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はじめに 
 昨今、産業界だけでなく大きな人為ミスに関する事件が続いている。この中

には、東証のインプット・ミスのように、たった 2分で 500億円もの損出を生
むケース、更に、その前に起きた JR 西日本の脱線事故の場合、一瞬に 107 名
もの尊い命を亡くすという悲惨な事故があった。犯罪事件を除き、この種の内

容の背景には、不安やヒヤットを放置したことが関係する。この種の対策に当

たっては、地震におけるハザードMAP作成に似た方法で、この種の対策内容を
把握～見える化し、管理下に置きつつ問題対策を図ることが問題発生を撲滅す

る要点となる。このことは、火事で言うなら「予防は最大の消化です」という

対策であり、ここに、後述する。ハインリッヒの法則の実践、すなわち、30 件
のヒヤット、ニヤーミスの 1 件がケガ・事故、不良、故障という物理現象の発
生予防対策の折り込みが必要となる。そこで、以下、最近起きた事故や工場で

繰り返し起きる人的ミスの内容を解析し、このような事故解析を『他山の石』

とせず、役立てて製造現場の人為ミス撲滅・予防策を紹介の試みを示すことに

する。この解析が、皆様が進めるケガ、不良、設備故障、環境・公害対策など

の総合的対策に役立つことを願う次第です。 
【目次】 
１， 最近の重大事故を見て、他山の石にさせない解析 
２， ＣＳＲを犯す恐ろしさ 
３， なぜ、不良だけが発生を許されるか？リスク管理の必要性 
４， 人為ミス発生メカニズム解析 
５， 大脳生理学と人為ミス発生メカニズム 
６， 人為ミス発生過程の解析～対策の要点 
７， 標準化を守るだけで減らない人為ミスの対策 
８， 人為ミス防止のためのハザードMAP作成法 

（含む、人為ミス対策手法の総・棚卸し） 
９， ポカヨケ・ITの活用 
１０，現場管理者と管理のあり方 
 
なお、Ｐ．３から紹介する解説は。ある意味で産業界の常識です。また、ヒ

ューマン・エラーへ入るための概念的内容です。さらに、ここで得た情報を更

に発展させ、実務的な手法を活用してヒューマン・エラーゼロ化へ向ける必要
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がある場合には、下記に紹介したステップと著書をご参考下さい。「この種の内

容を利用して、御社だけでなく、国内からすべて、ヒューマン・エラーゼロ化

の実現を！」と願う次第です。 
 

実務的ヒューマン・エラー対策の進め方

　悪意による犯罪行為と
ヒューマン・エラー対策は
峻別・区分して取り扱う

刑法、民法など
犯罪対策内容の
適用範囲へ

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・エ
ラ
ー
対
策
範
囲
と
対
策
手
順

まず、人が犯しやすいミスを技術的対策や、
道具の工夫、注意を喚起する簡単な方法で
カバーできる対象は、その対策を図る。

①ポカヨケの適用

危険予知訓練方式で教育、指差し確認や
ダブルチェックを簡単に行う方法を、
まず、習得する

② HEに対する教育
まず、人が犯しやすいミスがなぜ生じるか？
各人がチェックリストで見直し、個人ベースで対策
を考える環境づくりと対策意思を固める。

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
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１，最近の重大事故を見て、他山の石にさせない解析 

（１） 事例に見る、首を傾げる対策例（これが正しい対策なのだろうか？） 
これはある洋菓子が大量の回収事件を起こした時のテレビ放映内容を紹介し

たものである。事件は「ある菓子メーカーY 社が販売した洋菓子に金属片が入
っていた」という事件だった。顧客が食べて口をケガしたため、メーカーは早

速、全販売品を回収したというものだが、メーカーの分析結果は「ドイツ製バ

ターの中に金属片が混入していたものを使ったことが理由である」ということ

だった。当然だが、Y 社には金属探知器がり、当然、この洋菓子は、この金属
探知器を経由していた。では、なぜ、この金属探知器で洋菓子に入っていた金

属片が検知できなかったのであろうか？その理由を Y 社では「洋菓子はアルミ
ホールで包装されている。ところが、この包み方がうまくいってないと、アル

ミホールに金属探知器が反応してしまい、機械停止になる。そこで、作業者の

誰かが感度を落とし、製品を通過させていた」という説明をしていた。なお、

アルミホールで包んだお菓子を持ってきて、また、実際に事故を起こした金属

片、また、それより小さい金属片をお菓子に入れ実験したが、正規の感度でテ

ストすると、両者とも確実にこのポカヨケ装置である金属探知器でつかまるこ

とが確認できた。だが、Y 社では次に示すような手を打ち、関係者に今後の問
題対策をぬかりなく進める方策としていた。 
① アルミホイールで包装してから金属探知器を通す場合、包装の方法がうまく

行かないと機械停止が頻繁に起きるので、包装前に洋菓子を金属探知器の通

過を行う方式にします。 
② 更に細かい石などを検知できる X線検査機を導入し、2重の検査をする。 
③ 事件の内容を即日関係部門に連絡することになっていたが、購入を管理する

資材部門に連絡する取り決めで無かったので、規定を改定し、連絡を確実に

する。 
また、Y 社の工場長は「いや、今までこの種の事件はなかったから安心して

いました。金属探知器に対する過信があってのではないか？と反省していま

す。」という話をし、更に、「どんな良い管理システムをつくっても抜けがあり

ます。大いに反省していますが、これは、品質に対する管理体制の不備、関係

者の意識の欠如、コミュニケーションの問題と考えています。・・・特に、コミ

ュニケーションの問題は重視して対策へ向けたいと反省しています」という説

明だった。 
 この話しを聞いたある企業では、この言を参考に「コミュニケーション問題

は重要！」ということから、外部教師にお願いしてコミュニケーション改善研

修をやり始めました」というところがあった。Y 社の取り組みを参考にしたそ
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うである。この中から 2 社の取り組みを紹介すると、そこでは、ある講師を呼
び、コミュニケーション研修を実施していた。その内容は「言葉のコミュニケ

ーション」と呼ばれるゲームであり、講師と生徒がバレーボール大のボールを

投げ合い、コミュニケーションを体験するというであり、その内容は、生徒が

投げるボールを講師が受け取らないで歩いてゆく、この時、生徒に気持ちを聞

くと「さびしい！」と答えたり、今度は、急に講師がきついボールを返し、生

徒がとまどうことでコミュニケーションの問題を体感する内容だった。生徒の

感想は一様に「よいコミュニケーションの反省になりました。・・・」という状

況であり、研修のアンケートは評価“優”だったそうである。 
さて、ここに述べられた対策は、この種の対策にマトを得た内容であろうか？

もし、そうでないのであれば、皆様には、どのような手を打つべきであろうか？

なお、残念なことだが、Y 社はこの種の対策の後（3 ヶ月後）、また同じ理由で
洋菓子の回収事件を起こし、このままだと、正に図 1-1 の悪魔のサイクルが続
く状態である。 
 

　図1-1　事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル

無駄な会議

と徹夜の作業

報告・対策

繰り返し

後手の対策

　　追われる
　　　　仕事

潜むリスク
を対策しない

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急
ぐ
決
定

相次ぐ
トラブル

 
 
【解析例】 
① コミュニケーションの問題の扱い 
もともと、検査という仕事は性悪説で処理する対象である。決めたことを守

らない行為は一種の犯罪行為である。だから各種の法律と罰則があるわけであ

る。また、この種対策はお腹が痛いといっているのに、頭痛対策を促す内容に
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匹敵する。要は、この対策は是正＝原因の除去とは全く関係ない行為である。 
② 洋菓子へ金属片が混入した内容に対する是正処置について 
金属の混入対象がドイツ製バターだった。それならば、製造元であるドイツ

のバター製造先に金属探知器をつける契約を進めるべきである。日本の商社が

2005 年１月に購入した狂牛病問題に関し、骨付きの牛肉が混じっていた事件
に米国政府に輸入肉の返却を要求した対処と同じ方式である。更に、今後、同

種問題の発生があれば、とてつもない賠償請求と共に国際的な契約を交わし、

ドイツのバター・メーカーに管理強化を促すべきである。 
③ X線による検知器の設置について 

X 線検知器の導入は、一見､当を得た対策に見える。しかし、この二重投資
は問題のすり替え（アリバイづくり）に過ぎない。X線をつけても、また、よ
り細かい金属片や石などの検出ができても、感度調整部分はいくらでも現場で

触れる状況であれば、原因の除去にはなっていない。それを示すかのように、

この企業では、その後問題を再発させた事実がある。この事実確認はともかく、

X線検査機を使っているのであれば、筆者は、また勝手に感度を操作した以外
に同じ問題は起きないはずであると考える。 
④ アルミホイールの包装の不具合対策について 
検知器は導入時にアルミにくるんだ状態でお菓子に入る金属の有無を検出

するテストが行われ導入されている。また、そうしなければ、この種の評価機

器を導入するはずがないからである。なお、この問題はアルミ包装のまずさが

発端だった。だが、まだこの問題は放置されたままである。だが、Y 社では、
包装のまずさを直す内容は何も行っていない。包装がまずいため発生する問題、

すなわち、「虫が入る。」「バイ菌などが入る」という問題が起きたら、一体ど

うするのであろうか？ 
以上の解析を見て、「厳しい！」と思う方がおられるかも知れない。だが、こ

こに述べた解釈で対処しない限り問題は必ず再発する。また、これが顧客側に

立った見解である。  
 
（２） 生産現場と異なる事故事例を利用した「他山の石解析法」について 
考え方のミスか？先の洋菓子の事例は「他山の石解析」の利用法を誤った事

例である。環境問題を含め、不良発生、故障、安全など物理現象と呼ばれる問

題は、必ず、原因があって問題が発生する。原因を除去しなければ問題は再発

する。従って、現場管理者は、まず、問題発生の事実を現場でとらえ、確認し

た後、除去することになるが、ここに ISO9000:2000の 8大原則の 7番目に「事
実に基づくアプローチ」が必要となる。また、この行為こそが、人為ミス防止

の決めてとなる点に関しては物理現象の対策と全く変わらないのである。 
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かつて、NASA で過去、不良、故障、事故など各種のトラブルを調査したこ
とがあった。その内容は「犯罪を除き、１問題に対し、１原因＋物理現象であ

るものが 97%である」という内容だった。この内容は、原因の追及があって責
任問題の評価に入るべきでことを示唆したものである。だが、一般に、日本的

問題探求法はコミュニケーションへのすり替えや、図 1-2 の上に示すように、
この内容を『責任問題』として追求する例が多い。同種内容は製造現場でも時々

起きる。加えて、「不良の多くは複合原因である」と言い、現場で現物、現象を

見ないで、ブレーン・ストーミング対策を図り『当たるも八卦式対策』を促す

例まである。確かに、事件を誘発する環境条件（複合して発生原因を誘発する

要件）は数多あるだろう、だが、この種の対策では、当然、人為的なミス追求

の入り口にすら近づけないのである。 
 

図1-2　NASAを始め、事故調査から得られる解析結果

過去事例の教訓

日本では事故があると、「ミスをしたのは誰だ」という責任論・刑罰
論優先の発想が圧倒的に優勢である。　

本来あるべき調査の態度：事故のモンタージュ

①事前にどこかの段階で事故になるのを防げなかったのか？
②事故原因にはどれだけの要素がからみあっていたのか？
③現場のミスを誘発したいくつもの背景があったはずだ、

という視点からの「技術調査」が必要である。

技術調査においては、事故原因にかかわった人間の判断や
動作をお粗末な行為とか引責としてとらえるのではなく数々の
事故要因の連鎖の1コマとしてとらえることが肝要である。

 
 
では、ここで、対象は異なるが、卑近な例として、2005 年 4 月に尼崎・JR
西日本・福知山線の事故を例に、『正しい他山の石解析法』を試みたいみたいと

考える。図 1-3が当時の内容を示した内容である。当初、JR西日本が訴えた『置
き石説』は、その後の物理現象の解析で、事実関係の証明ができないため抹消

された。従って、この種の原因はここでは全く関係ない。この事件の直接の原

因は単純といえば単純、｢スピードの出し過ぎによる転覆事故｣だった。当然だ

が、このケースの場合、人為ミス防止の対策は、新型 ATSの装備が必要！とい
う結論となる。もし、事前に、この対策を進め、スピードが出なければ、瞬時
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に 107 名の志望者、140 名もの重傷者、ビル破壊に伴う住民への被害は起きな
かったことを考えると、「全く残念！」と言う以外に、ものの言いようのない事

件だった。確かに、運転手がスピード・オーバーに至った多くの信じられない

内容や、JR西日本のトップを始め、企業倫理が欠如した行動に加え、背景とな
る多くの要因があったことは事実である。特に、運転手の方が寝ていない。ま

た、今度オーバーランをすれば人生の夢だった新幹線の運転手になれないので

無理をした内容が報じられている。だが、直接の原因はスピード・オーバーで

ある。また、この対策が完全に実施さていれば、この事故は起きなかったこと

を考えると、この事件は実に残念な事件だったと言う以外に言い方が無い惨事

である。 
だが、新 ATS設置で問題は全て解決するか？というと、それだけでは完全で
はない。新 ATSは運転手が人手で操作できるからである。仮に、運転手が新 ATS
のスイッチを切って、スピードをオーバーして運転すれば、遠心力という物理

的作用で、また同じ事故は起きるからである。 
 

図1-3　JR西日本・福知山線・事故原因の解析

物理現象としての発生メカニズム
　「要はスピードの出しすぎを防ぐ新型ATS装備の欠如」だった

発生メカニズムのイメージ
①　直線走行時

②右側の車輪が浮く状態

③脱線の状態

起きた内容は
　　物理現象

起きた内容は
　　物理現象

事件が起きた背景・要因の例
　①運転手は先に3回もの停止
　　　位置のオーバーランを行っ
　　　ていた。
　②シュミレーションでは130Km
でも大丈夫としていたが、この

計算結果は乗客ゼロ、

　　無風状態の計算だった。
　③線路変更による工事の際、

　　　急カーブ・危険予知対策と
　　　新型ATSの設置を行ってい
　　　なかった。
　④過密ダイヤの運行だった。
　⑤線路に置き石らしい痕跡

　　　があったが、記者会見で、
　　　これのみに反応を示した。
　⑥死者とマンション住民に対す

　　　る謝罪態度に疑問

重量
　３０ｔ

車
両

重量
　３０ｔ

電
柱

激
突
し
た
ビ
ル

① 70Kmの制限速度に対し108Km／Hr
②速度制限前で運転手は急ブレーキ操作
③ ATSは旧式のもの採用、トラブル発生
　　以外では作動しない方式だった。

 
 
なお、後日、報道にあったお粗末な内容だが、設置した新 ATSは設定値が間
違っていて、オーバースピードを制御しない状況だったそうである。事故が無

いからよかったが、この内容は、先の洋菓子に金属片が入っていた工場におけ

る問題と極めて似た内容である。即ち、どのように優秀な装置をつけても、そ

の活用と管理が人にゆだれることに我々は注意を払うべきである。加えて、後
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述するハインリッヒの法則がここには大きく関係していた。この事故の場合、

70 件近くの事故（衝突など死に至らなかった事故）があったからであり、その
下に614件ものヒヤットがあったことが、その後の調査で判明したからである。
ハインリッヒの法則は、安全対策における危険予知領域を放置すると、平均 30
件に 1 件が重大事故になるという法則だが、この種の法則を完全に無視し、新
型 ATSの装着～管理・活用完全化を図る対策をしなかったことが、この悲惨な
事故を起こした直接的な原因の背景である。ちなみに、JR東海では既にトップ
の英断で新型 ATS配備を済ませていた対応と比較すると、この事件の人為的局
面が浮き彫りになってくるという残念な事件だった。要は、リスクを管理下に

置くトップ・マネジメント面の対策があって、始めて、人為的なミス対策の発

動がなされるのである。その理由の一例を示すものとして、番組における一コ

マで、若手運転手達が「列車が速度を出しても脱線するような設計になってい

ないと思っていました」という本音を語っていた。このことは、いかにこの面

の教育や技術伝承に問題があるかを示している。いずれにせよ、我々は、この

種の事件の根底にある内容を『他山の石』という扱いにしないことが大切であ

る。  
 
（３）犯罪行為／物理現象問題は明確に区別すべきである 
 時に、犯罪と人為ミスの 2 者が混同されることが多い。そこで、図 1-4 に示
すように、悪意を持って実施する犯罪行為と、善意で行うが起きてしまう人為

ミス対策を区別し、後者を中心に『物理現象によるメカニズム解析』を重点に

対策内容をつめることにする。 
では、まず、犯罪行為の解説を済ませておくことにする。犯罪行為の例とし

ては、HIV(エイズ)に関する輸血用薬剤問題、Y食品・Nハムがラベル付けかえ
を行った事件、M自動車がクレーム隠しを行った事件、最近も、M物産がディ
ーゼル車の排ガス規制に対し、基準に満たないマフラーを、データーを捏造し

た事件などがある。この種の内容は、全て悪意に満ちた犯罪行為である。特に、

HIV の事件の判決はともかく、この事件は故・阿部教授を中心に、非加熱製剤
の危険性を知りながら旧・厚生省の元生物製剤課長が活動した犯罪だった。こ

こでは、米国から連絡があった薬害エイズの危険性を知りながら何の手も打た

ずに事件を引き起こした事件である。既に、この薬剤を生産してきたミドリ十

字は倒産しているが、この課長はここへ責任を押しつけた形となった。なお、

この事件は行うべきことを知りながら故意に問題を放置した旧厚生省の課長に

は、『不作為』という立派な犯罪行為の判決が下っている。 
また、昨今のアスベスト事件も同種の内容事件である。更に、最近の事件で

ある『姉歯・建設偽造事件』の中にも同種、多くの悪意に満ちた関係者の犯罪
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行為や不作為が混在している。この種の事件は全て、やがて発覚すれば犯罪に

なることを知りつつも、あえて法を犯した行為である。なお、この種の犯罪行

為は刑法や民法で裁かれる対象であり、本書で解説する『善意でことに当たっ

ても発生する物理現象解析』とは全く別の内容である。従って、先に示した図

1-4 に示すように、人為ミスとは明確な区別を検討すべきである。その理由は、
人間の中に紛れ込んだ悪魔のような方々を見抜く対策が実らない限り、永遠に

原因の除去が出来ないからである。以上、この種の問題の対策は、犯罪学者の

方々などに解析～問題解決方法をゆだねることにし、ここでは今回の解析に役

立つ内容だけを取り上げることにする。 
 

図1-4　犯罪行為と物理現象対策の区分

犯罪行為

動機：悪いことは承知で
　　　　行う

法の遵守が前提

誰が見ても
　罪は罪

ようやく
和解でも

賠償金支払い

犯罪として処置！

物理現象対策

トラブル発生

調査~研究
論理的検討
　原因→結果？

メカニズム解析

実証試験（再現テスト）
　問題の
原因の除去
~ゼロ化へ

リスク
　要因の除去
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１， ＣＳＲを犯す恐ろしさ 

（１）ＣＳＲと、対策の重要性 
 企業犯罪を含め、物理現象として解析すべき人為的ミス対策の必要性を、総

称し、CSR という局面から眺めることにする。最近大騒ぎになっている防衛庁
談合発注事件、『ライブ・ドアー』による株価と収益虚偽事件、など～N社ガス・
ヒーター不良による製品回収事件、再開された米国輸入牛肉トラブルや、個人

情報保護法を逸脱する事件まで、企業として『品格や倫理』を欠く事件が頻繁

に新聞紙上を騒がす事件は、全て CSRの対象である。更に、過去多くの事件が
あった地球環境問題も、この種の問題の対象であるが、CSR（Corporate Social 
Responsibility ）は、この種の事件を起こし顧客を始めとした社会的責任を企
業や団体が負うことを対象とした評価法である。 

CSRが生まれた経緯を図 2-1 に示すことにする。なお、企業が存続して顧客
に信頼を受け発展する要因は、決して、問題を起こし、お詫びをして、問題処

理をすることで復帰をしながら努力する行為ではないはずである。当然このよ

うなことは、子供でも判ることだが、不思議なことに、今も新聞を騒がすとい

う残念な社会現象がある。当然だが、この種問題は企業の中で、関係者が事前

に察知し、問題を起こさない活動を進めることが CSR有効利用のチェックポイ
ントとなる。 
 

図2-1　ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility ）の生い立ちと内容

ＣＳＲを巡る国際的な動き
1999年　アナン国連事務総長が企業
　　　　　行動原則「グローバル・コンパ
　　　　　クト」を提唱
2000年　OECDが多国籍企業の行動
　　　　　基準を改定
2001年　EUの欧州委員会がCSR推進
　　　　　を提唱
2002年　米企業改革法が成立
2003年　経済同友会が企業の評価
　　　　　基準を公表
2004年　日本経団連が「企業行動
　　　　　憲章」を改訂
　　　　　国際標準化機構(ISO）が
　　　　　CSRの規格化を決定

CSRとは
「企業が社会の一員として存続するために

社会的な公正さや環境への配慮を活動の
プロセスに組み込む責任を示す。
▽・・・法令順守や環境対策、労働安全衛生

人権擁護、社会貢献などが対象になる。
株主や従業員、消費者、取引先、地域社会

などのステークホルダー（利害関係者）への
説明責任を果たし、企業価値を高めること
が求められる。

　１９９０年代から欧米を中心に「持続可能
な発展」に国勢的な高まりが増し、ＩＳＯで

現在国際的な規格づくりが進められている。

CSRとは
「企業が社会の一員として存続するために

社会的な公正さや環境への配慮を活動の
プロセスに組み込む責任を示す。
▽・・・法令順守や環境対策、労働安全衛生

人権擁護、社会貢献などが対象になる。
株主や従業員、消費者、取引先、地域社会

などのステークホルダー（利害関係者）への
説明責任を果たし、企業価値を高めること
が求められる。

　１９９０年代から欧米を中心に「持続可能
な発展」に国勢的な高まりが増し、ＩＳＯで

現在国際的な規格づくりが進められている。

社
会
に
貢
献
！

良い品
　良い活動！

CRSで
　社会
　　　貢献
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 では、CSR の対象となる内容は何か？ということになる。このイメージ的を
図 2-2 に示した。企業活動は地上で行われている活動である。アンダーグラウ
ンドと呼ばれる土台に示すような項目が脆弱で、過去から努力してきたように

見える企業が簡単に倒れるようでは企業の存在価値がない。図に示したように、

CSRへの対処の良否はそのまま企業活動の分水嶺となる。すなわち、CSR面で
手を打ち、社会評価を受ける企業は顧客信頼を受けて発展へ向き、逆に、CSR
面で問題を起こす企業は没落へ向かうからである。 
 

図2-2　ＣＲＳと企業に押し寄せる要件

　ひとたび不祥事が発覚すれば、投資家は株を切り、消費者は離れ、

取引先は逃げ優秀な社員は逃げ、・・・・・・・信用は失い。倒産の危機に陥る！

？ ？

未来へ向けて
継続的な発展突然の倒産

問題となる事項

刑法 食品衛生法 証券取引法

日本農林規格 大気汚染防止法 廃棄物処理法

個人情報保護法 独占禁止法 労働基準法

内部告発 不良・クレーム
その他、倫理を欠く

問題など

 
 
 
（２）産業界のＣＳＲを含めた企業価値評価の動き 
 既に、ご承知の通り、ISO を中心とする国際規格を検討する部門でも、この
種の問題対策を国際規格にして行こうという動きがある。同時に、現在、多く

の企業が CSRを重視し、企業活動の重要な柱として活動している企業が増加し
ている。この内容を図 2-2 に示すことにする。その一例として、日本経済新聞
などは、独自に、企業評価と共に、その基準を発表する報道を行っている例を

紹介することにする。ちなみに、評価基準は以下の通りであり、昨年発表した

企業と得点を公開している。 
昨今、企業価値が問われるが、犯罪は別としても、CSR の取り組み内容の良

否が企業における顧客の信頼を基とした売上高、資金調達、優秀な人材の確保

など、多くの分野に関係することは間違えのない実状となっている。誰が見て
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も判ることだが、CSR対応を欠く企業は、昨今の IT業界で問題を起こし、株価
を極端に低下させた企業、航空機でニヤーミスを繰り返し乗客数と収益を激減

させた例を見ても判る通り、やがては顧客の信頼を失い、製品は売れず、投資

は減り、従業員もいつかなくなった結果、没落の一途をたどることが明白だか

らである。 
 
【企業価値の判定基準の例】 
① 経営戦略・組織体制：ISO、個人情報保護法に定められた内容にある、マネ
ジメント適用の範囲、専門部署の設置と責任、現場、顧客から経営トップが

意見や苦情を聞く仕組みの有無 
② コンプライアンス対策のための組織運営内容：リスクを管理する宣言と担当
役員の設置、具体的行動を行うマニュアル・倫理規定・罰則などの整備と開

示状況など、法や株主、顧客や外部からの告発などを受けたときの具体的対

応内容の整備  
③ 社会貢献・顧客対応内容：環境報告書、エコ・PC マークなどの取得と活動
内容報告書の作成～開示（市民活動、温暖化ガス・廃棄物の把握状況、グリ

ーン購入の状況など具体的対処を含む）、各種 ISO などの取得運営状況、顧
客志向の各種活動と新製品へ VOC(Voice of Customers)を活かす活動と実態
など、 

④ 従業員対応：新入社員への PRと印象・認知度、定年退職・離職者の数と扱
い、待遇に対する取り組み、セクハラ、過労死対策など対処への相談窓口の

設置、小子高齢化に伴う介護・育児休業制度の状況、パート・契約社員・高

齢者・障害者の方々に対する雇用と対応、従業員・元従業者との待遇や労災

認定など法的な争いの有無、労働組合との交渉内容など 
⑤ その他の問題への対応：国際的対応と貢献内容、近隣地区への貢献内容と活
動内容、2007年問題への対応など 
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図2-3　各社のCSR対策 （2006年１月５日日刊工業新聞）

169
197

270

430

579

650

743

801

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

９７年 ９８年 ９９年 ００年 ０１年 ０２年 ０３年 ０４年

作成企業数（左目盛り）

（％）

３５

３０

２５

２０

１５

１０

５
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CSR対策に関する対策への関心の高まりと共に、
CSR対策内容を環境対策書に反映させる動きが
活発かしてきた
（調査対象2,524社中801社が載せている状況）
環境面だけでなく、社会・経済面も記載

する企業が増加中である

CSRに関し
　実施と回答企業は４９．７％

　現在、実施に向け
　　　　　検討中が　　３５．５％

キリンビール、サントリーなどは
CSRレポートに名称を切り替え
ている。
また、コニカミノルタグループ、
沖電気工業、山と運輸、新日本
石油なども今年度からCSRレポ
ートに改める動きがある。

本当に価値ある
企業活動とは？
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３，なぜ、不良だけが発生を許されるか？リスク管理の必要性 

（１）ハインリッヒの法則と人為ミス発生の関連 
 では、犯罪を除いた人為ミスの解析～対策の話しを進めることにする。余程

のことが無い限り、故意に人為ミスをしようと思ってする方はいない。だが、

人為ミスが起きている。この種の解析は後の項で大脳生理学の解析と共に解説

させていただくが、その前に、知っておくべき内容としてハインリッヒの法則

を解説することにする。 
 ハインリッヒの法則は国保険会社の技士の名が付け、有名になった法則であ

り、「顕在化した 1 件の問題の下には 30 件の問題が潜んでいる」というもので
ある。図 3-1に示すように、火事、環境問題、人的な事故（ケガ）、設備故障の
ほとんどが、この法則に近い状況で、ヒヤットやニヤーミスの中から、基準を

超えた時、問題として顕在化している。不良も同じ内容である。従って、リス

クと呼ばれるこの種の内容をいかに管理下において発生を防ぐか？というマネ

ジメントと活動がこの種の対策の要点となる（同時に、この原理は、安全にお

ける危険予知訓練や、TPM(Total Product Maintenance)という全員参画保全活
動の要点となっている）。 
 

図3-1　ハインリッヒの法則を用いた問題発生原理

不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・

基準

ヒヤット

不安

問題ゼロ
の状態

崩落

ハインリッヒの法則によると
統計的に過去の事例を集計
すると、ヒヤットの中の30件
に1件の確立管理基準を超え
た状態として問題が発生して
いる。従って、リスクを管理下
に置く活動が必要！

リスク評価　
＝発生確率
　　×事が起きた
　　　　時の重大性

 
 
図に示したように、物理現象として起きる問題はこのハインリッヒの対象と

なるわけでだが、ISO を中心に、リスクと呼ばれる起きる前に発生する問題を
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いかに潜在している状況をとらえ、対策するか？が課題となる。だが、この状

況は決して氷山の一角対策ではない。氷山は崩しても、崩しても小さな問題が

水面上に出てくるからである。ハインリッヒの法則は砂山のようなものである。

図 2-1 の右に示すように砂山の下を崩して発生を防止する対策を取ることが決
めてとなる。また、このためにはリスク＝発生可能性×事が起きたときの重要

性を事前に把握した対策が重要になる。 
2003年 12月の暮れ、スマトラ沖地震が起きた。不幸なことに世界人口の 4%
弱の方々が短時間に亡くなるという惨事だった。地核変動によるものである。

この種の内容は、残念だが、「致命的だった」という表現となる。過去、津波の

経験を言い伝えとして残していた民族は山に逃げ避難を逃れた。過去の教訓が

生かされたわけである。だが、波が沖へ引く事態に危険を感じなかった多くの

人々は沖へと歩いて行った。また、この様子がテレビに映し出されていた。こ

こでも、筆者を始め、知らないということの恐ろしさを目の当たりにしたわけ

だったが、津波に飲み込まれる様子は何とも言いようのない悲劇だった。最初、

「発生確率は極めて少ない地域に発生した」という内容が報道されたが、その

後「計測装置がないので発生可能性は不明！」という内容に変わった。その後、

日本の経験を生かし、チリの地震が太平洋を超えて日本に及んだ例、環太平洋

で得た経験を活かしてスマトラやインドなどに観測装置をつけ始めたところ、

予想以上に地震発生確率の高い地域であることが判ってきた。スマトラ地震の

リスクはもともと高かったのだが、管理下においていなかったことが、地震を

事前に察知できず悲劇を招いた教訓とされる事件である。 
このようにリスク管理は問題発生を防止する上で欠かせない手法だが、一般

に、環境問題、人身事故対策に当たってはリスク対策を重視する。だが、やり

直しが効くものが多いせいか？多くの企業では品質問題を許してきた経緯があ

る。この種の企業の多くは、『標準化＝不良を出さない最良の方法』ということ

考えは少なく、設定したのだが、ほこりをかぶった状況や、逆に、ファイルさ

れている標準書ファイルを開いた形跡がない標準化の管理、活用状況をしてい

る例を多く見るからである。本来、『標準化の遵守は不良発生防止の原点』のは

ずである。だが、実際には、ISO9001 の認証を受ける手続き書類として作成す
る程度の企業は多い。この種の企業では、当然、不良発生が止まらず、いろい

ろな活動はするが ISO標準化→USO（ウソ）となる。ここでは、標準化された
書類はあるが、実務上では、現場のものづくりの管理ポイントを記載も遵守も

なされていないわけだから不良撲滅と標準化は関係ない活動となっているわけ

である。ISO9001 の標準化の追求を放置してきた例である。そこで、この種の
企業には、是非、ここに記載した考え方で、標準化の内容の見直しと共に、活

用の徹底をお願いしたい。 
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（２）GE６シグマに見るリスク管理～対策と不良対策の成果 
では、各種問題の例はこの程度として、リスクを管理下に置くことにより、

顧客志向の品質改善を図り、企業収益を大きく伸ばした GE 社の 6 シグマの活
動結果を紹介し、不良発生をさせない対策と効果を紹介することにする。6シグ
マに関する手法の詳細は他書に譲ることにして、ここでは、GEにおける 6シグ
マにおけるリスク対策の要点を紹介することにだけにしぼることにする。図 3-2
はその内容である。この取り組みは、前 GE 社の会長である、有名なウエルチ
氏が採った策である。その結果をウエルチ氏は図 3-3 のグラフと共に紹介して
いる。 
ウエルチ氏によると「’95年まではいわゆるリストラという企業の構成、すな
わち、①売れない製品を止め、特徴のある売れる製品に特化する。②間接部門

をものづくり中心の観点から見直しスリム化する。同時に、③大きな会社を小

回りの効く会社に変貌させる、という 3点だった。だが、’95年以降の収益増加
は 6 シグマだけよるものである。ここには、不良の発生を許さない取り組みを
進めた内容があった」というものだった。だが、この言にここまで解説した内

容の全てが言い尽くされているように思う。 
また、具体的対策は、①新製品段階に DR(Design Review)を徹底する方策を
始めとして、②製造工程の管理原価厳守の責任を製造トップの責務とし、もし、

不良が出ればボーナスの 40%を自動的にカットするというものだった。この規
則は管理職のボーナス・カットが目的ではない。 

 

図3-2　ＧＥ・６シグマにおけるリスク対策の要点

１、顧客について考え、顧客のことについて話し合うこと
２、顧客が会社をどう認識しているかを評価し続けること
３、顧客の利益になるように、優先すべき問題を解決すること
４、親切の価値が経済価値以上の状況では、顧客に屈服するか、妥協するか、付加価値を
　　与えること
５、不注意な間違えやまずい処置をした真実の瞬間を誠実に直し、不当な扱いを受けた客に
　償いをすること
６、不満足な顧客や特別な要求を持っている顧客の状況をいやそうとする場合には、
　　「どんなことでもする」方針に従うこと
７、ｻｰﾋﾞｽの質を守るためには、システムを再設計し、資源を再展開し、それを阻害する場合
　　には排除すること

顧
客
ニ
ー
ズ
の
把
握

１、内部での失敗　→　再発ゼロの対策を求める
２、外部での失敗　→　同上の対策
３、コントロール／検査　→　検査は検死官の役目しかない。工程で品質を造り込むこと
４、遅延　→　待たせて良い印象は得られない
５、用意／準備　→　顧客に苦労させる製品の使用方法は改善すること
６、移動　→　ｽﾋﾟｰﾄﾞを競い生産しても、不良を出すのは意味が無い。ｽﾋﾟｰﾄ゙生産しても
　　　　　　　　不良が出ないﾌ゚ ﾛｾｽを確立することを先行せよ！
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ベストカンパニー　　　　　　　　　３．４６

　PPM管理企業　　　　　　　２３３５

　TQC活動企業　　　　　６，２１０４

　抜き取り検査　　　　６６，８０７３

参考となるレベル　100万個中不良数σ

超一流企業
を目指す活動

①　新製品開発段階から
　　　科学的に不良ｾﾞﾛ化を
　　　　図る対策を図る。
②　製造工程で管理限界を
　　厳しく定め、守り欠陥
　　ゼロ生産を実現する。
③　徹底的な顧客重視の

　　製品づくりに集中する。　

①　新製品開発段階から
　　　科学的に不良ｾﾞﾛ化を
　　　　図る対策を図る。
②　製造工程で管理限界を
　　厳しく定め、守り欠陥
　　ゼロ生産を実現する。
③　徹底的な顧客重視の

　　製品づくりに集中する。　

絶大な
　成果

１００

５０

０
‘７０　’７５　‘８０　’８５　‘９０　’９５　‘９８
　　　　　　　　　→　　年

92.9

65.7

43．0

23.4

15.15.1
3.3

純
利
益　
　
　
　
　

億
＄

　図3-3　米国GE社に見る６σ適用効果の内容  
 
管理者自ら先頭、指揮して不良を出さない取り組みを促す内容である。「ライ

ンの長が本気にならないで不良をゼロ接近させることなどあり得ない」という

考えに基づく内容の実践である。最後の③は、「失業率 5%を維持する」という
内容である。筆者のように米国に住んでいたものなら判るが、この内容は自然

退職 1.5%＋3.5%を意味し、「標準通りの仕事をしない者はテロと同じである。
従って、検察官を巡視させ、製造現場だけでなく会社から出っていっていただ

く」という内容である。GEに 3年も努めれば高給で他社が雇ってくれる。「GE
は他社より給与もはるかに高く、常に入社希望者が殺到しているのだから、5%
の方々を辞めてもらい有能な人材に入れ替えた方が良い！」という環境がこの

方式を実務的に運営する背景となっているわけだが、この内容をご覧願うと、

“徹底”という 2 文字が大きな意味を持つことがご理解願えるのではないだろ
うか？「お客様には、企業の論理である 0.000001%は良い企業！であっても、1
つの購入製品の不良の損害は 100%以上である」という顧客志向の実践に基づく
内容である。皆様には、標準化の設定と活用がいかに 6 シグマ運用の上で大き
な内容であるかをご理解願いたい。 
 
（３）リスク評価の実際 
リスクを管理下に置くということは安全（ケガ）の対策だけではなく、環境

問題の回避、不良発生の防止の上で極めて重要な対策である。そこで、リスク

の評価の設定～現場へ出て、実際に現地視察を行い、また、過去の問題、危険
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性の高い場所や仕事が存在する箇所をチェックして改善を進めた結果、安全面

で大きな成果を得てきた、日本の優良企業の取り組みと事例を紹介することに

する。まず、この企業 S 社におけるリスクの評価だが、次に示す内容を基に自
社なりのリスク評価を設定してきた。 
【リスク評価の基準】 リスク＝発生可能性×事が起きたときの重大性 
Ｐ(Probability)：発生可能性          S(Seriousness)：事が起きた時の重大性 
５：必ず発生する          ５：問題が発生したら致命的 
４：発生可能性は極めて大きい    ４：かなり影響は大 
３：五分五分            ３：影響はある（許容はできる） 
２：ほとんど起きないだろう     ２：あまり影響はない（無視できる） 
１：全く起きないと考える      １：影響は全くない 
リスク対策に当たっては、地震におけるハザードMAPに当たるものを作成し、
工場における問題箇所の明示と共に、予防策を立てることが要点となる。この

ようなことを S 社では行ってきたわけだが、図 3-4 に示したが大きな成果を得
た要因だった。過去、S社でも安全対策は熱心に行ってきた。だが、事故発生は
皆無ではなかった。なお、S社の新たな取り組みは経営トップ交代と同時に、従
業員の安全を重視する形で行われた。また、そこでは、問題が起きてから対策

する方式ではなく、最初からリスクを犯さない方式を目的にリスクがある箇所

の明示と対策を図った方式に変えたわけであった。その結果、成果は見事な内

容となって現れたわけだが、要は、不安・ヒヤット対策を進めた結果、1年後に
はケガ・ゼロを実現、その後もこの状態を維持してきた。この内容は米国のデ

ィポン社他、多くの企業でも見ることができる。要は、この種の企業において

は、トップ方針を具体的に行動に移す手段としてリスクを評価、管理化に置き、

ヒヤット段階の課題を崩してきたわけだが、この内容は、先に示したハインリ

ッヒの法則そのまま適用した例であり、成果である。 
 図 3-5 に示すように、火事も同じだが、最近、町に見る消防庁の標語のよう
に「防火に勝る消化無し！」とされている。火事を消して褒められるのは消防

員の努力だけである。たとえ褒められても消防員はうれしく無いそうである。

火事は起こさないことが基本である。万一起きても、小火と呼ばれるヒヤット

段階で、事前準備しておいた消化策を使って早期に火消しをして、問題発生時

点で問題を無くすことが要点である。 
 以上、先に解説のように、この対策は安全対策だけでなく、環境公害対策、

設備故障や不良発生防止対策にそのまま適用できるし、また、そうすべきであ

る。その理由は、「同じ発生メカニズムを持つ不良だけが多少なら発生しても良

い」ということにならないからである。 
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図3-4 Ｓ社における安全対策の取り組み
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労働災害件数（年） 「トップの思い」：事故が減らない、という現実！

　安全で働きがいのあう職場を従業員に提供する
ためにも、労働災害をゼロにしたい！（1999年１１月）

危険度を先取りするリスクアセスメントに注目
2000年４月にはSSS2000と名づけた安全ｼｽﾃﾑ
の稼働を開始した

「危険度の頻度」「ケガの可能性」「けがのひどさ」
という３つの局面から、作業内容を細かく分析し
要因を洗い出し評価～対策へ向ける方式　　

業務続行禁止Ｅ：耐えられないリスク

リスク低減まで業務再開禁止Ｄ：重大なリスク

リスク軽減措置を期間内に実効Ｃ：中程度のリスク

管理維持、」監視をするＢ：許容されるリスク

措置不要Ａ：繊細なリスク

　　　　　措　　　置　　　リスクレベル

苦
労
し
た
点
と
得
た
点

①　生産現場は文章を書くことが
　　不慣れな人々が多いので、リ
　　スクアセスメントは負担になっ
　　た。だが、トップ層の熱心な
　　繰り返しで、この問題は解消
　　へ向かった。
②　従来はボトムアップを期待し
　　た活動が中心だったが、今回
　　のトップダウン方式は早く、徹
　　底がなされる。
③　休憩スペースが安全対策に
　　関与する、という本音の提案も得た。

リスク対策

へ切り替え

 
 

　図3-5　事前検討対策と事後対策問題の重要性

思想：①備えあれば憂い無しの考えが重要
　　 　　②火災、安全（事故）、環境・公害対策、品質や

　　　　　　故障問題はヒヤット対策（危険予知）と共に
　　　　　　予防が一番大切である。
　　　　③リスク対策は予防策と緊急時対策に分けて準備が必要！　

思想：①備えあれば憂い無しの考えが重要
　　 　　②火災、安全（事故）、環境・公害対策、品質や

　　　　　　故障問題はヒヤット対策（危険予知）と共に
　　　　　　予防が一番大切である。
　　　　③リスク対策は予防策と緊急時対策に分けて準備が必要！　

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

起こった問題は解析、記録して
早期解決手法に改変させる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

予防対策

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼

 
 

 19



４ 人為ミス発生メカニズム解析 

 人為ミスの解析は、リスクを顕在化することと、その発生のメカニズムを解

析して原因を除去する点にある。また、この対策のためには、物理現象を解析

し、原因と結果の関連を明確な形で物理現象として解析することが重要となる。

そこで、この解析のイメージを図化すると図 4-1 のようになる。要は、人為ミ
ス対策に当り、「手順の中にミス発生防止の要点がある」という内容に絞り、事

実の確認を図った後、原因を除去する対策を取ることが重要となる。また、こ

こには、必ず、問題を起こす危険性や起こした方がおられるので、それと比較

するにはNASAで開発された図 4-1の PA(Problem Analysis)法を解析に併用す
ることが有効である。 
 

図4-1　人為ミスを防ぐためのメカニズム解析の要点

原因 結果

火の存在
木が燃える

煙がたつ
　　↓
　燃える

問題の発生原理とメカニズム

事実情報

データー

物理現象と

して証明する
＋

原
理
図
の
イ
メ
ー
ジ

どの程度？

どこで？

いつ？

なに？

③＝②と①を比較して、

①の側が持つ特徴

②　起こっても不思議でないのに
起きていない対象

①　起こって

　　いる対象

　質　問

 
 
 次に、PAと共に活用する事実分析の大切さについて解説することにする。先
般、医者の指示で薬剤を提供する医局のミスを解析した例が、ある番組で放送

されていた。関係者の討論（ブレーン・ストーミング）結果は、「①薬箱の文字

が小さいので見間違える。②色などで置き場を表示しないと、忙しい時、箱や

枠を間違える。③注意書きと共にダブルチェックによる確認を怠る方がおられ

るので、決めたことの徹底を図るため、過去、問題を起こしたところや起こし

そうなところは注意書きを示す。」と言った対策を考え、実施した内容が示され

ていた。だが、「こうしても人的ミスが減らなくて困っています。・・・人間だ
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から」という内容だった。 
番組関係者はこの結論を見て、「この種のアイデアは一見本当に見えるが事実

の確認がない」としていた。この番組では「本当に薬毎に設けられた表示を見

ているのか？」を疑ったわけだが、関係者は、事実を見るため、早速、アイ・

カメラを用いて「実際にどこの何を見ているか？」を調査する行動に入ったわ

けである。その結果、薬剤師が薬を選ぶときに、表札は見ていないことを“事

実”として捉えた。また、薬剤師の方は仕事が慣れれば慣れるほど薬箱に入っ

た薬そのものを見る傾向が強いことまでつかんだ。加えて、忙しくなるほど、

この状況は多くなっていた。そこで、この事実を関係者に見せると「なるほど、

よく考えると、そうしています」ということだった。正直な方々の集まりなの

で、この事実をスムーズに受け入れた発言だった。このことは、先に記載した

事実の確認と問題発生メカニズム（原理）そのものを意味する。すなわち、「慣

れということ、習慣という行為の繰り返しで、やがて薬が入った箱の表札を見

ていると思っていたという勘違いしていたという事実である。このため、人為

ミスゼロ対策検討会では事実とかけ離れた答えを産み出してしまった」と現象

である。 
この例は「専門家に状況を聞けば事実が判る」と考えてしまう問題解析法に

誤りがあるいう内容を明示している。また、この例では、事実が明確になった

途端、対策案は大きく変化した様子を示している。対策が次のようになってい

たからである。①薬が外から見えない箱にする。②表示を大きく示す。指差確

認する。③引き出しを引いて取り出した薬はパソコンから出た写真の横に置き

ダブルチェックする、という内容である。加えて、レイアウトを改善し、取り

易さや歩く距離を改善したり、薬の置き場を取る頻度に合わせて改善し、①～

③を確実に行う対策を適用していた。なお、このような対策で、人為ミス対策

はゼロになったという状況も示されていた。この事例を見て、①事実確認の大

切さと共に、②手順を追ってヒヤットの確認を図るべきこと、③問題の発生メ

カニズムを明確につかんだ後に対策案を考えるべきことが人為ミス撲滅の根幹

になることを、筆者は強く再認識したわけだった。 
 ここで筆者が「強く再認識した」と記載したことには理由がある。そのわけ

は、ある企業における梱包ミス対策を済ませていたたからだった。なお、その

前に、筆者の取り組みではない図 4-2、ある企業が発表小集団活動による人為ミ
ス対策を示すことにする。「活動期間を 6ヶ月と決め、ブレーン・ストーミング
によるアイデア検討を進め、ようやく半減に近づけた」という例である。この

例は、ある発表会で賞を狙って発表したひとつだが、この時、司会をしていた

筆者も同じ対策をある企業で進めていた。その取り組みは、アイ・カメラまで

は使わないが、作業内容、特に、ビデオで、梱包作業を行う作業者の目と仕事
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の手順を動作分析という手法で追う対策だった。先の発表では 1 名全く梱包ミ
スを犯さない方がおられるが、筆者のケースでは 2 名おられた。筆者取り組み
の内容は図 4-3である。 
 

図4-2　Ｘ社の梱包ミス対策方法（小集団活動による対策）

　まとめ

効果確認

対策検討

要因分析

目標設定

現状把握

９月８月７月６月５月４月

計画 実績活動計画

　　２５　　　９　　　５　　　７　　　４合計

　　　２　　　２Iさん
　　　０Ｈさん

　　　５　　　１　　　１　　　２　　　１Ｇさん

　　　４　　　１　　　１　　　２Ｆさん

　　　４　　　２　　　２Ｅさん

　　　４　　　２　　　１　　　１Ｄさん

　　　１　　　１Ｃさん

　　　４　　　２　　　２Ｂさん

　　　１　　　１Ａさん

合計　３月　　２月　１月　１２月

個人別ミス発生状況

フムフム

計画通り！

・ピッキング台車の
　５Ｓが悪い！
　・確認方法が
　　個々に違う
　・ピッキング中
　　話しをすると
　　忘れる。
　　・棚が狭い
　　　・棚の表示が
　　　　みにくい・・・・・　

精力的に対策だ！

ピッキング台の
　整理・整頓

梱包中は
　話しかけ
　　　　禁止！

棚幅は改善！
棚の表示改善！
・・・・・・・
全てのアイデア改善！　　　

大成果

対策後は
　半減です！

更なる努力を
　続けます！

 
 

　　２４　　　９　　　４　　　６　　　５合計

　　　０　　　Iさん
　　　０Ｈさん

　　　４　　　１　　　１　　　１　　　１Ｇさん

　　　４　　　１　　　１　　　２Ｆさん

　　　３　　　１　　　１　　　１Ｅさん

　　　４　　　２　　　１　　　１Ｄさん

　　　２　　　１　　　１Ｃさん

　　　４　　　２　　　１　　　１Ｂさん

　　　３　　　１　　　１　　　１Ａさん

合計　３月　　２月　１月　１２月

図4-3　事実分析による梱包ミスゼロ対策内容

ビデオ撮影で
　実態調査
　　同時に関係者に
　　　過去の失敗内容
　　　　聴取（ヒヤットも）

Ｘ社は半減！

今回のＹ社はゼロ

対策実施~適用

Ｙ社の梱包ミスの状況

この２名の方は
常に不良ゼロの
　仕事だった。
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①指示票持参

　　指差確認！

②効率

　搬送の

　　工夫・数多

③再度、確認

　　　　（ダブル・

　　　　　チェック）

④問題は

　　起きそうな時とらえ

　　　　方法改善

⑤常に危機意識

　　を持ち活動！

ベストウエイを標準化

　　　遵守・徹底

ＺＤそのもの見事な効果！
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問題の無い方の仕事の手順をビデオで追うと、リスク対策をチェックポイン

トとして、間違えを犯さない手順を守っているから梱包ミス今までゼロだった

ことが判った。ベストウエイ（最良の手順）である。この方はベストウエイを

つくり、遵守していたわけだった。これに比べ、他の方々は不安が多い内容だ

った。しかも、間違えゼロの方は、部品確認やダブルチェックのために使った

時間を改善するため、製品搬送面で細かな工夫をしていることまでが判った。

歩いて部材を集めるルートの工夫、また、運搬に際して台車の積み方、多くの

部材を 1 度に運ぶ工夫などがされていたわけである。そこで、この優秀な方の
このベストウエイを標準化し、現場で、全員が標準化を守れ、完全に習慣とな

るまで、その他の方々を訓練した。その結果、筆者が先の図 4-2 と同じ問題テ
ーマである梱包ミス対策は、この発表会が開催された時に、すでに 8 ヶ月を過
ぎていた時もゼロの維持をしていたのであった。この例も、事実分析とブレー

ン・ストーミング方式の差は大きいことを示す内容である。 
 では、ここで作業手順をどのように追いかけるか？といった分析手法を紹介

することにする。工程分析の活用である。抽象論では効果が少ないので、演習

問題を例示し、不安、ヒヤットの探り方を示すことにする。 
 
【演習問題】シールド板組立作業：現状分析用 
 ベテランの作業者 Aの作業を紹介することにする。彼は、右手 2m先にある､
大きさ A5 版の銅板（煉瓦色の用紙を使う）を取りに行く。12 枚取れば充分な
のだが、目分量で 20枚程度を取り上げた。その後、2m歩き､作業台に戻り、検
査しながら机の上に 3×4＝12枚並べる。その後、手元に残った銅板を、先の銅
板置き場まで 2m歩いて戻す。次は A5サイズの黄銅版（青い用紙を使う）置き
場に 1m移動し、先の銅板同様に 20枚ほどを取り上げる。黄銅版置き場から作
業台までは 2m であるが、取り上げた黄銅版を A 氏は作業台へ持ち込んだ後、
先の銅板の上に黄銅版を検査しながら並べる作業を行う。ここで、また、黄銅

版は必ず残るので、黄銅版置き場へ 2m 歩き､戻した後、2m 歩いて作業台に戻
ってくる。 
 ここからが組立作業である。まず、A 氏は２枚ずつ重なった板を 1 組づつと
りあげ、机の角に十文字に重ねてゆく、これは後で取り扱いをやり易くする前

準備である。それが終わると、眼鏡をかけ、0.1mmという誤差以内に納めるよ
うに重ね、鋲打ち機（ホッチキス）で 4 角を止める。止めた後、鋲打ち機を机
に置き、今度はスタンプの近くに置いてある印を押す。この目的は上下を間違

えないように次工程に指示するためのものである。このような手順で 12枚の鋲
打ちが終わると、次工程にあるボックスへ 12枚（ワンセット）を運ぶ、移動距
離は 2mだが、終わると、概ね作業台付近に 2m戻る形で､先の銅板へと向かう
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が、ここからは、先の仕事の繰り返しとなる。 
 条件：①最初から組立てられた製品を買ってくる、または、一行で「改善案

は自動化・ロボット化する」という案は却下します。あくまで、こ

の板をつくる企業として改善案をつくって下さい。 
    ②現在 12枚ワンセットにしていますが、この制約はありません。 
     なお、現在、1日の生産量は 800枚､不良が 10%もある状況です。 
    ③レイアウトなど変更は自由です。徹底的にムダ排除をして下さい。 
 
分析内容は表 4-1となる。工程分析は人の作業を分析する場合、 
○ ：正味（付加価値がある仕事）、→：移動、▽：手待ち、□：検査 

の記号を使って行う。この手法は IE(Industrial Engineering)という作業分析・
改善手法として有名な手法であると同時に QC 工程図の名のもと品質保証を証
明する分析法として用いられてきた手法である。この手法を用いて分析すると

作業改善面と同時に、作業上、多くのヒヤットが分析される。分析されれば、

後は対策となるわけである。是非、皆様には、現場作業を実際に分析する中か

ら不安・ヒヤットの中から危険度の高い要因の対策をお願いしたいと考える（ブ

レーン・ストーミング方式でなく現場、現実の観察でこの分析を願う）。 
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 シールド板・組立作業工程分析結果(改善前) ＋ 改善の要点 
Ｎｏ 作業内容 距離 正味

○ 
移動

⇒ 
手待

▽ 
検査

□ 
改善点の記入欄 

 1 銅版置き場へ行く ２ｍ   ⇒   
 2 銅版を取り上げる  ●    
 3 作業台へ戻る ２ｍ  ⇒   

①銅版は作業台へ移動し

て省略。同時に取り上げ

る際のスリキズ対策の要 

 4 検査しながら並べる 
 ３×４＝12枚 

 ●   ■ ②両手同時取り上げと治

具でスリキズゼロ化対策 
 5 銅版置き場へ行く ２ｍ  ⇒   
 6 黄銅版置き場へ行く １ｍ  ⇒   
 7 黄銅版を取り上げる  ●    
 8 作業台へ戻る ２ｍ  ⇒   
 9 検査しながら並べる  ●   ■ 
10 黄銅版を戻しに行く ２ｍ  ⇒   
11 作業台へ戻る ２ｍ  ⇒   

③銅版の隣に黄銅版を置

けば移動は不要(省略) 
品質対策は上と同じ 

12 十文字にならべ四隅を

揃え、鋲打ち・スタン

プ打ちをする 

 ●    ④治具を製作で揃えた時

に生じるズレのゼロ化も 
⑤鋲打ちスタンプ同時化 

13 次の作業台へ運ぶ ２ｍ  ⇒   
14 作業台へ戻る ２ｍ  ⇒   

⑥次工程の置き場をこの

工程の置き場と統合する 

合計（1日 800枚 1割不良） 17m ５ ９ ０ ２ 正味率は 5÷14＝37% 

 【現状の作業レイアウト】 
               作業台            銅版 
                               置き場 
次工程置き場 
                              黄銅版 
                              置き場 
            作業者 
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５ 大脳生理学と人為ミス発生メカニズム 

（１）ヒューマン・エラーと大脳の活動プロセス 
 リスク分析が進み問題が明確になると、次に問題になるのはそれを扱う人の

側の解析となる。この面には多くの研究がなされてきた。また、その結論は奇

妙に一致している。そこで、図 5-1 に要点を示し、以下、大脳生理学に基づく
解析を紹介することにする。 
 

図5-1　世界の専門家が示すﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策の要点　

問責の決議 訓示と叱咤

　　日本における多くの事故調査のあり方
「ﾐｽをしたのは誰だ！」と責任・刑罰論優先で解析する。

欧米を中心とした、有効・科学的な原因分析・再発防止対策

①　事前にどこかの段階で事故になる要因を
　　除去できなかったのか？　
　　　　　　　　　　　　　→　事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
②　事故にはどれだけの要因がからみ
　　　あっていたのか？　→　原因の分析
③　現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
　　　　　　　　　　　　→　前提や環境条件の確認

①　事前にどこかの段階で事故になる要因を
　　除去できなかったのか？　
　　　　　　　　　　　　　→　事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
②　事故にはどれだけの要因がからみ
　　　あっていたのか？　→　原因の分析
③　現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
　　　　　　　　　　　　→　前提や環境条件の確認

事例の解析

科学的解析
参考書

①黒田勲監修「航空心理学入門」鳳文書林1977年
②正田亘著「安全心理　人間心理より見た事故防止策」
　　技術評論社1981年
③野間聖明「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ安全人間工学へのｱﾌﾟﾛｰﾁ」
　　毎日新聞社　1982年
④橋本邦衛「安全人間工学」中央労災防止協会1984年
⑤F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を中心として」
　　　成山堂書店　1991年　　など

 
 
 ここでは、人間の側に立ち、この種の解析を進めてこられた故・橋本博士の

解析を中心に、ヒューマン・エラー発生メカニズムという局面から人為ミス発

生の要因と対策の方向を探ることにする。なお、ここで注意すべきは「ヒュー

マン・エラーは仕方がない」と考えるのではなく、皆様には「内容を解析し、

知恵と工夫でクリアーさせる」という努力と考え方をお願いしたい。 
つまらない例だが、筆者がこの仕事を始めた頃、企業研修に行くときホテル

に眼鏡を忘れたことがあった。眼鏡をかけ始めた頃だったので、また、4万円も
する高価な眼鏡をつくったため、早速ホテルへ電話した。ホテルへ電話をした

理由は、研修後に、忘れた眼鏡に気づき工程をたどる（工程分析）中から危険

域を見出したからであった。ホテルに電話したところ、また、部屋の No.をメモ
していたので眼鏡が確認できた。ここで取りに帰ったわけだが、結局ムダなこ

とだが、1時間と 3,000円のタクシー代を浪費した。その時、財布に残りの金が
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なく、夕飯なしで帰宅した悔しさを今も記憶している。これ以降、筆者はホテ

ルの部屋を出る時、必ず指差確認を音声込みでやっている。安全対策の基本だ

からである。以降、自慢にはならないが、18 年間ホテルでの忘れ物は皆無であ
る。先般、ある企業でこの話しをしたことがあった。品質改善、人為ミス対策

の研修会だった。2日間の研修で翌日のこと、品質保証部の部長の方とホテルを
出たが、「しまった」ということが起きた。眼鏡を忘れたのだった。幸い、工場

とホテルが近かったのでホテルの方が届けてくれたが、大変な反省をしておら

れた「失敗から学ぶ」という言葉がある。以降、この企業では、この部長の方

が熱心に活動され人為ミス対策を大きく進めた。 
この例に見るように 
① 起きる確立は違っても人により人為ミスの差は無い。 
② 手順の中にミス発生要因が内在しているので、チェックが必ず必要である。 
③ 誠意で事を進める中でヒューマン・エラーが発生するのは大脳の指令による。 
というわけである。 
そこで、ここでは、人の側に立ち、③番目の大脳生理学の解析とヒューマン・

エラー対策の要点を紹介することにする。では、人は物事や事象をどのように

脳内で判断し、行動に移すのであろうか？大脳生理学者の解析結果を見ると図

5-2のようになっている。 
 

図5ｰ2　人間の情報処理過程とヒューマンエラー

感知反応

知覚反応

認識反応

判断

意思決定

動作計画

活動開始

外部情報

活動結果

入力エラー
　・認知のミス
　・確認のミス

翻訳エラー
　・判断ミス
　・決定ミス

出力エラー
　・指示のミス
　・動作のミス

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

光を

感じる

黄色と判る

注意と思う（認識する）

まわりを確認する

ＯＫ？

感知～活動の例

ブレーキを踏む
　　安全確保

まだ大丈夫と
　　判断する

危険事態発生
　　事故

 
 
ここにも工程分析で手順が解析され、不安点が記載されるという手法が用いら
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れているわけだが、この内容を見ると、人の頭の中は正に ITのような情報処理
システムが作動していることが判る。人は目とその他の感覚機能で事象や物事

を捉えるが、予測に基づく行動が主体になるそうである。P-D-C システムを古
代から持ち、このことが危険性の防止や活動の効率化に大きく関与してきたと

されている。いずれにせよ、ここで認識ミスが発生する可能性がある。 
次に、判断ミスという危険域に入る。「思い違い」という事象であるが、自分

の過去の経験や今までの流れから判断を下した結果ミスを起こすという内容で

ある。そして、最後に行動となって情報処理の結果がアウトプットされる時に

ミスを発生させる現象がある。よく、交通事故で「アクセルとブレーキを間違

って踏みました」という例があるが、この例は、言い逃れは別にして、やって

はいけないと判っていながら、とっさに本人の意思とは逆の行動をしてしまう

という例である。この種の行動はこの例である。ここで大切なことは、工程の

途中で、正しい情報を得て、また、何らかの正しいチェックがなされているか

否かということになるが、この種の情報処理が慣れてきたり、疲れる、心配ご

とがあるといった、身体、精神的な作用と共に集中力低下という形態と共にミ

ス発生が増大することが大脳生理学による人為ミス発生メカニズムと共に明確

になっている。 
 

図5-2　NC加工、航空機の操作ミス発生状況

　「従来は作業者のハンドルやレバー操作に機械の動作がフードバックされたが、
ＮＣになってから、主にソフトキーによる駆動部の設定が主になり、指先の関節

の動作だけであるため、身体にフィードバックがないため、ミスや作動の実感が
薄いことが、問題の要因になっている。」と、専門家は見ている。

◆　新人はミスに気づかない。

◎　ベテランはキーミスをしても
　　プロセス中のどこかの過程
　　で、ミスに気づく、ということ

　　がアンケートされている。　

結論；物理現象と解釈最近の航法装置
はﾃﾞｽﾌﾟﾚｲ使用（IT活用）（ボーイング747-400等）

では、この種の問題は対策済みである。

日本航空４１１便
サハリン接近事件　嵐を避けるため自動→手動
　　　　　　　　　　　　　　へ切り替えたが、対処後忘れた

こ
の
内
容
は

　

航
空
機
事
故
の

　
　
　

デ
ー
タ
ー
に
類
似

キー操作ミスの状況（２０４名）

６ヶ月未満 ６ヶ月～１年 １～３年 ３年以上

67.2% 70.6% 71.1% 70.42%

【主要なミス】 ：マイクロメーターの読み違い、原点設定での計算違い、試加工で仕上げ分逃し忘れ

70%
ミ
ス
発
生
状
況

 
 
「それならミスを犯さないように自動化すれば良いではないか？」という考え

方がある。確かに、これはこれで効果が大きい方策である。だが、自動機を人
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が使う場合、最終的にはミス発生の是非は人に左右される。この状況を図 5-2
に示すことにする。この調査の上半分は機械加工、NC化に伴うヒューマン・エ
ラー発生の状況を示したものである。この解析を見て判ることは、「ベテランは

ミスが少ない」と思われ勝ちだが、実態はそうなっていないと、人は慣れてい

る仕事でもミスをするという実態があるからである。だが、ベテランはミスが

少ない。その理由は、この仕事の場合、「早期にミスを発見し対策をする術を知

っているから、実際には大事に至らせない」という調査内容だった。 
更に、このデータは航空機の製作で有名なボーイング社が全く同様な内容を

報告している。90年から 10年間程のデータである。何と事故の 70％近くがハ
イテクを駆使した航空機で発生しているという内容だった。また、この報告に

は、「どのように技術が進んでも最終的に、安全対策と管理は人の手にゆだねら

れている」という記載があった。人は安全になればなるほど危険を感じなくな

り、危険を犯す領域に入って行くから危険度が減らないという報告である。同

種報告が他にもある。米国の調査だが、「自動車事故の対策に対しブレーキがよ

く効く車をある州だけに提供し、他の州と比較した」という内容だが、旧型ブ

レーキと新型ブレーキ装着の車事故はそれほど差が無かった。その理由は、「設

備的に安全と考えたのでもう少し無理をしても大丈夫と思った」という答えが

新型ブレーキ装着の運転者から返ってきたからだった。これも、より安全な装

置をつけると、人はそれに頼り、過去の安全域を超え、無理をするという傾向

を示す内容である。鉄道事故でも同種事例がある。 
図 5-3がその状況を示す一例である。実は、鉄道事故の場合、1962年常磐線

三河島事故で 160名の死者、これに続き、1963年横須賀線鶴見事故で 161名も
の死者を出す大惨事が続いた。このため、徹底的な調査と共に、大きな投資を

して、中央管理室による列車運行の中央統制管理対策がなされた歴史がある。

当然この中には、各所の作業ミスをアラームで報せるシステムは完備していた

し、安全対策に対する指示、教育はなされてきた。だが、この事故は起きたの

である。この事例では、「リレーの種類を取り付け間違いした」という、極めて

初歩的な内容だが、問題は「中央管理室にアラームが出ていたにもかかわらず、

図 5-3 が起きた」という点であり、関係者がその警告を無視したことがこの事
故には関係していた。この例は、この教訓を通し、「どのように、安全を守る環

境を整備しても、また、守るべき手順を無視すれば事故は必ず起きる」という

実態を示している一例とされた例である。 

当然、今なら、この種のミス防止のため、リレー差し込み口をパソコンの結

線に見られるように、「決められたリレーしか取り付けられない構造に変更すべ

きだった」という内容になるが、その前に、この事故の場合、この種のポカヨ

ケ対策前に、人が決められた手順の遵守を図るべきであり、仕事の結果を確認
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すべきであることを示している。即ち、人命をあずかる仕事においては、事前

にリスクを想定し、①『指差確認』、②チェックリストを活用した確認、更には、

③人を代え行うダブルチェックが必要なのである。もし、この種の行動が出来

ないほどレベルと意識の低い方々にこの種の仕事を任せるのであれば、当然だ

が、中央管理室には、アラームが出ている状態では列車運行を停止する処置を

行う強制ポカヨケの設置が必要になる。また、まず、この種の仕事はどのよう

に経験を持つベテランと言えども、チェックリストとダブルチェックが欠かせ

ないことを意味する。また、この対策こそが、大脳生理学的に判断ミスを防ぐ

初期段階の対策である。 
 

図5-3　（1986年）　静岡県清水市、国鉄東海道本線
　　　　　　興津駅構内の脱線事故（乗客350名）の状況

事故の状況：　開いていなければならないﾎﾟｲﾝﾄが閉じられていた。その原因は
　　　　　　　　　静岡県通信区4名がﾎﾟｲﾝﾄや信号機を制御するリレー器交換作業
　　　　　　　　　の際、「有極リレー」を設置すべきところを「線状リレー」と間違えた、
　　　　　　　　　ことが直接の原因であった。

←有極リレー
加えて：オレンジのランプが点灯していたが、担当職員はその
　　　　　　色に気が付かなかった。疑問も感じず、ﾎﾟｲﾝﾄの状況の
　　　　　　点検をしなかった。　

問題は２つあるわね！
①　リレー作業時にリレーを間違えた！
②　中央制御盤を担当する職員のランプの
　　見過ごし！

徹
底
教
育

徹
底
教
育

ミ
ス
を
防
ぐ

設
計
上
の

　
　
　

配
慮

ミ
ス
を
防
ぐ

設
計
上
の

　
　
　

配
慮再発ゼロのための

　　　有効性は？

 
 

 
（２）ヒューマン・エラーを起こしやすい環境特性と改善 
 人為ミス対策に当たっては、過去、多くの企業で多くの対策がなされてきた。

また、過去多くの対策は“緊張感の欠如”を狙いとしたものだった。だが、現

在、この種の解析が進むにつれ、図 5-5 に示すように、人為ミスは大脳の作用
により起きるという解析がなされ、「脳を冴えた状態にすることがミス防止の要

点」という内容に結論でけられている。眠い時も問題だが、逆に緊張感が高ま

り過ぎるとミスが多くなることが判ってきた。従って、仕事の環境条件として

は、冷静で緩やかな緊張が保てる状況が必要となるが、この種の内容を故・橋

本先生は詳しく調べ、表 5-1のようにまとめている。 
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故・橋本先生の研究は昨今、失敗学やプラス思考法を用いた人為ミス対策の

基盤である。このため、この種の内容を参考に各種解析と事例を収集して解説

しているものが多い。多くの書や文献が出ているがこの種の基本は何も変わっ

てない。従って、我々は、この種の解析を利用して、どのように活用して人為

ミス防止につなげるべきか？がここでの要点となる（なお、大脳生理学の解析

と詳しい内容や適用法については、筆者著「不良・クレームゼロ対策テキスト

ブック」日刊工業新聞発行をご覧願いたい）。 
 では、事故事例のひとつを紹介し、対策の要点を紹介することにする。図 5-6
をご覧願いたい。この例は病院における人為ミス事件である。気の毒なことに

主婦 A さんの取り違え妊娠中絶された事件だが、お粗末なことに、この例は手
順の中に設けたチェックポイントを全く実施していなかった例である。大脳生

理学の研究によると、表 5-1 の 4 にある「頼りっきりになって発生した」例で
ある。このことから、我々は、チェックを行う責任と方法を決めて守る。すな

わち、この種の内容は、医者と看護婦の両者の責任を決め（チェックの証拠を

残す方式と共に）、チェックすべき内容は必ず行うと同時に、相互確認する方式

を定めて運用すべきことが判る。重要な仕事には何らかの客観評価とチェック、

確認が必要なのである。なお、仕事上、人為ミス防止には、手順にチェックポ

イントを設けることに加え、“忙しさ”を中心に、働く環境面の改善が必要であ

ることを大脳生理学が示唆している。そこで、その例を図 5-7 にイメージとし
て示したので参考にしていただきたい事項である。 
 

図5-5　脳が間違えを生じやすい状況の解析

古い考え方
　手抜き、たるんでる！

　真剣でない！
　気合い抜けている！

　　この際、懲罰だ！

しまった！
　充分注意して

　仕事したはず
　だったが、

　　ミスをして
　　　不良になった

大脳生理学
による解析

意識下で起きる活動

人間の行動は大脳（意識下と無意識、潜在能力）によって左右される

①平常時の操作ミス： 1/100～1/1,000,000
　　脳がさえた状態は合計２時間、１回の冴えた状態は15分～20分
　　が限度である（個人差がある）。
②緊急時のミス　　　： 1/10
　　緊急時ではパニックになる。だが、緊急時の経験があると冷静
　　に行動することができる（訓練が役立つ）。
③眠いときのミス　　： 1/10
　　疲れは脳の働きを遅くする。

①平常時の操作ミス： 1/100～1/1,000,000
　　脳がさえた状態は合計２時間、１回の冴えた状態は15分～20分
　　が限度である（個人差がある）。
②緊急時のミス　　　： 1/10
　　緊急時ではパニックになる。だが、緊急時の経験があると冷静
　　に行動することができる（訓練が役立つ）。
③眠いときのミス　　： 1/10
　　疲れは脳の働きを遅くする。
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表5-1　作業ミスを犯しやすい環境上の要因の一部

　疲れ、単調、寝不足、病気、など個人の肉体的環境８

　うれしさの余り、怒りの余り、不安内容を気にする余り情緒的な内容７

①予期しない内容に気を取られる場合

②次のことに気を取られる場合

③仕事以外に気を取られる場合（個人的な内容、心配事など）

他に興味があることが発生５

・　頼りっきりになる場合仲間がいるため４

①多く知りすぎて、手が動かない場合

②知識不足、経験不足の場合

③知ってはいるが思い出せない場合

④慣れているため、知っている事項と考えて内容を伝えない場合

記憶と学習関連

　　No.3以下の項目を含め
　　　　　　　　（４２．６％）

３

①間に合わない状況で作業が行われている場合

②緊張のあとホッとする内容に入る場合

③手待の後に忙しい内容が入る場合

処理時間と作業環境

　　　　　　　　（１８．６％）

２

①難しすぎる。複雑すぎる場合

②簡単すぎるので考えずに行動してしまう場合

③識別が紛らわしい、はっきりしない場合

課題の難易度

　環境上の問題（１９．５％）

　設備上の問題（１９．１％）

１

　　　　　　　　　改善を要する具体的な項目環境上の要因（事故比率）No.

 

図5-6　人違い中絶手術　（1987年9月）　福島県いわき市私立総合病院

被害者と問題発生の状況：28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
　　　　　　2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
　　　　　　待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
　　　　　　中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
　　　　　　行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
　　　　　　ってしまった。

被害者と問題発生の状況：28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
　　　　　　2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
　　　　　　待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
　　　　　　中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
　　　　　　行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
　　　　　　ってしまった。

①　医師は患者の氏名を確かめなかった。
②　中絶の意思をA子さんに確かめなかった。
③　A子さんが診療室に入った時、看護婦もA子さんを
　　ﾌﾙﾈｰﾑで確かめなかった。医師も確かめなかった。

④　中絶し術の前に行うべき、血圧・麻酔に対するｱﾚﾙｷﾞｰ反応検査、
　　胎児の心音・発育状態の検査もしなかった。　

全く機械的
に手術して
しまった。

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ対策？

難問だ？

①指差確認は？　
②各工程毎の　　

　　管理・ﾁｪｯｸ体制？
③ ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸは？

どうなっている！
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図5-7　人為ミスが起きやすい心理的トラブル環境

★疲れた ★だるい ★足腰が重い ★やる気がない ★調子が悪い

★リズムに乗らない ★嫌になった ★イライラする

★何となく

　　しゃくにさわる

★同僚と一緒に
　　やる気がない

★自分がのけ者に
　されているようで　

　やるのが嫌だ

★何となく仕事に　
　　　自信がない

主な心身の訴えの例
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６ 人為ミス発生過程の解析～対策の要点 

（１）人為ミス対策に必要な検査機能 
 我々には、誠意で必死に仕事を行う職場のプロでも人為ミスが発生するとい

うことが判っている。このため、人為ミス対策に当たっては、大脳生理学の活

用が重要であることを示してきた。そして、この解析には①手順を決めて対策

すること、②チェック・ポイントを定め P-D-Cのプロセスをたどる時、必ず確
認を図ること。加えて、③大脳に影響を及ぼす環境面の改善と工夫を図ること、

という 3 点が重要であり、人為ミス対策の要点は、この 3 の対策に集約される
ことを示した。そこで、次に、この種の内容を発展させることにより人為ミス

を低減する方法の解析に入ることにする。なお、この内容に加えて、犯罪の防

止に役立つ研究が進められているので、多少寄り道だが、ここで犯罪防止に関

する要件についても簡単に紹介させていただくことにする。 
犯罪者は最初から犯罪を成功させることを狙った悪意に満ちた行為である。

この対策に対し、過去、多くの学者や精神医達が精神面から研究を進めてきた。

だが、最近の緊急では、この種の対策で撲滅はかなり難しいことが判ってきた。

そこで、これに対し、犯罪を防止する対策を重視した『犯罪環境学』が EU を
中心に発展してきた。筆者も個人情報保護法の対策相談をきっかけに、犯罪の

研究をすることになったが、日本でもこの道の権威者である小宮信夫氏「犯罪

は「この場所」で起きる」（光文社新書）によると①犯罪者は常にチャンスを狙

っている。②メリットが見いだせる環境があれば犯行を実行に移す。③犯行に

入った時、手順に手間や他人に発覚する状況があると犯行を中止する、という 3
点を重視すべきことを学んだ。この要点を図 6-1 に示すことにする。なお、こ
の例の顕著なものは、先の姉歯建設偽装事件である。この事件を見ると、嫌な

ことにこの条件が全て揃っている。そこで、この事件の要点を図 6-2 に示すこ
とにした。図に示すように、この事件は国の公官庁の機関を始め、イーホーム

ズという検査機関が機能していなかったことが大きな問題のひとつとなってい

た。報道を見ると、何と！驚くことに、この種の専門検査機関や企業では検査

の手順とチェック・ポイントが何も定められず、個人任せの状況だった。また、

悪い例では、検査は全くしないで『検査済み、工事着工可能！』の了承印を押

していた例まであった。正に、手順無きトンネル検査だった（検査するかにみ

える場所と人だけがあるだけの内容だった）。この内容を問いつめると検査機関

に「時間がなく、検査はそこまでできない！」という言い訳が会見で報道され

ていたが、報道を見ている者にとっては、正に「お金を取って検査するプロの

検査機関や企業なのだろうか？」という解釈であり、どのように言い訳しても

許されるべき行為でないことは歴然だった。是非、ご関係者の方々には、早急
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に、絶対にこの種の事件を再発させない検査体制の確立を望みたい。 
 

図6-1　犯罪環境対策の要点

犯人逮捕~更正・復帰

心のケアー

？
戻る

性善説介護 性悪説対応

犯罪しにくい環境整備

①　更正しても
　　犯人は犯罪
　　を繰り返す。
②心を変革させ

　　る妙薬や解毒
　　剤がまだ無い！
③犯罪はメリット

　あるから行う。

犯罪を起こし難い環境を
整備する対策を図る。

犯罪を起こし難い環境を
整備する対策を図る。

犯罪を起こしにくい
環境を整備する

ハザードMAP の
ような環境調査
地図をつくり犯罪
メリットを減らす。

マスメディアによる一般的分析
① 「いじめ」の増加？

②社会変化（パソコンゲームや

　　食や家庭環境の変化）
③親を含めた生活環境の変化

だが、犯罪者の発生は全員ではない！
一般的には、「あの真面目で、おとなしい
人がなぜ？」という犯罪が多い。

 

 

図6-2　耐震計算の偽造事件（千葉・姉歯設計）状況

設計依頼

基本設計

実施設計

建築確認設計

工事請負契約~着工

中間検査

完了検査

引き渡し・使用開始

専門設計事務所など

構造計算・構造設計

国交相指定の検査機関
　審査・確認済証発行

検査不備：イーホームズ

姉
歯
建
築
設
計

ﾃﾞｰﾀｰ
偽造！

不動産会社：シノケン
建築主：ヒューザー
サン中央ホームなど

2005年11月24日現在
２２都府県、１９４物件に関与
①ビジネスホテル営業休止９件

　　１４件に及び増加中
②マンションなど全２０棟に及ぶ
　　状況で、４７０戸超に及ぶが、
　　対象は増加の様相
何と、強度３０％以下！が多数

事件の概要：
イーホームズが10月の月例監査で
抜き取りした５件に構造計算の数値
に異常を発見
①姉歯一級建築士はテレビのインタビュー

　　で「コスト削減は業界の流れ！」と違法性
　　の追求に信じられない発言を繰り返した。
②耐震強度計算内容は、計算に用いる外力の規準を半分の値を故意に入れて
　　適合としう判断が出るようにIT化されたプログラム計算結果を算出（偽装値）
　　更に、偽装された書類には、適正なプログラム使用により提示される認定
　　番号が無い、また、大臣認定書も添付しない内容を隠した形で全体の書類
　　を構成させていた。
③ この種類審査を行うイーホームズは、２０名で1ｹ月一千件処理、多忙を
　　理由に記者会見、見逃した内容を言い訳した。

誰が見ても信じがたい
　事件！

1998年法改正で
　　民間委託となった

設
計
事
務
所

建
築
主

施
行

大半を施行会社：木村建設へ
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なお、我々は、たとえ低い内容であっても、『他山の石』としないことが重要

である。もし、製造現場の仕事の中でチェックが効かなければ、似たことが起

きるからである。では、姉歯偽装事件はこの程度として、人がミスを犯すとき、

脳内でどのような場合に、どのようなことが起きるのか？という内容と、その

情報処理過程がどのようになっていて、対策をどのように進めるべきか？とい

う課題に入ることにする。 
 
 
（２）人為ミス対策への大脳生理学のチェックリスト法 
 先の事例から学ぶことは、仕事の手順の見直しと、作業環境の改善である。

また、大脳生理学の研究を使う立場にある我々は、問題発生の危険や発生経験、

他社事例を参考に問題発生メカニズム、すなわち、情報処理過程（手順）とチ

ェック上の問題を探る必要がある。この解析に当たっては、すでに表 6-1 に示
す、故・橋本先生が我々に使い易いようにチェックリスト化したミス発生検討

表がある。なお、本来、この種のチェックリストは事例と共に情報を蓄積する

ことが大切だが、この事例蓄積と活用法は、各社毎に特性があるので、各社に

お任せすることにし、ここでは、そのための一例として、その種の内容を示す

ことにする。では、図 6-3をご覧願いたい。 
 

図6-3　ポカミス発生事例とその状況

演習題１　1.8ｍ×0.9の化粧版についた、小さなゴミの検査
ライトも増設、
一生懸命見るのだが
流出することがある
　　　困った困った。
　　　　　　頑張っているの
　　　　　　　　　だが、・・・

演習題２　製品検査：コンベアで流れてくるものを必死に３名で見るが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見逃す例がある

Ｂさん

不良除去Ａさん Ｃさん

Ａさんが90%を取り除く
後の不良はＢ、Ｃさんが

除去するがもれる！
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まず上の絵だが、縦 90cm×横 90cmの化粧板検査の状況を示したものである。
この例では、左上の丸い模様はライトの状況と位置を示し、過去、このライト

を上下に動かしたり、数を調整したり多くの手を打ったが、製品の見逃し不良

は全く減らない状況だった。そこで、筆者にこの対策の依頼があった。その時、

表 6-1 を現場に持参し、検査で見逃した化粧板を持ってきてもらい、どの問題
か？をチック願った。その結果、B-1 の（目に入らなかった）の項目を抽出し、
また、「どのようにすれば見えるか？」という現場検証（実験）を行った結果、

化粧版の見逃しは見事ゼロとなったので、その内容を紹介することにする。 
実は、筆者はこの時、この問題の解決情報を持っていた。『モナリザの絵の盗

難事件』を知っていたからだった。モナリザ事件は科学捜査成功例としては関

係者に知られる有名な事件である。その内容は、ルーブル博物館から絵が盗ま

れた際、警察官が、「放置されていた絵の入っていたガラスに変な模様がある」

ことを発見したことがきっかけになって犯人が見つかった事件である。当時、

適用が始まったばかりの銀塩による指紋検証をここに適用した。これをガラス

表面に適用した結果、指紋がくっきりと出てきたのであった。その結果、絵は、

この管理人が盗んだことが即座に判明した。このため、盗まれた絵が出てきた

わけだが、その時、警察官が指紋を見つけたガラスへの傾斜角が 15 度～30 度
だったのである（この角度は、5Sでガラス窓や床などの拭き掃除の結果評価も
同じ角度である）。 
 このようなことだったので、先の化粧板の検査にも、この事例を適用した。

具体的には、筆者がいろいろと関係者を誘導する内に「見えました」という角

度が見つかった。当然、筆者は、そこで、モナリザ事件の内容を紹介した。い

よいよ対策に入るが、この板は検査の後、1枚づつ梱包台へ輸送することが必要
な仕事があった。そこで、吸盤・無重力で吊り上げる装置、商品名「楽々ハン

ド」を用い、吊り上げると強制的に 20 度となるようにした。その結果、以降、
見事、化粧板のキズや付着物の検査工程における見逃しは、見事ゼロとなった。 
 次に図 6-2 の下の図だが、これはサイコロ大の部品がコンベア上を流れてく
る中から不良品を人手で除去する内容を示すものである。野菜や果物をコンベ

アに流し、形の悪い、キズのあるものを取り除く内容によく似た検査ラインで

ある。ここでは 3名が働いていた。まず、最初に検査する Aさんだが、不良の
90%を取り除く、後の B、C さんが 10%を取り除く作業である。だが見逃すこ
とが多いという仕事だった。作業内容は手で部品を転がしながらの忙しい検査

を 3が同じスタイルで行う方式だった。この解析にも表 6-1が役立った。なお、
この対象には、チェック・ポイントは C-2-①「時間や状況が切迫していたため
判断するのに要する余裕がないという状況はなかったか？」を選んだ。現場観

察と検査員に本音を聞いた結果である。人は視野を半分にすると、脳の判断負
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荷が 1/4程度になる。そこで、この検査作業の改善に当たっては、①製品を前工
程にガイド利用をつけ１列にする。②A さんと B さんがコンベアに面する位置
につく、③１列に並べられた部品を責任持って検査するという方式に改めた。

その結果、見逃しはゼロとなった。しばらくは C さんが両者をチェックした。
だが、出荷クレームもゼロを維持していたので、やがてこの作業は 2 名作業と
なった。なお、この図は 15分程度で他の工程と交代しながら検査するという内
容だった。その理由はかつてから、経験的に「人の集中力が続かない」という

理由があったからである。なお、改善後もこの内容は維持したが、改善後「楽

になりました。改善というのは“善く改める”という内容を実感しました」と

いう内容を作業者の方々が語ってくれたことが記憶に残る事例である。 
このように、姉歯事件の検査手順の応用の一部だが、①仕事の内容を分析す

る。②大脳生理学の研究を利用する（大脳の情報処理手順の分析結果から、問

題が発生しやすい内容が提示されている）。③チェックリストの項目に関与する

改善成功事例を対策案具体化の際に利用するという 3 つの内容をここに組み合
わせて活用すると、この種の人為ミス対策は撲滅することができる。 
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表 6-1 大脳生理学により得られたヒューマン・エラーチェックリスト 
区分     問題発生要因分析のためのチェック項目 チェック 
A 
情 報

提供 

作業情報は正しく提供・伝達されているか？ 
１， 情報は正しく伝えているか？ 
２， 内容が不明確であり、仕事を担当する方に誤解や 

無理解の要因になっていないか？ 
３， 表示の場所、伝達方法の不備はないか？ 
    （作業する視野に重要チェック・ポイントが無い）？ 
４， 環境条件の不備のため（暗闇、騒音、など）指示が見

えない、伝わらない、という現象はないか？ 

 

Ｂ 
認 識

確認 

認識・確認ミスは発生しないか？ 
１，感覚入力がなされない状況はなかったか？ 
   （目に入らなかった。耳に入らなかった、という現象） 
 ①、別なことを見ていた、考えていた。 
 ②、感覚器（電話、拡声器、通信ＴＶなど）が不具合はな

いか？耳栓のため、補聴器の不具合を含む 
 ③、感覚器の機能低下はないか 
    （老眼、疲労、単調、いねむり、などによる要因）？ 
２、感覚時に誤る状況は発生しなかったか？ 
       （形、距離、高さ、早さ、文字、表示、など） 
  ①、錯覚をしなかったか？起こしやすい状況はなかたか？ 
  ②、計器の目盛りや文字の表示が誤りを犯しやすくない

か？ 
３、認知の誤はないか？ 
  ①、形や色が似ていなかったか？配列が間違えやすい状況

はないか？ 
 ②、記憶違いが発生していないか？ 
      （事象や現象を間違って覚えていたりする現象） 
４、認知していない現象はなかったか？ 
  ①、知らせた内容が重要な情報であるという認識をする上

で、本人の知識、経験に不足する点はなかったか？ 
 ②、時間が切迫していたため、または、本人が混乱状況の

時だったので教えたことが伝わらないという状況は

なかったか？ 
 ③、他の興味があることに集中していたときに伝えたの

で、情報が認知されない、という状況はなかったか？ 
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表 6-1 大脳生理学により得られたヒューマン・エラーチェックリスト 
区分     問題発生要因分析のためのチェック項目 チェック 
Ｂ 
認 識

確認 

④、退屈な単調作業、または、疲労のためぼんやりしてい

た時だったので、伝えたことが確実に伝わっていない

という現象はなかったか？ 
５、伝えたが認知しなかた、という現象はなかったか？ 
  ①、伝えたが、教わるほどのことはない！という思いこみ

が受けた側になかったか？ 
 ②、仲間が既に確認したので担当者には充分伝わっている

と思いこまなかったか？ 

 

Ｃ 
判 断

決 定

ミス 

判断や決定上にミスが発生しなかったか？ 
１、判断の誤りはなかったか？ 
  ①、記憶違いや。対処する上での理論的な構成、方法論を

間違っていなかったか？ 
 ②、知識として知ってはいた。だが、いざという状況に思

い出せなかった。という状況はなかったか？今までの

習慣に引っ張られたという状況はなかったか？ 
 ③、前に成功した類似体験があり、今度も大丈夫である、

簡単にと考えてしまったことが問題につながる状況

を発生させていないか？ 
 ④、状況が複雑過ぎて、教えたことが再現できないという

状況はなかったか（周りからいろいろ言われたり、雑

音が入ることを含めて）？ 
 ⑤、同一な単純作業の繰り返しで変化があった対象に気づ

かなかったり、疲労で頭がぼけて判断を間違えるとい

う現象はなかったか？ 
２、判断・決定をする時にミスが発生する状況がなかたか？ 
①、時間や状況が切迫していたため判断するのに要する余

裕がないという状況はなかったか？ 
②、他の仕事が割り込んだ結果、そちらに気を奪われて判

断や決定がおろそかになるという状況はなかった

か？ 
③、緊張する状態がとけた瞬間の直後だったため、ホッと

してしまい、判断や決定がおろそかになる状況はなか

ったか？ 
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表 6-1 大脳生理学により得られたヒューマン・エラーチェックリスト 
区分     問題発生要因分析のためのチェック項目 チェック 
Ｃ 
判 断

決 定

ミス 

④、既に要件は済み、簡単な内容に入ったと思う状況のた

めに判断や決定に注意を払うことをしなくなる状況

はなかったか？ 
３、意志決定や動作を起こすときに誤りが発生する状況はな

かったか？ 
 ①、相手は既に知っていると思い、連絡や注意の行動を取

らなかったと、という状況はなかったか？ 
 ②、対処する内容に対して、習慣づけられていた行動をと

ってしまった。制御が効かなかったという事態は発生し

なかったか？ 
 ③、少しの時間が待てず、手を出してしまった結果が誤っ

た内容だったということはなかったか？ 
 ④、感情・衝動を抑えきれず、乱暴な扱いになったことが

問題となる、という状況はなかったか？ 
 ⑤、どちらを選ぶか？迷いが操作の処理を遅らせ問題を引

き起こした、ということはなかったか？ 
 ⑥、その他 

 

Ｄ 
操 作

動作 

操作・動作上でミスを生みやすい状況はなかったか？ 
１，姿勢の悪さが問題につながっていないか？ 
 ①、窮屈な姿勢をして、思わず背伸びや疲れをとっている

時に重要な判断や操作をする事態がきたため対処がで

きなかった例はないか？ 
 ②、立ち上がった時に、よろける、目まいがする状況が発

生したために仕事上のミスが発生するという状況はな

かったか？ 
２，決まった動作をすべきことは知っても、無意味な動作を

しなかったか？ 
 ①、緊張の余り、結果を意識しすぎて固くなった結果、問

題を起こしたということがなかったか？ 
 ②、力を入れすぎた。テンポが合わなかった。タイミング・

リズムが異なる状況だったためにミスを起こしたとい

う状況はなかったか？ 
 ③、疲れのため動作が面倒になったり、荒くなったりとい

う状況はなかったか？ 
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表 6-1 大脳生理学により得られたヒューマン・エラーチェックリスト 
区分     問題発生要因分析のためのチェック項目 チェック 
Ｄ 
操 作

動作 

３、手順を誤る事態はなかったか？ 
 ①、時間が緊迫していたり、状況が切迫していたり、一点

に集中していたため、行うべき手順を間違えたという事

態はなかったか？ 
 ②、動作の単調繰り返しのため、つまらなくなり（緊張が

解け）手順が混乱してしまったり、抜けが発生してしま

ったことはなかったか？ 
 ③、突然の中止や変更の指示、機械やラインの停止が原因

で手順が混乱してミスにつながった、ということはなか

ったか？ 
 ④、心配ごとや、次の仕事や予定が気になって、手順を乱

したということがなかったか？ 
４、操作・手順を取り違える事態はなかったか？ 
 ①、他の要件、指示が割り込んだことに気を取られて手順

をミスしたという内容はなかったか？ 
 ②、同型、類似の内容が混じっていたり、色や形の判断が

似ていてミスにつながったという事態はなかったか？ 
５，手順施行時、操作にミスを犯す状況が発生しなかった

か？ 
 ①、操作・手順が通常の内容と違っていたので（不自然な

内容だった。違和感があった）ことが原因でミスを犯す

ということはなかったか？ 
 ②、いつの間にか反対に覚えていたため（記憶違いのため）

ミスにつながったのではないか？ 
 ③、その他 
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７ 標準化を守るだけで減らないヒューマン・エラー対策 

（１）建前論？で守らない標準化問題 
 筆者は、過去、不良対策（TZD）研究会の方々21社の方々と不良ゼロ対策を
進めてきた。その内容の中から「標準化の活用にしぼり工場管理誌にまとめた

い」という要請があった。そこで 4 社の方々に出席願い、このテーマを討論し
た。このような環境で、標準化の意義と必要性を討論する内に、「標準化とは、

不良やクレームを出さない予防対策！」という重要な内容に討論が決着した。

その時、皆が「判ってみれば、極めて当たり前のこのことに、なぜ、今まで、

こうハッキリと言い切った文献が無かったのであろうか？」という話しをした。 
世には、「標準準書は大切である！」ということで作成する。だが、予防の大

黒柱として製造現場で使っていない企業は多い。否、使う目的で作っている例

が多いから、不良やケガが多い状況が残るのである。この解析と対策は既に工

場管理誌 2004年 10月号に掲載済みだが、「目で見る管理と共に、仕事をする場
で製品製造のチェックポイントとして示し、活用することが重要である」とい

う提言をまとめた。要は立派な標準書も大切だが、使い切ることが人為ミス対

策上で重要な対策となるわけである。では、図 7-1 に優良・標準化活用術の一
例を示すことにする。コピーマシンにおけるトラブル処理の例である。 
 

図7-1　コピーマシンのトラブル対策の指示の例

カートリッジ交換

紙づまりの第１段階

必要な時、必要な指示を
　必要なところに必要なだけ
　　　　　行う標準化活用例

必要な時、必要な指示を
　必要なところに必要なだけ
　　　　　行う標準化活用例

 

この方式は世界的にも有効な標準化活用例であり、多少のトラブルは絵と図を
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見ながらメーカーのサービス部門の手を煩わせないで問題対策ができる有効な

方式である。この方式は、サービス会社の多くの苦労の中から生まれた方法だ

が、実務的な方式である。安全対策でもそうだが、必要な時、必要なところへ

必要なだけの情報を提供する JIT＋目で見る標準である。是非、皆様には、標準
化の活用に当たって、この種の有効な方式のご利用をお願いしたい。だが、こ

の種の対策を図っても、問題は守る人の側に問題が残る。そこで、以下、この

種の問題を紹介し、次に、管理者が先頭に立ち標準化の徹底を図るべき必要性

を強調させていただくことにする。 
 
 
（２）マニュアル・標準化を超えた生産管理の必要性 
目で見る標準化は有効だが、万能ではない。過去、幾度となく、人が注意書

きを無視して、問題域に入っていった結果人為ミスということで大問題となる

例がある。では、その種の事例を紹介し、この種の問題の対策に入ることにす

る。注意書きの無視は一見小さく見えるが大きな災害を生む例がある。まして、

管理者がこの種の問題を放置することは大問題である。 
 

図7-2　手洗いを例とした標準化徹底対策イメージ

悩み：手洗い励行
　　　教育するが
　徹底が今ひとつ

汚
染
が

　

問
題
を

　
　

拡
大

不
備
が

　

及
ぼ
す

　
　

重
大
問
題

Know　Why
理由と意義を知る

現場観察～徹底
　　を考える

目で見る標準化対策
必要な指示情報は

　　　必要なところへ
　　必要なだけ、分割

　　　して示し守る。

標準化の要点

①なぜ？の明示
　標準手順が

　必要か？
　　を示す。
　　　　＋
②標準手順を
　　示す。
　　→徹底へ

　　　＋
③禁止事項と
　ペナルティ
　　の明示

 

 
その種の例として、食品における標準化の設定が余り良い状況でない例を紹

介することにする。筆者が食品関連企業の改善や指導会などで得た内容は、既
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に「食品産業の異物対策マニュアル」工業調査会発行にまとめているが、一番、

初歩である。着装と手洗いに関する標準化の徹底を例に図 7-2 を用いて、問題
の存在と、その重要性を再度、解説することにする。 
図に示す通り、「食品を扱う方々が手洗い不備で、食品に大腸菌が発生、回収

という失態はプロとして食品を扱う資格は無い」と言っても過言ではない。だ

が、相変わらずこの問題は起きている。どこへ行っても手洗い励行の表示があ

る。どこの食品メーカーでも見かける例だが、手洗いを見ていると個々雑多で

あり、時には、標準通り守らない方がいる。そこで、「手洗いはなぜ必要ですか？」

と聞けば、守らない方も、問題や事例は知っている。だが、ここに『リスクを

管理下に置く』という管理者の行動と分析が問題になってくる。管理者の方々

が実態を見ても注意しない例があるからである。聞くと「注意すると嫌われる

ことがあり、・・・」という言葉が返ってきたり、「なぜ、手を洗うのですか？」

と問うと、「大腸菌除去！」とは言うが、手順分析力がないことがここに大きく

関連してくるが、この種の対策には、教育と性悪説の活用が必要になる。では、

性悪説改善の適用を解説することにする。 
 筆者は手洗いの悪い方を選定し、次のようなことを行ってきた。①手洗い不

十分な方に、冷蔵庫の暴露試験対象なっている、生産されたばかりの食品に触

れてもらう。②2週間後、読んで、見てもらう。③「食べて下さい！」と要求す
るわけである。当然、冷蔵庫の余り良くない位置、スーパーやコンビニで冷気

が当たらず、温度が多少高い位置と同じ条件の場所に食材を置いたので、変色

が始まりかけていたが、その方は「冗談ではない。私を殺すつもりですか！」

となる。当然、食材は手で触れ包装済みだが菌は明らかに活動した結果がこう

なっているわけである。そこで、「お客様なら食べて良いわけですか？手洗い不

備の結果です！」と言い、手洗いの手順を再度の見直しの再教育となる。 
 図 7-2 の右に示した『手順解析と認知』である。大便後の解析で恐縮だが、
まず、意味が解らなければ対策を進める動機にならない。そこで、手順確認に

入る。大便を済ませた後、トイレットペーパーでお尻を処理するが、紙を重ね

ても 10分の 1秒で 7枚を大腸菌が通過する。これは、食品関係者の常識であり、
知っている。だか、手順を分析すると、①処理する（大腸菌付きの手が残る）

②パンツをあげる。③ズボンをあげ、チャック、バンド締めをする。④白衣の

ボタンをとめる。⑤ドアーをあけて、外へ出る。⑥手を洗う。「さて、大腸菌は

どこ？」と問うと、関係者は、始めて、手洗い以外に職場に大腸菌を持ち込む

危険がいっぱいとなっていることに気づく。わずかな菌で先の問題である。白

衣や衣類の乱れで設備などに大腸菌がつく危険は？と気づけば、これも大問題

となる。要は、①手洗いだけでは大腸菌増殖は防げない、また、②手洗い程度

の気づきが無ければ食品異物の問題はゼロ化できない。③時間経過と共に大腸
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菌は繁殖し、問題レベルになると人に害を及ぼすが、顧客の立場になれば、当

然、手洗いは食品メーカーで仕事する者は、徹底以上の標準化遵守をすべきと

いうことになる。要は、この解説は、ニヤーミス除去を積極的に行うべきこと

を知ってもらう対策なのである。要は、この種の『気づき』に代表される『マ

ニュアルを超えた活動』が、この種の対策の徹底には必要になるわけである。 
 このような内容と問題と共に、①相互に注意しながら高いレベルの手洗いを

励行する。②会社に要求して大便の手洗いは、便器のあるドアー内で済ませる

方法にする。③ドアーを出る前に、手洗い確認の表示を進める、・・・などの提

案と改善を進めることが肝要である。当然、ここには、安全における KYT（危
険予知訓練）や防火訓練同様、簡便法で良いが、1週間に一度は訓練し、手順の
再確認を図るといった工夫を進めるべき内容を管理者の責務として定める。な

お、管理者が注意して人間関係を悪くする気遣いより、一見つまらないように

見えるかも知れないが、管理者も時には仕事の仕方を点検者に見てもらいつつ

行うべきである。これが管理レベル向上手順の修得になるからである。なお、

この研修後、今度は作業者に対して、基本技術レベル向上に作業者自らチェッ

クを要求し、完全化と「合格！」と褒められる対策へつなげるマネジメントを

運用すべき工夫が必要であることを付け加えさせていただくことにする。なお、

手洗いをする方々目前（天井に近い壁への表示ではない）に標準書が無いのは

『見せかけ標準』である。 
髪の毛が食品に入る対策で重要な着帽の乱れ防止も同じである。ローラー掛

けを行うだけでなく、また、記録を取り討論を繰り返す対策ではなく、この種

のチェックで問題が発見されたら、その原因を探り除去するための探求を皆で

行う行動への『気づき』の行動を付加すべきである。要は、『マニュアルを超え

た標準化の活用』が危険予知を具体化させるマネジメントというわけである。

加えて、標準化の内容をよく知っていただくためには、先の手洗いの場合、禁

止事項とその理由の明示を図るべきことも大切な対策のひとつである。その理

由は、問題の程度や影響(Know Why?) が判らなければ、標準化遵守の大切さと
気づきを誘発することにならないのである。 
 
（３）CRM(Crew Resource Management)に見る人為ミス防止対策 
 過去、問題を起こしたことに類似する仕事、また、複雑、多忙な環境下で注

意しながら行う仕事には大きな危険が潜んでいることを我々は知って、調査～

対策を検討すべきである。要は、問題に至らない小さな事故を放置した結果、

大きな事故が発生し、“人為ミス”が現出するからである。このためには、①ハ

インリッヒの原則を知り、リスクを管理下に置く方式を知ること。②問題発生

のメカニズムを探り、気づきと共に問題を発生させない方式を作り、守ること。
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③失敗を犯さない手順の研究、教育、訓練～改善を図る対策を進めるという 3
つの策が必要となる。このような解析は、当然のことだが、既に人命をあずか

る航空機業界では盛んに研究されて、活用されてきた。そこで、ここでは、CRM
を中心に、その要点を紹介することにする。 
図 7-3 はその種の例を示すひとつである。航空機業界では不安・ヒヤットを

インシデントという言い方をする。内容は危険予知訓練の内容と全く同じであ

る。要は、CRMは「小さな危険や失敗から得た経験を基に失敗しないような対
策を図ること、また、リスク対策を身につけた方々がリスク対策を上手に行う

ことができるようになる」という理論の実践であり、特に、航空面の優良企業

においては、航空機業界はパイロットの飛行技術と CRMを同じ扱いに定め、給
与にも反映させた運用が図られてきた。具体的には、CRMによるシミュレーシ
ョン試験に合格しないパイロットは、どのように経歴があり、航空機の操縦技

術が高くても、運転資格が得られない取り扱いにしているという制度もある。

また、このような能力を低下させないため、定期的に、このシミュレーターの

試験で資格の継続を確認することも行われている。航空機は人の命をあずかる

産業である。従って、ここまで徹底した取り組みになっているわけだが、この

ような状況から、我々は、危険予知徹底の重要性と運営方法を学ぶべきだと考

える。 
筆者は CRM具体化の過程をテレビ放映で見たことがあるが、この対策の具体
的に当たっては、パイロットが少しでも危険を感じたことを公開し、情報共有

する方式を進めていた。過去、航空機の運転はミスがあると、単にパイロット

が受けるのは処罰だけだった。特に、主パイロットに対し副操縦士は注意すべ

きことも言えないという統制、また、「事故に至らない内容でも公開すること自

体、パイロットの腕の無さを暴露することになる」という風潮があったことが

ヒヤット内容の公開の障害になっていた。このため、水面下にあるニヤーミス

の実態が判らならず、大きいものが事故になってから調査する状況だった。要

は、事後処理的な対策だけだったわけである。これでは事故防止には程遠いこ

とが、事故対策関係者間で審議された。その結果、航空機業界では、気づきを

重視し、問題に至らない内容の発見を評価し、その内容を標準化して、航空シ

ミュレーターを用いた CRM 習得訓練という内容にまで高めていったわけであ

った（なお、その内容は正に、工場における安全対策に用いられている KYTに
似た内容である）。なお、一般の製造現場と運用が異なる点は、パイロットは飛

行機の操縦が仕事、また、そのスキルが問われるが、これと同等に CRMをひと
つの技術として習得する仕組みを運用してきたことが挙げられる。即ち、資格

として運用してきたことに CRM の存在意義がある。また、「CRM を制度化し

てからヒューマン・エラーは激減した」という報告がなされていることを見て
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も、この種の対策の有用性が判る。 
 CRM や KYTは製造現場のプロが駆使すべき標準であり、問題発生を未然に
防ぐためのツールである。そこで図 7-4 だが、これは、大型客船を製造するメ
ーカーで溶接の火花が落下して大火災を起こした事故である。このメーカーで

は、既に、この問題を重視して『技術伝承』の中に入れ、対策を進めているが、

その要点の中で特に重要なことは、『マニュアルを超えた標準化の活用』という

事項である。昨今、マニュアル通り行って事故が起きると、それを言い訳にし

て、「記載がなかった！」として、マニュアルの再整備、見直しを図る例が多い。

今も事故が起きると、関係者の談話として、新聞やテレビ発表が判を押したよ

うに、この種の解説をしている。だが、その内容は的を得てない、ここまでに

述べた『気づき』を中心にした訓練、教育とマネジメント面の対策が伴って、

始めて対策がすすむ内容だからである。 
以上、人為ミス防止に当たって、我々は、各種事件をも参考に、それらの内

容の本質を見通し、標準化の活用面から、製造現場に活かす工夫をすべきこと

と、その事例を紹介させていただいた。 
 

図7-3　航空機業界におけるCRM（Crew Resource Management）

発足の背景と対策の要点

米国・FSF（航空安全協会）：世界各国で研修会を開催

①　飛行機事故は緊急離着陸時の発生が多い。
　　　ﾒｰｶｰのﾃﾞｰﾀ-提供＋問題発生時の対処手順の具体化が必要である。
　　国の安全上の技術基準は、事故解析後5~6年後に出てくる状況である。
②　自動化システムに伴うﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの専門家の話ではﾊﾟｲﾛｯﾄ
　　というのは一般にｺﾝｻｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ（保守的）だという状況
　　　従って、ﾋﾔｯﾄのような内容でも自由に公開してもらう方式が必要である。

③　ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時（変化）に人間が追従する時間は以外に遅い。
　　　大事故にならないような小さなﾄﾗﾌﾞﾙが起こり、それに対応して行く訓練が

　　理想的と考えられている。

④　ｳｲﾝﾄﾞｼｪｱ（乱気流）のような事故を誘発する要因は早くつかみ
　　避ける対処が必要。
　　　過去、インドの乱気流に巻き込まれ墜落した事故はﾊﾟｲﾛｯﾄﾐｽで片付けら

　　れた事例がほとんどだった。

①　飛行機事故は緊急離着陸時の発生が多い。
　　　ﾒｰｶｰのﾃﾞｰﾀ-提供＋問題発生時の対処手順の具体化が必要である。
　　国の安全上の技術基準は、事故解析後5~6年後に出てくる状況である。
②　自動化システムに伴うﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの専門家の話ではﾊﾟｲﾛｯﾄ
　　というのは一般にｺﾝｻｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ（保守的）だという状況
　　　従って、ﾋﾔｯﾄのような内容でも自由に公開してもらう方式が必要である。

③　ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時（変化）に人間が追従する時間は以外に遅い。
　　　大事故にならないような小さなﾄﾗﾌﾞﾙが起こり、それに対応して行く訓練が

　　理想的と考えられている。

④　ｳｲﾝﾄﾞｼｪｱ（乱気流）のような事故を誘発する要因は早くつかみ
　　避ける対処が必要。
　　　過去、インドの乱気流に巻き込まれ墜落した事故はﾊﾟｲﾛｯﾄﾐｽで片付けら

　　れた事例がほとんどだった。

全日空「総合安全委員会」（1984年）
　ICAO（国際民間航空期間）事故防止ﾏﾆｭｱﾙの骨子
　「これからの事故防止のｷｰﾎﾟｲﾝﾄのひとつは、小さい事故（インシデント）
　の実態を把握して、その教訓を現場にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸせよ」という内容だった。
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図7-4　Ｍ社における溶接火花で火災発生の状況

AM社における豪華客船　2002年10月発生
　「ダイヤモンドプリンセス号の火災事故」

火事の原因

客室の上で
溶接作業
　火の玉が
　家具上に
落ちて
　火災発生！　　

関係者による解析

会議や報告が多く、
本来の現場管理に
注目できない。

①

②　コミュニケーション不足

③　現場の指示系統の統一がなされて
　　　　　　　　　　　　　いない！
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８ 人為ミス防止のためのハザードMAP作成法 
 

（１） 工場トップ・マネジャーの人為ミス防止とMAP作成の必要性 
 地図なき渡航を彷徨（さ迷い歩く）という。企業戦略なき活動にも同じ内容

が当てはまる。この種の内容に対し、経営者が担当する判断で企業倒産を人為

ミスの最大のものと考えるならば、八起会の活動が提唱する調査が参考になる。

その内容を表 8-1 に示すが、八起会が伝える内容は、経営トップの方々が、是
非、一度はその内容や運営を虚心坦懐に見直すべき内容を例示するものである。

八起会は倒産企業が七転び八起きを表題に野口会長が倒産企業の自殺防止を目

的に作った会である。今は、多くの中小企業が相互に助け合いつつ、交流を図

りながら相互研鑽を進めていることで全国に知られる活動をしている会である。

また、ここに見る内容は経営トップが一度は世界レベルの検討内容や評価シス

テムと共に見直していただきたい行動の要点である。だが、ここでは、その種、

経営管理の人為ミスを扱う内容ではないので、以下、生産現場の内容に話しを

戻し、解説を進めることにする。 
 

表8-1　八起会（東京都台東区所在）が示す企業倒産の実態

倒産企業　理由アンケート結果

1位　：　経営者の高慢、経営能力の過信
2位　：　社員教育の不備、欠如
3位　：　事業目的、目標、計画性の欠如

4位　：　業界情報の不足と環境変化への対応
5位　：　新商品の欠如、技術開発の遅延
6位　：　家庭不和、同族経営の弊害
7位　：　公私混同、経営哲学の欠如
8位　：　決断力、実行力の欠如
9位　：　計数管理の不足と勉強不足
10位 ：　ワンマン、反省心の不足

1位　：　経営者の高慢、経営能力の過信
2位　：　社員教育の不備、欠如
3位　：　事業目的、目標、計画性の欠如

4位　：　業界情報の不足と環境変化への対応
5位　：　新商品の欠如、技術開発の遅延
6位　：　家庭不和、同族経営の弊害
7位　：　公私混同、経営哲学の欠如
8位　：　決断力、実行力の欠如
9位　：　計数管理の不足と勉強不足
10位 ：　ワンマン、反省心の不足

 
 
 次に、もうひとつ参考になる内容は、新田次郎氏の小説で有名になった『八

甲田山死の彷徨』事件がある。この内容は「企業のマネジャーが地図なく行動

することがないように」という内容を示唆する教訓である（なお、ここで言う
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地図は、地図書だけでなく、問題解決を進める運用の全てを含む内容である）。

八甲田山の惨劇は、神田大尉率いる部隊が、雪中行軍という訓練にも係わらず、

地図なき行動で 200 名弱の自殺行為を起こした事件だった。正に、マネジメン
ト面で極めて多大な人為ミスから大惨事を引き起こしたという内容である。事

件には多くの局面があった。だが、同じ日、同じ目的、猛吹雪で 10m先が見え
ない状況で、正に、死の部隊の鼻先を無事に通過した徳島大尉の活動があった。

その内容は神田大尉の部隊とは全く対象的だった。そこで、その要点を筆者は

プロジェクト・マネジメントという面から対比し、整理し、表 8-2 に示した。
このように整理して判ることは、各種意志決定の段階で大きな差があることや、

無事に生還した徳島大尉が実施した内容に対して、神田大尉はマネジメントが

皆無だったことが判る。詳細は表の中をご覧願い、詳細な説明は避けるが、こ

の内容は先の項で解説してきた標準化の活用、また、表 8-1 に示した八起会の
問題と全く似た内容となっている。そこで、その要点をあえて整理すると、①

その道のプロ情報（最良の情報）を集め、実務に活用すること。②工程計画を

立てる際、リスク解析を充分に行うべきこと。③関係者の意思、目的・目標を

ひとつにして整然と行動計画に従うこと、となる。 
工場では工場トップの活動が工場の将来を大きく左右する。この意味でマネ

ジメント面の決定に際し、まず、ここに示した人為ミスの局面を整理し、対策

すべき地図が必要になる。具体的に、この種の地図を作る場合、是非、図 8-1
を参考ご参考願いたい。この地図は、①あらゆる先進企業の取り組みを整理し、

②経営数値、活動、人材育成面であらゆる取り組みや手法を整理し、③活動の

重点を定めて、ベンチマーク・システムを設定・運用しながら、製品・経営・

製造革新を図る対策に役立つからである。 
 
（２） 工場ミドル・マネージャーの人為ミス防止と人的特性把握～対策法 
 多くの企業では、トップの命を受け、各部署を受け持つミドル・マネージャ

ーがそれぞれの部署でそれぞれの責務を果たす活動を担っている。この意味で

は、先の図 8-1 の中に多くの活動が盛り込まれる必要がある。そこで、次に、
人間的局面を中心に、問題を起こしやすいタイプを事前に知ることにより、中

間マネージャーの人的ミス発生防止に役立つ方式を解説することにする。 
N-TZD 研究会活動中、「新製品開発において失敗やリスクを被るという事項
がなぜ起きるのであろうか？」について本音で討論したことがあった。その結

果、実態として次のような問題がクローズ・アップした。大きな問題は、「研究

開発者はとにかく多忙である。」という実態だった。また、このために表 8-3が
関与し、問題発生の引き金となっているという結論になった。忙しさの対策は

超時間活用法の活用を願うわけだが、次に、この問題が解決しても、次は、中
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間管理者は人的タイプによって、問題を起こし易い方と起こしにくい方がおら

れるという整理が必要となった。 
 

図8-1　マネジメント革新に必要な活動地図作製の要点

目的：中期計画を具体化するため、①各工場に適合する数値目標の見直し設定を図る。目標達成
　　　　具体化のため、②生産・製造・管理技術面でレベルアップが必要な内容と、最適手法選定を
　　　　行い、一流・異業種他社情報を参考に各工場に合った対処と一流化のための状態目標を設
　　　　定する。この対策の後、①②の具体化のため、全員参画目標達成体型を明示することにな
　　　　るが、このために必要な、③人材育成手法の抽出～体系化を図り、全体をＭＡＰ化する。
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中期計画具体化
ステップの設定⑤

⑦

⑥

中期計画
具体化策
まとめ

注釈：○Ｎｏ．は手順を示す。

 
 

表8-2　八甲田山　死の彷徨に見る人為ミスの実態

　　　　事前検討と、計画に基づく遂行　　　　　　　　自殺行為（犬死）評価

・「さわ」という女性ガイドの指示に全て従う

・酒、私語の禁止など規律に従い行軍

・問題が発生する毎に会議を招集、決定

・不可能を可能にする、という精神論だけ横行

特

徴

・ガイドを中心に行軍、指揮は全て徳島大尉
　から出し行軍、不満や問題は適宜対策

・当初は神田大尉が総指揮。途中、勉強程度の
　参加の山田少佐に実務を丸投げした。

行軍
指示

・行軍時は全てガイドの女性に従った。

・不確かな内容、疑問は全て徳島大尉に集中

・ガイドの要請をしていたが、神田大尉が会った
　時、感性で断った（注意があったが無視）。

プロ
活用

・装備の軽量化に努力、雪中行軍に必要な

　機材は充分審議~決定、食料、宿泊などは
　現地に相談して詳細を決めた。

・食事３食、餅６個、防寒具などの持参を決めた
油紙・・・冷凍予防の準備は口頭だけの伝達

装

備

・雪山のリスクを考え、徳島大尉が自ら厳しい

　基準で個人面接の後、人選した。

・あわただしく人選を行ったが適正や経験など　
　のチェックはしないまま行軍を編成した。

人

選

・現地、マタギのお嬢さんをガイドに定め行進

　各拠点にも事前に援助を求め休養をとる。

・冬山に磁石と地図だけで対応、素人である

　神田大尉が指揮、途中で山田少佐に移す。

方向
決定

・岩木山で雪山の経験がある者で事前検討

地図、磁石・・夏山の経験は使用不能を確認

・全て始めての体験、徳島大尉から情報は貰っ
　ていたが活かす体制無しに雪中行軍に入る。

情報
収集

・２１０Ｋｍ、１１日間全行程を計画通りに踏破・２２１名の雪中行軍で１９９名が凍死

・大暴風雪と共に意志決定が混乱~彷徨
状

況

　徳島大尉率いる「無事訓練を終えた部隊」　　　　神田大尉率いる「遭難した部隊」区分

 
 
そこで、研究会では、その種の調査を進めたわけだが、折しも、ドイツ心理学
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者デートリッヒ・デルナー博士の研究を発掘した。また、その要点は「誤りを

犯しやすい特性は、一種、個人の適正が関与する」という内容だった。 
 
            
表８－３ 中間管理者がリスク発生を促す環境要因の例 
①、 時間が無い、納期遵守に立場がからむ場合､無理をする現象が出る。 
②、 マクロに管理すると、あいまいさが、変な頼り合いとなり、個別に検討する項

目が表に出ない、責任分担もないので問題が露見するまでわからない。 
③、 リスクの大きさ、影響、頻度（繰り返し性）を無視し、何とか今まで過ごして

きた関係者はリスク重視をしない例が多い。 
④、 信頼性工学ルッサ－の相乗則に見られる様に複雑さは危険をはらむ。 
⑤、 自由に問題を発言する場が無いと、言うべき問題が顕在化しない。 
⑥、 リスク発生時の責任が最初からはっきりしない制度を運用した場合、関係者は

真剣にリスクの項目や影響を考えないので、問題の提出がなされない。また、

問題が出ても、たらい回し的な取組み体制のまま事が進み、結局、真剣に問題

を挙げないので、問題が隠れたままになってしまう。 
⑦、 その他、トップの姿勢やトップと部下の人間関係、目的・手段の齟齬など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
博士の研究は、あるプロジェクトを設定し、実験的に多くの中間管理者に意

思決定をしてもらいながら実験を行った結果だが、多くの研究から、人為ミス

を犯す特性を持つ方々には、表 8-4 に示したように、人為ミスを犯しにくい方
と比べ、歴然と意思決定パターンに差があることを示されている。また、人の

特質を変えることはなかなか難しい、特に、ある程度の年齢になると、今まで

の行動パタンの変革は至難であり、時に、権力が加わると固執する。更には、

その特質を取ってしまうと、その方の個性や利点までが奪われ、特徴が無い型

にはまった人間に変貌した結果、結局は個人にとっても、企業や関係者にとっ

ても損失となる例が多いからである。従って、「ご本人には、性格の変貌を要求

するのではなく、自分の欠点知り、補う策を、中間管理者、または、中間管理

者を見るトップ・マネジャーが講じるべきである」としている。この対策は有

効である。具体的な方法は、例えば、この種の特性の優れた方々とペアーを組

んで仕事を進める策があるが、これなどは、相互にお互いの特質を認めて活動

する場合、人為ミス防止に極めて有用な手段である。事実、欧米の一流企業で

は、研究開発者にゴールデン・ペアー・システムを運用してきた。欠点の無い

人はいない。また、イエスマンの集団がやがては企業活動に破綻をきたす内容

を見ても、この対策は人的な危険性を回避する有効な手段のひとつである。 
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（３） 実務担当者の仕事に必要な仕事の問題：人為ミス対策地図の作り方 
 最近、失敗を許すマネジメントの必要性を訴える書が多く世に出てくるよう

になった。だが、最初から充分な調査研究や事前検討をしないで失敗する方々

にこの書の内容を適用しては危険であることは子供でも判る内容である。そこ

で、悪意は全くなく、善意で努力しながら用意周到にことを進めるが失敗に至

った場合に限り、以下、どのような対策を進めるべきか？また、それよりも、

起こさないようにするには、いかにすべきか？という観点から、問題：対策を

地図化する方法を紹介することにする。 
 この種の取り組みは、不良ゼロ対策を目的とした TZD研究会・第 1期～3期
で検討してきた内容である。特に、第 1 期では、装置産業と組立産業に別れ、
それぞれ 200 数十件もの内容を（調査を含め）挙げ、◎：極めて有効、○：適
用効果あり、△：アイデアはあるが適用は疑問という形でまとめ、報告書や書

として産業界に公開した。また、そこには、安全対策と組み合わせ、問題発生

の予防対策に適用した効果を示してきた。更に、第 2 期では、この内容の適用
を既存製造ラインの見直しに適用する方式を案出し、不良を出させないプロセ

スへの適用を『品質保証実態図』『品質機能系統図』という形で適用事例と共に

示し、産業界にも公開してきた。加えて、新製品開発段階、特に、DR(Design 
Review)の場で活用する地図の構築に努力した。 
以上、品質面の対策で人為ミス対策を進めてきたわけだが、その中から表 8-5
に第 3 期、新製品段階からの不良ゼロ対策に役立つ問題：対策地図を紹介させ
ていただくことにする。地図といっても構成は単純である。縦軸に工場におい

て過去発生が多かった問題の要素、そして、横軸に対策する上で効果があった

分類を記載しただけのものである。だが、これは非常に製造現場で役に立つ解

析である。対策案を整理～活用に向けるためには、このマトリックス上に具体

的に適用すべき手段を割り振ることが必要になる。そして、これが改善のヒン

トや適用上の課題対策になる。例えば、ポカヨケは◎：極めて効果ある内容、

しかし、DR内容をチェックする組織や担当制度を設けても△：効果は期待して
も限界があるという判断を示してくれるのである。その理由は、この種の判断

が実務的内容であり、より有効な方法があれば、そちらを選ぶべきことを示唆

してくれるからである。 
だが、この種の地図をどのように立派に作っても、使う技術と併用しなけれ

ば意味がない。この地図は単に問題箇所に適用すべき改善手法を提供するガイ

ドであって、運用は使う人に任されるからである。その一例として、多くの研

究で確かめられている『失敗から学ぶという方式』を例示することにする。図

8-2をご覧願いたい。図の右側に示したように、一般に、大きな失敗をした人は
失敗を恐れて冒険をしないことが判っている。これに対し、鷹匠が鷹を訓練す
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るように、「小さい失敗を訓練で学び、大きな失敗にもリスクを考え行動すると

いう方式が、人が失敗を学び、リスク対策を身につけるには最も良い訓練法で

ある」とされている。そこで、皆様には、ポカヨケのような対策は先に済ませ、

残余の問題は、先の表 8-5 の中から有効な内容を選び活用へ向けることで、地
図＋地図の活用→人為ミス防止の上手い人材育成への展開を願いたい。 
地図なき渡航は彷徨である。是非、読者の方々はこの考えで、各社毎にここ

にしめした地図を作成・活用・充実され、人為ミス撲滅・防止面でも成果あげ

ていただくことをお願い致したい。 
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表８－４ 誤りを犯しやすい人／犯し難い人の行動パタン比較分析 
 ドイツ心理学者デートリッヒ・デルナー著「人はなぜ失敗するか」ミリオン出版 1999年 7月 30日 

No. 誤りを犯しやすい人の行動パタン    誤りを犯し難い人の行動パタン 
１ 状況変化に対して決定したことの見直し

をしない、自分の決めた計画に固執する。 
決定に対しては多くの対策を考えた後に

最良と考えた案を採用し、計画を進めつつ 
もし、少しでも状況変化があった場合は計

画の見直しをする。 
２ 事が起きてから対処する（事後の緊急処

理を業務と認識してしまっている）。 
事前検討の段階でいろいろな角度からテ

ーマを見直し、事前、事前に手を打つ。 
３ 物事の決定の際ﾁｪｯｸﾘｽﾄをもっていても

使わない。安易にその時のムードで決定

を下す。 

決定まで余裕を持ち、案やｽｹｼﾞｭｰﾙを何回

も見直す。また、対策点が自分ではわかっ

ていても、過去の蓄積情報、ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、関

係者の意見聴取などを活用する。 
４ 仮設を立てない。立てても検証するとい

う行動が少ない。事が起きると諦める。 
仮設に対する検証を必ず行う。問題が発生

したとき、原因と結果を関連図化し、対策

へ向ける。 
５ 表面化した問題のみに対処して行く、潜

在的な問題の抽出・対策より事後のトラ

ブル対策に集中する。 

なぜ？という問いと共に仕事の成立条件

に疑問を持ち、問題を予知・顕在化させな

がら対策を事前に取って行く。 
６ その場しのぎ主義、責任転嫁を問題発生

時の活動の中心とする。 
計画重視の行動を主義とする。計画の責任

は全て自分の至らなさと考え計画必達に

執念を抱き行動する。 
７ 簡単に解ける問題は対処するが少し難解

な問題に遭うとすぐあきらめる。問題発

生の原因究明もしない。 

問題が起きると、なぜ？を繰り返し、原因

をしつこく追求した上で再発ゼロの手を

打つ。 
８ 計画が出来れば物事は終了足、と考え、

途中のフォローはしない(計画の丸投げ)。 
頻繁に計画の進捗と内容をチェックし必

達に努力する。 
９ 物事の細部に執着する行動が多く、全体

と個々の活動のﾊﾞﾗﾝｽを欠く行動が多い。 
森と木を見て、大局と部分をﾊﾞﾗﾝｽさせ物

事が進むよう常に努力を払う。 
10  総じて無責任 総じて、責任感が強いが、部下を信頼して

育成フォローしつつ仕事を進める。 
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表8-5　新製品開発段階の人為ミス：対策法の地図

◎IT化△担当者の

　　設置

現場との連携
起因/指示ミス

・・・・・

　　　　・・・～

◎ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ○設計

基準整備

◎ﾁｪｯｸｼｰﾄ

　整備活用

◎IT活用　
　CAE化

構造上のミス

材料選択ミス

◎体験

　　学習

○第3者
検討制度

◎全体と個々
関連一元化

◎IT活用　
　CAE化

判断ミス

（思い込み）

○標準化○ﾎﾟｶﾖｹ設計審査時の
モレ

○ﾃﾞｻﾞｲﾝ・　
　ｲﾝ対策

○契約に　　
　て約束

協力会社との
打ち合わせ

教育・

標準化
～・・～DRの

ｼｽﾃﾑ化

ﾁｪｯｸの強
化

ﾎﾟｶﾖｹの
設置活用

CAE活用　　　　　　　対策法

問題例

と課題

表中の記号の意味：◎効果大　○有効　△ｱｲﾃﾞｱ段階　

以下、つづく

 
 

大事故体験者

2度とあのよう
なチャレンジ
はやりたくない！

失敗の連続体験者
の基本的考え方

あの強い鷹、
鷹匠の訓練は
成功体験の繰り
返しを、上手に
やることであった。

小さな失敗体験
　　　　＋
成功から学ぶ
　　　　＋
大事故に学ぶ

本人
小さな
失敗体験

大・小の
成功体験

他人の

知識

新たなチャレンジ

大・小の
成功体験

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄと
小さな失敗体験

考える
知る

考える
知る

高レベルへ

生ずる

違い

生ずる

違い

図8-2　失敗を防ぐ教育・訓練のあり方
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９ ポカヨケと ITの活用 
（１） ポカヨケとは 
ポカヨケの由来は、ある電機メーカーへ故・新郷先生（シングル段取りやポ

カヨケの創始者）が訪問した時に生まれた手法である。そこでは、人手で行っ

ていた仕事にミスが多かった。そこで、新郷先生の指導で、現場ではセンサー

を利用した、当時フール・プルーフ（バカヨケ）という不良検出器を装着した。

完成後、先生は「このバカヨケをつけたので、これからは、この工程の不良は

出ませんので安心ですね！」といったわけだが、今まで、その工程を担当して

いた女性が「私バカですか！それでこれをつけたのですね、・・・」突然泣きだ

したそうである。先生は大変困られたそうである。だが、とっさに、先生は「い

や、申し訳ない。私もミスをすることがある。ポカ！とね、そう、バカヨケは

いけないね、これからは、英語の訳そのままでなく、ポカミスを防ぐ道具だか

らポカヨケという名にするから、さっきの言を許してほしい」と話されたそう

である。これで、この女性の方はにこりとされた逸話が残っている。以来、日

本では、道具を用いてミスを防ぐ方式を総称して『ポカヨケ』となった。では、

多く用いられているポカヨケ適用例を図 9-1、表 9-1に示すことにする。 
 

図9-1　一般的なポカヨケ適用の例

例１：穴の数を間違えることがある

12個空けるのだが、
ときどきは11個だった
りすることがある。

対策前 対策後

カウンターでチェック

穴あけ作業

OK→青ランプ

チャック解放
～次の作業へ

例２：目盛りの読みを間違えることがある

点検→記録→確認
数が多いので勘違い
して隣の欄のものと
間違えるので危険

例３：材料が２枚重なる

熱処理炉

ロボット搬送　１枚づつの
　　　　　　　　　　運搬が付着して２枚！

定位置判定は
でマークでNo/Go

判定

ＩＴ化できるものは
アラームで異常連絡

原因の
究明～
対策へ

ロボットに重力判定
装置をつけアラーム

板
圧
み

セ
ン
サ
ー

再発ゼロ
の対策へ

 
 
「人と他の動物の違いは道具を使うこと」とされている。正に、ポカヨケは、

安全におけるエラー・セーフと共に人為ミス防止の有効な手段である。だが、
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どのような優秀なポカヨケも活用法が不備だと問題をきたす。残念ながらポカ

ヨケの妄信することは危険である。そこで、次に、最近起きた事例を例に、ポ

カヨケを使っていたが起きた人為ミスの問題を紹介し、その対策を探ることに

する。 
 

表9-1　ＩＴ利用を含めたポカヨケの例

ＣＴスキャン、ＣＣＤカメラとコンピュータ画像処理による形状、位置判定式その他１１

ＰＨや液中に混入した吸湿物材料の化学反応、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰなどによる
方式

バイオ式１０

板圧や容器の液面、溶鉱炉の燃焼位置などを利用する方式Ｘ線、放射線利用式　９

バイメタル、起電力、ﾎｲｽﾄﾝﾌﾞﾘｯｼﾞなど、物理現象や特性を利用して、物理
量を電気信号としてとり出して物理の管理などを行う方式

温度・圧力・振動セ
ンサー利用式

　８

液面の高さ検出、液体の質量・濃度差などを利用した各種センサー利用
のポカヨケ

浮き子など物質の
質量、特性利用式

　７

非接触型ので部品の有無、位置などを知るセンサー利用の各種ポカヨケ

カラーセンサー利用式などはここに含まれる

光センサー利用式　６

リミットｽｲｯﾁ、静電容量式センサーを利用して位置や製品の高さ、長さ、部
品や加工終了の有無などを検出する方式。赤外線式なども含まれる

機械・磁気・電気式
センサー利用式

　５

定位置停止やズレ防止にバネピンやガイドを利用する方式ストッパー機構　４

加工穴の状況や取り付け時に、間違わないように高さの特性を利用する
方式。ゲートにこの考えを利用して寸法やサイズを分ける方式もある

高さ利用式　３

簡単な判定や停止位置、調整などに、ストッパーをつけたり、色表示で間
違えをなくす。安全ロープやマークなどで問題の発生防止を図る対策

目印や色表示利用
利用式

　２

PCなどのコネクターなどに見るように、その形状、方向でしか取り付けがで
きないものや、ピンを立て、その方向にしかセットできない工夫をしたもの

形状利用式　１

　　　　　　　　　　　　　　　　解　　　説　　区　　　分No.

 
 
 
（２）妄信すべきでないポカヨケ運用 
 図 9-2 は開かずの踏切事故の状況を示したものである。事故は東部鉄道伊勢
崎・竹の塚駅付近の踏切であり、2005年 3月 15日 16:50に起きた事件の状況
である。この事件は「電車が通過するのになぜ踏切が開いたのか？」内容だっ

た。この事件に一部、K 保安員（踏切操作員）の違反があったが、ここにはポ
カヨケが合ったが、万能的な使い方となっていなかったことが浮き彫りになっ

たので、この種の事件の背景にあった問題を知っていただきたく、ここに事故

の内容を更に詳説することにする。また、日本国内には同じような踏切が 59箇
所も日本にあり、平成に入り 4件もの人身事故が起きている一例である。なお、
この種の踏切は工場に例えると、工事以前、すなわち、工場レイアウト設計以

前の段階で対処すべき内容が残り、人手による注意が限界に近い状況で事故に

至った事例である。従って、今後、費用はかかるが、早急な抜本策が望まれる

対象である。 
では、事件の要点を解説することにする。ここでは、手動式の遮断機で踏切
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の上下を行うが、その仕事は各種ポカヨケの装備と共に、2名の踏切員に任され
ていた。この事故は 18年勤務の K保安員が担当していた中で発生した。状況は
図 9-2に示す手順の中で、「準急列車が踏切に進行しているのを忘れた！」とい
う人為ミスが発端となっている。すなわち、事故に至る状況は、図に示す手順

の⑤下り準急が踏切へ進入する警告の前、④の踏切に人が殺到していた状況を

見た時、③の上り準急が踏切へ 30 秒で到着することを忘れ、「下り準急到着ま
で、あと、1分 20秒あれば、待っている方々を通すことができる！」という判
断ミスを引き起こした原因だった。上り準急の運転手が急ブレーキをかけたが、

残念なから 4名をはね飛ばされてしまった事件だった（2名死亡、2名が重傷）。
また、もし、もう少し踏切が早く開いていた場合、その後に続く 15名もこの惨
事に巻き込まれるという状況だった。 

 

図9-2　東部踏切事故の状況（2005年3月15日16:50）

①下り普通が踏切通過

② 1分30秒前に準急が到着、
　　普通電車は止まったまま
　ランプ点灯、ハンドルは先の
指示で下げたままの状態だった。　

　①普通電車 　②普通電車

　③準急電車

　⑤準急電車

⑥準急が入る警告
　侵入まで１分20秒

事故を起こした踏切

⑥③の準急停止を忘れた。早く待っている

　方々を通してあげたいと思ったからだった。
　まだ、⑤の下り準急まで1分20秒あると考え
　た。だが、③の上り準急は30秒後、に到着
　急ブレーキしたが、4名に衝突（2名即死）！

③上りの準急が東部伊勢埼駅に

　　到着、踏切を管理する保安員が
　　確認

④踏切に渡る方々が殺到していたのを

　　確認！
⑤下り準急が進入してくる表示と警告

　　が出た　

遮断機
制御室

上り

下り

問題：過密ダイヤと危険状態だった！
①連動盤の警告ランプ　→　忘れる
②ブザーと警報　　　→　人手で解除
③遮断機のロック　→　規則違反＝解除

 
 
ここで、この職場の作業環境や事故の要因となった背景や問題とされる事項

を解説することにする。なお、K 保安員は過去にも、同種事故を起こしそうな
状況があった。だが、必ずしも、K 保安員だけを責められない事情がここにあ
った。その背景を順次箇条書きにまとめたので、事件の背景把握の参考にして

いただきたい。 
【保安員の操作手順とポカヨケなどの状況】 
① ランプ点灯により列車が踏切内に入る状況を保安員に連絡する（単なる注
意式のポカヨケだった） 
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② 保安員はハンドルを下げて、踏切をしめる。 
③ ハンドルが下がると自動的にロックがかかり、保安員が解放しない限り開
かない仕組みだった（これは強制式ポカヨケだったがロック解除した）。 

【違反行為の実状】 
① 列車が踏切に入る連動盤と呼ばれるパネルで状態をランプ表示する。 
② ランプがつくと警報機がなるようになっている。 
③ 遮断機のロックを解除しない限り踏切は開けられないようになっている。 
【違反に対する監督と対策の状況】 
① 事故を起こした K保安員は先にも、事故を起こしかねない、同じ問題で注
意を受けていた。 

② 過去から、時間があれば保安員は踏切を開けて踏み切りを待つ人を通して
いた。また、駅長はこの事実を知りながら対策してなかった。 

③ 立体交差のような高架化対策は 300 億円を要する。なお、IT 利用による
高度踏切制御システムでも安全な踏切開閉制御がある程度可能だが、この

種の対策は行う計画になってなかった。 
以上のような状況で事故は発生したわけだったが、最終兵器とされて板、遮

断機のロックを外すことが禁止になっているのに、なぜ、ロック解除に至った

か？について、その内容をもう少し解説する必要がある。先に、図 1-2 で示し
たように、「事故が起きたら責任問題にする」という解析では再発防止にならな

いからである。また、このことは、同種内容（図 9-3）に示す内容通り、多くの
事故対策専門家が共通に伝える内容だからである。そうなると、この問題は、

更に、その背景となる問題を探り切ってからポカヨケ運用の是非を論ずべきこ

とになる。そこで、その参考になる内容を、過去 10年間、この仕事をしていた
保安員の手記から、問題の要点を整理することにする。 
① この職場は 3 交代 2 人一組だが、この事故に似たヒヤリ、ハットに相当
する事態は何度か経験してきた。自分もあやうく踏切をあげるロック解

除ボタンに手を伸ばしそうになり、ヒヤットしたこと何度もあった。 
② 踏切を開閉する操作室に対し、時に、待つ方々が大声で怒鳴る、石を投
げてガラスを割るということが度々あった。また、踏切を待つ対策の改

善を労働組合に言い、会社側に改善や、少なくとも、お詫びの放送など

を申し入れてきたが、それに対しては何も応えも対策も返ってきたこと

がなかった。 
③ １時間に 3 分程度の踏切開閉で、人が渡るのを見て、いつも渉り切れる
か否か心配だった。渡り終わるとほっとする状況で、1日の仕事が終わる
とぐったりと疲れる毎日だった。事故を見て、もしかしたら、自分も同

じ事故を起こしていたかも知れない。「今時、人手でこのような目と耳に
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たよるだけの危険、また、原始的な作業をなぜ残しておくのだろうか？」

といつも思って仕事していた。 
 

図9-2　ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策の要点　

問責の決議 訓示と叱咤

　　　　日本における事故調査のあり方の多く
「ﾐｽをしたのは誰だ！」と責任・刑罰論優先で解析する。

欧米を中心とした、有効・科学的な原因分析・再発防止対策

①　事前にどこかの段階で事故になる要因を
　　除去できなかったのか？　
　　　　　　　　　　　　　→　事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
②　事故にはどれだけの要因がからみ
　　　あっていたのか？　→　原因の分析
③　現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
　　　　　　　　　　　　→　前提や環境条件の確認

①　事前にどこかの段階で事故になる要因を
　　除去できなかったのか？　
　　　　　　　　　　　　　→　事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
②　事故にはどれだけの要因がからみ
　　　あっていたのか？　→　原因の分析
③　現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
　　　　　　　　　　　　→　前提や環境条件の確認

事例の解析

科学的解析
参考書

①黒田勲監修「航空心理学入門」鳳文書林1977年
②正田亘著「安全心理　人間心理より見た事故防止策」
　　技術評論社1981年
③野間聖明「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ安全人間工学へのｱﾌﾟﾛｰﾁ」
　　毎日新聞社　1982年
④橋本邦衛「安全人間工学」中央労災防止協会1984年
⑤F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を中心として」
　　　成山堂書店　1991年　　など

 
 
このように、実際に仕事をする方々の手記から実態を知ると、この種の危険

域では、管理側の関係者が「ポカヨケをつければ安全である」ということだけ

で物事を考えてはいけないことが浮き彫りになってくる。特に、この場合、こ

のような踏切を残し、使ってきた事情は不明だが、事前に、危険を予知した対

策と共に、 
(1) OHASAに当たる、労働安全衛生面からの規定の遵守、徹底（管理責任と
して、この種の違反行為が起きない対策の整備と運用） 

(2) 踏切事故につながる開閉の状況が運転する列車側に知らせ、発車禁止や運
行する列車ストップを制御方式（この事故をみると、列車側から踏切操作

員に連絡するだけになっている一方連絡ポカヨケだったことが判る）。 
(3) 最終的には立体交差になる決定をしたそうだが、他所の問題を自分のとこ
ろで再発させないハザードマップの作成と明示、計画的な投資による問題

の原因除去対策をすべき、・・・という二重三重の対策が追加されるべき対

象である。 
ことが判る。事実、この事件以降、専門家が検討を進め、結局、踏切道の立

体交差化する策が選ばれたが、本来、事前、または、定期的にこの種の危険域

を見直し対策すべきことが悔やまれる事件である。要は、この事件から、人的
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ミスが問題を誘発する対象は、「ポカヨケを適用する際、その詳細な運営まで決

めて、運用すべき」ということになる。 
 
（３）知っておくべきポカヨケ適用法 
 ポカヨケには、目覚ましのように『注意式』と、駅の改札にある券売機のよ

うに、定められたお金を投入しなければ切符販売をしない。間違った切符や期

限が切れた定期券を入れると改札口を締めて人を通さないという『強制式』が

ある。注意式は人が警告を無視すれば、どのように優秀な警告をしても、先の

踏切事故に示すように事故発生を招く、ポカヨケはあくまで道具である。単に、

人のミスや忘れたことを補助する道具に過ぎないのである。従って、この道具

の活用法には人為的なミスが入り込ませない人的な対策を付加しなければなら

ない。では、この種の例を紹介することにする。 
 これは、ある工場を訪問した時のことであった。「当社ではポカヨケが 3000
台設置されています。でも、時々、考えられない不良が出てしまいます」とい

う内容だった。この工場の場合、話だけでは実態が判らないので、実際に現場

に行くとその問題の発生が判った。では、ここにその内容を紹介させていただ

くことにする。この工場におけるポカヨケは図 9-4 の『事後ポカヨケ』と『発
生時点ポカヨケ』が主流だった。いわゆる不良が出たら仕分けして、製品の中

に不良の混入を防ぐだけの機能のタイプと、不具合が発生した時に設備を止め、

不良が発生しないように設備環境を単に復帰するだけだったのである。要は、

ここでは『問題の原因を除去するためのポカヨケ運用法』が全く無かった。そ

れを示すかのように、工場ではポカヨケで選別した不良や機械停止のチェック

なされ、長年に渡りデータが記録保管されていた。また、定例会議で検討はさ

れていたが、解決策は全く見出されていなかった。事後ポカヨケは図 9-5 に示
すように、単に現場データを集めて空理空論で会議を進める『死亡診断書対策

会議』に留まる例が多い。この方式は、想定原因、ブレーンストーミング方式

で、会議で得た内容を“当たれば八卦？方式”で検討を繰り返すだけであり、『是

正＝問題の基となる原因の除去』は何も行わない方式だからである。本来、ポ

カヨケの機能は 
① 発生した問題を報せる。 
② 発生した問題をとりあえず除去する（復旧と応急処置） 
③ ポカヨケが発する警告を利用して、原因究明~除去へ進む道具に使う。恒久
対策を図り、ポカヨケはあくまで、問題発生の除去状態を保証、監視する道

具として使う。 
という 3種があり、この順番で適用を進めなければならない。しかし、この企
業ではこのステップの 2.1程度のところで留まっていたわけだった。工場へ出る
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と、クリスマスの飾りのように、警告ランプが着いたり、消えたりという状況

だったことが、この実態を示していた。また、この企業でチェックリストでま

とめたデータと会議の議事録内容を解説してくれた事実が、事前検討ポカヨケ

（＝問題発生を予告して、問題発生源の除去対策を促す）対策の無さを示して

いた。これは、ポカヨケ活用をミスしたという人為ミスか？知識面のミスか？

は不明だが、いずれにせよ、この対策を図った結果、不良は激減した。ポカヨ

ケは道具である。問題の原因究明~再発防止につなげる運用が無ければ、道具の
使い方が下手という状況になる。皆様には、是非、一度、現場へ出て、ここめ

でに示した観点で適用中のポカヨケの運用を見直していただきたいわけである。 
 

　図9-4　ポカヨケの区分とその活用法

事後ポカヨケ

発生時点ポカヨケ

事前検討ポカヨケ
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図9-5　やってはならない死亡診断書会議（怪疑）とは？

①問題が発生して

　いるのにデーター
　取りを行う。

②データーを基に

　　グラフをつくる。

③権威者？が

　集まり想定原因
　(ﾌﾞﾚｰﾝ・ｽﾄｰﾐﾝｸﾞ）

④多数のアイデア

　　多数の対策

⑤当たれば
　　正解？

 
 
 好ましくないポカヨケ適用から、今度は、IT利用、しかも技術伝承問題や、
アウトソース早期育成に役立つ内容まで高めた IT教育＋ポカヨケシステムを紹
介することにする。図 9-5がそのイメージ図である。過去、図の右側のように
多くの教育とチェックポイントを設けて、習得者は仕事の習得に努力した。だ

が、多くを覚えたり、マニュアルを見ながらの習得は大変なだけでなく、手順

上で何か重要なことを忘れると、大きな事故や不良問題につながることがあっ

た。このため、現在、図 9-5右側に示すように、「必要な時、必要なノウハウや
注意点をひつようなところで、IT利用によりガイドする」という方式が販売さ
れている。この種の方式は大手各社が社内で個々に進めてきた内容だが､一般向

き、少ない工数、しかも、視聴覚で現場関係者に情報を提供する仕組みである。

電子、紙めくり式の標準書が現場作業時に目前にあると考えていただければよ

い。正に現場で使う『IT・仕事のノウハウ伝授ナビゲータ』である。更に、こ
のシステムは、作業が終了したことを確認し、次へ進む、間違えは警告すると

いった機能も持たすことができるので人為ミスのゼロ化には有効な方式である。

図にも示したが、技術伝承の教育の場で既に効果をあげているが、その状況は、

図 9-6のように、新人が料理する目前で料理法と注意を IT教師よろしく指導し
ながら行う形態に似たイメージである。先に紹介したポカヨケ運用の注意点を

加味しながら活用すれば、2007年問題の対策、特に、技術教育の場で、大きく
寄与する内容ということが期待される新兵器なのでここに紹介させていただい

た。 
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図9-5　IT利用による、修得支援ツールの例　（株）トヨタケーラム製

工程分析　＋ ノウハウの表示（文字、写真、動画）

学ぶ・調べる

新・IT方式

入れる 不明点は
　確かめ修正

インプット　　　　手順示すITの箱へ

製品名「指南車」
サーバー 200万円
端末（ｸﾗｲｱﾝﾄ） 100万円
部署毎の分割使用処理
ランタイム 5万×ｎ箇所
１部署で約350万円程度

インプットは
ホームページ
ビルダーへ
インプットする
イメージで手順に
従い簡単に投入

必要な時に、必要な情報を
必要なだけ、画像・文字・音声
で順次、手順に従い示す

IT

利
用
イ
メ
ー
ジ

従来の技術伝承方式

いろいろな教育

現
場
実
習

体験~覚える（身につける）

標準書
づくり　

実習しながら疑問を聞き、一つづつものにする

指
導
者

　

評
価

【スピード化の効果】S社の例
事例：金型製作、初期教育モデル□に○を
　　　　入れる新人教育が１年→３日で実現！

 
 

図9-6　ジャスト・イン･タイム仕事伝承法
簡単・明解・使いが手が決め手

イメージは
　料理のレシピ活用

プロの味

家庭へ
　持ち込み

手順に合わせて
情報提供

IT力！

現場で必要な時、必要な情報と
指示、チェックポイントを提供！
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１０ 現場管理者と管理のあり方 
（１） 人には管理と習慣づけが必要なわけ 
 現場には管理者がいて、現場管理はこの方々に全権が一任されている。そこ

で『国際的に一流の現場管理者の活動』ということで、過去、その要点をまと

めたことがあった。その要点は下記の 3 点となる。そこで、これをどのように
現場で駆使するかが、運用上のテーマとなる。 
① 責任は免れない。 
② P-D-C方式で現場力をスパイラルアップさせる。 
③ 部下育成を図る。 
管理者が現場管理を行うため、昨今、コーチング技術が盛んだが、この種の

内容を含め、部下の安全教育~育成は、現場管理上、まず、従業員を安全、かつ、
有効に能力を発揮していただくことは、マズロー博士が示す「『欲求の五段階』

の最下位の条件の確保であり、従業員の能力発揮の基盤である」ということは

工場における活動の基盤となっていることは皆様、ご承知の通りである。 
 

図10-1　従業員が能力を発揮する理論

ﾏｽﾞﾛｰの
欲求の五段階

１，生理的欲求（食の充実）

２，安全の欲求（ケガなしの仕事）

３，帰属（仲間に属し役割を演じたい）

４，仲間に認められたい

５，自己実現

 
 
だが、今も人為ミスに伴う工場の安全（ケガ）、不良や作業ミス問題が起きる。

そして、未知の問題は少なく、「人間は安全だと怠惰になる」という状況に起因

する例が大半である。このため、現場管理者は、今も、人為ミスの影響や対策

の重要性を繰り返し伝え、教育、時には監視が必要になっている。では、人が
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持つ怠惰の局面について解説することにする。 
たとえ話で恐縮だが、交通事故を見れば判るが、「過去、事故が無かった。」「皆

がやっている。」「この程度は危険がない。」という例が続くと、人は、「自分は

ミスをしない」ということから、人は危険を承知で危険なことをし始めること

がきっかけとなり、やがては重大事故や違反～検挙となる。その種の例として

は、道路における信号無視、スピード違反、更には、携帯電話をかけながらの

運転や雑誌を読みながらの運転、ひどい場合には飲酒運転に至るまで、この種

の違反行為が日々横行する状況だが、中には法と罰金や運転免許の減点がある

にもかかわらず、今も多くの方々が違反を繰り返している。これが人為ミス発

生問題の基礎的な要因なのである。この中から事故にいたる場合確率はハイン

リッヒの法則が示す通りだが、事故にあった方々は、これを、相変わらず、「運

が悪かった」と考える人は多い。困った問題のひとつである。従って、もし、

この種の問題を現場で放置すると、工場内でも、やがて同種の大問題が起きる。

では、現場管理に当たり、どのような考えでこの種の内容の取り締まりを、現

場管理技術として現場管理者が運用すべきか？について、筆者が体験した事例

を基に解説することにする。 
なお、紹介する内容は取るに足りないような問題であり、5Sの基本の基本で
ある、仕付け教育に関する内容である。本来、図 10-2の上部に示すように、5S
では躾という文字を使う。これは、自分自身何が正しいかを知って行動する活

動であり、大人の活動、改善活動である。 
 

表10-1　経営直結型５Sの要点

ﾉｳ･ﾎｱｲ活動常に仕事に疑問を持ち、一流の仕事を追及しつ
つ改善を図る・日々改善・努力

　躾

　ＰＰＡ
　（ﾘｽｸ対策手法）

問題発生の潜在問題の予知・予防～未然防止対
策を図る

清潔

　ＱＴＡＴ
（発生時点問題対策）

「清掃は点検なり」と設備の強制劣化の基を絶つ
対策と、各種・発生時点不良対策を図る

清掃

動作経済則　「段取り上手は仕事上手」の名のもと、

作業の効率化を追求する
整頓

ＪＩＴの適用ＩＮ／ＯＵＴのバランス対策で仕掛減とリードタイム
短縮を評価基準に対策し、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを改善する

整理

適用手法　　　　対象と活用の狙い５S
注釈：　ＱＴＡＴ：Ｑｕｉｋ　Ｔｕｒｎ　Ａｒｏｕｎｄ　Ｔｉｍｅ　，　ＰＰＡ：Ｐｏｔｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｒｏｂｌｅｍ　Ａｎａｌｙｓｉｓ

子供時代
の仕付！

①人に挨拶する。　②箸の持ち方を正しくする。　　　理由なく叱りながら
③食事中大声ではおしゃべりしない。・・・・・・・・　　　　教えると、やがて
・・・・・・・・・・・（N) たばこのマナー　　　　　　　　　　　　　注意無しで習慣化

大の大人が
やるべき内容
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これに対し、これから示す仕付けは“子供の仕付け”程度の内容を対策したも

のである。これが出来なければ、本来の 5Sは進まない。また、現場管理におけ
る人為ミスを誘発する基が確立しない。多くの企業はこの問題は既に対策済み

だが、現場管理者の活動と責務という面で参考にしていただきたい内容として

問題~対策を示すことにする。 
 
（２）A社における、歩行・くわえタバコ禁止対策 
古くて恐縮だが、筆者がある職場に管理者として配属させられた時の話であ

る。この職場では「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という 5S対策の徹底を
行い、職場が規律、標準を守り、不良・故障ゼロ対策だけでなく、お客様がこ

られても恥ずかしくない見せる工場づくりをしよう！という方針が掲げられた。

この内容は企業トップの方針もあったが、ボトムアップ提案を受けて実施へ向

ける、という内容となった。 
このため、関係者が集まり結団式を行い、各職場で規律に関する約束ごとが

決められた。この中に「くわえ・歩行タバコは止めよう！」という内容があっ

た。「ほんの一部の違反者がいるので、その禁止に対し、皆が直接、実施したら

注意する。」ということが決まった。この対策は重要である。守る人と守らない

人がいては規則もない。そこで、工場としては、全工場的にも管理者が支援す

ることを決め、皆に伝えた。 
ところが翌日、筆者ともう一人の課長が現場を回っていると、比較的優秀な

班長がくわえタバコで材料を運んでいた。そこで、「課長、注意されませんか？」

と言うと、「うん、だがな、・・・」という態度であった。そこで、筆者はその

作業者に対し「こら、A、おまえ何をやっているのだ！昨日決めたことを何と思
っている」と言い、大声でくわえ・歩行タバコを止めさせ（タバコを口から取

り上げ）、「止めろ、昨日決めたことを知らないのか！」「知っています。」「では、

なぜ、何を思って違反をやるのか？・・・」と叱咤した。余りの大声と叱咤だ

ったので、現場で仕事を始めた作業者がサッと目を向けたことまでは、筆者は

覚えている。だが、すぐに A君が謝ったので、「今度やったら、・・・」と言い、
「もうやりません。」というサインまでさせて、その場は済ませた。 
その 20 分後である。A 君が私のところへやってきた。「先程は済みません。
だが、私がなぜ違反行為を行ったかご存じですか？」と言うのであった。「わか

らん！何だ！」言い訳かと思った私が少し興奮気味で答えると、「落ち着いて私

の話を聞いていただけませんか？」というので、「よし！」と言い、A君を座ら
せ、話を聞くことにした。A 君の話で私は今まで、なぜ“くわえ歩行タバコ”
が無くならなかったかが判った。A君の話は次のような内容だった。 
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「今まで事務所で決めても、違反者が出て直接本人を叱ることはしなかった。

だから、今回の取り決めも、またか、と皆が考えている。だが、今回、あなた

が私を現場で叱りあげたのを見て、皆が注目していたでしょ！」「そうだった。」

「あれで、「今回は本物だ。」と皆であの後現場で話した状況です。要は、朝礼

や会合で総論は言うが、各論は見逃すので、違反者が大手を振っていたわけで

す。たったひとにぎり、しかも違反者を取り締まらずに、きちんと規則を守っ

ている人に関係ない話を長々と訓辞するやり方はもう変えて欲しいと思って、

私たちは、昨日「くわえ・歩行タバコを止めよう。」という提案をしたわけです。」

「なるほど。」「今日、私に対するあなたの行動で、皆が、やっと違反者に直接

注意して良い、ということをあなたが示してくれたのは価値があります。」「誉

めるな、それも一理だが、なぜ、君が違反した。」「わざとやったのです。管理

者の姿勢というものが、昨日の取り決めとどうなっているか、今回、本気でや

るつもりなのか？を試しただけです。」私としては「参った！」の一言であった。

A 君の優秀さと行動力はこの職場へ筆者が配属される前から知っていた。正直
言って、叱るには叱ったが疑問を感じながらの叱咤だった。だが、この話以降、

相互注意は工場の親切な行為となり、多くの標準化遵守につながった。今も A
君の“仕掛け”は筆者に良いご指導をいただいたと感謝している。 

 
（３）もうひとつ、誰かが、たばこの灰を駐車場に捨てる問題の対策 
北の地にある、ある中小メーカーB 社の改善指導の話である。この工場へは
管理者研修で数回お邪魔したが、5Sの先生も平行して指導に当たっていた。BS、
PLを教育、現場改善の話に入り、各種改善が進むなかで、Bの社長様が「改善
と 5S は全く同じようですが？」という話が出た。「いま、こられている先生と
面識は全くありませんが、私も 5Sを教えています。御社は 3年も続けておられ
るそうですが、5Sでどの程度収益をあげておられますか？」と問いかけると「エ
ッ！」とされ「わからない？」というお話だった。後で判ったが、B社の 5Sは、
どうも掃除 5S を指導されていたのであった。そこで、先の表 10-1 の内容を紹
介した。すると、「今の管理者研修と同じですね。アウトプットを先に定めて改

善を進める対策ですね！」というので、「その通りです。」と答え納得を得た。 
この話はこの程度であった。要は、管理者研修で進めていることに 5Sが既に
含まれているので、B社としては、「5Sのやり方を変え、更なる経営直結化を図
り成果をあげる方式としたい。」ということになった。そこで、「過去、なぜ？

5Sを導入されたのか？また、続けて 3年もおやりになってきたのか？」を問い
かけた。すると、「5S を始めたきっかけは極めて少人数だが、駐車場に車にた
まった灰皿の灰とタバコの吸い殻を捨てて行く人がいる。駐車場は顧客からも

見えるし、近所の方々が持てもミットもないので何とかしたい。」という内容が、
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B社が5S導入したきっかけだった。「では、5Sを3年続けて無くなりましたか？」
とお聞きすると、「少なくなりましたが、まだ、月に数件ありまして、・・・」

という内容だった。200名程の従業員が働く会社である。数名の違反者に 5S研
修、標語、・・・と 190余名の違反しない方々がおつきあいしていることに、私
は驚異すら感じた。 
そこで、X理論適用法の提案をした。「どうでしょう、今月から寒い雪の季節

になります。B社の収益は決して良くありません。」「納得！」「工場における改
善提案努力者、貢献度の高い方々の順に駐車位置を指定席方式で駐車場の車の

位置を設定する。逆に、灰とタバコを捨てている車の位置の方は、申し訳ない

が、その前後 3名の方々と 1時間早出、1時間残業、しかし、駐車場に立ち、雪
の降る中で違反者、犯人発見までタチンボ警察をする。3名が編成を組んで行え
ば残業代も寒さの負担も軽減されますし、自分が犯人でないことの証明にもな

るし、最良の策ではないでしょうか？一月に数回も起きるのであれば必ず発見

できるはずです。こう言っては何ですが、一般的には、「誰かが捨てた」と言っ

たとしても、雪の中、そう遠くへ歩く方はいないでしょう。また、たいていは、

その方が犯人なので犯人に一番被害を及ぼす策を運用すれば良いでしょう」と

話した。図 10-2がその状況を示す内容である。B社で早速、この案を取り上げ
ていただいた。実施へ向けられた。 

 

図10-2　駐車場へタバコ吸い殻捨てる違反者の対策

今までは、朝礼で訓示、
注意のみの対策だった。

違反者を
何とか善人に・・・

雪だるま
駐車場監視作戦
　　＝性悪説　

・　駐車場は番地性
　　提案件数の多い人から工場の近くへ駐車
・　タバコの吸い殻を落とした車のところの人
　　前後３名が監視官とする。同時に掃除も！
・　早出、居残りで交代で犯人探しする！

これは
　たまらん

 
 
翌日、朝礼で全員を集め駐車場の指定席化の話と、改善の活性化、その貢献
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度に応じた位置を設定した。そして、タバコを捨てる方の捜査システムを紹介

し、食堂にも「もし、タバコを捨てた、という事件があった時より、即日にこ

の方式を運用する。・・・・」と掲示を出した。だが、タバコ捨ては、以降、全

くなく、このシステムも B社では 1度も実施することはなかった。うれしいこ
とに、提案競争だけ活発に進み、当時、多数質の高い改善が駐車場の位置の奪

い合いと共に進んだ。なお、提案だけではまずい。多能化教育、スキル向上、

標準書の整備、問題の事前検討の旨さ、整理・整頓といった内容も改善と同等

にして改善と自己育成で全員が燃える暑い冬が過ぎていった。 
この例を通して、注意すべき点は、X理論の利用である。B社では、大半の従
業員にとって、企業のトップが口うるさく言っても、本音は「標準的にやるべ

きことを守っているのに、ほんのひとにぎりの違反者のために、全員一蓮托生

は無い」と考えているはずである。 
以上、「人に注意する」「お小言や説教をする」といった、余り好ましく無い

内容も、部下に愛情を持ち育てる過程では､時には、必要内容なので紹介させて

いただいた。この種の内容は小さいがやがて人為ミスの火種になる危険なもの

ばかりである。『注意 1秒ケガ一生』という標語は名言だと思う。また、この種
の内容は、真面目に仕事する多くの現場活動者には無関係、仕事をも楽しくさ

せない内容である。少なくとも、企業に勤める方々は仕事のプロであると、同

時に、一般社会でも、マナーや各種活動のお手本に人物育成の場として現場活

動におけるこの種のテーマを扱っていただくことを願いつつ、ここまでに紹介

してきた人為ミスの要因、すなわち、リスクを現場管理者が管理下に置き、問

題を皆無にしながら、夢と希望の多い、人生錬磨の場となる現場づくりにする

ご一助として、本文で示した内容のご活用をお願い致したい。 
                             
注：ここ迄に掲載内容に関するノウハウ研修は JMA中部で 9月 6日に行います。 
                                以上 
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