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【航空】　調査の進捗状況（平成29年9月） 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 変更

1 2017/09/10 岐阜県恵那市山岡町付近 JR1925
クイックシルバー式MAXⅡTop-R582L
NISHIYAMA型

個人 不時着時の機体損傷 調査中 ◎

2 2017/08/27 福島県福島市内 JA2406 ホフマン式H-36ディモナ型 個人 墜落 調査中

3 2017/08/14 奈良県山辺郡山添村付近 N702AV ソカタ式TBM700型 個人 墜落 調査中

4 2017/07/11 兵庫県相生市矢野町ゴルフ場内 GBYLP HALES CS式RAND KR-2型 個人 不時着時の機体損傷 調査中

5 2017/07/01 福島空港の南西約45km、高度約4,500m N29968 ボーイング式787-9型 ユナイテッド航空株式会社 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

6 2017/06/29 長崎空港滑走路上 JA5304 ビーチクラフト式58型 学校法人君が淵学園 着陸時の機体損傷 調査中

7 2017/06/03 富山県中新川郡立山町芦峅寺付近 JA3989 セスナ式172P型 新中央航空株式会社 墜落 調査中

8 2017/05/14 山梨県北都留郡丹波山村 JA110Y ベル式412EP型 山梨県警航空隊 航空機による人の死亡 調査中

9 2017/05/03 山形県西置賜郡白鷹町大字広野 none オートジャイロ式カバロン型 個人 墜落 報告書案審議中 ○

10 2017/04/16 広島県山県郡安芸太田町 JR1286
クイックシルバー式MXⅡスプリントTOP-
R582L型

個人 不時着時の操縦者負傷 報告書案審議中 ○

11 2017/04/15 島根県松江市玉湯町　宍道湖 JA007P セスナ式T206H型 個人 離陸（水）時の機体損傷 意見照会作業中 ○

12 2017/03/24 大分県別府市沖（別府国際観光港付近） JA02TG クエスト式Kodiak 100型 株式会社せとうちSEAPLANES 離陸（水）時の機体損傷 調査中

13 2017/03/18 新潟県糸魚川市大平付近 JA7907 ロビンソン式R44型 個人 横転による機体損傷 調査中

14 2017/03/14 神戸空港敷地内草地 JA500H ユーロコプター式AS350B3型 ヒラタ学園 横転による機体損傷 調査中

15 2017/03/05 長野県鉢伏山付近 JA97NA ベル式412EP型 長野県消防防災航空センター 墜落 調査中

16 2017/02/11 大島空港滑走路上 JA3357 ビーチクラフト式35-C33A型 個人 着陸時の機体損傷 意見照会作業中

17 2016/11/10 鹿児島空港離陸上昇中 JA658J ボーイング式767-300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

18 2016/10/10 群馬県邑楽郡大泉町付近（妻沼滑空場付近） JA22WP ロラデン・シュナイダー式LS4-b型 個人 墜落 調査中

19 2016/08/25 仙台空港B滑走路上 JA5807 ホーカー・ビーチクラフト式G58型 航空大学校 胴体着陸 調査中

20 2016/08/09 宮城県宮城郡七ヶ浜町内海水浴場 JA968A アグスタ式AW139型 海上保安庁 胴体着陸 報告書案審議中

21 2016/08/08 神奈川県秦野市平沢 JA6917 川崎式BK117C-2型 朝日航洋株式会社 着陸時の機体損傷 報告書案審議中

22 2016/05/06 静岡県静岡市内場外離着陸場（三保飛行場） JA4023 ソカタ式TB10型 個人 オーバーラン、機体損傷 意見照会作業中

23 2016/03/17 千葉県印旛郡栄町 JA50KM PZL-ビエルスコ式SZD-50-3プハッチ型 個人 墜落 意見照会作業中

24 2016/02/23 新千歳空港 誘導路上 JA322J ボーイング式737-800型 日本航空株式会社 非常脱出時の乗客負傷 意見照会作業中

25 2015/11/16 仙台空港 A滑走路上 JA3762 ビーチクラフト式A36型 個人 胴体着陸 意見照会作業中

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　
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【航空】　調査の進捗状況（平成29年9月） 運輸安全委員会

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 変更

1 2017/09/23 高知県安芸郡北川村付近上空、高さ70m JA6717 アエロスパシアル式AS332L型 中日本航空 物件が意図せず落下した事態 調査中 ◎

2 2017/09/23 大阪府大阪市付近上空 PHBQC ボーイング式777-200型 KLMオランダ航空
「航空機から脱落した部品が人と衝突
した事態」に準ずる事態

調査中 ◎

3 2017/09/05 東京国際空港C滑走路上 JA743J ボーイング式777-300ER型 日本航空株式会社
「発動機の破損（破片が当該発動機
のケースを貫通した場合に限る。）」に
準ずる事態

調査中 ◎

4 2017/08/27 京都府京都市山科区付近上空、高度約2,300m JA7981 ロビンソン式R44型 匠航空株式会社
緊急の措置を講ずる必要が生じた燃
料の欠乏

調査中

5 2017/08/13
茨城県筑西市内場外離着陸場
（明野スカイスポーツ）

JA3353
JX0157

セスナ式172Hラム型
坂本式SS-9型

個人
個人

「閉鎖中の又は他の航空機が使用中
の滑走路への着陸又はその試み」に
準ずる事態

調査中

6 2017/08/03 富山県黒部市付近上空、高さ約1,000m JA6512 ユーロコプター式AS350B3型 朝日航洋株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

7 2017/07/15 成田国際空港B滑走路付近 N852GT ボーイング式747-8F型
ポーラーエアカーゴ・ワールドワイド・
インク

オーバーランに準ずる事態 調査中

8 2017/07/01 青森県下北郡東通村 JA21RH 川崎式BK117C-2型
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発
機構

物件が意図せず落下した事態 調査中

9 2017/06/27 福島空港滑走路上 JA4010 パイパー式PA-46-310P型 個人
脚が損傷し、航空機の航行が継続で
きなくなった事態

調査中

10 2017/04/27 北海道川上郡弟子屈町付近上空、高さ約50m JA9743 アエロスパシアル式AS350B1型 中日本航空株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

11 2017/04/06 小松飛行場付近上空、高度約6,000m JA01EP ビーチクラフト式B200型 個人 航空機内における煙の発生 報告書案審議中 ○

12 2017/02/14
成田国際空港B滑走路付近（タイ・エアアジアX）
成田国際空港B滑走路進入端から南南東約2km、高
度約180m（中華航空）

HS-XTC
B-18361

エアバス式A330-343X型
エアバス式A330-302型

タイ・エアアジアX
中華航空

他の航空機が使用中の滑走路への
着陸の試み

調査中

13 2017/02/12 岡南飛行場の北約6km、高度約600m JA2330 シャイベ式SF25Cファルケ型 個人 飛行中におけるエンジンの停止 意見照会作業中

14 2017/01/19 新千歳空港B滑走路付近 JA461A ボンバルディア式DHC-8-402型 ANAウイングス株式会社
オーバーラン、アンダーシュート及び
滑走路からの逸脱

報告書案審議中 ○

15 2016/12/22 東京国際空港進入中、高度約140m JA811P エアバス式A320-214型 ピーチ・アビエーション株式会社 閉鎖中の滑走路への着陸の試み 報告書案審議中 ○

16 2016/10/27 長野県下水内郡栄村付近上空、高さ約200m JA9374 富士ベル式204B-2型 アカギヘリコプター株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

17 2016/10/07 新潟県三条市原付近上空、高さ約150m JA6620 川崎式BK117B-2型 東北エアサービス株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

18 2016/08/05 奈良県吉野郡十津川村付近上空、高さ約200m JA9678 アエロスパシアル式AS332L1型 朝日航洋株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

19 2016/07/09 中部国際空港の南南東約130km、高度約11,000m JA04JJ エアバス式A320-232型 ジェットスター・ジャパン株式会社 航行の安全に障害となる複数の故障 調査中

20 2016/05/27 東京国際空港の南西約50km、高度約5,000m JA85AN ボーイング式737-800型 全日本空輸株式会社 航行の安全に障害となる複数の故障 報告書案審議中

21 2016/05/27 東京国際空港 C滑走路上 HL7534 ボーイング式777-300型 株式会社大韓航空 非常脱出スライドを使用した非常脱出 調査中

22 2016/04/17 島根県松江市付近上空、高度約12,000m JA06RJ ボンバルディア式CL-600-2C10型 アイベックスエアラインズ株式会社 航行の安全に障害となる複数の故障 意見照会作業中 ○

23 2015/07/07 秋田空港の南西約60km、高度約10,000m JA06FJ エンブラエル式ERJ170-200STD型 株式会社フジドリームエアラインズ 航空機内の気圧の異常な低下 調査中

24 2015/06/30 種子島空港の東北東約55km、高度約11,000m JA8525 ボーイング式737-400型 日本トランスオーシャン航空株式会社 航空機内の気圧の異常な低下 意見照会作業中

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　
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【鉄道】　調査の進捗状況（平成29年9月） 運輸安全委員会

事故

No. 発生年月日 事業者 種類 進捗状況 変更

1 2017/09/18 九州旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

2 2017/09/07 西日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

3 2017/07/09 名古屋鉄道株式会社 列車脱線事故 報告書案審議中 ○

4 2017/06/27 九州旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

5 2017/06/20 北海道旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

6 2017/05/22 わたらせ渓谷鐵道株式会社 列車脱線事故 調査中

7 2017/03/23 松浦鉄道株式会社 踏切障害事故 報告書案審議中

8 2017/03/06 西日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

9 2017/03/02 東海旅客鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

10 2017/02/23 日本貨物鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

11 2017/02/22 熊本電気鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

12 2017/02/11 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道人身障害事故 調査中

13 2017/01/22 紀州鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

14 2016/10/06 西濃鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

15 2016/05/18 東武鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

16 2016/04/14 九州旅客鉄道株式会社 列車脱線事故 報告書案審議中

福塩線　道上駅～万能倉駅間　［広島県福山市］

藤崎線　藤崎宮前駅～黒髪町駅間　［熊本県熊本市］

紀州鉄道線　御坊駅～学門駅間　［和歌山県御坊市］

線区

九州新幹線 熊本駅～熊本総合車両所間　[熊本県熊本市]

山陽線　糸崎駅構内　［広島県三原市］

三河線　猿投駅構内　［愛知県豊田市］

指宿枕崎線　坂之上駅～五位野駅間　［鹿児島県鹿児島市］

留萌線　藤山駅～大和田駅間　［北海道留萌市］

市橋線　美濃赤坂駅構内　［岐阜県大垣市］

東上本線 中板橋駅～大山駅間　[東京都板橋区]

わたらせ渓谷線　花輪駅～水沼駅間　［群馬県桐生市］

西九州線　北佐世保駅～中佐世保駅間　［長崎県佐世保市］

岩徳線　玖珂駅～周防高森駅間　［山口県岩国市］

東海道線　西岡崎駅～安城駅間　［愛知県安城市］

室蘭線　北入江信号場構内　［北海道洞爺湖町］

三角線　宇土駅～緑川駅間　［熊本県宇土市］

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　
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【鉄道】　調査の進捗状況（平成29年9月） 運輸安全委員会

重大インシデント

No. 発生年月日 事業者 種類 進捗状況 変更

1 2017/09/18 九州旅客鉄道株式会社 車両脱線 調査中 ◎

2 2016/11/17 とさでん交通株式会社 保安方式違反 報告書案審議中 ○

線区

伊野線　朝倉停留場～朝倉駅前停留場間　［高知県高知市］

筑豊線　直方駅（直方車両センター）構内　［福岡県直方市］

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　



資料１　5/6　

【船舶】　調査の進捗状況（平成29年9月） 運輸安全委員会

重大事故

No. 発生年月日 事故等種類 進捗状況 変更

1 2017/08/22 沈没 調査中

2 2017/08/02 死傷等 調査中

3 2017/07/26 衝突（単） 調査中

4 2017/06/17 衝突 調査中

5 2017/05/14 衝突（単） 調査中

6 2017/04/24 火災 調査中

7 2017/02/11 乗揚 調査中

8 2017/01/30 転覆 調査中

9 2017/01/19 爆発 報告書案審議中 ○

10 2016/12/30 死傷等 報告書案審議中

11 2016/12/29 死傷等 調査中

12 2016/12/14 転覆 報告書案審議中 ○

13 2016/10/30 死傷等 意見照会作業中

14 2016/09/09 爆発 意見照会作業中

15 2016/08/07 衝突 報告書案審議中

16 2016/08/01 衝突 報告書案審議中

17 2016/06/07 衝突 報告書案審議中

18 2016/04/22 フランス共和国ボルドー近郊のバッサン港岸壁付近 ケミカルタンカーBUCCOO　REEF乗組員死亡 死傷等 意見照会作業中

19 2016/01/10 山形県酒田港付近の消波ブロック 貨物船ＣＩＴＹ乗揚 乗揚 意見照会作業中

20 2015/07/31 火災 報告書案審議中 ○

北海道苫小牧市苫小牧港西港区中央南ふ頭

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国フェリックストー港

フェリーきたきゅうしゅうⅡＬＰＧ船第五鹿島丸衝突

ケミカルタンカーＥＡＳＴＥＲＮ　ＰＨＯＥＮＩＸ油タンカー第八けいひん丸衝突

島根県美保関町地蔵埼美保関灯台から北約2km付近

兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41　新港東埠頭T岸壁

和歌山県御坊市日高港沖　約12.5km沖合

神奈川県川崎市扇島沖

香川県丸亀市広島南方海域（備讃瀬戸北航路内）

熊本県天草市牛深町桑島付近

山口県下関市大字蓋井島北西三ノ鼻付近

ケミカルタンカーEIWA MARU3爆発

発生場所

長崎県平戸島北東沖

福岡県博多港から鹿児島県志布志港の間

神戸空港東進入灯台E2施設灯台

静岡県石廊崎南東方沖

事故等名

押船第六あおい丸台船第八あをい丸沈没

コンテナ船SINOKOR AKITA乗組員行方不明

旅客船そら衝突（灯台）

コンテナ船ACX CRYSTAL米艦船FITZGERALD衝突

北海道苫小牧市苫小牧港南方沖45海里付近 旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災

海上タクシーさくら衝突（防波堤）

貨物船TAI YUAN火災

ケミカルタンカーSAGAN乗揚

作業船ふじ丸転覆

コンテナ船MANHATTAN BRIDGE爆発（補助ボイラ）

博多港　福岡市東区所在の箱崎16号岸壁

瀬渡船はいや丸釣り客死亡

瀬渡船春日丸釣り客死亡

漁船大福丸転覆

貨物船BBC ASIA荷役作業員死傷

長崎県佐世保市黒島町　黒島港沖防波堤

阪神港神戸区中央航路内 コンテナ船ESTELLE MAERSKコンテナ船JJ SKY衝突

鹿児島県諏訪之瀬島南西岸

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　
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重大インシデント

No. 発生年月日 事故等種類 進捗状況 変更

1 2017/01/11 運航不能（船体傾斜） 報告書案審議中

発生場所 事故等名

福岡県芦屋町沖 貨物船TONG DA船体傾斜

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○）　


