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東日本大震災の復旧、復興に向けて、「われわれ
ができることは何か」を自問せざるを得ない毎日で
ある。さらに、2カ月半経ち「今後、何をすべきか」
という局面に入ってくる。そうしたなかで、生産現
場の安全対策を中心に、現在、日本能率協会（JMA）
で取り組んでいる内容を紹介したい。

そこで3回に分けて、事例に学ぶリスク回避、解
析と、確実に効果を発揮する安全対策に関して、個
人ベースでケガを出さないヒューマンエラー対策と
資格化の必要性について触れていく。ここでは、①
事例として事故をベースに、②その物理現象の発生
メカニズムを科学的に解析し、③発生防止につなげ
る施策を提案することを狙っている。

東日本大震災は「想定内
4

だったリスク」

ノンフィクション作家・柳田邦男氏が、『文芸春秋』
2011年５月号の特集「東日本大震災・日本人の再
出発」のなかで「起こる可能性がある事態の中で、
……（中略）……万一それを上回る地震・津波が発
生した時には、『想定外』という一言で弁明する」と
指摘している。柳田氏が言うように、事前検討不足
を「想定外」という一言で片づけてしまっていいも
のだろうか。

今回の福島・原子力発電所事故も同様だ。だが、
この種の責任や問題解析は専門家に任せ、本稿で
は「教訓から学ぶ」という視点で今後の対策を探っ
ていくことにする。

869年に発生した「貞観地震」は今回の東日本大
震災と同じように三陸沖で発生した推定M8.4の地
震であった。このときの6倍ともいわれる今回の大
地震はM9.0を記録した。だが、東日本地域では多
くの地震対策がM7.9のチリ地震・津波対策を基準
にしたものだったのである。

この貞観地震という事実を知りながら、「想定外」
と言い切ってしまうのは、リスクレベルをどこに置く
べきなのかという根本的な問題を無視してしまって
いないだろうか。リスクレベルの基準値を設定する
というのは、リスク・マネジメントの実務を展開する
際に、リスク回避の重要な判定要件となるからだ。

今回、M9.0であっても、事前にリスク回避を図っ
ていたため無事だった例はいくつかある。われわれ
は、こうした事例にリスク評価のあり方を学ぶべき
だといえる。

たとえば津波警報を受けて高台に訓練どおりに逃
げ、当時校内にいた350人の児童全員が無事だっ
た釜石市の鵜住居小学校の例。また、これまでの
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知見をもとにリスク回避を行った宮城県南三陸町長
の佐藤仁氏は３階建ての防災庁舎の屋上に逃げ、
襲ってくる津波の強大さに屋上のアンテナにすがり
つき、ようやく難を逃れた。さらに、津波でまった
く市街地が消えてしまった大船渡市でも、三陸町の
吉浜地区のように1,400人の住民のうち、行方不明
者は１人、倒壊も４棟にとどめた例などがある。

ここで教訓としていえることは、「災害を想定内と
して管理下に置くというリスク・マネジメントの実
践が人命を救う」ということである。

成功事例に学ぶ、という視点から、吉浜地区の取
組みを整理してみよう。ここでは、「先祖は100年後

を救ってくれた」としているが、町史にも、「明治・
三陸津波の後、当時の村長が低地にあった吉浜地
区の集落をすべて高台へ移し、低地を田んぼに改
造した」という記述が残っている。

要は、この地区は津波が来れば避けられない “津
波常襲地” であり、中長期にわたる安全住居システ
ムへの変革を実践したのである。こうした点からも、
われわれは「備えあれば憂いなし」の手本にすべき
である。

科学的解析の必要性

いま、筆者の学生時代の恩師である加藤榮一早
稲田大学教授が初めての講義で話してくれたことを
思い出す。「君たちに工学の役割を話したい」と前
置きして以下のような実例を話してくれた。

図表１に示すのは、ヨーロッパにある三陸に似た
リアス式海岸の大都市における津波対策である。こ
こでは当初、市を守るため防潮堤を検討したが、「万
里の長城の建造には膨大な費用がかかり実務的で
ない」という結論のもと、ある数学者に対策を依頼
した。この数学者は、「リアス式だが過去の津波で被
害がない地」を調べた。その結果、「三角形の底辺
のはるか沖に小島がある地の被害が少ない。板のよ
うに押し寄せる津波を、まるで、映画『十戒』のよ
うに人が拝むような形にした手刀で割って両方へ波
を分散させる効果が生じている」という状況をつか

津波で２階建ての民宿に乗りあげた観光船「はまゆり」／岩手県大槌町
（写真提供：共同通信社）
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リアス式海岸に見る津波上昇の原理

図表1◎津波対策に対する技術解析の例
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み、解析を進めた。いまから50年以上の前の話で
あるため、結論を導き出すまでには３年かかったと
いうが、この解析をもとに、少額で町の沖合に島が
建造されたという。

話は、そこからだ。３年後に予想を超える津波が
きたが、町は無事だったのである。

加藤教授は「工学とは、①ニュートンが万有引力
を発見した時のように、自然をつぶさに調査する、
②自然原理を見出す、③人類発展のために使う、と
考えるが、まさにこの文献がそれを示している」と
解説した。

残念ながら、現在、この記録を筆者は逸散してし
まったが、これを裏づける現象が今回、現実に岩手
県・大槌町、同宮古港、釜石港、そして、宮城県・
松島湾で起きた。大槌では逆ハの字型で津波を受
けたため被害は甚大であった。釜石では世界最大
水深の防波堤としてギネスブックに掲載された釜石
港湾口防波堤（30年の歳月と1,200億円の工事費
用を費やした水深63mの堤防）が2008年に完成し、
海外から多くの見学者を迎えていたが、今回の津波
で沖合のこの大堤防は完膚なきまで破壊された。加
えて、海岸に設けた防潮堤を越える津波が町を襲っ
た。ところが、松島は島が津波を分散させ、被害が
少なかったのである。この話から学ぶ点は、まさに

「科学的解析の必要性」だ。想定外を想定内として
扱うには、科学的根拠が不可欠なのである。

「2012年問題」という“産業界を襲う津波”

こうした教訓は、「2012年問題」が迫ってきている
産業界でも活かせると信じる。

団塊世代の技術者や技能者が定年を迎え、技術
の伝承に支障が生じるとして過去騒がれた「2007
年問題」は記憶に新しいだろう。定年延長という先
送りによって回避してきたこの問題は間もなく、

「2012年問題」として顕在化されていくのだが、技
術力・経験豊富な人材が定年退職することにより職
場での安全性が失われてしまいかねない事態が想定
されるからだ。

図表２は、この問題の警告として使われてきた厚
生労働省が発表している重大災害発生の推移で、
一時に３人以上の労働者が業務上死傷または、罹
病した災害の数を示している。1998年を境に、全産
業でじわじわと災害が増加していることがわかる。

また、日刊工業新聞は2011年1月26日付紙面に
「2012年問題大量退職に備え」という記事を掲載し、
造船業を例に強い警告を発している。

その記述には、造船業が毎回異なる仕事を匠の
力量でこなす仕事であることを指摘。したがって、
自動化は困難なうえ、注意を要する多くの危険作業
が潜むため、安全対策は必須である。

同種の懸念は鉄鋼業にも存在する。日本鉄鋼連
盟によると、87事業所の死傷者は、2001年の132人
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から、2006年には206人に増加している。このよう
な実情を整理すると、2012年問題は、正に産業界
を襲撃する “津波” といえよう。リスクを管理下に
置く、安全対策を早急に進める必要がある。

災害を防ぐ基本は科学

ここで質問をしたい。「ケガはなぜ発生するか」
その理由と対策には重要な２要件がある。

第１番目の要件を科学的な立場で解説すると、「ケ
ガはエネルギーとの触れ合いで発生する」物理現
象である。2005年に発生したJR西日本の事故は、
スピードの出し過ぎに伴う遠心力により列車が脱
線、加えてビルへ衝突した運動エネルギーの大きさ
が関与し、ケガ人だけでなく多くの死者を出した最
悪の例である。こうした事故やケガ防止にはゆとり
と技術手段を駆使してエネルギーとの触れ合いをさ
せない対策が必要となる。

たとえば、重量物を足に落とすのは位置エネルギ
ーとの接触である。この場合、製造現場における５
S対策などの落下防止対策が有効な予防策となる。
同様に、ヤケドは熱エネルギーとの接触、放射線の
被曝は光エネルギーとの触れ合いである。したがっ
て、これらの対策は遮蔽や発生元の閉じ込めが必要
になる。

このように安全対策においては、科学的に原因を
解析して除去する、または、遮蔽することが最も先
行させるべき対策となる。

第２番目の対策要件は「ハインリッヒの法則」の
活用である。この法則はアメリカの安全技師の調査
により、調査員が提唱した法則だが、「１つの重大災
害の下には29の軽微な災害、その下に300のヒヤ
リハットが存在する」というものである。
「では、ケガの発生防止策は？」となるが、答えは
単純である。すなわち「リスクを管理下に置き対策

する」という対処が基本である。リスクは「P：発
生確率の程度の大きさ×S：事が起きたときの影響
の重大性」で発生可能性が高まる。P：５は発生が
必定、S：５は事が起きたときの状況は “致命的” を
示す。以下、リスクの５段階評価においては、暫時
発生確率や影響度が数値とともに低下するわけだ
が、この評価レベルを見て、リスクを生じさせない
対策や回避策を講じ、それでも問題が発生したとき
には、緊急時に用意した対策を駆使して軽減する対
策を図ることがリスク対策マネジメントを実践の場
で使う要点となる。

最後に、リスク軽視の例を紹介して教訓としたい。
先にも触れた2005年の大惨事、福知山線脱線事故
では、一瞬にして107人の命が奪われた。では、こ
の事故での「発生リスク」はどうだったのだろうか。
その後の調べで、１年前に重大事故につながる事件

（幸い起きなかった重大事故につながる例）が69件
あったことがわかっている。まさに重大リスクの放
置である。さらに、その下にオーバーランなど事故
予備軍が614件もあった。こうした事実からみると、
残念ながら、この大惨事は起こるべくして起きた。

さらに、事後の被害対策を見ても、新型ATS投
入コストをはるかに超える規模となった。「なぜ、コ
ストをかけて安全対策をしなかったか」と悔やまれ
る事件である。「リスクは顕在化してその大きさを
示す」という言葉を、常に覚えておく必要があろう。

以上、「想定外」と言う前に、①基準の置き方を
再考し、②リスク回避した優良過去事例に学び、③
リスクを管理下に置く対策を中心に科学的解析内容
を図る必要性を整理した。こうした解析に基づくリ
スク・マネジメントが、災害防止をはじめとする、
あらゆる事故防止に役立つと確信している。 
なお、本稿へのお問合せはｅメール mgt-review ＠
jma.or.jpまで。
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前回はケガや災害発生メカニズムを科学的に解
析し、原因の除去やリスクを回避する対策を例示し
た。今回は実際に起きた事故や事例を「他山の石」
とし、事故防止につなげるための具体的なアプロー
チ手順を示したい。東日本大震災を契機に集められ
た安全技術が、将来の日本産業の発展に大きく関
与していくことを願うのである。

リスク無視は「不作為」という犯罪

今回の東日本大震災では、「想定外」という言葉
がマスコミや多くの有識者の発言で使われていた。
だが、筆者は「想定外という思考法はない」と指摘
した。これについては、前号を参照いただきたい。
この震災の多くは想定外のものでなく、リスク分
析を無視したヒューマン・エラーの問題が多いため
だった。また、これまではヒューマン・エラーによ
る事故・ケガの防止策を、図表１のような対策手順
と範囲によって行うべきだと提唱してきた。だが、
最近、これだけでは足りないと感じている。ずさん
な安全管理とは案外われわれの日常の業務のなか
に潜んでいて、リスクを無視するということが、ど
ういうことになるのかを認識してほしいためである
（なお、ここでは犯罪行為の判定は法律の対象とな

るため除外する）。
これまでも、顧客や従業員の死亡事故など不祥
事が起きると、企業トップは謝罪し、改善策や安全
強化策を発表してきた。だが、これで亡くなった方々
や遺族の無念が晴れるわけではない。そうした事態
を招かないためにも、“ずさんな安全管理” とはわれ
われの身近に潜むものであることを肝に銘じたい。
以下の例は、けっして特別とはいえない事故ばか

りであり、他山の石として、こうした事故を解析し
ていくことが必要である。
東海村・JCO臨界事故
1999年に起きたこの事故の原因は、安全教育を
受けていない作業員に作業をさせていたことにあ
り、その結果、「高濃度ウランをバケツに入れて中性
子線を放射させた」という原子力臨界事故を招いた。
ウランの投入で核分裂連鎖反応が20時間持続し、
多量の中性子とガンマ線、放射能の放出につながっ
たのである。このため、至近距離で作業をしていた
3人の作業員のうち2人が死亡、668人が被曝した。
国際原子力事業評価尺度でもレベル4（事業所外へ
の大きなリスクを伴わない事故）とされた。
これは教育を受けたプロが作業していれば起きな
かった事故である。コスト低減を理由に、教育訓練
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を受けていない作業者の使用が明らかになった。
ふじみ野市・流れるプールの死亡事故
2006年夏、7歳の女児がプールの水を循環する吸

い込み口にはさまれる痛ましい事故が起こった。排
水口の柵が外れていたことが原因だった。これはプ
ールを管理する会社がメンテナンス規則を無視し
て、下請け会社に業務の丸投げを行っていたからで
あり、その下請け会社もまたリスク対策をとってい
なかったのである。
千代田区・クレーン横転事故
2009年に起こったこの事故は、クレーンの吊荷

重アームの角度などに問題があったとされている。
１人が死亡、クレーン横転の時間帯がもう少し遅け
れば、通勤ラッシュの歩行者を巻き込むような大惨
事になっていたかもしれない。この現場では元請け
による適切な指導がなく、現場の安全管理者が作
業自体を見ていたにもかかわらず、事故が起きてし
まったのである。その原因は事前チェックすべき安
全な作業範囲の確認を行っていなかったという信じ
がたい内容だった。驚くことに、この企業は５年前
にも同種の事故を起こしており、この作業について
監督官庁からの是正勧告が出ていたという。
この３つの事例から指摘できることは、①コスト
や生産性を重視するあまり、リスクの想定を無視、
②安全に対して、的確な評価や管理・監督をして
いない点にある。このため裁判では明らかに悪意を

もった行為と判断され、「不作為という犯罪行為」と
の判決が下ったのである。
こうした災害の実態を聞くたびに、「リンゲルマン
効果」という言葉を思い出す。これは、１対１の綱
引きの場合なら両者とも100％の力を発揮するが、
10対10なら相互にもたれ合い、各人が数十％の力
しか出さないという現象である。組織にあっては、
誰かが対策を行うという心理が働き、誰もが手抜き
になってしまうという人的な特性である。
以上、このような故意に組織の規定や安全対策

を変えてしまう現場管理は、明らかに犯罪なのであ
る。

地道な安全規定の順守がカギ

では、なぜ企業は安全対策にコストをかけないの
だろうか。それはいつ起きるかも知れないリスクに
対して、掛ける費用はないというのが、大方の判断
といえる。
ここで、事故処理に対する試算をみてみよう。独
立行政法人労働安全衛生総合研究所の高木元也氏
が建設業における事故の試算をした結果、「1人の死
亡事故で約2億円、それぞれ59日と40日、2人の休
業災害では約1.2億円」という膨大な補償金や災害
手当てなどの費用を算出している。しかし、これだ
けではない。事故による企業の信用力の低下が売
上への打撃や風評被害などの影響を与え、さらにそ

① エラーセーフの適用

② HEに対する教育

③ 簡単にできるHE対策の技を身につける

④ 大脳生理学的の応用 ⑤ CRMなど近代訓練技術による補完

個人ベースで安全対策を訓練
～常に使う技術を錬磨する

うっかりミス
安価な投資で安全が確保できる対象は
ポカヨケ的対策で！

対策の手順 対策の範囲

図表1◎ヒューマン・エラーの対策手順と範囲
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の被害は甚大で影響度は計り知れない額となる。
次に、安全規則順守の重要性について筆者の体
験を述べたい。かつて金属メーカーの磨鋼工場で
整備部門の課長を務めていたときの体験談である。
ある整備組長が「本日はワイヤー点検日ですが、作
業状況から判断すると点検には残業が加算されそう
です。今後のことを考えると、点検の先送りはでき
ないのですが」と言ってきた。この発言の意図は、
点検を止めて先延ばしにして生産をするべきか、そ
れとも皆が安心して生産に打ち込むために点検をす
べきか、というものだった。
いうまでもなく、工場長は保守点検の重要さを熟
知しており、筆者は念入りに行うよう指示した。
この工場では2～3トンの鋼鉄材を常に吊って構
内物流を行っている。ワイヤーは工場内の安全を維
持する “要” である。そのため、点検日を年度計画

に組み込んで行ってきた。点検は生産計画の都合
上、期限ぎりぎりとなることもあった。さらに工場
全体で30時間程度の残業が必要なため、工場全体
に及ぼす影響が大きい。だからこそ、前述したよう
な整備組長の問いかけがあったのだ。これは、どこ
の職場にもあることだが、即時実施の要件である。
ここがポイントだ。管理者は安全管理をけっして
怠ってはならないということだ。きわめて当たり前
のことを整然と行うことが「安全第一」を確保する
ことであり、現場におけるリスク管理の要諦なので
ある。

エラー・セーフ対策を確実に

全産業の事故やケガの発生要因のワースト・スリ
ーは、①挟まれ・巻き込まれ、②墜落・転落、③
有害物である。有害物とはコークス炉や高炉から漏

0 10 20 30 40 50 60 70 80

１. 挟まれ・巻き込まれ

２. 飛来・落下 

３. 墜落・転落 

４. 転倒 

５. 激突 

６. 激突され 

７. 動作の反動、無理な動作 
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製鉄・精鋼における労働災害の推移

2009年の製鉄・精鋼における労働災害の内容（158件：79％を抽出）

（件数）

図表2◎鉄鋼業における労働災害統計
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れ出した一酸化炭素による中毒事故などである。図
表２は鉄鋼業界のケガ発生の状況を示したものだ。
だが、このデータには有害物の項目がない。
実は鉄鋼業界では2007年に、それまで２つに分

かれていた労働安全統括部署の管理部門を「安全
衛生推進本部」として統合し活動を強化した。結果、
2010年の労働災害発生件数を2件に激減させた。
その一例として、一酸化炭素は無味無臭であるため、
作業者全員に一酸化炭素濃度計を持つことを義務
づけた、という例がある。
この対策はエラー・セーフの例である。ヒューマン・
エラーの最初の段階に投入すべき対策だが、品質
改善では「ポカヨケ」、安全対策では「エラー・セ
ーフ」と言う。エラー・セーフ対策とは、製造現場
などで人が近づくとアラームが鳴って知らせ、プレ
スなどによる挟まれ事故が起きそうな設備ではセン
サーによって自動停止する有名な安全対策手法が
ある。

技術開発による安全対策

こうしたエラー・セーフ思考を、今回の大震災に
おける復興に当てはめて考えてみよう。
筆者は微力ながら、群馬県の両毛地区の中小企
業を支援してコンバートEVを製作している。昨年、
廃車を改造し、今年4月に車検を取得した。一部の
報道では、被災地や計画停電などの電力不足でEV
の進展に翳りが出てきたという指摘もあった。
だが、実際には大手自動車メーカーが被災地に
寄贈したEVは大活躍しているという。電源の確保
はたしかに地震直後では難しいかもしれないが、夜
間電力で充電すればよい。コンバートEVのメリッ
トは、津波で海水を被った車の車体を再利用してモ
ータと電池を乗せれば車になるし、燃費も10分の
１程度で済む。

この提言には日本電気自動車協議会（APEV）か
ら多くの賛同意見をいただいた。
寒冷地で電力不足に耐えるのは生死にもかかわ

るので、特例法を設けて津波で使えなくなった車体
からバッテリーを集めてエネルギーとして使う方法
である。これは小規模スマートグリッドである。また、
地盤沈下などによって再生が効かない農地に太陽
光発電や風力発電など小規模発電基地を設置すれ
ば、CO₂の25％低減モデルとして将来の地域振興に
もつながる。
安全と復旧対策の技術は、今後、世界の災害地

への貢献につながる。災害や事故には、「規制をより
厳しくする」だけではなく、「災い転じて福となす」
よう、技術を活かして未来を切り拓きニュービジネ
スを育てようという気概も大事である。
EVのほかにも、今回の大震災においては、多数

の災害対策・新技術の利用が見られる。福島の原
子炉事故では、①三興コロイド化学の水ガラスによ
る放射能漏れ止め、②三菱重工やテムザックの無
人ロボット利用による原子炉管理室内の対策やガレ
キ撤去、③栗田工業のクリコートによるガレキ上な
どに残存する放射能の飛散防止、④ニューメディカ
ルの浸透膜利用の浄水器を汚染水や放射物質除去
に利用する対策、⑤日本ポリグルによる納豆菌を利
用して汚染物を砂鉄とともに除去し洗浄する技術な
どが実際に活用され、今後の防災や復旧開発対策
に多くの知見を与えている。
以上、われわれは、安全対策を広義に捉え、新

たに国の発展に貢献する安全マネジメントを展開す
べきではないだろうか。�
なお、本稿へのお問合せはｅメール  mgt-review＠jma.
or.jpまで。
群馬県の両毛地区のコンバートEV製作（QCD革新研究
所）  http://www.qcd.jp/
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これまで2回にわたり、組織や体制を中核とした安
全対策の展開法を紹介してきた。その要点は「リス
クは顕在化して初めてその重大性がわかる。そうな
ると、事前安全対策とコスト、事後の処置とを比較
して何をすべきか」という点に対し、実例を用いて
物理現象を科学的見地から解析し、“企業の立場で
役立てる方法” だった。
今回は、「誠意と努力をもって製造現場で仕事を

する人が、“個人として事故を起こさない技術的対
策”」を整理する。単なるタタミの上の水泳訓練や
事故の評論ではなく、個人ベースで安全対策技術
を身につけ、高度な資格化のレベルまで高め、手本
となる人材を多く育てることがその目的である。

３つの“悪しき安全技術”を払拭せよ

節電下の現在、多くの企業でグローバル化が進
展しているが、何としても、“悪しき安全技術” の流
出は避けたい。ここで言う日本企業の悪しき安全技
術とは主に、以下の3つの傾向が見られる。
①叱咤激励・気合い型対策：「ケガをするのは気の

ゆるみ」という人的な面だけを重視して、各種の
訓練や教育〜訓辞や制度で人を縛る方式。　

②組織・体制強化型対策：どこかの災害対策では

ないが、天井に学者や知識人と称する人を集め
て、体制強化と教育資料などの整備を目的に活
動する形態（事故発生時に対するアリバイづくり：
擬似的な安全対策活動）。

③お祭り・外部刺激要求型対策：安全対策のイベ
ント、ポスター、大会や標語などの募集＝安全対
策とする方式（本来、職場に残存するリスクの「見
える化」→「わかる化？」→「できる化？」→「や
っている化」をすべきである）である。
①を例に解説すると、かつて某鉄道会社の「日勤

教育」が報道されたが、これはオーバーラン対象者
に分厚い教科書を渡し、1週間ひたすら反省文を暗
闇で書かせるというもので、反省の言を発するまで
怒鳴りあげていた。しかし、問題は「指差し確認不
十分」であり、指差し確認を訓練することが再発防
止の要点であり、訓練以外に対策法はない。したが
って上記のような “教育” は場違いであり無意味な
のである。きわめて “奇妙な安全対策” の例を示し
たが、この種の対策は国内でも皆無となることを願
っている。

当然、優良企業、安全対策先進企業の取組み内
容に上記の①〜③はない。これまで安全対策を熱
心に進め効果を上げてきた企業の取組みを図表１に

第 2 特 集

日本能率協会　専任講師　

中村茂弘 Shigehiro Nakamura

震災復興へ向けて  P a r t Ⅲ

個人ベースで事故を出さない
安全対策技術と資格化
 事例に学ぶ安全マネジメント③
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示した。詳説は割愛するが、安全対策先進企業に
おいては、すでに従業員の教育、安全管理体制、
安全対策機器の整備は完全に近い。だが、前回解
説したように、2012年問題の到来とともに、個々の
職場における実務的、効果的な対策が望まれるため、
日本能率協会（JMA）では３つの対策を提唱し、
すでに活動を開始した。以下にその要点を解説する。

KYTの実務的展開法

前回、犯罪的な行為とヒューマン・エラー（以下、
HE）とは別であること、また、誠意をもって熱心に
職場で仕事を進める従業員が事故に遭わない環境
面の対策としてエラー・セーフの装備対策が前提と
なることを示した。このような対策が整ったうえで、
最後に行うべき対策は「個人が正しい知識をもち、
習得し、製造現場で実務として安全技術を駆使で
きる程度まで高めること」となる。そこで、「個人の
ミス防止をいかに進めるべきか」に関し、３つの視
点から対策を例示する。

まず１つめは、「実際に働く職場ごとのハザード
MAPの作成・活用対策」である。製造現場ではも
はや常識であろうKYT（危険予知訓練）の実務活用

の要点をあらためて示すと、①実務の場で危険要件
を、関係者が発掘・確認してハザードを明確にする、
②必要な注意点を必要なところへ、必要な時に必要
なだけ示し、使える仕組みをつくる（見える化対策
など）、③現場管理者のチェック項目に入れ、訓練
〜日常活動における実務作業時に確認可能な方式
を運用する、となる。

次に、「指差し確認＋ダブルチェックの駆使：簡単
にできるHEの技の習得」について解説する。

指差し確認は1回でHEを６分の１にする。また、
平常時には人は500回に1回のミスを犯す例が多い
そうだが、ダブルチェックを行えばこの確率は500
分の１×500分の１＝25万分の1となる。「よく確か
めましたか？」という言がある所以である。この両
者を実施すれば、ミスの生じる確率は計算上６分の
１×25万分の１＝「150万回に1回」という驚異的
値となる。「注意1秒ケガ一生」の言を常に念頭に
置き、図表２のような留意点を励行すべきであろう。
「知っていて行わざるは知らざるに同じ、学びて守
らざるは、知らぬより悪しきこと」という教えがある。
実施を怠ると自分がケガをして、仕事はできず、家
族や仲間に迷惑をかけることになる。簡単に見える

多くの企業が取り組んできた内容～問題と対策（現状分析）

① ほとんどの企業が実施中の安全対策

（１） 安全教育とKYT・訓練
（２） 危険個所の表示～日々活動
（３） エラー・セーフ機器装備

天災防止？（課題）

人災防止は技術的対策

（１） 安全対策にし、知識ベースでは
　　 充当する内容がほとんどない！
（２） 企業全体で行う残余の企画は少ない
（３） 職場は多忙、安全順守実務面で苦心

JMAで開始した安全対策ガイド
① ハザードMAPを個別につくる
② 技術的手段を習得 ~資格的運営
③ 全体・全部管理
　 ➡個々の職場にあった詳細管理へ
　 　（情報が少なく、具体的運営が可能）

② 安全優良企業でももつ悩み

支援へ

…
…

図表1◎多くの企業がもつ安全対策の課題と対策の方向性
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指差し確認を確実に実行するためには、航空業界
で行っている期限つきの資格化を図り、励行者を増
やす策を提唱したい。資格の保有は、自分の行動を
正しくし、関係者に良い文化を広げる効果がある。
また、指差し確認時間を確実化するためには仕事の
手順を効率化する必要があり、所定の時間で仕事
を終了させる対策にもつながる。このために、①管
理ポイント（注意項目）を減らす、②チェックを確
実に自信をもって行うための手順と方式をつくる、
③訓練して習慣化させる、という対策法を『安全手
順の改善〜的確化対策』として推奨したい。

３つめの対策は、「小規模集団での安全対策の完
全化：具体的な “火の用心展開対策”」である。

大きなダムも蟻の一穴で崩れる。また、具体的な
対策がなければどんなに「火の用心」と指示しても
火事は起こってしまうという言葉は、安全対策に総
花的な取組みが無意味であることを示している。安
全対策を完全にするためには、小規模単位で安全
対策モデル職場を具体化させるほうがよい。災害統
計1件の下に29の軽傷、その下に300のヒヤリ・
ハットがあることを考えれば、最初からヒヤリ・ハ

ット撲滅を100％進めれば、その集合体は必然的に
事故ゼロ集団になるからである。

大脳生理学とCRM

ここまで解説した内容を実践すると、専門家の研
究ではHEに伴うケガは95％以上が消失へ向かうそ
うである。最後に残るのが大脳で活動する人のミス
だが、この対策としての研究の１つに航空機のパイ
ロット訓練「CRM（Crew Resource Management）」
がある。CRMはボーイングが「何とか飛行機事故を
減らしたい」と考えて､1990年から99年の10年間
を調べ、飛行機の自動操縦化とエラー・セーフ機器
の装着対策に取り組んできた結果、誕生させた対
策手法である。

ボーイングの調査では、事故原因の実に70％が
HEだったそうだ。同種の解析は、自動加工設備を
使う現場の研究においても行われてきた。ここでは、
ベテランと素人の差に関係なく同じ数値を示してい
る。具体的な数値はともかく、各種調査・研究の結
果、CRMでは以下の3つの対策がとられたのである。
①ヒヤリハット情報の登録義務化：過去、パイロッ

見て記憶

横に並べて比較するだけでは勘ちがい！

ダブルチェック方式
〈１回〉左から 右から

完全に
気づく

〈２回〉

忘れる

記憶の再現
照合

① 照合方法 ② 経理で行ってきた伝統的ダブルチェック方式

③ 図面監査で行ってきた管理

① 設計図面のカラーダブルチェック
② 項目数チェック
③ IT による項目、記載モレ・アラーム

縦横計算の合計が合えば、誤りゼロ！

1634

1634

1643

1634

1643

1634

1643

1643

図表2◎ダブルチェックのコツ
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トのニアミスは本人の失点だったが、能力や責任
と切り離して報告、情報収集する対策

②コックピット内の連携の強化：主操縦士が絶対権
限をもちすべての意思決定をしていたが、もし、
副操縦士が不安を感じる事項があれば進言でき
る制度の運用と協力しあって問題解決を図る仕組
みの適用

③シミュレーターを使って①と②を訓練、同時に資
格制度を運用する
こうした対策をとることで、航空機運行ではHE

に起因する事故を激減させた。
人の行動の中枢は大脳にある。しかも、人類誕生

の歴史から、過去の経験をベースに、ほとんどの行
動は無意識に近い状態であることがわかっている。
そこで、「もし、何か問題が起きそうなときは、それ
がわかった時点で修正する」という行動をとるメカ
ニズムが研究されている。このため、訓練と資格試
験が適用されているが、航空パイロットの資格更新
は半年（企業によっては1年）に1回、もし不合格
になると、どのような経歴者でも、優れた特殊技能
をもっていても即座に地上勤務となる。厳しい制度
の運用だが、人命をあずかる責務の重さを考えると
理解できる処置である。さらに、パイロットは、体
調が不調の場合には航空機の操縦を辞退する制度
や、副操縦士との人間関係にもたれ合いが生じない
ように、常に、同じメンバーではない構成で航路を
担当する制度が適用されてきた。加えて、飛行の前
には必ずチェックリストですべての確認事項をチェ
ックする制度が運用されてきた。ここにはわれわれ
が応用すべき多くの技術がある。

CRMは多くの成果を上げてきた。2009年2月6日、
極寒のニューヨークを発った乗客・乗員155人をチ
ェズレイ機長57歳が救った「ハドソン・リバーの
奇跡」は記憶に新しい。USエアウェイズ1549便の

両エンジンに大型の渡り鳥が入り停止、即座の判断
で着陸（川への着水）を成功させた快挙である。幸
い近くにいたフェリーの支援もあり、沈水前に全員
の救助がなされた。この記録と機長談は後に詳しく
放映されたが、事故から着水まで2分程度だった。
機長は「全員の無事を確認後、しばらく、この記憶
がトラウマとなり航空機の運航はできなかった。だ
が、この時、落ちついて、あらゆる可能性を検討で
きたのは、短時間に的確な判断をする訓練を常に行
ってきた成果である」と印象的に語った。この話か
ら得られるのは、「安全対策技術は訓練以外に対処
する道がない」という教訓である。

“泥臭いが実務的な
 不良対策”を深めるために

筆者は1999年から2003年の4年間、「不良・ク
レームゼロ対策研究会」の主査を担当し、異業種
21社の方々とともに不良発生ゼロ対策の普及を進
めてきた。研究会のメンバーの支援によって、この
“泥臭いが実務的な不良対策” は多くの企業に広が
り、予想以上の成果を得てきた。関係者の方々には
この場を借りてお礼を申しあげたい。

この研究会ではHEに対する調査と研究が盛んに
なされ、その結果、数々の知見を得たが、なかでも

「事故やケガの原因は人そのもの」であるという根
源的なことに気づいたことである。加えて、解析を
進めるなかで、「人が行う手順のなかにリスクを発見
して、ヒヤリハットの対策を行えば、品質対策も安
全対策も同じアプローチが適用できる」ということ
もわかった。ただし、いまだ適用面では研究の余地
が多い。最後に、事故発生を防ぐ技術の体系化の
ため、引き続きJMAで進める安全対策研究を行っ
ていくのでぜひ、読者諸氏の支援を賜りたい。 
なお、本稿へのお問合せはｅメールmgt-review＠
jma.or.jpまで。
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