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               QCD 革新研究所 中村茂弘

               （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

「安全第一！」に表現されるように、製造現場において、安全確保は必須要

件です。この対策の多くは KYT を中心とした活動であり、既に各社で教育や資

料が充実しているはずです。そこで、本書では、それを進め、①一般論から各

職場に合ったハザード MAP を、②個別につくる（危険個所の見える化）、③「安

全対策技術を個人の技」として駆使することにより職場の安全確保を充実する

方式を紹介させていただくことにしました。
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【注記】

この書は E-Book です。書のページ数は少ないのですが、特徴は本書を基に、

必要時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、毎回、

約 5 分程度で有効な情報を得ることが可能です。読者の皆様には、是非、本書

のご利用と共に、技術・技能伝承を効果的に進めることを願う次第です。
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１．少子高齢化時代に懸念される安全

（１）報道に見る災害の実情

筆者は、日立金属㈱に 20 年間在勤しましたが、安全教育と先輩達のご指導

で災害に遭うことなく過ごすことが出来たことを、今も、深く感謝しています。

他人が起こした事故への巻き込まれは別として、ここで教えていただいたこと

は、事故は個人に由来する。このため、極めて当たり前ですが、安全対策の技

を生かし、仕事にゆとりを持ち、「注意 1 秒、ケガ一生という教えを実践せよ！」

という対処でした。そこで、本書の題名を「作業安全は個人の技！」としまし

た。では、まず、「安全対策が、今、なぜ必要か？」という解説から、順次、安

全対策に関する要点を紹介してゆくことにします。

図１をご覧下さい。これは、鉄鋼業と化学プラントなど、装置産業における

災害報告の一例で

す。現在、製造業の

皆様が懸念する内

容は、団塊の世代が

去ることに伴い、物

づくりの技術の伝

承と共に、その基盤

としてきた安全対

策の劣化への懸念

です。企業で働く皆

様は、将来の夢や理

想を目指して活動

中なわけですが、

『マズローの欲求

の５段階説』の第一段階「安全の確保」が無ければ、その歩みが止ることにな

ります。

【映像】安全確保の必要性

① リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２８「職場作業安全の確保」

  https://www.youtube.com/watch?v=nYBEIUzAVCs&feature=youtu.be
② 作業安全対策シリーズ No.1 「労働災害の現状～対策へ」

https://www.youtube.com/watch?v=EOwBkQwzsA0&feature=youtu.be

図１ 鉄鋼関連の災害と、化学プラント系産業の課題

2017年3月
鉄鋼会員事業所の災害報告
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出展：鉄連の「労働災害統計調査」

化学プラント系産業が困っている
問題の例（潜在的な問題を含めて）

１，円高・円安の価格変動を受けやすい

原価低減に余地が少ない

２，歴史的に管理体系が整備され固定的

従って、現場で働く個々人のノウハウで
設備管理がなされてきたため、省力化

の切り口と内容が見透せない。

３，組織体系が固定化され、安定した操業を

続けてきた歴史から、個々の最適化は

進んだが、反面、全体最適面、組織の
壁を超えた活動や、チームワークで

新たなチャレンジを進める文化が薄い

４，個々人はプロであり、責任感は強い、

問題があっても、現場の責務として処理

することが文化であり、改善～省力化の

改善ステップに入れるテーマが少ない。
５，以上のような環境に加える形で段階の

世代が去ると、技術伝承面で支障や、

IT・設備化の対策も遅れる。



3

（２）労働災害の影響

事故を起こした方の大半は、事後に「急いだため、とか、コストを重視した結

果・・・」と言い、「よく確認して仕事をしていれば、・・・」という反省を漏

らしてきました。安全対策専門家の解析は、この種の言い訳に対し、「図２のヒ

ューマンエラー要因が関

与する」としてきました。

しかし、この種の反省や分

析の前に、我々は、「後悔

先に立たず、事故の影響を

良く知って行動すべき！」

です。そのために、表１を

ご覧下さい。これは、『災

害コストの解析』の例です。

一旦、災害が起きると膨大

な額になります。そこで、

この対策となるわけです

が、その手段は、(a)安全対策投資、(b)有効な対策技術と、(c)人と手間の投入と

なります。また、さらに注意すべきことは、事故は、該当者ご自身、家族と関

係者に大きな影響

を与えるだけでな

く、「死亡事故で亡

くなった人は絶対

に戻らない」という

問題です。このため、

「重大災害リスク

に対し、その金額的

影響を算定し、資金

と技術を投じてで

も、効果的な対策を、

早急に知恵を集め

て進めるべきです。

【画像】安全コスト

〇 作業安全対リーズ No.2 「労働災害の影響」

https://www.youtube.com/watch?v=rR6G6FLU4dI&feature=youtu.be

図２ 専門家が示唆する災害発生とヒューマン・エラー要因

人的ミスの
発生

スキル不足から起きるエラー

例：入力ミス、手配忘れ、チェックミス、転記ミスなど

自分ではそうすべきと考えているのに

また、知っているのに、思わず、違った

行動をしてしまう。

例：右に曲がるつもりが左へ曲がる
ブレーキを踏む積もりがアクセル踏む、など

過失

スリップ

近道行動

手抜き

違反行為

例：横断歩道が遠いいので、問題あるが

道路を横断する行為。渡しはあるが
コンベアを飛び越える、など

例：ボルトを確実にしめる規定だが、数本

だけを規定通りに締め、後は、加減で

ＯＫとする（トルク計測の手抜き）

昨日も計器に問題値を示していな
かったので、本日も同じと考えて

チェックしない、など

例：スピード違反や飲酒運転など、

明らかに違反と知っていて、違反

行為をする、など

故意

行き過ぎると犯罪行為に
発展する例がある。

表１ 建設現場に関する労働災害損失金計測例
高木元也（独立衛生総合研究所）「これからの建設現場の安全を考える」第３回労働災害損失額の計測

２００９．１．１ No.２２３ 論文より原文のまま

区
分

災害程度 事例１：死亡 事例２：休業５９日

休業４０日、２名

直
接

的
損
失

労災保険額 元請１８９万円 元請１７万円

会社規定補償額 ２次下請２，４００万円（補償
費）

２次下請１１万円

（休業補償等）

訴訟関係費 元請２，３５０万円、２次下請

１，８５０万円（示談金）

－

工事の中断１日 影響の解説

その他 ２次下請４５万円（遅延損失） ２次下請１万円（通信交通費）

間
接

的
損
失

被災者稼得能力喪失 ２次下請３，６５４万円 ２次下請１１８万円

工事関係者の

追加作業など

元請１５８万円

２次下請１７８万円

（作業手待ち等）

元請２０万円（調査記録等）

２次下請１４万円（救援等）

営業損失 － ２次下請１億円（失注）

合 計 １億９３３万円 １億１８９万円

事故の内容 橋梁河川改修工事中にｸﾚｰﾝ
でセットしたｸﾘｱｰﾊﾟｲﾗｰ５ｔが転
倒被災者１名が死亡

水道配管工事の隅だし中ヒュー
ム管が転がり両足を挟まれ１名
が骨折、１名は第５指骨折
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２．他山の石解析でつかむ「重大事故」の要因

人は、誰でも、ご自身の健康と安全には関心が高いはずです。しかし、もし、

『危険感知センス』という、危険を察知する解析・察知力が無い場合、簡単に

リスクに近づき、危険に遭う確率は高まります。そこで、先の安全コストに加

え、ここでは、安全対策の第一歩という形で、『他山の石解析』を利用して、リ

スクを感知して行く能力向上策を紹介することにします。

製造現場では、毎朝、職場に入る前に、全員で「ご安全に！」唱和して、仕事

を開始してこられました。しかし、「慣れれば人は注意が鈍る」という言葉が示

すように、習慣＝考えずに物事を進めると、時に危険な場に入っても気づかな

いという現象に陥ることがあります。また、いくら膨大な安全教育を受けても、

やる気と注意力を持たなければ、目前のハザード（危険な箇所）などを見過ご

し、危険は増します。そこで、この種の対策に有効、かつ、実践的な対策法で

ある、『他山の石解

析』の例を紹介する

ことにします。

演習１はクレーン

倒壊事件です。この

例は、死者を出さな

かっただけが幸い

だった事件でした

が、大問題！という

内容を多く抱える

事件でした。この事

態を解析すると、当

然、多くの行うべき

ポイントが発掘さ

れるわけですが、読者の皆様には、設問を解析して、少なくとも 3 点ほど例示

をお願いします（解答例を次ページに示しますが、チャレンジをお願いします）。

【映像】作業安全対策シリーズ No.3 「災害事例の解析」

https://www.youtube.com/watch?v=VKeGEZNoRds&feature=youtu.be

設問１ ：事例解析でつかむ

「重大事故」の管理・指導ズサンさの実態
09年4月14日午前11時44分、東京都千代田区麹町4丁目マンションの新築

工事現場で、T社が所有のクレーンで地中に埋められたパイプ6トン長さ
2mを吊り上げ移動する際、加重に耐えられず道路側に倒れた。その結果、
6人に被害（クレーンオペレーターと歩行者は重体）、クレーンは片側3車線を
ふさぐ形で倒れた。クレーンアームはトラックの運転席に倒れ3人が閉じこめ
られたケガをした。もし、急停止が遅ければ、死亡事故となっていた、という状
況だった。
このクレーンと吊り方の制限は、10m以内に対象物を置くとワイヤー2本で

13トンが吊り上げ可能、1月13日の点検では問題無い状況だった。対象物は
10.5トン、4月18日の警視庁捜査1課は距離が14mと、距離適正を超す状況を
伝えた。なお、このクレーンはケーシングという吊り上げ対象物から、約20m
離れたところで掘削工事を応援、その後、2m弱近づいただけで、対象物であ
るケーシングの吊り上げに入っていた事実を公表した。

記入欄

ケガ・ゼロ（再発ゼロを含む）の立場から、この事件を参考に、考えられる問題と対策を挙げて下さい。

災害の解析
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【事故の解析例】

事故の解析結果は図３のようになります。皆様は、この解析を見て、「無管理

状態だった！」状態に、疑問を持たれるはずです。さらに問題である事項とし

た、T 社は 5 年前

に同種クレーン倒

壊事故を起こし、

しかるべき機関か

ら是正勧告を受け

ていました。しか

し、その対策を怠

ってきました。そ

の結果、今回の事

件に至ったわけで

した。まず、クレ

ーの安全基準を超

えた斜め吊りは物

理的に無謀な作業

でした。また、クレーンの斜め方向から、重量や地面の抵抗が多いい地中の管

を振動させながら抜くという行為は違反行為であり、「今まで同じ作業をしてい

たのであれば、事故が起きなかったのは、単に、運がよかっただけ！」という

だけのことでした。

専門業者がこの種

の危険を取ってい

たことに、我々は

驚嘆するわけです

が、当然、ここに

は安全管理者がい

ました。「では、安

全管理者は何を管

理していたのだろ

うか？」が気にな

ります。作業安全

を研究する学者は、

多数の人がいて、

行うべきことをやらない現象を、図４の『リンゲルマン効果（もたれあい）』と

説明します。だが、この種の理論でこの問題を片づけるべきでないと思います。

図３ クレーン横転事故の解析結果（例）

常に事故は起きてから解析され、結果は素人が見ても「その道のプロなら当然対処すべき！」という

怒りに似た内容を感じる例が多いが、この例は正にその種の一例を示す内容だった。

事実として判明した問題点

① この工事は、東亜建設工業が施工、クレーン作業はクレーン

を所有する大洋基礎だった。作業は、現場責任者1名、クレーン

操作員ほか4人がくい打ちを進めていた。

【指摘事項】 安全管理者の仕事とチェックに疑問？

② ケーシングの引き抜きは2本のワイヤーで吊るが、2本なら
9.4m以内なら13トンまで可能、10.9mなら9.2トン、

13.1m以内なら5．5トンとされている。だが、実際は14mだった。

【指摘事項】 距離の実測を手抜きした？

③ 資材（ケーシング）の重量を当初7トンとしていたが、実際には

10.5トンだった。加えて、ケーシングは地上6メートルまで地中

に入っていたため、引き抜き重量が加算される状況だった。

【指摘事項】物理的に絶対無理（制限を超えた）作業を許可？

④ クレーンでケーシングを引き抜く際に、アームを左右に振って

引き抜こうとした。
【指摘事項】 アームに負荷がかかり、横転の危険性が高い

ことが知られているが、素人的判断か？

⑤ 吊り上げ方向は、クレーンに対して直線上になければならな

いが、縦長の地上台車に対して対角線方向だった。

【指摘事項】 支えが働かない位置関係で吊り上げは素人的か？

地
上
操
作
台
車

クレーン

地面

安
全
保
障
距
離

１０ｍ

ケーシングと
呼ばれる

吊り上げ

対象物

図４ リンゲルマン効果

リンゲルマン効果は，約100年前，ドイツの心理学者リンゲルマンが発表した内容であり、
『社会的手抜き効果』の名で世界に広がった一種の法則として知られる。

個人←（何が違ってくるか？） → 集団

実験によると、1人で引っ張った場合を１００とすると、２人では期待値の９３％、３人では
８５％、８人になると４９％と、人数が増えると力が増すと思われがちな綱引きで、責任感の
拡散という現象と共に力の発揮度合いが低下する結果となった。

人間の心理
① 共同作業を行う時、「どうせ、だれかがやって

くれる」という心理が自然に生まれる傾向が
発生する。

② 歯車の一員として活動する場合、「自分の努力
は認めてくれない」と思う心理が作用する。

③ 問題があっても誰かが責任を持ちやってくれる
というもたれ合いが生まれる。

集団に対する対策
① リスクとウエイトを

明確にする。
② 業務を分割し、責任
分担を明確にする。

③ ①＋②を管理する
管理者を定め規則を
完全に守らせる。
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３．ケガや事故はなぜ起きるか？

演習と図４で紹介した安全解析項目の列挙（分析）は、特に高度な安全対策知

識を持たない方でも、ほぼ解答例と同じ、または、それ以上の解析だったので

はないでしょうか？このため、この種の解析に『おかめ八目解析』の名がつけ

られ、KYT：危険予知訓練などで利用されてきました。では、次に、安全点発

掘における極めて基本的な、分析法を紹介することにします。

（１）ケガや事故が起きやすい環境とは？

製造現場で「ケガはなぜ起きるか？」と問うと、答えに困る方に多くお会い

してきましたが、そのような時、図５をご紹介ください。直接的に、ケガや事

故はエネルギーとの

接触で起きます。最

近、高齢者の自動車

事故が話題になって

います。事故を起こ

した方は、異口同音

に「アクセルとブレ

ーキを踏み待ちえ

た」と話してきまし

た。この事故の直接

的な原因は過大な運

動エネルギーとの接

触です。時に、この

対策に、「認知症テス

トを厳しくする」「運動神経や反応時間をシミュレーターでテストして、合格者

にのみ免許を出すべき！…」と言った議論をする例があります。しかし、この

種の原因は対策には多くの困難が伴います。これに対し、「過大なエネルギーが

原因である」という原因を選ぶと、IoT の時代、原因を除去する多くの手段が適

用できます。例えば、アクセルを急激に踏み込んでも、自動調整や、自動停止

する装置の適用が可能になるためです。このように、事故の原因の除去に対し、

心理的、また、人間の特性面の原因の解析～特定は一つの方法です。しかし、

対策に悩むため、図 5 の視点で原因を特定する方式の適用の方が有効です。

図５を活用する要点は、危険なエネルギーとの接触が起きそうな点を見つけ、

予知、予防する対策となるわけですが、その際に有効な対策は、(a)各職場のハ

ザード MAP（後で、詳しく解説）をつくり、危険個所を明確化する。(b)個々の

図５ ケガ・ゼロ安全対策は個人の技！

注意１秒ケガ一生！
注意は無料！
ケガは時に一生！
・・・・・大損害まで

なぜ、ケガをするか？
答えは「エネルギーとの接触」
①位置エネルギー：落下物、落下、挟まれ
②回転エネルギー：切断、巻き込まれ、・・
③熱エネルギー：やけど、火事・・・
④光エネルギー：溶接光、Ｘ線障害、・・・
⑤化学反応：酸、アルカリ、薬害、・・・

防御？ 回避？

＋
人的なゆとり＋知識

火の無い
ところに煙は
立たない！

まず、行うべき対策は、
結果の反省ではなく、原因の除去！

前
提
は
人
的
対
策
の
重
要
性
！

① ハザードMAPを
個別につくる

② 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）

③ 技術的手段を
習得~資格的運営へ

総花的
訓示や

教育
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職場に最も良い策を適用する（例：危険個所には見える化対策を適用する）。(c)
安全対策の技術的手段（例：ポカヨケの適用、注意書きの復唱と指差し確認の

徹底～仕事毎の資格試験や認証制度など）の投入となります。

ここまでに紹介した方式は、一般論を教えたり、安全対策で精神的な意識高

揚を図る対策や、KYT 教育で資料整備を行う方式とは、大きく異なります。ま

た、この種の方式は各社では既に対策済と考えます。そこで、本書では、それ

らの安全対策要件を「実務的に個別職場で安全対策をどのように展開すべき

か？」という対処法を紹介することにしました。

防火に、「上から下まで火の用心！」という注意があります。これは、「知識、

掛け声運動では火の用心の重要性は誰でも知っている。しかし、個別対策に当

たり、火の元の対策や、ボヤが起きた時、緊急時対策の準備があっても具体策

を知らず、実行できない状況は無意味である！」という注意です。要は、今ま

で学び、蓄積してきた安全対策の知見を実務で、具体的に活用することが安全

対策の実務では重要です。

（２）人が持つ大脳と予測動作

安全対策の環境を充実しても、仕事などの手順の中で、ヒューマン・エラー

（以降 HE と略称）が起きると、安全の確保はできません。そこで、次に、仕

事の手順面の評価が必要になります。「では、HE はなぜ起きるのか？」という

内容に入ることに

します。この解析は

諸説あります。だが、

本書では、人的な安

全確保面から利用

可能な理論を抽出

して、対策法を解説

することにします。

図６は情報の科

学と大脳生理学に

よる人類の行動分

析です。人の行動は

大脳の指令によっ

て活動します。大脳

には、論理的な判断を中心に活動する左脳による作用と、過去の経験から「問

題ないので、習慣的に行動する、右脳による活動があります。右脳の活動の場

合、行動した上で、もし、問題が起きそうなら（または、起きかけたら、その

図６ 人間を含めた生物の行動パタン

計
画

行
動

判

断

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

最も単純な情報系

目的、目標と取っている
行動が正しいか？を判断

Ｐ Ｄ Ｃ

人間の正常な知覚～認知メカニズム
生存競争に勝ち残るため身につけた内容
①人類発展の歴史以来、過去の経験や

知識から行動を採るときには予測して
行動し、善し悪しを判断しながら事を
進める情報システムを使ってきた。

②過去は明確だが、将来は見えないので
不十分な情報を活用して判断を下す
ことを行ってきた。

③慣れたことは注意点をスキップする。

（思い込みや過去の成功体験が失敗を招く例）

問題が無いと違反をする例
① 道路における信号無視

② クリーンルームのエアーシャワー室に入る

人数を1名と定めても2名以上入る。時間
を無視して非常ボタンを押して出て行く

たった10秒程度が待てない。
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時、行動を止め、考えて最適と思う行動をとる）という方式を採ります。人は

慣れると右脳に蓄積された記憶情報を用いて行動します。特に、習慣的に行っ

て問題無いことは無意識に行動して行くそうです。この状況が図６の左側に記

載した内容となるわけですか、「万一、問題があれば、その時に行動を修正すれ

ば良い」という方式で、人の活動は進みます。一般的には、この判断で、ほと

んどの人の行動に問題が起きません。しかし、時に、作業や作業現場の環境が

変わっていても、過去の行動を取るため、ヒヤットや事故に遭うことがありま

す。このため、図の右に記載したように、時に、この種の予測行動に対し、我々

は、ゆとりを持って確認の後、行動を取る処置が必要になります。

（３）自分の仕事の状況は見えない。このため、「客観評価手法」の適用を！

人は「自分は正しい！と思っていても、実は正しい行動を取っていない」と

いう例が多数あります。筆者は剣道、読者の皆様にはゴルフを趣味にされる方

（含む、友人など）がおられると思いますが、他人に注意などを受けると「本

当かな？」と思う例が時々あるのではないでしょうか？このような時、自分の

稽古模様をビデオ撮りすると、「かなり割り引いたご注意だった」という例は、

筆者を含め、多いはずです。特に、現場作業の場合、『急ぐ！』という時、ベテ

ランや上司には注意を与えることを渋るため、例えば、この種の方が設備や工

具等を乗り越えても「まあ、今回は特別、問題は知っている方があの種の行動

を採るには、何か理由があるのだろう。あえて、嫌われてまで注意を控えよう！」

ということが許されてしまう例があります。しかし、この種の行為の放置は「悪

化が良貨を駆逐する」と現象を引き起こし、その職場では「安全規則や注意書

きがあってもお題目！」という状態を作って行くので、注意が必要です。自分

は自分で見えません。そこで、「他人の注意を虚心坦懐に受ける。相互に注意が

出来る職場はお互いに問題点を見つけ、改善のきっかけを作る明るく、伸びる

職場である」と定め、この種の違反行為は無くすべきです。

では、各職場で進め、違反したら、即座に修正願う内容について解説するこ

とにさせていただきます。多くの企業では、図７の上段に記載したように「沢

山教えれば、多数の注意点を示せば事故は減る！」と考えからか？ (1)ダメ出し

で多くを指摘する。(2)その職場や仕事上、安全遵守対象でない方まで多数集め

て数を追う研修を行う。さらに、(3)意識教育に加えて、監査の実施だけでなく、

指摘やペナルティを相手に感じさせる目的を重視した研修が、安全対策では行

われてきました。しかし、安全対策上、注意すべき仕事に当たっては、仕事を

する直前に、この種の重要事項を目前に表示して、『指差し＋呼称確認＋W チェ

ック』という手順を、仕事の着手前に守ることができれば、その種の注意事項

は完全実施となります。この方式は、生産管理で行う、JIT：必要な場で必要な
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時、必要事情を必要なだけ、・・という方式です。この時、「守らなければ、事

故の元！」このため、守らない人に対し、即座に注意して、徹底すべきです。

もし、その方が、(4)知っている。だが、安全知識を必要な場で必要に応じて、

的確に使う訓練がなされていないのであれば、図７の中央の「できる化不足」

となります。この履行で指差し確認＋W チェックは、(5)図７の「やっている化」

となり、安全対策成果となるからです。多くの注意が仕事上で必要な場合、昨

今の IoT 手段を使い（使わない場合、表示などの利用）や、音声や見える化対

策で、対象者に提供すると、楽に早く、必要な場で必要な注意事項を守る対策

は確実にはずです。以上、「知っていて行わざるは知らざるに同じ」という諺が

ありますが、安全対策に当たっては、安全教育の内容を精査して教育した段階

では、安全手順の履

行が必要です。この

ような対処で、「習っ

て行わざるは知らざ

るより悪しき！＝安

全教育では『絵に描

いた餅』とか、『畳の

上の水泳訓練！』現

象を撲滅すべきです。

読者の皆様には、特

に、重要ハザード箇

所に対し、是非、安

全対策項目の完全履

行のため、この種の

徹底法の適用を願う次第です（違反取締などに監視カメラの適用も、その種の

対策の一例です）。

（４）手順解析に見る事故要因

次ページに示した、図８は、安全対策や HE 対策の専門家による調査～解析

です。他人が起こした事故へ巻き込まれる不運は除き、事故を起こした原因は

人が行う手順の中で「行うべきことを行わなかった」または、「間違った方式で

行った」という問題です。しかも、時に、「上手の手から水が漏れる」ではあり

ませんが、ベテランといえども、万一、人が行う手順に問題や手抜きなどをす

ると問題発生の原因になります。しかも、この内容は、経験や頭脳の良否に無

関係という調査結果があります。そうなると、HE を起こさない手順の確立が必

要です。そこで、筆者が幹事を務めさせていだ作成した JMA の TZD 研究会に

図７ 極めて重要な安全対策履行のチェック

１，知っているか？ → 化（使う準備）

２，できる化 → 設問を出された時、有効解？

２，やっている化 →実践と成果？

研修はここまでを お手伝い！

過去、HE対策が進まない企業が行ってきた行動

過去、多くの企業では、ヒューマンエラー対策に対して、
①発生した問題のダメ出しと、観念論的な対策方式を指導、
②ヒューマンエラーを起こさない人を含めた対策内容の立案
や発表会、③意識高揚と教育や監査などを重視した対策
では、ＨＥゼロ対策は外堀埋めて、本筋から離れる！

知って行わざるは知らざると同じ！

学びて行わざるは、知らざるに劣る！

映像紹介QRコード
ＨＥ対策論に一言
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よる HE 対策手順のご利用をお勧めします。その手順を図９に示しましたが、

破線の上部は犯罪行為なので、本書から除外したいと思います。その種の例と

しては、飲酒運転違反に見るように、法はあっても「自分は大丈夫とか、今回

だけ違反をしても問

題や発覚は無いだろ

う！」ということで近

道行動や手抜きによ

り「やるべき事項をス

キップする」という例

などがあります。この

種の行為は、「問題で

あることを知ってい

ながら意図を持って

（悪いことを知って

いても犯す）行う行

為」なので、HE 行為

からは除外します。

これに対し、安全教

育を受け、誠意を持

ち、仕事をする中で

ミスを起こした結

果、ケガを被る行為

がありますが、ここ

では、この種の行為

を HE の対象とし

ます。

この二重破線の

下に対する安全対

策に当たり、まず、

図の①ですが、IoT
の時代にあっては、

その利用を１番目にお勧めします。適用例として、例えば、プレスなどの装置

において、人が危険域に手を出した場合、アラームを出すと同時に、機械の作

動を停止して挟まれ事故を防止する対策や、危険個所に近づくとシャッターな

どを締めて、人の侵入を防止するといった例です。対象は異なりますが、この

種の例は工場で用いる自動搬送車にも見ることが出来ます。人が近づくと停止

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 HE対策は個人の技とする
② 手順の中に問題発生の要因が

内在している。
③ ポカヨケ～指差確認まで・・・

航空パイロットは資格化で成果！

事例の解析

科学的解析
膨大な研究

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

図８ 事故調査と、ヒューマン・エラーに対する研究

図９ JMA・TZD研究会で得た、HE対策手順

擬似犯罪行為とHEの峻別対策

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

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

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。
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して人との衝突を防ぐ例です。なお、IoT を設置しても、メンテナンス不十分の

場合、逆に事故が

起きるため、過信

には注意が必要で

す。いずれにせよ、

この種の IoT 対策

は安全作業の確保

に有効性が高い商

況です。このよう

な理由から、HE
対策際しては、適

用可能な職場には、

まず設置をお願い

したく、HE 対策

の①としました。

図の②は安全教育です。③は指差し確認＋を主体として、現場・現物で安全対

策を実務展開する対策です。図 10 の指差し確認は旧国鉄（明治）時代、鉄道の

機関士・運転手が考え出し、この方式を中央労働災害防止協会がとらえ、1980
年代から「ゼロ災運動」に取り入れ、一気に全国展開していったという歴史を

持ちます。このように、指差し確認は現場の知恵と工夫で生まれ、大きな成果

を得てきました。なお、旧国鉄・鉄道労働科学研究所室長だった、また、現在

の HE 対策の

基盤をつくら

れたことで有

名な、故・橋本

邦衛博士によ

ると、大脳生理

学的に見て、脳

波のパターン

がフェーズⅢ

という短時間

だが、最も脳が

活発でエラー

しない領域に

持ち込む効果

が認められた

図10 指差し確認の要件と効果

② ダブルチェックの効果

１
５００

Aさん：
１

５００
Bさん：

１
２５０，０００

エラー率

2名で同じ内容をチェックした場合に発生するミスの発生頻度

③ 指差し確認＋ダブルチェックの効果

（1/6）×(1/250,000） ＝1/9,000,000という脅威的な発生比率となる。

これから操作したり、
インプット、ボタン押し

する内容が他の間違
った内容でないことを

確実にするため

作業や行動を起こす前に

決めたこと、指示や数値に
間違えがないことをしっかり

記憶に留めるため
（頭にたたき込み、確実性

を確信するため）

① 指差確認ひとつで

HEは、１／６となる

注意数秒、怠ると、時には、
患者さんへ多大な障害が発生！

参考：芳賀 繁著「失敗の心理学」日経ビジネス人文庫

（京都大学→国鉄労働研究所→立教大学教授）

人名、処置、計測器の種別、

機器の操作など、注意事項や
記載事項や、状態を確実に

読みとるため（再確認を含め）

操作、記載、指示した内容が

計画、意図や指示に従った
内容であることを確かめる

ため

ゆとり＋指差確認→安全の保証

人
類

哺
乳
類

鳥
類

爬
虫
類

陸

海

魚類

（感覚系）

大脳基底核
人間が直立したため
感覚情報処理
系が前部へ出
て連合野となる

（運動系）

人間の大脳（大脳新皮質）

表情・態度の脳

人
間
精
神

（
精
神
系意

志
・
創
造
の
脳

や
る
気
の
脳

好
き
嫌
い
の
脳

視
床欲

の
脳

（
運
動
微
調
整
の
脳
）小
脳

脳
幹
（生
命
維
持
の
脳
）

喜
怒
哀
楽
の
脳

大
脳
辺
縁
系

前
頭
連
合
野

側
坐
核

扁
桃
核

視
床
下
部

急所の脳

脳
下
垂
体
（ホ
ル
モ
ン
系
の

脳
）

脳
の
進
化

図11 人間の脳の機能と、情報処理過程とミス発生要因

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

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

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

脳
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（科学的に有効性を証明した）ことも、安全対策の基本技となっていった理由

です。このため、本書では、「危険作業に当たる方が行う絶対条件という形でと

らえるべき」と考え、その具体的な活用法を解説しました。この対策で HE の

防止の大半は進んだわけですが、その対策でカバーできない対象が図 9 の④の

大脳生理学による対策となり、大脳生理学者による脳の活動と情報処理の研究

と実験から得た結論を示すと図 11 となります。

さらに、図 11 を解説することにします。図の左側が情報処理の過程です。こ

のプロセスは電気回路に 1 件づつ信号を流す形態となります。人は目前の状況

をとらえて判断するわけですが、見慣れた対象物や注意などに極めて短時間で

判断をして行きます。この際、図の右側に蓄積された右脳の情報を使うため、

時々、判断に間違いが生ずることがあるそうです。その理由は、右脳がイメー

ジで物事をとらえるという特性があるため、過去に行った事象に似ていると、

「同じである！」という判断をすることがあります。このため、よく注意と確

認をしないと、「時に、目には入っている（確実に見ている）が、注意点などを

見逃す」という現象が発生します。表２に示した内容は、脳の活発区分です。

脳が活発に活動していて、多少の変化も見逃さないという状況がフェーズⅢの

状態と言います。脳は人間の肉体の一部です。このため、ある時間を過ぎると、

集中した脳の活動に疲れが出ます（この状況は極めて短時間とされています）。

このようなことを考えると、脳を休める時間を取るゆとりを持つ必要性が判り

ます。また、指差し確認＋W チェックを確実に行う必要性が明確になってきま

す。

さらに、表２をご覧いただくと、安全対策上、重要なことが解かります。当然

フェーズⅠに見るように、寝不足、過酷な労働、長時間の緊張～寝不足や二日

酔いなどと言った、

脳が疲れ切った状

態で十分な活動状

態にない場合、注

意事項の見逃しや

学習内容が的確に

確認～指示されな

いため事故になる

確率は大幅に高ま

ります。従って、

職場の管理者の皆

様は、この種の方

に仕事をさせては

表２ 人が活動するフェーズとエラー発生状況
フェーズ 各フェーズの解説 表面化する状況や問題の例

Ⅰ 疲労が激しい時、単調な状態

で意識がぼける現象が起きや
すい状況。

①目の前の信号を見落とす。②面倒である！という感情で

点検や確認をやらない。③目前の用件に結果を考えずに
手を出す（場面行動）。④感情的になり乱暴に振る舞う。⑤
早々仕事を打ち切る

Ⅰ 家でリラックスしている状態や
休息時の状況。思考などのソ
フトウエアは働くが前頭葉のソ
フトウエアは休眠した状態。

①予測機能が休止のため、予測しなければならない事項
に注意を働かさず、見逃す。②確認するまでもないと信じて、
チェックを怠る。③読み違い、早合点、早のみこみをする。

④前にも経験があると考えて行動する。⑤割り込み用件に
気を集中し、やるべきことをしない。など、反射的に手を出
す。近道反応をするまで。

Ⅰ 明快な意識、つまり前頭葉が
活発に働き、積極的に行動を
している状況である。従って、
ミスは1,000,000回に１回以下
の状況。

①時間の切迫、状況の急変があると即断する内容に迷い
が出ることがある。②一方の問題や注意点に集中した結果、
他の対象に注意が行き届かないことがある。③作業の課
題が複雑だとチェックや判断を誤る

Ⅰ 緊急事態ですくんでしまう状

況。大脳がパニック状態にな
る。大脳のエネルギー水準は
高いのだが、過度の緊張や情

動による興奮が関係し目前の
事態だけに集中するに留まる。

①目前の出来事にびっくりしてただ見つめるだけ。

②課題緊張のためあらぬ判断や行動をとる。指示されたこ
とや訓練して身につけたこと全てを忘れる。

③怒りや恐怖のため、日頃は取るであろう冷静な行動とは
全くかけ離れた行動をとる。

④パニック状態に陥り無意味な行動をとる。
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いけません。即座に休養を指示すべきです。逆に、脳が活性状態にあっても、

関係者の厳しい監視や注意を気にするとフェーズⅣの状況に陥ります。この状

況は「あまり、多くの注意や重い責任を感じる状況で活動する場合、脳は、そ

の指令を忠実に進めようということから、情報処理などが間に合わなくなりパ

ニック状態になる（俗にいう“真っ白になる”）ためです。この状態に人が陥る

と、既に訓練～修得し尽くしたはずの守るべき事項に対し、体が動いてくれな

いという状況に陥ることがあります。

以上、大脳には、ここまで紹介した特性があるため、大脳生理学を中心に心

理面からこの対策を進める『心理学的アプローチ』という専門分野があります。

この分野では、人の性格を見た教育対策を中心に、例えば、違反行為に対して

は罰則と仕事時に表示板で、違反行為をさせない対策や注意、また、仕事をす

る際、あせる癖がある方には深呼吸と再確認、さらに、ご本人が正しい行動を、

積極、かつ、自主的に進める活動を支援することを効果的に促す対策にコーチ

ング技術の活用などが示されてきました。さらに、別名『安全工学』という名

称を持ちますが、判断を間違えることが少なくする環境を整備する対策を進め

る『人間工学的アプローチ』という分野です。この対策例を挙げると、ジェッ

ト機などでは、高度を読み間違えて山に衝突した事故を塞ぐため、飛行時に、

正常なメーターの針は全て上向きにして、上向き以外を異常としてとらえやす

くする工夫などがあります。また、工場の検査作業などでは、疲れない照明や

道具の活用、姿勢の工夫～座るイスの形状の工夫など環境面の改善などがあり

ます。その他、安全対策に用いるアラームや注意書きや表示板もこの対策の一

部に分類され、職場の安全対策に広く利用されてきました。

このような大脳生理学の研究から、職場で行う仕事には、時に、急いで多く

の内容を消化して行かなければならない状況に対し、図 9 の⑤に示した航空機

における安全対策訓練 CRM の必要性が位置づけられてきました。

【映像】事故を起こさない環境面の対策

〇 作業安全対策シリーズ No.4 「HE 面から見た事故防止」

https://www.youtube.com/watch?v=wUvew-4uvjc&feature=youtu.be
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４．ハザードマップで見える化「安全対策」の徹底を！

（１）ハザード MAP の必要性と効果

製造業にお勤めの皆様は、既に、KYT：危険予知訓練の教育をお受けの状態

であると考えます。そのため、本書では、その実務的な活用法について、あえ

て『ハザード MAP』と共に、実務展開の方法を解説することにしました。

東日本大震災は津波で 2 万人強もの人命を奪うと共に、原発被害など、数多

の被害を及ぼしました。以降、各所では防災と減災のためハザード MAP の重要

性がクローズアップされました。今回、この方式を利用して「各職場における

危険個所を見える化対策しよう！」という KYT 方式がハザードマップで見える

化「安全対策」です。安全対策では、何よりリスク対策が重要であり、この実

践が大きな成果を生み出します。この具体的な活用は図 12 の左側のハインリッ

ヒの法則の実務活用です。代表例として、STOP システムという危険予知対策

を進めて来たデュポン社では。20 年以上も災害ゼロの実績を示してきました。

ここでは、今まで、多くの企業が行ってきた災害の再発防止＝モグラたたき対

策を止め、リスク対策を実務的に展開した効果です。我が国においても、同種

方式は図 12 の右側

に示したように、三

洋電機などで適用さ

れ、災害ゼロ化を具

体化した報告があり

ました。ここでは、

工場長交代と共に、

図の右下のような評

価で全職場の見直し

を図り対策を進めた

わけでしたが、図の

左下に示したハイン

リッヒの法則を見事

に証明する形で災害ゼロを達成～継続しました。この対策から、KYT で教育・

訓練するリスクを対策することがいかに災害ゼロ対策の実現に大きいかが判り

ます。では、個別職場において、危険な場所や箇所、仕事等を明確化してゆく

ハザード MAP を紹介することにします。なお、ハザード MAP には、(1)職場全

体を安全管理する対象、これは、主に、職場の管理者が使う対象と、(2)個別の

作業安全対策に対し、作業する方が使う方式があります。

図１２ 三洋電機が紹介したリスク対策成果
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（２）職場の安全管理に必要なハザード MAP
図 13 は、職場全体を安全管理する際に作成～活用するハザード MAP の作成

要件です。この図には、

まず、「誰が、いつ、

何のため、使うか？」

を明確化する必要が

あります。その例とし

て、例えば、朝礼や職

場の休憩所など、皆が

集まる場所などに表

示する形態です。「ご

安全に！」と朝礼で、

皆が唱和し、安全関連

の資料などを渡して

説明しても、仕事をす

る際、その注意を忘れることがあります。しかし、仕事の直前に、図や写真、

映像などを使った表示や説明と管理者による仕事直前の安全指導は数倍の効果

があります。ちなみに、米国・空軍のテスト結果では、「言葉だけの伝達は 40％
の理解だったものが、図表のみの伝達では 70％、両者を同時に用いた場合は伝

達内容が 90％となった！」が、その効果を証明してきました。安全管理者には

安全管理義務があります。このような作業管理（監視）時に、たとえ経験や知

識が豊富であっても、実務面でのチェックが的確でなければ無意味です。その

例は、先のクレーン事故管理（P.4）の事故が示す通りです。そこで、作業時の

管理と指導等にこのハザード MAP を使い、もし、不測の内容があれば補足して

行けば、さらに完全な安全管理に役立ちます。次に手を打つべき対象は、「いざ、

職場で作業者たちが現実の作業に入ると、注意すべきとわかっていても、その

注意をうっかりして忘れる。このため、事故に遭いかねないという問題に対す

る対策です。ここで、仕事を進める前に、指差し確認＋W チェックが必要にな

るわけですが、目前にその種の注意点を示して行く効果は抜群です。そのイメ

ージが図 13 の②です。現在は IoT の時代です。表示だけでなく、確認時に、JIT
方式で必要に応じて電子機器を利用して注意点を提示して行く方式も有効です。

筆者が JMA・技術伝承研究会で対処した中に、集団で作業（組み作業で一斉に

活動する仕事）を行う例がありました。ここでは、プロジェクターで映像を出

し、各作業者が適宜、指差し確認＋W チェックを行いましたが、「楽で速く、相

互確認にも有効！」という評価と共に、安全対策＋標準作業の徹底による効率

化面でも効果を得ました。その他、イヤホーンで注意点を聞きながら、音声登

図１３ ハザードMAPによる各職場の見える化安全対策

①ハザードMAPの利用目的は、職長の安全管理資料と
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詳しい解説は

ＱＲ・映像紹介
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録と共に、確認作業を行う例などもあります。いずれにせよ、必要な場で必要

な注意点だけを得て仕事を安全、かつ、スムーズに進める JIT 安全対策が危険

予知・予防の大前提になります。

（３）個別安全点の見える化対策

本書では皆様の個々の職場の危険点を記載することが出来ません。このため

KYT で使われる代表的なサンプルを使い、個別安全点の見える化対策を例示す

ることにさせていただくことにしました。極めておはずかしい話ですが、かつ

て筆者は「脚立の最上段に乗ってはいけない」という注意を知らなかった時期

がありました。このような時、自宅の植木を手入れ中に、足場の確保が不十分

だったため、筆者は上段から転落しました。幸い、中程度のサツキの盆栽を庭

に植えかえた場所の上に転落しましためケガはなかったのですが、植木は根元

から折れました。すぐに手当しましたが、結局、枯れてしまいました。今も、

何とも申し訳ないという反省が残ります。その後、脚立購入の際、パンフレッ

トがついていて「最上

段へ上っての仕事禁

止！」という注意と、

「日本全土では、月に

１~２件転落、骨折や

死亡事故につながる

例がある」と報告を見

ました。そこで、それ

以降、製造現場で

KYT を行う際に、図

14 を用いてきました

（この方式は、部分地

図の形で示したハザ

ード MAP です）。

【映像】KYT とハザード MAP 活用の実務

① 作業安全対策シリーズ No.5 「KYT 実践の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=qWesgeSZr84&feature=youtu.be
② 作業安全対策シリーズ No.6 「ハザード MAP」

https://www.youtube.com/watch?v=5LGjMcvMc-4&feature=youtu.be

図14 KYT実践法 ：現場、現物で行う。現物表示方式

１、最初マニュアルを見て注意点を示唆確認する。→実務では手間が掛かる。
KYTでは100点でも、実務では順守手順を決めても守らない恐れが？

２、そこで、現物を目前に、注意点を作業手順の視野内にポストイットで書き、
対象物に貼って行く（下図）。この環境で、指差し確認手順No.と実施内容
を確かめる（声を出し、実際の確認をする）。

３、実作業で守れるか否か、見える化された注意点＋手順を確認して安全確認
する。同時にビデオ撮りする。

４、ビデオを見て、KYT訓練→実務指示の形で更に改善を施し、最終的に、早く、
楽で、確実に守るべき方法を定め、標準化する。

５、No.4がOKなら標準化する。 → 職場全員が実施へ（違反取締り規定も決める）
６、対象モデルのKYT対策が終わったら、現場小集団毎にテーマを私（ハザード

事例を挙げ）、手順１～５までを行い職場へKYT実務標準の徹底を図る。

不要物や
昇降時に
危険となる

物は
置かない！

KYT

手順１：
足場の確保は十分か？

手順２：
足場のすべり対策は

（ゴム底の靴を履いたか）？

手順３： 一般に禁止されている
最上段に登る際の？安全確保の

対策は？
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５．安全対策個人の技の評価～資格化

現在、どの職場でも、『安全第一』を掲げ、その具体化に努力されておられま

す。そこで、その対策内容を筆者達 JAM 関係者が整理しました。その結果が、

図 15 の上部です。ここに記載した対策は、現場で実務展開してこそ、効果の発

揮となります。ま

た、「事故やケガの

発生源を分析する

と、個々の職場と

個人の安全対策技

術である」という

実状でした。そこ

で、図の下に記載

した、本書の取り

組みを本書にまと

めることにしまし

た。その要点は、

①事故防止対策技

術を個々人の技と

する。②事故対策を業界や企業全体の傾向とするのではなく、事故統計は個々

の職場で起きた事故なので、小規模集団の仕事の状況を分析して、ハザードを

明確にした上で、的確な対策を見える化対策と共に進める。このような条件の

もとで、③安全対策技術が個人の技として持つ方が職場で仕事をする前に、そ

の仕事のリスクを確実にチェック～予防して安全確保する、という対策方式で

す。なお、この方式の運用に当たっては、期限付きの安全順守技量を資格付与

という形で力量評価する（この評価は期限付き、定期的に行う。当然、この資

格は職場毎に異なる）という運用を加える運用を推奨させていただくことにし

ました。

業種は異なりますが、既に、この種の解析と方式は、航空機業界で研究され

てきた CRM（Crew Resource Management）がお手本になります。図 16
に CRM 誕生の要点をまとめましたが、航空機の場合、一旦事故が起きると、多

くの人命が奪われる危険性が極めて高い状況です。このため、航空機業界では

安全運航のための自動化や安全教育を必死になって行ってきました（この製造

職場版は、上に記載した①～③に類似する内容です）。かつて、航空機事故の対

策に、人的、または、動機的な原因や、飛行訓練の経歴や、飛行時の癖などの

明確化が必要と考え、各種の筆記試験が行われてきました。しかし、亡くなっ

図15 既に多くの企業が実施済みの安全対策と課題

今、必要な取り組み 航空機業界の活動を参考にして
① 安全訓練を超一流で進める異業種に学び、生かす方策の探求を支援する対策

→ CRMを活用して
② 現場を小規模集団規模で安全を教育指導・監視・管理＋お手本を示しなら

活動可能な『資格』を整備し、
③ ハザードMAP＋KY実務活用を日々の生産活動で展開可能なキーパーソンの

登録~育成を図る。『資格』制度の運用を含め、『技術体系』の具体化に注力する。

既に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 ② 安全優良企業でも
実施中の安全対策 持つ悩み

（１） 安全教育 （１） 安全対策に関する

（２） KY・訓練 知識ベースでは

（３） 安全監査・診断（巡視） 充当する内容が

（４） イベントとキャンペーン ほとんど無い！

（安全月間など） （２） 企業全体で行う

（５） 危険個所の表示 安全対策システムに

（６） エラーセーフ機器装備 残余の企画は少ない。

（７） 日々活動（朝礼・安全 （３） 職場は多忙、安全

五規の唱和など） 順守実務面で差が発生

③ 良い点を更に強化して、

個々人が安全順守へ

向ける方策（案）

（１）活動（実践行動）の強化

知ってる → やってる

→ 確実に防いでいるへ

（２） 現場管理者のゆとりづくり

~安全指導・監視時間の充実

（３） 個々人の意識と技量向上

「資格を持つ！」＝「恥じない、

人に誇れる安全行動の継続」

対策への
切り口？



18

た方から、もはや、事故時にその事象の有無や関係などの実態を聞くことはで

きません。また、その種の要因が判明しても具体的な対処や応用などができま

せん。そこで、ボー

イング社では、安全

面で徹底的に自動化

を進めきました。し

かし、「10 年間の事

故を分析するとその

70％が HE だった」

という調査結果でし

た。そうなると、「先

に述べた解析より、

訓練と確実に安全技

術を駆使できる力量

を持った方に資格を

付与して飛行させる

方策の方が、具体的、かつ有効である」となったわけでした。このためには、(1)
今まで、万一、パイロットがインシデントというヒヤット体験を口にすると「技

量不足！」のそしりを受けてきたわけですが、報告を義務づける。(2)パイロッ

トから得たインシデントを基に、シミュレーターを使った訓練と資格試験を行

う。試験問題は総て事故事例を基に対処レベルを評価する。(3)過去、どのよう

に有能、または、飛行経歴を持っていても、半年毎に行われる CRM の審査に落

ちると、即座に地上勤務となる。(4)CRM はランダムに選ばれた主パイロットと

副操縦士の 2 名で行うが、指差し確認＋W チェック＋音声を録画する方式で正

しい技を駆使できるか否かを評価する。(5)航空機は主パイロットが飛行の絶対

権限を持つため、かつては、主パイロットがミスをした場合、副操縦士は指摘

できなかった。しかし、試験時に主パイロットがミスをした場合、副操縦士は

指摘～即座に修正を促す対策が義務づけました。その結果、CRM 適用後、航空

機業界は事故を激減させました。

さらに、皆様には、米国で甚大な事故になりかけたハドソン川の奇跡で名を

馳せた主パイロットであるチェズレイ・サレンバーガー氏が努力された過程

（https://ja.wikipedia.org/wiki/チェズレイ・サレンバーガー）を参考にされ、日

ごろの訓練と安全に対する心構えなどを学ぶことは有用です。この事故では、

飛行直後の両エンジンに大きな鳥が入りエンジン停止しました。当然、この種

のテストは CRM試験の項目にありません。緊急着陸には、たった 2 分でした。

だが、彼は、副操縦士との連携で、訓練で得た知恵と持てる力を尽くして、ニ

CRM：Crew Resource Management
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く

の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の

事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果
だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム

化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本
でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法

① ヒﾔｯﾄ情報の登録義務化：

かつて、パイロットがﾆﾔｰﾐｽや危険を感じると、それは本人の失点になって
しまうため隠していたが、どんな小さなﾐｽでも連絡する。この情報はﾊﾟｲﾛｯﾄの
能力や責任と切り離し、情報収集→ヒﾔｯﾄの解析、活用の方式を定めて対策
から活用へ向ける。

② ｺｯｸﾋﾟｯﾄ内の連携ﾌﾟﾚｰの強化：
過去、主操縦士が絶対権限を持ち全ての意思決定をしていた内容に

対し、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。協力
しあって問題解決を図る仕組みとした。

本音・自由な
討論を重視

③ ①と②を実務に移すためのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝによる訓練：
シュミレーターを用い、試験官が問題を出し、ﾄﾗﾌﾞﾙ時の対処を

訓練・評価・身につける対策。

図１６ 航空機業界のCRMによる安全訓練対策
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ューヨーク市街への墜落を防ぐと共に、155名全員の人命を救うという快挙を果

たしました。

皆様の職場でこの種の事故に遭遇する例は無いと思います。しかし、3･11：
東日本大震災の時、大川小学校の悲劇は悲惨な事例でしたが、逆に、『釜石の奇

跡』の場合、日頃から、津波避難訓練を行っていた小中学生達が、「訓練以上の

問題が起きた」という直感から、より高みへ向かったことが、全員回避につな

がりました。この種の事例から、訓練：理論の実践～修得が、安全対策の決め

手となることが解かります。

最後に注意点ですが、昨今、パイロットの酒気帯びが指摘されるように、ど

のように有効な CRM による試験や監査も、パイロットの違反行為や、パイロッ

ト不足を理由にした過酷な運転環境による飛行の強要などの違反や、擬似犯罪

的な行為が起きると、無意味となる恐れが生じます。

【映像】安全対策個人の技の評価～資格化と現場管理

① 作業安全対策シリーズ No.7 「現場安全管理の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=n_bvjznmD7k&feature=youtu.be

② 3･11 に学ぶ BCP 対策（その８）「減災への備えと非難訓練」

https://www.youtube.com/watch?v=sfMlsO7E1Kg&feature=youtu.be

おわりに

安全第一は製造業に欠かせないテーマです。そこで、本書では、筆者が企業

の皆様と共に進めて来た、下に QR コードと共に示した、泥臭いが実務的な内

容の主要点をまとめました。この書が多くの職場で活用され、事故ゼロが完全

に確保された職場の数が増すことを願う次第です。

                        令和 元年 6 月吉日

                  QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

【著書案内】さらなる詳細は下記の無料著書のご利用をお勧めします。

〇 無料著書「事故ゼロ」実践の技術

http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/Safety-Y11-8.pdf
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