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      ポジティブセーフティーカルチャー No.1 
機種 日付 フェーズ 事象 

- - 全般 安全文化 

■ポジティブセーフティーカルチャーとは？■ 

ポジティブセーフティーカルチャーと言う言葉を聞いたことがあるでしょうか？安全文化にポジティブなものとネガティブな
文化があるの？と疑問に思われるもしれません。 

ここではポジティブセーフティーカルチャーとは何か、また根付かせるため推奨される行動事例をICAO SMMから一部
を抜粋して紹介します。（ICAO Doc9859 Ed4 3.3Developing a positive safety cultureより)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポジティブセーフティーカルチャーが組織に醸成されている状態とは、安全目標
（Safety Objective）が経営層を含む管理職によって明示されており、フロ
ントラインで働くクルー、スタッフが、安全目標の達成に向けて共通の責任を持っ
て活動している状態を言います。そのためにはマネージメントとフロントラインの間
で“高度な信頼とお互いを尊重すること” が不可欠です。 

次ページ以降ではポジティブセーフティーカルチャーを根付かせるための行動事例
を以下の観点から紹介いたします。      ①安全に対するコミットメント
Commitment to Safety  ②適応性（Adaptability）  ③アウェアネ
ス（意識、状況認識） ④安全に関連した行動（Behavior with 
respect to safety） ⑤情報（Information）⑥信頼（Trust） 

 

 

 

 

 

 

 

～補足～いまさらですがICAOってなに？ 

国際民間航空が安全かつ整然と発達するように、また、国際航空運送業務が機会
均等主義に基づいて健全かつ経済的に運営されるように各国の協力を図ることを目
的として、1944年に採択された国際民間航空条約（通称シカゴ条約）に基づき
設置された国連専門機関です。この目的のために、ICAOは、国際航空運送業務
やハイジャック対策をはじめとするテロ対策等のための条約の作成、国際航空運送の
安全・保安等に関する国際標準・勧告方式やガイドラインの作成等を行っています。
また、国際航空分野における気候変動対策を含む環境保護問題についても議論
及び対策が進められています。（外務省HPより） Copyright © 2021 All Nippon Airways Co., Ltd All Right Reserved. 



  ポジティブセーフティーカルチャーを 
醸成するもの 

ポジティブセーフティーカルチャーを 
台無しにするもの 

安全に対するコミットメントCommitment to Safety 

ポジティブセーフティーカルチャーはトッ
プマネージメント層（経営層）がどれだ
け安全に対して真摯に向き合っているか、
重要性を認識しているかが反映される。 
トップマネージメント層は組織が安全目
標を達成・維持すること、従業員が安
全目標を達成しようとする動機を持つよ
うに深く関与すべきである。 

 マネージメント層は従業員に安全の為に行動する
ことを動機づけるためにただ話すだけでなく、規範と
なるような（ロールモデルとして）活動をしている 

 
 マネージメント層は、安全関連の活動に対してリ

ソースを提供する 
 
 
 継続的な安全監査とマネージメントをしている 

 マネージメント層は安全より企業の利益、経費削減、
効率性を優先して取り組んでいる 

 
 
 安全を改善するためのリソースの提供はほとんどの場

合、規定により要求されたか、事故が起きた場合に
行われる 

 
 安全管理に関する監査も管理手法も設定されてい

ない 

適応性（Adaptability） 

ポジティブセーフティーカルチャーにおけ
る（不具合事象への）適応性は、従
業員及び管理層が過去の経験から学
び、組織内の安全レベルを高めるために
必要な行動を取ろうとする意志の強さ
が反映される 

 安全に関する問題に対処するために従業員からの
報告（インプット）が積極的に奨励される 

 
 全ての不具合事象と監査での指摘事項       
     （Findings）は分析され、是正措置が行われる 
 
 組織的な業務プロセス及びプロシージャは安全へ

の影響について評価される（広範囲にわたり検
証） 
 
 

 
 明確に安全への未然防止型ブアプローチが明示さ

れ実行される 

 安全に関する問題についてすべての階層からの報告
（インプット）は求められていない 

 
 是正措置は多くの場合事故・インシデントの後または

規定により要求された場合にのみ取られる 
 
 組織的な業務プロセス及びプロシージャは何もインシ

デントが起きなければ適切だと判断される（自己満
足または自己評価の不足） 

 
 事故が発生した場合であっても、組織は自己分析を

渋る 
 
 事後対応型アプローチが示され、実行される 
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  ポジティブセーフティーカルチャーを 
醸成するもの 

ポジティブセーフティーカルチャーを 
台無しにするもの 

アウェアネス（意識、状況認識） 

ポジティブセーフティーカルチャーでは、
組織が直面しているリスクに対して従業
員とマネージメント層がどの程度気づく
か（アウェアネス）が反映される。 
 
国レベルでは、監督官庁による活動と、
彼らが監督する組織の双方から引き起
こされる安全リスクに気づくこと。 
従業員及びマネージメント層は安全リ
スクに関して高い警戒心を常に維持す
べきである。 

 ハザードを識別するために有効な方法が設定さ
れている 

 
 インシデント調査は根本的な原因を特定すること

を目的とする 
 
 組織は重要な安全向上策について遅滞なく検

討し、必要に応じ、それに適合する 
 
 組織は安全の向上策が実施され、それが意図さ

れたように機能しているかどうかを、体系的に評価
する 

 
 組織の適切なメンバーが、個人の行動及び組織

の活動により引き起こされた安全リスクに敏感で
あること 

 ハザードを識別するための活動がまったく行われない 
 
 インシデント調査は、根本的な原因を探すのではなく、

対応可能な原因が分かった段階で中止される 
 
 組織は重要な安全向上策の検討に積極的ではない 
 
 安全向上策が適切に実施されたかどうかを、組織は評

価しない 
 
 組織の適切なメンバーが、個人の行動及び企業の活

動により引き起こされた安全リスクに気づいていない 
 
 安全データが集められるが、分析されず、行動に移さ

れない 

安全に関連した行動（Behavior with respect to safety） 

ポジティブセーフティーカルチャー下では
安全に関連した行動は、組織全ての階
層が安全レベルを維持、向上させるよう
な組織的な活動が実施される。 
安全の重要性が認識されるべきであり、
それを維持するために必要なプロセス及
びプロシージャが設定されるべきである。 
 

 従業員は安全第一に行動し、ロールモデルとして
行動することを自分自身を動機付けている 

 
 安全活動は継続的にモニターされている 

 
 
 意図的な不安全な活動は、マネージメント層及

び同僚により許容されない 
 
 勤務環境はいつも安全をサポートしている 

 従業員が自分自身の欲求のため意図的に不安全な
行動をしても処罰されない 

 
 組織の製品またはサービスに対して航空安全の観点

からモニターされていない 
 
 航空安全に有効で建設的な批評は歓迎されない 

 
 

 勤務環境が活動に悪影響を与え、安全を損なう行動
を引き起こす 
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  ポジティブセーフティーカルチャーを醸成するもの ポジティブセーフティーカルチャーを台無しにするもの 

情報（Information） 
 

ポジティブセーフティーカルチャーの成否は
組織内の必要な人に対してどれだけ情報が
配信されているかに比例する。 
従業員は安全に対する懸念があれば報告
し、報告についてフィードバックを受領するこ
とが可能で、奨励されるべきである。 
航空安全に関連した活動情報は、危険な
状況を起こしうるミスコミュニケーションを避
けるため、適切な人々に対し有意義に伝達
される必要がある。 
国は全てのサービスプロバイダーに対し、安
全関連の情報を共有するために開かれてい
る。 

 安全報告に対して開かれて公正な環境が存在する 
 
 従業員は安全なオペレーションや意思決定を可能と

するために、タイムリーに安全関連の情報が提供され
る 

 
 マネージメント層及び経営層は安全関連の情報が理

解され、それが活用されているかどうかを定期的に確
認する 

 
 航空安全に関連した知識の伝承及び訓練が積極的

に実行される（例、教訓の共有） 

 安全報告に対して懲罰的な環境が存在する 
 
 安全関連の情報は抑制される 

 
 

 
 安全に関するコミュニケーションの有効性はモニターされない 
 
 
 
 知識の伝承または訓練が提供されない 
 

信頼（Trust） 
 

信頼関係の醸成が従業員による安全への
貢献度を促進させる。従業員が安全に行
動するか、行動しないかは訓練及び経験に
比例するため、安全向上に寄与しようとす
るすべての行動は決して処罰されてはなら
ない。有効で効率的な安全報告制度の構
築はこのような環境が土台になる。 
 
有効な安全報告システムでは、従業員がエ
ラーや経験したことを報告しようとすることが
奨励される。その結果、航空会社と監督官
庁は潜在的な不安全要素およびハザード
に対処するために必要なデータ及び情報に
アクセスできる。この報告制度は、人々が
安全データ及び安全情報が、安全向上の
ためだけに使用されることを確信している環
境を作り出す 

 

 従業員は許容可能な行為と許容できない行為の間
に基準があり全て理解している 

 
 事象（事故及びインシデントを含む）調査は、組織

的な要素だけでなく、個人の要素を考慮する 
 
 よい安全パフォーマンスは認識され、定期的に報いら

れる 
 
 従業員及びオペレーションの間で彼らが関与した事象

を報告する意思がある 

 許容可能な行為と許容できない行為を区別する基準がな
い 

 
 従業員は、ヒューマンエラーに対して組織的に厳しく処罰さ

れる 
 
 事故及びインシデント調査は、個人的要因のみに焦点を

当てる。 
 
 よい安全パフォーマンス及び安全なふるまいは与えられるも

のと思っている 
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