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本書は，交通事業者の安全アドバイザーも務め
る産業心理学の研究者（立教大学名誉教授） が，
安全マネジメントの新しい考え方であるレジリエ
ンスエンジニアリングを説明するとともに，現場
のレジリエンスを高める教育・研修・施策の実例
を紹介したものである。セーフティⅠ（失敗が少
ないこと）を目指す現在の安全マネジメントは，
想定内の事象には対策が過剰であるが，想定外の
事象には無力である。そこで，レジリエンスエン
ジニアリングを活用し，セーフティⅡ（成功が多
いこと）を目標とし，人間が変動などに柔軟に対
応することで，安全が守られると考えられる。な
お，セーフティⅡにはセーフティⅠが含まれ，両
者は相補関係にある。現場のレジリエンス能力を
高める実践的な訓練の実例としては，JR西日本の
Think-and-Act Training などが紹介されている。

年３月／B5判／303ページ／4,000円＋税

KISS-RAIL（Keys to Implement Successfully

Sustainable urban Railways） は，アジアの開発

目次：ヒューマンエラーをマネジメントする／「安
全」を再定義する／事故は創発する／レジリエン
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誇りとジャストカルチャー／
「しなやかな現場力」
かりやすく解説するテキストとして，2005 年に
を創るには
古森
海外鉄道技術協力協会（JARTS）により作成された。
本書はその改定版であり，個々の技術解説や事例
新着情報（2020 年８月分）
紹介だけではなく，実際の海外鉄道プロジェクト
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＊資料室で入手した主要図書をお伝えします。
上のノウハウを実務の視点から紹介することで，
記事の構成：書名，編著者名，発行所，発行年月
運輸行政関係者や鉄道事業者などの海外都市鉄道
＜和
書＞
関係者が実際に抱える悩みに対して，ヒントや解
答を示している。
１ 国
 土交通白書 2020（令和２年版） 国土交通省
編
目次：なぜ KISS-RAIL2.0 なのか／都市鉄道の成立

２
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行／1972 年

本書は，1898（明治 31）年に帝国鉄道協会と
して設立された日本交通協会が，わが国の鉄道開
業 100 年を記念し，「鉄道人物小伝」として数年
にわたり編集した１冊である。その収録人数は実
に 580 名。鉄道の発展に貢献した公人・私人に
加え，創設にむけて各種指導にあたった外国人，
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代からの官員録，人名辞典などが大いに役立った
そうである。また，収録した約９割の人物につい
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