JR 福知山線事故の現場を考えるワークショップ参加者の意見の特徴に関する考察
（株）地域計画建築研究所
１．はじめに
2005 年４月 25 日に発生した JR 福知山線列車脱線事故
（以下「JR 福知山線事故」
）は、カーブで制限速度を大幅
に超過した列車が脱線、
線路際に建つマンションに激突し、
運転士を含む 107 名の死者と 500 名を超える負傷者を出す
鉄道史上屈指の大事故である。負傷者や遺族、マンション
居住者などの直接的な被害に加え、目撃者、救助者、現場
周辺の居住者をはじめ多くの人に精神面での被害が及んだ
ことなども特徴である。
事故の現場は JR 西日本により買収され、遺族等の意向
もあって暫定的に現状のまま保存されているが、今後の整
備等については未定である（図−1）
。こうした公共交通の
事故としては同じ JR 西日本が関係するものとして餘部鉄
橋事故（1986 年、当時国鉄）
、信楽高原鐵道事故（1991 年）
などが、航空機では日航ジャンボ機墜落事故（1985 年）な
どがある。これらの事故の現場ではそれぞれに経緯や規模
は異なるものの、いずれも慰霊碑などが建立されている。
JR 福知山線事故の現場に関しては、2008 年から負傷者
や支援者などを中心とする有志グループにより実行委員会
が組織され、今後のあり方について考えるワークショップ
が続けられている。本稿は、筆者が実行委員として取り組
みに参画することにより得られた知見をもとに、ワークシ
ョップ参加者の意見の概要を紹介し、その特徴について分
析するとともに、取り組みの今後の展開方向について考察
を行ったものである。
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ワークショップの参加者は公募され、被害者など当事者
に限定せず誰もが参加できるものとされている。様々な立
場の人による事故現場の保存や整備のあり方についての議
論を通じ、事故を社会全体で受け止めることにより風化を
防ぐことが意図されている。
プログラムは
「事故との関わり」
「事故について思うこと」
「現場について思うこと」をテーマとする３つのパートに
分けられ、テーブルごとに配置されたファシリテーターの
進行によりグループごとに議論が進められた（図−2）
。ま
た、参加者がリラックスして議論できるよう、それぞれの
パート間では音楽が効果的に用いられている。

図−2 ワークショップの様子
３．参加者の状況
議論は、公募により集まった一般参加者に実行委員会の
メンバーも加わった５〜８名程度のグループで行われた。
５回のワークショップの参加者数は延べ 134 名で、参加者
の属性は図−3 に示す通りである（※）
。
「その他」を除くと
「近隣在住・利用者」が最も多く「報道関係者」
「負傷者の
家族など」がそれに次いでいる。
「負傷者」
「救助・支援者」
は同数、
「遺族など」の参加は少ない。
なお、
「報道関係者」は事故に関係する取材にあたってい
る新聞記者及び関西学生報道連盟の学生、
「その他」は選択
肢に該当しないが事故に関心のある人である。
※参加者の延べ人数は参加者名簿、参加者の属性はふりかえりシート
によるため母数は一致しない。また参加者の属性は複数回答である。
遺族など

図−1 現状保存されている現場のマンション
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２．ワークショップの概要
ワークショップは「４・25 あの場所を忘れない〜土地の
記憶を辿る〜」と名付けられ、事故の負傷者とその家族、
臨床心理士や弁護士などの支援者、沿線住民などにより構
成された実行委員会が主催するものである。
2008 年４月 27
日に事故現場のある尼崎市で第１回ワークショップが実施
された後、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市と沿線の主要
各都市において４回にわたり実施されている。
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図−3 参加者の属性
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４．ワークショップ参加者の意見の概要
ワークショップの３つのパートごとの代表的な意見を抽
出し、参加者の意見の概要として整理する。

・被害者へのきちんとした対応と安心して乗れる安全な鉄
道を望む。
・鉄道に対して定時制や速達生を求めすぎる社会にも原因
がある。
⑤自分にできること
・自分は生き残ってしまい、亡くなった人に申し訳ない気
持ちである。
（負傷者）
・被害を受けた人のために何か力になりたい。
・風化を防ぐために身近なところから自分にできることを
考えたい。

（１）事故との関わり
ワークショップのパート１は、参加者各人が自らの「事
故との関わり」を振り返りながらワークショップへの参加
の思いを語り、自己紹介を行うというものである。負傷者
の場合には乗車位置、現場での記憶、けがの状況などが、
その他の参加者は事故の発生を知った時の状況、事故によ
る生活への影響、その後の事故との関わりなどが語られ、
それぞれの立場の確認が行われた。
ワークショップ参加者のうち、特に JR 福知山線の沿線
居住者は、事故に直接遭遇していない人であっても知人な
どが被害を受けたケースが多く、事故を「他人事ではない」
と感じている人が多い。
また、
事故には関心があるものの、
当事者と直接話をする機会をもったことのない人も多く、
ワークショップを通じて当事者の声を聞き、事故との関わ
りが強くなったと感じる人も多い。
一方、事故との直接的な関わりを持たない人の間には、
「当事者でない自分は事故や事故現場について語る立場に
ないのではないか」といった意識も見られる。

（３）現場について思うこと
ワークショップのパート３では
「現場について思うこと」
をテーマに、現場の意味付けやあり方についての思いとと
もに、保存や整備についての具体的なアイデアなどが議論
された。
①どんな場所であるべきか
・亡くなった人や遺族にとっての聖地である。
・悲惨な出来事を語り伝えるためのシンボルである。
・事故の証となる具体的なものとして残していくことが必
要である。
・リアルに思い出すものを残すことには抵抗がある。
・残さなければならないのは「形」ではなく「思い」や「教
訓」である。
・事故の記憶は忘れ去られても土地の記憶は引き継がれて
いく。
・JR 西日本だけのものではなくみんなの場所である。
・ほっとできてゆったりとした気持ちに慣れる場所である
べき。
・事故を反省し安全を考える場所であるべき。
②現場を通して伝えたいもの
・現場で何が起きたのか（事故の悲惨さ）
。
・被害者への追悼の意。
・被害者や家族の思い。
・公共交通機関の安全。
③現場のあり方をどう決めるか
・JR 西日本にとっても重要な場所であるが、勝手に決めて
ほしくない。
・様々な立場の人がフラットに意見を出し合い議論を重ね
ていくことが大切である。
・事故のことを語りついでいくためにも現場の意味を考え
続けるプロセスが重要である。
④具体的な形のアイデア
・原爆ドームのようにそのまま「傷跡」を残す。
・慰霊碑や祈念公園などの祈りの場にする。
・事故の記録を伝えるための資料を展示する場にする。
・鉄道の安全についての学習や研修のための場にする。
・安全な社会について考え発信していくための場にする。
・事故の当事者が語り合い思いを伝えられる場にする。
・鎮守の森や四季折々の花のある癒しの空間にする。

（２）事故について思うこと
ワークショップのパート２は「事故について思うこと」
を語り合うものである。事故についての思いは参加者の立
場、切り口、事故発生からの時間的経過などにより非常に
多様であるが、代表的なものは以下のとおりである。
①精神面への影響
・身体的な負傷だけでなく精神面での影響が大きく、現在
も続いている。
（負傷者）
・家族や友人、知人など身近な人が被害を受けたことで大
きなショックを受けた。
・遺族や負傷者だけでなく、負傷者の家族や救助者などに
精神面での被害が広がっている。
②命や身近な人の大切さ
・
「生と死」や命の大切さについて考えさせられた。
・家族、友人の支えや同じ立場の人とのつながりの大切さ
を感じた。
（負傷者）
・家族や友人の大切さ、かけがえのなさに改めて気づかさ
れた。
③風化について
・４月 25 日の前後を除けば報道もなく、日常的には話題に
する機会も少ない。
・現場から遠く離れた地域ではすでに忘れ去られている。
・事故のことを忘れてはいけないが風化が進んでいること
を感じる。
④事故の原因や JR 西日本について
・効率や経営を優先する JR 西日本の体質が事故を引き起
こした。
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５．新聞社アンケートに見られる意見
新聞社やテレビ局などいくつかの報道機関では遺族及び
負傷者を対象とするアンケート調査を継続的に実施してい
る。こうした調査のうち事故現場の扱い等に関する質問を
含み、結果が新聞紙上で公表されているものについて、意
見の概要を整理する。

部保存・移築保存」
「完全撤去」
「その他」の４つに共通化
（表−1）するとともに、遺族と負傷者のそれぞれで回答の
比率を比較した（図−6）
。負傷者については比率が 10 ポイ
ント以上異なる選択肢はなく、両調査の結果は近似したも
のとなっている。一方、遺族については「完全保存」及び
「その他」の比率が 10 ポイント以上異なっているなど、負
傷者に比べて意見のばらつきが大きいことがうかがえる。

（１）K 新聞社による調査結果
K 新聞社が事故から３年目の平成 20 年に実施した調査
である。マンションの扱いについて、遺族、負傷者共に「取
り壊して慰霊碑など建立」が最も多く、次いで「一部保存」
と「完全保存」が続いている。

表−1 選択肢の共通化
Ｋ新聞社
現在のままでよい
完全保存して風化防
止に活用すべき
一部保存して風化防
止に活用すべき
移築保存して風化防
止に活用すべき
取り壊して慰霊碑な
ど建立すべき

Q 事故現場のマンション（や事故車両）について、どのように望み
ますか
現在のままでよい
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図−4 マンションの扱いについての意見（K 新聞社調査）
負傷者

（２）Y 新聞社による調査結果
Y 新聞社が同じく平成 20 年に実施した調査である。
回答
では「慰霊碑だけ残す」が最も多く、次いで「今のまま残
す」
「地下と１階を残す」などとなっている。自由記述では
JR 西日本が事故を忘れないように保存すべきといった意
見がある一方、見るたびに胸が痛むという意見もある。
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（４）事故車両の扱いについての意見
K 新聞社の調査では事故車両の扱いについての質問が含
まれている。平成 20 年の調査結果によると、遺族、負傷者
ともに回答者の８割近くが「資料施設等での一般公開」を
望んでいる。
平成 21 年調査の自由記述では原爆ドームを例に挙げて
保存の重要性を訴える意見がある一方、保存により興味本
位で見られることへの抵抗感を示す意見もある。事故車両
は事故の
「痕跡」
という点ではマンションと同じであるが、
「場所」への依存度が小さいことから、マンションの扱い
とはやや異なる意見の傾向を示しているといえよう。
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図−6 新聞社によるアンケート調査結果の比較
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図−5 マンションの扱いについての意見（Y 新聞社調査）
（３）２つの調査結果の比較
両調査の対象者には相当程度の重複があると思われ、結
果も全体としては同様の傾向であることから、遺族及び負
傷者の平均的な意見の傾向を表していると考えられる。
次に、比較しやすくするために選択肢を「完全保存」
「一
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図−7 事故車両の扱いについての意見（K 新聞社調査）
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６．ワークショップ参加者の意見の特徴
新聞社が実施したアンケート調査の結果とも比較しなが
ら、
ワークショップ参加者の意見の特徴について整理する。
①事故そのものについて
当初は JR 西日本への批判や責任を追求する意見も多く
見られるものの、立場の違いや価値観の違いにより異なる
意見に触れることで、事故の直接的な原因から背景へと視
点が広がっていく傾向がある。
事故との直接的な関わりを持たない人たちの間には、事
故の話題に触れることに対する
「遠慮」
の意識が見られる。
このことは同様の立場の人にワークショップへの参加を躊
躇させる要因となっている可能性がある。
②事故現場のあり方
象徴的な空間としての捉え方は共通するものの、多様な
意味付けがなされている。また「具体の形」よりも「あり
方」について意見の広がりが見られる。マンションの扱い
については、アンケート調査の結果のみからは「保存か撤
去か」という意見の対立に終始する恐れがあるが、ワーク
ショップでは「あり方」の議論を通して相互の理解を深め
ながら
「具体の形」
を見出そうとする可能性が感じられる。
③何を伝えるのか
事故の痕跡から伝えるべきものについては「悲惨さ」
「事
故があったという事実」という意見が多い。
「何かを伝えな
ければならない」という意識は強いものの、誰に何を伝え
るかといった観点で論点が整理されるところまでには、必
ずしも十分に議論が深まったとはいえない。
④決め方
遺族や負傷者の関わりが強いことへの理解は当然のこと
ながら、グループ討議を進めるうちに様々な人が事故に関
わりを持っていることへの気づきが進む。このため、現場
のあり方に関しても多様な人の参加により議論を重ねてい
くことが重要であるとの意見に収斂される傾向が見られる。
⑤意見の変化
実行委員の多くはワークショップの参加者でもある。メ
ンバーの中には自分自身の発言内容が各回で異なっている
ことを自覚した人もいる。グループ討議では同じグループ
内の他者の意見に刺激を受けて発言することも多いことか
ら、顔ぶれが変わることにより意見にも変化が見られるも
のと考えられる。こうしたダイナミズムは当然のことなが
らアンケート調査では起こりえない。
従来、大規模な公共交通の事故現場は事故被害者のため
の「慰霊の場」として捉えられ、事故後１〜３年の間に慰
霊碑等が建立される例が多い（表−2）
。しかし、本来はこう
した事故現場をめぐっては多くのステークホルダーが関わ
っており、事故現場のあり方についての議論にも様々な人
が関わることは、事故の風化を防ぐ意味からも意義深いも
のであるといえよう。今回の取り組みでは、立場の異なる
多様な人が参加したワークショップを通じ、事故現場に対
して多様な意味付けがなされることとなった。

表−2 大規模な公共交通の事故に関わる記念碑等の設置状況
事故
日航ジャンボ
機墜落事故
（※1）
（1985 年）

餘部鉄橋事故
（1986 年）
信楽高原鐵道
事故（※2）
（1991 年）

場所
現場

設置物
昇魂之碑

現場

日航123 便
事故記念碑
慰霊塔
納骨堂
聖観世音
菩薩像
慰霊碑

慰霊の園
（現場麓）
現場
現場

設置者
財団法人
慰霊の園
遺族有志

設置年
1986年

財団法人
慰霊の園
遺族有志

1986年

信楽高原
鐵道

1993年

1988年

1988年

※1 事故機の残骸が日本航空の社内研修施設「安全啓発センター」に
展示されている。
※2 事故車両の部品が信楽高原鐵道による資料館「セーフティしがら
き」に展示され、車両の一部は非公開で保管されている。

７．まとめ
ワークショップ参加者の感想には「いろいろな立場の人
の意見が聞けてよかった」
「当事者の声が聞けてよかった」
「自分にできることを考えた」といったものが多く見られ
た。これは事故現場をどうするのかという「答え」を求め
るのではなく、議論すること自体に意義を見い出そうとす
るワークショップの意図が理解されたものと考えられる。
今後、いずれかの時期には事故現場のあり方について一
定の方向を出すことが必要になろう。事故現場をめぐるス
テークホルダーは多様であることから、社会的にも十分に
認知された中で議論が深められていくことが重要である。
その際、ワークショップの成果が効果的に活かされていく
ための今後の展開について、筆者なりの見解を述べる。
①ワークショップ参加者の多様化
今回は地域別のワークショップが実施された。今後は立
場別のワークショップなど、参加者の立場をより多様化し
ていくことが重要である。対象としては日常的な関わりが
非常に強い事故現場の近隣住民、事故直後に救助にあたっ
た近隣従業者、また年齢層を広げるため事故当時の中高生
などに対象を絞ったワークショップなどが考えられる。
②社会への情報発信
ワークショップの成果を社会に発信しつつ取り組みを継
続していくことが重要である。このため、ワークショップ
の経過や議論の内容、主な論点などを公表することとあわ
せて、アピール効果の高い取り組みなどが必要である。参
考になると思われる類似の取り組みとしては、2001 年にニ
ューヨークで発生した同時多発テロ事件により崩壊したワ
ールドトレードセンタービル跡地の土地利用を考える大規
模ワークショップ（Listening to the City）などがある。
今後、より多様な立場の人が対話を重ね、事故現場のあ
り方についての議論が深められていくことが望まれる。
本稿を取りまとめるにあたっては、ワークショップ実行
委員との議論を通じて多くの示唆を得た。ここに謝意を表
します。
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