
【航空】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
事故

No. 発生年月日 発生場所 登録記号 型式 運航者 事故等種類 進捗状況
1 2015/4/14 広島空港着陸時 HL7762 エアバス式A320-200型 アシアナ航空株式会社 着陸時機体損傷 調査中
2 2015/3/13 新潟空港付近上空、高度約2,000メートル JA001G ガルフストリーム・エアロスペース式G-Ⅳ型 国土交通省航空局 落雷機体損傷 調査中
3 2015/3/6 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区三戸北地内 JA6741 アエロスパシアル式AS332L1型 新日本ヘリコプター株式会社 架線との衝突、墜落 調査中
4 2015/2/1 読売加須滑空場（埼玉県加須市新川通） JA2531 シェンプ・ヒルト式ディスカスb型（滑空機） 個人 着陸時機体損傷 調査中
5 2014/12/16 石川県小松市から茨城県久慈郡大子町間の上空、高度8,200メートル N751AN ボーイング式777-200型 アメリカン航空 飛行中人員負傷 調査中
6 2014/11/16 北九州空港 JA4017 ムーニー式M20K型 個人 着陸時滑走路逸脱 調査中
7 2014/10/12 調布飛行場滑走路上 JA59FB パイパー式PA-28R-201T型 個人 胴体着陸 調査中

8 2014/10/12 鹿児島県指宿市西方付近 N176CD シーラス式SR20型 TDL AERO
飛行中エンジン停止により墜
落

調査中

9 2014/9/12 金浦空港の南東約95キロメートル、高度約4,900メートル JA654J ボーイング式767-300ER型 日本航空株式会社
機体の動揺による客室乗務
員の負傷

意見照会作業中

10 2014/8/17 富士川滑空場滑走路付近 JA2549
PZL-ビエルスコ式SZD-51-1ジュニア型
（滑空機）

個人 着陸時機体損傷 意見照会作業中

11 2014/7/26 三重県鳥羽市内場外離着陸場 JA44AT ロビンソン式R44Ⅱ型 個人 機体損傷 意見照会作業中
12 2014/5/12 福島県福島市飯坂町付近の山林 JA111L エクストラ式EA300 L型 個人 不時着時機体損傷 意見照会作業中

13 2014/4/29 茨城県つくば市付近上空、高度約3,300メートル JA211J エンブラエル式ERJ170-100STD型 株式会社ジェイエア
機体の動揺による客室乗務
員の負傷

意見照会作業中

14 2014/3/5 愛知県豊田市篠原町付近 JA3853 セスナ式172Mラム型 個人 高圧送電線用鉄塔への衝突 意見照会作業中
15 2014/2/12 長崎空港滑走路上 JA801B ボンバルディア式DHC-8-201型 オリエンタルエアブリッジ株式会社 着陸時機体損傷 調査中
16 2013/11/29 福江空港の北東約20キロメートル、高度約5,300ft付近 JA462A ボンバルディア式DHC-8-402型 ANAウイングス株式会社 落雷機体損傷 意見照会作業中
17 2013/10/26 松山空港滑走路上 JA4159 ビーチクラフト式A36型 個人 着陸時機体損傷 意見照会作業中
18 2013/9/16 奈良県五條市西吉野町西野 JA20NA ベル式412EP型 奈良県防災航空隊 被救助者負傷 意見照会作業中
19 2013/8/18 茨城県稲敷郡阿見町　阿見飛行場付近 JA4152 ビーチクラフト式A36型 個人 着陸復行時不時着損傷 意見照会作業中

20 2013/7/21 但馬飛行場付近 JA4175
ガルフストリーム・エアロスペース式AG-
5B型

個人 オーバーラン 意見照会作業中

21 2012/6/20 千葉県成田国際空港A滑走路上 JA610A ボーイング式767-300型 全日本空輸株式会社 着陸損傷 調査中

重大インシデント

No. 発生年月日 発生場所 登録記号 型式 運航者 事故等種類 進捗状況

1 2015/4/5 徳島空港着陸進入時 JA8299 ボーイング式767-300型 日本航空株式会社
閉鎖中の滑走路への着陸の
試み

調査中

2 2014/10/9 長野県小諸市 JA6741 アエロスパシアル式AS332L1型 新日本ヘリコプター株式会社
物件が意図せず落下した事
態

意見照会作業中

3 2014/9/20 百里飛行場 東側滑走路03R 付近上空 JA4184 セスナ式172P型 新中央航空株式会社
閉鎖中の滑走路への着陸の
試み

調査中

4 2014/8/12 壱岐空港滑走路上 JA344T ロビンソン式R44Ⅱ型 個人 閉鎖中の滑走路への着陸 意見照会作業中
5 2014/4/28 那覇空港進入中 JA802P エアバス式A320-214型 ピーチ・アビエーション株式会社 緊急操作（地上接近） 調査中
6 2013/12/13 東京国際空港西約110キロメートル、高度約9,900メートル JA701A ボーイング式777-200型 全日本空輸株式会社 発動機破損 調査中
7 2013/11/16 秋田県秋田市新屋町下川原 JA4000 セスナ式TU206G 本田航空株式会社 飛行中エンジン継続停止 意見照会作業中
8 2013/10/14 熊本空港隣接の熊本県防災消防航空隊格納庫前 JA15KM アエロスパシアル式AS365N3型 熊本県防災消防航空隊 異常接近報告に基づき調査中 意見照会作業中

9 2013/9/10
関西国際空港A滑走路の西南西約3km付近及び関西国際空港A滑走
路上

JA605A-
JA06NR

ボーイング式767-300型、ベル式430型
全日本空輸株式会社、朝日航洋株
式会社

使用中滑走路への着陸の試
み

意見照会作業中

10 2012/12/25 花巻空港滑走路上 JA202J ボンバルディア式CL-600-2B19型 株式会社ジェイエア
着陸後走行中の滑走路から
の逸脱

意見照会作業中

11 2012/10/20 東京都東京国際空港の西約25km、高度約4,050m JA342J ボーイング式737-800型 株式会社ジャルエクスプレス 発動機破損 報告書案審議中
12 2012/10/10 名古屋VORTACの南西8.5マイル付近上空 JA9745 ベル式206B型 中日本航空株式会社 異常接近報告に基づき調査中 調査中

13 2012/7/5 沖縄県那覇空港の北約5.6km付近
B2332-
JA01AJ

エアバス式A319-112型、エアバス式
A320-214型

中国東方航空、エアアジア・ジャパ
ン株式会社

使用中滑走路誤進入 意見照会作業中

　※　「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

資料1



【鉄道】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
事故

No. 発生年月日 事業者 線区 種類 進捗状況
1 2015/2/17 日本貨物鉄道株式会社 函館線　札幌貨物ターミナル駅構内　［北海道札幌市］ 列車衝突事故 調査中
2 2015/2/13 西日本旅客鉄道株式会社 山陽線　西阿知駅～新倉敷駅間　［岡山県倉敷市］ 踏切障害事故 調査中
3 2015/1/25 東日本旅客鉄道株式会社 米坂線　羽前沼沢駅～手ノ子駅間　［山形県西置賜郡］ 列車脱線事故 調査中
4 2015/1/24 東日本旅客鉄道株式会社 篠ノ井線　桑ノ原信号場～稲荷山駅間　［長野県千曲市］ 列車脱線事故 調査中
5 2014/12/18 東日本旅客鉄道株式会社 篠ノ井線　桑ノ原信号場～稲荷山駅間　［長野県長野市］ 列車脱線事故 調査中
6 2014/10/27 関東鉄道株式会社 常総線　宗道駅～下妻駅間　［茨城県下妻市] 踏切障害事故 報告書案審議中
7 2014/10/3 九州旅客鉄道株式会社 日田彦山線　豊前川崎駅～西添田駅間　［福岡県田川郡川崎町] 踏切障害事故 報告書案審議中
8 2014/9/2 西日本旅客鉄道株式会社 北陸線　木ノ本駅～高月駅間　［滋賀県長浜市］ 列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） 調査中
9 2014/6/22 日本貨物鉄道株式会社 江差線　泉沢駅～札苅駅間　［北海道上磯郡木古内町］ 列車脱線事故 調査中

10 2014/6/21 九州旅客鉄道株式会社 指宿枕崎線　薩摩今和泉駅～生見駅間　［鹿児島県指宿市］ 列車脱線事故 調査中
11 2014/2/23 東日本旅客鉄道株式会社 東海道線（京浜東北線）　川崎駅構内　［神奈川県川崎市］ 列車脱線事故 報告書案審議中
12 2014/2/15 東京急行電鉄株式会社 東横線　元住吉駅構内　［神奈川県川崎市］ 列車衝突事故 報告書案審議中
13 2014/1/11 銚子電気鉄道株式会社 銚子電気鉄道線　笠上黒生駅構内　［千葉県銚子市］ 列車脱線事故 報告書案審議中
14 2013/12/28 いすみ鉄道株式会社 いすみ線　西畑駅～上総中野駅間　［千葉県夷隅郡大多喜町］ 列車脱線事故 調査中
15 2013/9/17 東日本旅客鉄道株式会社 中央線　相模湖駅構内　［神奈川県相模原市］ 列車脱線事故 調査中
16 2013/8/17 日本貨物鉄道株式会社 函館線　八雲駅～山越駅間　［北海道二海郡八雲町］ 列車脱線事故 調査中
17 2013/4/7 東日本旅客鉄道株式会社 東海道線　茅ヶ崎駅構内　［神奈川県茅ヶ崎市］ 列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） 報告書案審議中
18 2012/9/11 日本貨物鉄道株式会社 江差線　釜谷駅～泉沢駅間　［北海道上磯郡木古内町］ 列車脱線事故 調査中

重大インシデント
No. 発生年月日 事業者  種類 進捗状況

1 2015/4/12 東日本旅客鉄道株式会社 山手線・京浜東北線　神田駅～秋葉原駅間　[東京都千代田区] 施設障害 調査中
2 2014/9/26 東日本旅客鉄道株式会社 磐越西線　五十島駅～東下条駅間　[新潟県東蒲原郡阿賀町] 車両障害 調査中
3 2013/7/6 北海道旅客鉄道株式会社 函館線　山崎駅構内　［北海道二海郡八雲町］ 車両障害 報告書案審議中



【船舶】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
重大事故

No. 事故等種類 発生年月日 事故等名 発生場所 報告書
1 火災 2015/4/12 旅客船ふなだ火災 愛媛県今治市大下島大下港内 調査中
2 転覆 2015/3/27 引き船第十八明祐台船（非自航船）ＳＫ－１０６転覆 北海道函館市住吉漁港東方沖 調査中
3 沈没 2014/12/26 貨物船MING GUANG沈没 青森県鰺ヶ沢港北西方沖 調査中
4 転覆 2014/12/24 漁船第一源福丸転覆 島根県浜田港西北西方沖 調査中
5 乗揚 2014/12/20 貨物船MIGHTY ROYAL乗揚 来島海峡航路中水道 調査中
6 衝突 2014/11/15 貨物船YONG SHENG 7 土砂採取船第十八北栄衝突 沖縄県中城湾新港 調査中
7 死傷等 2014/9/1 貨物船CAMPANULA作業員死亡 茨城県鹿島港 調査中
8 乗揚 2014/7/18 フェリーおーしゃん　いーすと乗揚 徳島県徳島市所在の徳島津田外防波堤東灯台から087°2.8海里付近 調査中
9 死傷等 2014/6/5 旅客船はまかぜ旅客負傷 愛知県西尾市佐久島北西方沖 調査中

10 爆発 2014/5/29 油タンカー聖幸丸爆発 兵庫県姫路市広畑南沖 調査中
11 衝突 2014/3/18 貨物船BEAGLEⅢコンテナ船PEGASUS PRIME衝突 神奈川県三浦半島沖 調査中
12 火災 2014/3/2 漁船第八海星丸火災 高知県室戸岬南方沖 意見照会作業中
13 死傷等 2013/12/17 貨物船ＯＮＯＥ乗組員死亡 メキシコ合衆国セドロス島 意見照会作業中
14 衝突（単） 2013/9/28 遊漁船大伸丸衝突（防波堤） 福岡県北九州市所在の洞海湾口防波堤 調査中
15 衝突 2013/9/27 貨物船ＪＩＡ　ＨＵＩ貨物船第十八栄福丸衝突 伊豆大島西方沖 報告書案審議中
16 衝突 2013/8/12 ロールオン・ロールオフ貨物船うりずん２１貨物フェリーフェリーたいしゅう衝突 福岡県福岡市能古島北方沖 報告書案審議中
17 衝突 2013/6/15 貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突 福岡県福岡市玄界島北北東沖 調査中
18 衝突 2013/2/25 コンテナ船WAN HAI 162 漁船第七盛南丸 漁船第八盛南丸衝突 関西空港西側3海里付近 調査中
19 衝突 2013/1/12 旅客フェリーフェリーふくおか２貨物船ＲＹＯＦＵ衝突 愛媛県今治市来島海峡航路中水道 意見照会作業中

　※　「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。


