
 
 

  

 

御巣鷹山墜落事故に係る航空機事故調査報告書の解説が、 

事故から２６年目に作られ、公表されたことを受けて 

 

・「解説書」は運輸安全委員会のホームページに公開されています 
・事故後２年目、８・１２連絡会が主催したシンポジウムの内容は８・１２連 

絡会のホームページにあります 

 

 

８・１２連絡会 

御巣鷹山墜落事故に係る航空機事故調査報告書の解説書が
 

事故から２６年目に作られ、公表されたことを受けて
 

 



2010年8月 9日 　前原元大臣に面会遺族12人、　事故原因の疑問について遺族から要望が出る

8月29日 　遺族で話し合う

9月 7日 　海底捜索が可能かどうかを調べるためにソナー会社とコンタクトをとる

9月20日 　8・12連絡会が、運輸安全委員会へ当時の海底捜索資料について問い合わせ

10月 3日 　「海底捜索についての意見」を8・12連絡会会報で遺族に呼びかけをする

10月15日 　遺族が当時の事故調査委員会委員と面会

10月29日 　運輸安全委員会と8・12連絡会代表とで会議。再調査についての要望書提出。

11月10日 　8・12連絡会から遺族宛に「事故原因への疑問・質問」募集

11月12日 　遺族が、ソナー会社の人と面会

11月20日 　8・12連絡会から遺族に上記までの経過報告

2011年1月12日 　運輸安全委員会と8・12連絡会会議　　　解説案ができる

2月 2日 　運輸安全委員会と8・12連絡会会議　　　解説案解説と修正

2月12日 　8・12連絡会会報「おすたか」にて運輸安全委員会への質問内容を再度募集

2月12日 　8・12連絡会側アドバイザーとして会議への参加を小林忍氏、本江彰氏に依頼

2月12日 　8・12連絡会から遺族へ解説案を送り、意見をもらう。

4月 6日 　運輸安全委員会と8・12連絡会会議　　　解説案解説と修正

4月12日 　遺族へ解説書案に対するアンケートを実施

　遺族から質問のメールが運輸安全委員会と8・12連絡会に届く

6月28日 　運輸安全委員会と8・12連絡会会議　　　解説案解説と修正

　　　　7月　末日 　123便事故解説書を運輸安全委員会ＨＰに公表

　　　　7月　末日 　123便事故解説書を8・12連絡会ＨＰに公表

上記以外に解説書に対する論議を、運輸安全委員会と8・12連絡会とのメールで頻繁に行う。

　　　　　　　　　　　　　　　「123便解説書」作成までの経過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年７月

８・１２連絡会　原因究明部長　河口真理子　　８・１２連絡会 事務局長　美谷島邦子

 
 

 

日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に係る航空事故調査報告書

についての解説  
（62-2 日本航空株式会社所属ボーイング式747SR-100型JA8119、群馬県多野

郡上野村山中、昭和60年8月12日）  

 

はじめに  

昭和60年8月12日に発生した日本航空123便の御巣鷹山墜落事故については、

航空事故調査委員会が調査し、昭和62年6月に航空事故調査報告書を公表しまし

た。 

 

この報告書で、事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊

したことにより、胴体後部・垂直尾翼・操縦系統が損壊し、飛行性能の低下と

主操縦機能を喪失したために生じたと推定しています。  

 

これに対し、「圧力隔壁が損壊した場合には、客室内に猛烈な風が吹き抜け

るはずであり、また、室温も低下するのに、生存者はそのようなことはなかっ

たと証言している」また、「急減圧があったならばパイロットは酸素マスクを

付けるように訓練されているのに付けていないのはなぜか」等の疑問が寄せら

れています。そして、「圧力隔壁損壊による急減圧はなかったのではないか」、

事故原因は圧力隔壁の損壊ではなく、「機体構造の不良によるフラッタによる

垂直尾翼の損壊等が事故の原因ではないか」という主張や「自衛隊のミサイル

が当たって墜落した」という主張も出ています。  

 

これまで航空事故調査委員会においては、ご遺族の皆さまに対して、必ずし

も十分な説明がなされていなかったため、皆さまの123便報告書の内容に対する

ご疑念に応えてこられなかったことについて、率直にお詫び申し上げます。  

 

航空事故調査委員会は、組織再編を経て平成20年に運輸安全委員会となりま

したが、その際に、情報の提供に関して、「被害者及びその家族又は遺族の心

情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、

かつ、適切な方法で提供する」ことが法律上明記され、事故等調査の実施に当

たっては、適時適切に被害者等の皆さまにご説明を行うこととしております。
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今般、123便報告書に関しまして、ご遺族の皆さまの疑問点についてできるだ

け分かりやすく説明するために、本事故の被災者家族である美谷島邦子氏、河

口真理子氏、技術的アドバイザーとして日本ヒューマンファクター研究所主任

研究員（元B747機長）本江彰氏及びB747の技術に携わってきた元JALの小林忍

氏からご協力をいただきまして、123便報告書の解説を作成しました。 

 

本資料では、事故調査報告書に記載されている事故原因や客室内の風や温度

等についての疑問について、正確性の点では少々劣るかもしれませんが、でき

るだけ分かりやすく説明するとともに、その他の要因が関与した可能性につい

ても触れます。分かりやすくするために、市販図書からの引用、報告書の表現

の変更及び図面の誇張等もありますが、航空事故調査報告書に新たな解析や原

因の推定を加えるものではありません。 

 

当時は、事故の原因は調査しても、事故による被害をどうすれば軽減させる

ことができたのかについてまで調査を行うようになっていなかったことから、

捜索救難の状況については詳細の記載がありませんでしたが、現状で分かる範

囲での捜索救難についての解説を加えました。  

さらに、当時実施した機体残骸の海底調査とはどういうものだったのか、調

査海域や調査の手法等についての解説を加えました。  

ご遺族の皆様に、本解説をお読みいただき少しでも123便報告書に関する疑問

点の払拭に役立てることができれば幸いです。  

 

さいごに、運輸安全委員会においては、本年４月１５日に、福知山線列車脱

線事故調査報告書に関わる検証メンバーから国土交通大臣に対して提出された

「運輸安全委員会の今後のあり方についての提言」に基づいて、今後の業務の

改善を図っていくこととしております。同提言中にも、被害者への情報提供の

充実等についての考え方が述べられております。事故調査における被害者の視

点への配慮という、世界的な動きの中で、提言の考え方を踏まえつつ、私ども

の機関も着実に変わっていけるようご支援いただければ幸いです。  

 

平成 23 年 ７月 29 日 

運輸安全委員会事務局長  

大須賀 英郎  

  

  

２０１１年７月末日 

御巣鷹山墜落事故に係る航空事故調査報告書の解説書が、 

事故から２６年目に作られ、公表されたことを受けて 

 

８・１２連絡会 

2008年 10月、運輸安全委員会が発足して事故被害者支援が法制化され同委員

会の設置法により、被害者への情報提供が義務付けられました。これを受けて、

運輸安全委員会では、旅客が死亡する等大きな事故の場合は報告書を公表する

際には被害者説明会を開催することとし、2010年 10月から被害者への情報提供

等を行う担当者を新たに置いた上で、本年 4 月には事故調査情報提供窓口が明

確に設置されました。 

8・12連絡会は 2010 年 9月に、これまで 25年間事故原因について遺族が抱

き続けてきた疑問をまとめ、10月には運輸安全委員会に提出しました。それか

ら 10カ月にわたり、運輸安全委員会からその疑問のひとつひとつについて順次

回答をもらいました。そして、この度、疑問への回答をまとめた「解説書」が

作られ、7月末日、運輸安全委員会のホームページに「解説書」の内容が公開さ

れました。 

 

事故の再調査とまではいきませんでしたが、それでも、今回の事故報告書の

「解説書」を読むことで、私たちは、今まで抱いてきたそれぞれの疑問に対し

て運輸安全委員会の回答が得られ、その中には満足が得られるものもありまし

た。当時の事故調査がどのような過程で行われたのかについて、分かりやすい

説明が加えられ、事故調査に対して、被害者がどんなことを求めているかも示

されています。事故の教訓を共有し、伝えたいという意思のこめられた内容も

あります。この作業は、運輸安全委員会が、被害者の視点を受け止め、事故調

査に対する遺族の思いに寄り添う過程の始まりとなったと考えています。ただ

し、これはあの未曾有の大事故に終止符を打つものではなく、さらに残された

課題である修理ミスの起きた背景などの究明については、これからも要望をし

てまいります。 

今回解説書が作成・公表されるにいたった経緯をのべます。 
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昨年の 8月、日航安全啓発センターにおいて、8・12連絡会の遺族 13人が、

当時の前原国土交通大臣に被害者支援制度の法制化と事故調査機関の在り方に

ついての検討を要望しました。また、遺族たちは当時の大臣に対して「事故調

査報告書にある事故原因についての疑問は 25年たったいまでもそのままになり、

亡くなった方々に報告ができないでいる、何とか自分たちの手で本当の原因を

明らかにし、墓前に報告したい」と直訴いたしました。このように、遺族たち

は、「なぜ？大切な人が亡くなったのか？」がわからず、その事実に向き合い、

どう自分自身を納得させていったらいいのか、長い時間悩み苦しんできました。

被害者が新たな一歩を踏み出すために、「事故調査報告書」が、大きな部分を占

めることも、この２６年間感じて参りました。 

御巣鷹山事故の原因については、事故後 26年経っても、さまざまな考え方や

憶測が社会の中であふれ、遺族たちは混乱させられてきました。事故の調査機

関が遺族や社会に事故調査の過程を説明する責任を果たす制度がきちんと確立

されていなかったためだと思っています。今なら分かることを、遺族が理解で

きる内容にして、運輸安全委員会に説明をしてもらいたいと長い間考えてきま

した。 

事故原因に対して、事故調査と原因を議論していった過程も含めて、より広

い情報公開と遺族の思いに寄り添った説明が必要なのです。遺族が、事故報告

書から読み取れることは、個人個人さまざまですが、今回の解説書の作成は、

こうした遺族の思いをくみ取るということから始まりました。 

この活動を行った 10ヶ月間、高齢の遺族だけでなく、当時をおぼえていない

ような若い世代の遺族からも 8・12 連絡会に質問が寄せられました。こうした

疑問をたずさえ、運輸安全委員会と何度も論議を重ねました。その都度、遺族

の質問に対しては、運輸安全委員会から真摯な回答を得たと考えています。 

「解説書」の内容については、様々な評価があることと思います。もちろん、

この「解説書」がすべての疑問に答えたわけではなく、他の考えを持たれる人

には納得できるものにはなっていないとも思います。しかし、事故後26年目に、

運輸安全委員会が遺族の求めに応じて、事故調査報告書を掘り下げ、事故の原

因について遺族の疑問に答えようとして、この「解説書」を公開したことは画

期的なことであると考えます。このような努力は、すべての事故についての納

得のいく事故調査への第一歩となると信じます。 

そして、私たちは、この「解説書」を 26年目に手にし、事故調査は、「事故

調査報告書が出されて終わりではない」と改めて感じています。     

以上 

 

 

２０１０年１２月６日 

  

運輸安全委員会への質問内容 

８・１２連絡会 

  

御巣鷹山の事故の疑問 

  

１、急減圧について 

否定する部分については「その理由を明らかにできなかった」とある。 

①   急減圧このことに対して、生存していた４人の方たちからの立証は全く得ら

れていない。 

②   逆にスチュワーデスの落合由美さんからは、「ドーンとした後、白い煙が出

たがすぐに消えた」とあり、隔壁破壊による急減圧状態であれば客室内にもの

すごい突風が流れ、気温が急激に氷点下何十度と寒くなるが、落合さんは、そ

の様な現象はないと証言している。 

③   日航一二三便の操縦室では、当然異常事態であれば酸素マスクをして操縦し

ます。そうでなければ体に急減圧による異変が起きて安全な操縦が出来ないか

ら。しかし、酸素マスクを付けていない。事故報告書は「運航乗務員は最後ま

で酸素マスクを着用しなかったものと推定されるが、その理由を明らかにでき

なかった」としている。 

④   運航乗務員は異常事態発生後緊急降下に入ることなく、20,000フィート以上

の高度で激しいフゴイド運動、ダッチロール運動を行いながら 18分間飛行した、

この間運航乗務員が緊急降下の意向を示しているのに緊急降下をしなかったが、

その理由を明らかにできなかった。と報告書にある。 

⑤   警報音について 

１８時２４分３７秒に CVRに記録されているといわれる「警報音」は DFDRの記

録だけでは離陸警報か客室減圧警報かは判定がつかない。事故調の推定通りに、

この１秒の警報音が客室の減圧のものであったとするとなぜ１秒間だけで停止

したのか。その後約 27秒間停止再び 25分０４秒から鳴りだしたのはなぜ？事

故報告書では、「その理由を明らかにすることはできなかった」としている。

客室減圧警報ではなく、車輪の異常による、離陸警報音ではなかったのか？ 

  

⑥   ボーイング社から五名、アメリカの国家安全運輸委員会から二名、連邦航空

局から二名と連邦航空局の日本駐在官一名の計十名の調査団が来日し、八月十

四日に御巣鷹山に入った。その後、ボーイング社は、墜落から二十六日後の九

月六日にニューヨークタイムズ紙上で、「ボーイング七四七型機の設計自体に
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は問題はない。事故機は、修理ミスが原因で墜落した」と発表しました。日本

の事故調査委員会は、このアメリカの主張に大きく引きずられる形で、事故原

因を「修理ミスによる隔壁破壊説」の決着になったといえないか。 

 

２、海底捜索について 

海底捜査のプロセスはわかったが、なぜ２０日だけだったのか。専門家は少な

くとも１年がかりででも見つけないと見つからないといっている。当時の予算

の都合か、見つからなくても、捜査に問題ないという考えか。 

最初の事故が起った地点は、相模湾上空。一番大事な相模湾の海底調査をおざ

なりにしては本当の事故の原因はわからないのではないでしょうか。 

その時刻には、相模湾上では、ミサイル自衛艦「まつゆき」が演習していたと

いうことも詳しく知りたい。 

海底捜索をした際のベタスキャンの生画像が運輸安全委員会保存されています

か？ 保存されているなら一度みせていただきたい。 

１７箇所特定の妥当性ないしは、今後の再捜査のかぎがあるかもしれません。 

  

３、救難救助の遅れについて  

報告書では、捜索・救難活動について、墜落地点は山岳地域であり、夜間の捜

索ということで機体の発見と墜落地点の確認に時間を要したのはやむを得ない

と考えられるとしている。 

  

米軍ヘリのパイロットが後で証言していることですが、「十二日の二十時五十

分には、米軍のヘリが墜落現場上空にいた。煙があがるところより少し離れた

ところにロープで降下しようとしたが、日本の自衛隊が行くからと横田基地よ

り中止命令が出された」と。しかし、日本の自衛隊の幹部はテレビの取材に対

して、十二日夜に墜落現場に降下するのは自殺行為だと云った。また、当日の

最初の現場降下は、十三日午前七時四十五分とある。日の出の数時間後です。

何故もっと早く救助できなかったのかと思う。 

遺体を検死した医師たちも、もっと救助が迅速ならばもっと助かっていただろ

うと語っている。また、地元の消防隊や猟友会、地元住民は、墜落現場はスゲ

ノ沢だと言っているのに機動隊や自衛隊、警察等は、「現場は御座山だ、小倉

山だ」と言って、案内を頼んだ地元の人の言うことを聞かずに、関係のない方

向に案内させられたとも聞いた。また、四人以外にも生存者がいたのなら夜中

でも十分救出に行けたという地元の人の談話もある。墜落地点の確認に時間を

要した理由を伺いたい。  

 



 
 

４、死因の詳細な記述と生存の可能性についての記述がない 

  

墜落の次の日の十三日に四人の生存者が助けられたが、特に生存者の内の川上

慶子さんは、「朝迄お父さんと妹の咲子さんは生きていて言葉を交わしていた」

と証言している。しかし、その証言は事故報告書にはない。 

座席前部、中部は全員即死またはほぼ即死に近い状態とある。また、後部座席

は致命的な傷害を受けたものと考えられると報告書にあるが、その生存の可能

性についての記述がない。どうしてですか。 

  

５、事故報告書に対し、前橋検察庁の検事正は、日米間の政治的決着を示唆す

る発言をしているが、そのことについてどう考えているか教えてください。 

  

６、各方面から疑問とされている事故調が行った急減圧の実験を公開で行って

欲しいと思います。 

  

２５年たっても、事務局には、原因についての情報提供などが今だにくる。遺

族も報告書の結論に納得いかず、個々にあげたような疑問点が残る。更に、疑

問が深まり、広がる可能性もあり、この状態は今後も続くと考える。 

そこで、 説明責任を果たすという決意表明もされているこことをうけ、海底捜

索の状況だけでなく、こうした多くの疑問について、 

①    当時の状況がわかるなら当時の状況を 

②    今後何か出来ることがあるならその可能性について 

③    国が行う再調査の可能性について 

ぜひ見解を聞かせてください。 

 

事故原因への疑問・質問にお答えいただくことは 

遺族支援の中でも最も大きな支援と考えています。 

なにとぞよろしくお願いいたします。 

  

以上 

 

 

 

 

 

 



 遺族から寄せられた質問・疑問      運輸安全委員会の対応

＃ コメント内容（ページの表示は最新版の対応するページに合わせています） コメントへの対応

1

＜急減圧の比較例について(P４)＞
　2009年のサウスウエスト機の事例については理解できます。一方、よく比較
事例として出される1986年のタイ航空機の事例は如何でしょうか？サウスウエ
スト機のケースと異なった印象を持っています。

　p４にタイ航空の事例の解説を追加しました。タイ航空の事故では急減圧となる
前に爆発物の爆発で隔壁破壊するほど圧力の急上昇があった可能性も考えら
れる特殊な事例であるため、機内に生じた状況も大きく異なるはずであることを
説明しました。

2
＜垂直尾翼及びAPU防火壁の破損条件＞
　p１０「垂直尾翼及びAPU防護壁とも損壊するという条件」とはどのような条件
でしょうか。

　「これより内部圧力の上昇が小さいと垂直尾翼は破損しない」旨、説明をp９に
追加しました。具体的には、垂直尾翼とAPU防火壁の耐圧限界値は、それぞれ
4.75psi、4.00psiが基準値となっていますが、実際の機体では基準値の0.7～1.3
（係数）の幅があり得るとしています。緩やかな減圧の計算（付図８）では、垂直尾
翼耐圧限界が基準の0.7（係数）、APU防火壁耐圧限界が基準値となっています。

3

＜垂直尾翼の内圧について＞
　p1７「垂直尾翼は通常過度の内圧に対して強度を持つようには設計されては
いない」と記載されていますが、このあたり、非常に定性的な記述に終始して
います。一方、この部分は、前述の「条件」と非常に関連が高いと考えます。こ
の設計条件如何により「破壊するという条件」が仮定できると考えますので、も
う少し詳しく説明いただければと思います。

　事故調査報告書の引用及び約４psiの分かりやすい説明をp１７に追加しまし
た。

4

＜ICAOの考え方について＞
　p２６の11.「その他」で参照されている別添２のマニュアルですが、この事故
調査報告書は、３．２．４の「事故原因が確実なときは・・・」の流れに沿って作
成されているように理解していますが、正しいでしょうか？

　「・・・沿って作られている」と、記載を修正し、確からしさの記載区分についての
説明をp２６に追加しました。

5

　機体に穴が開いた場合、その孔の大きさによっても状況が変わると思うが、
霧が発生するのは機体のどの辺でしょうか？機内全体か？あるいは穴の近
傍なのか？（多分近傍だと思いますが）霧を見た人と見なかった人がいても不
思議ではないのでは？　ということについて説明があったほうがよいと思いま
す。

　事故機の証言では、座っていた後部の座席付近よりも前の方が濃かったとの
証言がある反面全く気付かなかった人（子供）もいます。サウスウエスト機では、
客室の中央付近に薄い霧が５秒程度発生したという証言があります。したがっ
て、霧は穴の近くに発生するとは限らないと考えられます。また、すぐに消滅し、
あまり気に留めない人もいるので、霧の発生に気付かない人がいても不思議で
はないと考えられます。しかし、霧が発生したはずなのに霧を見たという証言が
全く得られないのであればそのような説明も必要かと考えられますが、霧が発生
したという証言はあるので、あえて解説で説明することもないかと考えます。

6 　p９の「基準のケース」とありますが、これは何でしょうか？
　報告書付録４において、隔壁の有効開口面積を1.8㎡と仮定した試算を基準
ケースとしているものです。報告書の参照ページを()で付してあり、P８～９でも解
説しております。

2011年7月

「運輸安全委員会の解説書案」に対して、２０１１年４月～６月までの間に１２３便事故遺族から寄せられた疑問・質問と運輸安全委員会の対応



＃ コメント内容（ページの表示は最新版の対応するページに合わせています） コメントへの対応

7
　p１１の６.(1)②のe項は、なぜでしょうか？「語調が強くなった」ということは、
異常発生後10分経過ごろから低酸素症の症状が現れたということでしょう
か？

　ご指摘のとおり、低酸素症の発症と関連があるとみられるものとして、異常発生
後１０分経過ごろから機長の語調が強くなっていることを列挙しております。しか
し、報告書では、これより前、異常発生後５分経過の１８時２９分後半から３６分に
かけて、ｂ項の乗員間の会話が極端に少なくなっていることを列挙しており、その
ころには低酸素症が発症していたものと分析しています。

8

　解説（案）の冒頭で、「事故」は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因
し、・・・・・飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定」とあ
ります。この調査報告書（案）を読むと、その性格上やむをえないこととは思い
ますが、「操縦士の低酸素症による知的作業能力、行動能力の低下」につい
て紙面を割いています。「事故」の直接の原因が後部圧力隔壁の破壊であっ
たとしても、それが123便が山中に墜落した唯一の理由なのか、という疑問を
持ちます。123便の事故の一定期間後に、米国で123便と同様な状態を模擬し
た飛行機を、操縦士がエンジンの出力を微妙にコントロールし続けることで
ダッチロールを抑え、安全に着陸させることができた、というような新聞記事を
覚えています。すなわち、123便の操縦士が低酸素症にかからないように酸素
マスクを着用していれば、操縦かんの操作を長時間にわたって続けるというこ
ともなかったのではないか、という思いがあります。実際の事故の場合と、模
擬実験では操縦士の置かれている心理状態など全く異なるとは思いますが。
　「ICAO」マニュアルの3.2.6に「原因は、できる限り、非難または責任の推測を
最小にする方法で・・・」と記載されていますが、このような事故の場合、事故
の再発防止という観点からすると、上記の点をあいまいにしてしまうことには
大いに疑問を感じます。操縦士の知的作業能力や行動能力の低下がなかっ
たとしても墜落は避けられなかったのかどうかということについて記述はある
でしょうか。

　ICAOのマニュアルでは、｢原因は、できる限り、非難または責任の推測を最小
にする方法で策定されるべきである。」とある一方で、「事故調査当局は、非難ま
たは責任がその原因の記載から推測される可能性があるという理由だけで、原
因の報告を控えるべきではない。」とされております。「事故における原因事象と
なったいかなる状態、行為または状況も、明確に特定すべきである。」とも記載さ
れております。責任追及となることを避けるために、原因を記述しないということ
はありませんが、確からしさの低いものは原因として挙げるべきではないとされて
います。
　なお、報告書P１１８では、低酸素症だけではなく、「減圧状態と激しいダッチ
ロール、フゴイド運動が運航乗務員の判断、操縦操作の能力を低下したものと推
定される。」としており、付録７の事故機が生還できる可能性を有していたか否か
等を目的とした飛行シミュレーション試験等に基づき、P１２６では結論として、「同
機は不安定な状態での飛行の継続はできたが機長の意図どおり飛行させるのは
困難で、安全に着水・着氷(着陸）することはほとんど不可能な状態であったもの
と考えられる。」としております。

9
　p１６の項目「フラッタなどの説明」と突然専門用語が出てきて戸惑ったので項
目名を「垂直尾翼などの説明」など別の項目名にした方が良いのではないで
しょうか？

　「その他の要因が関与した可能性」に修正いたしました。

10

　「飛行機の空調で客室内の温度を回復できるほどの緩やかな減圧」が、「垂
直尾翼全体をもぎ取るほどの強さ」につながることがどうもイメージしにくかっ
たです。
「それほど緩やかであれば、垂直尾翼も穴が開く程度で済んだのでは？」と。
（写真により墜落前に、垂直尾翼全体破壊されていることは確定済み）
（p１７で補足されていますが・・・）

　別冊p２９付録２の６に破壊順序の推定がなされていますが、一か所が破壊す
ると隣接する取付部の破壊を誘発し、外部の空気流による力も加わり相当の範
囲にわたってはく離するとしています。つまり、飛行中の機体は、８00km/時を超
える猛烈な風にさらされており、外板に少しでも破壊が生じるとそこから連鎖的に
破壊が生じると説明しています。最初に破壊が生じる約４psiという値が、約0.27
気圧、海面の高度と約2,500ｍの高度（浅間山程度の山）の気圧差という説明をｐ
１７に加えました。また、減圧時間と温度低下の関係については、「断熱膨張と
は」の解説を追加しました。
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＜報告書生存者に関する記載について＞
　元の報告書p２５「遺体の損傷状況」には「生存者４名を除いた他の者は即死
若しくはそれに近い状況であった」と記載があります。
この記載については疑問に思っております。
　以上のように、設備の問題だけでなく、救助体制の不備により救助が翌朝ま
で遅れたため、犠牲者が増えたことも明らかです。
　５２０名の犠牲を無駄にしないためにも、教訓として将来にいかすためにも
「過去にはこのような残念な事や経緯があった。　だから、今後はこのような不
備のない救助体制ができた」など救助が遅れた理由（米軍との連絡不備など）
も記載してほしいと願います。
　p１８～p２１があまりに救助できない言い訳に終始していて、一方で上記のよ
うな生存者の可能性について触れない点が残念でした。
過去の悲劇を繰り返さないためにも、勇気ある決断を願います。

　当時は、事故の原因は調査しても事故による被害をどうすれば軽減できたのか
についてまで調査を行うようになっていなかったことから、捜索救難の状況につい
ては詳細の記載がありませんでしたが、この解説では、現状で分かる範囲での
捜索救難についての解説を加えました。できるだけ分かりやすく説明するように
はしていますが、航空事故調査報告書に新たな解析や原因の推定を加えるもの
ではないことをご了承願います。

12

　客室高度警報音が一度なったあと、再び鳴り出したということについては、故
障しているものが、何らかの理由で正常に戻ってという点がわかりにくいと思
いました。
　フラッタ等の解説についても、なぜフラッタの発生を裏付けるものはないとし
ているのか、よくわかりませんでした。そして、アクチュレータ脱落による油圧
配管の切断を示唆していますが、外部からの追突等による衝撃ではないと言
い切れるのかについて、説明としてはあまりよくわかりませんでした。もし、アク
チュレータ脱落説を支持するならば、そのあとの海底調査の方との関連で、ア
クチュエータの発見を重要視していないように感じられて、調査は原因究明の
ために何に重きをおいていたのかがよくわからないという感想を持ちました。

　客室高度警報が一旦停止し、再び鳴りだしたことについては、明確な証拠によ
る説明はできませんが、その他の状況に矛盾せず説明できる可能性について解
説しています(p１４～１６で記載)。
　フラッタについては、発生していればDFDR等に記録が残るはずですが、その形
跡はありません。機体残骸から、爆発物等の成分は検出されておらず、CVRに記
録されたコックピット内の会話にも衝突等を疑う会話は記録されていません(p１６
～１７で記載)。
　海底調査については、当時としてはできる限りの捜索を行い、更なる捜索を行う
ことができなかったことを説明しており、決してアクチュエーターの発見を軽視して
いることはありません。

13

　様々な角度から、専門家の方々のご尽力で報告書をまとめていらっしゃるの
だろうと拝察いたしますが、残念ながら、航空機の構造さえよくわかっていない
素人にとっては、技術的なこと、いろんな事の発生する確率などについて、や
はり理解するのが難しいように思います。様々な要因が不幸なことに重なって
事故が起きたのかもしれませんが、原因を何段階かに分けて、その一つ一つ
について、それは、もしかしたら、防ぐことができ得たことなのか、その辺りが
はっきりしないと、報告書として今後の事故防止につなげるのは難しいのでは
ないかと感じています。そもそも報告書は、何に重きをおいて書かれているの
か？誰に向かって報告をしているのだろうかと考えてしまいました。

　本年４月１５日に、鉄道の福知山線事故調査報告書に関わる検証メンバー・
チームから、被害者にとっても分かりやすく納得感の得られる調査報告書である
べきとの提言を頂いたところであり、調査報告書の在り方、さらに被害者の皆さま
への情報提供の在り方等も見直しているところです。

14

　急減圧に要する時間の説明として、B737事故を挙げてくださっています。
123便の場合、基準ケースでは、1.8㎡開口で1万ftまで1.7秒、この数字も一覧
の中にいれていただけるとより分かりやすいかと思いました。
この一覧では、B737の場合の数字を「その大きさから比例配分して」入れてく
ださっていますが、実際の事故調査で検討された数字はないのでしょうか。

　表２（p３）にB747で穴の面積１．８㎡時には１．７秒の欄を追記しました。
　また、サウスウエスト航空機（B737）事故の際の米国NTSBによる調査では客室
高度警報作動の有無と飛行高度についてはDFDRの記録により解析されていま
すが、客室高度についての記録はなかったため、本解説では比例配分により解
説しています。
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＜乗員が酸素マスクをつけなかった理由＞
　事故調査報告書の内容の解説、加藤寛一郎さんのご著書からの抜粋、よく
わかりました。
　この情報の他にさらに私が知りたいのは、実際に乗員の皆さんがこういった
場合に、どのように判断されるかということです。加藤先生や米田さんのご著
書にも一部ありますが、JALの現役の乗員の方がどう感じておられるのか聞い
てみたいです。
　また、この事故の場合に、急減圧があったにしろなかったにしろ、万が一急
減圧という事態が起きたときに、すばやく酸素マスクをつけることは必要なこと
であり、その点について、訓練に問題はなかったのか、ということについても検
討の必要があると思います。
　低酸素症という要素のほかに、検討の必要を感じるのは、コックピット内の人
間関係についてです。CAP、COP、FEの上下関係、役割分担に問題はなかっ
たのでしょうか。それぞれの乗員が、未曽有の事態に遭遇したときに、何をど
のように考え行動すべきなのか、管制塔にどのように伝えればよいのかなど、
何か指針はもっていたのでしょうか。そのようなことについて、訓練、研修はさ
れているのでしょうか。
　また米田さんのご著書の中で、2000年に報道されたCVRの中には事故発生
後6分の酸素マスクについての会話は記録されていなかった、とされています
が、これは本当でしょうか。

　マスクを着けなかった理由として、加藤寛一郎さんの著書からの引用は、誤解
を招く記述もあることから、解説からは削除いたしました。
　本解説の作成にあたっては、元ボーイング７４７機長であるHF研究所の本江彰
氏にもアドバイザーとしてご協力をいただき、作成しております。
　また、CVR記録とDFDR記録等から読みとれる時系列の模様を別添とし、できる
だけ分かりやすくコックピット内の様子も解説いたしました。CVR記録については
別添記載のとおりです。
　人間関係、訓練、研修等については、報告書P１１８に、「垂直尾翼の一部の脱
落及び４系統すべての油圧が零にまで低下し、ほとんどの操縦機能が失われる
という事態の発生は緊急又は異常事態における対応として乗務員が日ごろ経験
している教育、訓練及び知識の範囲外であり、運航乗務員は機体を制御できな
かったものと考えられる。」、「教育・訓練及び知識・経験の範囲外にある異常事
態に陥ったために、また、異常事態の内容を十分に把握できなかったために、さ
らに機体の激しい運動と減圧という厳しい状況におかれていたために、その対応
について判断できないまま、飛行を安定させるための操作に専念したものと考え
られる。」とされています。航空事故調査委員会（当時）は、「緊急又は異常な事
態における乗組員の対応能力を高めるための方策を検討すること」との建議を運
輸大臣（当時）に提出しました。これによって、その後航空機運航の訓練等に改
善がくわえられ、事故の経験が生かされたものと考えております。

16

＜客室高度警報音について＞
　故障の可能性については違和感なく受け入れられます。
　警報音は、ACCやJALとの交信テープにも録音されているでしょうか。その点
教えてください。
　プリレコーディングアナウンスのタイミングについて、事故直後の落合由美さ
んの証言と事故報告書に違いがあるように思いました。これについてはいか
がでしょうか。
　乗員組合の主張によれば、2000年に公開されたCVRの中で鳴っている警報
音は、音が違う、そうですが、これについてはいかがでしょうか。録音による音
質の問題でしょうか。

　ACCやJALとの交信テープ等は確認できておりませんが、警報音、プリレコー
デッド・アナウンス（PRA）ともCVRに記録が残っております。
　PRAのタイミングについては、報告書では事案発生後９秒、一方、落合さんの証
言は「バーンという音と同時に耳が痛くなって機内が白くなった。あとは天井の一
部が落ち同時にＰＲＡが流れこれが話に聞く急減圧と思った」であり、人の記憶の
精度を加味すると特に違いはないと思われます。
　客室高度警報音ではなく、同じ警報音を使っている離陸警報音ではないかとの
主張については、解説書のp１４～１６の中で解説しております。　また、報告書p
９１の3.1.9(5)にある自動操縦装置解除の警報音が確認できない理由について
は、検討経過が残っておらずどのような検討がなされたか分かりません。
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＜捜索救難＞
　墜落地点の特定は、当時の技術では難しかったのでしょう。
　ただ、地元の方の経験や土地勘に基づいたアドバイスをよく聞いていれば、
技術の足りない部分を補えたのではないかと思います。いつの時代にも、そ
のような技術の進歩の境目で見落としがちな要素があるのかもしれません。
　飛行機の操縦についても同様で、コンピューター、オートパイロット等高度な
技術をもってした機器が壊れてしまったときに、人間の技や判断、精神力でど
う危機を乗り切るかということは、いつも頭に置いておかなければいけないこと
ではないかと感じました。
　そのような視点での検証も必要ではないかと思いました。

　当時は、事故の原因は調査しても事故による被害をどうすれば軽減させること
ができたのかについてまで調査を行うようになっていなかったことから、捜索救難
の状況については詳細の記載がありませんでしたが、この解説では、現状で分
かる範囲での捜索救難についての解説を加えました。できるだけ分かりやすく説
明するようにはしていますが、航空事故調査報告書に新たな解析や原因の推定
を加えるものではないことをご了承願います。

18

＜その他＞
　「原因不明」と書くに至った理由と、検討経過を書き加えてもらえたら分かり
やすいと思いました。

　報告書p９１の3.1.9(5)にある自動操縦装置解除の警報音が確認できない理由について
は、検討経過が残っておらずどのような検討がなされたか分かりません。
　別冊p１６０にある客室高度警報音と見られる警報音が約１秒間だけ鳴った後、約２７秒
間停止してまた鳴り出したことについても、検討経過が残っておらずどのような検討がな
されたか分かりませんが、解説においてp１５の７で説明しています。
　本文p１２６の4.1.7にある運航乗務員の対応で酸素マスクを着用しなかった理由及び緊
急降下に入らなかった理由について明らかにすることができなかったとしていますが、そ
こに至った経過については、報告書3.2.7に書いてあり、それを本解説p１１～１４で説明し
ています。

19

＜尾部破壊の順序と損壊に必要な内圧について＞
　乗員組合から、破壊の順序について様々な疑問が呈されています。その中
で私が気になっているのは次の点です。
　垂直尾翼の耐圧限界がは4.75psi±30%、APU防火壁の耐圧限界が4.00psi
±30%(3～4psiという記述もあります)とされています。「損壊の始まり」までの時
間も、APU防火壁の方が、垂直尾翼よりも短いとされています。
　しかし、「破壊はほぼ同時に起きた」とされています。APUが先に損壊してそ
こからまず圧が抜ける可能性が大きいと考える方が自然だと感じます。どうし
て｢同時」なのかの説明がほしいと思いました。

　本文p１２５の4.1.6.4には、「ＡＰＵ防火壁の破壊の直後又はその破壊とほぼ同
時に垂直尾翼の破壊が始まったものと考えられる」としています。垂直尾翼とＡＰ
Ｕ防火壁の破壊については別冊付録４で計算しており、ＡＰＵが先に損壊して空
気がそこから流出することを計算に入れても垂直尾翼の耐圧限界に到達する結
果となっています。

20

＜隔壁修理ミスのいきさつ、背景＞
　なんといっても、この点があきらかにされていないことが、最大の問題だと思
います。国を超えての交渉になると思いますが、新たな調査を是非試みてほし
いです。

　当時の国家間の事情で、残念ながら米国関係者のうち当事者の事情聴取はで
きませんでした。ご遺族の関心が高いことは、よく理解できますが、ご了承下さ
い。

＃ コメント内容（ページの表示は最新版の対応するページに合わせています） コメントへの対応
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　世界最大の犠牲者が出たこの事故なので日本政府はアメリカに海底調査の
依頼をしてくれてればと残念に思います。なぜならば事故当日もまず一番に
C130機がJAL機を発見し、すぐに救助のためのアクションをとろうとした。アメ
リカサイドには様々な種類の飛行機も特殊部隊もすぐに出動できる体制であ
るので日本政府が真に命の救助というものに積極的であったならば、すぐアメ
リカ軍は協力してくれたと思います。したがって海底調査においても当時の日
本とアメリカとでは比べものにならぬ程の各種の調査船、設備を持っているの
で、これもアメリカ軍は協力をしてくれたものと思います。日本政府は今からで
も調査を要請することが出来るのではありませんか。

　海底捜索については、当時としてはできる限りの捜索を実施いたしました。ま
た、墜落地点の捜索についても、本文p１８以降に説明いたしました。

22
　図は読み取り、理解することが難しいものが多いように思いました。（不勉強
不慣れの為でしょうが）

　分かりやすい解説となるよう努めましたが、簡略化し過ぎても正確性に問題が
生じるため、難しい点もあるかと思いますがご了承下さい。

23
　海底調査はコストがかかるから無意味という事でしょうか。真実がかくれてい
るかも判らないのではないでしょうか。

　海底調査については、当時としてはできる限りの捜索を行い、更なる捜索を行う
ことができなかったことを説明しており、決して残骸の発見を軽視していたことは
ありません。

24
　紙面では理解しにくい事も多々あります。特に高齢者には説明会でも開いて
下さればと希望します。

　要望があれば可能な限り対応します。

25

初めに、
“今回の航空事故調査報告書に於て新たな解析や原因の推定を加えるもの
では無い。”と明記されている件について。
・前回の事故原因を全面的に肯定するのではなく、事実を多用な角度からシ
ミュレーションし、当時のデータ開示等考えられる総ての要因実験をし、それら
1つずつの結果の解明を公表して下さい。
・報告書内容の一番疑問視されている重要な個所が、疑問符で止めて有り、
明確に記されていません。

　今般、遺族の皆さまの疑問点についてできるだけ分かりやすく説明するため
に、報告書の解説を作成したものですので、ご了承下さい。

26
　現在までされた検証は、あくまでも圧力隔壁の破断から始まった尾翼喪失で
あるが、先ず、何等かの原因により尾翼喪失が発生し、その後圧力隔壁の破
断が発生したと考えられるか。

　フラッタや、爆発物による破壊の可能性については、報告書の記載を解説して
おります。P１７の図１０にリベットからの空気の吹き出しを示していると見られる
黒色の付着物が付着した尾翼外板の写真を添付しましたが、先に尾翼が喪失し
たとするとこの付着物の理由を説明するのは困難です。

27
　p18に記されては有るが、尾翼喪失時間帯に自衛隊機のミサイル発射訓練
の事実は防衛省からの情報提供を受け、自衛隊機の誤発射の可能性の検証

　フラッタや、爆発物による破壊の可能性については、報告書の記載をp１６～１８
で解説しております。
　なお、海上における自衛隊の発射訓練等は、周辺海域の船舶の通航を阻害す
ることとなっているため、その実施場所、日時等を事前に公示しなければならな
いこととなっており、事故当日、周辺海域での訓練実施の記録はありませんでし
た。

28
　急減圧が有った場合の機内状況のシミュレーションと、その結果。
総てに人の命と苦しみが有る事を認識して解明して下さい。

　今般、遺族の皆さまの疑問点についてできるだけ分かりやすく説明するため
に、急減圧発生後の機内の状況について報告書の解説を作成したものですの
で、ご了承下さい。



＃ コメント内容（ページの表示は最新版の対応するページに合わせています） コメントへの対応
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＃ コメント内容（ページの表示は最新版の対応するページに合わせています） コメントへの対応

29
　事故発生高度からエンジン出力の調整のみで揚力が維持できる時間と距離
の試算。命を運ぶ時間です。P１４では不充分です。

　事故機に不具合が発生してから墜落まで約３２分間、飛行を継続し、燃料として
はその後約２時間以上飛行できる燃料を持っていたはずですが、飛行を継続で
きる時間と距離よりも、このような状況で安全に着陸できるかということが重要な
ので、それは飛行シミュレーション試験を行って確認し、事故機と同じ故障形態で
は着陸は不可能であったと考えられるとしています。
　今般、遺族の皆さまの疑問点についてできるだけ分かりやすく説明するため
に、報告書の解説を作成したものですのでご了承下さい。

30 　ゆるやかな減圧のケースについて（p９）
　報告書では、基準のケースの他に、ゆるやかな減圧のケースを算出しており、
解説でもp９に記載しておりましたが、警報音等の他の状況を勘案すると考えにく
いケースなので、その部分は削除しました。


