実践を踏み出す小さな第一歩

になることを期待したい。 
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