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ご安全に！
　安全対策は、既に
中央労災防止協会や
多くの機関、企業が
資料を整備、対策も提示
している。

　本書は、安全・確実で早い仕事の追及：標準化を進めるなかで、
手順の中でやるべきことをやっていない。やるべきでないことを
やったことが事故となる（体験）対策を身につけて使うための内容
をまとめた書です。

天災防止にはまだ」
完全な対策が・・？

だが、人災防止は
　　技術的対策！

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）

② 技術的手段を習得~資格的運営
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はじめに 
 この書を執筆する時、東日本の大震災-津波事故が報道なされた。この悲惨な

災害は、人が想定した対策領域を大きく上回った。非力な筆者は、「この種天

災に対する対策はご専門の方々にお任せするしかなく、ただ単に、お見舞いと

義援金程度の支援しかできない状況に歯がゆい日々を送った。だが、この時、

少なくとも筆者が関与する生産現場に関する事故だけは防止したい」という思

いを持った。そこで、JMA で研修を開始した安全対策を、産業界にお役に立

つ一助とするため、書にまとめることにした。  
筆者が関与した製造現場における事故を整理すると、自然に似た災害は除

き、産業に関する事故の内容は、関係者が行う手順の中で（1）本来やるべき

ことをやらなかった。（2）やってはいけないことを行った、という点にあ

り、（3）「事故を起こすという内容（メカニズム）や危険性を知らなかっ

た」という例はなかった。しかも、事故に被災された方は、全て、常日頃か

ら、安全教育や安全知識も十分に持ち、企業では KYT などの制度を運用して

いた。そこで、本書では、より具体的、実践的に安全対策を図るため、  
① 個別の職場に具体的なハザード（各種、危険度を示す）MAP をつくり、  
② 小規模集団で安全管理を徹底する。その、具体化のためには、  
③ 個々の職場に合った安全対策訓練を図り、資格化に高める技術と意識高揚

を実務的に図る、 
という要件を、従来の安全対策に付加し、その運用を示すことにした。今回

の対策は、異業種 21 社の方共に進め、成果を得てきた不良ゼロ対策を拡大～

展開した内容である。対策の重点は、品質対策は“モノや設備”が対象、安全

対策は、その対象が“人と手順”であり、対策の要点は 1：29 で示される事

故：ヒヤリハット対策を身に着け、製造現場で実務的に使う対処にある。  
本書をご覧になる方々の中には、既に、安全対策のベテランであり、多くの

ご指導やご経験をお持ちの方々が多い状況だと考える。だが、是非、ここに記

載した局面の一部でも付加され、事故ゼロ実現の一助として、ご活用いただく

ことを願う次第です。 
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第１章  事例に見る事故、『他山の石』解析の進め方  

１－１ 事故ゼロ対策手順とは？ 

図 1-1 は、本書がこれから示して行く「事故ゼロ対策手順」である。では、ヒ

ューマン・エラー対策を基盤とした、安全対策手順について、解説を加えるこ

とにする。 

図1-1　事故ゼロ具体化へ向けた対策手順

　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
道具の工夫、注
カバーできる対象は、そ

筆者を含め、安全

対策に係る関係者

が学んだ内容や著

書～講習会などの

の大半は、安全対

策に対する注意と

ダメ出し（同じ教

訓を繰り返すべき

では無い！）とい

う内容だった。こ

の種の情報は、確

かに、基礎知識や

事故発生防止の基 

ミスを技術的対策や、
意を喚起する簡単な方法で

の対策を図る。
① ポカヨケの適用

危険予知訓
ダブルチェッ
まず、習得する

練方式で教育、指差し確認や
クを簡単に行う方法を、

② HEに対する教育
まず、人が犯しや
各人がチェックリ
を考える環境づくり

すいミスがなぜ生じるか？
ストで見直し、個人ベースで対策
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
　　によ

など近代訓練技術

る補完

 

盤だが、このままだと、水泳を訓練するのに、書を読み知識を増すだけに留ま

る。記録を更新するには、知っている理論を実践すべきである。しかも、関係

ない知識や理論的過ぎて使えない技の勉学はムダとなる。誰が見ても、①事故

は人が被り、②限られた職場領域で起きる。しかも、③ハインリッヒの法則に

ある。ヒヤリハットが目前に現出した時に起きる。このように事故発生の実態

を見れば、製造現場で、実際に技術知見を訓練して、常に安全技術を駆使でき

る人的対策を個人レベルで活用～駆使する内容の良否が安全対策の要点となる。 
以上、安全に関する学問的な評価は、ご専門の先生に任せることにして、筆者

達は、誰が見ても当たり前、子供が見てもわかる自然原理を基にヒューマン・

エラー防止を実践的に進めるため図 1-1 を作成し、安全対策を進めてきた。事

故ゼロ対策に当たって重要なことは、「この程度は良いだろう」という規則や自

然原理を無視した人の『近道行動』の防止である。これは、一種の『擬似的な

犯罪的行為』である。また、この種の問題の扱いや、問題につながった事例は

後で紹介するが、この種の内容は、誠意を持って努力する方々が被るヒューマ

ン・エラーによる事故発生とは明確な区別が必要である。 
ヒューマン・エラー対策の出発点は、「注意 1 秒ケガ一生！」にあるように、
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事故ゼロ対策に当たって、「あわてた」「この程度は大丈夫」「俺には経験がある

から・・」「○○がやっているから・・・」と言った環境を無くす対策である。

この種の言は、事故経験者が事故の後でもらす反省に見られる言葉だが、安全

対策を軽く見て、無視した結果、事故という物理現象が発生する事象である。

従って、まず、安全対策上、知って実施すべき内容は、安全規則や禁止～重要

な注意事項の表示をすべきであり、危険な作業には、第三者的に関係者の仕事

の手順を監視する管理者の設置と活動が必要になる。多くの事故は、この種の

基本的な対処を無視した結果、個人や集団が事故に遭う例が多いが、この種の

要件も『擬似不正行為』として扱うべきである。以上、多少、拡大して不正行

為の内容を紹介したが、この種の要件は、既に、全て、製造現場で仕事をされ

る方々は職場に配属前に教育され、企業側でも各種の安全対策上の環境を整え

て対処している内容であり、事故ゼロ対策技術を個人や小規模集団で実施して

行く前段に、企業で規制や環境整備上、適用を願ってきた。 
では、事故ゼロの技術的対策の解説に入ることにする。まず、対処すべき事項

は図 1-1 の①に示した『ポカヨケ対策』である。21 世紀の今日、全てを人の注

意や訓練に頼ることだけで事故ゼロ防止を図るべきではない。要は、エラーセ

ーフ機器を利用することで、安全域に入らせない工夫や、アラームを出すこと

によって危険域に入ることを防ぐ対策があれば、即座に適用すべきである。で

は、ポカヨケ適用に関し、解説を加える前に、読者の皆様には極めて幼稚とい

う内容で恐縮だが「事故はなぜ起きるのか？」という問題を解説した後、ポカ

ヨケ設置の必要性を解説することにする。 
 事故発生原理の一

例を図 1-2 に示した

が、事故はエネルギ

ーとの触れ合いによ

り発生する。「物を足

の上に落としてケガ

をする」とか、「階段

や高みから落ちてケ

ガをする」と言った

状況は位置エネルギ

ーによるものである。

また、ヤケドは熱エ

ネルギー被爆である。       

 このようにケガという事故は物理現象であり、そこには、原因と結果が次ペ

ージに示した図 1-3 のようなメカニズムとして発生する。この代表的な例に、

図1-2　ケガの発生理由

　　注意１秒ケガ一生！
注意は無料ケガは大損害！

こ
の
前
提
は

　

人
的
対
策防御？　回避？　軽減？・・・

　　　　　　　　＋
　人的なゆとり＋知識

原理は、
　火の無い
ところに煙は立たない！

なぜ、事故が起きるのか？
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、・・・

事故発生の
直接的原因は？

これは結果！

まず、行うべき対策は、起きた結果の反省
ではなく、原因の除去！次に行う対策は
　影響からの防止のための技術的対策
このひとつの対策にポカヨケ対策がある。　

 

 2 



2005 年に JR 西日本で列車の脱線転覆事故がある。この状況を図 1-4 に示した

が、残念なことに、この大事故では、一瞬で 107 名もの貴重な命が奪われた。

また、それに加える形で、多くのケガ人の発生、更には、ビルの崩壊に伴う住

居移設まで、多くの問題を引き起こした。確かに、故・T 運転手がオーバーラン

の時間を取り戻すため無理をしたとか、車掌に携帯電話で連絡していたため、 

図1-3　事故発生メカニズム（原理図）

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

気を奪われたと

いう問題はあっ

た。だが、直接的

な 内 容 は 新 型

ATS を会社側が

つけていなかっ

た点だった。もし、

この種のポカヨ

ケがあれば、スピ

ード違反の列車

を強制的に止め

ることができた

からだった。この

ため、裁判でも、 

　「火の無いところには煙が立たない！」という教えがあるが、ケガ発生も全く
同じである。要は、原因があって、ケガという結果を招く。従って、ケガの原因
の除去、または、ケガを出す兆しがあった時にに有効な防止策を適用するこ
とが要点とになる。

事実情報
データー

物理現象と
して証明する＋

 

経営トップには

この種の意思決

定をしなかった

判決、『不作為』

が下された。この

例を見ると、一時

的な費用軽減と

いうことで、人命

にかかわり、事故

防止に必須とさ

れる機器を管理

者が整備しない

行動に対して、特

別な理由が無い 
図1-4　JR西日本・福知山線・事故原因の解析

当初、置き石説とスピードの出しすぎが浮上　
　　　　　　　　　　　　物証よりスピードの出し過ぎが原因

発生メカニズムのイメージ

だった。

①　直線走行時

②右側の車輪が浮く状態

③脱線の状態

限り、先に解説した『犯罪行為』という扱いが裁判で下されることとなる。現

在のように安全対策上、常識とされる機器を、科学技術が発達した社会で設置

していない行動がこの種の扱いとなることは、「素人が見ても当然の判決」とな

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
重量
　３０ｔ

車
両

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。
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る。その理由は、特別な場合を除き、ポカヨケ対策で安全が確保されるのであ

れば、費用対効果という範囲を超えるからである。また、もし、何らかの都合

で、当面、その種の投資ができない事情がある場合は、的確な安全訓練と教育

～着実な安全規則の監視をすべきである。時々、人がケガをした費用と、この

種事故に要した費用の比較が事故と共に報告される例がある。だが、問題は、

①亡くなった命は返らない。②亡くなった方々のご家族やご関係する知人や仲

間が一生苦労する。その後に、③見積もれば金額として算出可能な金額が提示

された費用、例えば、先の列車脱線事故の場合、転居を余儀なくされた方々の

マンションの二十払いなど保障が何もなく今後の人生を過ごしてゆかれる方の

苦痛やご家族に及ぼす影響を考えると、ひとつの事故がとてつもない問題と損

金を発生させていることが判る。このように。この種の算定を試みると、「常に、

損金の大きさと、それ以外にお金に換算できない要件の大きさに驚嘆してしま

う」というのが、この種の惨事に対する皆様の評価ではないだろうか？同時に、

「ポカヨケさえつけていれば」と考えると、誰もが、この種の議論や算定かけ

る努力は全く無意味な検討になる。従って、現在、特別な理由が無い限り、ポ

カヨケ投入による安全環境の整備は、第 1 番目の対策技術手段に位置づけられ

る。 
 以上、第一段階の安全対策技術として『ポカヨケの適用』を示したが、この

手法が適用できない場合、図 1-1 の②以降に示す「人が努力をして、事故防止

を進める段階」となる。なお、ここには、ポカヨケの過信を含めた人間的側面

に重視した安全対策が必要になる。では、②の安全教育の解説を進めることに 
する。安全教育

とは、作業着手

前の危険情報

の提供を意味

する。人は危険

なことを知ら

なければ事故

を起こす。例え

ば、トラ模様の

安全リボンを

知らないで通

路を進んだ結

果、穴に落下す

る例や、危険物

の下敷きに 

：正規の処理（標準）

：裏ﾏﾆｭｱﾙ処理

　　原料
（粉末ウラン）

溶解塔 抽出塔

攪拌器

貯塔 沈殿槽 乾燥炉 溶解塔 貯塔

再生
ウラン

攪拌器

漏斗

事故を起こした
手順

爆発

リスク対策より
収益優先の活動

教育無しで作業へ投入

当然の事故！

爆発

図1-5　1999年：茨城県・JCO原子力爆発事故の状況
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なる例がある。図 1-5 は放射線被曝事故であり、1999 年に JCO で発生した。

その内容は安全教育を受けない方に現場作業をさせた結果だが、「高濃度のウラ

ンに高濃度のウランを投入して中性子を発生させる」という、あってはならな

い原子力爆発事故であり、原因は全くお粗末と言った放射性物資の取扱いだっ

た。この事故に至った理由は「コスト低減を理由にアルバイト（素人）を使う。

さらに、安全教育をケチって現場に作業員を投入する」という、誰もが信じ難

い状況が発覚した。この種の現象は、既に解説したように、教育をしないで危

険な職場に配属する行為であり、ある種、犯罪色の強い行為だった。また、原

子力を扱う職場は定期的に国から監査を受けるはずだが、この点も疑問が残る

事件だった。いづれにせよ、この種の問題防止のためには、法的に厳しい処置

を適用すべきこととなる（手順を逆もどりする形で、図 1-1 の手順の前に行う

対策が必要である）。その理由は、この種の仕事を扱う責任（会社側）が、事前

に作業者を教育して、危険を知らせる。また、しかるべき作業指示関係者に対

し、作業者が危険を感じたら経営権を持つ関係者に相談する、さらには、表示

や注意書き、赤ランプや回転灯や音などの警報が知らせる、などの環境がここ

にあれば、絶対に起きなかった事件だった。以上、「作業に安全な環境を整えな

いで安全第一を唱える」といった無理な活動を製造現場では防止すべき例を示

した。 

図1-6　‘11年3月24日・福島県1号機での放射能被曝の状況

制御棒

　原子炉
圧力容器

燃料

加圧機

一次系

原始炉格納容器

発電機

二次系

蒸気

復水器

床面の放射線
汚染水で３名が
被爆した状況

事故の状況　３名ともくるぶしの高さ15cmの高さまで浸水
① 復旧作業の中核を担うとされる「関電工」の社員・現場監督

　　職２名が短靴を履いていたため、汚染水に直接被曝
② 他1名は関電工の協力会社員で実際に作業を担当する方
　　（なお、３名の管理/作業などの関する役割について報道はまだない）。

③ 被爆量は毎時通常の２～６倍の放射能に被曝
④ 被曝水の調査結果は３８０万ベクレムという値であり、原子

　　炉内の冷却水より１万倍高い状態だったため、原子炉燃料
　　から発生したものと判定。
⑤ ３名は、早急に福島県立病院に運ばれ手当てを開始した。

事故に至る安全対策の状況事故に至る安全対策の状況

①本来なら危険が予想される場所に

　おいては、作業員に同行した保安
　グループの管理者が作業前に放射
　線量を想定の後、作業の仕分けを
　行う（立ち入り可能/鉛防御による作業/

　立ち入り禁止の３区分）。だが、未実施
②東電では、３名の作業者が入る６

　日前（１８日）に１号機で高い放射線
　量を確認していながら、作業者に注
　意の喚起（連絡など）をしなかった。
③放射線計アラームをつけていたが

　アラームがなっても止めて作業する
　ことがいままでもあった。作業員は
　複数で作業する規定だが、下請け
　作業を１人で行うことが通常化して
　いた（作業ノルマ達成が理由）。
④作業服は危険度に応じてA～Cの
　３段階があるが、今回はCランクの

　最も軽微なものを着用していた（関
　係者から心配の声はあった）。
⑤作業前に、点呼と放射線量の確認

　が手順化されているが、実施は疑問

後悔先に
立たず！

 
   注釈：被ばくには、被曝（放射線に曝される状況）と被爆（爆撃を受ける内容）を区分した 

同じような誤りは繰り返すべきではない。だが、残念なことに、起きている。

2011 年 3 月 24 日、東日本大地震に伴う福島県の原子力事故の対策で人為的ミ
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スが起きた。幸い、事後の対処がよく軽傷だったとのことである。確かに、こ

の事故は暗闇で切迫する中での仕事だった。だが、対処した内容を解析すると、

プロとして危険作業の管理にたずさわる方々が取る行動としては、とても評価

できない事態を繰り返した事故だった。事故の要点は、放水で昇温防止後、冷

水循環・復旧の電気工事に投入された方々に起きた事件である。だが、配線工

事に当たる 3 名が高濃度に放射線を含む水に被曝するという状況が起きた。1
名は長靴着用だったため軽傷だったとのことだが、2 名は短靴だったため大きな

障害を被った。なお、信じられないことに、「この作業は外部業者へ丸投げ、し

かも、危険防止が重要な作業なのに無管理状態だった」。図 1-6 にその内容を詳

説したが、この事故の要点は、「情報提供という無教育が関与した事件だった」

と結論づけられる。このように、無教育は事故を誘発する。その結果、社会避

難的には「プロなのに、・・・ずさんな管理！」という批判や、やがては、事故

の反省と共に、起きた事故（事件）の後の処置が責任問題に発展して、事後処

理の結末ともいうべき法の適用となる。「事前検討や正しい行動を取るための連

絡や教育がされていれば、ほとんど起きない仕事に、取り返しがつかない事象

と多くのムダが発生する」という状況は、何とも残念であり、仕事に安全面の

チェックが含まれるプロにあってはならない行動だった。だが、我々も、この

種の事故を「他山の石」とすべきである。教訓とすべき事項は、まず、危険を

業とするプロ集団は、たとえ、お互いに常識的、ある程度の経験を持つ者なら、

たとえ、注意しなくても判別できるチェック内容とされる事項であっても、再

度、安全教育をして、ヒューマン・エラー発生を防ぐことを対策の前提とすべ

きであり、「再度、確認する程度で事故防止を可能にする」という対処である。

繰り返しで恐縮だが「注意一言、ケガ皆無というルールの重要性を、確認のた

め、危険な仕事には、着手する前に必ず行うべき」というルールの徹底を意味

する。以上、最近起きた事例を含め、手順①の関門の後、どうしても人が対処

しなければならない仕事においては、手順②という形で、関係者に「仕事上の

危険点を事前に知らせ、事故を未然防止する対策の必要性」を注記した。 
 教育対策の関門の後、次の対策③は、「簡単にできる安全対策の技を知って使

う」という対処になる。この行動は実務を進める製造現場で、仕事を進める実

務者が②で得た情報や危険性の高い仕事上のチェックポイントを確認しながら、

危険域を、危険な要件を推察・確認して、危険を避ける行動を進める実務であ

る。そして、その主役は、安全上で、極めて言い古されてきた『指差し確認』

と『ダブルチェック』である。なお、時には、管理者が安全をチェックするチ

ェックリストを持ち、仕事の状況を客観的に監視する業務を含む。要は、この

種の教育や作業準備環境で、作業という実務に当たる者は、確実な指差し確認

を進めて安全確保を図る対策である。ちなみに、指差し確認を 1 回、規定通り
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に行えば、ヒューマン・エラーは１／６となることをご存じだろうか？このこ

とは、下に示したURLで中央労働災害防止協会が示しているが、誰もが知って

おくべき数値である。URL：http://www.standby-go.com/sikaku/kytt.htm）。 
さらに、ダブルチェックをここに加味する必要がある。ダブルチェックは、

大脳生理学的には、「脳がフェーズⅢという冷静で活発な動きをする状況では、

1/500 以下のミスしか起きない」という研究結果が報告されているからである。

従って、このような調査内容を利用するだけで、ミスは簡単に防止できるはず

である。その理由は、後で解説する図表 1-1 の④「大脳生理学に伴うミス発生」

に関与する、特殊な思い込みや、異常な環境条件の影響が無ければ、何でも無

いように見える、指差し確認＋ダブルチェックの実施で、ミス発生は飛躍的に

低減される計算になる。だが、この状態でも、計算結果は（1/500）×（1/500）
＝1/250,000 となり、ここに先の指差し確認の数値を加算すれば（25 万分の１）

×（1/6）＝150 万分の１という驚異的な数値になる（なお、ダブルチェックに

は技術的手段の工夫が必要となるが、この種の内容は後で解説する）。以上、こ

こまでの解説と、ヒューマン・エラー防止手順の活用で、如何に危険防止が図

れるかがご理解願えるのではないだろうか？また、この種の基本技を身に着け

て使う重要性もご理解願えたと信じる。なお、当然、ここにはこの種の技術を

運用する技が必要になる、その要点を図 1-7 に例示したが、①「注意 1 秒＋α、

ケガ一生」の考えで、ゆとりを持ち、②KYT（危険予知訓練）で習得した内容

を、③現場・現物と事故発生の現象（目に見えないが発生可能な事故内容）を

想定して行うことが重要である。当然、この種の対策に当たっては、いくら 
知識が豊富

でも、実際

に現場で日

常的に、身

に着けて実

践しなけれ

ば意味をな

さない。「知

っていても

行わざるは、

知らざるに

同じ！」と

い う 言 や

「習って 

指差し呼称の基本型は次の通り
　①　目は確認すべき対象をはっきり 形だけでなく、
　　　見る（とらえる）。
　②　腕・指は図の順で同左して、
　③　口ははっきりした声で安全確認～
　　　確保内容を確実にチェックの後
　　　再度（ダブル・チェック、最終確認として）、
　　「○○　ヨシ！」「スイッチオン」・・・・と言う

①対象を見る　　②指を差し　③危険点　　　　③耳元へ　　　④振り下ろす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を把握する 　　　同時に　　　　　同時に、ケガが起きない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境を確かめ、ヨシと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼称！

いて行わざる実情は、無知の状態より悪しき！」という言が示すように、安易

図1-7　「指差し呼称」の手順と実施要点

挙の締まった
　型をつくる

人一さし指を
まっすぐ突き出す

キビキビした動作で
　　　確実に行う

目的：これから行う作業に、
　　　　KYTの訓練内容を適用して

　　　　　　　　見えない危険を察知する！

この場合、
（1）最上段へ上るのは危険

（２）足場の確保は十分か？
（３）転倒の要因は周りにないか？
（４）運動靴の着用で滑り防止は？
　　　　　　　（５）・・・・などと、チェック

危険は
　未然防止で

本当に危険を
見破り、確認
　　　　　から
　　　　　未然
　　　　　　防止
　　　　　　　へ！

現場で実践！
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な考えはしないで、手抜きなく、必ず実行する実践力への対処（習慣づけ）を

お願いしたい。 
以上、一見、素朴でつまらないことに見えがちな『指差し確認とダブルチェ

ック』重要性を示した。なお、この種の行動を個人的に確実化する要点は、単

なる行動の強制や習慣づけや形式的な実施ではなく、一人ひとりが、自分と仲

間のため、「自主的に職場のプロとして、事故防止は安全技術の実行しか無い」

という考えで扱っていただきたい要件のひとつである。 
 ここまで図 1-1 の①～③を製造現場で実践する方法を記載した。自然災害の

ような予期できない（想定外とされる）事象を除き、この三段階の手順で、少

なくともケガの要因の 97％以上が解消されるはずである。だが、残りの 3％程

度の問題が残る。その理由は、図 1-1 の④の「人は大脳の指令によって行動す

る」という現象の存在だが、この解析と対策は⑤の CRM（航空機のパイロット

訓練と資格で実施：Crew Resource Management ）の利用となる。これについ

ては、再度、後の章で詳しく紹介するが、この内容は、たとえ、大脳生理学的

ヒューマン・エラーが発生しそうな環境にあっても、安全順守の技を訓練～資

格にまで高める対策であり、ケガ・ゼロを追及する技術的手順の中身は、大脳

特性とヒューマン・エラー発生の要点を学び、訓練して身につけるという、安

全対策技術を実務的に順守してゆくための要件である。 
 以上、図 1-1 を中心に本書が狙うケガ・ゼロ対策を身に着け、現場で実施願

う手順を解説した。本書では、「以下、この詳細の解説を行うだけ」とお考え願

い願えれば、多くの内容が実務で役立つと信じる。 

 
 
 
【ちょっと一息】筆者談   
 ここまで、筆者達が不良ゼロ対策を進める対策に並行して進めてきたヒュー

マン・エラーゼロ対策の手順を、製造現場の安全面に活用する方法に関する技

術的な手順という局面から解説した。既に、本手順は数社で安全対策に活用し、

成果を得つつある内容だが、学問的というより、泥臭いが実務的な内容にしぼ

った対策法である。このような書を記載した背景には、①関連してきた企業で

は「絶対に事故を出していただきたくない」という思いと、共に、②企業在勤

時代から、安全関係の文献や資料、講習会などで、膨大な資料と注意を受けて

きたが、筆者が受け持つ職場を目前にして使う内容がかなり絞られることや、

多くの知見は参考（教養的な知識）にはなるが、実務面で、適用に難を感じる

ものが多かったためである。加えて、③知識を実際に使うレベルに各小規模集

団に落とし込まなければ、結局は事故発生と共に、不安や周りの方々の老婆心
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から、断れない業務や資料づくりなどが発生し、無意味な安全対策活動を膨大

化させるという反省があったためであり、（1）小規模集団に適合した安全対策

を、（2）ハザード MAP という形で明示して、（3）ケガ防止のために行うべき

行動を知識から訓練、さらには実施程度を資格化する対策の必要性が、現場作

業という実務を進める上で必要性が高いという結論に至ったわけである。 
 実は、筆者は安全に関して、多くの安全対策ご専門の方々がお持ちの威張れ

るような経歴を持たない。従って、多くの方々のお知恵を拝借して今回の安全

対策手順を作成した。だが、筆者も安全対策にズブの素人というわけではない。

個人的には、事故との出会いで大きなショックを受けたことが、ケガの少ない

企業人生だったように思う。そこで、以下、つたない経験談だが筆者が関与し

た安全対策に関する経験を紹介することにしたい。 
筆者は 1970 年から日立金属㈱に 20 年間在勤した。ここでは溶解や鋳造とい

った危険性を伴う職場との関係が多かったが、筆者が関与した方々は、高い安

全知識と意識を持ち、先に記載した（1）～（3）の内容を整然とこなしていた。

このため、正直、安全に関する取り組みはあまり意識してこなかったし、担当

もした経験は少ないが、常に、安全は第 1 地番目のチェックポイントとしてき

た。なお、現在は、専任講師という形で各社からご相談を受けたり、現場見学

などをする仕事だが、各種の仕事の中で、（1）～（3）を「当たり前」と思って

いたことが、多くの安全標識や標語と注意、さらには、立派な安全対策体系が

なされてきた企業でも、欠けていることが判った。また、これに対比する形で、

筆者は米国 AAP 社で導入したデュポン社の Stop システムや、事故ゼロを長年

続けてきた優良工場や職場で学んだ体験は、実務的に（1）～(3)の要件を極めて

自然に展開していた点に気づいたからだった。なお、そのような見方をした理

由は、筆者の学生時代に遡る。では、その、つたない体験談を紹介させていた

だくことにしたい。 
この事故は、目前でフライス盤中、学生が指を落とした現場を遭遇したこと

が関与する。早稲田大学・大学院で実験機の一部を製作中の時だった。この時、

筆者は工作室で共に研究を進める 4 年生に旋盤作業を教えていた、その時、真

後ろで同級生が事故を起こした。その内容はやってはいけない行為が関与した。

その方が何を考えたかは不明だが、禁止となっている行為だった。具体的な所

作は、事故にあった学生が平面切削で削る材料の表面を布で清掃しようとした

時、数千回転で刃が回る工具に巻き込まれた布と共に手が持って行かれたわけ

である。あの時の異音は今も筆者の耳に残っている嫌な音である。本人は即座

に救急車となった。また、腹の中に切断部を入れて切断面を回復させる手術だ

った。当時、先の 4 年生が見舞いにいった報告は「以外に元気だった」という

ことで、当時は、ほっとした。だが、40 数年経った 2011 年・正月、たまたま、
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恩師である元・加藤榮一理工学部長のお祝いの式典に出席した時、「その後談だ

が、・・」という話の中から「おれ、結婚と就職どうなるのだろうか？」という

相談を受けた話を聞いた。当時、ケガの回復と共に、事故に遭った方は、その

後「何とかなった」という話だが、私とかつての同僚の間では、お互いに大き

な事故なく、健康な状態で会えた幸せを喜び合った。同時に、二人とも、この

教訓が企業生活で大きかったことを語った。 
 筆者は工場でケガをした体験が無い。ここのは、このフライス盤の事故が大

きく注意となったように思う。さらに、職場へ配転毎に職場関係者が見事な安

全対策技術を駆使していた方々にお会いしてきた内容も大きい。特に、山陰の

安来工場配属時代、共に仕事した、魚釣りでもお世話になった、故・吉木氏は

自他ともに認める釣りの名人と共に、安全チェックの大師匠だった。吉木さん

は整備の仕事だったが、川や海釣りの際の危険防止から、いつも職場の安全チ

ェックは時に人に嫌われるくらい厳しかった。彼は、個人で簡単な仕事～遊び

まで、その対象毎に安全チェックリストをつくり、仕事着手前には、必ず指差

し確認、ダブルチェックを実施していた。仕事もプロだったが、KYT の実践力

もプロだった。「そこまで丁寧にやる必要は無いのではないか？」とさえ思う内

容だが、手を抜かず確実に実施していた。このため、筆者は常に勉強となった。

その、早くて確実な所作を筆者は今でもお手本にしている。 
このような体験談を、筆者は職場を受け持つ毎に関係者に伝えてきたが、幸

い、関係者の安全意識が高く、確実に安全チェックを行う方々の職場ばかりだ

った。このため、幸いして、その後はケガと遭うことは無かった。だが、油断

があった。米国で現場管理者として工場の一部をレイアウト変更する際、日本

から応援に来た職長クラスの方 1名にケガをさせてしまったからである。幸い、

日本に帰国するには至らなかったが 5 針も縫った。なお、ご本人も「もう少し

で作業終了ということで注意を怠った」と反省されていたが、指先が床のパネ

ルの端で切り、3 週間仕事はできなかった。このため、やむなく、書類整理やメ

ンテナンスの指導にあたっていただき、これは、これで良かったわけだが、大

反省をした。この事故は筆者が現場監督していて、後 10 分ほどで終了という矢

先に起きた事故だった。この時、「この仕事も、もう少しなので、問題なさそう

だ」と思い、関係者に「安全だけは注意！最後まで気を抜かないように」とい

う注意をして、夜間に米国現地と日本との連絡をやろうと思い、部屋へ戻った

直後だった。大ショックである。当然、この方を米国工場の支援に送っていた

だいた方へのお詫びを中心に、ご家族を含め、各所への謝罪となったが、危険

な作業は管理者が最後まで安全監視すべきことを反省した。 
以上、余り自慢にならないが、筆者が経験した事故との出会いである。 
以上、このような 3 種の経験で、個人生活でも「安全と健康は自分で自分の
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面倒を見る（自己責任だけでは済まない）」ということが、工場生活の基本にな

った。今は、企業の方々と各種問題対策に安全問題を入れ対策中だが、是非、

以下に示してゆくような対処で事故ゼロ実現維持を、と願うわけである。以上、

泥臭いが実務的な事故ゼロ対策手順の具体化に努力する背景となった内容を紹

介した。 
 では、図 1-1 の事故ゼロを追求するステップの要点は全て解説が終了したの

で、次ページより、下図の①～③を実務展開願いつつ、図 1-1 の安全対策手順

について、その技術的内容の解説を進めることにする。 

 

  

ご安全に！
　安全対策は、既に
中央労災防止協会や
多くの機関、企業が
資料を整備、対策も提示
している。

　では、今回の研修は、安全・確実で早い仕事の追及：標準化
を進めるなかで、手順の中でやるべきことをやっていない。
やるべきでないことをやったことが事故となる！（体験）

天災防止？

人災防止は
技術的対策

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）

②技術的手段を習得~資格的運営
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１－２ 『他山の石・解析』の進め方 

（１）大自然の驚異にも危険予知を生かした事例に学ぶもの 
リスクは顕在化して、初めて、その重大影響が判る。2011 年 3 月 11 日 14:25

に発生した東日本大地震に続く津波は想定外の大惨事を日本にもたらした。こ

の時、筆者は（社）日本能率協会の 5 階の事務所にいた。筆者の側のキャビネ

ットは震災対策を終えた棚である。だが、倒れるのではないか？という状況で、

長時間の揺れが終わるのを待った。その後、東京タワーの見える芝公園にヘル

メットをかぶり、訓練通りの指示で出たが、タワーの先端は曲がり、しばらく

続く余震に恐怖を感じた。加えて、ワンセグを持つ方から津波の恐ろしさを見

ていただき、尋常ではないことを知った。これが、マグネチュード 9.0、大津波

が起きた時の東京における状況だった。このため、当然、電鉄は停止、筆者も 2
時間をかけ歩いて帰宅。遠地の方は急遽の宿泊となった。 
その後の大惨事の状況はテレビや新聞で見る通りである。約 3 万人弱の死者と

33 万人もの方が遠地や被災地で生活を強いられる惨状はいかにこの地震と津波、

更には原発事故の影響が大きいかがわかる。 
筆者も小学生時代に、三陸沖地震と、仙台の付近はリアス式海岸で津波が海岸

から山へ向かうほど増幅されることや、地球の反対側で起きたチリ地震による

津波の影響は学んでいた。また、既に、現地では多くの対策をとっていたこと

に、「ある程度は大丈夫ではないか」と思っていた。だが、実情は大きく違った。

海外からも見学が多かった海抜 5m、万里の長城に似た、2 重の防潮堤はあえな

く破壊され、多くの集落や、都市や港までも消えた。また、コンクリート製・3
階建てのビルの上に流されたバスだけでなく、大きな船舶が残留する写真を見

ると、いかに、津波がいかに予想を超え規模だったかが判る。だが、このよう

な中でも、「大船渡市三陸町の吉浜地区は 1,400 名の住民の中で不明者 1 名だっ

た」という報道記事があったので紹介させていただくことにする。 
2011年 3月 26日の朝日新聞によると、ここの家屋の倒壊は 4件だった。なお、

このように被害が少ない理由は、「過去の教訓を生かす」ことを実践していたか

らだった。新聞では「先祖が 100 年後の子孫を救う」題していたが、三陸沖の

多くの集落では、高台に移り住んでも漁をする不便さから湾沿いに戻ったそう

である。しかし、吉浜地区じゃ明治の三陸津波の際、当時の尊重が低地にあっ

た吉浜地区の集落を丸ごと高台に移し、低地を田んぼにしたことが町史に記載

されているという記録が残っている。これは、先見性が希少ともいえる状況で

被害を回避させた例である。また、自然災害を含め、安全対策上、今後大いに

教訓にすべき取り組みである。さらに、3 月 29 日には小学生が学校の誘導で全

員が無事だった事例が報じられた。加えて、30 日の朝には海岸地区を走る列車
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に乗っていた警官 2 名が、地震警報を受け、列車停止と同時に乗客を 1Km 先の

ビルへ誘導して 10 数名の乗客全ての生命を救った対処が報道された。この 2 件

は、日頃の訓練をそのまま実施したというものだが、緊急時の対処を準備～訓

練しておく重要性を伝える例だった。これ以外にも、地震～津波当日に高台に

対比して津波を撮影、または、見学するシーンが撮影されていたが、ここでも、

訓練の大切さが同時放送の形で語られていた。今回、予想をはるかに超えた津

波だったため、残念ながら準備していた避難訓練が役に立たなかった例は多い。

だが、このような報道を見ても『備えあれば憂いなし』という原則の大切さと、

「リスク程度の評価をどのようにしておくべきか？」という内容が、よりクロ

ーズ・アップしてくる。筆者は東京の目黒に住み、近くに防災センターがある。

このため、個人的ではあるが、既に訓練に参加した。ここで「暗闇と火事の中

で何をすべきか？」をはじめ、各種のリスク対策を勉強させていただいた（皆

様にも参考になれば幸いである）。 
 安全対策を最も効果的に進める道は「事例に学ぶという対策に尽きる」とさ

れている。その理由は、 
① 重大事故を始め、事例には、必ず問題とやるべき項目が明確に提示される。 
② 回避のため、リスクの設定と回避策や緊急時対策に手を打っている方々や

事例は、被害を回避したり、少ない被害という成果(結果)を得てきた。 
③ 世界全体を見ていると、残念ながら、自然災害や企業における事故や事件

は繰り返されており、人が“忘れる”という特性に「天が注意を与えてい

るのではないか？」と考えたくなる状況で、教材的に、危険に対処すべき

警告を与えている。 
 以上のような要件を我々は、『危険防止技術』という形で製造職場では生かす

べきことになるわけだが、既にこの種の対処は坂井優基著「ジャンボ機長の危

機管理術」PHP 文庫など、航空機界で安全対策を実践～教育されてきた方々の

著書に記載されている要件である。また、「失敗学のすすめ」で有名な畑村先生

を始め、事故調査を研究して安全対策を研究された方々も、口を揃えて示す注

意である。そこで、以下、この『他山の石解析』の視点を、どのように実務的

に進め、自分自身が関与する職場の安全対策や、小規模職場の安全管理に活か

すべきか？という解析方法に入ることとする。この書の読者の皆様が、「他で起

きた事故や事件を「うちでは起きないだろう」と高をくくらずに、様々な条件

を変化させ、もし、当職場で同じ事象が起きたら？・・・」としてとらえ、リ

スク対策と危険回避の訓練を実践して行く対策である。ここで重要な点は、(1)
リスクをどのように評価すべきか？ということと、(2)物理現象として起きる可

能性を正確に分析できる力を自ら築く点、更には、(3)有効な回避・緊急時策を

どのように見つけ・実践できる対処と訓練を実践して身につける点（内容と程
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度）にある。俗に「優等生有名な評論家と学者はめったに事故は起こさないが、

この種の方が起こす事故はとんでもない大事故であることが多い。そして、起

きると必ず「想定外」として、得々とその理由（言い訳）を語り、自分の自説

の言い訳をするので事故対策には無意味」とされてきた。この注意が指摘する

内容はリスクの想定が「頭の中の理解とイメージだけであって、実情とは乖離

している」という指摘である。物理現象として発生するケガや事故は自然界の

原理に従って、ある状況下で当然のように起きる。従って、この種、「人間的に

納得する話があっても事故発生は無関係」という注意を我々は重視すべきであ

る。では、以下、実際に起こった事例の解析を願うことにする。なお、解析に

当たって、「リスクの定義」をご参考願いたい。また、読者の皆様には、「聞い

た話」ではなく、ご自身で危険点の発掘にチャレンジをお願いしたい。その理

由は、聞いた話と、ご自身で考え、気づいたチェックポイントとでは、身に付

け実務で活用する際に大きな差が出るためである。 

 
（２）事例解析の前に、知っておくべき「リスク解析」の進め方 
 事例解析とリスク回避や軽減を図る対策は、(1)リスクを感知する能力を高め

る。(2)リスクを評価する。そして、(3)有効な防止・緊急時策をつくり管理する、

という 3 種の能力増強と行動力の強化が必要になる。この中で(2)は知識であり、

(1)と(3)は場数を踏もことが求められる。そこで、この対策に次の事例解析を願

うことにしたい。では、(2)のリスクと評価に対する内容の解説に入ることにす

る。なお、リスクの定義は表 1-1 の通りである。 

 
   表 1-１ 辞書に記載された“リスク”に関する解説 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

名 詞：「危険」「冒険」「危険率」「保険金額」「被保険者」「賭ける」

「損傷や損害や損失を招く可能性」 
動 詞：「危うくする」「賭ける」「冒険を冒す」「大胆にやってみる」 

             
 「一般に危険の可能性を言う。実現の頻度と重大性がここに注目の的となる。 
 さらに、時間経過と共に起こる影響度の拡大性、緊急性、影響度の深刻性 
なども注意を要する内容である。」 

 この中には、「危険を犯してまでも一発勝負の賭けをする」とか、株の証券に

見る投資のように、「危険があるから保険を掛ける」という内容もある。だが、

一般の企業において、リスクは除去、回避すべき対象である。具体的にリスク

対策が課題になる状況は製造現場で多い。安全面の対策や、品質、納期対策を
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始め、出勤率や技能伝承、・・・関係者の人間関係など多岐にわたる。だが、こ

こでは、作業における安全対策に関するリスクにしぼりリスク評価の方法を解

説することにする。 
 まず、表 1-2 を用いて火災事故とリスク発生の関係を簡単に解説することに

する。火事の対策は「予防に勝る消化なし！」という有名な標語がある。だが、

リスク対策に重要な取り組みは、極めて当たり前の対処、『予防』である。 

 
         表 1-2 問題発生の 4 区分 

No. 状況の区分     解    説 安全対策の場合 対策点 

１ 予防対策 火事の予知予防と、緊急時の

訓練と監視(定期的ﾁｪｯｸ) 

各種作業着手前に行う

KYT（リスク対策） 

予防対策と 

緊急時の準備 

２ 小規模出火 問題発生時の小火消化対策 責任分担者による問題の 

発生時対策(各責任者が対

策、事後報告のみで了解) 

発生時に準備

した緊急手段

の発動 

３ 火災発生 消防車の出動要請と大火、類

焼を防ぐ対策 

火元の早期消化対策 緊急会議によ

る善後策検討 

４ 大火・類焼 被害が他に及ぶ大災害 致命的決定（事後処理） 被害最少の事

後策発動 

 
一般に、問題が起きた時の対策（事後対策の手段）は次に示す対策となる。 

①金をかける。②技術を導入する（技術＝人の場合は人を投入する）か、賠償

金を払う。③工数・人を投入する。要は期間を延長する、だが、はっきり言っ

て、表 1-2 の上から下に行くほど、被害は大きく、事後処理に時間とお金がか

かる。では、どのような時にリスクが発生しやすいか？何がリスク発生を誘発

するか？を検討する必要が生じるが、これについては、下記の内容をご参考に、

それぞれの場に合った各種、場に応じた解析や評価をお願いしたい。  
① 時間が無い、仕事を急ぐ、立場がからむ場合など､無理をする現象が出る。 
② マクロに管理すると、あいまいさが残り、変にもたれ合いが起きて、個

別、具体的に検討すべき項目の検討が進まない。また、責任分担も曖昧

になり問題が露見するまでリスク把握ができない。 
③ 単に頭でっかち、しかも、リスクの経験や訓練を受けたことが無い方は、

リスクの大きさ、影響、頻度（繰り返し性）を無視しがちになる。特に、

何とか、今まで何もなく過ごしてきた方はリスク重視をしない例が多い。 
④ 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ため、

「言っておけばよかった」という反省リスクが顕在化する例が多い。 
⑤ 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
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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、たらい回し的な扱いのまま事が進み、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。 
⑥ 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

（そご）や乖離、矛盾の存在など 
 では、「リスクをどのように評価すべきか？」について、表 1-3 をご参考願い

たい（この評価はアポロ計画を早急に進める中、NASA で研究～提示された内

容だが、現在、産業界はこの評価内容を基にしてきた）。 

 
表 1-3 リスクの要因と評価基準の例 

①【リスクの評価】 Ｐ：Probability × Ｓ：Seriousness 
         （発生可能性） （事が起きた時の重大性）   

    Ｐ：Probability 
５：必ず起きる。 
４：起きる可能性が極めて高い。 
３：５分５分の可能性がある。 
２：ほとんど起きないであろう。 
１：絶対に起きないと思われる。 

Ｓ：Seriousness 
５：起きた時は致命的！  
４：かなり影響大  
３：影響は出るだろう。  
２：影響は少ない。  
１：影響は無いと思われる。 

    ①リスクの大きい項目 
を抽出する。 

 ② ②リスクの理由と 
    程度を明らかにする 

③①予防策を立てる：予防とは問題の未然 
         防止を狙いとしたもの 
 ②緊急時対策を立てる：予防策を実施した 
        にもかかわらず、問題が 
        発生してしまったときに 
        とる対策 

④【対策成果の評価】  Ｅ：Effects   × Ｆ：Fulfillment 
                    （対策案適用の効果）   （実現性） 

    Ｅ：Effects 
５：効果は極めて大きい。 
４：かなり効果大きい。 
３：効果はあるだろう。 
２：効果はあまり無いだろう。 
１：効果は全くない。 

Ｆ：Fulfillment 
５：必ず実現できる。 
４：実現性は高い。 
３：実現できるかも知れない。 
２：実現は難しい。    
１：出来ないと思う。 

⑤ 低減程度の見積もり：効果、実現性が高いと見込まれる対策 
駆使した結果、どの程度リスクが低減したかを見積もる（例：発生確率４

→２に低下、重大性５→２）。 
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表に示したように、リスクは、発生確率（P）×事が起きた時の重大性（S）
で評価することを基本とする。だが、時々、これ以外の項目を付加する例があ

る。例えば、緊急性（U）と拡大指向性（G）という評価項目である。 
  U：緊急性（Urgency）待ったなしのタイミングで手を打たなければ取

り返しがつかなくなるという危険性 
 G ：拡大指向性（Growth）放置すると、後で取り返せない事態になると

いう危険性 
この項目は、先の P、S に追加して用いる。例えば、目前にあるリスクの内容

を評価した時、緊急に手を打たなければ、被害が大きくなる場合、緊急処置を

適用する。なお緊急性は 5 段階評価、P、S と同じような基準を設けてご利用願

いたい。要は、極めて緊急な問題解決が必要～緊急性は全くない。という内容

までを 5 段階に分ければ、リスクの追加項目として利用することができる。問

題には、風評被害のように、緊急性は無いが、疑心暗鬼の状態を放置しておく

と、やがて噂が広がり、手がつけられなくなるケースがある。これを拡大指向

性というが、これも、先の緊急性と同様に評価基準を定めて、早急に対処する

要件である（もし、P、S、U、G 以外にリスクの評価として加える項目があれ

ば追加をお願いしたい）。 
リスク対策の主目的は「リスクの回避」＝リスク発生を防止する点にあるが、

これを『予防策づくり』という。だが、もし、リスク対策で充分な予防策が取

られても、例えば、火事に対する予防策をとったにも係わらず問題が起きてし

まった場合、一般に、リスク対策時に用意された『緊急時のために準備された

対策』を発動する。しかし、緊急時対策を通して、あらゆる対策を施しても問

題が解決しない､という最悪のケースに陥ってしまった場合、いたしかたない処

置として退散、すなわち、準備していた作業の実施取りやめとか、危険な設備

の設置の中止決定などとなる。なお、これも一種のリスク軽減策の決定であり、

リスク対策上、重視されてきた対策のひとつである。以上、リスク対策は事前

検討対策であり、いかに多くの局面から評価してリスクを避けるかがテーマと

なる。だが、リスクが発生する危険を承知で、やむを得ず、ある作業や計画な

どを実施する例がある。この場合も、リスク発生の兆しを早く捉え、ボヤ程度

の段階で、準備しておいた緊急時対策を発動して、被害の軽減化を進めること

がリスク対策の要点である。以上、『リスクを管理下に置く』対策内容について

解説した。では、ここまでの解説を頼りに、各種事例の解析をお願いしたい。 

 
（３）事故事例の解析演習：その１「クレーン倒壊事故」 

下の図は 09 年に起きたクレーン倒壊事故である。死者 1 名と共に、もし、

もう少し倒壊が遅れた場合、6 名の被害者だけでなく、クレーンの下敷きにな
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ったトラック運転席にいた 3 名も危うかったという事件だった。総論は「管

理のずさんさ」となるが、その要件を例示願いたい。なお、この種の解析は

『結果を見るとコロンブスの卵』である。要は、自ら見つけて、自分の職場

で使うということが、この種の設問を用いた解析の要点となる。 

 

 

設問１　事例に見るケガ、『他山の石』解析の進め方

　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、太平洋基礎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。

設問１　クレーン横転事故

　「死亡事故」の事例解析でつかむ管理・指導ズサンさの実態

 
 
 解析例として、次ページ図 1-8 に、クレーン倒壊事故の解析結果を例示した。

解析をご覧願うと、安全を業とするプロなら当然解析しておくべきことがすべ

て抜けていることが判る。 
要は、事故は物理的に安全が保障できない範囲、すなわち、規定値を超えた

作業条件で作業を開始したことが事故の原因だった。当然、作業着手前に評価・

検討すべきリスクを察知、対策しなかったことが、この事故発生理由のひとつ

であり、当然、起こるべき条件下で起きた事故だった。また、この例は P(発生

確率 100％)×5、S（事が起きた時の重大性は致命的）＝5 だったリスクを無視

して起こした事故である。すなわち、①神の世界である自然現象を人間の経験

で無視した結果、天が許さなかったという自然現象を誘発した事故であり、は

っきり言って、この種の仕事においては、「あえて違反行為を断行した」という

判定になる。②図 1-9 の下に記載したように、この企業は 5 年ほど前に同じよ

うな事故を起こしていた。だが、その時にリスクを評価していなかった。裁判
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でも「過去の教訓を生かしていなかったことが、今回の事件に対する推察要件」

とされた。さらに、③この作業管理でケーシングを吊上げる際に距離の計測を

した記録はどうなっているであろうか？また、④誰がこの作業の安全を保障す

るのであろうか？と見ると安全管理者の仕事のさせ方に、更なる疑問がでてく

る。結論は、この点が判決で有罪になったわけだが、④→③→②→①の順に企

業内では実務を決めるべき内容だったと考える。 
以上、他にも解析の仕方があると思うが、管理のずさんさが物理現象の誘発

を招く結果を見ると、この種の事件から学ぶべき点は、ここまでに記載した解

析にたどりつくはずである。その理由は、この手順と共に十分なリスク対策を

しておけば、（1）裁判で管理者に有罪が下る。（2）6 名の方が事故に遭う。（3）
3 名のトラック運転席の倒壊という（1）～（3）は発生しなかったからである。 

 

図1-8　クレーン横転事故の解析結果の例

　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。

クレーン

【指摘事項】　安全管理者の仕事とチェックに疑問？

【指摘事項】　距離の実測を手抜きした？

　【指摘事項】 物理的に絶対無理（制限を超えた）作業を許可？

　【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？

【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？

　

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。

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。

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。

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。
　

地
上
操
作
台
車

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
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図1-9　クレーン転倒事故に対する警視庁の活動

麹町のクレーン横転事故は
想定外ではなく、アームを傾けて
を傾け、資材の吊り上げ時に
規定以上の荷重がかかり転倒した。

警視庁の視点

①　警視庁捜査１課は４月１５日に業務上過失致死容疑で家宅捜査に入った。
②　円筒形資材（直径２．５ｍ、長さ７ｍ）は７トンとしていたが、その後の捜査で
　　１０．５トンと判った（東亜建設工業の報告内容は違っていた）。
③　現場検証は事故当時の吊り上げ角度、クレーンと吊り上げ資材との距離、
　　指示管理基準と、当時の管理体制、具体的指示の実態調査に関する全て
　　を対象とした調査となる。
目的は『業務上過失致死』の実証である（毎日新聞社の報道）。
　なお、事故当時の距離についての聴取は、クレーン操作員のケガで未確認だったが、
その後、「資材吊り上げ時にバランスを崩した」ことを供述。

捜査の結果明らかになった事項（産経新聞４月１７日）
●５年前にもクレーン横転（東京・麻布）を発生させていた。なお、この時は幸い、けが人
　　はなかった。

 
 
対象は異なるが、同種の事故は多い。次に、図 1-10 を例示し、先のクレーン

倒壊との類似点を解説することにする。 

図1-10　南日本造船大在工場での桟橋落下事故

本来の設置方法

今回、落下事故を起こした
　　　　　設置の方法

事故の概要

　０９年１月２３日９：２０頃、大分県青崎の南日本造船
（本社・大分県臼杵市）大在（おおざい）工場のドッグ内
で、建造中の自動車運搬船と陸地とを結ぶタラップが
落下、作業員２名死亡、２３人が怪我をして９病院に
搬送された事故

開
口
部

フック

ボルト

タラップ
タラップ

　　　　事故の状況
①先端のフックがタラップから外れた。
②ボルトが荷重に耐えられなかった。

　　（折損していた）
③ タラップと船体はワイヤーでつなぐことになっ

　ていたがワイヤーは使用していなかった。
④この設置は下請け業者任せだった。

会社側はこの実態を把握
していなかったことを発表
大分県警は業務上過失致死
労働安全法違反で取り調べ

 
 

この事故は先の事故と同じ年に起きた事故である。造船中の船に作業員を早急

に乗せる際にタラップが落下した事件である。理由は、ボルトの耐力以上の加
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重と振動が限界を超え、ボルト破断、タラップが落ち、大けがの方々を発生さ

せたというものだった。これも、リスクを無視した結果であり、起きる条件下

で起きた物理現象である。また、安全管理面からすれば『安全基準無視』とい

う違反行為となる。先の事故とこの事故の共通点は「急ぐため、つい、安全対

策のチェックと対策を抜いた結果・・・」ということだったが、事故が起きた

以降の事故処理と、事前検討の時間比較すれば、全く意味の無い判断であった

ことが、子供でも判る。では、「この種の事件がなぜ繰り返すのか？」という局

面に触れることにする。この内容は P.15 の【リスク発生を誘発する要件】①示

した「時間が無い、仕事を急ぐ、立場がからむ場合など､無理をする現象が出る」

という要件が現出した例ということになる。安全工学を研究する専門家は、こ

の種の行動に対し、図 1-11 に示した「リンゲルマン効果」と現象が関与すると

している。 
リンゲルマ

ン効果は右に

示した図に解

説の通りだが、

100 年も前に

研究され提唱

された原理で

ある。日本で

は「もたれ合

い」と言うが、

「人が多けれ

ば安全が維持

されるという

保証はない」

という点に 

図1-11　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。
③①＋②を管理する

　管理者を定め規則を
　完全に守らせる。

 

警鐘を鳴らしている。同時に、この理論は、「リスク対策に当たっては、リスク

の項目を明確にした上で、リスク項目毎に責任者と実施要件を決めるべき」と

いう対処を示唆してきた。 

 
（４）事故事例の解析演習：その２「プールにおける少女死亡事故」 
 では、図 1-12 に 2006 年に起きた水が回転する中で泳ぐ、通称：流れるプー

ルにおいて起きた事故である。水を吸い込む口の柵が外れ、少女が吸い込まれ

て死亡した事件だった。では、この極めて残念で悲惨な事故を、リスク対策と

いう局面（再発防止という視点）で解析をお願いしたい。 
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図1-12　プール吸水口、吸い込まれ死亡事故

　2006年7月31日午後１時５０分ごろ、埼玉県ふじみ野市大井武蔵野、

市営ふじみ野市大井プールで「女の子が吸水口に吸い込まれ」死亡。
排水口の柵が針金で止めてあった。柵が外れていた連絡を水泳中の子供
が監視員に報せた直後の事故だった。

文部省の主な通知と　　　　　今まで発生した過去の事故

85年8月28日水泳プール対象に

「排水口に金網、徹柵などを設け、
容易に取り外せない構造に」と通知

・93年7月31日千葉県小学６年女児

　浄化装置吹き出し口に吸い込まれ
・94年8月5日鹿児島県金峰町小学
　5年男児が排水溝に吸い込まれ

95年5月26日通知文に排水口の柵を

「ボルトで固定化」と追加
・95年8月1日宮城県丸森町で小学6
　年男児が排水口に吸い込まれ
・同4日　静岡県西伊豆で小学５年

　男児が排水口に吸い込まれ

95年度末、国公私立の養護学校など
3万2千校を調査。3校には柵が固定

されていない、または、未設置だった

96年5月20日学校プールを対象に吸い

込み金具をつける二重の事故防止策
を初めて通知

97年2~3月　再調査で柵に問題のある

学校は１／１２だった。

・99年7月山形県藤島町で小学６年

　女児が排水口に吸い込まれ
・同8月18日栃木県葛生町で高校

　１年男子が排水口に吸い込まれ

00年5月29日　96年の通知に関して

学校以外のプールに２重柵を要請

03~04年　日本体育施設協会が国公立校
3万8千校を調査、柵未固定は589校、吸い
込み防止金具未設置223校だった

04年7月29日新潟県横越町

の町民プールで小学６年生
男児が｣排水口に吸い込まれ

事故は40年の間に

５５件も発生！

学校や市民プールは文科省
都市公園のプールは国交省
が大まかな規準を出す程度

ずさんな管理の背景
① 規則違反のまま管理会社に

　　管理を丸投げ、
② アルバイト雇用、仕事は
　　・プールサイドの飲食や飛び込み
　　　の注意と、ロッカーの掃除
　　・安全教育は大きな疑問？

【同種問題】
　調査結果
2,339箇所

（全国）
2006年8月10日
朝日新聞記事

1m60cm

120cm

金柵が外れ
ていた箇所

吸い込みパイプ
と水流

死体発見
場所

プールの
　　水流

 
 
 【事故に至った経過と背景に存在した問題】 
2006 年 7 月 31 日午後 1:30 頃、小学 2 年生女子（７歳）E さんが埼玉県ふじ

み野市・大井プール、流れるプールの吸い込み口に吸い込まれ死亡した事故に

は、次に示すような事実と問題があった。 
① 事故はプール側面にある吸水口で起こった。通常、そこには、事故防止

のための鉄柵が蓋として 2 個ついているが、その片方（60cm×60cm）

が、当時、プールの底に落ちていたのを子供が発見（事故発生前）、即座

にそれを持って監視員に伝えていた。 
② 流れるプールは柵の内側にある直径 60cm の穴より気流ポンプで吸い込

み、排水しながら流れるプールを形成しているが、女の子はここに吸い

込まれた。死因は脳幹損傷で勢いよく吸い込まれた際に頭に強い衝撃を

受け、即死の状態だったと判断された。 
③ まず、吸い込まれ防止の鉄柵であるが、これは図のように、本来はボル

ト止めのものが針金で止めたという簡単な固定だった。しかも、この行

為は６~７年前から常道化していた。 
④ 監視員は蓋がとれたことに対し、対処法の指示を受けていないため、①

の連絡を受けたとき、監視員は何の蓋かが判らず、混乱・対処中に事故
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が起きた。 
⑤ 今回、市から管理を任されていた T 管財は、T 管財の知り合いである下

請け会社 K プランニングに業務を丸投げしていた。また、契約書は無い､

口約束の状況であり、本来やってはいけない規定を無視して別の下請け

会社に管理を丸投げしていた。しかも、このことを市には報告もしてい

なかった。従って、T 管財は、この柵の管理は全く知らないことを記者会

見で報告していた。 
⑥ 下請け会社のマニュアルには、単に、「吸入口の安全確認」とあるだけで、

詳細に何をどのように、どの頻度で行うか？という具体的記述は全くな

かった。また、監視員はマニュアルも受け取っていない。ただ座って見

ていれば監視業務の支払いが受けられるという内容で雇われ、ひどい場

合には、救助の際、泳いで助ける技術も能力の無いアルバイトをやとう

状況で流れるプールの監視らしき対処がなされてきた。従って、当然、

緊急の処置については何もしらない状況だったことも判明した。なお、K
プランニングのマニュアルには、監視員の教育訓練をすることとあるが、

何もやってこなかった（練習すると時給がかかるので止めるように指示

が出ていた）。 
⑦ このような状況だったので、監視員は外れた柵が何だか？まったく判ら

なかった。このため、事故前にある子どもが鉄柵を持って監視員に連絡

してきたときに事態がわからず、無線で監視塔に連絡した。 
⑧ この連絡を受けた別の監視員もこの鉄柵が何なのかわからず、管理責任

者に連絡を取った。吸水口の柵だと気づいた管理責任者は、急いで現場

に向かった。吸水口の監視員には「誰にも近づかないで」と指示し、管

理責任者は針金と工具を取りに事務所に戻った。この時点では、ポンプ

を停止するなどの処置はしなかった。 
⑨ なお、監視員は高い台の上に座っての監視のため、図 1-13 に示すように、

事故が起きる状況である。女の子が吸水口に吸い込まれそうな危険な状

況がその位置からは見えない状況になっていた。そして、このような状

況の直後に事故は起きた。 
⑩ 事故は女の子のお母さんの悲鳴で判った。その時、監視員は吸水口の周

りであたふたするだけだった。「子供が吸い込まれたのに何してるの

か！」という周りの声に押される形で、責任管理者がやがてポンプを停

止した。なお、この時に T 管財の方は現場には全くいなかった。 
⑪ なお、アルバイトの監視員は T 管財が管理責任会社であることは全く知

らないで勤めていた。ふじみ野市も、丸投げの事実を把握していなかっ

た。更に、事故当時､現場にいた現場管理者は身分を偽って「T 管財のス
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タッフである」市にいっていたことが判った。また、ネジ止めを規制し

ていたことに対処できないため（6~7 年前）、K プランニング社長に報告

していたが対処しなかった。このため針金止めが行われるようになった

という実態も明らかになった。 
⑫ プール管理をまかせていたふじみ野市だが、この種の事故は過去もあり、

重要な対策のため、国土交通省は何度か通達を出し、その中には、その

種の注意があったが、具体的に現場へ行って確認するということも行っ

てこなかった。 

 
監視員 

         視野にとらえられない 
           位置で監視 

 
 
         プール床面 

 
         吸水口 
     水流 
                      小学 2 年女子の位置 

 
 図 1-13 流れるプール事故発生時、監視員と死亡者の位置関係 
解析内容記入欄 
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いかがであろうか？では、解答例という形で多くの指摘点（リスク対策すれ

ば事故発生を防げた要件を列記して行くことにする。 
この内容は法律違反という犯罪と、「本来、プールを管理するスタッフがやる

べきことをやっていない！」という手抜きが奇妙に混在していることに読者の

方々は気がつかれたのではないだろうか？では、詳細にこの種の管理面から問

題を整理することにする。 
① 安全管理システムのあり方から見た問題と対策はどうなっていたか？ 

(1) 文部科学省などの通達と指示はなされているが、具体的に P-D-C 管理が実

施されていない（関係者によると、通達など国から山のように来る。対応

不可、麻痺状態になっているとのいい訳がなされた）。 
(2) 安全管理者の責務は定めているが、罰則と表示（見える化）が現地には無

かった。また、これほど重要な管理項目なのに、最高責任者が自ら現場に

行きチェックする行動も全くなかった。 
(3) 注意事項はあるが、異常時の処置が個人任せになっていた。 

② 点検面から見た問題の存在と、対策に対する状況は？ 
(1) 定期点検記録と、その確認（フォロー）、責任と権限が重要管理項目との

関係で定められていない。実施報告や実施しないときの罰則は何もなかっ

た。 
(2) マニュアルだけで対処できない上に、監視員への教育は皆無だった。また、

「理由はコストがかかるのでやっていない」という内容だった。更に、安

全教育と訓練の義務としない場合の罰則がない。事実、資格制度の運用は

なく、今回、事故の監視員の中に、水泳ぎが出来ないアルバイト雇用や、

点検資格や問題発生時の件連～対処が出来ない監視員を置くという論外

な実態までが報告された。 
(3) 点検の確実性を裏付ける内部監査、第三者監査がない（点検は丸投げの運

営であり、段階的に仕事を依頼した管理者は管理業務であるマネジメン

ト・レビューを全くおこなっていない）。 
③ リスクの評価上の問題と安全対策上の問題～対策は（今後を含めて）？ 

(1) 安全宣言と安全対策上の重要実施事項の表示を顧客に提示していない。

このため、危険個所の明示と管理状況が顧客に判らない（他との比較

も不可）。 
(2) 注意・管理項目として、通達では吸水口の重要性を一番目に挙げては

いるが、リスクの評価（P：発生可能性×S：事が起きた時の重大性）

と影響など、事故への関連は記載なく、平板的な指示・注意・管理と

なっている。 
(3) 継続的改善の対処がない。 
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(ｲ) 保安業務を行うセコムは、現場点検者が IC カードなどで､現地

にいかなければ証拠が残らない方式を運用しているが、ここで

はその種のものはなく。単に点検簿が存在するだけだった。ま

た、センサーの設置で警報、この場合は吸水ポンプ停止を図る

処置に相当する安全設備の装備をしているが、今回の安全策は

針金で止める内容で有り､点検は口頭による報告内容という、

一般人には信じられない内容だった。 
(ﾛ) 他のプールでは二重の網設置、配管口の工夫をしているが、そ

の種の対策はなかった。 
(ﾊ) 監視員の資格、点検評価とスキル向上プログラムが継続的改善

上に必要であるが、その種の対策は無かった。 
④ 誰が見ても責任のある組織体がおこなうべき事項 

(1)  いつも、ケガや死人が手抜きに近い管理から発生した事故で起きている

ことを知っておくべきである。 
(2) いつも、リスクを見逃していても、また、やるべきことをやらなくても

問題が起きていないで危険に近づいていることを知っていて、運がよい

ことを自慢する方々が多くいることを知っておくべきである。 
(3) 事故に至った場合、どのような事態が起き、悪影響が及ぶかを知ってお

くべきである（個人的、まわり、会社や社会的影響） 
(4) リスクが顕在化していないが、やがて出ることがあるメカニズムを知っ

ておくべきである。 
(5) 逆に、リスク対策を重視し過ぎて、Too Much（過剰）管理になると、

やがては、企業や個人の仕事上の支障が発生し、一時的には行われても

やがては、問題発生の危険性は判っていても、そのチェックを止めてし

まうことがあることも知っておくべきである。 
(6) 継続は力、プロとして真面目にコツコツと続ける以外に、5 感に頼る異

常発見能力は身につかないことを知るべきである。なお、人は評価によ

って仕事の価値と努力の方向を決めるので、ラインの長からの常日頃の

支援（コーチング）が必須課題となる。 
(7) 信頼される企業と発展の基に安全管理が基本となってきたことを知るべ

きである。 
(8) 自社の仕事の基本が誇りとなるためには、何をすべきか？仕事の基本と

向上ステップを知るべきである（維持向上、問題の早期発見が機会損出

コスト発生防止に大きく効くことを算定して知らしめるべきである）。ま

た、人は忘れやすい動物なので、定期的な教育が必要である。教育を図

ることが、企業やトップの姿勢を部下に再認識させるツールとなる。 
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(9) 安全維持～向上＝企業の尊厳と努力の歴史＝働く方々にはプロ、人格そ

のものを意味することを知るべきである。 
以上、人の命をあずかる安全管理者なら、当然行うべき行為を列記した。この

事故は、ある程度の安全担当をしたものならこの程度多数の問題が指摘できる

のに、ひとつも実施されて来なかったことに新たな疑問を感じる事件だった。

要は、亡くなった少女は実に残念であり、その要件は、誰が見ても「安全対策

を業とする方々が手抜きと、リスク管理の丸投げを各所で繰り返した結果、当

然のことのように起きた事故」という内容になる。また、当然、この事故も、

この中の項目のいくつかを実施していれば確実に防げた事故だった。法律用語

では、この種、直接犯罪に手を出さないが、行うべきことを行わないで事故発

生まで放置した行為を『不作為』という。別名『責務不履行』ともいうが、こ

れも立派な犯罪行為である。また、その後、2007 年 5 月に今度はジェットコー

スターで死亡事故が起きた。15 年もシャフトの交換をしてなかったため、金属

の疲労破壊が原因だった。これも、このプール事故と同じような解析となり、

管理すべき人が重要管理ポイントを管理していなかった例である。 

 
（５）事故事例の解析演習：その３「伊勢崎線における踏切人身事故」 
 図 1-13 に東武伊勢崎線で起きた事故を示した。以下、解説を加えるので、ま

た、事故再発防止という局面からリスク解析をお願いすることにしたい。 

 

図1-13　東武踏切事故の状況（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
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この事故は東部鉄道伊勢崎・竹の塚駅付近の踏切で、2005 年 3 月 15 日 16:50
に起きた。また、その悲惨な内容は「電車が通過するのになぜ踏切が開いたの

か？」という内容だったが、この事件の一部に K 保安員（踏切操作員）の違反

があったことが報告された。その理由は、そこにはポカヨケがあったのだが、

使い方が違反行為という形で使用されてなかった点にある。事故の理由は、確

かに K 保安員の違反行為に関与する事故となった。だが、事故発生のメカニズ

ムと事故に至る環境が、必ずしも、個人の責任にだけに集約できる内容ではな

った。このため、この対策は、結局、多大な投資を要した立体交差というポカ

ヨケ対策としては最良の策が実施された。なお、日本国内に、まだ同じような

踏切が 59 箇所もあり、平成に入り 4 件もの人身事故が起きているそうである。

本件とは関係ないが、筆者としては、変なことに税金のムダづかいをするより、

同種対策に早く向けていただくことを願うわけである。 
では、早速、事件の要点を解説することにする。事故現場では、事故に至る

前から、手動式の遮断機で踏切の上下を行い、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。この状態で、18 年勤務の K 保安員が担当していた中

で事故は発生した。状況は図 1-13 に示したように、「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報道された。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ことが原因だった。なお、上り

準急の運転手は踏切の開閉に気づき、急ブレーキをかけたが、残念にも 4 名が

はね飛ばされてしまった（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

況だったことが報道されたが、これは不幸中の幸いだった。 
では、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。その理由を順次箇条書きにまとめたので、ご覧願いたい。 
【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）表示灯を用いた踏切操作がなされてきた。 
② 保安員は、必ず、ランプ点灯を指差確認しながら、ハンドルを下げて、踏

切をしめる方式を踏襲してきた。 
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）。 
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【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鳴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仕組みである。 
【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、過去、事故を起こしかねない状況で作業した

ことがあり、注意を受けていた。 
② だが、その後も、時間があると判断される時、K 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（黙認、この種の作業は常道化していた）。 
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。なお、事故防止の最終関門である遮断

機のロック解除は禁止事項に定められているのに、K 保安員が、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。「事故が

起きたら責任問題にする」という解析では、この事故の発生メカニズムはつか

めず、原因の除去が出来ないからである。過去 10 年間、この仕事をしていた保

安員の手記を用い、この職場の不安全極まりない実状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、いつも渡り切れるか

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。 
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る。では解析をお願いしたい。 
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 記載欄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊勢崎線の事故【解答例】 
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、次に示すような対策を早急に取るべきだったことが

反省される。 
(1) OHASA に当たる、労働安全衛生面からの規定の遵守、徹底を運用基準と

すべきだった｡特に、現場丸投げの形でなく、管理責任者が、この種の違反

行為が起きない対策の整備と運用を図るべきだった。当然、ここには、監

査システムを運用し、違反防止だけでなく、改善すべき課題の明確化と共

に、安全確保のための継続的改善を進めるべき内容だったことが惜しまれ

る環境だった（その後の判決では、K 保安員だけが罪に問われたが、常識

的、国際規格の適用を考えるなら、当然、この事故は管理者の責務不履行

となるはずである。だが、このための物証がなく、判決では「証拠不十分？」

という理由で管理責任は問われなかった）。 
(2) 踏切事故につながる開閉の状況は、当然、そのリスクが残存する。このよ

うな場合、IT・通信システムを併用して、運転する列車側に知らせるポカ

ヨケ装置の装備が必要となる。また、この種の方式が運用されていれば、

運転手側でも異常を早期に察知し、列車をストップさせ、この事故に至ら

なかった可能性を高めたと考えられる。 
(3) この事故の対策は、最終的に、立体交差になった。人身事故が起きてから

対策する方式ではなく、ここまでの内容を見て判る、「高いリスクを含む環

境を持つ職場は、計画的にリスク軽減のための手を打っておくべき」こと

が悔やまれる。 
(4) この種の内容を労働組合はどのように扱ってきたのであろうか？本来、労

働組合は、従業員のため、この種の問題に矢面に立つ機能を持つ。従業員
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を大切にしない。本来、企業が対処しない問題に対して嫌われ役を演じて

も問題解決を訴える役目が、企業内組合の役目である。ビラを配って企業

の罷業や改善を訴える、他社に見られる行動を参考にしていただいたい内

容だったことが、反省される。 

 

１－３ 分けるべき「事故ゼロ対策技術」と犯罪的行為 

「覆水盆に返らず」という言葉がある。だが、それより重大な内容に「死亡者

は再び生き返ることは無い」という事実がある。図 1-8 に続く事件だが、2010
年 10 月 19 日のクレーン倒壊事故に、新聞は次のように伝えていた。「警視庁は

19 日、元請け中堅ゼネコン・東亜建設工業（新宿区）の現場作業長ら 2 人と、

下請け、孫請け業者の 2 人の計 4 人を業務上過失致死容疑で書類送検した。工

事をめぐる事故で作業に直接携わらない元請け業者側を立件するのは異例とし

ている。理由は「下請け業者を指導・監督する立場にあり、現場に社員を常駐

させながら、安全管理の措置を怠った」という内容を重く見た内容（管理責任）

だった。また、その時の関係者は以下の通りであり、具体的な訴え次のような

内容だった。 

 ①東亜の現場責任者は M・社業所長（44） 

 ②Y-1・作業主任（34） 

 ③下請け・大洋基礎（中央区）現場責任者は Y-2・職長（35） 

 ④クレーンを運転していた孫請け作業員 T 
事故発生理由：重さや距離と最大荷重の関係を事前に把握なく、下請け作業へ

丸投げ、指導を怠ったという「不作為」の内容だった。なお、死亡した山本

さんの妹は「いつも通り歩道をあるいていただけで事故にあった」ことと「命

を返して欲しい！」「注意を払っていれば絶対に防げた事故であった」と、強

調、「処分になっても悲しみが癒えることは無い」と語っている。」 
このように、事故は取り返しがつかない事態を招く。従って、リスク対策に

よる予防が重視されるわけだが、この事例を含め、本来やるべきリスク対策責

務を放棄して実施しないで事故に至った場合、裁判では犯罪となる例が多い。

多くの著書では、犯罪とヒューマン・エラーに対し、図 1-14 を提示し、「明ら

かに意図を持ち手抜きや近道行動をする例は犯罪行為である」としている。ま

た、事故、事故の後、裁判ではこの種の仕分けを行い、判決を下す。だが、注

意すべきことは、裁判による判定はともかく、事故を基の姿に戻すことは誰も

できないという点にある。従って、ここまでの説明で示した通り、「一種の飲酒

運転に見る犯罪行為」や「不作為」というリスク対策責任を果たさない行為、

また、重要監視事項を放置～無視した結果事故を招く行為は『犯罪』または『擬
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似的犯罪行為』となる。ここでは、この種の事後処理は、その道の専門家にお

任せすることになるが、事故ゼロをハインリッヒの原則と共に実務的に 
活用してゆく

意図を持つ本

書としては、

この種、グレ

ーゾーンも犯

罪という分野

に仕分けた対

策の必要性を

明示した上で、

各種対策法を

提唱させてい

ただくことに

する。また、

このため、本

書では「判別 
図1-14　著書が示す犯罪行為とヒューマン・エラー

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。

が難しい擬似犯罪的行為も、犯罪行為に含めるべき」とした。その理由は、①

ケガ防止が起きた損出に比べてあまりにも大きいこと、②「注意 1 秒ケガ一生」

の言に代表されるように、リスク対策が容易、短時間、確実にできるのに、そ

れを実施しない理由が何もない点、さらには、③「悪化は良貨を駆逐する」と

いう例が発生する。例えば、製造現場で、リスク対策に必要な指差し確認やダ

ブルチェック、さらには、チェックリストによる確認が厳しく義務付けられて

いるのに、やるべきことをやらないで、時に「仕方ない」として許す例がある

からである。時に、この種の安易な処置は、やがて、規則の制定を無意味化さ

せ、結果として、ハインリッヒの原則が示す 1:29 の 1 を現出させる確率を増す。

では、「なぜ、犯罪に近づく行為を人が採るのか？」という人間的な側面につい

て解説を加えながら、『安全規則の順守の重要性』という内容の解説に入ること

にしたい。 
小宮信夫先生など、環境犯罪学の研究で権威を持つ方々によると、犯罪者と、

規則を守り善意で生活を送る方には、明らかな行動様式の差があるそうである。

この比較を表 1-5 に示したが、「犯罪者は最初から意図を持って規則を破る」と

記載されている。また、その理由は、目前の（一時的な）利得に興味を持つた

めであり、「自分は規則違反をしても捕まらないという仮説に基づいて行動する

ため」としている。さらに、失敗学で有名な畑村洋太郎先生は、著書「失敗学

の法則」文芸春秋の中で「組織の中には「悪いとされていることを平然とする
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人種が 3％いる」逆に「何が何でも不正は絶対にできない」という頑固な良識人

が 3％いる。おおかたは善意で動くが「ほどほどの悪いことをする人種が 94％」

という具合に構成されている。94％の例として「車は来ないし、誰も見ていな

いから・・」と、赤信号を渡る例がある」と解説している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-4　犯罪行為とヒューマン・エラー発生要因の差

問題発生に責任を感じる。事象や行動に悪いという考えはない。実施上の心理７

無作為発生メカニズムを解析して
原因の除去に努める。

一般に悪人と言われる個人や集団
が得意技として、用意した悪徳技術
を使う。

事象への対応６

犯罪の多くの事例に見るとおりチャ
ンスが来たら弱点を突く形で計画を
実行に移す。

失敗の内容を検討して、次にもっと
うまくだます手を悪知恵を使って考
え実施の時期を計画するか、手が
無い場合はあきらめる。

失敗は検討内容の欠落、または、偶
発的な要因が作用したためであり、
運が悪いと考える。

成功ストーリーを作戦として組み実
行する。

悪意が前提：人や社会に迷惑をか
けても自分と仲間の利得が得られ
ればよい。

　　　　　犯　　　　　罪

偶然に起きる例が多い。ミスをあ
えて行う意図はない。

動　　　機５

不安・ヒヤットとメカニズムを追求し
て再発防止の努力を図る。一般に
は、善意の基、あらゆる対策を考
えて適用する。

再発に対する態度４

標準化をベースに失敗しない策を
つくり実施するが、本人の意図に
反する形で問題がおきる例が多い。

問題発生に対する
評価

３

うっかり・ミスに代表されるように、
故意や作戦はない。正しい仕事を
していて起きる。

行動メカニズム２

善意が前提：故意や悪意は無い。
善意で行っているがミスが出て世
間や人に害を及ぼす。

立脚する思想１

　　　　ヒューマン・エラー　　項　　目No.

 

 

　図1-15　ヒューマンエラーと犯罪の区分

　　　　
○無知の状態

人間性・社会性

①犯罪

行為

危険でも
メリットが
あるから
実行！

【①
‘擬

似犯罪】

危険は及ばない

だから多少の違反

は大丈夫！

と判
断

リスク対策教育

と危険技術の修得

知識のみ

③
リスク対策

熟知～修得

　② ポカヨケ
が支援

する領域

　問題の
原因の除去
~ゼロ化へ

リスク
　要因の除去

高い低い

高
い

低
い

問
題
の
発
生
防
止
程
度 どちらの

ヒューマン
　　　エラー？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような研究から、また、図 1-15 に示したように、「この程度は良いので

はないか？」という行動で一時にリスク回避を被らなかった人が味を占め、規

則違反を繰り返した結果、徐々に図の左下の犯罪領域に入って行くわけだが、
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我々はこの種の事態を、製造現場では何としても防ぐべきである。ここで、犯

罪防止学が提唱する対策を例示することにしたい。図 1-16 はその一例だが、犯

罪防止には『性悪説』思想であたるべきとされてきた。また、図 1-17 に示した

犯罪防止は犯罪を行ってもメリットが無い環境づくりを図る対策が重視してき

た。そこで、以下、この種の理論を、どのように生産活動の中に位置づけ実務

的に活用してゆくべきか？という内容の解説に入ることにする。 

 

図1-16　犯罪環境学による善/悪の区分と対策
小宮信夫「犯罪は「この場所」で起きる」光文社新書より

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。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
では、この種の犯罪行為防止をいかに進めるか？について多くの企業で使わ

犯人の考え方
費用対メリット？

図1-17　犯罪をあきらめるアイデア

犯罪者の原因除去論（処遇が目的）
　① 事が起きてから対策する。

　　（事後対策を前提としたアプローチ法）
　② 人的に指導して再発を防止する

　　　対策に集中する。
　③ その道の専門家の手法を要する
　　　対策となる。

機会を対象にした新しい犯罪学の対策
　①犯罪予防を目的に原因除去を図る。
　②潜在的な犯罪者は犯罪機会を常に

　　　求め、これに対し、潜在的な被害者
　　　は犯罪機会を供給する機会を与える。
　　　この需要と供給がマッチするときに
　　　犯罪行為が起きる。従って、まず、
　　　供給機会を減らすことが予防の出発
　　　点とする。
　③犯罪者の犯行は、手軽にできる。

　　　死角になっている。見逃してもらえる
　　　という環境でおきる。逆に、技術が
　　　要る。見られている。見つかりやすい
　　　環境では発生を防止できることが
　　　判ってきた。

犯罪チャンスの要点

当事者

　意識

無

死角性

　監視性

縄張意識区画性　領域性場所(Where,

When,How)

管理意識恒常性　抵抗性標的
(What,Whom)

ソフトな

要素

ハードな
要素

犯罪に強い
要素

犯罪の機会
（状況）

註釈　①抵抗性：犯罪者から加わる力を押し返そうとすること
　　　　　　　　　　　一定不変な対策を図るハード対策と望ましい
　　　　　　　　　　　状況を維持して行くソフト面の対策がある。

　　　　②領域性：犯罪者の力が及ばない範囲を明確にすること。

人格の改質でなく、
犯罪の起きにくい環境
の改善に注力する

検
挙
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れ、高い評価を得てきた話を例示することにする。 

 
【孫子の兵法】最強・女性軍づくり 
中国・春秋の時代、孫武は呉の国に招待された「呉王の要請だが、孫子の兵

法で国を拡大して平和を築く」という目的に賛同したためだった。呉は孫武が

指揮する軍が百戦百勝を重ねる中で国力と領土を広げた。だが、十分な兵力を

持つという状況ではない。このようなとき、呉王は孫武に「女性だけの集まり

で男性並みの軍隊がつくれるか？」と聞いた。すると「私の規則に従っていた

だく、全ての権限をお任せいただけるのならできます」と答えた。そこで、女

性軍の結成となったが、呉王が寵愛する二人の宮女をリーダーとする要求があ

った。当然この 2 名も規則に従う約束で軍隊の訓練に入った。だが、行軍訓練

をつくり訓練を開始すると、へらへら笑ったり、口を尖らせたり、・・・と一向

に規則に従わない状況だった。そこで、孫武は「命令を守らぬ者は、手を切り

落とす」として 2 名に言明、王にも許可を取って再度の訓練を始めたが、守ら

ないため、女性軍の目前で手を切り落としたわけだった。皆は顔色を変え「あ

の方は、やさしそうな顔をしているが、イザという時にはやる方だ！・・」と

いうことで行軍訓練を始めた。やがて全ての訓練メニューを消化していった結

果、国防の使命を立派に果たす軍隊に育ったそうだが、稲ワラを持って火中に

飛び込む訓練もこなしたことが逸話となっている。三国志の時代、「泣いて馬謖

（バショク）を切る」という蜀の武将が諸葛孔明の指示を守らず敗戦を招き処

罰された話も、これに似た話、すなわち『規則違反に対する対処』である。 

 
【子貢が講師に訊ねて】法設定による統制の妙味 

 孔子が弟子と共に旅をする中で、殷の国に差しかかった時「道に灰を捨てる

ものは手首を切る」とされていた規則に対し、子貢が孔子に質問した。「この国

は極めて統制が取れた国ですが、この規則は厳しすぎませんか？」との問いに、

孔子は「殷王は法の制定と利用法をよくご存じの方だ、だから国が平和で統制

が取れている。その理由だが、での家庭でも薪で食事をつくったり湯をわかし

たりする。従って灰は必ず出る。灰は捨てる場所が決められているが、もし、

自宅の前にまくと、風で飛び、目をいためる。雨が降ればぬかるみ馬車は通れ

ず、人は泥だらけになる。灰をまく行為を許すのは簡単、だが、やがて多くの

人に弊害をもたらす。そこで、王は簡単だが皆が守るべき灰処理に厳しい規則

を定めたわけである。もし、この法を定めても破れば許すとするならば、今度

は、盗みはいけないとしても、破る。殺人はいけないといっても、起きる。従

って、簡単だが皆が守るべきことを規則として厳しい統制をしているわけだが、

殷王は法律を定めて国を統制するプロである」と答えた。これに対し、「子貢は
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感激し、国の統制の仕方に法の使い方を学んだ」とのことである。 
安全規定の設定と順守は重要だが、運用の意義を正しく知っていないと混乱

を招く。そこで、もうひとつ、多くの企業が参考にしてきた中国春秋時代（紀

元前 456 年頃）、当時の越の王、勾践が宰相・文種に聞いた「ウナギとカイコ」

の話を紹介させていただくことにする。 

 
【越王 “法”の設定・活用】法制定により変わる人心 
王の質問は「富国強兵を図るにはどうすれば有効と思うか？」との問いに、

宰相は「賢人と勇気のあるものを広く集めて、彼らに禄を厚くすることです。

人は誰でも禄を期待します。例えば、ウナギとヘビは似ています。しかし、ヘ

ビを見れば気味が悪いという人でも、ウナギを見ると捕まえようと努力します。

その理由は、ウナギは食べられるし、おいしいからです。蚕と虫の場合もそれ

と同じです。女性たちは虫を見ると気味悪がりますが、虫である蚕は好んで育

てます。この理由は蚕が絹糸を提供してくれるからです。それゆえ、良い指導

者を得て、このような正しいものの見方と、良い行為を進めた者に禄を与える

ことが重要です。・・」と話した。勾践・王は感銘を受け、当時、越では火災が

頻発する対策に、この話を利用した。当時、越では、火事が起きても誰も火消

をしないため火事後の処理に国家の財源の投入は多大だった。そこで、勾践・

王は「鎮火作業をして命を失った者には戦争で戦死したものと同等の褒章を家

族に与えることや、鎮火に加わったものには、命を失わなくても、戦争で勝利

したものと同じ扱いで手厚く礼遇する」という布告を出した。この布告で、住

民が先を争う形で鎮火作業に加わった結果、火事は激減、しかも、国家の損金

を大きく提言させたわけだった。その後、たまたまだが、今度は宮殿に出火が

あった。その時、火を消すため体に泥を塗って宮殿に駆け付けた人数は 6,000
人にも及んだ。当然、火は瞬く間に消えた。このようなことで、越王は「各種

の規則を定め運用した結果、呉との戦乱にも勝利し、このマネジメント・シス

テムに自信を持った」とのことである。 
以上、各社が安全対策に対し、規則の意義と活用を進める際に活用してきた

逸話を紹介した。ここから学ぶ内容は、(1)安全規則は身近だが、日常的に行う

内容から定め、制定意義を確実、納得行く形で伝える。(2)違反者には厳しく対

処する。(3)逆に、順守する者には何らかのランク（資格的なもの）や褒章を出

し、各人の順守に対し、何らかのメリット（利得）を確実にして、賛同者と各

人の認識を高める、という 3 点となる。 



第２章 事故発生メカニズム解析の進め方 

２－１ 労働災害の実情と全国的な対策 

（１）全国視野で見た災害と、主要機関や企業などの対策 
 言うまでもなく、本書が記載する安全対策のご利用対象は、事故ゼロにあ

くなきチャレンジを願う個人と、その周辺、すなわち、小規模集団における

対策である。従って、本書の対策は「全国的な視野に立ち、あらゆる労働災

害問題を解決する」という対策に対しては、十分な解を持たない。だが、そ

の種の活動を行う機関や団体、企業の活動と連動して対処すべき（リンケー

ジをとる）事項は多い。そこで、以下、全国的な活動と本書の関連を整理し

て示してゆくことにする。では、まず、全国という視点から安全問題がどの

ようになっているか？について解説を加えることにしたい。 

 

図2-1　産業界が懸念してきた現場力低下の要件

H18年版　厚生労働白書：「重大災害が1968年４８０件を記録　→　対策　→　1985年１４１件と低下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これが増加傾向に転じ､2005年２６５件に達した」

一般誌：企業の不祥事と品質問題が多発　→　品質に不安を持つ顧客が８０％になる！

現場力低下

　　　主な理由：作業スキル低下
　① ＩＴ進展に伴い現場異常に対し、

　　　現物、現象をみない（観ない・看ない）
　② 技術伝承の欠落
　③ 産業環境の変化

　　　・海外への注力が国内空洞化
　　　・アウトソース適用増と転職社会
　　　　でスキル定着の減
　　　・少子高齢化

今後の悪化要因　：　ゆとり教育の弊害への懸念
・国際教育到達度評価学会（IEA)、経済協力開発機構（OECD)の国際調査とも学生の成績は国際的に

　下位という結果、　・５日制学校教育では先生が多忙になった結果（６日分を５日で消化→負荷増加）
　に伴い、落ちこぼれを放置してきた弊害、　・発言を含め、競う、自主・自信を持って主張する対策が
　欠如したなど、過保護、ニートに見る多くの問題を放置した教育が続いた

①成果が確実に得られる将来計画の

　　見える化　→　実・得る化対策
　　　　　　　　　　　（実があがる実行計画の明示）

②まだ発生しない問題を抽出~整理、ウエイト

　　づけして、先手管理を図る。
③人財発掘＋集中的に重点技術を進化させ

　　金のなる木を育て、ムダ排除を徹底する
　　具体的組織運営を図る

マネジメント技術の卓越化

 

 
 図 2-1 は 2007 年問題が話題となる 1 年前の状況、厚生労働省の調査データ

である。ここでは、1968 年の重大災害に 480 件に対し、1985 年には 141 件、

30％という努力の値を示した。だが、2005 年には 55％と悪化したため、『安

全に関する技術伝承問題』に対し警告が発せられた。このため、2007 年に、
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多くの企業では、定年延長を図る形で対処した。従って、2007 年問題は 60
歳定年に 5 年をプラスした 2012 年問題に先送りされた。 

次に、図 2-2 を例示することにする。このグラフは平成 18 年：2006 年ま

での状況だが、これも、「トレンドで見ると労働災害が全産業でも上昇傾向に

ある」という状況である。 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/dl/h0511-2a.pdf

図2-2　重大災害発生の推移

厚生労働省発行

 

 

このため、2011 年 1 月 26 日に日刊工業新聞が特集的に、「2012 年問題・

大量退職に備え」という内容で「技能伝承」問題を例示したが、ここに示さ

れた要点を列記すると次のようになる。 
① 問題として挙げている事項 

(1) 1973 年 8 万人だった造船業の技能者(作業員)が現在は約 1.5 万人程度

と 18.7％の体制で現状、受注が増す中で対応してきた。 
(2) このような環境で、07 年問題に対し定年延長で凌いできたが、いよい

よ 2012 年に大量退職を迎える。このため、 
(3) 熟練技能の要件を作業標準書（マニュアル）とOJTで対応してきたが、

技能伝承の問題は残り、国際的に勝負して行く上で問題視する状況。 
② 技能伝承の対策を進めてきた結果判った問題（要、早急な対策） 

(1) 技能を単に標準書やマニュアル化して個人から個人へと引き継ぐだけ

では、問題対策は不十分である。 
(2) 増産基調の中で、通常 100 時間の修繕が、若手作業者では 110 時間に

なる状況が心配されている。このための疲れや焦りなども作業安全確

保に支障となる恐れが多い。また、受注生産で、毎回異なる仕事を進
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めるので、自動化の手が及ばないという事情がある。 
(3) 上記の問題のため、一部、先行して、ベテラン技能者が減る中で OJT

研修を進めてきたが、意外に時間と費用がかかることが判ってきた。

なお、作業教育は 30 歳以下の方々を過去 5 年かけて行ってきたもの

を 3 年に圧縮して行うため、各種努力を進めている。このため、造船

各社は専門的な研修体制と独自の資格制度を駆使している。 
ここまでに示したデータと解析内容が示した内容を一言でいうと、「現場力

の低下」というキーワードになる。このため、当然、しかるべき企業や機関

は手を打ってきた。そのひとつが、先に紹介した 5 年間の定年延長対策だっ

た。だが、この対策も 2012 年問題いう形で期限切れとなる、要は、さらなる

定年延長には困難な条件が伴い、これ以外の方策、すなわち、ベテランとい

う人だけに頼らない対策が必要になる。このため、専門機関は、すでに様々

な手を打ちつつある。では、以下、その一例を示すことにしたい。 
2011 年 3 月 7 日・日刊工業新聞が示す報道記事によると、鉄鋼業では「2000

年代に入り、景気が回復、創業があがるに従い労災が多発した」とし、87 事

業所で 01 年 132 人が 06 年には 206 名になったことを告げた。同時に「鉄鋼

連盟はあらためて労働安全対策の強化のため、それまで分かれていた労働安

全部署を統合、安全衛生推進本部として対策を強化、対象を 180 事業所に拡

大して対策を強化する」という対処を進めた。なお、ここでは、ち密な実態

調査を進め、事故の主なものを、(1)挟まれ・巻き込まれ事故、(2)墜落・落下

事故、(3)有害物（一酸化炭素中毒）事故をワースト 3 とした。また具体策を

示す例として、(3)については、ポカヨケ対策、すなわち、作業関係者の携帯

用濃度計を義務付けてきた。その結果、2010 年に 2 件と激減させた成果を示

している。このように、単にベテランに頼るだけでない対策を模索し、成果

をあげつつある状況が判る。同時に、災害を起こす原因を調査した結果、熟

練作業者から見て、若い方が「自分は一人前」と考えがちで、ヒヤリ・ハッ

ト災害が多いことを指摘している。要は、ベテランが訴える点は「安全教育

は十分やってきた。だが、知識としては充足していても、実際の現場や現物、

仕事や設備などを目前に実践できるか？」という指摘だった。このことは、「個

人がケガをする対策を個人の力を発揮させて自ら対策すべき」を示している。

以上が新聞に紹介された対策内容である。このように先端的な取り組みを整

理すると、本書が提示してきた 3 点がクローズアップしてくるように思う。

すなわち、 
① 仕事の中身を改善して「ゆとり」を設ける必要性 
② 作業の危険域とケガの対象を明確にして、小規模組織で個々に問題発生を

させない対策を進めることと、 
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③ ポカヨケ対策を含め、安全技術を確実に身に着け使うレベル（資格的要件）

を維持、向上させて行く対策を進める対策である。 
この具体策の展開方法（安全対策技術と実践法）については、第 3 章以降

に具体策を紹介させていだくことにするが、ここまでの解説が、多くの専門

家が取り組まれている内容と、本書で行う安全対策との概念的な類似点であ

る。では、さらに、各所の取り組みと、本書の取り組みとの関連を明確化す

ることにしたい。 
厚生労働省では、既に、安全対策を重視し、各種対策を進めているが、今

度は、2011 年 2 月 28 日の日刊工業新聞の記事を見ることにしたい。ここで

は、「安全を『企業価値』に、労災防止、優良な企業紹介ということで次の 3
点をあげている。また、筆者は、この内容はある意味で本書が提唱する対策

に類似している。そこで、以下、記事の要点と本書で紹介してゆく内容の比

較を整理することにする。 
【記載要件１】「安全活動に積極的な企業評価・紹介プログラムなどを 3 月に

も策定する労働災害定言のための戦略を盛り込む」 
≪本書の提言≫過去の取り組みでは(1)体制的な内容、(2)イベントや（3）教

育訓練的に論理性が高いものだけでは、安全意識は高くなっ

ても実際に事故ゼロという成果を創出するには難がある危惧

が各社に高い。そうなると、小規模組織で安全上のリスクを

明確にして、個々のリスクに対して、具体的にどのような手

を打ち、事故発生～ヒヤッと防止の状況が維持管理されてい

るかを評価した結果、企業や組織全体の評価とすべきことと

なる。 
【記載要件２】「見える化などの工夫で災害防止に取り組む企業をメンバーに

同省のホームページで活動状況や災害状況を公表する計画」 
≪本書の提言≫優良企業をお手本に進める対策にハザード MAP を作成して

危険度を仕分け、明確化すると同時に、各職場や危険域に的

確な対策手法が投入、活用された運用が紹介されることが、

この内容の具体化の根底になるはずである。 
【記載要件３】「厚労省によると、休業 4 日以上の労働災害にあった人は年間

10 万人以上で 10 年前は前年対比で 2.6％減だが、85,000 人

にのぼる。長期的には減少してきたが、短期的な増加の背景

には経営トップの安全意識の欠如や社内の安全に対する過信、

慢心、段階世代の大量退職があるとしている。」 
≪本書の提言３≫事故ゼロ出ない限り、統計の上下に一喜一憂しても結局は

事故が発生している限り、『死亡診断的な対策』対策となる。

 40 



ケガ・ゼロ対策は OHSAS（ISO18001）が提唱する事故の発

生となる原因を除去して、ゼロ以下にする予防対策が目的で

あって、事故や死亡事故などの発生件数の集計で活動を評価

すべきではない。このような、世界的な基準や視点を考慮す

るならば、事故ゼロ対策成功例と発生管理を比較して、実施

内容を明確にすること、事故ゼロアプローチを知識ベースか

ら、実践・訓練達成ベースに評価を変えるべきということに

なる。そうなると、航空機で実施～活用成果を得ている CRM
のような資格制度の運用が浮き彫りになってくる。 

以上、本書では、何度も紹介してきたように、事故ゼロ化へのアプローチの

要点は、①小規模集団による安全対策活動を、ケガ発生防止の観点で完全な

ものにするため、②まず、職場毎の危険域をハザード MAP で見える化し、

各種改善を進める。③実際に安全技術を駆使する技術を評価・運用願うため

CRM に見られる資格制度（内容を決め、実践レベルで期限付きに実施能力を

判定する制度）の設定と運用を願う、という具体策の提示だが、この対策は

全国的に各所で進める安全対策にも関連が強いことを示した。 

 
（２）事故に対する各種の定義と指標 
 ここまで、漠然と安全問題について解説してきた。では、ここで、事故に

対する定義（放射線などの健康阻害となる被曝を含む）について解説を加え

ることにしたい。 
 安全に関しては、「安全率」や「危険度」という定義と算定がある。なお、

この種の数値は事後のデータ収集もある。だが、予防を対象とした取り組み

へ、その対策の道を向ける方針があることに、我々は注意を払うべきである。 
安全対策には危険度より事故の状況が重視されるためか？どうしても図 2-3
に示すような『死亡診断的指数』や定義が多い。この理由は(1)全国規模なの

で、重要問題だけを扱う必要上、（2）あえて、あってはならない要件を報告

～提示～集計して、刺激的な面を示唆して防止を促す(製造業にとっては一種

の恥となる事項)、(3)国全体として、各種対策をとった事項がトレンドで見て

当たっているかを探るため、ではないか？と考える。また、ここで注意すべ

きことは、「統計は 1 件づつの集まりであり、もし、ヒヤット段階で吸収して

いれば、事故がゼロの統計になる！」という点にある。 
 既に品質改善の分野では、この種の統計を『死亡診断書』という言い方を

するが、事故や災害においては、正に言葉通りの要件を示している。「では、

この対策は？」となるが、この対策には、まず、安全対策で有名な『ハイン

リッヒの法則』を適用した対策が必要になる。ハインリッヒの原則について
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は、次の項で解説するが、その前に、より強くこの法則の必要性をご理解願

うため、「事故ゼロを絶対達成する技術手段をつくり、身に着け、現場で事故

の予防を実現する」という対策、言うならば、「事故の影響の認知を強く持つ

べき」という心情を強化する対策に役立つ『事故影響と算出コスト』に対す

る解説を進めることにする。 

 

図2-3　代表的な労働災害に関する定義と指標

１，労働災害の定義
　業務災害に対して補償されるのは、使用者の支配下において、労働の提供を行う労働者の災害に
ついてである。過労死や自殺もその要因が、使用者の支配下によるものと認められた場合、業務災
害として認定されるようになった。
•休憩時間を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。
•出張中を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。
業務として強制されない（使用者の支配下にない）社外での懇親会（忘年会、花見など）
等は労働災害に含まれず、また懇親会場への行き帰りの際の事故等について、いかな
る場合も通勤途上災害とはならない。また、一般には第三者の犯罪行為は除かれる
（第三者の犯罪行為であっても、業務または通勤に内在する危険が現実化したと評価される場合は対象となる。
例えば、警備中の警備員が暴漢に殴られた場合などは対象となる。個人的私怨により、偶然職場や通勤途中で
知人から殺されたような場合は業務に起因するものとはいえず対象外とされている。）。戦争、内乱も同様である。

２，度数率　：100万延実労働時間当たりの労働災害による死亡者数

度数率　＝
労働災害による死亡者数

延労働時間数
×１，０００，０００

３，強度率　：1,000万延実労働時間当たりの労働損失日数を持って

　　　　　　　　　　災害の重さの程度を表したもの

強度率　＝
労働災害損失日数
延労働時間数

×１，０００

４，延労働損失日数　：　① 死亡：7,500日、　　　　②身体障害を伴うもの

　　　③身体障害を伴わないもの

　　　　延労働損出日数＝休業日数×
３００
３６５

身体障害等級　　　1～３　　４　　　　５　　　６　・・・　　１４

延労働損失日数　　7,500　5,500　4,000　3,000　　　　50

 
 
（３）事故影響とコスト算定 
 事故が発生すると、まず①ご本人と家族への影響がある。つぎに、②工場

の活動と生産を中心として、それ以外の対策活動、③損失コストがかかる。

このため、筆者が現場管理者だった時代に「ケガをすると、自分が痛い思い

をするだけでなく、・・生産や関係者と、以下に紹介するコスト的な内容」を

という内容を、現場関係者には口すっぱく、繰り返して伝えてきた。「人は忘

れる」「問題が起きないと危険対策を無視する」という傾向があるが、管理者

の責務であるこの対策の繰り返しは、有効だったように思う。 
では、既に、本書をお読みの方々は①と②は実感されておられるので、こ

の中から、コストに関する内容を取り上げ、その重大さを例示することにし

たい。 
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表2-1　労働法に定められた労働災害保証金関連事項

使用者(雇用者・雇い主)のみが負担する労働保険料により運営される。
•保険料＝賃金総額×保険料率

※保険料率　事業の種類により0.45％～11.8%。但し、事業所での事故率により保険料率が
　　増減する、「メリット制」がある。

保険料率の高いものには、次のような事業が挙げられる。
•水力発電施設、ずい道等新設事業:11.8% 
•金属鉱業、非金属鉱業、（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業:8.7% 
•採石業：7.0%　　・林業:6.0% 　・石灰石鉱業又はドロマイト鉱業:4.6%　・漁業:4.1～4.0% 
　労働災害発生の可能性が高いとされる、いわゆる「3K」（きつい・危険・汚い）業種の保険料率

が高くなっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より

業務災害に関する保険給付として
1. 療養補償給付
2. 休業補償給付
3. 障害補償給付
4. 遺族補償給付
5. 葬祭料
6. 傷病補償年金
7. 介護補償給付があり、

それとパラレルに通勤災害に関する保険給付として
1. 療養給付
2. 休業給付
3. 障害給付
4. 遺族給付
5. 葬祭給付
6. 傷病年金
7. 介護給付

【企業内の影響の例】
　① けが人の仕事が空きになる。生産へ影響
　② まわりの人に迷惑をかける
　③ 本人の痛み、指や足の切断の場合、再生

　　　は困難、復旧にリハビリが必要
　④ 職場の士気低下、企業の評判低下
　⑤ 対策会議や安全監督関連の監査など
　⑥ 安全教育の実施やPR活動などの推進
　⑦ その他、・・・・・・・・注意1秒ケガ一生という言がある

 

 

表2-2　工場における労働災害損失金の計算例

 

 
表 2-1 は保険会社が労働災害発生時に算定する要件である。先に記載した

ように、もし、事故がゼロであればこの種の解説も、この表の存在は不要で
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ある。安全対策に当たって、我々は、正に、そのような作業環境づくりを願

うわけだが、逆に、“ケガの影響を知っていなければ、災害リスクに対して甘

い行動となる！”という点に注意を払うべきである。すなわち、我々は、ま

ず個人として、個人が発生する事故の重大性と影響を事前に理解し、日頃の

生産活動上も危険防止を図ってゆく行動が出発点とすべきである。このため、

死亡事故発生に関するコスト算定内容を表 2-2 に例示させていただくが、ケ

ガをした結果がいかに大きい金額になるかが判る。また、「この種の内容を絶

対に企業で出すべきではない」という思いから、先の表 2-1 の中に「注意 1
ケガ一生という言がある」を追記した。 秒

 
【参考資料】URL：http://www.jisha.or.jp/info/bunsekidata/index.htmlより 
平成 21 年・製鉄・精鋼：労働災害の主 た） 

（件数 の起因別の内容（件数

な内容（平成 20 年は 301 件だっ

    事故の型別の内容 ）    事故 ） 

1, 挟まれ、巻き込まれ  ７０ 1, 材料  ３１ 

2, 飛来、落下  ２５ 2, 動力・運搬機  ２６ 

3, 墜落、転落 物  ２４ 3, 仮設、建設、構築  ２３ 

4, 転落  １２ 4, 金属、加工機械  ２２ 

5, 激突  １０ 5, 一般機械  １７ 

6, 激突され  １０ 6, 用具  １６ 

7, 動作の反動、無理な動作   ７ 7, 動力・クレーンなど  １５ 

主要事故の集計件数（79％） １５８  主要事故の集計件数（75％） １５０ 

 
平成 21 年・電気通信工事の労働

平成

別の内容（件数） の起因別の内容（件数

災害 627 件の主な内容 
（ 20 年は 713 件だった） 

    事故の型     事故 ） 

1, 墜落、転落 ２５２ 1,  用具  １４０ 

2, はさまれ、まきこまれ   ６７ 2,  仮設、建設、構築物  １３９ 

3, 転倒   ６４ 3, 乗り物   ４９ 

4, 交通事故、道路   ４９ 4, 電気設備   ４０ 

5, 動作の反動、無理な動作   ４１ 5, 動力、運搬機   ３９ 

6, 切れ、こすれ   ２９ 6, 建築用など機械   ３９ 

7, 飛来、落下   ２９ 7, 荷   ２６ 

主要事故の集計件数（85％）  ５３１  主要事故の集計件数（75％）  ４２７ 

 
業種によって事故発生内容は異なる。これからも、一般論ではなく、注釈：

個々の業種～職場に合ったハザード MAP 管理～対策の必要性が判る。 



 ２－２ ハインリッヒの法則～ケガ防止に必要なメカニズム解析 

（１）ハインリッヒの法則とケガ・ゼロ 対策への利用 
 ハインリッヒの法則は米国・損害保険会社の技師、ハインリッヒ氏が 1930 年

に、5,000 件もの労働災害を調査した結果を統計としてまとめ、結論付けた原理

である。この法則が示す内容は、重大事故 1 件の下に 29 件の軽傷（かすり傷程

度の災害）が存在し、さらに、その下にはヒヤリハットという無傷災害が 300
件存在するというものである。構成は図 2-4 に示した通りだが、この法則は、

安全対策には、必ず紹介されてきた注意である。その理由をハインリッヒ氏は

「ケガにはいく千もの不安全行動と不安全状態（環境や管理、教育の不備など）

が存在し、労働災害上予防可能な内容は全災害の 98％を占める」としている。

同種の研究は今もなされている。例として『バードの法則』というものがある。

この法則は米国 23 業種 297 社の調査によるものだが、 
ニアミス：物損事故：軽傷事故：重大事故＝600：30：10：1 

とした法則である（1969 年に提唱）。なお、この種、重大事故発生値が 1:29 な

のか？1:10 なのか？という議論は専門家にお任せすることにして、我々は「ハ

インリッヒの原則を利用して、ケガ・ゼロをいかに実現するか？」が、安全対

策を実現させるアプローチを選択して安全対策を練ることにしたい。 

　図2-4　ハインリッヒの法則が示す

　　　　　事故発生の原理と対策

基準

ケガ、設備故障
不良・クレーム
などの発生

軽傷の事故

無傷災害

不安・ヒヤットの低減がケガ発生防止の要点となる。

発生率

　1件

30件

1件

29件

ケガ・ゼロ
の状態崩落

 
 
では、ハインリッヒの法則の利用について解説することにする。重大事故な

どのケガは 30 件の軽微の事故から 1 件が現出して発生した結果、重大災害：軽
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微な災害＝1:29 の原理となる。従って、我々の対策は、この 30 と、さらに、軽

微な災害：ヒヤリハット＝30：300 が持つ要因を除去する対策となる。このよ

うに 300 を無くせば 30 は無くなり、重大事故 1 は、理論上、ゼロとなる。実務

的な対策も、製造現場で問題に至る前に問題の要件となる要因を見つけ、除去

することが、事故ゼロの実現を追及するというアプローチである。犯罪の世界

ではあるが、既に、この法則を利用して、米国・ニューヨークの犯罪を大きく

低減させた例がある。かのジュリアーノ市長が『われ窓理論』として示した例

である。ここでは「、犯罪が起きにくい環境改善をベースに対策を進めた」と

いうものだが、市長の言は「割れた窓を 1 ヶ所でも放置しておくと、残りの窓

も次々と割られる！」というものだった。この考えは図 2-5 に一例を示した『犯

罪環境学』に存在するが、これを安全面でとらえると、ケガの要因を除去する

対策の重点は、まず、①違反行為を起こしにくい仕組みや環境をつくる。次に、

②リスクを犯した時に発生する危険の大きさを知ってもらい（教育やコミュニ

ケーション・ツールなどを利用）、③正しく、安全な作業手順を順守すべき、と

いうことになり、この手順そのものがハインリッヒの原則の応用である。 

 

図2-5　犯罪環境学による犯罪防止環境の整備　

遊園地による犯罪防犯効果：全世界で事例４９件
イギリスの例：① ニューカッスルアポインタインカメラの

　　　　　　　　　　　監視カメラの研究事例２６ヶ月の内、
　　　　　　　　　　　１５ヶ月の調査では犯罪が２２％減少
　　　　　　　　　　　比較対象地区（２台の監視カメラ）では
　　　　　　　　　　　３０％減少
　　　　　　　　　② バーミンガム１２ヶ月設置前と１２ヶ月

　　　　　　　　　　　設置後の比較では、調査対象地区で
　　　　　　　　　　　は４％の減少だったが、比較対象地区
　　　　　　　　　　　では、８３％の効果を得た。

ハードウエア対策は
効果があるだが、完全
ではない。

他の対策を
追加する必要がある
ことが判る！

犯罪を防止する環境づくりの必要性（例）

各所の安全確保への展開

①意味のない

　　残業の放置
②教育や規定・

　　取り締まりの
　　放置・・・など

自主的な
問題発見
~改善技術

の場が無い

町で犯罪を引き起こし易い環境の除去
① 落書き
② 公園での
　　　　飲酒
③ 道路への

　　ゴミ捨て
④ 放置自転車
⑤ 空き家への

　　　　たむろ
⑥ 公共物破壊
　　行為の放置
・・・雑草の放置

 
 
（２）ハインリッヒの法則を犯した時の影響の理解 
繰り返しで恐縮だが、「リスクは顕在化して初めてその大きさが判る」。この

例として、例えば、2005 年 4 月 25 日に起きた JR 西日本福知山線の事故では、

事件 1 年の前の統計では、614 件のヒヤットがあった。さらに、脅威とすべき
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事実は、人身事故につながる事故が 69 件もあったことが報道された。この構成

を知るなら、極めて残念ながら、107 名の貴重な人命が一瞬に失われた事故は起

こるべくして起きた事故であり、企業トップがリスクを放置してきた点にある。

特に、この事故では、鉄道専門業としては、極めて当たり前となっている新型

ATS をつける対策を実施していなかった点が悔やまれる。事故発生メカニズム

は物理現象である。この事故では、スピードー・オーバーが脱線事故となり、

暴走列車がビルに激突、さらには、人身事故に至った。 
ハインリッヒの法則から見ると、この事故は「この種の内容を無視した結

果！」という一例であり、正に、リスクの顕在化だった。この事故の直接の原

因はスピードの出し過ぎである。確かに、故・高見運転手が「今度オーバーラ

ンをすると、一生涯、新幹線の運転手にはなれない」ということだった（本人

の人生の夢であり努力してきたテーマ）。このため、運転手に電話して「隠して

くれるようたのむ。スピードを出し、オーバーランは回復するから」というこ

とに集中していたそうである。加えて、その数か月前に筆者が利用している地

下鉄（日比谷線）・中目黒の脱線事故について、会社側から勉強会や情報を全く

得ていないことが、事故後、「運転手の本音」という形で放映されたことがあっ

た。当然、この種の内容もすべてリスク無視の行為である。以上、多くの事故

発生要因はあるが、いずれもリスク無視の結果、死亡事故を招いた例である。

リスク無視の例は、その後も多いため、下に代表的な例を例示した。 
① 女性専用の温泉・美容「シエスパの爆発事故」： 

2007 年 6 月 19 日、ここでは関東地区の温泉利用に当たっては、地下に

滞留するガスによる爆発を防ぐための管理が義務づけられている。しかし、

最初の記者会見で「メンテナンス会社に一任」として記録を出した。だが、

メンテナンス会社は「契約時に実施要求をしたが却下された」と答えた。

さらに信じられない内容は、消防庁が提示した「メーターが無いのに、ど

のようにしてガス量の記録をしたのか疑問！」と内容であるが、正に、こ

の例はリスク無視の結果、「発生は必然！」という形で起きた事故だった。 
② エキスポランドの「ジェットコースターから女性転落死亡事故」： 

この事故は、2007 年 5 月 5 日、19 歳の女性が席を交代し運行が始まった

ジェットコースターの車輪軸が折れて落下、死亡、21 名がケガをした事故だ

った。さらに、同園によると 15 年間車輪をさせるシャフトの検査をしてい

ないことが判明した。最初、担当の技術専門専務が「JIS の規定にも無い」

と言い訳的な主張した。だが、その後、この技術担当専務が「亀裂を調査す

べき内容を記載した書類に印を押し、注意すべき記載をしていたが不実

施！」という、リスク無視の実態が暴露された。 
③ 東関東大地震に伴う「福井県 1～4 号機の爆発～放射能流出事故」： 
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2011 年 3 月 11 日、マグネチュード 9 の大震災後、津波、原子炉事故

～計画停電被害まで多くの悪影響が発生した。天災はともかく、原子炉

の事故はチェリノブイリ事故クラスのレベル 7 に登録された（その理由

は、20Km 以内の住民避難、農作物の放射能汚染、さらには、海洋汚染

に伴う魚介類まで影響を受けたためであり、長期の対策時間を要する状

況となった。福島・原子炉事故は、当初、レベル 4 だった。だが、日を

追うごとに評価尺度は上昇した。その結果、4 月 12 日に経済産業省原子

力安全・保安院と原子力安全委員会は「レベル 7＝チェルノブイリ原発事

故相当」という判断を下した）。なお、チェルノブイリ原発事故と福島・

原発事故は前者が原子炉爆発事故であり、放射性物質が 1/10 程度の飛散

とされる。だが、放射能飛散は止まらず、対策には時間がかかる状況と

なった。このため、住民の避難や農業や家畜～漁業、さらに、多くの産

業や輸出時の放射線懸念など多くの影響が出たため、『深刻な事故に相

当』するという評価になったわけである。加えて、この事故は間接的に

も、日本に旅行に訪れる国海外観光客が激減したこと、さらに、関係な

い日本製品まで、風評の広がりが関与して、輸出規制をかけるという膨

大な被害を及ぼした。同時に、評価レベルを上げたことで、再発させな

いための予防策の強化が世界的に検討されることになり、各国でも原子

力行政の見直しが開始された。 
事故当初、「原子炉の事故は想定外！」という発表だった。だが、その

後のニュースで、（1）20 年が寿命とされる原子炉が延命しても 30 年と

される炉を 40 年稼働してきたこと。しかも、現場からは老朽化を懸念す

る各種の指摘と要求が出されていたが、この種の意思決定を行う関係者

は、この要求を抑え込んできた事実が明確になった。さらには、(2)女川

など新規建設の原子炉は、各種の地震、津波対策をしていたため、自動

停止の後、問題を発生させなかったことが発表されたが、福島の原子炉

は、この種の対策が無い状態で操業を続けてきた事実が公表された。特

に、ピットを利用した地下配管という、時代遅れの方式を放置してこと

が、結果として、放射能汚染水対策と共に、次々と被害を拡大させてい

た。また、(3)ある時期、国会では福島の原子炉老朽化問題とプル・サー

マル、すなわち、プルトニュウム再利用には改修が必要であることや、

専門家をつけ、改善を促すなどの処置を求めた。だが、政治的、経済的

圧力か？は不明だが、「放射能発電は安全」という神話的談を持ち出し、

リスク検討すら進めてこなかった事実が明らかになった。このような事

実が判るにつれ、この事故は当初「想定外」という自然災害的扱いが、「リ

スク放置！」という人災であることが明確化した。 
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 以上、極めて代表的な「ハインリッヒの原則」を無視した事例と影響を例示

したが、その影響と扱いは、図 2-6、並びに、図 2-7 で示した通りである。読者

の皆様には、『対岸の火事』とせず、ここまでの解説を、①「この種のリスク評

価基準が、問題の重大性を示す」という理解と同時に、②リスクの程度を予め

知ることは防止策を早期、的確化するツールなので、③「リスクは放置せず、

事前に対策しておくべき！」という扱いをお願いしたい。 

  

【リスクの評価方法】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

図2-6　ハインリッヒの法則とリスク～回避しない時の影響

リスクの回避：リスクの排除、
損害発生の可能性を皆無にする対策

ボーダーライン

超
え
る
例

リスクの軽減：損害の発生頻度を低くしたり、

　　損害額を小さくするための対策

リ
ス
ク
発
生
時
の
対
策

リスクの転嫁：自社がかかえているリスクを

　　　第三者に転嫁する手法

リスクの保有：財務的検証に基づく経営判断により、

　　　　　　自社でそのリスクを抱え込む。
【問題現出の例】
不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・

ヒヤット

不安

30件の１件が

顕在化する

 

図2-7　国際原子力事故評価尺度と福島・原発の評価

６：大事故

５：所外へのリスク
を伴う事故

４：所外への大きなリスク
を伴わない事故

３：重大な異常事象

２：異常事象

１：逸脱

０：尺度以下

異常な
　事象

事
故

７

深刻な
　事故
チェル
ノブイリ
旧ソ連
1986年

　2011年4月12日経済産業省原子力安全・保安員と原子力安全

委員会は東京電力の福島第一原子力発電所の事故を国際原子
力事故評価尺度（INES）で、最も深刻な『レベル７』に引き上げた。
但し、流出量は旧ソ連のチェルノブイリ（1986年）の爆発の１／１０

程度としている。

理由：
　① 当初４とした、だが、すぐにレベル５のスリーマイルズ島

　　　のレベルに引き上げたが、周辺地域への放射能飛散
　　　線量調査の結果、予想以上の流出が明らかになった
　　　ためである。
　②当初、１０Kmの避難、２０Kmの計画避難だったが、その
　　後、３０Km自主避難と拡大。野菜や魚介類、工業生産品

　　にも影響

スリーマイルズ島原発事故（1979年）

東海村JCOの
臨界事故（1999年）
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（３）リスク分析に有効なメカニズム分析 
 物理現象はある意味で『人には左右できない神世の出来事』であり、条件が

整えば必ず起きる現象である。したがって、起きないで回避できたという現象

は、「神様が何らかの意図をお持ちになり、今回に限り特別に見逃した！」と見

るべきである。要は、事故発生には必然性があり、原因があって結果として事

故が発生する。従って、事故解析に当たっては、再発防止を狙いとして、必ず

原理図と事故発生メカニズム解析の解析が必要になる。このため、原理図は事

故解析に用いられてきた。この解析について、本書では、先に、図 1-3 で「火

の無いところに煙は立たない」というイメージと共に示してきた。そこで、以

下、この実務的利用法を解説させていただくことになるが、この図化法を安全

対策に適用するためには、さらに、①原因と結果の関係を図にする。②結果に

つながるメカニズムを 1 問題－1 原因－1 対策方式で原因の除去する。または、

発生メカニズムを断つ策を図中に示すと同時に、③証明という形で物理条件を

証明するデータで示す対処が必要になる。先のハインリッヒの法則も、事故発

生原理を示した図である。だが、この図は概念を示すものであって、個々の事

故発生メカニズムを明示する解析図では無い。要は、一般論を理解する上では

有効だが 1 件づつ発生する事故の原因除去には不十分である。そこで、実際の

事故の解析に当たっては、図 1-3 のコンセプトを実証する形で、図 2-8 のような

図を使って解析する方式をお勧めしたい。 

　図2-8　クレーン事故発生の状況

クレーン
　　　　　急激に移動 クレーン操作

　　スイッチ

積み荷
　金型

骨折事故
発生！

部
下
（補
助
員
）

吊
物
が
落
下

職
長

事故の概要

　　　クレーンを用いて金型（２トン）で吊り上げ
　　移動時に金型が落下、安全靴をつぶして
　　足に大きなケガが発生した事故は、○月
　○日、午後２時に発生した。
　　　　その状況は、職長が部下を指導しな
　　がら大急ぎでプレス部門へ金型を運搬
　　する作業の時におきた。部下を指導しな
　　がらクレーンで金型を運搬する作業に、
　　部下を指導しながら補助作業ということ
　　で行っていた内容だったが、急ぐため、
　　クレーンで急激に金型を吊り上げたこと、
　　移動開始に際して金型がゆれたため、
　　部下がゆれを止めようとして手を出した
　　瞬間にワイヤーが切れ、足の上に金型
が落下したというものだった。運の悪いことに
ワイヤーの定期点検が未だだった。加えて、
２トンの置き場に､使用した１トンの痛んだ
ワイヤーがかけられていた、というものだった。

 
 この図はクレーンで吊り上げて運ぶ製品（重量物）が足の上に落下して骨折

した状況を示したものである。金型は 2 トンである。これが落下すれば、5 百キ
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ロ～1 トン程度（落下スピードも関係する）の耐力しか無い安全靴では、必然的

に耐えられず、足は必ず骨折する。また、このような内容を図で示し事故発生

手順を整理すると、①急激な移動があった。→②赤色で示した×部で吊り上げ

用のワイヤーが切断した。→③ワイヤーで吊った重量物（2 トン）が落下して（物

理現象：位置エネルギーが関与して）→④足の上に加重が掛かったが、靴の既

定の耐力に耐えられず変形して→⑤足の骨に加重がかかり、耐えられず骨折と

なった、となる。また、その状況は、 
（2 トン×落下スピード）>（各部位の耐力合計：１＋αトン）＝骨折破壊 
という算式で骨折に至る内容となる。同時に、この図を用いると、原因は、①

ワイヤー切断加重不足、②急激な移動による運動エネルギーに伴う重量加算、

③落下点と加重を受け取る位置の一致、④靴などの耐力、⑤危険を予知した作

業（事前の指差し確認）などが挙げられる。だが、この例では、まず、①の「ワ

イヤーがこの種の変動を予想した安全値でなければならない」という一般常識

的な要因を抽出して対策を進めるべきことになるのではないだろうか？では、

このような結論を得る手続きについて、以下、解説を加えることにする。ご覧

願うと解る通り、下には、①～⑤の内容と、［ ］はリスクの程度と評価内容を

例示した。 
【原因とリスクの程度の評価】［P：発生確率］×［S：事が起きたときの重大性］ 
① ワイヤー切断加重不足： 

［P=4：管理不十分だと極めて高い］×［S=5：致命的］    
② 急激な移動による運動エネルギーに伴う重量加算： 
［P=5：稼働条件を改良しない限り必ず発生する］×［S=2：吊りロープが関係］ 
③ 落下点と加重を受け取る位置の一致： 
 ［P=2：教育を受け注意すれば可能性は少ない］×［S=3：落下の状況に関係 

して影響が左右される］ 
④ 靴などの耐力：［P=2：当たる確率は落下状況によるが 5 分 5 分］ 

×［S=5：致命的（この例では耐力計算の領域を超える）］ 
⑤ 危険を予知した作業（事前の指差し確認）： 
 ［P=2：教育訓練を受けた者にはほとんどこの種の行為は無い］ 

×［S=2：重量物運搬物の位置が関与するリスクは確認で、既に軽減可能］ 
次に、この種事故に対する対策に当たっては、最も効果的な内容を 1 件選び、

有効な対策を進める対策を採る。すなわち、各種の危険予知ポイント（要件）

を挙げ、リスク判定を行い、重大リスクを持ち、対策した結果リスクが許容で

きるメカニズムになりそうな要件を抽出する手続きである。この場合、①のワ

イヤーの強度強化が 1 原因という形で抽出して、2 トンのワーク（対象重量物）

を吊り上げるのであれば、(1)急激な吊り上げに耐えるワイヤー指定を行うよう、
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表示をする。(2)吊り上げ用ワイヤーを使う際に指差し確認を徹底する。(3)吊り

上げ時に急激な吊り上げにならないように、吊り上げ装置側に微速～急速吊り

上げになる工夫をする、となるが、通常の製造現場では、(2)は日々の朝礼など

による安全確認、(3)はクレーン購入時に済ませておけば、「(1)だけが残余のリ

スク対象となる」ということになる。「この種の事故は、まだ、多くの企業で繰

り返されている」という状況がある。このため、現場でこの種の作業に当たる

ものは「ワイヤーの強度さえ強化すれば安全は全て保たれる」という短絡的な

過信をするのではなく、(1)～(3)はワイヤーの定期点検を含めた対策が常日頃必

要、という対策を続けるべきことが、現場・安全管理の要件となる。 

 
【体験談】 整備組長の提言 
 筆者が日立金属(株)の磨鋼工場で整備部門の課長を担当していた時の体験談

を紹介させていただくことにする。この時、生産は多忙だったが、足立整備組

長が「中村さん、ご承知のように、今日はワイヤーの点検日です。今から開始

しますが、工場としては、残業が加算される状況です。どうしますか？今後の

生産を考えると、先送りはできないと思いますので、やらせて下さい。・・」と

進言してきた。要は、「忙しいので今回は点検を止めるか先延ばしするのです

か？」という問いが、ここに含まれる。同時に、言葉には無かったが「皆が安

心してスピード生産に打ち込むためにも、やらせて下さい」という思いを、当

時、感じたように記憶する。この時、筆者は「当然、予定通りお願いします。

念入りに・・・」とした。ワイヤー点検は工場全体に関与する。そこで、朝礼

後、工場長にこの内容と予想される影響などを伝えた。工場長は「ありがとう」

と言ったが、筆者は工場全体で残業30時間程度の追加が必要になると予想した。

これも工場長に了解を取り、その後、筆者はこの種の内容を組長が点検中のと

ころへ行き伝えた。すると、「やはり、我が工場は従業員を大切にする工場だ！」

と足立組長は言った。その後、私は組長から点検後に点検内容の報告を受けた。

結果は「何も問題無し！」ということだった。だが、「何も問題無し」という状

況を再度確認することが点検の本来の内容であるということを、この時に再確

認した。この工場では 2 トンから 3 トンの鋼のバー材を常に吊って工場の物流

を行う。要は、ワイヤーは物流の安全を維持する“要”である。このため、点

検日を年度計画に入れ、生産の都合を見て、早めに点検してきた。だが、今回、

それまでの生産の都合上、期限ぎりぎりとなったため、日程維持を確保するた

めの処置を組長が進言したわけだった。足立組長の仕事ぶりは、どこの職場で

も行われてきた極めて当たり前の内容である。だが、極めて当たり前のことを

整然と行い、現場における「安全第一確保」を図る対策は、現場におけるリス

ク管理の基本であるため、あえて、ここに事例として紹介させていただいた。 
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（４）メカニズム分析に必要な科学的アプローチ 
 物理現象に新旧は無い。水は上から下に降りるし、夏に太陽が日本サイドに

よれば暑い日が続く事象は、自然界が誕生してから同じ現象を繰り返している。

そこで、昔話で恐縮だが、原理図化法というメカニズム解析を使う上で重要な

シミュレーションについて紹介させていただくことにしたい。シミュレーショ

ンは KYT：危険予知トレーニングで、危険度と事故発生の影響（インパクト）

を想定する上で重要なツールである。 
 筆者の大学時代、早大・理工学部・加藤研究室に入った時、加藤榮一教授が

研究員を集めて「科学的解析のあり方」ということで、ヨーロッパで発表され

た文献を紹介されたことがあった。同級生 4 名と共に円卓に集まって、先生を

囲み雑談的にお聞きした内容である。「君たちも工学をめざす一員として勉学か

ら将来はやがて産業界に道を進めるわけだが、科学を実践するという意味で参

考になる文献があったので紹介したい。この文献は津波対策だった。リアス式

海岸に津波が来ると大変なことになる事象は君たちも学校で習ったと思う。図

2-9 の右下がその状況だ！しかも、津波というのは、海岸に押し寄せて引く波の

ように、瞬間的なエネルギーが来て、海岸で反射されて帰るというものではな

い。連続したエネルギーが先端から末端まで板状に押し寄せるから破壊力が強

大になる。 

図2-9　　津波対策に対する技術解析の例

あるヨーロッパの技術者の解析

　「地球上には、被害を被った事例と、似た環境なのに影響がなかった
事例がある。」という比較分析の考え方で事例を調査した結果、「リアス式
海岸なのに津波の影響が軽微だった」という事例を抽出した。その影響は
小さい島だった。そこで、数値解析を進め、膨大な時間が掛かったが、
本当に津波が来た時、まったく理論通りの回避ができた。

陸地側

リアス式海岸

陸地側

小さな島の存在

陸地の状況

リアス式海岸に見る津波上昇の原理

津波が
絞られる
　　現象

津波の波高が進むに従い高さを増す状況

山側

小島
　効果

対策原理は、津波の先端が
リアス式の開口部に入る前に
分散させ、被害を防ぐ対策だが、
2011年3月11日、同自然現象は

松島近辺で起きた。

 
 
 リアス式海岸では、このエネルギーと推量が三角形の底辺から先端に集約さ

れるため、波の高さが海上では 1m でも 20m～30m になる。しかも、先端にな
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ったところはエネルギーが集約されるので、破壊力が強大になる。本来、この

状況は細かい計算でその値を示すべきだが、今日は、その話ではない。科学的

アプローチの話なので、先へ進むことにしたい。さて、この文献だが、科学は

進みつつある。だが、やはり、未知、従って、自然現象を見て気づくことが重

要である。このことは、ニュートンのリンゴが木から落ち、『万有引力の発見』

になった有名な例があるが、このことは君たちが知る通りである。 
では図を見て欲しい。かつてヨーロッパのある地区で津波対策に巨大な防潮

堤を築いて町を守ろうという計画があった。だが、税金をつぎ込んでも、とて

もできる内容ではなかった。そこで、ある学者にこの対策が依頼されたわけだ

ったが、この学者は「リアス式だが、津波被害の少なかった場所」という視点

で調査した。すると、図の左上のように、沖合に小さな島がある地区で大津波

にも湾内は小さな津波で済んだ例を見出した。そこで、依頼を受けた地域を研

究して、沖合のどこにどの程度の小島を手作りすべきか？を計算した。当然、

手計算なので 3 年も費やしたそうだ。その後、模型を作り実験、これで、関係

者に説明して、実際に島をつくった。また、被害が出ない、人が住む地区と住

んではいかない地域を分けた。だが、これでこの論文は終わって無いところが

重要な点だ。島をつくって 3 年後、本当に津波が来た。しかも、想定を超えた

津波だった。しかし、「この小島が、見事に、津波の力を図のように分散させ、

町とは関係ない沿岸部に津波を分断させた。町も無事だった」という話だ！ど

うだろうか？工学とはこのような役割を持つのではないだろうか？すなわち、

①自然現象を精細、科学的に解析して、理論を打ち立てる。②理論を実践に役

立つように実証する。③安全値を考えて実用に当てる、というアプローチだ！

だが、科学はここまでである。だが、工学はさらに、④実際の問題に当たって

立派に機能を発揮する。⑤その結果、人類の平和と安全や進化に貢献する。以

上が、私の言いたいことだ。・・・」というお話をいただいた。その後、筆者達

は研究室で仕事を進めたがこの話を、筆者は今も大切にしてきた。その後、会

社人生に入り先生にお会いして、「あの文献の出典は？」とお聞きしたが、「オ

ランダのローランド博士の論文だったと思うが・・」ということだった。この

時、「筆者が人の話を聞く態度に欠陥あり！残念なことをした」と反省した。そ

のため、残念ながら、ここに、いつ、どこで行われ、誰がこの津波対策を進め

たのか？記載できない。だが、安全に対する工学的アプローチとしては極めて

重要な内容なので、工学の活用法として、ここに紹介させていだだいた。だが、

これでこの話は終わらない。2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災時に、

この話が日本で現実化したからである。 
【釜石港の防潮堤の大破壊】 
 先の図 2-9 の内容は、科学的に見て、極めて論理的、実践的な解析内容だ
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と考える。そこで、この原理と効果（影響）を単なる話だけでなく、この理論

の評価を釜石港に設置された防潮堤の大破壊と、湾に点在する多くの島を持つ

松島と比較して分析結果を比較する試みをすることにしたい。なお、この内容

は、今後、シミュレーションを必要とする内容である。だが、ここでは、先の

事例を評価する題材という視点でご覧願えれば幸いである。 
では、解説するが、釜石と松島の状況を図 2-10 に示したものである。 

 

図2-10　　釜石湾の防潮堤の破壊と松島湾の状況
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　津波対策のため、釜石湾では明治三陸沖津波：1896年
を参考に（高さ5～6m）、事業費1200億円、約30年をかけ
2009年に完成し、沖合いと海岸沿いの二重堤防を建設

ギネスブックに乗り、海外からの見学者も多い状況だっ
た。だが、完全に破壊、湾内にコンクリート塊の形で
破壊～分散した。神奈川県の湾岸空港研究所のｼﾐｭ
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図に示したように、東日本大震災に伴う津波被害は関係者の想定以上だった。

だが、この中で、同じ条件で津波を受けた宮城県の松島湾の津波被害や状況と、

岩手県・釜石港では、受けた津波の規模と被害状況は大きく違っていた。津波

発生まで、釜石湾の防潮堤は世界が注目した対策のひとつだったが、今回の東

日本大地震であえなく崩壊した。まず、釜石の防潮堤の状況だが、防御方式は、

正に、台風に対して風を正面から平たい壁のような盾で受け受る姿に似ている。

もし、これが、傘で身を守り、側面へ風を分散させる形の場合、津波が湾内の

住民や建物を襲う形態は大きくことなっていたと判断させる。これに対し、同

じような津波を受けた松島湾は被害が少なかった。この状況は、確かに多くの

島が関与し、複雑なメカニズムで津波を受けたという解釈が成り立つ。だが、

よくみると、津波が港を襲う方向は似ている。だが、違いは、津波に対し分散
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する傘のような形で多くの島が対抗している点にある。津波が分割されるメカ

ニズムの一例を図に入れてみると、図の青い矢印となる。図に示したように、

小島が正面から向かってくる津波に対し津波の力を分割する傘の切っ先の役目

をしているわけである。この地図から見て、各々の島が平面で受けていないと

事実が先の図 2-9 に類似している。要は、相撲で言うなら、釜石湾の防潮堤が、

1 人の強い力士が数名で続く力士の力をガブリ四つの形で受け止める対策に対

し、松島のケースは、合気道の師が、次々と押しよ寄せる弟子の攻撃を、左右

に割り振りながら転がして行く姿(分散する形態)に例えることができる。さらに、

点在する多数の島々は、合気道の弟子が師を手伝い、本陣に波のように押し寄

せる兵士の攻撃を混乱させ、本陣への影響を軽減させて形態に似ている。 
以上、先に紹介した、ヨーロッパのある国で行った科学的津波防止例に似た

物理現象が、期せずして、東日本に近隣する形で存在したため、ここに『メカ

ニズム分析に必要な科学的アプローチ』を解説する題材に紹介させていただい

た。なお、繰り返しで恐縮だが、この理論の実証は、今後の専門家によるシミ

ュレーション解析や、対策後の実証を待つ形となる。また、この内容が、今後

の津波防御対策を関係者が検討される一助になれば幸いである。 

 
（５）あまりお勧めしたくない安全対策解析？手法 
 筆者の体験では、安全対策の研修や会議には、時間をかけるが、「さて、自分

の職場に帰り何を、どこに使うべきか？」と考えた場合に、「習った内容を適用

する場所とは関係ない事項が多かった」という経験を持つ。また、教材を用い

て解析する手法研修は受けたが、現場での活用には時間が掛かりるばかりか、

研修で討論して得た結論が、現場・現物・現象を見れば判る程度の内容だった

りした。このような感想は、単に、筆者の理解力や応用力不足だけではないと

思う。そこで「筆者が利用で見ない研修教材は一般社員や企業に入ってきた新

人には役に立たないのではないか？」という考えで、この種の安全教育に対処

してきた。そこで、以下、筆者のような立場や経験、思いを持つ方々が「実務

的に安全対策を身に着けて活用する」という観点で、あえて、「今となっては、

あまりお勧めしたくない安全対策・解析手法」という名前を付け、今まで習っ

てきた手法による安全対策・解析法の欠点を例記させていただくことにする。

では、解説に入る前に、「実務的で効果的、時間の掛からない対策手法はなに

か？」というご質問を持つ方に、先にお応えすることにさせていただくが、安

全対策に当たっては、 
① 特別な仕事を除き、製造現場では、通常、「安全・確実で早い仕事の確立」

という内容は標準書という形でどの企業でも作成しているので、その順守

と訓練。励行が安全対策の基盤となる。 
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② ケガ発生は先の原理図化法で、原因と結果が納得行く形で、各種リスクと

共に物理現象が解析できれば、各種対策は進むはずである。このためには、

目前に対象作業や設備などを置き、個々の作業の危険点を明示することが

必要である。 
③ 安全は危険とされる物理現象を犯す形で発生する（ハインリッヒの原則の

1:29）。従って、やってはいけない事項を禁止事項の形で示し、教育訓練

を現場、現物で行うべき、 
という 3 点を研修受講前にご実施願いたい。では、また、JR 西日本の脱線

事故の解析を例にとり、『今となっては、古い解析法、また、余り好ましく無

い解析法』を例示することにする。 
（イ） 特性要因図解析が持つ問題 
図 2-11 に JR 西日本の事故を解析した内容を例示した。この手法は、まず、

問題の結果を『特性』という形で記載する。その後、5M（人、方法、計測、設

備、物）などと管理など、要因を案出しやすい項目を列記した後、ブレーン・

ストーミング式に思いつく問題を列記して行く解析法である。この方法は確か

に、①安全対策で習った知識や気づきがどの程度関係者の頭に残っているかを

見る。②思いつく要因を多数挙げることで相互に勉強になるとか、③大きな模

造紙に書いてゆくことで、関係者の融和や情報共有化に役立つようである。 

図2-11　JR・西日本脱線事故の特性要因解析（例）
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だが、欠点として、(1)なぜ、ケガが発生するか？ケガ発生のメカニズムが判

りにくい。また、(2)名詞止めで内容を記載するので、個々の事項がどのように
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実際のケガ発生と関与するのか？を各人が個々勝手に想像することになる。さ

らに、(3)研修を行う部屋での討論は活発だが、実際の個々の作業リスクとどの

ような関係になって、個々の要因がハインリッヒの原則の 1:29 の 1 になるか？

については、再度、別途の解析が必要になる。このことから、勝手ながら、筆

者は、現在のような情報化の進む時代にあっては、「どの企業、どの事故も、事

象を指定すれば同じような図になるので、だれか、どこか？優秀な方が作成し

た特性要因図をコピーして、現場へ小型版の形で持ち込み、チェックすればよ

い。あえて、関係者を集め、時間をとり、安全会議を開催し、ブレーン・スト

ーミングまで行い、この種の図を作成すべきではない！」としてきた。要は、「既

に著書などのあるものを実務で使う」という方策程度の扱いがこの手法の利用

法である。 
（ロ）新QC７つ道具の「系統図法」が持つ問題 
この手法はVEの機能系統図をヒントに作成した手法である。なぜ？と質問し

ながら、第一要因～第五要因まで考えて構成をつくる方式である。だが、先に

解説したように、円周部分のカーブをスピードの出し過ぎで走れば遠心力が働

く作用は中学生時代に力F＝ｍ(重量)×α（加速度：V2/ｒ）という算式で示せる

ことを教わっている。規定以上のスピードを出さなければ（正確には加速度が

小さければ）、小さい半径：rでV2という（速度Vの二乗）影響は少なくなり、脱

線はしない計算結果を得るわけである。 

 

図2-12　JR西日本の脱線事故を例とした系統図法
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そうなると、図 2-12 は不要である。この関係をつかみ、「新型 ATS で制限速

度は出させない。出そうとすれば列車は停止する」という方策を選べば良いか

らである。このように考えると、原理図化法と、それを使って証明するデータ

こそが事故防止には必要だが、それ以外の情報は価値が薄くなる。では、この

ようなメカニズムを図 2-12 からどのように見つけるのであろうか？筆者は解析

能力が低いため未だに見いだせない。 
以上、過去、事故解析の研修に多く使われてきた２つの例を紹介した。だが、

水をくむのに、わざわざ陶器を焼く～紙で容器をつくる対策より、手を洗い、

手ですくって飲む。蛇口に口を寄せて吸うといった方法の方が、より早く実務

的である。また、もし、水を飲む専用容器が必要なのであれば、容器の作り方

を勉強するより、100 円ショップで安価な容器を買ってきて使うか、自宅から不

要になったコップを持参するといった手法を優先すべきであると考える。この

ように対策手法を整理すると、過去、安全対策に効果を発揮した手法も、現在

のように IT 化が進んだ時代にあっては教養程度の扱いにすべきものが多い。実

践的に安全対策を進めるためには、現場で作業手順をビデオで撮って危険点を

探る。危険とされる対象業務をビデオから PC でプリント・アウトする。また、

その種の写真や図上に注意点や事故発生メカニズムを描く。または、危険な状

況と事故内容を絵や挿絵、パントマイム式に実演して示すことにより、①標準

書を作成して教材にする。②現場で「見える化」という形で示す。③現場管理

者が現場巡視の際、作業チェックに使い安全作業の順守～指導を図る、といっ

たことを現場で行う方式の方が、ブレーン・ストーミングにより大きなビラ紙

を作成するより、はるかに実務的である。このように、たとえ、歴史ある研修

や、有名な方が指導した内容であっても、事故防止の研修に当たって、我々は、

効果的、かつ、実務的で効果が高い方式を選ぶべきである。 

 



２－３ 事故発生～防止対策手順化の進め方 

（１）安全対策と経営項目（品質・コスト・納期などの項目）の関連  

安全第一は生産の基本であり、仕事を進める上で最重要要件のひとつである。

だが、仕事を進めるということは、それ以外の事項、すなわち、最良の品質、

生産性、コスト低減など多くの求めるという要件が関与する。同時に、モノづ

くりに当たる仕事において、そこには、必ず、やるべき手順がある。そこで、

全ての活動指標を、この手順という対象に集約する形で、他の要件をも総合化

した取り組みについて解説することにしたい。筆者の場合で恐縮だが、かつて、

このような内容を安全対策会議や研修会などで扱った例は少なかったため、改

善した。その結果、総合的に多くの成果を得てきた。だが、当時、多くの企業

や製造現場へ行くと、安全会議や研修の場で、安全の話や検討は進めるが、他

のテーマ（品質・コスト・納期などの項目）を同時に検討する例は、まだ少な

かった。確かに、安全対策会議で安全以外の討論をすることは“脱線した討論”

という弊害を恐れる向きはあるが、「人は仕事を進める上で、何らかの手順に従

って仕事をする」という事実を知るならば、図 2-13 を基にして、安全以外の要

件と統合化した仕事の進め方の方が有効である。では、他の経営ニーズと安全

対策の関連と融合させた仕事の進め方について解説することにする。 

 

図2-13　安全対策と他の活動との連携について

企業が
期待する
相互的
　　活動

Q:品質　　　・　P:生産性　　・　S:安全性　　　・M:士気

C:コスト　　・　D:納期　　　・　E:エコ影響

過去、多く見られた取り組み　　　　　　　活動総合化の取り組み

　Q:品質
品質管理部

経営改善

C:コスト
経理部

D:納期
生産管理部

個々の最適化
経営改善 全体と個々の

①バランスと
　②重点を定め
　　　活動を
　　③総合化する
　　　　現場活動

Ｓ
：
安
全

Ｅ
：環
境
対
策

Ｓ
：
安
全

Ｃ
：
コ
ス
ト

Ｄ
：
納
期

Ｓ
：
安
全

Ｑ
：
品
質

 
  

各種経営手法の統合化について、筆者が関与した、ある企業における事例を
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紹介することにしたい。 

話は A 社における経営改善支援の時の話である。ここで、製造現場の職長の

時間分析をすると、会議の時間が膨大な比率だった。そのため、現場にいて品

質や生産性向上、さらには、設備故障対策には十分な手が及んでいなっかった。

なお、現場管理者の不満は「会議に呼び出され現場の指導が十分にできない」

という内容であり、本音を聞くと「ヤマタの大蛇のように、マルチヘッドの管

理部門長主催の会議にお付き合いしているだけで 1ヵ月が過ぎてしまう。・・」

というものだった。このため、安全会議も対策は十分できない状況だった。そ

こで、外部の私などを招待して「安全研修の開催」となった。もし、このよう

な環境で研修を進めても「ご説ごもっとも」となり、ムダな研修になる。そこ

で、研修前に次のような話をして対策を願った結果、安全はもとより、他の問

題も無くなり、更なる改善へとつながった、という例を示した。 

まず、対処したことは「なぜ、安全対策が進まないか？」と調べると、これ

からお渡ししようとした安全教材は全て持っていた。また、過去、筆者以外に

も多くの研修もお受講済だったこともわかった。確かに、「人は忘れるので再教

育！」という手もある。だが、問題の本質を探ることが、安全対策を進めるベ

ースとなる。そこで、現場を拝見し、他の経営重要要件と安全対策の関連を見

聞させていただいた。すると、①機械に不具合があるのでスピードが出せない。

②品質にも問題が出ている。このため、③機械整備を進めるが、生産納期に追

われるので応急的な処置に留まっていた。④機械を停止して対策するが、納期

と生産性に追われるため、⑤危険な作業が発生する。事実、小さなケガが多い。

このため、⑥筆者を呼んで研修を企画した、という状況がつかめた。しかも、

⑦トップの要求は「気合が足りない現場なので、安全対策と共に気合を入れる

厳しい教育を頼む」という要求だった。そこで対策となるが、筆者は「研修会

の前に、研修結果を使ったモデルをつくり、必要なら、それを拡大する形で研

修をさせる方式はいかかでしょうか？」とした。この案が A 社で了承されたた

め、モデル職場を 3 つ選び、対処した。 

ここでの問題は、先の①が問題の原点である、すなわち、もし、設備を徹底

的に改善すれば、不良問題は無くなり、スピード生産ができる。また、これが

出来れば、納期、残業に伴うコスト増から、不良対策会議、故障対策会議、生

産対策会議、安全対策会議～経理主催の生産性・コスト対策会議は不要になる。

要は、この例では、「安全の基が設備の不具合だった」だった。すなわち、問題

解決が図れれば、ある意味、余計な会議も、資料作成～苦しい言い訳の発言は

無くなるわけである。そこで、「設備の故障は設備の安全対策の不備！」の対策

を進めた。他のモデル職場も、「作業手順のばらつきは納期を安全に守れない対

策の不備！」のように、安全というテーマをもとに、ケガという人に関する内
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容以外に改善すべきテーマがあった。要は、この種、各種の問題の基になって

いる問題の発生メカニズムを解析～改善すれば、先の職長が話したヤマタの大

蛇も現場管理者にコンタクトが少なくなるわけである。そこで、（1）研修のコ

ストを計算して、その 1/3 を今回の対策に回す。（2）期間を限り、ハイスピード

で設備の場合は故障対策を図り、ゼロ化する。（3）研修は成功事例発表の形で

社内独自に行っていただく、という対策を進めた。この対策は、たった 1 日の

調査と指導会だった。だが、設備故障の不具合対策が無くなるに従い、危険作

業は無くなった。また、生産性にゆとりが発生したため、余裕を持って機械整

備が行える環境となり、数ヶ月後に、この「ゆとりが整備・点検の安全性をも

高めた」という報告を、A 社からいただいた。 

以上、この例は安全研修という依頼に対し、狭い範囲でアウトプットと対象

を考えていななかったため、対策を進めて成果を得た例ある。「安全対策には経

営的視点が必要！」という言があるが、この取り組みは図 2-13 の実践・展開に

他ならない。また、この対策後、筆者は図 2-14 を用いて、安全と各種経営指標

の総合化に努力してきたが、この方式が皆様の活動の参考になれば幸いである。 

 

図2-14　一見矛盾する行為の総合化が「近代技術」

安全

コスト 納期

安全：品質：コスト：納期は対抗関係に
ある。例えば「安全第一で仕事するとコス
ト増加になりかねない！」という考え方

安全

コスト 納期

現代技術

安全＋品質＋コスト＋納期統合化対策が
現代、多くの企業を進化させる

一見矛盾する
　要件を総合化
して解く対策が
　　技術改善

改善すべ
きムダ
50%

正味
50%

大切な考え、
「仕事の３つの区分」とは？

① ムダを省く

　　対策を
　　　「改善」
　　　　と言うムダ

　取り

② やるべきことをやらない行為を

　　「手抜による不安全行為」と言う！

③ 改善しないで

　　無理を押し込む行為を
　　　　「安全性を欠く労働強化」と言う！

品質

古い考え方

現在
品質

 
 

（２）安全・確実・早く・楽な仕事（標準化）と、順守の重要性 

安全・確実で、早く楽な仕事を現在の経済性を配慮しながら、職場関係者で

確立してゆく対策を『標準化対策』という。この状況は図 2-15 となるが、作業

に当たる者は“順守”が必要、標準化した要件を確実に身に着けて展開するこ
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とが重要になる。また、これは、たとえどのような仕事においても、賃金（わ

ずかであっても）というお金をもらって仕事を進めるプロの姿である。 

標準化＝安全・確実で楽で早い仕事の追及

問題発掘

ＱＣストーリー

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

改
定
改
定

図2-15　標準化と改訂

標準

守る活動

問題抽出改善

やりにくい
　　守れ
　　　　ない！

皆で見直し
　改善追求

新標準
　の確立

 

このため、

図の左側は標

準化の設定が

示されている

わけだが、一

旦決めた標準

化も、実際に

製造現場で活

用すると、頭

で考えたこと

が実際にそぐ

わない例や、

時代の進行に

伴い生まれる 

新技術により、陳腐化する例がある。このような事情から、時標準化の改定と

いう対策は常に進めることが必要である。このようにして定めた標準化は、実

際に製造現場で使うことが重要になる。上図に示した右側は、その内容を示す

ものだが、「守る活動を頭に置き、実際に守る活動」を進めることを明記した内

容であり、この活動を、工場活動では『標準化の順守』という。この図の重要

な点は、常に疑問を持ち、より高いレベルを狙う活動にある。特に、仕事に常

に疑問と向上意識を持って活動する点を我々は重視すべきである。すなわち、

①定めたことを守ることにより、残余の問題を抽出～対策する。②プロとして

より高い作業と安全レベルを求めて問題を抽出して改善へ向けることに加え、

③「皆で見直し改善」の注記が示すように、職場として最高の内容か否か？を、

評価しながら、企業で鏡とする仕事の仕方を確立するということが、標準化を

真に順守して運用へ向ける要点となる。 
 以上、読者の皆様には釈迦に説法的な内容だが、標準化の基本を解説した。

また、しつこい説明で恐縮だが、再度、サンプル図を用いてここまで記載の内

容の取扱いを詳しく解説することにしたい。その理由は「誰かが決めた安全基

準が理不尽である。「現場で注意しろ」と言っても守れない」という例が、実際

に企業や工場をお訪ねすると残存しているためである。 
ひとつの例は、クレーンを用いてトラックの荷台に荷物を積み込む作業であ

る。図の左側に示したように、問題はクレーンが揺れ、注意していても荷台の

端に当たる。製品は頑丈に梱包されているので障害は少ない。だが、何度もぶ
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つけていると、やがて、木材でできたトラック上に設けられた木製の台の端が

欠けてくる。こうなると、人がトラックの荷台に地上から登る際、丸くなった

端でスリップを起こす。以上、このような理由で、この企業では、トラックの

荷積みに各種の注意があり、『安全標準』の形で示し、順守を現場の作業者に要

求していた。  

図2-16　トラックの荷台対策・改善追求まで

　【現状把握】
トラックの積み荷作業
ビデオ分析の結果

クレーン

クレーン操作
　　スイッチ

積み荷

トラックの荷台

正に
衝突

ステップ
高さは１ｍ

改
善
案
検
討
の
状
況

クレーン

クレーン操作
　　スイッチ

積み荷

トラックの荷台

正に
衝突

ステップ
高さは１ｍ

① クレーン

　　　速度調整
　　　　　　　アイデア

　　② クレーン

　　　揺れ防止
　　　アイデア

③ 衝撃防止の

　　　　　　　アイデア

改善検討

 
 
読者の皆様には、「これが現場の事情を考えた、本当に役立つ標準化だろう

か？」という点に、ご注目願いたい。そこで、図の左側はそのような見方で原

理図を描いたが、「作業の見直し」に対し改善案を検討する様子を示した。例え

ば、①クレーンの速度調整、②クレーンの揺れ防止と、③衝撃防止などである。

だが、この図を見てわかることは、その種の付け焼刃的なアイデアを検討する

よりも、「ステップの高さをトラックの荷台に合せる対策を進めた方が良い」と

いうことになる。 
人がミスを犯す状況は頭の良さにあまり関与ないようである。では、その種

の例を紹介することにする。図 2-17 は医者の取り間違えミスの一例である。要

は、あってはなららない取り違え事故を K 医師が後で気づいて対策となった事

例である。簡単な標準を定め、「よく確認すれば間違えは起きない」ということ

で続けてきた手術の手順にリスクがあったが、これが顕在化した事件だった。

昨今、病院で、各種取り違え事故が新聞をにぎわす。多忙な中で行われる各種

の手続きや処理にあるわけだが、取り違えミスは数人が関与する手術にも起き

ている。この種、相互確認だけではミス防止が難しい対象に対しては、「物が語
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る現場」という言葉が示すように、例えば、置き場や容器の色を変える。順番

をつけて処理する。バーコードのような IT を駆使して手術前に行う事前準備内

容をフォローする、といった、子供でも間違えにくい対策を進める必要がある。

また、この種のアイデアから得た具体策を実施する際、①必ず、作業手順を分

析し、②間違えを起こしやすいリスクを挙げ、③対策が的確か否か？を必ずシ

ミュレーション、または、現場で確認してゆくことが重要である。討論だけで

標準化対策内容を決めるだけの方式は、実際に適用してみると、まだ多くの改

善点や危険性が残るためである。 

 

図2-17　受精卵取り違え妊娠事件

香川県立中央病院で08年9月中旬頃体外受精をした不妊治療中の女性に誤って別の患者の受精卵を
移植した可能性があり中絶したことを報じた。女性は慰謝料など2千万円の支払いを要求。担当医が

明示の無いシャーレの取り違いという凡ミスをした。なお、これ以外にも医師会の移植規定を逸脱

Aさん　　　　夫

　　　卵子　　①　　精子

②対外受精

　③培養

　 ④子宮に　　08年9月
　 　　もどす　　　中旬

B
さ
ん
の
受
精
卵

⑤着床　　　　　　　　　？

妊娠中絶
08年11月中旬

担当医・K医師が間違えた状況

① 40代の女性のシャーレを培養器から

　　取り出して作業。
② シャーレには40代の女性を示す色着き

　　シールが貼られていたが、蓋を捨てた。
　　　　　③ 作業準備時、20代のシャーレを
　　　　　　　1個取り出し準備

廃却

40代
女性用

40代の　　対象である
女性用　　20代の女性用

④ 川田医師は作業時に
　　2個とも20歳女性用と

　　勘違いしたまま処置⑤ 発育の良い40歳の

　　受精卵を使った。

⑥ 受精卵の発育が女性の経過順調にリンクしていない
　　ため、疑いを持ち検証→ミスを発見謝罪（妊娠9週で
　　は正確にミスを判定できず、15週になればDNA鑑定

　　で可能だが、中絶は母胎への負担が増すため謝罪）
⑦ 訴訟が18日になされ、19日に報道謝罪となった。

 
 
（３）手順＋リスク＋ベスト・アイデアを一覧化する標準化づくり 
 無人工場という生産現場であっても、設備を管理する人は要る。また、仕事

を進めるには手順が必要になり、ここで、もし、仕事の手順を間違えると、ケ

ガや不良、設備の故障などが発生する。ましてや、多少とも危険が潜む仕事を

進める製造現場で働く方は、作業手順を詳細に分析し、そこに潜むあらゆる危

険を安全対策と共に進めるべきである。では、①手順をどのように解析するか？

また、②リスクをどのように見つけるか？そして、③リスク対策を効果的に進

めつつ生産目的を達成するアイデアをどのように見つけるか？という要求を、

一覧化して行く方式を紹介することにする。 
 まず、作業手順の分析だが、この対策には、誰もが最も習得し易く、効果的

な手順解析に工程分析をお奨めしたい。この分析・改善手法は 150 年も前にな
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るが、米国でレンガ職人として就職したギルブレスが開発した手法である。ギ

ルブレスの活動は図 2-18 に示したが、職人として早く高給を得るためにベテラ

ンに密着して技を学んだため、短期間でベテラン同等の仕事をこなすようにな

った。ここまでだと、多くの方が同じような努力を示した。だが、そこからが

彼が人と異なる点だった。ギルブレスは仕事を動作手順という視点で見て、18
の記号化と共に、仕事の手順やムダまでを『見える化』していったからだった。

その結果、レンガ積み作業の工場ではベテランに対しても 3 倍の生産性を達成

した。彼は近隣の企業も指導したが大成果と共に、やがて、米国機械学会に招

待～講演という名誉を得た。これを機会に、彼は作業分析・改善の研究を進め、

やがて仕事の科学として有名な IE（Industrial Engineering）の具体化を進め

た結果、やがて、世を去るまで、米国 IE 協会の会長として活躍された。 

 

図2-18　ギルブレス氏の発想　1868～1924年

煉
瓦
積
み
職
人

　

に
な
ろ
う
！

就　職

超ベテラン
から学ぶ

沢山
　稼ぐ
には？

良い先生・ベテランに学ぶ

疑問を持つ

本来、人の体
を使い仕事を
する最良の
手順は１つ
　のはず、・・

従来の
　考えを
　打破する
　必要が
　　　ある！

目で見て　　　○：正味
判る仕事　　　→：移動
の記号化！　▽：待ち
　　　　　　　　◇：検査

サーブリッグ記号

 
 
ギルブレスの活動と IE 手法の詳細については、URL：qcd.jp に書を無料掲載

済なので、ここでは、図 2-18 の左下に示した工程分析を簡単に説明した後、安

全対策に対する分析への応用に進むことにする。最初、ギルブレスが開発した

仕事の工程を分析する手法は18種の記号を使って細かな作業まで分析可能なサ

ーブリッグだった。これは有効な手法だが、多少専門的である。このため、図

2-19 に示した 4 つの企業で作業や製造工程の分析を行う『工程分析』を開発し

た。同時に、この記号は、仕事を分析しながら改善を進める対策を盛り込んだ。

それが、図中に示された ECRS である。 

 66 



　図2-19　工程分析とECRS改善の進め方

４つの視点で仕事や、モノ､情報の流れをつかみ改善点発掘へ

○（マル）：正味、付加価値を生む仕事、売れるモノづくりへつながるお金を意味する。旋盤
　　　　　　　作業であれば、材料を世界最良・最高スピードで研削する内容を示す。
□（シカク）：検査、工程内で良品をつくれば、検査不要という判断をする。検査は出来るだけ
　　　　　　　モノづくりの段階で行う工程内検査保証（自己完結型）生産を狙う。
▽（サンカク）：人の場合は手待ち、材料は仕掛かり、情報は保管・ファイルなどを意味する。
　　　　　　　　工程の流れのスムーズ化、ネック工程対策、JITによる対策が有効。

→（ヤジルシ）：移動、運搬、搬送、情報の伝達という内容が、この対象となる。どうしても移
　　　　　　　　　動が必要な場合、太く短くを基本に近接を考える。

　　　理想　　　　改善の質問
　－ 現実

　改善ギャップ

　　ムダと見る

改善の進め方

E（Eliminate）省略？

C（Combine）結合？ R（Rearrange）置き換え？

S（Simplify）単純化→自動化？

ムダは
　発掘
　清掃へ

 
 
 ECRS は、単に生産性対策のために行う作業改善だけでなく、安全対策にも

極めて有効な改善法を与えてくれる。例えば、 
① E：省略の原則→「ハシゴを持ってきて台上の箱を取る」という作業に対し 

棚の中を見直し、必要なものを必要なだけ購入して使う対策と、現場へ部材

を直納する方式を進めることで、ハシゴ作業を無くす。これにより、生産性

はもとより、ハシゴに登ることに伴う危険作業の省略を図る。 
② C：結合の法則→「機械プレスで材料を打ち抜く時、手を入れると危険なた

め、指差し確認の徹底を図ってきた」という作業に対し、プレスのボタンを

2 個設置し、同時押しにより、プレスの作動と生産個数のカウンター押しを

行うことにより、手がプレスに絶対入らない方式の確立と、生産枚数の確認

を同時化、不要にする。 
③ R：置き換えの原則→「作業台から処理したパーツを取り出す際にワーク（対

象の部材）の温度が高いのでヤケドの危険性がある」という作業に対し、ワ

ーク取り出しロボットを投入して、安全性と作業効率の向上を図る。 
④ C：単純化の原則→「作業手順が複雑なためつい作業を忘れる。このため、

やり残した作業をあわてて追加するが、その際、機械の先端に手をぶつける

ことがある」という作業に対して、ターンテーブル式に、作業順序が決まっ

て指示・フォローできる仕組みを使うことにより、作業手順を忘れても、正

規の作業が進むようにすることにより、手をぶつけるという作業や忘れたた

め、何らかの作業を追加する、という作業などを省略する、 
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というような例は、ECRS の代表的な利用方法の例である。では、この種の

改善に当たって、工程分析をどのように使うか？という分析方法に話を移すこ

とにする。 
表 2-1 は多くの工場でみるフォークリフトによるパレット積み部材をある工

程へ運搬する状況を工程分析で分析した例である。このように、一連の作業の

中で各所にリスクの存在が想定される。リスク対策に当たっては、現場検証と

共に、発掘したリスクを、先の P：発生確率×S：事が起きた時の重大性で評価

し、もし、リスクの評価が高い仕事がある時は、改善を図るという手続きを進

める方式が「工程分析による作業手順の危険度把握～対策」である。 

 

表2-1　部材運搬作業分析（工程分析）

走行時の安全は？通路を移動して指定の工程へ運ぶ　６

付近に人や物などがないか？フォークを90°回転して通路を運行す

る体制にする
１２

後ろに人や障害物は無いか？次の作業場へ行くためバックする１１

パレットからフォークのつめが確
実に離れたか？

台は傾斜式なので、状況を見てフォー
クのつめを引く

１０

下げ過ぎて台を壊さないか？フォークを卸して、パレットを台に置く　９

棚とフォークの位置関係は？フォークをあげながら棚へ近づく　８

周辺の機材との衝突は？要請があった工程に向け方向変更する　７

人が近辺にいないか（確認要）！バック～90°回転する　５

走行時に製品落下はないか？棚から卸し、移動の体制に入る　４

パレット上の製品落下はないか？棚から指定品のパレットを取り出だす　３

棚にフォークにぶつけないか？フォークを棚の位置へあげ、挿入する　２

倉庫に障害物は無いか？フォークリフトを棚に持込む　１

　問題点と改善内容

　（危険度と改善内容等メモ欄）

検査

　□

手待

　▽

移動

　→

正味

　○

　　　作　業　手　順No.

注釈：工程毎に危険な作業は、リスク評価して改善が必要。例：No.１０では鏡をつけ確認または、台側

　　　　にパレット受けたことを確実に示すランプをつけ、降りて確かめる作業を省くなど。
 

 以上、ここまで、①工程分析と②リスク対策、また、③重大リスク発見内容

に対する効果的な改善策について解説してきた。では、①～③を一覧化した書

類にまとめ、ヒューマン・エラー防止の視点でケガ・ゼロ対策案を追及する様

式を例示することにする。表 2-2 は、その種の様式の例である。人が行う仕事

において、ヒューマン・エラー発生要因は、「やるべき手順と事項をやらなかっ

た」という時に発生する。「故意、または、たまたま“やらなかった”」または、

「できなかった、出来る環境や条件でなかったため、結果として“やらなかっ

た”」など、仕事や安全チェックを結果的に「やらなかった」という事象が発生

する例は多い。だが、リスクの高い作業においては、間違えなく（高い確率で）
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これが重大な災害を生むということは、先にハインリッヒの法則と共に示した

通りである。このため、言い訳はともかく「やるべき事項とチェックは必ず実

施する。または、させる」というためには、楽で早いやり方へ工夫することが

必要になる。このため、表 2-2 の利用に当たっては、まず、問題とする作業や

工程を挙げ、ヒヤットや他社を含めた過去事例をNo.1の欄に記入する。つぎに、

No.2 には作業手順を分析する。この内容は先に工程分析で行った程度の要素に

分け作業手順を記載する。同時に、リスクが高い作業をマークして、No.3 にリ

スクとして監視すべき内容を記載する。なお、リスク対象となる項目は、No.4
であげたアイデアを評価する項目と基準に使う。No.4 では、縦軸にアイデア、

横軸にリスクの項目を書きマトリックス化した表を用いて最適な案を抽出する。

これで最良案抽出となるが、抽出案は実施してみなければ、その効果が判らな

い。そこで、No.5 ではテストと証明。No.6 では評価を行い。採用になれば No.7
で標準化として登録する。さらに、No.8 では、何がどのように作用してヒュー

マン・エラー低減につながったか？また、残余の問題の有無をチックする。こ

れで、対象作業に対する一連の解析が終わる。だが、もし、効果が大きく、実

施面でも有効な例は、No.9：他職場へ波及する、という様式が、表 2-2 の記載

要領であり活用法である。 

 

評
価① ② ③ ④ ⑤

　　　　評価

対策案

９，類似工程への波及等８，問題発生メカニズム解析
　　（確認のため記載）

７，標準化

６，抽出案の適用効果５，抽出案の適用テスト４，対策案（アイデア）

３，間違えを犯しやすい

　　内容(リスクの列挙）

①

②

③

④

⑤

２，作業手順（分析結果）１，対称作業と過去起きた　　
　HEの事例（事例の解析）

表2-2　　HE防止のための是正・予防対策書（様式）の例
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第３章 ヒューマン・エラー起因の事故ゼロ化対策 

 ３－１ エラー・セーフ対策技術 

（１）エラー・セーフ技術とは？ 
安全で「エラー・セーフ」と言う対策を品質改善で「ポカヨケ」という。21

世紀の現在、ヒューマン・エラー対策の当たっては、この対策を初段に投入す

べき対策である。先に、JR・西日本脱線対策で新型 ATS（Automatic Train 
Stopper ）対策に関する内容を紹介した。この装置は運転手がスピード・オー

バーしようとすると、列車のスピードを強制的に減速、さらには、停止する。

後日の報道を見ると、たった 3 億円だったことを見て、残念だった。これは、

装置に欠陥が無い限り、脱線事故を防止する安全対策システムであり、「安全な

くして操業なし」という産業においては、利益計算の前に装備すべき条件とな

るツールとなっている。プレスなどでは、手がラムという金型を上下させる装

置の近くに入ると、自動的にプレスの作動を止める対策がある。これは、挟ま

れ事故を全く起させない工夫である。ロボット操作域の柵にも同じようなエラ

ー・セーフが装着されている。危険域に入りドアーを開けると、ロボットの作

動を止める装備である。ちなみに、鉄鋼の労働災害は図 3-１のようになり、’07
年のワースト・スリーは、①挟まれ、巻き込まれ、②墜落、転落、③有害物だ

った。そして、③の対策の中に、コークス炉や高炉から漏れ出した一酸化炭素

による中毒事故があった。 

7
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図3-1　鉄鋼業における労働災害統計
出典：http://www.jisha.or.jp/info/bunsekidata/pdf/1101.pdf
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　　　　　　６，激突され

　　　７，動作の反動、
　　　　　　無理な動作

H21年の製鉄・精鋼における労働災害の内容
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件
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だが、図 3-1 に③の項目は無い。この理由はエラー・セーフ対策が確実に進

んだからである。一酸化炭素は無味無臭であるため、作業者全員に一酸化炭素

濃度計を持つことを義務付けたが、その結果、「10 年の労働災害発生件数を 2
件に激減させた」ことが報告されている。このように、人が間違って不安全行

為をしても防ぐ装置の利用は極めて効果が大きい安全対策である。 
では、図 4-2 に製造現場で日常的に活用されるエラー・セーフ技術の例を例

示すことにする。図の上部はヤケド防止対策の例である。この方式はサーモ・

テープという、温度でテープの色が変わる性質を用いた方式である（この例の

ような対処をアラーム方式と言う）。だが、この例では、目で見て危険性を赤い

色で注意を促すだけである。したがって、もし、人がテープの色を無視した場

合、ヤケドするという問題が残る。 

 

図3-2　サーモテープ対策の例

やけど防止にサーもテープの利用で温度の見える化

加熱中の
金型

ホット
　プレート

段取りステーションを
つくり金型の余熱を
するが色が金属色
なので、温度がわか
らないので、手で触
れヤケドをすることが
あった。

温度上昇で色が
変化するテープ
（サーモテープ）
を貼り、危険と
いう文字とともに
温度上昇を見える
化した。
もう一例は温度
センサーランプ
表示とした。対策前

対策後

鋳物　　潤滑油

綿棒のような塗る道具
　　金型　　押し出しピン

アルミ生産において、アルミ溶湯を注入することを
繰り返すと、押し出しピンと金型にアルミが固着して
動かなくなるため、潤滑剤を定期的に手塗りしていた
しかし、塗った直後の製品5%相当が不良になって

いた。

　点滴方式で
定量・微笑噴霧
方式で一定化
したため、円滑
な塗布と、液の
大小に起因する
不良はゼロ化
した。

類似の対策（品質面への応用）

 
 
下図は金型の押し出しピンに、時だが潤滑剤を人手で塗る方式を改善した例

である。潤滑剤は押し出しピンに定期的な塗布が必要になる。また、作動部な

ので「挟まれ事故」が心配となる。そこで、狭い隙間に点滴を用いた常時潤滑

剤器具のパイプを差し込み、作業そのものを人から機器に置きかえた。その結

果、「作業に人が全く関与しないため、安全面で有効！」となった。加えて、改

善前の方式は、製品不良も定期・少量潤滑方式のため、押し出しピンが急激な

温度低下になっていた。則ち、たっぷり押し出しピンにつけられた潤滑剤が製

品と反応して製品不良となっていたわけだが、この改善で、不良もゼロ化させ
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た例である。以上、技術改善よりエラー・セーフを図る例を示した。その他、

表 3-1 には代表的なエラー・セーフ技術を例示したので、ご参考願いたい。 
ここで、「エラー・セーフ技術をどこまでとするか？」という議論が残る。だ

が、その種の議論の前に、製造現場における不安全な環境で、人の注意に頼ら

ず、何らかの道具や機器や機材などを使ってケガ防止が出来る対象には、是非、

適用をご検討願いたい対策にひとつである。 

 

表3-1　エラー・セーフのための代表的な機器と技術

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.

 
 
 
 
【ちょっと一息】 

 先日、友人の勧めで、日本経済新聞主催の「東日本大震災写真展」を拝見す

るチャンスを得た。震災と津波の惨事を撮った映像だったが、死者の悲惨な写

真は 1 枚もなかった。この時、筆者は、カメラマンが「復興と再度の災害防止

を暗に強く訴える内容を映写している」と解釈した。写真が筆者の子供の頃、

焼け野原だった日本の惨状と似た景色だったからである。そこで、ここでは、

エラー・セーフ対策技術を、復興にまで拡大解釈することにした。 
筆者は、微力ながら、両毛地区の方々を支援してコンバート・EVを製作して

いる。昨年、廃車を改造、本年、関係者の努力で車検を取得した（詳しい経過

はURL:qcd.jpにすべて紹介）。そこで、この経験から、地震発生時、「計画停電・

電力不足でEVの進化が妨げられる」という記事に対抗して、「事実、大手カー
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メーカーが寄贈したEVは現地で大活躍、人が寝るとき夜間充電、まるで友達！

①津波で海水を被ったガソリンにモータと電池を乗せれば、②ガソリン不足の

地の食糧や水不足に有効である。③燃費も 1/10 程度で済む。電力不足でも夜間

の余った電気で充電すればよい」という文書を、日本電気自動車協議会（APEV）

へ送った。すると、多くのご意見をいただいた。例えば、（1）冷感の状況でエ

ネルギー不足に耐えるのは大変なので、特例法を設けてでも、津波で使えなく

なった車体からバッテリーを集めてエネルギーとして使う。こうすれば、小規

模スマートグリッドになるとか、（2）沈下して再生が効かない農地に太陽光発

電や風力など小規模発電基地にして行けば、CO２：25％低減モデル産業の形で

将来に地域振興モデルも生まれる。（3）安全、復旧対策と技術が、今後の世界

の災害地への貢献技術となる。・・・という意見だった。このように、災害や事

故には、「規制をより厳しくする」という局面と、「災い転じて福とする」こと

によりニュービジネスにより未来を切り開く対策がある。 
この他に、福島・原子炉事故でも、①三興コロイド化学の水ガラスによる放

射能漏れ止め、②三菱重工やサムサックの無人ロボット利用による原子炉管理

室内の対策やカレキ撤去する。③粟田工業のクリコートによるガレキ上のなど

に残存する放射能の飛散防止する策がある。さらには、④大阪ニューメディカ

ルの浸透膜利用の浄水器を汚染水や放射物質除去に利用する対策、⑤日本ポリ

グリップが納豆菌を利用して汚染物を蹉跌と共に除去～洗浄する技術など、多

数の災害対策・新技術の利用がなされて、今後の防災や復旧開発対策に多くの

知見を与えている。そこで、(1)今後の津波対策に当たって、住民を高台移転す

る。(2)沈下した農耕地の復旧より太陽など自然エネルギー生産地区に変革する。

(3)EV を含め被災地復興技術を進めビジネスモデルとして世界に発信する。とい

う内容を 4 月中旬に関係部門に提案した。このような内容も、「安全対策を広義

にとらえ、新たに国の発展に貢献する取れ安全マネジメントを展開すべき」と

お考えいただき、安全対策技術の進展への一部にしていただければ幸いである。 

 
（２）過信すべきでないエラー・セーフ装置 
 人はエラー・セーフが装着されると安心から過信に至った結果、ケガをする

例がある。ケガとは全く関係ないが、2005 年みずほ銀行の株券の販売時、2 分

で 300 億円を失うという事件が起きた。営業員が慣れのなかで 1 株 61 万円を 1
円で 61 万株とインプットをした事件だった。この時、操作した PC の画面には

アラームが出ていた。しかし、単なるアラームと見て無視したためトレーダー

による販売が開始された。仕事を進める途中で営業員はこの事態に気づき東証

に連絡した。だが、作動させたシステムに欠陥があり、結局、300 億円を失っ

た。’05 年 3 月の純利益は 280 億円だったが、この額をも越える損出となった事
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件が発生した。結局、その後の取引を停止、事後の対策を図ったわけだった。

だが、これが、データーのインプット・ミス時にアラームではなく、強制式だ

ったら、このような事態は起きないはずである。このように、「エラー・セーフ

をつけているから」と言って過信すべきでない。 
昨今、自動車は高い安全対策を装備した車を販売している。では、この対策

で交通事故は減ったか？という疑問がある。図 3-3 を見ると、平成に入ってか

ら死者は減ってきた。重傷者数は平成 12 年頃から現象に向かっている。だが、

逆に発生件数と軽傷者は増加いる。当然、ここには多くの要因がある。 

 

 

図 3-3 交通事故の実情 
出展：http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001059542 

         
また、確かに車の安全は確かに高まってきた。このため、死者に至るケース

は減った。だが、逆に、発生件数は増えている。だが、人は、ブレーキを効く

ようにすると、それに頼る。ぎりぎりまでブレーキを掛けない傾向が強くなる。

事実、高速道路の ETC では、この過信でバーをはねとばす事故が相次いだこと

があった。「自動で必ず開く！」と思い、スピードを落とさないで ETC のゲー

トへ入る事故である。バーは発泡スチロールでできていて、車への障害は少な

くなるように工夫されている。だから、多くの運転者はスピードを落とさなか

ったわけである。しかし、バーを壊され 7 万円の賠償金を取られるように制度

を改正した。この対策で事故は少し減った。ところが、一番効いた対策は、あ

えて、ゲートまでぎりぎりの距離に迫るまでゲートを開けない対策だった。こ

の対策はスピードを出しゲートまで近づく際、運転者に極めて大きな恐怖感を
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与えるからである。事実、筆者達が仲間と魚釣りに行く時、助手席に座ってい

ると、運転手に、事前にスピード低下を注意する経験をしたことがあった。「あ

わやバーに衝突！という恐怖感」である。この時、「この処置は有効である」と

皆で話したが、「バーを跳ばす事故は激減した」いう報告なされているからであ

る。ポカヨケなど安全確保が確保させればされるほど、人は安全に対して無関

心になる。昨今、人に近接するとセンサーが作動して 10cm 程度のところで自

動的に、高速で走る車両を停止させる装置の開発をあるカーメーカーが宣伝し

ていた。だが、安全に関与する専門家達は「あの対策は車を高価に売ることが

目的であり、多くの条件を考えると問題だらけであり良策では無い。タイヤの

摩耗、ブレーキの作動の遅れに何らかの問題があった場合、カーメーカーは保

証できるのであろうか？いずれにせよ保証は事後処理になり、裁判となるだけ

である。万一の際の助けになる例があっても、機械に完全を期することは無理

がある。それより、危険なところではスピードを出させないシステムの適用や、

人に安全規制をかけて守ることを徹底することの方が良策である」としていた。

安全対策には一考すべき指摘であるため、ここに例を紹介した。ここにこのよ

うな 

　図3-3　リスク・ホメスタシス説の示す注意（人間の甘え）

リスク・ホメオスタシス説：1982年ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･ﾜｲﾙﾄﾞ交通心理学者の説

「人はリスクの目標水準を個々に持って判断している。従って
安全対策を進めリスクが減ると、人はよりリスキーな行動に変化
させるため、長期的には、その安全対策は無効になる！」

当然、安全対策を
進める関係者から
大反発と大論争が
起きた

ﾐｭﾝﾍﾝでﾀｸｼｰ会社の協力を得て
ABS（アンチ・ロック・ブレーキ）搭載のﾀｸｼｰ

と搭載しないﾀｸｼｰのﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの行動
の差を調査した。結果、ABS搭載車

に乗る時の方が走行ｽﾋﾟｰﾄﾞが早く、
車間距離が短く、事故までが多かった

しかし、ｶﾅﾀﾞのﾆｭｰﾌｧﾝﾄﾞﾗﾝﾄﾞ州他
数州の実験ではｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用の
義務化で（1972年）で、着用に伴い

安全運転側にシフトしたことが確か
められている。

ﾜｲﾙﾄﾞ博士
工学的・技術的な
安全対策も大切
だが、リスクの目標水準を
　　　　　　　引き下げるような
　　　　　　　心理的動機づけに、
　　　　　　　まず、重点をおくべき！

 

内容を記載させてい

ただいたわけは、図

3-4 に示したように

ジェラルド・ワイル

ド博士が示した「リ

スク・ホメオスタシ

タ説」と、それに伴

う実験結果が関与す

るためである。この

説は、先に交通事故

対策のためポカヨケ

設置で完全な安全が

確保されることに 
対する警告を示したものであり、「どのように技術が進化しても、機械や装置、

安全対策システムは道具であっても、それを過信状態で使うと、やがて裏切ら

れる形で事故を引き起こすことがある」という注意である。 
以上、エラー・セーフ対策の効果を示すと同時に、人がエラー・セーフを使

うときの注意点も例示した。 

 
（３）エラー・セーフ対策に必要なデザイン・イン対策 
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 エラー・セーフ機器の利用にあたっては、もう 1 点注意すべき事項を紹介

することにする。要は、「この種のエラー・セーフという道具を、単純に盲信し

てはいけない！」という注意である。エラー・セーフ装置や機器は人が考えて

製作したものである。従って、設計思想という前提条件の範囲を超えた活用は

「想定外」という未検討内容となる。先に紹介した東京証券の事故の詳細を述

べることにする。この事件は、たった 2 分程度で 1 株 61 万円の株券を 1 円 61
万株で販売したミス対策の中に、注意式ポカヨケという脆弱なシステムの存在

があった。「この注意で問題はないはず」という考えでコンピュータ・システム

が組まれていたためである。このため、販売員はこの問題に気づいた時、早急

にトラブル対策を進めた。だが、問題に対する対策ソフトに欠陥があり、対処

できなかった。このみずほ銀行側のシステムでは対処できなかったのである。

そこで、関係者は、早急に東証に連絡した。当然、東証ではトラブル・シュー

ティング対策プログラムを起動させた。だが、システムは存在したが、トラブ

ル時の対策内容を検証していなかったため、何も効果が無かった。このため、

結局はコンピュータ全体を停止して問題の拡大を止めたわけである。では、「な

ぜ、当然、対処していなければならない専門家がやっていなかったのであろう

か？」その理由にはいくつかの要件はあったようだが、大きな要因は「現場の

声を聞く」というデザイン・イン対策がなされてこなかったため、という例が

多い。 
仕事は異なるが、同種の問題は多い。いわゆる「頭脳集団と呼ばれる象牙の

塔検討方式」が持つ欠点である。では、その種の例を図 3-4 に示すことにする。 

図3-4　　日本航空441便航路を誤り？

　　　　　　　サハリンに接近した事件（1985年）

日本の新聞：「信じられぬミス」「たるみ」といった個人的な攻撃式とらえ方

米国ニューヨークタイムス伝；
　「アメリカの航空専門家たちの話では今回の日航機の航空路逸脱
飛行は、異常なものではなく、似たような航空ミスは過去何年にも亘
って多く記録されている。」

米国ニューヨークタイムス伝；
　「アメリカの航空専門家たちの話では今回の日航機の航空路逸脱
飛行は、異常なものではなく、似たような航空ミスは過去何年にも亘
って多く記録されている。」

よくある事件だから、
綿密な分析を要する！

1983年10月19日
~1984年末まで
警告を含め17機
も発生（民間機）

現在のジェット機のほとんどがINS搭載している。
（INS＝自動的に目的地に飛んで行く慣性航法装置）

　　　　　411便は日本上空で

　　　　前方に雲が見えたため
　　　　乱気流に巻き込まれないようにINS→HDDに切り替え

　　　　右よりの機首方向をとった。→　その結果、強い偏西風
　　　　が作用し、先の事件につながった。ｽｲｯﾁの再切り替え
　　　　は無かった。多くの仕事の処理にも追われていた。
「大韓航空機事故も類似の内容ではないか？」英国の専門家

結論；物理現象と解釈 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。
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この例はボーイング 747 が自動操縦で運転中に起きた事件である。幸いに難

なきを得た事件だったが、あわや、旧ソ連国内に領海侵犯、打ち落とされる危

機に遭遇した（スクランブルを受けた）事件だった。この時、日本の新聞筋は

一斉に「パイロットとしては、考えられない怠慢！」とした。しかし、海外の

分析は違っていた。乱気流に遭遇して INS という自動操縦から HDD というパ

イロット（人）による操作に切り替えた時に、問題が発生した。HDD に切り替

えて航空機を操縦するとき、主パイロットと副操縦士が連携を取り、ひとつひ

とつの操作手順を確認しながら行う。しかし、あまりにも操作内容が複雑であ

る上に短時間の処理だった。そのため、操作の手順のひとつを忘れた。このた

め、旧ソ連の上空に近接したわけだった。そこで、関係者が原因究明を進めた

わけだが、その結果「この種の事態に対処するプログラム制作時、プログラム

設計者には真全く航空機操縦経験はなく、パイロットの参画が無かったため、

この種のトラブル発生時の状況が判らなかったためである」ということが判っ

た。以降、ボーイング 747 では、パイロット参画のもと、プログラムの改訂を

進めた。その結果、「現在の飛行で、同種心配はなくなった」としているが、同

時に、この事件は、デザイン・イン対策の必要性を航空機界に普及させる例に

なった。「優秀な人たちが、十分に検討して製品や設備、エラー・セーフ装置を

製作しているはずである」ということで信頼する考えもある。だが、「この種の

対策や装置は人がつくった」という状況を考えるべきである。従って、安全確

保が必須条件になる製品は、デザイン・イン対策を始め、十分な市場テストを

願いしたい。また、同時に、ハインリッヒの原則に見る通り、小さい問題が起

きた時に、その問題を解析して大きな問題に至ることが無いようにお願いした

い。以上、デザイン・イン対策とランニング・テストの重要性を示したが、昨

今、一般大衆製品の製品事故が重視されている。そこで図 3-5～3-10 に紹介し

た。これも、生産現場の安全対策に加える形で、物づくりに当たる皆様には参

考にしていただきたい対策要件である。 

図3-5　　三菱自動車「ふそう」の死亡事故問題

朝日新聞　2004年3月12日号より　「三菱ふそうトラック・バス」が、当初、整備不良
　　　　　　　11日にトラックのタイヤが外れ1月に死亡事故まで招いた問題に対し、

　　　　　「ユーザーの整備不良」の主張を翻し、リコールを国土交通省に申し出た。

横浜市の死亡事故に関連し、神奈川県警が業務上過失致死容疑で
Ｍ自動車本社などを家宅捜査、04年1月にも再操作

03年10月

Ｍ自動車のトラック・バス部門が三菱ふそうトラック・バスとして分社化

社長にダイムラークライスラー社のビルフリート・ポート氏が就任

03年1月

「ハブ交換無償」に切り替えた同年2月

横浜市瀬谷区で大型トレーラーのタイヤが外れ、親子づれを直撃した。

母親は死亡、幼児2人が怪我を負った。この時、会社側は無償点検を

始める、と発表したが、原因は「整備不良」である、と主張した。

02年1月

副社長らが、東京簡易裁判所で罰金刑を受ける。01年5月

運輸省は道路運送車両法違反容疑でＭ自動車を警視庁に告発した同年9月

Ｍ自動車が組織的に情報を操作（二重管理）、リコール隠しが発覚、
結局、60万台ものリコールを当時の運輸省に届け出た事件

00年7月

　　　　　　　　　　過去のリコールをめぐる動き　年月

批判殺到,回収費用は30億円の見込み
日産が03年3月
決算で前年度
対比33％増だった

のに対し
Ｍ社は720億円の

赤字

0 50 100 150 200

M社

マツダ

ホンダ

日産

トヨタ

トラック販売

2004年4月1日　ﾀｲﾔを止めるハブは、開発試験段階で問題があった内容を無視

して事を進めたことが発覚した、と報道された。

図3-6　六本木ヒルズ・回転ドア－はさまれ事故

　六本木ヒルズ内、森タワーで2004年３月29日、大阪府吹田市の溝川涼君（6歳）が自動回転ドア－

にはさまれ不幸にも死亡する事件があった。

原因　：　①　挟まれ事故防止用センサーの設置は80ｃｍだが、
　　　　　　　　これを120ｃｍに変更していた。ドア－がセンサー

　　　　　　　　の誤動作により時々止まる苦情から、センサー
　　　　　　　　の作動位置を上司へ報告後、変更させた。
　　　　　　②　Ｓシャッター製のシャッターだが、設定スピード
　　　　　　　　をメーカー側は落とすよう、森ビル側に申し入れ
　　　　　　　　していたが、 高スピードに設定するよう指示
　　　　　　　　し、メーカーは止む無く、これに従っていた。
　　　　　　③　既に、昨年１１月２５日。２歳の女児が足首を
　　　　　　　　挟まれ軽傷を負った事故、また、その後も女児
　　　　　　　　6歳がドア－に挟まれる事故があったが、この

　　　　　　　　教訓を活かす対応をしていなかった。
　　なお、指を挟まれるなど、軽傷を含め、同種の事故（ヒヤット）
　は、その後の調査で３２件もあった。同型回転ドア－による
　ものが12件、内３件が病院のお世話になる事故だったことが

　報道されている。

国土交通省　
　回転ドア－に安全基準はない。
このため、早急に専門家による
基準づくりに入る。
　①安全な構造上の配慮
　②人を挟み込んだ場合に
　　　怪我を防ぐ装置の設置
　③事故防止のため、過度な
　　　回転速度の防止
　④回転ドアの設置場所や構造
　　に応じた警戒のあり方など　

同種事故：三菱地所　横浜ランドマークタワーでも昨年3月25日
　　　　　　小学年生が右足かかと挟まれ事故・骨折、他8件、
　　　　　　丸ビルでも9月から7箇所に設置2件の事故があった。

　　　　　　今回の事故で社長高木氏は全て撤廃の検討に入った。
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図3-7　パロマ社　ガス湯沸かし器の事故

　ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故が85年以降15人が死亡する事故が明ら

かになった。この対象は同社系列の修理会社が行った製品だった。内容は不正改造を従業
員が行い安全装置が働かないようにしていたことが原因だったとした。だが、その後、老朽化
などによる事故が加わり、27件の事故、20名もの死亡事故があったことが発覚した。 初は、

パロマの社長は下請け業者の不正改造の責任を押しつける内容を紹介したが、訂正、結局
は辞任を表明、なお、事故はメモ程度の記録しかなく、社内の品質保証・情報共有や、社内
事故公開～検討体制の無さ（不備）が明らかになった。

不正改造内容
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→　
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例

2006年7月19日報道内容
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頼
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頼

修
理

修
理

100%出資

安全への意識の低さ露呈

’82年には寒地向けハンダが割れる実態も把握

図3-8　旧松下電器（Panasonic）の温風機事故

ゴムホースの欠陥で一酸化炭素モレから１月に福島県小学６年生男児１名、１１月２１日長野県の
中学教諭（女性）の死亡事故を始め、７名の中毒者が出た。内１名は一人ぐらし男性８２歳で入院
したが、５日間意識が無い状況が続いている。この事件を受け､経済産業省はリコールの徹底を
指示、松下電器はテレビコマーシャルを中断、新聞などを通して、対象製品１５万２千台の製品に
対しゴムから金属の配管に修理する対策に入った
　　　　（１２月７日現在修理済みは３万９千件(25.6%））。2005年12月７日報道

排
気

吸気

バーナー

壁
温風用
送風機

燃焼用
送風機」

一次エアホース 二次エアホース

ホースが
外れた箇所

構造 ゴムホースは本体などにクリップ
止めして宙づりする構造４０グラム
本体とのかみ合わせは約２０ミリ

修理に使用した銅製ホースは
８５グラム、かみ合わせは１２ミリ
１６~２０キログラムの重さに耐える

計算だった（ゴムホースの１．３倍）

施行業者は経験上、
この構造は抜け易い
ことを指摘したが、
きちんとつければ問題
ないと回答→結果、宙づり
無しの構造で対処となった。

  
 

 78 

製造現場における設備や装置購入

前にも、同じ問題が起きる危険が潜ん

でいる。このような意味合いから、安

全対策に当たってエラー・セーフを活

用する場合、ここにもデザイン・イン

対策が必要になる。 
「では、製造現場における設備導入に

当たって、どの時点に危険予知の検討 
をすべきか？」という例を例示すことにする。図 3-11 が、その対策例だが、

これはローコスト自動化の中で筆者達が進めてきた内容であり、図中、設備 KYT
という内容がその要件への対処を示したものである。これも詳細は除くが、安

全対策の参考になれば幸いである。 

図3-10　トヨタ自動車リコールの内容

本来の位置

①フロアーマットがずれてアクセル状態

　になる事故　→　アクセル・ペダルの
　下をカットしたり、床を低くする対策で
　　自主改修を進めた。

② アクセル・ペダルの根元の可動部分が

　　冬場に暖房で露結して抵抗が増し、
　　アクセルが踏み込み状態になる。
　→　薄い鉄板を可動部に挿入して、
　　　摩擦抵抗を低減する対策で改修 ③ 回生ブレーキによる不具合

　　ブレーキを踏むと油圧、または、　モーター
　の逆起電力に伴う抵抗を利用した（回生）ブレ
　ーキ力で車輪の回転をを止める機構。
　この選定はコンピュータで行う。
　コンピュータ制御で両者の選定を行うが事故
　報告を受け、トヨタ幹部はコンマ何秒であり、
　フィーリングの問題とした。
　だが、低速時に事故が集中した。時速２０Km
　で、0.5秒でも３ｍ進むことを知るならば、当然

　早期対策が必要な物理現象だった。　
【疑問点】
・　事故の事実が刻々報告されてきたが、
　　リコールを発表しなかった。
・　しかし、2月5日の記事では1月から生産の

　　車は改修を初めていた。
【米国の訴訟】　トヨタの保証金を狙った裁判は
　事故を偽装した関係者が2011年敗訴した。

回生ブレーキ事故
プリウスで多発

 

図3-11　ローコスト・自動化対策手順とKYTの扱い　

仕事の目的
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３－２ 製造現場関係者が当然知っておくべき KYT と活用法 

（１）実務的「安全教育」の進め方 
 火事の対策に当たっては、「予防に勝る消火無し！」が重視されている。予防

対策の重要な点は「実際に知識を実践して成果につなげる」という知識＋行動

である。特に、新たな職場に配属される時、この種の対象者に対し、必ず、事

前に安全教育を行う。そこで、本書では、この種、基本的な安全教育は各社、

各製造現場では必ず行っていると考え、再度の解説は省略することにした。事

実、筆者の体験でも、多少とも危険が潜む職場に新人の時に配属された時、毎

回、必ず、管理責任者が責任を持って教育を進め、仕事に慣れるまで、現場で

教育と安全確認が行われてきたからである。では、以下、ある程度の期間職場

で働いてきた方々に対し、知っていただきたい事項を、再度、『安全対策に実務

的に必要な要件』という局面から洗い直を図ることにする。 
ヒューマン・エラーに伴う事故の防止を図るためには、人が偶発的にとる行

動に注意を払うべきである。製造現場では、「危険を知って避けること」という、

極めて当たり前の活動が要求される。だが、時に人はこのような行動をとらな

いケースが時々起きる。あえて違反を犯す方は別として、熱心に仕事する方が、

意図なく、行うべきチェックを、ついうっかり省略する事象だが、大脳生理学

では、「人が本来持つ特質にある」としている。そこで、まず、図 3-12 をご覧

願い、人と情報との関連を整理することにしたい。 

 

図3-12　人間を含めた生物の行動パタン

計
画

行
動

判
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ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

も単純な情報系も単純な情報系

慣れは危険の
　　目を曇らせる！

　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）

安全教育の必要性　　　　　　　　　　
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 この図の左側の図は、人が有史以来とり続けてきた行動を示した様式を示し

たものである。人の行動はある程度の情報を得ると行動に移る。脳には蓄積さ

れた多くの情報がある。だが、そのひとつ一つをチェックしていたのでは時間

がかかるためである。特に、習慣づけられたことには考えずに行動する。要は

「それほどの重大事故につながらない」と思ったことに対し、「仮に問題が発生

する兆しを発見すれば、その時に対処すればよい」とする判断である。この行

動は無意識に行なわれ、大脳生理学では、「このような情報処理が大脳の作用で

ある」としている。特に、工場生活が長くなると、入社直後や、新しい職場に

配属された当初は危険に思っていたことに危険を感じなくなってくる傾向があ

る。これは、多くの皆様が認識される内容ではないだろうか？事実、工場内で、

クレーンが轟音を立てて動く。フォークリフトが重量物を軽々と運び～所定の

位置へ持ち込む。機械が快適な音で部材を削るといった内容は、むしろベテラ

ンの方にとっては心地よさを感じる内容である。これが、もはや現場で働くベ

テランにとって「危険な内容が潜んでいるいかも？」と感じなくなるという例

である。 
個人的にもこの種の例は多い。危険があっても「慣れが危険の目を曇らせる」

という現象である。例えば、遊園地のジェットコースターなどもこの例である。

外で見ていると、「とても乗れない」という恐怖を持っていた方が、「誰も落ち

ない」「危険は無いように・・・されている」という説得のもと、恐怖を持ちつ

つ試乗する。だが、このような方の多くは、 初は「乗った時は目も開けられ

ない」と言うが、2 度 3 度と回を重ねて乗る内には、ほとんど恐怖を感じなくな

り、逆に恐怖を楽しむ例がある。人によっては、さらに恐怖の度合いが高いジ

ェットコースターを求め、乗ったことを自慢する例まである。これは、「恐怖に

麻痺する」という現象である。図の右側の内容は、その種の内容を示すが、人

は、個人の頭脳の中で恐怖を無視して行く行動をつくってゆく。 も、ジェッ

トコースターには「危険だから乗らない」「一度乗ったが、もう、2 度とあのよ

うな恐怖は経験したくない」という人もいる。極度の恐怖を、全く許容出来な

い事象である。このため、ジェットコースターの場合、全ての方が同じ状況に

なるわけではない。だが、「どうしてもその仕事を職業とする以上、危険を承知

で、教育訓練を受け、危険に遭わない対処を身につけて対処する」ということ

になると、人は恐怖を乗り越え、ジェットコースターの対処に似た対処をして

行く例は多い。このように、人間の特性と慣れを知るなら、安全対策の教育の

あり方は、「人は危険なポイントをやがて忘れる」という前提に立ち、日々の職

場の活動における危険点の注意や見直し、更には、時に、再教育の繰り返しが

必要になる。ちょっとした注意や一言で人は初心時に戻り、リスクを意識して

安全確保のあり方を見直す効果が大きく期待できるからである。 
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安易な安全チェックが身についた結果、重大事故を誘発する例は多い。その

例として 2011 年 1 月 30 日東京ドームシティのジェットコースター事故の例が

ある。事故が起きたのは「スピニングコースター舞姫」という名称のジェトコ

ースターから男性が転落した事件である。このコースターは全長 300m 回転し

ながら走行する方式であり、カーブのところでは 40Km/H のスピード、7～8m
の高さだった。当然、ここでは、定員は 4 名、乗席時に安全ベルトの装着が義

務化されていた。だが、転落～死亡した男性（34 歳）は座席に設けられた安全

バーが外れて投げ出されていた。後日の調査で判ったことの中に、①マニュア

ルには具体的な安全バーのロックの確認方法が書かれていなかった。②ロック

は口頭による注意喚起だけで、係員の手による直接的な確認はなかった。また、

③死亡した男性は体が大きく、安全装置の装着が出来なかったことが報道され

た。安全確認を行うアルバイトの方が、この時、お客様へ乗車拒否の宣告と対

処すると「反発をくらう」、という懸念からか？実施しなかった、という話しだ

が、物理的な条件が整うと事故は必ず起きる。事件は業務致死である。アルバ

イトの方は、警視庁の事情聴取に対し「安全バーが下がっているように見えた

ので大丈夫と思った」と話したことが報道されたが、その後、管理責任者が処

分された。この種、危険：安全を専門に運営する業務において、①～③の処置

には危険が潜む。「たとえ、アルバイトが担当させた場合でも、安全確認を正し

く行う教育と訓練はすべきだった」ことが反省される事件である。同時に、危

険を商品にするこの種の産業では、危険性を知らないで業務につけること事態、

管理上は重大な問題である。安全対策のポイントと不安全が招く状況を教えな

ければ、物理現象として問題は自然（当然）発生するからである。この種、「教

育を受けていないため起こす事故」や「教育はしたが、日常的に、確実な点検

をしないで済ませたため起きる事故」は、今も、報道を騒がす事件の中に多数

出てくる。先に例示した 2005 年 4 月の JR・西日本の事故で示した「運転手の

本音」の言、さらには、2006 年 7 月「ふじみ野市の流れるプールで少女が吸水

部に吸い込まれ死亡した事故」も、原因は似ている。特に、後者の例では、ア

ルバイト監視員の教育すらなく、「吸水口の柵が外れている」情報を水泳中の子

供から得た時、的確な危険回避対処が何も出来なかったことは、今も悔やまれ

る事件である。 
以上、安全教育のあり方について解説したが、①教えていない、②教えても

意味がわかっていない。③意味まで分かっても、予防対策に的確な行動を取れ

ない、または、取れる程度のなっていない、という状況がこの種の事件を見て、

我々が安全対策、すなわち、予防上、抽出すべき要点となる。 
「人のふり見て我がふり直せ」という教えがある。この種の例を見て「常で

ある！」として放置するのではなく、「他所で起きたどのようなことでも教材に
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して自分の行動を正す」という教えがある。では、「なぜ、今更、ここに、この

種の程度が低い安全対策の例を挙げてか？」について、読者の皆様には、お説

教がましい内容で申し訳ないわけだが、安全対策上の注意点を追加することに

する。その理由には、次に示すような実情が含まれる例が多いからである。 
① ベテランには、間違ってことをやっても、関係者が注意を渋る。 
② ベテランも問題が起きない限り間違ったことをやっていても、それに気づ

かない（人に注意はできるが、自らの行動が自分で見えないためである）。 
③ ヒヤリとすることが無ければ、ベテランといえども手抜きは習慣づく、と

いう傾向が出る。 
個人的、また、本筋から脱線して恐縮だが、筆者は下手の横好きだが剣道を

やっている。幸い、良い先生に恵まれたため、遅い歳で剣道を始めたが六段ま

で、割合に早く昇進した。この点は、特に、恩師のご指導に感謝を申し上げる

次第である。先生の教えは「厳しいが、正しいことを即座に注意してくれる先

生を探すこと」だった。その理由は「段があがると注意してくれなくなるので、

ご注意！」という指導だった。一般論だが、高段者（ベテラン）になって剣道

をやっている先生が明らかに腕が落ちた内容をやっていても「あの方は何か理

由があってやっているはず」とする例は多い。仮に、陰で非難する話題を出し

て、特別で無い限り、面と向かって、高段者の先生に対し、段の下の者が注意

することはない。 も、剣道の場合は、どのように言が立派でも剣道連盟が推

奨するお手本の打ち方がある。このため、この種の先生には、生徒の方から習

いに行かないため、道場では、「良い先生には列ができて習うが、技量が低下し

た先生に並んで習うことはムダなので並ばない」という事象が日常的に起きる。

何か特別な義理が無い限り、習う側が稽古のご指導から外すという拒否権を発

動する作用である。剣道では、この種の評価がはっきりしているので、ご本人

に自覚が生まれるという良い点がある。だが、企業では特別な場合を除き、「ベ

テランや上司に間違ったことを即座に注意する」「ムダな安全教育に受講生が直

接、研修中に注文をつける」という例は少ない。そうなると、先に示した例に

ある「新人や、アルバイトにいちいち安全順守の注意をしない」という現象に

なる。企業のベテランと称する方々が注意すべき要件を示した。 
では、つぎに、安全対策の教育事態のあり方についても検討を加えることに

したい。その理由は、製造現場における安全対策には、個々の職場の安全対策

と直接関連が少ない研修の例を見てきたためである。 
教育とは、①実務上、現地、現場に役に立つ情報を伝え、示す。②具体的に

安全確保につながる要件（アウトプット）を精査して、各仕事や職場にあった

内容を効果的にインプットする、ということであり、③特に、人命に関与する

ことも大きい安全教育とは、実務上で役立つ知識を仕事や職場という実践の場
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で実務として展開する点が重要になる。だが、産業界には、今も、下に示した

ような安全教育形態が残っている。 
① 刺激教育：安全月間に大勢を集めイベント的に行う方式 

刺激という言葉は、一時、大きな衝撃を得るが時間と共に刺激効果は薄

れる。それより、他社や類似事例を各小規模集団に渡して検討対策した内

容を、しかるべき安全機関を設け、評価と適用相談に乗る方が有効である。 
② 箱物安全対策教育：安全教育の教材を準備、KYT のビデオを準備～・・と、

安全に対するメニュー準備と共に、被教育者の数を追う対策を図る方式 
   いわゆる『箱物教育』という方式である。分厚い教科書や資料と○○時

間教育、さらには、受講生の数と時間が安全教育浸透という評価を行う方

式。安全対策は個人の自覚と、現場での確認が主体となる。それなら、自

習式でテストを受け、知識程度を資格の形で確認する方が有効である。講

師陣の満足度や、数を追うアリバイづくりのような教育も実行されなけれ

ば絵に描いた餅程度の意味だけの効果しか生まない教育方式である。 
③ おまつり、イベント、型にはまった安全点検（安全巡視） 

安全大会や月間を設け、この期間だけ、イベントや表彰～標語募集など

を行い経営トップや安全関係者の役を果たしたとする方式である。 

安全表示の例  
 
確かに、意識高揚や安全対策に対する再確認的な意味はあるかも知れない。

だが、短時間に効果的な刺激策で済ませることをお勧めしたい。その理由は、

人が 3 日、3 週間、3 ヶ月と、3 がつく毎に、常に使う技と注意の見直しをしな
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いと、「実務で行うべき重要な安全対策も忘れる」という実情が報告されている

からである。そうなると、単なる刺激策で終わらず、前ページに示したような、

写真や表示などを「必要な仕事の場で、仕事を開始する前に、必ず、チェック

する」という JIT：必要な時、必要な場で、必要な情報をチェックするという実

務的な内容を展開すべきである。 

 
（２）知っておくべき KYT 
 ここまで、「安全知識と実行力を持たずに製造現場に配属された関係者が、安

全の確保を図る手は無い」という、極めて当たり前の事象を整理した。危険が

存在する職場においては、まず、正しい安全教育と実施が前提になる。「では、

具体的に、個々の職場で安全訓練を効率良く、的確に行うには」となるが、こ

の対策については、既に、産業界に KYT（危険予知訓練）がある。そこで、以

下、KYT についって簡単に触れ、製造現場における実務面で役立つ活用法につ

いて要件を整理して行くことにしたい。 
KYT については、既に多くの教材やビデオなどが用意されている。一例を図

3-13 に例を示したが、この例は転落事故に関する KYT の例である。恥ずかしい

話だが、筆者は脚立の 上階にステップがあるため、この注意を見るまで、そ

の危険性を知らなかった。事実、危険を知る前、家庭で植木の手入れをする時

に、恐怖を感じたことはあったが登っていたし、転落の危険経験を持つ。 

 

図3-13　工場における脚立に関する教育と事故

日本全土で月１~２件転落、骨折や死亡事故につながる例がある。
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しかし、KYT を学び知ってからは違反行為に当たる 上階へ立つことはない。

 84 



理由が判ったからである。図は、脚立メーカーが伝えている落下の危険性であ

る。よく見るとカタログや取り扱い説明書に記載されている。だが、この存在

を知らない方は、昔の筆者のように 上階に登る危険がある。筆者の反省で恐

縮だが、「たとえ、注意書きがあっても、果たして、脚立を使う方が注意書きを

読むだろうか？」また、「急いで現場で仕事をする時に、教育内容を思い出し、

指差し確認を確実に行うだろうか？」という疑問は、今も持つ。特に「安全管

理者が常に側にいてチェックして行く、ということが必ず守られるだろうか？」

「むしろ、簡単な作業は一人で実施することが多いのではないだろうか？」そ

うなると、もっと判りやすい注意が必要になるためである。さらに、このこと

は、「安全教育に際して、座学形式で、分厚い教科書や資料を使って現場教育を

行っても、実務担当者が個々の仕事に際し、確実に習った多くの与件を覚えて

使えるか？」という疑問も残るが、このような実務的な状況は、現場関係者な

ら簡単に想定がつくはずである。具体的な対策として、脚立の 上階には「登

るな！」と書き、赤色に階上を塗って危険を知らせる方法がある。要は、「物が

語る現場」という「見える化対策」である。また、この種の実践が製造現場に

おける KYT 展開となる。同時に、安全確保のため、是非、脚立を固定する対策、

階段に登る際、滑る危険に注意して運動靴に履き替えるなど、靴底が滑らない

対策に注意が及ぶ表示を脚立利用時に、安全管理者の方がいたら、登る方に促

すべきである。この対策は、簡単で効果がある。内容としては、ガスや爆発物

を扱う場所に『火気厳禁』という表示を示す例、また、目に見えない放射線を

被曝する危険がある場所に『放射線危険』のマークと表示、さらには、滑りや

すい階段に『スリップ注意』の対策と表示を行ってきた例に相当する。要は、

頭脳に多くの情報を入れ、自発的に習ったことを基に KYT 訓練の手法を駆使す

るという『記憶復元型・安全順守方式』の前に、この種『見える化・安全手法

の活用』を先行させるべきである。以上、KYT の活用について、筆者のつたな

い体験と活用法を紹介した。 
次に、KYT の実務活用～製造現場における実践のためには、なぜ事故に遭う

のか？また、事故を起こす要因を実務者が把握すべきか？を学ぶ必要がある。

KYT の活用を強く頭に焼き付け、KYT を応用する形で“気づき”を促す対策を

KYT では求めているからである。次の解説は、すでに安全教育を十分お受けの

読者の方には「極めてしつこい」と思われるかも知れない。だが、再度、脚立

からの落下 KYT 対策を例に、現状分析ステップにある、KYT を通して危険性

を把握～解析する方式を例示することにする（なお、図 3-14①～②は KYT の基

本である。KYT の解析内容(基本的手法)はかなり詳しい。だが、実践願うと、

KYT を正しく理解すると同時に、この場合、事故が起きるメカニズムを正しく

理解できる。この意味から、実務者が一度は学ぶべき要件であるため、ここに
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紹介した）。 

 

要点１ イラストシート中の作業者になりきる。

　単に図を見て創造～討論を進めるのではなく、実演をしながら進めることをお勧めします。

？

要点２
問題のとらえ方は決まった
表現を利用して行う。

「～なので　～して　～になる」
「～して　～になる」 と表現する

要点３ “事故の型”でズバリ言い切る！

要点４ 不安全な状況と不安全な行動でとらえる

要点２で推奨する表現
・足を滑らして落ちる。
・靴が滑って転ぶ。
・他へ注意がいったまま進み
　○○にぶつかる。
・ストッパーをつけず力一杯
　とじたため手を○にはさむ。

好ましくない表現の例
× ～かも知れない。～の危険がある。

×　ケガする。骨折する
　この種の曖昧、また、 終結果の
表現は避けること。

　　不安全な状況を記載する例
　・ 脚立がぐらつく。
　・ 床がぬれている。
　・ 脚立のそばにバケツがある

　不安全な行動
　・ 遠くの窓をふこうとして身を乗り出す。

　・窓を見ながら脚立をおりる。

原因となる行動

リスクが生じる環境
リ
ス
ク
顕
在
化
の

　
　
　
　
　
　
　

状
況

 

図3-14-①　ＫＹＴ解析（基本ステップ）

要点１～４のまとめ ① 窓を見ながら脚立をおりて　　　危険の前に起きる行動
② 脚立のそばのバケツに　　　　　危険を誘発する状態
③ 足をひっかけて転ぶ　　　　　　　危険顕在化の現状

要点５

？
危険な要因をなぜ？、
なぜ？・・・・
　　　と掘り下げる

よろけて落ちる現象 現象
なぜ？

脚立がぐらつく 状況
なぜ？

脚立から離れた窓をふこう
として身を乗り出す

行動

“なぜ？なぜ？・・・分析から得られる危険発生メカニズム

脚立から離れた窓をふこう
として身を乗り出す

危険な
原因

脚立がぐらつき
よろけて落ちる

転んで○○に
ぶつかって

生じる
現象

その結果 ケガをした

ＫＹＴによるなぜ？の解析の狙い

不安全な行動(原因）
　身を乗り出して窓をふこうとした
（ＫＹＴでは、これを禁止したい）

不安全な状況(不安全な状況）
　脚立がぐらつく！
　（この種の現象の発生を予防したい）

 
 

KYT で特に重要な点は、イラストシートの作業中の人物になり切る点にある。

単なる教養では、KYT が実務的に役に立たつ度合いが低く留まるからである。

そこで、要点 3 に記載したように、「危険を放置した結果、どのような事故にな
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るか？」を言い切る。すなわち、問題の結果を明確にすることが重要となる。 
KYT でこのような表現をする理由は、リスクを無視した結果がどのような重

大事故になるかを認識願うためである。その後、「では、なぜ事故に至るか？」

を進めるわけだが、この例では発生メカニズムを詳細に分析することを要求し

ている。その結果、「不安全な行動が不安全な状況を助長した結果として事故と

なることを正しく知る」という理解を得ることがKYT解析の狙いである。なお、

ここまでが事故発生の理解だが、KYT は更に事故の防止を目的である。そのた

め、図 3-14-②に示したように、要点 6 と 7 で原因を除去する対策を提示する手

続きに入る。 

 

図3-14-②　ＫＹＴ・第一ステップを進めるための７つの要点

要点６ 危険な要因は具体的に表現することが大切である。その理由は対策につながる
原因となる不安行動を無くすためである。

状況分析に当たって好ましくない表現の例
×①無理な姿勢なので、・・・　×② 不安定なので、・・・　×③ ～が悪いので

何がどのように無理なのか？
を示すべきである。

何が不安定なのか？
を示すべきである。

何が悪いのか？
が判らない。

抽
象
的
表
現

具体的

表現の例
中腰で持っているので
・・・・

つま先で立っているので
・・・・

ストッパーを効かして
いないので・・・・

要点７
否定的表現をつかわず、肯定的な表現にする。
要は、現状認識を超えて、叱咤や対策（結論）に走らないことが重要

【好ましく無い例】　× ① 脚立を窓に寄せていないのはまずい。これが原因で・・・・が起きる。
　　　　　　　　　　　　　 　　② こまめに脚立を動かさないことが問題だ！　

【推奨例】　○ ①脚立が窓から離れ過ぎているので・・・
　　　　　　　　　　② 身を乗り出す状況が発生するので、・・・　

危険な現実が言葉としても
危険な要因(中身）が感じと

れる表現にすることが重要！

 
 
以上、KYT を用いた基本的な解析内容について、ルール化されている表現や

記入要領と共に詳しく紹介したが、ここまで解説してきた内容は KYT の第一ス

テップとされる内容である。KYT の第二ステップは『本質追究（リスクの明確

化とウエイトづけ）』、第三ステップは『対策樹立（「あなたならどうする？」を

考える）』、そして、第四ステップは『目標設定（「私たちはこうする！」という

形で実施内容の明確化～実務展開）へ持ち込む』対策を進める。また、この四

つのステップの実施でケガ・ゼロの完全実施に持ち込むという取り組みが、KYT
を実務展開するための準備となる。 
このように、極めて丁寧、かつ、論理的にケガ発生の要因解析から対策へ向

ける理由は、物理現象を正しくとらえ、発生メカニズムを現場で押さえるため
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である。従って、製造現場で働く皆様は、このような『KYT の基本』は必ず、

一度は学び、モデル職場や社業をひとつ選び、同じ様式で解析を試みることが

要求される。加えて、KYT と共に、菊池照氏が指摘する内容を付加する対策を

お奨めしたい。菊池氏がガイドされる内容は図 3-15 にした通りだが、ここには、

①不安全な行動が生じる背景、②人間の行動特性、③管理面から見た場合の不

安全行為が発生しやすいチェックポイントが示されている。 

 

図3-15　KYTと共に検討すべき不安全行為を誘発する項目

菊池昭著：中央労働災害協会「リスク発見のための職場巡視」より

１，不安全行為の背景
　①自分が行う作業に高い価値があると考えている（安全より品質・生産性重視）。
　②仕事の遂行を妨げられることを嫌う。
　③職場の危険性をあまり認識していない。
　④自分の注意力が低いことを認識していない。
　⑤仕事のためなら多少の危険を犯してもよいと考えている。

２，人間の行動特性
　① 近道反応（ゲシュタルトの法則）：近道のためコンベアを飛び越えるなど。
　② 条件反射：大脳の作用で思ってない行動に走ってしまう例。

３，管理面からの不安全行為
　① 決められていることを知らない。　② 決めたことをやれない。　
　③ 決めたことをやらない。

不安全行動
不安全状態
の発見

対策へ向けて

指摘事項
として
　まとめ

職場に対し
指摘事項
の通知

改善案
　の
　検討

改善
　の
実施

改善効果
　　の
　確認

爆発

 
 
 このように KYT の基本は事故発生の原因とメカニズムを、冷静に事象という

形でとらえ、解析的、論理的に解析を進めて行く手法である。だが、既に KYT
の解析書や文献に同様の解析が、KYT 専門家の努力と共に、多くの事例解析が

紹介されている。さらに、事故は物理現象であり、同種の条件では必然的に同

じ事故を繰り返すという事実がある。そうなると、同じような事故解析を、毎

回、また、時間をかけて教育の場で解析するという研修を受けることより、KYT
の基本を応用して実務展開する方が、KYT の活用としては有効である。すなわ

ち、有用な KYT 解析情報を、研修という場を利用して実務に活用して行く検討

会議を現場で行う対策である。 
安全技術を正しく理解して身につける方式に『納得→習得→自得』という筋

道がある。この内容は、初心者は、まず、「なぜ？」と知り納得する。納得した

ら訓練する。そして、再度、あえて納得のいう手順にもどり同じような事象を

習わなくても、基本と応用技を身につけて、実践の場で自由に駆使する対策へ
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移る。すなわち、習慣づけと共に自得した技を自由に駆使する段階に高める行

動様式だが、KYT の基本研修を受けた後、KYT の応用に当たって、これは、大

いに活用すべき KYT を応用する実務的な使い方の例である。 
 このように KYT の基本から応用について解説すると、読者の皆様は、自動車

の運転免許取得時の内容を思い出されるのではないだろうか？自動車の免許取

得の際、ほとんどの方は自動車教習所へ行かれたと考える。ここでは、判を押

したように、KYT に似た教育と訓練が繰り返されている。その例をあげると、

例えば、初心の方が、仮免許、並びに、本免許取得の試験を受ける際、まず、

①乗車前に前後確認を指さし確認と共に行う。②運転席に座り、安全ベルト装

着、バックミラーと共に前後確認する。この時、③隣に座る試験官のベルト着

用も確認する。④ブレーキを足に置き、⑤シフトレバーをニュートラルにし

て、・・・エンジンのキーでエンジン始動、・・・左右前後確認の後、ハンドブ

レーキを外し、車両の前進～走行に移るわけである。ここでは、一見、面倒に

見えるひとつひとつのチェックが全て安全確認の要件である。従って、ひとつ

でもチェックを落とすと失点対象になる。このため、免許取得希望者は、誰で

も、この種のチェックを確実に行うことを納得して試運転コースで訓練を進め

る。試験の際、もし、教官から習ったことを守れないと、不合格となる恐れが

ある。その例として、もし当日の課題が消化されない場合、研修生には悔しい

経験となるが、練習日程は追加。追加研修と費用の支払となる。だが、安全に

運転する必要条件を身につけないと、この額に代えられない代償を事故で支払

う危険性が高まる。このため、免許取得者は努力して技を身につける努力をす

るし、試験管は厳しい審査を繰り返すのである。以上、この活動が免許取得者

の行動様式であり、安全運転の技術を完全に身につける努力である。また、初

心者は KYT に似た基本の習得が安全確保の条件であり、知識を得て、頭で判っ

た積もりでも訓練を繰り返して技を身につけることが必要になるわけだが、

「KYT も初心者は免許取得の学校で学ぶ内容と同じ取り組みが必要である」と

いう例を紹介させていただいた。 
 だが、安全技術を完全に身につけると、チェック方法はスピード化へ向けた

努力となる。既にかなりの運転経験と実績を持つプロ、特に、優良タクシー運

転手の方々が初心者のような指差し確認と同じような手続きをとるであろう

か？答えは「否！」である。このような方々は、「チェック事項はすべてこなす。

だが複数のチェックを短時間で効果的にこなす工夫を個々に進めている」とい

う点が初心者と異なる内容である。プロはリスクの重要度も考慮しながら、短

時間だが確認は確実な方式づくりへの工夫を図る。例えば、乗車時に指差し確

認はしないが、前後左右を見る。乗車と同時に、ドアーが確実にしまった確認

をしながら安全ベルトをしめながらブレーキを踏みつつ、ギアーをニュートラ
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ルであることを確かめる。・・・といった具合にチェック手順を進める方式であ

る。しかも、このような安全チェックは、形式的ではなく実務的にダブルチェ

ック方式で進めていることが多い。プロは、決まった技を確実に駆使するため、

不具合や、問題発生を確実に予知し、安全運転を確実に行う優良運転手という

資格と実績に満ちた活動を日常的に遂行する。さらに、ここで注目すべきこと

は、優良タクシー会社では、「この手順も定期的に内容が審査（チェック）され

る」という管理システムの運用にある。要は、個人的に「自分のやり方は完全

である」という思い込み的な安全チェックではなく、タクシー専門業として確

立した方式をつくり、守る方式の運用である。同種方式はタクシーだけでなく、

一流とされる運送業界で盛んに行われてきた。以上、一流、かつ、優秀な運転

手の方々の使命は、「安全第一」を基本に運転とサービスが成り立っていること

を深く理解しているからである。従って、安全面でも実務的で有効な運用形態

を工夫～徹底しているわけだが、先に、KYT の基本から応用も、この例を参考

にしていただきたく、一流タクシーや運送業における KYT の応用を例示した。 

 
（３）手抜き KYT は事故のもと 
 KYT の質を落とさずスピード化を図る対策は KYT 運用面から見て重要な対

策のひとつである。初心者が行う基本技は時間と手間がかかるため、理屈では

「やるべきである！」と言っても、多忙な職場では、「つい、今回は大丈夫！」

と思う行動や、この繰り返しで、手抜きが起きる危険をはらむ例がある。この

ため、この種の注意に「上手の手からも水が漏れる」と「慣れが安全の目を曇

らせる」という言があるのである。 
事故発生の結果を見ると、その方が、過去、どのような経験や知識、安全記

録があっても、1 度でも安全チェックを怠ったために重大事故を引き起こす例で

ある。一例を図 3-15 に示したが、この例は、航空機のニア・ミスであり、安全

管理を業とするプロがミスを犯したことで裁判になった例である。『巨大、堅固

に見えるダム湖も蟻の一穴で崩れる』という注意がある。安全の場合、残念な

がら、「個々人が安全チェックを確実にやったか否か？」が事故誘発の引き金と

関係する。要は、過去の努力の積み重ねも、一度の手抜きが起きれば事故とな

る例である。以上、プロは淡々と正しいチェック手順を守る必要性を KYT 運用

上の注意点として例示した。 
このような解説を加えたことには理由がある。航空業界では一人の安全チェッ

ク不順守が重大事故を招く。このため、安全対策は個人ベースに展開した教育

が図られてきた。その例として ANA グループ総合安全推進室発行「ヒューマン

ファクターズへの実践的アプローチ」では、現場のエラー防止 7 ポイントと実

施内容を紹介しているが、製造現場関係者も参考にすべき内容に翻訳する形で
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下に記載したので、読者の皆様にはご参考に願いたい。 

 

図3-15　2001年1月・日本航空機ニアミスに対する判決

JAL958便

JAL958便

　管制官が
指示した高度

　管制官が
指示していた高度

TCASに
従って降下

管制官の指示
に従って降下

急降下

TCAS(空中衝突

防止警報装置）
　の指示

当日の状況
ニアミスの状況
　韓国・釜山発－成田行き958便と、羽田発
那覇行き907便、双方ともJAL便が高度さ10m
まで接近、衝突を避けるため急降下した907便
の乗員・乗客100人がケガをした。

　当初、東京地検は、便名を間違えて回避指示
を出した関せ感2人に、57人のケガに対する、
業務上過失傷害罪で在宅起訴した。907便の

機長も業務上過失傷害容疑で書類送検したが、
不起訴となった。
・06年の一審・東京地裁判決は無罪としたが
・08年4月の二審・東京高裁は「実質的に危険
　な指示」と認定し、2人に執行猶予付きの禁固

　刑を言い渡し、管制官側が上告していた。
・これを 高裁が10月26日付で上告を棄却、

　執行猶予付きの禁固刑とした。これにより、
　国家公務員法により2人は失職となる。
　判決は5人中4人の裁判官の多数意見で決定

予想される同種ニアミス（管制官の指示ミス）
　2010年10月26日、北海道・旭川空港近くの山岳地域を飛行していたエアーニッポン（ANK）機に対し

管制官が周囲の山より低い高度まで降下するよう、誤って指示した。この時、対地上近接警報装置
（GPWS)が作動、パイロットは1500ｍの指示から3000ｍに急遽切り替え上昇したため、山との衝突
を避けたが上昇時に山頂とは520ｍ、この処置が無ければ完全に激突していたというものだった。

 
  
① 謙虚な気持ちで：自分で意識的にチェックを進める対策で、パイロットが飛

行機を操作した後、即座に不具合に近い内容が無かったか否かを見直すこと。

具体的所作は、指差し呼称、チェックリストなどでチェックすべき内容は自

分で必ず確認して、証拠を残す活動を進める対策を謙虚に進め、問題が他に

及ばない対策を図る。 
② 互いの気配り：「人間である以上、間違えることがある」という前提に立ち、

関係者の行動をさりげなくモニターして（注意して見て）、間違いに気づい

た時、アドバイスする“大人の気配り”を要求してきた。 
③ アウエアネスを高めよ：いつもと違うとことがあらかじめ分かっているにも

かかわらず、ひょっとしたきっかけでいつも通りにやったことが重大事故に

つながる例は多い。このため、「小さな異常を認識（awareness）する能力を

高めよ」とする対策。この警戒心を無くすことをパイロット業界では自己満

足（Complacency）と言って戒めているそうである。同時に、「小さな異常

を放置した結果がどうなるか？」を想定する能力の向上もここに求めている。 
④ 十分な情報：情報が不足すると自分のパターンで勝手な行動をした結果、大

事故に至る問題を防ぐため、関係者とのコミュニケーションを十分行うこと

や、用語、伝達方式の標準化などに努めること。 
⑤ 安全を先取り：危険予知（航空業界では運行安全の技術：Active Monitor）
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とは、起こる可能性のない異常事態の発生を、ただ漫然と眺めているのでは

なく、起こりうる異常を予想して、それに関連する要因を積極的に把握する

努力をする行為を要求する。 
⑥ 基本の理解：航空業界ではノーバイオレーション：意図的に規則を守らない

ことを厳しく規制して安全確保に努力する仕組みを運用してきた。この対策

に、なぜそのような規則が作られているか？を理解し、改善提案制度を運用

して改善を正しく進めることを要求している。そうしないと、「仏つくって

魂入れず」という場に規則を追いやることになるからである。 
⑦ みんなのため、自分のために改善提案：実際の仕事の中で感じた危険（事故

に至らないヒヤット）や安全向上のアイデアなどを積極的に提案する対策。

なお、この種の内容は KYT の訓練の題材にも活用する仕組みが運用されて

きた（CRM : Crew Resource Management というシミュレーターを使った

訓練と資格試験にはインシデントという危険予備軍の内容が多く活かされ

活用されてきた）。  
以上が航空機業界で定め、運用してきた KYT の運用だが、正に、ここまでの

解説そのものを示す内容であるということが出来る。そこで、また、しつこい

解説で恐縮だが、「真のプロは淡々と安全確認を守る」という点にもう少し解説

を加えさせていただくことにしたい。その理由は、安全順守が個人の行動思想

に大きく関与しているためである。ヒューマン・エラー防止対策に欠かせない

プロが使う必須技に指差し確認がある。では、さらに、この重要性をご理解願

うため、指差し確認の意義について解説を追加することにする。 
図 3-16 は指差し確認の意義を示しているが、①先に解説の通り、指差し確認

は、1 回で HE を 1/6 にする。加えて、②ダブルチェックは、平常時に、人は

500 回に 1 回程度ミスを犯すことから、1/500×1/500＝25 万分の 1 となる。だ

から「よく確かめましたか？」という言が存在するわけである。この両者を実

施すれば、計算上、①×②＝「150 万回に 1 回」という驚異的値となる。この

ような安全工学の解析値を知れば、誰でも、「注意 1 秒ケガ一生」の言が理解さ

れるはずである。また、この数値的意義を知っているから、先に解説した優良

運転手の方々は、プロとして、「安全第一」を基盤とした活動を身につけ、淡々

と毎回、しかも、運転という仕事の前に、必ず時間と手間をかけ（時間と手間

を惜しまず）実施するわけである。「一流に学ぶ」ということは、プロが更なる

技量を高める対策である。この行動は製造現場において、モノづくりに努力す

る職場の場でも、再度、ご確認願いたく、ここにその内容を解説した。なお、

ダブルチェックは現場のプロの技術である。図 3-17 は、ここまで述べた安全対

策の方法を品質確認に応用してきた例である。 
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図3-16　指差確認の意義

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）

信号、表示灯、計測器や
注意事項などの表示や
状態を確実に読みとる
ため（再確認を含め）

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

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

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）

Ｈ
Ｅ
発
生
を

　

防
止
す
る
！

指差確認ひとつで
HEは、１／６となる

注意数秒、不良
発生多大な工数！

 
 

図3-17　手順分析を考慮したミス防止策の例

①照合方法

１６３４ １６４３

見て記憶　　　　　　　記憶の再現
　　　　　　　　　　　　　　　照合

忘れる

１６３４

並べて比較？
思いこみが障害になる

１６３４

１６４３

１６４３

ダブルチェック方式

１６３４

１６４３

②経理で行ってきた

　　伝統的ダブルチェック方式

縦横計算の合計が合えば、誤りゼロ！

③図面監査で行ってきた管理

①設計図面のカラー

　　ダブルチェック
②項目数チェック
③ ＩＴによる項目、記載

　　モレ・アラーム

 
 
これは『ダブルチェックにも技がある』という内容だが、逆に安全対策にも、

この種の工夫をお願いしたく、ここにダブルチェックの技術を例示させていた

だいた。 
再三の解説で恐縮だが、「知っていて行わざるは知らざるに同じ、学びて守ら
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ざるは、知らぬより悪しきこと」という教えがある。実施を怠ると自分がケガ

をして、仕事はできず、家族や仲間に迷惑をかけ、やがては、安全対策書や会

議といった事態を省くための示唆である。この意味で、筆者は、簡単に見える

指差し確認には、航空機業界の CRM に似た、『期限付きの資格化』を図り、励

行者を増やす策を提唱してきた。その理由は、資格の保有者には、「安全を重視

し、自分の行動を正しくし、関係者に良い文化を広げる」という特徴が備わる

という効果がある。なお、このような環境整備と共に、指差し確認時間を確実

化するためには、仕事の手順を効率化する必要が生じる。所定の時間で仕事を

終了させる対策である。このために、(ｲ)管理ポイント（注意項目）を減らす改

善。(ﾛ)チェックを確実に、自信を持って行う手順と方式をつくる。(ﾊ)訓練して

習慣化させる、という対策法を、必ず盛り込む必要がある。 
以上、KYT 運用技の実務展開法という形で、ここに、「指差し確認の手順設定

と順守」さらには、「指差し確認を資格の一項目にまで高め、KYT の応用を図る

対策」示した。また、読者の皆様には、この種の実務的な内容を、是非、各社

でご研修願い、安全対策効果を更に高める対策にお役立て願いたい。また、こ

のため、KYT 展開実務の要件を整理しながら、運用面の内容を提言（ガイド）

の形で解説させていただいた。 
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【ちょっと一息】 安全訓練は身を助ける！ 

現在、筆者は安全対策の書をまとめているが、まだ、まだ 
修行の身であって完全とは言えない。だが、「指差し確認を 
習慣づけておいて良かった」という個人的談を紹介させていただくことにした

い。先日の朝、JMA へ向かう時のことだが、筆者が渡る駒沢通りで赤信号から

青へ移るのを数名で待つ状況があった。この時、交差点の近くに大きな車が止

まっていた。スーパーマーケットへの荷卸しだったが、右からくる車は陰にな

る状況だった。信号が変わった時、数名が飛び出しそうになったが、その少し

し前、黄色から赤に変化する状況を見て、筆者はあまり意識は無かったが指差

し確認をしていた。数名が飛び出るのと、信号が変わったのに無理して通過す

る車がフル・スピードで走る状況と、筆者の指先の先に車を捉えるのが同時だ

った。とっさに「危ない！」と、意識は無かったが大声を出したわけだったが、

声の大きさに数名が立ち止った。30 ㎝程度だろうか？車は人に当たらず通過し

た。要は、事故皆無だった。皆が筆者に会釈して交差点を渡ったが、「訓練して

おいてよかった」と思った例である。大学時代に柔道で教えられた受け身もこ

の種の例だが、何回か？身を救われている。 



３－３ 安全管理に必要なハザード MAP 作成～活用法 

  
（１）安全順守職場に必要な『見える化・安全対策』 
 先にも、安全対策の実務効果（アウトプット）から見ると、時間をかける割

に効果の少ない安全教育について紹介した。加えて、グローバル化が進む現在、

何としても、下に記載したように、「『悪しき非安全対策』の流出は避けるべき

である」と思う。この種の対策は、全てムード的であって安全対策に直接の作

用を及ぼさないためである。 
① 叱咤激励式・気合い対策型対策：「ケガをするのは気のゆるみ」という人間

面だけを重視して、各種の訓練や教育～訓辞や制度で人を縛る方式 
① 組織・体制強化対策型対策：どこかの災害対策ではないが、天井に学者や知

識人と称する型を集めて、体制強化と教育資料などの整備を目的に活動する

形態（事故発生時に対するアリバイづくり：擬似的な安全対策活動） 
② おまつり・外部刺激要求式：安全対策のイベント、ポスター、大会や標語な

どの募集に終始する活動 
なぜ、この種の研修やイベントを再度の注意として列挙したか？というと、筆

者は仕事上、「安全対策に刺激を与えたので、講演会を？・・・」というご要求

を企業からお受けすることがあるためである。なお、そのような時には、必ず、

「失礼ですが、刺激という意味と効果をご存じですか？」と話してきた。その

理由は、①どのような刺激も時間経過と共に印象が薄れる（忘れる）。②刺激を

求める行為は、より強い刺激を求める傾向が高まる。その結果、③本来行うべ

き安全対策の本質から逸脱した結果、先に解説した『悪しき非安全対策』を招

くからである。KYT は、実際、製造現場で適用して効果を発揮する技術である。

この意味で KYT も研修を目的にした活用ではなく、KYT を実務的に製造現場

で展開してケガ発生防止に役立てるべきである。だが、KYT の研修も教養番組

的に運用する例が多い。そこで、以下、小規模集団の安全管理に実務的に活用

するツールを紹介することにする。 
災害予防にはハザード MAP の活用が前提となる。そこで、この考え方を利用

して、製造現場でケガ・ゼロを実務的に進める対策に役立つ『ハザード MAP 対

策』を紹介し、以下、解説を加えることにする。製造現場における安全対策に

当たって重要なことは、目前に存在する危険性（リスク）の要件（要因）と程

度を事前に知って、危険を回避しながら生産活動を進めることが重要である。

さらに、ケガ発生に至るメカニズムを見通して、原因究明～改善・回避策を駆

使して行くことが『ケガ防止のレベル向上』となる。さらに、ここに KYT を実

践展開する必要があるわけでが、このためには、各職場で、職場に残存（存在）
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するリスクの「見える化」を図る必要が生じる。しかし、単なる「見える化」

は無意味である。これを、→「判るか？」→「できるか？」→「やっている化」

というように行動を進めるべきである。要は、①個人の KYT 知識の駆使＋部分

適を中心とした具体的な仕事における危険点の対策が→③全体 適という組

織全体～工場や会社全体の安全確保となるわけだが、この出発点に位置する①

＋②を「見える化」へ向ける対策がハザード MAP を作成する意義である。「地

図なく海路を航行する活動を彷徨（さまよい歩くさま）」というが、「モノづく

りに当たって、職場の危険地図が無い状況で安全な生産対策には無理がある」

というわけである。安全対策は頭の中の知識を増やしても実務には十分な機能

を発揮しない例が多い。そこで、地図に危険域を示し、問題なく仕事を進める

対策法がハザード（各種・危険度の明示）MAP の作成～活用の目的である。で

は、まず、ハザード MAP 適用効果から紹介して行くことにしたい。図 3-18 は

S 社の例であり、筆者達が安全対策のお手本に用いた一例である。 

 

図3-18　S社における安全対策活動の成果

「導入１年で労災ゼロを達成！」させた要点
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「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る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行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。

変更点

 
 

図に示したように、ここでは安全対策に当たって、過去、問題が起きると再発

防止に努力してきた。だが、災害を示すグラフは上下するだけで事故ゼロには

ならなかった。そのような時、S 社では工場長の交代があったわけだが、新工場

長は「ケガの再発防止を図ってもケガはゼロにならない。ハインリッヒの原則

にあるように、事故を誘発するリスクの管理～対策を図れば、事故は自然にゼ

ロ化する！ケガ 1：ヒヤット 29、すなわち、29 件のヒヤットが無くなれば、そ
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の上に出没するはずがないからである」と関係者に話し、各職場のハザードを

明確にして安全対策を進めた。その結果が事故ゼロを実現～継続的工場運営に

持ち込んだわけである。このお手本は図 3-19 のディポン社にも見ることができ

る。ここでは、20 余年も事故ゼロを続行してきたからである。 
 

図3-19　デュポン社STOPシステムの活動と成果

　米国DuPont社は世界的にも安全対策で成果を示してきた先進企業として知られる、

有名企業のひとつである。「安全・衛生・環境」を業務倫理とし、「人間尊重（社員の
公平待遇）」と共に、会社の繁栄をすることを企業活動の骨子としている。

【活動の特徴】
　①　業務上だけでなく、交通事故など
　　　業務外のケガ撲滅も対象に含めて
　　　活動してきた。
　②　大気汚染や水質・土壌汚染対策
　　　も安全対策と同じスタンスで可能、
　　　として一体化させた対策を展開し
　　　てきた。
　③　設備故障ゼロ化も①、②と同じ
　　　内容で対策可能なので統合化
　これを展開させ

　④　危険物の輸送上の事故ゼロ化
　⑤　セクハラ対策へも展開

デュポンの安全１０則
　①　全てのケガおよび職業病は防ぐことが出来る。
　②　マネジメントはケガや職業病防止に直接責任がある。
　③　安全は雇用の条件である。
　④　トレーニングは職場の安全を確保する基本的な要素である。
　⑤　安全監査を実施しなければならない。
　⑥　安全上の欠陥はすべて、直ちに改善されなければならない。
　⑦　実際に発生した傷害はもちろん、不安全行為やケガにつな
　　　がると思われる出来事に対しても調査しなければならない。
　⑧　勤務時間外の安全も勤務時間内の安全と同様に重要である
　⑨　ケガや職業病の予防は引き合う仕事である。
　⑩　安全・衛生プログラムの成功に も大きな鍵を握るのは
　　　従業員である。

ルール違反者は解雇する
交通安全もここへ含める

思想 ：全てのケガ及び職務病は防ぐことが出来る！

 
 
筆者は 1998 年～2000 年の 3 年間米国オハイオ州・AAP 社でアルミホイール

生産工場に管理者の一人として赴任していた時、ディポン社の STOP システム

の導入がなされた。アルミの溶解、鋳造、熱処理、加工、塗装、検査をライン

として持つ 200 名程度の企業だったが、STOP システムは、安全研修の後、常

に胸にカードを持ち、危険点の発掘対策を進めるという KYT を実践的で効果が

高い方式だった。このため、工場立ち上げ当初あった事故予防に大きく役立っ

たが、その要点は正に日本における KYT 対策の実践だった。 
米国の AAP では、米国事情が関与して退職者があり、常に人が入れ替わる状

況がモノづくりと安全対策上の課題だった。要は、標準化と教育でこの問題に

対処してきたわけだったが、その後、機械の弱点と人の事故対策を願って、製

造現場に図 3-20 のような『設備 KYT』を設備故障＋事故ゼロ対策として進めた。

要は人の安全対策を設備の故障ハザードとして、製造現場で用いたわけである。

なお、設備と事故の関係だが、設備故障時に通常作業でない仕事が発生すると

事故発生のポテンシャルが大きく増すことを体験した。ここには、英訳前の教

育資料を掲載したが、この簡単な図でも効果は極めて大きい。その要点は、①
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設備に関する教育期間の短縮、②設備が故障する前に故障対策の手が打てたこ

とと、生産性、品質共に向上した点だった。当然の内容だが、③製造現場にお

ける事故の発生の防止に大きく役立ったわけである。このように、ハザード

MAP とは、筆者の体験談が示すように、実際に関与する仕事を目前に危険域を

作業の視野に入れ、各種問題の発生を予防する実務的なツールの名称である。 

 

　図3-20　早期異常発見訓練のための設備KYT

設備KYTシートの活用法
　右図下、手順１に示されたように
この種のシートを用いて問題発見
の訓練を行う。その後は実務展開
のため手順２~手順４へ進む。

設問の解（例）として

① 油量計が見えない

　　美化も一手だが、油量検知セン
　サーとアラームシステム化に変更
　して、危険域に近づいたら対処へ
② 注油口の蓋がない

　　ゴミ、ホコリが入るので、早急に
　対策が必要
③ ピローボックスの汚れと、グリース

　　キャップがない。②同様の対策が
　　必要。
④ 注油しにくい

　　油注入に困難な作業は要改善
⑤ 圧力計は正しいか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　油のタレがある。　　⑦グリース投入器具

　　作業者側から異常を発見しやすくする。　　　　　　　　　発生源対策が必要　　　　が汚れ
　アラーム・システムで異常に近づいたら報せる改善へ　　　　　　　　　　　　　　　　②と同様の対策が要！

設備KYTに用いる給油面の挿絵

「私たちのTPMシリーズ」1~７、日本能率協会　昭和57年を利用　

 
 
では、次に、一般的で恐縮だが、ハザード MAP 作成の要点を紹介してゆくこ

とにする。図 3-21 は、既に食品安全対策に用いてきた図だが、図の右下の工場

レイアウトと写真を人の安全、事故の発生リスク対策に転用すれば、工場や職

場に用いるハザード MAP 作成にも変化可能な記述様式の例である。では、図

3-21 の中に示された手順を解説する形で、簡単にハザード MAP 作成の要点を

解説することにしたい。 
【ハザード MAP 作成手順と要点】 

手順１：危険リスクの列挙 
ここには、過去のトラブルやヒヤットを全て挙げる。なお、対象職場に起こっ

た事故事例だけでなく、ここには、他社や類似職場で起きた事例や、研修や調

査で得た事例などを全て列挙 
手順２：集めた事故と重要リスク対象内容の分類整理する 
「なぜ危険か？」という視点、「もし、このような仕事の仕方や条件が起きると

どのような危険が発生するか？」という視点で、列挙した問題（カードなどに
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記載した事例）をグループ化する。同時に、対策内容も記載し、後のステップ

で役立てる題材にする準備をしておく。 

 

図3-21　リスク対策をハザードＭＡＰ化して活用する方法

手順１：問題のリストアップ
　　　　① 過去トラ（過去のトラブルのリストアップ）
　　　　　② ヒヤットや作業上危険度が高い、注意作業（ヒヤット項目）
　　　　　③ 新製品や新技術、生産変更などに予想される不安事項

　　　　　　

手順２：分類整理：（機能､要素別）　→　一覧化

過去トラ
ヒヤット

手順３：　対象作業を要素毎に分析、同時に、
　　　　　　　リスク評価を5段階法で行う。
　　　　　　P（発生可能性）×S（事が起きた時の集台性）

　　　　　　＝リスク　→　リスクの高い内容を抽出する

あなたは心配点が出ないように
どのような対処をしましたか？

他に対処すべき事はないか？

過去トラ情報も利用

手順５：改良する

　改良・危険度対策後
　色塗りハザードＭＡＰ
　化する。

色区分
~危険部

　管理へ

安
全

不
安

危
険

髪の毛対策・ハザードMAP検討

事務所

ロッカー室
シャワー

資
材
置
き
場

手
洗
い

エ
ア
ー

　
　

シ
ャ
ワ
ー

製
品
倉
庫

こぼれ材料飛散
可能性：Ｐ＝５
重大性：Ｓ＝３．５

清掃時髪の毛落下
発生率：Ｐ＝３．５
重大性：Ｓ＝５

レイアウトと作業内容を具体的に示す

手順４：リスクの存在を一覧・
　　　　　「見える化」する

 
 
手順３：リスクの評価 
 5 段階評価を用いて P：発生頻度×S：事が起きた時の重要性を評価し、重大

リスク（危険度）の高い仕事や設備、作業環境などを明確～区分する。 
手順４：リスクの見える化を図化 

レイアウトや設備、作業手順を現場に持参して、実務的に注意すべき作業

や設備、環境などの箇所を明確にした後、写真や図（イラスト）などで事故

発生の理由と注意点を明示～コメントで解説する。その後、ハザード MAP と

して、製造現場に掲げる。この際、現場管理者は全体図、個々の作業場所に

は、個々に同じ内容をコピーして、JIT 安全手順（必要な注意点を必要な場所、

必要な時、必要な内容だけ）を示してゆく。なお、この方式は写真や図だけ

に限定せず、音声や映像と共に知らせる方式を効果的に活用する方式をお勧

めしたい。 
手順５：改善 
事故ゼロ対策は危険点の除去である。「人は 1 時点に 大 6 件、通常は 3 件以

内の注意が有効である。注意点が多いと注意散漫になり、結局は注意の指示・

喚起はムダになる。それ以上のチェックが必要な場合、チェックリストを使う

べき！」とされてきた。「交通事故の例でも、交差点の方が直線走行をする道路
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より多い」という例に見るように管理ポイントの低減は極めて重要である。要

は、注意しながら仕事を進めるより、改善を進めて管理ポイント減を図ること

の方が安全対策には有効なためである。以上、工場レイアウトを例としたハザ

ード MAP 作成要領を紹介させていただいたが、さらに、図 3-22 は安全技術を

含めて技術伝承を図る飲料メーカーの製造現場で実際にハザード MAP を適用

した例である（詳細文字は操業上の秘密内容から文字の判読が困難としている

点はご了承下さい）。 

 

低コスト

安定供給

高品質
ト
ラ
ブ
ル
の

小
化

ト
ラ
ブ
ル
の

小
化

正確な型替正確な型替

正しいオペレーション正しいオペレーション

伝承すべ
きは？

伝承すべ
きは？

方法

44 マガジン部ストッパ（アタッチメント）

1) 取り外します。

○

②

方法

41 サイド搬送（ W 寸）

1) サイド搬送（ W 寸）

調整軸①にハンド

ルを取付けて回し、

広げ ま す。

①
②

○

マニュアル　サンプル

作業し易い幅まで
広げます。ただし
３００．０mm以上に

しないこと。

狭いところなので
頭や身体を機械に
ぶつけないよう
注意して下さい。

順番２．マガジン部ストッパ（アタッチメント）
順番１．　サイド搬送（　　　w 寸）

サイズチェンジ位置
サイズチェンジ位置

図3-22　例：飲料メーカーの現場における作業と安全指示
 

 
この事例では、過去、細かい文字で書かれた 36 ページにも及ぶ分厚いマニュ

アルを勉強して、関係者が頭に覚えた情報を頼りに設備を操作する作業形態だ

った。だが、マニュアルの要点を写真と注意書きを用いて表示した結果、実施

後は、安全対策はもとより、設備生産性の向上に大きく貢献した例のひとつで

ある。 
以上、ハザード MAP の様式の中から基本的な例として、製造職場の安全対策

として利用が盛んなレイアウトや設備などに潜む危険性を示し、事故の防止に

役立てるためのハザード MAP の活用例を示した。 

 
（２）ハザード MAP の応用形態 
ハザード MAP は目的によって多くの表現形式が異なる。そこで、①製品安全

対策を促すハザード MAP と、②食品安全に使う製造プロセスの管理に使うハザ
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ード MAP を例示することにする。 
① 製品安全に使用するハザード MAP 
一般家庭で製品を購入したが使い方を誤って事故を起こす例がある。この種の

対象は PL 法（製造物責任）が扱う対象だが、かつて、乳母車を購入したが子供

が指を切断した事故や、介護用ベッドを上下する際に首を挟まれ死亡するとい

う痛ましい事故があった。既に、各種対策が取られてきたが、この種の対象は

製品製作時の事前検討段階（DR：Design Review）対策課題である。これに似

た形態が製造現場に時々ある。設備操作を誤って事故につながる例などである。

KYT の立場に立てば、この種の対象は、単に「教育することでだけで対策を済

ませた」とするだけで、全ての危険性を取り去ることはできないはずである。

人にどのように教育や注意をしても、仕事を進める実際の場では、「忘れる」「つ

いうっかり」～「いままで何も問題は起きていないので、もう少し無理をして

も問題ないだろう」という事象が残る。そこで、ハザード MAP 方式を補助的に

使い安全対策効果をあげる方法がある。例えば、仕事を進める時に危険な個所

や注意事項を視野内に示す方式である。なお、ハザード MAP は、人がハザード

を認知すること、すなわち、仕事をする際、注意点をナビゲートすることが目

的であるという機能を知るならば、映像だけでなく、音（警報）や光（表示や

赤い点滅ランプ）の利用も図るべきである。では、 近利用と各所で製作が盛

んになった EV：電気自動車の安全対策に関するハザード MAP の例を例示する

ことにする。 
図 3-23 は、筆者が入会中の APEV（日本電気自動車協議会）が提唱した安全

基準をハザード MAP 化した例である。現在、各所で、コンバート EV という、

既存の車を個人的、または、小規模企業集団で製作 EV を～販売する事業が盛

んである。廃車になったガソリン車のエンジンをモーターに切り替え、ガソリ

ンの代わりに電池を搭載して走る方式である。産業界では、この種の取り組み

をスモール・ハンドレッドと言うが、APEV では、この活動に対して、過去、

多くの安全注意情報を提供してきた。そこで、さらに EV が進む中、EV 関係の

先駆者の経験と知恵を集結し、諸外国に先行する形で提示されたのが、安全ガ

イドである。この内容の質と価値が高い。このため、既に、国土交通省で取り

上げ、車検の規定に盛り込む要件を持つ内容という扱いになっている対象だが、

今後の EV の進展に併せ、読者の皆様には、EV の安全基準を参考にしていただ

きたく、ここに、紹介させていただいた（ここに詳しい内容を表示する紙面が

無いため、一覧の形で、その要点を、ハザード MAP の一形態として例示した。

なお、筆者は、現在、両毛地区の皆様を支援する形でコンバート EV を製作、

2011 年 4 月に車検取得を得たが、ここでも参考にさせていただいた内容である。

この活動は URL：qcd.jp に詳しく掲載済だが、読者の皆様には、製品や設備を
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対象としたハザード MAP の表示例という形で参考にしていただければ幸いで

ある）。 

 

図3-23　EV：電気自動車を例としたハザードMAP
APEV：電気自動車協議会　EV安全基準ガイド・2011年4月27日田島氏説明による記者発表内容の要点

変速
ギア

モータ
モータ

コントローラ
バッテリ

コントローラ

車載
充電器

急速充電端末

コンセント

タイヤの駆動には
モーター分散が可能

①電気的なトラブルで
　　火災を起こさない対策
例：電池は過充電にならない
　　制御を図ること

②走行の信頼性を
　　確保する対策
例：スピードコントローラー

③感電から人を守る対策
例：自動車が衝突したとき、
　　イナーシャ・リレーなどを
　　使って高圧電圧回路を
　　遮断させる機構を持つこと
　・DC高圧ケーブルの被服を

　　確実に行うこと　
　・洗車などの際、防水対策
　　　　を確実化すること

④走行性能を確保
　　する対策
例：車両バランスを
　　取るバッテリー～
　　モーターなどの
　　配置を保つこと

⑤強度を確保
　する対策
例：重量物の確実な
　　固定を図ること
　・十分な耐荷重
　　構成をすること
　・

⑥制動性能を
　確保する対策

⑦誤操作による急発進などを
　防止する対策
例：スタンバイ状態または走行可能状態であることを
　　表示すること、・・・・・・・

詳細は：http://www.apev.jp/guide/pdf/guideline20110427.pdfに記載、ここには、概要を例示した。

 
 

② 食品安全に使う製造プロセスの管理に使うハザード MAP 
食品の安全は重要である。特に、食べ物が口に入る。また、細菌などは目で見

ても見えない。菌は時間と共に幾何級数的に増大する。さらに、原因究明に時

間が掛かるなどの理由から、安全対策上で重視されてきた安全対策テーマのひ

とつである。事実、厳しい食品衛生法や食品への JAS 法によるラベル表示など

が義務付けられているのはこのためである。逆に、食品を毎回、破壊検査をし

ていたのでは、商品にならない。そこで、HACCP などでは、宇宙食を開発する

とき「確実な製造プロセス（含む、流通）が維持させれば、 終製品である食

材の品質は保証可能である」という方式を定めた。要は、「製造プロセスに欠陥

が完全な形で運用されていれば、そこで、製造される食材は安全なはずである」

という食品安全保障システムである。だが、同時に、食品製造プロセスにおけ

るハザードを明確にして、その運用～管理の的確さを証明する活動が取られて

きた。また、これにリンクする形で食品衛生法や JAS 法が定められている。 
このような処置で食の安全は維持されるはずである。だが、逆に、食品製造

～流通プロセスで確実にハザード内容が管理、徹底されない場合、食品事故が

発生する。そこで、この対策に当たって、図 3-24 は筆者が進め、各社で活用願

い効果を挙げてきたハザード MAP の作成手順の例を紹介させていただくこと
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にする。この図は食品への昆虫という異物購入防止を目的としたハザード MAP
だが、図の上部の内容を原因として、昆虫種毎に特質をつかみ、危険度の高い

箇所を見つる現状把握を図の下部に示した例である。 

 

　専門家による、虫の生涯と進入経路のイメージ

循環過程

生息を断つ
　①　飛来侵入？

　②　荷物混入？

　③　生息発生？

　④　持ち込み？

　⑤　経路侵入？

　⑥　歩行侵入？

　⑦　その他　？

生息を断つ
　①　飛来侵入？

　②　荷物混入？

　③　生息発生？

　④　持ち込み？

　⑤　経路侵入？

　⑥　歩行侵入？

　⑦　その他　？

 

　図3-24　虫ゼロ化への対策手順【現状把握】

手順１：　①　過去に問題になった事例をあげる。

　　　　　　　　　②　同業他社、近隣で問題になった事故事例をあげる。
　　　　　　　　　③　文献調査などで問題となっている事例を挙げる。

①　虫の種類の特定
②　原料、資材、人
　　・・・・要因の列挙
と、工程分析をする。

③　虫の好き／嫌い
　　対比表を用意する

手順２：　①　工場の図面を出す。

　　　　　　　　　②　調査文献を全て見直す。
　　　　　　　　　③　ブレーンストーミングで不安箇所を挙げる。

プロジェクト・チームを
編成する（対象毎に）。

手順３：　①　現場診断をする（サンプルと写真を取る）

　　　　　　　　　②　改善案もメモしておく。
事実の確認

手順４：　①　危険度を５段階評価する（色わけする）。

　　　　　　　　　②　診断箇所を明示し、カードにする。

手順５：　①　工場レイアウトを広げ危険域の強度に

　　　　　　　　　　　従い危険度に応じた色マークと実状を書く
　　　　　　　　　②　写真を貼付し、問題点と箇所を明記する。

問
題
を
つ
か
み
、
対
策
す
る

た
め
の
作
戦
地
図
づ
く
り
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題
を
つ
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み
、
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この種の図は、ハザードの管理に欠陥が生じた事例と比較すると、その有効性
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が明確になってくる。では、その種の例を紹介することにしたい。細菌汚染事

故であり、図 3-25 は 2011 年春に起きた「ユッケという生肉を食べた方々の中

から死亡者と重症患者を発生させた事件の要点をまとめたものである。 

 

図2-25　生肉“ユッケ”食中毒のハザードMAP解析

　汚染源は
腸管やフン

汚染

加工
保管・運搬　　　　　調理　　　　　　保存

汚染された生肉

O111：腸管出血型大腸菌の増殖過程

焼肉酒家えびす

約20分で分裂。菌はO157
同様に潜伏期間が3日
～5日、激しい腹痛と

血便が出る。

・・・・

2011年5月7日現在までの状況
① 4月17日に男児6歳がたった一口
　ユッケを口だけだったが、21日に
　入院～4月27日に死亡。
② その他、5月5日まで計4名が死亡。
③ 患者数は102名（内・重症が24名）　

菌は体内で毒素を
　つくるが、現在は
　　　対抗策（治療
　　　　　法）がない。

ごく少量でも増殖する。

厚生労働省の規定
1998年に生肉用の表示を設定した。

生肉は表面についた菌を除去するため
トリミングを求めているが強制力はない！

東京・板橋「食品卸売業者」
大和屋商店で500ｇ程度に

小分け真空パック肉を提供
トリミングは一切なし！

金沢の
フーズ・
フォーラス
が購入

発注

焼肉酒家店
えびすへ提供

焼肉酒家店
えびすへ提供

焼肉酒家店
えびすへ提供

富山/福井/神奈川
の3件の店舗で発症

・「ユッケにいかが」と卸売側が
　フーズ・フォーラムへ売り込み
・2009年7月に検査済みの連絡

　だけ、
・購入側では細菌検査を一度
　も実施せず。

冷蔵品　　のパックを
空け、　　　顧客へ提供

注　

文

 
 
 この図は問題を露呈した企業の食肉処理をハザード MAP 化した例だが、問題

は汚染を防ぐはずの各種管理が、正にズサンそのものだった。事件は、安値で

営業を伸ばした焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」で起きた。この種のチェー

ン店を総括管理するフーズ・フォーラスが、東京板橋にある肉の卸売業者・大

和屋商店から、「ユッケにいかかが」という売り込みの提案を受けたしたことが

出発点である。では、事件に至る内容を順に記載してゆくことにする。 
① 2009 年 7 月に大腸菌検査については、「検査済」の連絡だけだった。 
② 事件発覚と同時に「ユッケに使うとは思っていなかった。ユッケなどの生肉

は取り扱っていない」と言った状態で、生肉を処理するトリミング（表面が

菌に犯される危険が高いため、30％近くを除去する処理）を、全く行わない

状況で、500～600 グラムの生肉を切断後に従業員が小分けに真空パックし

てきた。 
③ フーズ・フォーラムは焼き肉チェーン、「焼肉酒家えびす」を管理する会社

だが、細菌検査は一度も行わない状況で卸売業者へ連絡、チェーン店へ直接

納入することを続けてきた。 
④ 事件は「焼肉酒家えびす」で、4 月 17 日に男児のお父さんと、ユッケを一口
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食べ、4 月 27 日に死亡した男児（6 歳）と共に、食品の衛生管理のずさんさ

が露呈した。その後、この男児を含め 4 名が死亡、食中毒者 102 名、内 24
名が重症となった状況が、同年 5 月 7 日に報じられた。 

⑤ 厚生労働省は「2008 年以降、生食牛肉の正規出荷なし」としているが、1998
年に生食用牛肉の場合の表示と、生肉のトリミングを求めてきたが、規制は

全く無く、有名無実化した運用のまま、ユッケの利用は国内に広がっていた。 
⑥ 県警などの捜査で 5 月 9 日にわかったことは、メールでは、食肉卸業者・大

和屋商店がフーズ・フォーラム社に「肉について歩留り 100％で無駄があり

ません」という内容と、社員とサンプルテスト（食べて試したような内容）

を記載したメールが残っている。 
⑦ フーズ・フォーラム社は「トリミング済の肉が納入されている」と解釈（事

実確認なし）、食肉卸業者・大和屋商店側は「生食用はつくっていない」と

主張している状況で（納入後の使用法の確認はしていない）双方が対立して

いる状況が報じられた。 
⑧ 5 月 16 日横浜保健所が横浜若草台「焼肉酒家えびす」から持ち帰った大和屋

製・冷凍保存用ユッケから O111 が検出された。 
以上が 2011 年 5 月 2 日～9 日の報道内容である。ここでは、(1)生肉を食べる

実態があったにも関わらず、厚生労働省では、「2009 年以降、生食牛肉の正規

出荷なし」という発表をしてきた。(2)さらに、この生肉提供プロセスにおいて、

「安全無くして売上なし」というルールは全くなかった。なお、フーズ・フォ

ーラム社は安売り店として 1997 年に富山県高岡市に「焼肉酒家えびす」の 1 号

店をオープンさせたが、「一皿 100 円えびす」で 20 店舗 17 億円（2010 年 3 月）

を進める中で、生肉処理の必須事項であるトリミングの実施確認をしてこなか

ったという実態が暴露された。また、⑦に示したように、フーズ・フォーラム

社も、現場を訪問してリスク査定をするという、極めて常識的な処置を進めて

こなかった。このような中、焼き肉店の従業員 3 名から大腸菌 O11 が検出され

た。ちなみに、1 個の菌が分裂する速度は通常で 20 分とされる。だが、2 の N
乗で幾何級数的に増殖し、途中で死滅させない状況では、24 時間後には数十億

個という驚異的な数になる。 
以上、このような内容を評価しながら、(3)時系列的に①～⑦を並べると、こ

の事件の衛生管理に多くの矛盾がクローズ・アップしてくる。特に、ユッケと

いう形で、焼き肉チェーン・焼肉酒家えびすでは生肉提供してきたにもかかわ

らず、「加熱用肉として販売していた」という責任回避の発言を言い逃れ繰り返

す誠意の無い報道、さらには、東京・板橋区の保健所も、法の規制は無いとは

言え、内蔵処理とユッケ要生肉処理を大和屋の同じ職場で実施していたこと。

加えて、包丁やまな板を区分せず使用していた実態を知りながら禁止命令を出
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していないという実情を知るにつけ、一般大衆は「今まで問題が起きなかった

ことこそ不思議である？」と考える状況である。以上、危険を管理すべき、ハ

ザード管理の甘さを露呈した事件の例を例示したが、この事件は 3 者とも、リ

スク管理を全く行ってこなかった実態を示す事件だった。さらに、報道された

内容を追加すると、一般に、この種の事件では、子供と老人が O-111 の対象と

なる例が多い。だが、今回の被害者に成人も多かった。このことは、もともと、

多数の菌が生肉に存在していた実情を示している。加えて、フーズ・フォーラ

ムの石野浩平マネジャーが 5 月 1 日の取材に「生で食べられない認識は全くな

かった」と語った内容から、『事件を起こした当事者に危機管理が全く不在！』

である、という寂しい実情だけが伝わってきた。当然、この事件は、食品を扱

う関係者に、あってはならない食品管理状況を示す事件であり、今後は、犯罪

捜査～裁判の場に移る。だが、再度、このように事件をハザード MAP 作成～活

用という視点で整理すると、「食品安全を管理する企業やプロセス、更には、企

業連携間を含め、製造・流通・販売管理面でハザードを明確にした MAP を用い

た食品安全の徹底を願う」という内容だった。 

 
（３）ハザード MAP を中心とした KYT 対策 
ハザード MAP の作成は、通常時だけでなく、異常時を含め検討が必要である。

また、関係者の経験や現状分析だけでカバーできない要件が残るためである。

そこで、以下、ハザード MAP 関連事項ということで、チェック願いたい追加事

項を紹介させていただくことにする。 
① 正常時/異常時に分けた KYT 内容の抽出 

KYT やハザード MAP の利用成果は、そこに網羅された情報と情報の質、そ

して、リスクを先取りした予防策の展開方法にある。その意味で、まず重要な

ことは、論理的に情報を集める環境づくりが必要になる。だが、この種の対策

は、既に、ISO14001 の規定をつくる方々が検討済みである。そこで、ここでは、

表 3-1 を例示して、解説することにしたい。 
では、危険予知対策に当たって情報を確実に集め、チェックするために表 3-1

を利用する方法を紹介することにする。まず、左端の対象の項目と量について

だが、安全対策において、この内容は、「製造現場でケガ発生の確認がなぜ必要

か？」と読み替える必要がある。例えば、完全にカバーで囲われた加工設備に

おいて「カバーを破って製品や切り子が目に当たる」という項目があっても、

カバーの構成や強度などから見て、この種の危険性はほとんどない状況では、

この種の項目の評価を検討進める価値は低い。従って、この種の危険性を検討

するより、「異常時に確認のため非常停止を外して加工状況を見る」という事象、

稀だが問題が残る例、例えば、「切り子が飛び、メガネをしていないと、目に切
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り子が当たるので注意」という項目を取り上げるべきこととなる。同時に、切

り子が目に飛んできて失明する危険がある（失明を招く、危険対象物質：切り

子）として、顔に当たってもケガをする危険があるので、メガネに加え、透明

なカバーをヘルメットにつけ、2 重の対策を図るという代替案を考えることが必

要になる。以上が左端の欄の解析である。直接に切り子が飛散する問題や、研

削液が顔につき、手で顔を拭いた時、間接的に目に小さな切り子が入るといっ

た危険関連事項があった場合、多くの検討をすべき例を示した。 

 

表3-1　環境影響を分析するための様式例
　　　　　　　　　　　　　　　　　（EARA（現在ｉｅｍａ）が指導する記載内容）

　対策の要点

何に間接的な影響が

出るか？その内容

　（状態毎に区分）

何に直接の影響が

出るか？その内容

　（状態毎に区分）

受容体の内
容

（経路と 終の
影響対象を明
示）

対象の項目
と量　
(直接、間接、

既存、潜在の
別） 緊急異常正常 緊急異常正常

●汚染源の
　確認がなぜ
　必要か？
　その物質が
　必要か？
　代替はないか
　などを検討する。　

●リスク評価
　内容を記載
　する。
リスク＝ダメージの
　確率×量で示す
●　汚染に対して自然界がどの程度受け入れ吸収能力があるかを分析する必要がある。
●　汚染経路の拡大の過程も問題にする。
●　影響の分析は(ａ)事前の発生源、(ｂ)発生源、(ｃ)環境への影響に分けて記載する。

高/中/低
の区分

●　基準、法規制が
　　第一の対象
　　適／否を明示する

●　汚染管理の原則を
　　示すためには、図を
　用いて示すことが有効
　である。
●　全ては設計段階の改善
　　に起因するが、暫定／恒久
　　的な対策に分けて示すこと
　　が大切

 
 

次の「受容体の内容」だが、安全において、この内容は問題発生メカニズ

ムに当たる。従って、その前にリスクを評価してゆくことが必要となる。例

として、機械加工の場合、「機械内部に絡んだ切り子を急いで取ろうと手で引

っ張り出そうとして手を切る」という極めて初歩的で、あってはならない事

故が発生したとしよう。さらには、「重い加工物や治工具を交換する時、変な

姿勢をして腰痛を誘発する」という例があった場合、まず、この種の項目を

列挙した後、リスクの程度を P：発生確率×S ケガにつながった場合の被害度

を見積もる対策を進める。そして、右側の枠に問題とされる要件を評価して(1)
何に直接的な影響が出るか？(2)何に間接的な影響が出るか？について検討す

る。その要点は、(ｲ)正常な状況で発生した場合の影響、(ﾛ)異常な場合として

発生する影響、(ﾊ)緊急的に何らかの影響を考慮すべきか？という視点で、再

度、リスク評価内容を見直す。 
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以上、解析の手順や取り組む方法はここに示した通りだが、この種の解析

の後、対策として、問題が判ったなら即座に安全策を下す必要が生じる。こ

のために、まず、基準や規定をつくり問題発生をさせない対策を緊急時策と

して定めて運用する。そして、次に、右端の欄に移り、原因を完全に除去す

る恒久対策を研究する。 
このような解析は KYT の第一ステップ(現状把握)にも見ることができた。

製造現場の安全検討にどちらを利用しても良い。だが、抜けの無い、早い、

的確な解析と改善策を見つける様式を各社の各製造現場でつくり、使い、安

全確保に実務で役立つ方式を自然体でつくり、適用することが要点となる。 

 
② ヒヤリ・ハット・カードによる危険点の発掘～記録 
 NASA の宇宙パイロットの訓練談をお聞きすると、多くのリスクのチェック

と共に、多くの訓練メニューを見事にこなして行くプログラムが存在すること

がわかる。また、このようなことが問題なく出来るようにした背景に、「パイロ

ットが何か失敗したときに、所定の様式に従って NASA に報告すれば行政処分

を免れる」という制度が運用されてきた。現在、この方式は飛行機のパイロッ

トにも適用されているが、「一生懸命に注意・努力した過程で失敗が出るのは、

誰がやっても起こる問題を当局が放置していたことに問題がある」という解釈

であり、「誰でも起こしそうな失敗なら、全て報告させ、その情報を整理して、

危険予知訓練に用いるべきである」という扱いを進めた努力である。 
要は、現場で起きたヒヤットや小さな事故（航空機業界ではインシデントと

いう）を FAA（連邦航空局）という、安全を中央統括する上部組織へ報告する

のではなく、訓練の実務を行う NASA に直接連絡して訓練に活用するという方

式がこの方式の特徴である。また、この方式は、立派なレポートや制度をつく

る対策よりも危険予知情報を実務者が現場で直接的に活用してきたことにヒヤ

ット情報を報告～活用し、成果創出となった点に実務的な価値がある。 
これに似た方式は、筆者がいた米国 AAP 社で、デュポン社から導入した STOP
という安全訓練システムにも見ることができる。筆者の体験では、常に STOP
カードという小さなカード（A5 半の半分程度のカード）を現場関係者が胸ポケ

ットに持参し、製造現場で経験した不安全内容をカードに書く。これを、製造

部門長に出す、という簡単な方式だが、その後、筆者達は、職場内の安全対策

に使ってゆく方式に育てた。表 3-2 は、この内容を TZD（不良・クレームゼロ

対策）研究会で紹介した時、「安全＋不良対策に利用したい」ということで、A5
を二つ折りした両面印刷カード化したものである。常に、胸ポケットに 5 枚程

度持ち、何か危険を感じたら書いて出す方式である。この種の活動は短期間で

繰り返すと効果が高い。そこで、1 月に 3 日ほど、期間をおいて実施を繰り返し
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た結果、大きな効果を得た例であるため、ここに紹介させていただいた。 

 

表3-2　ケガ防止ヒヤリ・ハット・カードの例

製品ラベル貼り付け

FF4

S5ライン

０７／０５／２８

　山田　太郎

内容　

　製品ラベル貼りの注意が前工程のブザーの合
図となっているが、とまどう。このため前工程に行っ
て確かめるている。前工程に行くには大変、時間
も無駄に思う。

作業名

工程名

ライン名

投球日

主戦投手（氏名）

事実確認結果：　

　Ok,NG,など指示はブザーでは不十分である。

結局聞きに行くかねば、自信を持った仕事になら
ない。

着眼点：

① ブザーは余り実務で役立たない

② 小さいが我慢作業ではないか？

③ 結局メモを取り戻り確認後作業はムダ

　　　　　　　　作業内容確認表

対策内容（誰が、いつまで）　

ブザーと同時に指示内容をランプ表示します。特
別な内容が有る場合は製品にメモをつけます。

　（6月１日にランプ変更　山崎が対処します）

問題点

① 昔からあるブザーは注意を促す程度、指示の

　　機能を果たしていない。

② ブザーの音では作業内容が判らない。

③ 作業内容を聞きに行く時間が取られ、その五　

　　の作業が追われる

　　　　　　　　ヒヤリ・ハット対応表

結果

① 6月2日確認終了、更に問題ないか検討養成

　　する。山田君ありがとう、この件よろしく。

展開項目

①本件は山崎氏のメモ通り実施します○課長

② 同種連絡内容に見直しをお願いします

　　□□職長へ

　　　　　　　　実施内容（フォロー結果）

 
 

③ 見落としやすいハザードと個人的な安全対策 
 正直言って、慣れた職場でハザードとなる危険な仕事や環境を探すことには

難しい。皆様にも経験があると思うが、企業に入社、または、他の職場から配

属された当初「危険だな！・・」と思ったことも、時間経過と慣れが関与する

と何も感じなくなってくる例は多いからである。そこで、この種の対策には、

表 3-3 を用いたチェックをお願いしたい。 
 さらに、日常生活を含め、常に安全技術を鍛える技が紹介されている。表 3-4
はその例である。「ハザード MAP は、形はともかく、この種の内容を家庭や自

分の身辺に持ち込んで、『見える化』・・・『安全を実現している化』へ持ち込む

ツールの総称である。従って、是非、「安全確保が進むのであれば、その表現様

式は問わない！」とお考えいただき、個々の職場にあった も良い視聴覚シス

テムの開発～適用をお願いしたい。 
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表3-3　見落としやすいハザードの例
中央労働災害防止協会　「リスク発見のための職場巡視」P.60より

点検不足のため絶縁不良を起こしているプラグ機器の劣化によるリスクの発生

椅子の高さ不良による不良姿勢調整不良による不良姿勢

冬期における静電気の発生気象現象によるリスクの発生

事務所の蛍光灯交換トラブルにより発生する高所作業

青化ｿｰﾀﾞと酸の接触の可能性特定の材料の混入によるハザード

炭酸ガスボンベ置き場、酸素欠乏危険場所等換気が不十分なためリスクが高まる場所

制御盤のふたの裏側にある表示灯の充電部点検等の際に露出する部分

材料切れの時だけ動く送り装置不規則に動く部分

ベルトカバーの裏の保護されていない部分直接見えないハザード

駆動部の露出通常近づく必要がないが、近づいたときに
接触する恐れがある場合

　　　　　　　　　　　具体例　　　　ハザード（危険要因や有害要因）

 

表3-4　日常生活で習慣づけるCRM項目
考えるクセ、習慣づける活動の例

ヒューマン・エラーを発生しやすい自分のクセをつかみ、対策をつくり、
実施して失敗を減らす努力を日頃から行う

　７

忘れやすいことや人との約束は必ずメモをとる　６

外出の時、必ず、火の元や施錠、持って行くものを指さし確認する　５

いくら寒いときでもポケットに手を入れて歩かない　４

信号が赤から青に変わったときも、必ず左右確認する　３

交差点で赤なら、車が見えなくても渡らない　２

たばこや携帯電話をかけながら運転しない　１

チェック　　　　　　　　　項　　　　目　　　　の　　　　例No.

西鉄バスの実験　芳賀繁著「うっかりミスはなぜ起きる」中央労災より

　有責事故を2回以上起こした運転手さん45人を15人ずつの小集団に

分けて自由討論を４時間、その後、三隅先生（外部指導者）が紙を配り
「明日から自分は安全運転のためにこういうことを注意してみたいと
思ったことを、この紙に書いてくれませんか？皆様が書いたものを私
が集めたりしません。皆様が自分に誓う言葉を書けばいいのです。
お書きになったら今晩一晩だけは免許証の中にはさんでおいて下さい。
明朝くずかごに捨ててもかまいません。」　　事故は１／５となった
　　　　　　　　　　　　　　　要は２：６：２の原則の存在と、自覚！  
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第４章 大脳生理学と安全対策 

４－１ 過去重視されたヒューマン・エラー対策が持つ問題 

（１）事故ゼロ対策思想と、個人の取り組み 
事故対策の書や指導をされる先生方～筆者を含め、個人的に、生まれて今日

まで、ケガ・ゼロで過ごしておられる方は極めて少ないのではないだろうか？

このように思い、ある、有名な安全対策の書を読むと、図 4-1 の上部に示した

ように、「私もうっかりミスをする。・・」という書き出しから始まっていた。

ここまでなら、筆者も同意したが、安全対策で著名とされるその書では、 

 

図4-1　意図しないミス発生の例

・ソースと醤油を間違えてかけた。
・塩と砂糖を間違えて料理に入れた。
　　　　・間違って登録No.を入れた。

　　　　・間違ってエレベーターを降りた。
この種の間違えは注意しないと記憶にも残らない

大脳生理学や心理学の解析
　① 強い意識や確認行為がないときに起きる。
　② 失敗しても結果が体勢に大きな影響が無いと考えるとき

　　　にチェックを無視する。
　③ 考え事や心配、外乱や他に注意すべきことが介入する時

　　　注意がそちらに行き見逃す現象となる。

繰り返し発生するとき、“性格”という名で呼ばれる現象となる！
① 刺激に対する反応に個人差があり、傾向が特徴的（一般に見て普通でない）。
② 同じ刺激に対して同じような反応を一貫性を持って繰り返す。
③ その傾向がある期間持続する。

この種の対象には訓練と監視、適宜、習性が治るまで注意が必要。
本人の努力も必要となる。習性するメリットがご本人に理解されるほど努力と習性
のスピード化が図られる（スポーツでは特訓がこの修正法）。

 
 
その後も多くの安全技術内容を紹介していたが、寂しいことに、結論が「私

も人類もヒューマン・エラーに伴うケガから免れない！」ということで終わっ

ていた。この書を読んで、筆者は「この書を頼りに、一生懸命に事故ゼロ対策

の勉強したのは何だったのだろうか？」と思った。この書の意図は、「自分は出

来ないが、安全対策にはこのように多くの学問がある。ついては、読者の方で

対策はよろしく！」とした書である。筆者としては、「できないまでも、私は、

このように努力してきた。また、関係者にも同じ努力を伝えて○○○の成果は

得ているが、油断はできない。まだ、自分自身は道半ばであり、今後も、安全

対策の配慮については、図 4-1 の下に記載した大脳生理学の研究内容も入れ、
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個人としてお手本になるような安全対策を実践して行く対策に注力したい」と

いう程度の内容は記載を願いたいと感じたわけである。多分、この種の著者の

方は、「何らかの遠慮があって、先に示したような記述様式をされているではな

いか？」と察する。だが、「ご自身では立派な理論を何も役立てていない」とい

う内容を拝見すると、「医者の不養生」や「紺屋の白袴」ではないが、本を読む

側からすると「なんだ、畳の上の水泳教室か！」となる。そこで、本書では、「ま

だ、筆者も安全対策完全」というわけではないが、著書を書く者自身が、お手

本になる形で日常生活や、企業にお邪魔して実践している内容や、先進的な取

り組みを紹介することにした。 
本書はドロ臭い内容ばかりを記載した『安全対策技術の実践活用法』である。

要は、諸先輩が調査～研究を重ねてきた『ケガ・ゼロの技術』製造現場で実務

的・効果的に使う方法の探求だが、その目的は、正面から「製造現場における

事故ゼロの技術知見である。この種の内容を習得～実践することにより、ハイ

ンリッヒの法則に示された事故の下にある 29 のヒヤットを回避した結果、事故

ゼロを実現する」という対策法の紹介である。したがって、安全対策技術を知

らない方、実践しない方まで含め、魔法の杖のような安全確保バリヤーを提供

することまではできないことをお断りさせていただくことにする。 
事故はエネルギーとの触れ合いで起きる。したがって、予防と回避が第一番

に投入する対策となる。特に、「ヒューマン・エラー対策に当たっては“安全チ

ェックのゆとり”を MUST（絶対条件）と定め、これを行わない仕事には着手

しない」という信念と取り組みが、個人的にも必ず必要になる。この対策は、

大脳生理学的に見ると、確認は脳を冴えた状況に持ち込む対策である。だが、

この要件は、すでに“冷静沈着さ”というベテランの行動様式として知られる

要件である。ベテランは「急いては事をし損じる！」と話す。我々も、この教

えを大切にして使えば、後で解説する大脳生理学で検討されてきたヒューマ

ン・エラー要因の大半が不要になる。では、この種の「仕事に着手する前に、

必ずチェックをする」という内容を重視した後に、大脳生理学的“意図しない

がついうっかり”という事象が起きるメカニズム解析に入ることにする。要は、

ここまで紹介してきた安全対策技術で、ほとんどの事故は防げるはずある。だ

が、このような論説をしても、現時点で、読者の皆様には納得を得る内容に至

らないように思う。そこで、このような状況を証明するため、実際に起きた事

故事例の解析を進めることにしたい。そうすれば、ここまで述べてきた内容が

ご理解願えると信じるからである。では、早速、実際に起きた各種の事故事例

を解析し、今まで述べてきた内容がどのように関与するか？また、後で解説す

る大脳生理学な内容の関与がどのようになっているか？を例示しながら、実際

に起こった事故を解析することにする。 
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（２）各種の事故事例は果たして“ついうっかり”なのだろうか？ 
自動車事故に「ついうっかり、・・・アクセルとブレーキを踏み間違えて」と

いうものがある。では、読者の皆様には、この種、「大脳生理学的な要因が関与

して人がミスを犯す、という事象が、実際に起きた事件の中にどの程度ある

か？」注意しながら事例の解析にお付き合い願いたい。 
【事件１】 イージス艦・「あたご」が、業船に衝突、死者 2 名を出した事件 
本件は海難審判で「あたごの見張り不十分が要因」という裁定が確定してい

るが、事件は 2008 年 2 月 19 日早朝に起きた。その状況は図 4-2 に示した通り

だった。 

 

図4-2　イージス艦・「あたご」の漁船「清徳丸」衝突事故

幸運丸：赤灯をイージス艦
に見せる形でAM3:55に
イージス艦前を通過
自衛官が確認

イージス艦

緑灯

赤灯衝突～大破・沈没された清徳丸

衝突（Fは上記の最終５～10秒後、Cは当直士官を追って右ウイングへ向かう途中で衝撃音を聞いた）　4:07

Cが右20度、500m付近に左に進む２隻を目視、当直士官と当直員Eが目標の動静を話し合う。当直士官が「この漁船ちかい
な」と発言すると、Eが「近い、近い」と言い右ウイングへ出ようとする。Cが窓に近づき身を乗り出し、右７０度、100m付近に赤
灯を掲げた清徳丸と思われる目標を目で確認した。Dも右７０～８０度、距離100～７０ｍに赤灯を掲げた漁船を始めてとらえ

る形で確認した。この時、期間操作室のモニターでも、灯火が画面の右下から現れ艦首方向に移動する状況を確認、この時、
当直士官が「両舷停止、自動操舵やめ」「両舷後進いっぱい」と下命した。

　4:06

Dは当直士官に「白灯１、右５度、3,000、左へ進む」と報告。この時点であたごは19.3km/Hで北北西へ進行　4:05

Dが戦闘指揮所：CICから「右５度、約4.5Kmに何か確認できないか？」と聞かれ、右30度の目標から目を離す　4:04

Dは「白灯二つ、右５度、水平線の舷の灯は確認できない」と当直士官に報告、その後、右３０°に左に動く白灯を確認　4:02

当直員Dは前の当直から「右の白灯群」の内容を引き継ぎ、右30～40度、距離5,000ｍ付近に３つの赤灯を確認、右５度にも

白灯を目視で確認

　3:58

当直員Cが艦橋に、前の当直から受けた、数隻の赤灯が30～50度にある事象を確認。「危険は無い」いう内容で引き継ぎ　3:56

前の当直員Bが艦橋に登り、右30～50度に赤灯を目視確認（３～4個：9,000ｍ）当直士官は了解していると判断、報告せず　3:48

Aは3個の白灯だと確認、再度、当直士官に報告。　3:40前後

交代前の当直員Aが右30度水平線上に、白灯を確認、当直士官に報告。左右15度にも光を確認AM3:30頃

　　　　　　　　　　　　　　　各種対処と事故などの発生内容　時刻

沈没に至る時間的な経緯

15.2ノットでイージス艦の

　　　　　先方を逃げ切ろうとした。

10.6ノットで
自動航行

 
 
事件は早朝、千葉県・房総半島沖で起きた。この時間帯、今も漁船がマグロ

はえ縄用の餌に使用するアジなどの小魚を釣ることで多数の魚船が集まること

で知られる海域である。イージス艦・「あたご」は、米国で安全訓練など多くの

事項を受講・訓練の後、この海域で全くスピード落とさない状況で突入した。

このため、漁船・清徳丸（全長 12m）と、回避義務があるイージス艦とが、直

角に衝突、清徳丸は真っ二つに切断された。不幸なことに、この事故で乗船中

の父子 2 名は水没。その後の調査では見つからず、行方不明の形で死亡認定さ

れた。その後、業務上過失致死で 2 名の自衛官の罪に問われたが、刑事裁判で

被告側が捜査のありようを批判して無罪を主張、横浜地裁は無罪の判決となっ

た。今後、この裁定の行方は見守る必要があるが、イージス艦・あたごが午前 4
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時 7 分に清徳丸を切断する形で沈没させた事実は、GPS に搭載した航路と時間

が示す内容であり、今後も何も変化しない。では早速、事故の解析を進めるこ

とにする（アンダーライン部は本書が提唱する安全対策技術のステップから判

別される要件を記載することにする）。 
(1) ミサイル発射試験などの訓練を米国で受け、帰国中のイージス艦・「あた

ご」の指揮に関して言うなら、この時間に漁船が煩雑・繁忙となり集結

する海域に入る事象に全く注意を払っていなかった。事実、このような

海域、すなわち、ベテランの船乗りなら当然緊張を強いられる海域に、

なぜ、スピードを出し、自動航行の状態で侵入していったか？疑問が残

る。また、リスクが高まる海域に入る状況は全員が知っていたにもかか

わらず、艦長がいつもの生活スケジュールで仮眠だったそうだが、これ

も疑問が残る状況だった。運航管理を任されていた当直士官が、もし危

険を感じるのであれば、艦長を起こしてでも、自動から手動に切り替え

る判断を仰ぐ内容だが、その種の活動は全くなかった（裁判では船長は

寝ていたので責任を問わなかったが、この種の要件は危険を管理する上

で、当然実施すべき事前検討要件である。だが、この時、なぜ、そうし

ないかったのか？大海原に限った操舵を過密な船舶が行き交う航域で取

っていたのか？については、大いに問題視すべき事項である。その理由

は、事前検討の実施、リスクの想定～対策は 高管理者である館長の責

務だからである。加えて、危険域に艦が入る前に、関係者が上司に危険

を進言しない？または、出来ない情報管理体制が問題があるとすれば、

安全上、これも重要な問題である）。 
(2) 海上は霧なくおだやかであり、視界も良好だった。なお、交代前に通り

雨があったため、見張りの配置を艦橋内に、また、交代後の配置も、今

回のような監視に 適で無い、艦橋内としていた。自衛官という職務と、

この区域に入る状況を考えるなら、当然、雨合羽を装着し、 適の監視

位置で付近の船舶を監視すべき内容である。だが、実際には、危険監視

上、このような低レベルの状態で、前方を目視、左右に見張り、レーダ

ーによる監視が行われた。洋上監視には約 10 名いたとされる。だが、戦

闘指揮所：CICでは、7 名が勤務すべきところ、交代前は電測員長の判断

で前半の 1時間が 3人、後半の 1時間は 4人の当直しか勤務しておらず、

2 台のレーダーの内、1 台は継続的に要員が配置されていなかった。当然、

この種、漁船の活動が繁忙な海域に入る時には、スピード・ダウンと共

に警笛などをならすべき処置を行うべきだが、これも行っていなかった

（多人数で安全管理を行う場合に発生しがちな、“リンゲルマン効果”状

態が発生した。すなわち、より少ない状況で、責任分担と安全監視・実
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施事項の詳細が曖昧なままで、責任のもたれ合いである。加えて、危険

を察知しても、誰も行動しないで事故を引き起こす状態、すなわち、安

全に無管理状態だった点は事故発生を必然化させて要因となっているこ

とが判る）。新聞はこれを『ミスの連鎖』と伝えた。 
(3) 海上自衛隊と民間船の衝突事故は過去にも度々起きてきた。例えば、88

年、神奈川県横須賀沖では潜水艦「なだしお」と大型釣り船・第一富士

丸の衝突で 30 人が死亡した。06 年 11 月には練習潜水艦「あさしお」と

パナマ船籍のタンカーが宮崎県沖で衝突したが、両者とも監視不十分と

いう理由と共に、艦内の情報伝達が不十分だったことが指摘された。こ

のため、「なだしお」事故以降、海上自衛隊では、年度当初にすべての艦

隊に対して、航行安全の講義と講習、実技訓練を実施していきた。当然

「あたご」においても、安全教育と共に、各種の対策がなされてきたは

ずである。だが、イージス艦・「あたご」では、この種の教育・訓練が全

く生かされない事象が多発していた（知識と訓練が、刺激や教訓にはな

っているようだが、いざという時に発動する内容だったかいなかが疑問

とされている。吉川・海上幕僚長は、同年 19 日に「訓練内容が、本当に

効果あるか？再発防止策と共に検証したい」としているが、この種の要

件は製造現場におけるKYTの研修と事故との関連に関与する扱いをすべ

き事項として残った）。 
(4) 衝突、沈没した清徳丸に乗船していた 2 名にライフ・ジャケットの着用

が無かった（水中に水没してもかなりの浮力を持つライフ・ジャケット

の着用があれば、水没後、船から海上へ浮上する可能性は高かった）。 
(5) 衝突以前の状況：4 時 07 分という時間帯は人間的として生活リズム上、

注意力が落ちる時間とされている。なお、午前 4 時が通常当直の交代時

間であり、当日は、午前 3 時 55 分と、午前 4 時 5 分に灯火を確認する

任に当たった見張り員は同じ人物だった。なお、当直乗務員が一斉に 4
時に交代する例は無いそうである。また、交代時には十分の余裕を持っ

て交代の引き継ぎを行う規則が運用されてきた。その理由は、遅くとも

15 分前には暗闇に目を慣らす必要があるためである。事実、12 分前の 3
時 55 分に赤色の灯火を監視員が確認していたことを防衛省が調査結果

段階で発表した（リスク発見時の連絡と対策内容が履行されてこなかっ

たことが 2008 年 2 月 21 日の朝日新聞に報じられた）。このため、4 時 5
分に別の漁船を見て、自動運行から手動に切り替えた（この一連の情報

伝達から、危険回避行動に、訓練されてきたという内容が生かされてき

た痕跡がないことが判る）。なお、この種の衝突の危険性を当直員が 30
分以上も前に気づいていたはずであるという指摘がなされている。その
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理由は(1)に記載したように、遠方から漁船が餌を捕りに操業している光

景が見えたから報告があったためである。もし、この時に警戒態勢に入

っていれば、この事件は、当然回避されていたこととなる（危険の判断

（評価基準）と、明かりを見た乗員の勝手な判断、連絡の不備が指摘さ

れている。この種の要件は安全訓練の内容と実践に関与する事項である）。 
(6) 当日の状況を再現の形で行うと、小型漁船でも役 30Km距離なので、レ

ーダー・スコープには確認可能だった。だが、レーダー員が船影をとら

え監視する際に画面に印をつけ、船影を自動的に追跡させることが出来

るが、この記録が無かった。このことから、「監視対象にしていなかった

か？」「見逃しをしていた？」とされた。証言では、「清徳丸は、左舷に

赤灯を見せる形であり、視界 20Kmで見張りをする者が確実な監視をし

ていれば肉眼で十分確認できる状況だった」としている。だが、この内

容は、後の検証で、「衝突 2 分前の午前 4 時 5 分に見張り役の乗員が緑色

の灯火を見た」と証言したことで、確認がされていた事実が明らかにな

った。なお、この灯火を目撃する前に、監視員は、別の船舶、衝突を回

避した幸運丸が発する青色の灯火に注目していた。その後、赤い灯火を

確認した 2 分に連絡を行い、回避行動をとれば衝突はなかったはずであ

るが、艦は自動で設定されたスピードで進み、漁船と衝突した。なお、

「あたご」は、漁船と衝突直前になってから、自動航行から手動航行に

切り替え、後進をかけるという無意味な行動をとった（1 点に集中して

他の注意に行かない、“思い込み”という大脳生理学的要件である。この

要件だけが、あえて言うなら大脳生理学で言う「1 点集中で周りが見え

なくなる現象となる」という現象である）。 
この事故は、後日、12 分の余裕があれば、緊急回避の必要は全くなく、十分

な対策ができた内容だった。事実、早めの減速と、警報作動などの処置の必要

性が、航行や位置関係から判明している。この種、ゆとりを持たせる航行とリ

スク回避策の発動がスムーズに進んでいかかなことが悔やまれる事件であるが、

この事件を解析すると、まず、①事前検討によるリスク対策とゆとりの必要性、

②訓練で学んだ事項を実践の場で活かすという当たり前の手順の履行要件が

99％を占める。したがって、③事故直前になり、もう一艘いた「幸運丸の青灯

に集中していたため、清徳丸の接近に気づかなかったという要件は 1％程度の関

与しか無い状況となる（大脳生理学の関与は、ゆとりを持ち、しかるべき方法

で、事前確認が確実に行われた場合、0.3%程度の慣用であるとされるが、この

事件も同種内容が当てはまるのではないだろうか）？ 
以上、イージス艦「あたご」と漁船・清徳丸の衝突事件の解析内容を例示し

た。総じて、この事例に対し、関係者は「安全に対する認識の甘さと、判断ミ
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スの連鎖が重なった事故」とした。事件の発生要件を見ると、いつでもそうだ

が、信じられない安全管理の実態が浮き彫りになる。要は、リスクを管理しな

い。リスクが現出してから、初めて問題の重大性に気づく例や、過去事例を生

かす対策ということで、教育研修などを進めてきたが現場で生かされない事象

である。このため、関係機関は表 4-1 に示したように、『責任問題と安全徹底勧

告』という結論だが、「リスク対策は回避を重視すべき」という視点からすると、

裁判の判決はともかく、我々は表 4-1 に注記した内容こそを重視すべきである

（筆者は裁判官では無いので、なぜ表 4-1 だけの内容が審議されるのか？判ら

ない。もし、犯罪事件として扱うのであれば、「事前検討を判決の対象とすべき」

という視点で注記をコメントとして加えた）。 

 
 表 4-1 各機関が示す、イージス艦・「あたご」事件に伴う責任内容 

職位 第３管区海上保安本部 横浜地方海難審判理事所 

  艦長     × 安全運航などの指示不徹底 

水雷長（当直士官） 漁船群を継続監視せず、回

避が遅れた 
監視不十分、当直員らへの適

切な見張りを指示せず 

航海長 
（前当直士官） 

線魚群は停止と判断。 
誤った情報を引き継ぎ 

漁船群の動静監視をせず、誤

った情報を申し継ぎ 

戦闘指揮所の 
船務長 

    × 厳重なレーダー見張りなど

の配員と具体的監視内容の

指示不履行 

旧第３６護衛隊     × 安全運航の指導不徹底？ 
教育訓練に実施上の欠陥が

残余？（実情不明） 

清徳丸     ×  

注記（筆者の意見）：KYTの考えからすれば、艦長責任に対しては、①危険域

での事前監視要件の明確化と関係者の役割分担の設定、②トップ自ら指揮して

リスクを監視する（リスク管理の履行）と、③安全運航などの際の事前検討を

加えるべきである。また、当直士官の項目には④危険域に入る前に艦長に進言

不足を加えるべきである。この視点から見ると、現在の判決は、起こった時点

から発生した事項を対象に責任問題を検討しているという実情である。したが

って、この解析を企業の安全対策に、そのまま利用すると、『ゆとりを持って、

事前検討対策段階でリスク回避の手を打つ』という も重要な事項が欠落して

いる。 
では、局面を変え、今度は、「この事件の(1)～(6)の問題発生をどのように防

止すべきだったか！」について、本書が提唱する安全技術を用い、簡単に解説
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することにしたい。まず、第一に、(a)繁忙な海域に入った場合、強力な規制を

許可願わないとできないフール・プルーフをつけるべきだった。21 世紀の現在、

GPS を利用すれば、少なくとも船舶が自動運転・高速で航行すればエンジンを

自動停止する程度の対策は図れるからである。次に（b）航空機で行われてきた

ように、航行前に船長を加えた航行シミュレーションを行えば、千葉県の沖に 4
時侵入するときに、漁船が殺到する海域航行に汽笛を鳴らす程度の対策は、ご

く自然に出来たはずである。これだけで、漁船で操業する方々は近づくイージ

ス艦の状況を知って、各種の行動を準備するチャンスが生まれたはずだったか

らである。その後に、(c)リスク管理のための航行管理システム、(e)異常時の判

断や連絡体制、(f)訓練内容の活用となり、 後に、(g)大脳生理学による眠気や

経験からくる勘違いとう人的局面の対策になる。このように、実際に起きた事

故を解析すると、大脳生理学に関与する『勘違い』という人間特性に関与する

事故要因の関与が極めて小さいことが判るのではないだろうか？なお、本書に

は簡単な解説で済ませることになるが、2008 年 3 月 5 日には神戸港・垂水港沖

2.4km 明石海峡で第５栄政丸がオーシャンフェニックスの右舷船尾に衝突後、

オーシャンフェニックスが大きく左にそれた結果、鋼材を積んだ貨物船ゴール

ド・リーダーに衝突～沈没、都合、1 名死亡、3 名行方となった事故が発生した。

この事故も、狭い海域に際して、栄政丸がオーシャンフェニックス共に、手動

操舵の注意があったにもかかわらず事故直前まで自動操舵で航行していたこと、

「海の難所」とされているにもかかわらず、相互確認や連絡などを怠ったこと

が事故の原因とされた。要は、イージス艦「あたご」に似た、事前検討不備と

リスク管理の不備で起きた事件だった。また、2009 年 10 月 27 日瀬戸内海・関

門橋で起きた護衛官「くらま」と韓国のコンテナ船「カリナスター」とがの衝

突事故では、コンテナ船が前の船を追い越そうとして護衛官の針路にはみ出す

形で衝突したとされるが、危険が伴う海域でリスクを無視して航行した結果起

きた事件である。このケースでは船は炎上、3 人のケガを出したが、ほぼ正面衝

突だった海域で韓国船の船長が「前にいた船舶を追い越そうとして起きた事故」

としたためだった（この事故は、後に、管制官の指示ミスが大きかったという

判決が下された）。狭い海峡で追い抜きは禁止されていたことを考えると規則違

反という行為だが、「何らかの利得を得るためリスクを無視する」という犯罪的

な行為とリスクを全く考慮しない内容は、形は異なるが、この 3 種の事故に共

通したリスク逸脱の要件ということができる。 

 
【事例２】新日鉄・八幡で火災 

2008 年 7 月 29 日午前 6:40 頃に起きた事故である。出火はコークス炉につな

がるベルトコンベヤー付近から始まった。この状況を定期点検中の男性職員が
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発見して 119 番に通報したが、出火は止まらず高炉も停止した。状況はベルト

コンベヤーの一部が燃えて落下し、その下にある配管に当たり、破損した配管

から漏れたガスに着火したと見られる。北九州市消防局は消防車 25 台、ヘリコ

プター1 台を出動した。幸い、人に被害は及ばなかったが、復旧のめどは立たな

い事態で終始した。 
同製鉄所は 00 年と 01 年にも似たような事故が起きているが、「点検は頻繁に

行っている」という報道がなされた。筆者はその後、この種の事故は 03 年 9 月

新日鉄の名古屋製鉄所のガスタンク爆発事故に類似している。そこで、「なぜ点

検が十分なのに事故が起きるのか？」を調査した。すると、いわゆる本音とい

うことで、関係者から納得が得られる内容を得た。そこで、以下、要点だけを

簡単に記載することにする。 
(1) 点検は形通りやっている。だが、中身が問題である。自分の車を毎日乗って

いると、人は異常にすぐ気づく能力を持つ。しかし、各種センサーや計測器

を頼る点検では、問題を見破る感覚は低下してくる。現在、点検の人数も少

ない。そうなると、監視ノウハウを相互に話す機会がない。要は、短い点検

時間で、形だけの点検となる。特に、「コンベアー老朽化による小さな火災

はあった」「昔は、早急に手を打っていたが、今まで、今回のような事故に

なるという判断は無かった」という話をお聞きした。 
(2) 点検や異常対策は PC をたたく資料が中心である。キーボードたたきで時間

を過ごすわけだが、特に、新人は現物・現象を真剣に見なくなっている。 
(3) 以上、要は、設備を本当に見る時間と、現場で検討解析することが少なくな

った結果、図 4-3 に示した『異常を察知する能力』が弱まり、事故のきざし

をつかむことが出来ない人の増加を招いた例である。昔だったら、当たり前

に気づくリスクを見逃す、という現象が事故発生の裏にあった。 
リスクは鍛えて感知力を高めたことで効力を発揮する。だが、人が点検する

姿はあっても中身の問題が隠れている現象を、この現場談が伝えている。以上、

書や研修で身につかない『リスクの感知能力』について解説した。大きな設備

や、プラントなど場合、「人身事故が起きなかったから幸い」として、リスク発

生の兆しを放置したり、原因の除去を放置すべきでは無い。では、次に、その

種の事故事例を紹介することにしたい。 
2009 年 12 月 24 日午前 8:30、大阪淀川区・森田化学工業神崎川事業所の爆発

事故では工場の屋根が吹き飛び 4 名の死亡者が出た事故があった。ここでは、

これまでも工場内でフッ化水素が漏れる事故があった。今回はフッ素化合物を

製造するプラントで起きた。関係者は「なぜ、どうしてこのようなことが起き

たかわからない」としてとまどっている状況が報道されたが、先に起きた事故

の時、事故発生現象をハザード MAP 化させ、対策しておけば、化学爆発の要因
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の特定～危険回避が進んでいたはずである。なお、この工場の近隣 500m のと

ころに、小学校・児童 385 名がいた。もし、爆発の被害がここに及んだ場合、

想像もつかない事故になっていた。 

　図4-3　設備診断：人の五感と各種装置

五感による設備診断法
①手で触る：振動把握
　　　　　　熱の上昇
　　　　　　肌荒れなど
　　　　　　固さや水分の具合
②光で見る：色の変化

　　　　　　　　隙間の発生
　　　　　　　　キズの発生
　　　　　　　　加工の程度
③色で知る：温度の程度

　　　　　　　　変形の程度
④音で知る：異音の発生

　　　　　　　　回転の音色
⑤においで知る：

　　　　焼き付き、化学反応
　　　　切削加工の具合、など

長年の経験で
　異常を知る能力診断機器の利用

①振動計を利用した

　　　マシンチェッカー
②サーモグラフィを

　　利用した温度変化
　　（赤外線感知）
③振動音分析による

　　割れ､破壊の予兆
　　（ｱｺｰｽﾃｯｸｴﾐｯｼｮﾝ）
④液・ガス漏れ検知器
⑤色識別センサー
⑥ CCDカメラ＋ＣＰＵ判定
　による形状判定~画像処理

主要な診断機器の例

記録

 
 
【事例３】東京都豊島区の下水道事故：5 名死亡 
 昨今、『ゲリラ豪雨』と名付けられた集中豪雨が突然各地を襲う状況が多い。

地球温暖化に伴う事象のひとつである。雑司ヶ谷の事故に対し、豊島区北大塚

で、同じ時点に（3km 離れた場所で）同種作業を進めていた。ここでは、放置

した資機材は流された。だが、作業中止の指示を受け、3 分で退避完了していた

ため、全員が無事だった。これに対し、図 4-4 と共に紹介する 2008 年 8 月 5 日

に起きた事故は、人災の局面が大きい。要は、両者は、時を同じくして、リス

ク対策手順の差が明暗を分ける事件だった。 
雑司ヶ谷地区では、現場近くの都の雨量計が 1 時間で 57mmの豪雨を記録し

ていた。このため、「水位が上昇したら、作業を中止して地上に退避する」と記

載されていた施工計画書に従い、作業着手前に「中止になるかも知れない」と

関係者に伝えたながら作業が開始された。なお、現地では、この時点で既に雨

が激しく路面をたたいていた（作業着手前に工事の意志決定する際、リスク対

策の基準の取り方に甘さがあった。このため、退避の時に何をすべきか？優先

順位の検討が不十分だった）。 
(1) 作業着手時、資機材を出入り口のマンホールに運んでいた作業員（死亡した

29 歳）が、地上から様子を問われた時「結構やばいです」と話した。この時、
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1m46 の管内では、6 名が中腰のまま、強い流れに足を取られつつ作業をし

ていた（この時に退避準備は指示しなかった。また、マンホール内の 6 名も

自主的に退避する行動を取らず、作業を続けていた。この事情から、危機状

態に対する感覚は弱く、訓練もなされた状況で無かったことが推定される）。

なお、工事は都からの元請けが竹中土木、下請けは橘技建工業他 2 社 6 人の

作業だった。また、資機材の搬出は流れに逆らう状況で続けられた。 

図4-4　東京都豊島区で起きた下水道事故の状況

下水道
上流の
集中豪雨
　　水

約７０ｍ 約１０ｍ

② 6名がマンホール

　　に入り作業へ

③ 6名が移動～

　　　　　　　作業着手

① 事前に中止になる

　　かも知れない、と
　　言われていた。

⑤ 地上から中止の

　　指示を伝えた。

⑥ 資機材搬出

⑦ マンホールのふたを開け

　　縄ばしごをたらす。
　1名を残し5名は流され死亡！

④ 作業は中腰で膝まで

　　流れがある状況で続行

 
 
(2) (1)の状況の後で作業を続ける 2～3 分後、に強力な流れが加わった。この時

点で班長が「道具を放棄してこちらに来い」と下流側のマンホールへの移動

を指示したため、図のように 10mの範囲に 6 名が集結した（明らかに危険を

回避するタイミングが遅れているという事実は、リスク基準の置き方に判断

の遅れが関与した状況を示している）。 
(3) 下流のマンホールは、指示が伝えられた時点で、一度は蓋を開いたが、この

マンホールが交差点中央に位置することから、交通の邪魔になるという判断

で閉められ、6 人は押し寄せる濁流の中で、蓋の開閉を待った（マンホール

の 6 名の生命を重視するなら、急遽、交通遮断をすべきだったが、対策しな

かった。この行為は、リスクに対する優先度の判断を誤ったことを示してい

る。また、この種の判断は、この種の業務上、KYTで、とっさの判断をする

訓練がなされてきたか否か？疑問を提示している）。 
(4) 押し寄せる濁流の中で、6 名は作業用に組み立てられた鉄パイプなどにつか

まった、この中で、マンホールの真下にいた作業員が必死に「開けてくれ！」
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と大声で助けを求めた。これに対し、蓋が開き、縄バシゴが下ろされたが、

あごまで水面が押し寄せる中で、1 名だけが、ようやく縄バシゴにつかった。

残念ながら他の 5 名は濁流に流された。助かった 1 名の証言は「濁流に流さ

れる中で、縄バシゴが目に入ったので、このままでは死ぬだけ、イチかバチ

かやってみよう」と思い、手を伸ばしてハシゴをつかんだため助かるという

内容だった（この事件は、結果的に資機材（コスト）優先、人命無視という

意志決定を示す例である。同時に、問題発生時、すなわち、時間が少ない状

況（緊急時）に対処して行われた、意志決定や各種の実施要件の優先順位が

全く無茶苦茶だったことが判る。このような事実を整理すると、この企業で

は、安全管理者に対し、この種のKYT訓練を全く行ってこなかった。または、

当然、各所で類似の事故が起こっていたが、KYTの訓練項目に、この種の対

処内容を入れてこなかったという解析結果になる。要は、この事件を解析す

ると、安全対策を業とする業種にあって、当然、対処すべき事項がハザード

MAPの考えで明示され、管理項目に加えられてこなかったという疑問を感じ

る事件だった）。以上、事故の実情と、アンダーラインに本書で解説した対

策すべき要点を追記した。 
ここまで、一種のヒューマン・エラー的な事件 3 件を例示し、事故発生過程

を追った。この種の事件を挙げて解析した意図は『教訓に学ぶ』ということで

あり、評論家や傍観者が事件の批判を繰り返す事象に共感するためでは無い。

事故を解析すれば、誰でも問題発掘や批判は出来る。だが、そのような対処は

本書の目的ではないからである。本書の目的は、この種、繰り返す事故を基に、

自社の安全管理の進め方を見直し、他山の石として行くことである。例えば、

第 3 番目のマンホール濁流に流された死亡事故の形態は、時々、忘れた頃に報

道が繰り返される、「密閉容器に作業員が入り窒息死する事件」に似た現象が存

在する。要は、先に紹介したように、事故は何らかのエネルギーとの接触で起

きる。従って、ここまで述べてきたヒューマン・エラー対策手順を駆使した対

策、則ち、（0）犯罪に相当する行為は除外した後、（1）フール・プルーフを先

行した対策を検討する。（2）無知が招くケガに対して、仕事に潜む危険をハイ

ンリッヒの法則と共に教える（知っていただく。この対策にハザード MAP が役

立つ）。（3）安全確認を確実に行う技を各人が確実に身につけ、ケガ発生予防に

役立てる。その後、（4）大脳生理学的の解析の適用という対策順序を、本書を

記載する 初から図 1-1 と共に示してきたが、ここに紹介した 3 種の事故は、(1)
から(4)へ順に手を下しておけば発生を防ぐ要素が多い事件だった（その他、昨

今発生した事故事例を解析すると、同じような内容となるが、紙面の都合上、

特に業種や事故の性格が異なるものを例示した）。 
だが、本書の解析でまだ対処方法が見いだせないものがある。2010 年起きた
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救助ヘリ墜落事故は、その種の事例のひとつである。この事故は 7 月 25 日埼玉

県・秩父市・大滝の山中で起きた。防災ヘリが遭難現場上空 30m で、ホバリン

グという空中に停止した状態で、ロープを使い、滝壺へ転落した方を救助する

ため、2 名の隊員を地上におろす途中で起きた事故である。当日の気象状況を、

熊谷気象台では「大気の状況が不安定で突風の注意」とを呼びかけていた。だ

が、現地は晴れ、風も北西寄り約 2m 程度だった。墜落した「あらかわ 1」とい

うヘリコプターは本田航空によるものであり、既定の 100 時間点検を終えたば

かりである。このヘリは県警の要請で現地から約 60Km 離れた防災航空センタ

ーを飛び立ったが、機長、副機長、県防災航空機隊員 3 名（計 5 名）に秩父消

防隊員 2 名という安全管理のベテラン陣を、乗せ現地に向かった。この種の気

象状況では、図 4-5 に示したような自然現象が発生しやすいことが判っている。

従って、関係者は十分な注意をしながら救助に当たったはずである。だが、ロ

ープで 2 人を地上に降ろし、あと 1m というところで、がたっと落ち、「バタバ

タ」という異音がし始め墜落した。 

 

図4-5　埼玉県・秩父・大滝におけるヘリ墜落メカニズム

上昇気流

セットリング・ウィズ・パワー発生原理

②
上
昇
気
流
に

　
　
　

押
し
戻
さ
れ
る

①

③

【解説】
　飛行機の失速に似た現象とされる。ヘリコプター
がエンジン全開の状態で機体が沈んで行く状況。
左図のように、山中などで回転翼が起こす下向き
の風が上昇気流に押し戻された結果、渦状の風
の流れが起き、今度は、②のように回り込んだ風
が機体全体を急激に下に加速させ、落下に至る
現象。2000年に立山連峰の天狗岳で資材を積み
運搬中のヘリが墜落、3名が死傷した事故はこの

現象が起きたためとされてきた。

今回の事故が起きた状況：　「事故後、運輸安全委員会調査官の見解」
① 無事だったロープで地上へ降りた2名、並びに、登山パーティーの話

　　「ホバリング中、地上１ｍにさしかかった時、急にがたっとして落ちた。同時に「バタバタ」とガタ
　　つくような異音がヘリからあった。
② ヘリが起こした風にヘリ自身が入るセットリング・ウィズ・パワーが起きたことが想定されるが、

　　この対策には前進する勢いをつけて抜け出す方法しか無いが、低空と山岳に囲まれた地で
　　逃げ出す方法は無理である。このため、墜落となった。
③ なお、降下時、ヘリは45度の角度で滝の脇の山岳地に直線を描く形で激突～大破した。
④ 目撃者によると、バタバタとした音の後回転翼が川面の水を巻き上げる強い風はなくなった。
⑤ 機内異常を伝える無線連絡はなかった。

 
 

 専門家による事故の解析は図に示した「セットリング・ウィズ・パワーが起

きたと考えられる」としている。だが、「枝に回転翼が当たり、風の急激な変化

があった」ことや「当日、積乱雲が発生していたことによる、急激な気象現象

の変化があった可能性もある」という解析がある。このため、結論は「パイロ

ットが亡くなっているので何とも言えない」となった。この種、自然現象が関
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与する事件の中には、まだ、解析されない要件が多い。そうなると、このよう

な対象に対して「リスクを想定して事前検討を十分にすべきである」という主

張をしても空虚な指摘となる。また、この種の事件まで網羅する形で、本書が

提唱する「ケガ防止のためには図 1-1 の対策ステップを適用すべきである」と

までは言えないこと(限界があること)を注記させていただいた。 
以上、ここまで、「本書の対策手順ではケガ・ゼロは万全です」とは言えない

が、各種の事件を例に、リスク対策や事故回避に関する解析を紹介した。また、

ここまでの説明で、大脳生理学による解析に入る前に、対処すべき事項を明ら

かにさせていただいた。では、4-2 項から、大脳生理学的解析に入るが、「実際

に発生した事故を見ると、それ以前に対処すべき事項が多い」ということを、

読者の皆様は念頭に置き、事項の解析をご参考願いたい。 

 
【ちょっと一息】温故知新に学ぶ安全対策の基本 

 事故防止対策は個人的な“ゆとり”の活用と思想に大きく関与する。そこ

で、塚原卜伝の逸話を紹介し、プロ中のプロである剣豪の取り組みをご参考願

いたいと考える。 

　「身につく」、「肌で覚える」 塚原ト伝の弟子評価

３名の弟子
を鍛えてきた
免許皆伝の
試験

「認可を渡したい！」
　　　　　　来てくれ

１番目の弟子：落ちる木をとっさの
　　　　　　　　　　気で刀で切断

２番目の弟子：上を見て木の棒を
　　　　　　　　　取り、どけて部屋へ

３番目の弟子：　木に気づき
　　　　　　　　　　別の襖戸より入る

畳の上の水泳訓練？

理解OK！　　実際？

身につく、肌で覚える
　①　訓練により考えずに手足が動く。
　②　本能に近い状況で問題を予知対策する。
　　　（逆フィードバック能力　：学習により活動内容を
　　　　選択するが、理にかなっている。）
　③　一夜づけでは絶対に身につかない。もし、匠の
　　　ような活動をするとしたら、多くの判断と時間、
　　　不安までが必要になる、という内容（経験がある
　　　からできる技）。　

 
 
上図の上部は、卜伝が後年、「弟子を選ぶために行った」とされる判断である。

卜伝は鹿島神宮と共に有名、神様的な剣豪の一人であり、無敗を誇る剣士だっ

た。この卜伝が弟子に印可状を渡し、後世に「一の太刀」で知られる鹿島神道

流を伝えるとき、奥の間に待ち、弟子を呼ぶという簡単な試験をした。奥の間
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に行くには、いくつかの襖を通らなければならないが、そのひとつに卜伝は引

き戸に丸太を挟むような処置をした。弟子は 3 名、どの弟子とも、免許皆伝の

レベルにあった。第一番目の弟子が呼ばれたが、彼は、引き戸に仕掛けられた

丸太に気がつかなかった。このため、襖を引き時、上から丸太が落下してきた。

しかし、流石である。手練の早業で刀を抜き、落ちてくる丸太を真っ二つに切

り、卜伝に面したからだった。次の二番目の弟子は、丸太に気づいた。変に思

い、背伸びして丸太を取り去り卜伝が待つ部屋へ入り、卜伝に面した。しかし、

三番目の弟子は違った行動をとった。襖に丸太があることを見て、その襖を通

るルートを避け、遠回りだが、安全だと思われる経路をたどって卜伝に面した。 
 「さて、卜伝は誰を弟子としたか？」がこの設問となるわけだが、卜伝は三

番目の弟子を後継者にした。また、その理由は次のような判定だった。 
① 一番目の弟子の評価：とっさの対応は評価する。だが、このような、危険が

起きた時に対応する方式では、どのような達人でも失敗して切られることが

ある。この種の弟子は、早く命を落とす危険性が高いので後継者にはしない。

もし、後継者にした場合、危険回避のとっさ技に頼り、この油断からいつか

失敗をするためである。 
② 二番目の弟子の評価：危険に気づく点は一番目の弟子より優れる。だが、他

の道場で弟子を選ぶ際、指導者との勝負により決める形態が取られてきた。

今回はその方法では無いが、仮に、丸太に注目している時に指導者が斬りつ

けられ、逃れることが出来るだろうか？疑問が残る弟子である。 
③ 三番目の弟子の評価：腕前はあっても、 初から危険を察知して近づかない。

ムダな勝負を避ける剣士こそ自分の後を頼める弟子である、卜伝のように長

命なら正しい剣の流派を後世に伝える確率が増すため、 
ということだった。要は、タタミの上の水泳や習った範囲だけの活動では危

険回避は難しいということを卜伝は鹿島神道流と共に残したわけある。極意と

はこのようなものである。要は、危険回避の手法が身についているか否か？だ

が、ご承知のように、卜伝は若いとき、琵琶湖の船中で剣豪に試合を申し込ま

れた時の対処が有名な話として残っている。船内で客に乱暴するのを見かねて

のことだった。卜伝は「あの島で決着をつけよう」と言った。この言を受け、

剣豪は川の真ん中にある小島に、船が着く前に飛び降りた。それを見て、卜伝

は船頭から竹竿を借用して、船が小島に着く前に押し戻した。乱暴者の剣豪は

「卑怯なり、・・」と叫んで悔しがったそうだが、卜伝は「どうぞ、見えない

敵と戦いなさい！」と話したそうである。また、この状況を見ていた大衆も「名

をあげるために、あえて危険を繰り返す剣豪は今まで多くいたが、短命だった

理由が判った」と話したそうだが、事実、塚原卜伝は 83 歳という高齢で弟子達

に惜しまれる中で他界したことを知るならば、いかにリスク対策を重視した剣
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豪だったかが判る。その後、詳説には宮本武蔵が卜伝宅に泊まった時、とっさ

に刀で斬りつけた時、鍋蓋で剣を受け、武蔵を諭した話がある。だが、両剣豪

が活動した時代が全く違うことを知るなら、この話は卜伝をたたえるため作っ

た作り話であることが判る。 
以上、読者の皆様がよくご存じの卜伝談を安全対策アプローチの例として紹

介した。話はもどすと同時に、再度の繰り返しとなり恐縮だが、製造現場にこ

の話を置き換えると、大脳生理学という 後に人間の特質として防御する大脳

の作用によるケガ対策の前に、まずは、せっかく、関係者の知恵と努力で定め

た安全基準を無視するといった犯罪的な考え方や行為（飲酒運転に見る、法や

規則違反と知っていながら破る行為）は除外を願うことにしたい。こうすれば、

誠意を持ち、真剣に安全技術を駆使したモノづくりが開始されるからである。

以上の解説から、我々は製造現場において、(1) まず、事故に遭わないエラー・

セーフ環境をつくる。この対策が及ばず、人が注意して行う仕事に対し、(2)危
険な仕事と影響、やってはいけない事項とやるべき事項を学び、順守する。(3)
指差し確認＋ダブルチェックといった簡単な技術を、見える化安全チックポイ

ントをハザード MAP と共に駆使する。そして、(4) 後に残ったテーマである、

正しい安全対策技術を習慣というレベルにまで訓練する対策の実践を願うこと

になる。なお、卜伝の逸話は、下図に例示した、危険を職業にするジェット機

のテスト・パイロットが行ってきた心構えに奇妙に一致している。要は、時代

と人、国が変わっても、一流のプロが駆使する安全対策の基本思考は同じであ

ることを示した。 

 

その道のプロに見る、ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの対策　

『生還への飛行』：ｽｰﾊﾟｰﾏﾝ的なﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄにｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、解析した内容の報告
　　　　　　　　　　　　　　加藤寛一(東京大学工学部航空学科教授）の著書

　　窮地を切り抜け生き抜いた記録
　　ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄの役割：設計段階では気づくかなかった欠陥や問題点を実際にﾃｽﾄ機を
　　　　　　　　　　　　　　　飛ばして発見し、それを設計陣にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ～完全なものにして
　　　　　　　　　　　　　　　行くという役割を担っている。

①　フランスのｼﾞｬﾝ・ｸﾛｰ氏：
　　　　ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能になった飛行機で、一刻を争う対応の中で地上への激突4秒前に

　　　脱出した心境を語る。「一番大切なことは怖がらないこと。麻痺してしまっては駄目
　　　何が今起こっているかを知っていることが大切、ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄは正確な解析ができな
　　　ければならない。また、技術について、常に好奇心を持ち、知識を常に進歩させね
　　　ばならない。学び続けること、一生初心を持つこと、・・・」

①　フランスのｼﾞｬﾝ・ｸﾛｰ氏：
　　　　ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能になった飛行機で、一刻を争う対応の中で地上への激突4秒前に

　　　脱出した心境を語る。「一番大切なことは怖がらないこと。麻痺してしまっては駄目
　　　何が今起こっているかを知っていることが大切、ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄは正確な解析ができな
　　　ければならない。また、技術について、常に好奇心を持ち、知識を常に進歩させね
　　　ばならない。学び続けること、一生初心を持つこと、・・・」

②　アメリカのトニー・レビエル氏：
　　　　「飛行機が本来危険であると認識すること、あらゆることを疑ったかかること、非常
　　　に注意深くすること、正しいことを一つづつ行うこと。

②　アメリカのトニー・レビエル氏：
　　　　「飛行機が本来危険であると認識すること、あらゆることを疑ったかかること、非常
　　　に注意深くすること、正しいことを一つづつ行うこと。

プロとしての
　　　人生観

落ち着きと、
冷静な判断

日頃からの
リスク対策習慣
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４－２ 安全確認を確実にするための“大脳生理学”活用法 

（１）ベテラン：素人の差が無い「人的ミス」の発生 

 事故や不良発生を事後分析した結果によると、図 4-6 に示したように、「ベテ

ランと素人の間にあまり大きな差がない」という調査結果がある。図の上部は

機械加工における例だが、ミス発生の状況は 6 ヶ月未満の新人と 3 年以上のベ

テランに余り差が無い。また、図の下は訓練を十分に受けた航空機パイロット

が事故を起こした際の解析だが、右下にあるように、ボーイング社が 10 年間に

渡る調査でも示したように、年齢に関係なく、どのように航空機の IT 化を進め

ても、起こった事故の 70％はヒューマン・エラーによる内容だった。機械加工

における人的ミスに関与した不良発生に似た状況を示している。 

 

図4-6　異なる分野における人的ミス発生状況の比較（例）
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 この 2 つのデータの入手先は全く別である。だが、数種の解析結果が、事故

や不良を起こした結果の 70％近くがヒューマン・エラーによるという事実は変

わらない。当然、その前に十分なチェックや事前検討をした上で起きた事故な

どにこの種の問題があることから、 終的に事故ゼロを進めるためには、ミス

を発生させる大脳の活動を分析して行く必要が生じる。 
 2011 年に NHK スペシャルで「ブレーキとアクセルをなぜ踏み間違えるか？」

という解析内容が報道された。この種の事故は、何と、年間 7,000 件にもなる

そうである。加えて、20 年間で 600 名もの死亡者となっているそうだが、やは
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り、年齢に関係なく、事故の特徴は「確かにブレーキを踏んでいたのに？・・・」

という内容が伝えられた。このため、NHK ではインターネットに紹介する形で

この内容に関するアンケートを進めたが、1 週間に 581 名が詳細なアンケート

を提出し、共通する内容は同じ問題を訴えていた。そこで、九州産業大学・交

通心理学がご専門の松永勝也教授が中心となり、この事故発生メカニズムを実

験的に解析した結果を紹介した。ここでは、様々な年齢の方 10 名の方がテスト

に参加したわけだったが、実験では、「突然携帯電話音がした」「助手席の妻が

主人に文句をいったため注意がそちらにいった」という内容をヒントに、予告

無しで脳にストレスを与えることを行った例が紹介された。実験では、とっさ

にブレーキを踏んでもらったわけだが、「平均 20 回に 1 回の頻度でアクセルと

ブレーキを踏み間違える事象が起きる」という結果だった。なお、踏み間違え

を起こした後に感想を聞くと、「ブレーキを踏んだと思っていたが、アクセルだ

った」というものであり、「なぜそうなったか？自覚が無い。正しいと思ってブ

レーキ踏んだがアクセルだった」という内容だった。このような現象を松永教

授は「常にアクセルを踏む行為が続いた結果、大脳では、丁度、スポーツの訓

練でとっさの技を出すように、人は、反射的（習慣）にブレーキを踏まず、ア

クセルを踏む現象がある。したがって、その種の行為（間違ってアクセルを踏

んだということ）に全く疑問を感じない」と結論づけられた。この状況は図 4-7
に示したように、既に多くの大脳生理学者が研究で得た結果の再現である。 

図5-7 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ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

最も単純な情報系最も単純な情報系

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。

 
 この種、ヒューマン・エラーが起きる背景には、先にも説明したように、人

が地球上に誕生～進化を遂げてきた過程に関与するとされている。大脳生理学
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による解析内容だが、人類誕生と共に、人類は多くの危険の中で活動してきた。

特に、食料の調達の際、いちいち左脳による判断基準を使って、情報を確認し

ながら行動する様式は論理的だが時間が掛かった。このため、「同じような事象

なら、右脳に蓄積された情報と、過去行った行動を使えばよい」ということか

ら、人類はいちいち細かく判断するという手続きを行わず、とっさの処置を進

めてきた行動様式に関与する。「やがて、人類はこのような行動パタンが右脳に

蓄積し、習慣～反射的な行動になっていった」とされる。古代の生活では、こ

の方が早く、安全だったからである。また、「仮に、間違えがあれば、その状況

を見て修正すれば良い」という処置を繰り返し、人類は現在に至ったわけであ

る。この現象を先の、自動車の運転でアクセルとブレーキを踏み間違える、と

いう事故に当てはめると、「常にアクセルを踏む行為が繰り返された結果、とっ

さのときに、ブレーキを踏む行為を選択する前に、無意識にアクセルを踏んで

しまい、事故に至った」と、松永教授は結論づけておられた。更に、NHK では

失敗学で有名な畑村教授が登場し、「過去、クラッチ、ブレーキ、アクセルの 3
種が AT 車になったため事故の比率が増した」ということ、更に、「バックする

際、体を半回転しながらアクセルとブレーキを操作する際、ブレーキを踏もう

としても、足が正しくブレーキをとらえない事象が多い」という実験結果を評

価して話された。その内容は、「確認を確実に行いつつ車両を操作する時には起

きないが、急ぐ、判断を間違えさせる要因や注意事項が加わった場合に間違え

を犯す頻度が増す状況にある」という内容だった。この事象は、過去に多くの

実証テストの結果を語ったものであり、「直線距離を自動車が運行する場合より

も、交差点の方が「管理ポイント（注意事項）」が増す。このため、急ぐ環境で

多くの管理項目を処理する過程で、大脳が、習慣づけられた行為を選択した結

果、事故を誘発する」という事象に大きな関係を持つ。 
大脳生理学による解析結果ができなかった時代、この種の大脳情報処理メカ

ニズムの構造が判っていなかったため、多くの人はヒューマン・エラーが発生

すると、「気合いが足りない」とか、「たるんでいる」・・「個人の特性」などと

して、ムード的な注意だけだった。だが、大脳生理学による解析が進むに従い、

事故発生メカニズムが判ってきたため、多くの研究がなされてきた。 
 ちなみに、「ブレーキとアクセルを踏み間違える事故の防止」だが、昨今、皆

様もテレビのコマーシャルに盛んにご覧になるように、多くの自動車メーカー

は、①人を感知するセンサーを利用して、どのようにアクセルを踏んでも、人

に衝突する前に車両にブレーキをかけて止める対策を進めている。それ以外に、

②急激にアクセルを踏む例は無いので、機構的に急激なアクセル踏込を受け付

けない処置をアクセル側に設ける。③ブレーキは踏み込む、アクセルは踏み込

む操作から、足で横に押す操作に変更することで、とっさのときに、大脳指令
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でアクセルを踏み込んでもエンジンにガソリンを噴射させない、・・・といった

研究が進んだ。失敗学で名を知られる畑村教授によると、「①の方式に頼ること

は、機構が複雑高価になるというだけでなく、部品寿命や信頼性の面で多くの

要因が関与するので、ひとつの機能が満足しない場合事故になる危険性を持つ、

それより、エラー・セーフと大脳生理学の見地からすれば、②か③の内容を進

めるべきである」とされたが、この見解は、大脳生理学を進める方々が一致す

る見解である。 

図5-8　HE発生と大脳生理学による解析の必要性

【ヒューマン・エラー（HE)に対する過去の分析内容】
　人間が間違えをおかすと？　→　叱咤と訓辞
　① 気合いが入っていない！
　② 注意不足だ、たるんでいる(手抜き）！
　③ 不注意はお前の特質だ、気を入れて治すべき

　　　だが、その気があるのか！
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　　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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題
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意
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下
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活
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 このように、また、図 5-9 に示したように、脳のメカニズムが解明されてく

ると、「ついうっかり」とか、「習慣的になっていたため仕方ない行為をしてし

まった」という大脳生理学が関与する事故に対しても、的確な対策の適用がな

されることとなる。例えば、①危険が多い所作を人が行う場合、ゆとりを持ち

確かめる。②取るべき行動が正しくなっているか否か？に不安を感じる場合、

メモなどのチェックを利用すること。③指差し確認とダブルチェックで間違え

ない行動を取る確認を図ること、といった対策を、逐次、作業(動作)に平行して

行うべき対策が、極めて有効であることが明白になるからである。加えて、大

脳の研究から、図 5-8 の下部に記載したように、(1)外部から突然人を襲う刺激

だけが、事故誘発の第一要因ではなく、(2)二日酔いや、寝不足で眠い、といっ

たような、脳が活発、冷静な活動をしていない環境、さらには、(3)個人的に気

になる問題を抱えながら仕事にあたる場合にミスは多発することが判る。その

種の状況を図 5-10 に例示したが、安全対策においては、いかに脳が冴えた状況
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で、多少とも危険が関与する仕事にあたるべきか？が重要な要件となる。 
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図5-9　人間の脳の機能と、情報処理過程とミス発生要因
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図5-10　心理的トラブル環境
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過去の現場体験話で恐縮だが、筆者も現場管理を担当していた頃、「二日酔い

の作業者は仕事に就けないで帰宅！」または、「事務所待機」を願っていた。そ

の理由は事故や不良を出すより、この対策の方が有効という判断からである。

毎朝、製造現場ではラジオ体操があった。事前にこの種の人は感知できるが、

ラジオ対策で地上から飛ぶ行為に変な内容がある時、近くに行き、息を確かめ

るということを行ってきた。作業者を外すということは生産上の支障が出る。

そこで、多能化を全工場的にも進めたが、この種の対策は現場管理上重要な対

策のひとつである。皆様の現場でも、作業開始と共に、現場管理者が製造現場

を巡視していると考える。その際、現場関係者を見回り、動きや、何らかの不

自然さを感じた時、個人的な話をする例があるが「お子さんが病気」「上司や関

係者から不満を言われたことが気になって仕事に集中できない」・・・といった

場合も、仕事によっては注意散漫から事故を誘発する例もあるので、この種の

心理的な状況をつかんだ対処が現場管理上、欠かせないチェック事項である。 
ちなみに、人の大切な命をあずかる航空機においては、パイロットが風邪や

何らかの理由で十分な睡眠が取れなかったとき、運航を辞退する策が運用され

てきた。これなどは、正に、図 5-8 の下方に記載した要件を重視し、ルール化

した対策の一例である。 

 

図4-11　安全対策に対する基本事項

一般論として存在する2種類の内容

ヒューマン・エラー対策
は無理！という思想

ヒューマン・エラー対策
実現例があり、そこから
学ぶ！という思想

対策は個人に起因する
要は、「技術として学び
使い、成果をあげるか？」
が要点となる！

またか！
安全対策はプロの
条件！

 
 

 筆者も過去「思いこんだら百年目」という言にあるように、確かる事項を怠

り、人と約束した期日を間違えたことがあった。それ以来、手帳に記載した翌
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日の内容を就業時に確かめる。再度、出勤時に手帳でスケジュールとメモを確

かめることを行ってきた。このような簡単なチェックをするようになってから

は、この種の要件でミスは無い。「人はミスをする生物である。だが、知恵を使

って防ぐ対策を上手に進める生物だから、万物の霊長という」という教えを「忘

れた、しまった」という痛い経験から得た苦肉の策である。これは、ささいな

ヒューマン・エラー対策だが、ミス防止の効果は高い。皆様には、大脳生理学

を活用する一例として参考になれば幸いである。以上、大脳生理学による人が

ミスを犯す行動パタンに関する弱点を示した。「このような大脳の作用とメカニ

ズムを理解すれば、「ヒューマン・エラー対策は無い」とあきらめるべきでは無

い」という例を、図 4-11 と共に示した。 

 
（３）大脳生理学の種類と切り口 
 本書では大脳の作用に伴い予想されないミスを犯す内容を大脳生理学という

一言で紹介してきた。だが、図 4-12 に示したように、この種の解析～対策手段

は大きく 3 種に分化している。第一番目は、大脳に心理面からミス発生へ影響

を与えるという局面からミス発生メカニズムの解析～対策を進める『心理学的

アプローチ』である。この解析では、人がミスを犯しやすい心理状態や、心理

発生環境を察知して事前に手を打つことによりミスの誘発を防ぐ対策を進める

対策が主体的な解析～対策となる。 

 

図4-12　大脳生理学が分化した「３つの学問体系」

　　　　　　HEに対する古い考え方　
　原因：本人の不注意、性格、特性　→　対策は“気合い”　→　ダメならあきらめ

心理学的アプローチ

大脳生理学的アプローチ

人間工学的アプローチ

　なぜ、そうしたか？心理的背景を考え
問題解決の道を探ってゆく。

① 手抜き（やるべきことをやらない）　→　意図を持って行う行為なので、規制や罰則が有効
② 間違い：定められた手続きをやらない。定めたことはやったがタイミングが遅れた、定められた手順

　　　　　　　の手順を間違えた。やってはいけない手続きをやった。　→　問題の性格に応じた対策
　　　　　　　例：教育訓練、標準化、メモ利用、アラームシステムの利用など心理的に補助する手段の適用
③ 不十分（正しくやったが内容が不十分だった）　→　対策に対する系統的解は示していない。

大脳の活動プロセスと発生メカニズム解析を行いミス防止を
探求する方式

① ヒューマン・エラー発生は大脳の活動低下期に起きる。　②大脳の活動には適度の休息が必要
③大脳の情報処理メカニズムを解析してエラー発生防止を図る探求を進める。　→ 研究内容の利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を重視する。

脳がさえた状態でもヒューマン・エラーは発生するので
問題が発生しにくい機器や環境面の対策を重視する。

① ジェット機のコックピットのエラー発生防止対策に例を見るように、人のミスを防止する策を駆使する。

　　例：正常なメーターの針は全て上向き、上向き以外を異常としてとらえやすくする。
②疲れない道具の活用、姿勢の工夫～職場の光度や座るイスの形状の工夫など環境面の改善など。
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つぎの第二番目は、『大脳生理学によるアプローチ』だが、この解析は脳の情

報伝達～意思決定のプロセスと構造を追う解析を進め、ミス防止へつなげて行

こうとする対策である。したがって、この解析が得意とするミス発生解析メカ

ニズムは、既に示した図 4-9 の左側に示したように、(1)大脳に情報が入る際に、

正確な捉え方をしているか？もし、見ていても重要な情報をとらえていない場

合、「なぜ、情報がとらえられないのか？」という解析をする。対策としては、

先にチェックリストや見るべき見視点を教えておく、指差し確認をして確実性

を高める。何らかのダブルチェックを行い、情報の存在を確かめるといった対

策を進めることにより、正しい入力を促す。(2)頭脳に入ると、次は、入手した

情報の翻訳となる。要は、入力した情報を大脳にある経験や知見を使って、ど

のような内容であるか？を確認する処理である。だが、ここに、「思い込んだら

100 年目」という言葉が関係する。ソースを感じているが、経験がないと、醤油

という解釈をする例や、経験があっても、醤油さしに間違って「醤油」と書い

てあったため、「変な味だな？」と思っても、醤油として使う。食後、人に指摘

されて「やはりソースだったのか？」と言う例などは、この種の例である。食

わず嫌いや間違った教育がいつまでたっても、正しいことを教えても受け入れ

られない例などは、この種の内容に相当する。(3)は「やってはいけないと思い

つつ行動してしまう」行動様式である。「赤いスイッチを押すな！」と聞いてい

たが押す。「閉まるドアーに手を出しはいけないことを知っているのに、無意識

に、手を出し、挟まれた」という例などがある。筆者の体験では、ちょうど、

子供の運動会に参加した時、父兄が参加するレースで「あの 終コーナーにな

ると、若い頃と違い、足がもつれ転ぶんだよ。・・・」と話していた集団にいた

父兄が、言い合わせたように、コロ・コロと転ぶ現象を見た。要は、「頭が真っ

白」という表現が出た時に大脳から発する命令で本人が意図しない行動を取る

例である。船酔いなどもこの例である。船に乗る際、船酔いの話を聞くうちに、

寝不足、船酔いの兆候を盛んに気にする中で、船酔いに陥って行く状況であり、

船酔い誘発システムは、心理的な落ち込みを大脳のメカニズムが増幅する例で

ある。 
 後の第三番目は『人間工学アプローチ』である。この対策は、別名、『安全

工学』という名を持つ対策である。人はワンルックで「○○である」という状

況判断をする。だが、このパタン認識という大脳の作用による情報処理が安全

面で支障をきたすことがある。これは、筆者が安全工学を学んだ時、 初に習

った内容だが。「航空機のパイロットが、計器を確かめながら飛行中、3000 フ

ィートの山に激突した例があった。幸い、生き残ったため聞くと「計器が 8000
フィートを示していた」と言ったが、実際は 3000 フィートだった」という内容

だった。プロが計器を読み間違えた例である。この飛行機はまだ飛行機が出来
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たばかりの古い双翼機だったが、大学の講義では、さらに「この事故を解析し

た研究チームは、似たコックピットを製作して研究の結果、「多くの計器が目前

にあり、ひとつひとつ値を読む方式では誤りが発生しやすい、という結論を得

た。さらに、飛行計画に応じて、メータの取り付け部を回転して、「正常な運航

の際、計器の針は全て上を指す。もし、異常があれば、計器の針は横に倒れる

形にする、という構成でコックピット内にある計器を全てこの方式にしたとこ

ろ、パイロット達が「これは楽だ、異常発見も早いので対処もスムーズになる」

という例が紹介された。さらに、パタン認識で簡単に異常発見対策が進む学問

体系を安全工学という名にして技術開発した。その後、安全工学は人間工学に

名称変更されたが、例えば、航空機においては、着陸時に車輪を下すレバーに

は車の形をした握り、翼を制御するレバーには航空機の翼の形をした握

り、・・・・という改善を生んだ。同時に、長時間の運航に疲れや計器の見落と

しをさせないため、座椅子の工夫、計器の配置、異常があれば、アラームや赤

いランプによる点滅などを装備していった、という解析を進め、人間が誤りを

犯しやすい要因の除去を進めた。 
 以上、大脳生理学でまとめたが、この中には 3 つの切り口を柱とする学問体

系がある。昨今、「薬の取り間違え」という事故を大脳生理学研究グループが取

りあげ、対策を模索する例が紹介された。薬害事故撲滅が 終目的だが、その

要因となるヒューマン・エラーの撲滅に対し、アイ・カメラを関係者が装着し

て、棚から必要な薬を取る作業を分析した結果が報道された。その状況を見て

いると、薬品名は全く見ない状況で、指定されたカルテの薬剤を取っている事

実が「目の動き」という形で撮影されていた。過去、薬の取り間違えに対し、

職場の関係者が集まり、「注意書きをつける」「色で区分する」ということを繰

り返してきた。また、「短時間で行う薬の選択に取り違えミスには苦労していま

す」ということだった。だが、薬の名称は全く見ていないで、過去、選択して

きた印象から薬箱に手をのばす行為に対し。始めて仕事の実態をつきつけられ

た方々は、「正直いって、慣れの中で、この薬は、おおよそこのあたりにある、

と体で覚えているものですから、薬を入れる箱を見ないで直接薬に手をのばし

てきました」という本音を語った。「ベテランなら問題が判っている」というこ

とで、注意書きや色分けをした表示は、目前にまっても誰も使っていなかった

わけである。この分析後、ここでは、多くの有効な安全対策を提示していた。

例えば、①引出の薬の名称を確認しない限り薬が取り出せないようにする工夫

（箱の中身をパタン的にとらえられない仕組み）。②手元に集めたものをカルテ

の図と薬品名称で再チェックする(現在は、自信が無いためか、再度、薬剤を渡

す時に、患者の力を借りて行っている)という方式である。だが、筆者が考える

には、③薬剤の指示は医者のカルテの指示に基づく関係上、カルテを二次元バ
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ーコードで PC にインプットして、薬剤の包装に（裏面のアルミ表面）にバーコ

ードを印刷しておき確かめる。④取り出しには、物流会社では棚から商品を取

り出す際、ランプ表示を行い、取り出すと同時にボタンで取り出し確認、PC か

らの指示消去を進めているが、この程度のポカヨケの装備はお願いしたい例で

ある。そして、⑤JR など、駅の切符販売時に行う、持参後の薬剤に、指差確認

～ダブルチェックの励行と共に、もし、ミスが発生するのであれば、その内容

を残し、大脳生理学的な解析で、何をすべきか？を検討願えれば、薬剤を取り

間違える事故は皆無にする道が開発させて行くのではないだろうか？筆者はこ

の分野には門外漢だが、この種の案が、ご関係者の参考になれば幸いである。 

 
（４）大脳生理学の研究で体系化されたヒューマン・エラーチェックリスト 
 大脳生理学の調査と研究は図 4-13 に示したように既に多くの研究結果がある。

この中で故・橋本邦衛博士の研究内容を紹介することにしたい。その理由は、

数多ある研究の中で企業において利用が盛んであり、現在、失敗学を中心とし

た解析内容のほとんどが橋本先生の解析と同じであり、解析の基になっている

ためである。 

 

　図4-13　大脳生理学によるﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策の要点

日本に多くあった
　　事故調査のあり方
「ﾐｽをしたのは誰だ！」と
責任・刑罰論優先で問責
する方法。

【大脳生理学による
　　　科学的解析手順】
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

【大脳生理学による
　　　科学的解析手順】
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
　　＋
研究
　結果

大脳生理学の研究成果
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
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マニュアルの整
備とCRM的訓練

緊急時・異常時の対策⑤

フェーズⅡの状
況とチェック重視

定常的作業や疲れが伴う作業④

フェーズⅢの状
況を確認・実施

危険な作業非常時の作業③

相互チェック、規
程の整備（監査）

お互いに全員が助け合える状
態や環境をつくる。

②

マニュアルの作
成とKYT的訓練

エラーを事故にまで発展させな
いようにする。

①

大脳生理学に

照らした対策例

　　製造現場で発生が多い

　トラブルや事故対策例
No.

実際に行われる仕事や対策の解析例

 
 
 ここで、安全対策を実務で行う我々の立場では、「大脳生理学をいかに活用し

て行くか？」がテーマとなる。なお、実際に起こった事故などの要因となった

内容は表4-2のような調査結果となり、重点的な対策は表4-3が紹介されてきた。
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では、「この種の内容をチェックし、更に、各職場に潜在するリスクとなる要件

を探るには？」という要求に対し、橋本先生は表 4-4 のようなチェックリスト

を提供している。この表をご覧願うと判るが、個人的に考えても人がミスを犯

す例がイメージされ、KYT の訓練の後、この表を、各現場に持参して現場にお

ける作業環境や人が行う注意に活用する有効性がご理解願える状況である。 

 

表4-2　作業ミスを犯しやすい環境上の要因

　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.

 

表4-3　大脳生理学を基にした仕事を改善する要点

反復訓練で考えなくても間違えずに処理ができる対策、

単調な作業は簡易自動化で補助する。単調さで間違え
るという内容はポカヨケで補助する。休憩の取り方を工
夫して疲れを回復させるなどの対処を図る。

繰り返し処理や慣れた仕事

　　　　　　　　でついうっかり　
　　　　　　　　　間違える場合

　４

集中が進む環境づくりが選択を助ける。例としてランプ
や表示で判断を助ける、ポカヨケの併用で誤った判断
を回復させるなどの手が有効である。

多数のプログラム（用意され
た処理方式）から素早い行動
の選択をする場合

　３

異常時には、異常時の対処の訓練をしておくと、異常と
いう内容に集中した切りにならないため、冷静に全体
を見て行動することができる。

処理出来ないときはラインを止める、仕事の手を止め
て良い、というギブアップシステムを利用することにより、
問題を整理し、対策の後もとの仕事に戻る処置を決め
ておくと無理をした行動はとらないで済むので不良発
生は防げる。

一点集中の傾向が出ると、
そちらに集中して全体の情
報処理量は制限される

　２

情報過多の場合、即断即決の決定は不能状態となる
ため不可能となる。従って、管理ポイントをしぼる。注
意点を重点３つ程度として集中した対処を図ることが
重要となる。

膨大な情報を

駆使した処理

に対する問題

　１

　　　　　　望まれる対処（改善方法）発生する情報と行動の状態No.
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 表 4-4  大脳生理学によるヒューマン・エラーチェックリスト（１／４） 

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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 大脳生理学によるヒューマン・エラーチェックリスト（２／４） 

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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 大脳生理学によるヒューマン・エラーチェックリスト（３／４） 

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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 大脳生理学によるヒューマン・エラーチェックリスト（４／４） 

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 

 

 

 
（５） 近起こった事例に見る大脳生理学事故の状況 
 新聞やテレビを見ていると、「プロが？信じられない！」という事故が相次ぐ

形で報道される。そこで、事例の解析は「同種事故を起こしていただきたくな

い」という意図で扱うことにする。なお、記載する内容は、現地へ出向き、実

際の事故を詳細に分析した結果でなく、あくまで報道記事を基とするため、一

部の解析内容に想定が入ることをお許し願いたい。 
① クレーン車が小学生の登校途中の列に突っ込み 5 名死亡・一人重症 

この事故は 2011 年 4 月 18 日午前 7:40・栃木県鹿沼市籾山長・国道 239 で起

きた悲惨な事故である。癲癇症を持つ運転手 S（26 歳）が出勤途中、クレーン

車に乗り出発後 10 分程度で事故を起こした事件だった。しかも、「見通しの良
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い直線道路、反対車線を乗り越え小学生の列に突っ込んだ後、民家の作業小屋

まで壊して停車した」という、とんでもない事故だった。この間に、通学に向

かう小学生の列に対し、反対車線を越えながら正面から突っ込んだため、6 人の

死傷者と 1 名の重症者を出す事故になった。目撃者によると、「運転手はハンド

ルを抱きかかえるように突っ伏した状態で運転したまま、通路を隔てる縁石を

超え（国道 293 号のセンターライン）、通学途中の小学生の列へ直線的に突っ込

んでいった」としていた（寝ているのに近い状態だった）。その後、調査が行わ

れたが、次のような内容が明確になった。(1)運転手 S は 3 年前にも登校中の児

童をはねる事故を起こしていた。(2)S は癲癇を持っていた。本来、前の日に薬

を服用することになっていたが、忘れ、当日の朝に服用した。(3)昨日は午前 0
時に寝て午前 6:30 に起きた。(3)先の事故のため、宇都宮地検は自動車運転過失

傷害罪で禁固 1 年 4 か月、執行猶予 4 年の判決を受け、事故当時は執行猶予中

だった。(4)本人の証言では「居眠りしていた」と話した。(5)雇い主の話では、

「S はまじめな青年」としていたが、前の会社で興した事故、自分が癲癇である

ことを、現在の会社には話してなかった。就職を断られることを恐れてのこと

だった。(6)警視庁によると、一般論として人身事故による執行猶予中でも運転

免許を保持することがあるとしていた。 
以上がこの悲しい事故の実情である。この事例は癲癇という人が制御できな

い大脳系の信号を遮断したため起きた事故であり、ある意味、大脳生理学的に

は癲癇の発作が起きれば事故は必然、という内容だった。そうなると、(1)重機

を扱う状況を考えると、まず、警察として免許発行は控える対策が必要になる。

(2)会社側もS氏を雇用する際、前歴の調査が必要である。(3)個人情報保護とは

言え、医者も「人は薬の飲み忘れが発生する」ということを考慮に入れ、S氏に

関与する各種の要件を指導すべきだったことや、(4) 終的には、眠くなったら、

遅刻してでも車の走行をやめる、といった人的な措置や指導が望まれる事故だ

った。 

 
② 山陽新幹線・補修用車両のブレーキが遅れ車両同士衝突、5.5 万人に影響 

2010 年 7 月 22 日・午前 4:20 神戸市須磨区・山陽新幹線のトンネル内で保守

用車両同士が衝突し、脱輪したため。始発から新大阪－岡山間が運行停止、午

後 2 時半ころの復旧となった。この事故は 98 年、99 年にも同様な事故が起き

ていたが、(1)事故当時、オペレーターと言われる運転手と作業責任者 1 名の 3
名が保守車両に乗っていた。（2）追突されたレール保守用車両（2 両編成）には、

さらにJR社員ら 2 名が乗っていた、しかも、（3）衝突した双方の車両には「保

守用接近警報装置（アラーム式、エラー・セーフ機器）が搭載されていた。こ

の装置は他の車両が 300m以内に近づくと音声と警報機がついていて、自動的に
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車両停車させる機能を持っていた。（4）装置が今回どうなっていたか確認中と

しているが、（5）車両の衝突をしたオペレーターは「レール保守作業でほこり

が多く、視界が悪くブレーキが遅れた」と説明した。しかし、なぜ、視界が悪

い時に通常スピードで走行したのか？また、なぜ、警報装置がありながら活用

されていなかったか？が問題となる。一応、ここでは「この事故の 終的な要

因は「ほこりがあり判断を誤った」ということだったが、大脳に蓄積してきた

経験情報（誤った判断）が関与した事故である」という説明になる。そこで、

ここでは大脳生理学上の問題例のひとつに加えた。なお、この種の安全走行に

（安全チェックのために）、安全確認管理者が同乗していた。そうなると、これ

も、「オペレーターの言だけを頼りに、事故の対策を進めてよいのだろうか？」

ということになる。要は、3 度も同じ事故を起こしてきた事実を見ると、ヒュー

マン・エラーの前に手を打つ多くの要件が存在する事故である。 

 
③ JR 埼京線のケーブル固定不十分で停電発生、帰宅客 26 万人に影響 

2010 年 1 月 29 日にパンタ・グラフのボルト付け忘れがあった。この整備ミス

で新幹線は 3 時間不通になったが、この内容は単純ミスとされた。後日、主任

がいて見逃しを行う。点検用紙も無い状況で重要な仕事が進められてきたこと

が問題になった。 
紹介する事故は、これに続く形で、2010 年 3 月 23 日午後 7:18 頃起きた事故

である。影響したトラブルは停電を誘発し、3 時間半の運休から 26 万人に影響

が出た。要は、両者とも、単純ミスの影響と繰り返しである。その要件を、以

下の区分にわけ、当日の実情を列記した。 
(1)事件の原因は、駅舎天井部に設置された高速無線通信ケーブルの落下防止

対策が不十分だったため、埼京線が走行時に、垂れてきたケーブルをひっかけ、

切断したというものだった。事実、目白駅を通過する下り普通列車が「何かが

落ちてきて窓ガラスに当たった」という報告からも、この問題の実情が判る。(2)
対象となったケーブルは当初「金具に固定している」としていたが、屋外にも

かかわらず、屋内用のプラスチック製の留め具だった。このため、昨年 2 月に

設置されたものが、老朽破壊した。(3)このケーブルは高速通信無線サービス：

WiMAX と呼ばれる通信用のケーブルである。今まで、室内配線が主体だったた

め、室内で使うプラスチック留め具を使い、架線との接触に対する処置が他の 3
駅ではなされていたが、目白駅だけが対策されていなかった。 

JRでは、「想定外の事故」と発表した。しかし、他の 3 カ所では金具固定と動

力線と交差しないよう、2 重の対策がなされていた事実を知るなら、この事故は、

想定外ではない。むしろ、目白駅は、室内の延長で工事が進んでいたことに問

題が残る。また、こう整理すると、①変化があるのに工事の判断をする時点で、
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過去の情報を頼り、疑問を感じないまま室内方式を適用した。②動力線と交差

する線が路線に落下した場合、落下が通信だけでなく、動力線以外にも危険な

影響が出るという知識が作業者の念頭になかったこと、③工事を依頼した方が、

工事内容を確実にチェックしていなかった点（人を信用して仕事の中身をチェ

ックしないという現象）が検討不足の要件として浮き彫りになる。両者とも、

人身事故にならなかった点だけが、不幸中の幸いだった。 

 
④ フェデラル・エクスプレス貨物機事故 
一旦航空機の事故が起ると、被害は大きい。このため航空機業界では、過去か

ら、十分な訓練と安全管理下で航空機の運行がなされてきた。だがヒューマン・

エラーはいまも時々発生している。今回紹介する事故はウインド・シェアとい

う事故である。2009 年 3 月 23 日午前 6:45 分頃、貨物機 FedEx が成田で着陸

時に起った。対象機は、滑走路上を数回、バウンドする形で機体制御が取れず、

地上に落下～炎上した。「ポーポイズ現象」とされるこの事故は、(1)操縦士が初

期の訓練段階から、この状態に陥らないよう姿勢を維持するよう教えられる内

容である。(2)事故の当日、急激な風の変化が上空で起きていたため、着陸予定

の FedEx には注意を送っていた。(3) FedEx からが 6:45 の交信時に、着陸許可

を了解する旨の応答がなり、その後、航空機の異常や危険を知らせる連絡は無

いまま、着陸に入ったが 6:48 分に操縦不能～地上とのバウンドを繰り返し、横

転・炎上した。航空機は大破したが。復旧には 1 日半を要するだけでなく、国

内便の欠航や、その後の 50 便ほどが他の空港へ着陸変更となった。「では、な

ぜ、事故に至ったか？については、事故機から取り出すボイスレコーダーを見

てから」となった。現在、事故の理由は不明である。だが、着陸スケジュール

の上で、何らかの初歩的な判断ミスがあったのではないか？とされた事故であ

る。そうなると、この種の事故防止に対しては、「ベテラン/素人の差なく、着陸

手続きを着陸前にパイロットに確認してから着陸許可を出すべき」となる。 
つぎに、2009 年 7 月 23 日午前 9:10 頃にも、「あわや事故」という危険な誤進

入が、大阪（伊丹）空港で発生した事件も紹介することにしたい。この事故は、

乗客 74名が乗っていた日本航空グループの JTX機（JALエクスプレス）DC9-98
で起きた。問題は A 滑走路を横断するという信じられない行為だった。幸いに

事故には至らなかったが、着陸予定の別機が 4Km 手前まで迫り、正にヒヤット

状態だった。管制塔からは「A 滑走路を横切る前で待機するように指示されて

いた。だが、聞き逃したか？なんらかの勘違いが起きたのではないか？」とさ

れる。この事件は理由不明である。だが、指示内容を確かめない場合、大脳生

理学的には起きがちな事項のひとつである。航空機においては、先の事故対策

上、①復唱する。②主パイロットと副操縦士の 2 名で安全管理を進める状況を

 144 



考えると、異常の兆しを早くつかみ、相互に注意を払う。③十分なチェックを

行う。このために、指差し確認とダブルチェックや、緊急時にはマニュアルを

航空機の PC からアウトプットして使う、という一連の CRM 訓練・試験システ

ム（Crew Resource Management）の運用が望まれる。 

 
⑤ その他にもあったニアミス 
これ以外にも、航空機ではニアミスの例が報じられてきた。以降、大脳生理学

的に見た個々の解析は読者の皆様の判断にお任せすることにして、事例の内容

だけを紹介することにする。なお、図 4-14 に例示した通り、裁判で、この種の

ミスは有罪判決になる例があることを、予めご理解願いたい。 
(1) 機体が北海道の山肌 520ｍまで接近した例：管制塔の誤指示 

2010 年 10 月 26 日、北海道・旭川空港近くの山岳地域を飛行していた

エアーニッポン（ANK）機に対し管制官が周囲の山より低い高度まで降

下するよう、誤って指示した。この時、対地上近接警報装置（GPWS）
が作動、パイロットは 1500ｍの指示から 3000ｍに急遽切り替え上昇し

たため、山との衝突を避けたが上昇時に山頂とは 520ｍだった。もし、こ

の処置が無ければ、機は完全に山に激突していた。 

図4-14　2001年1月・日本航空機ニアミスに対する判決

JAL958便

JAL958便

　管制官が
指示した高度

　管制官が
指示していた高度

TCASに
従って降下

管制官の指示
に従って降下

急降下

TCAS(空中衝突

防止警報装置）
　の指示

当日の状況
ニアミスの状況
　韓国・釜山発－成田行き958便と、羽田発
那覇行き907便、双方ともJAL便が高度さ10m
まで接近、衝突を避けるため急降下した907便
の乗員・乗客100人がケガをした。

　当初、東京地検は、便名を間違えて回避指示
を出した管制官2人に、57人のケガに対する、
業務上過失傷害罪で在宅起訴した。907便の

機長も業務上過失傷害容疑で書類送検したが、
不起訴となった。
・06年の一審・東京地裁判決は無罪としたが
・08年4月の二審・東京高裁は「実質的に危険
　な指示」と認定し、2人に執行猶予付きの禁固

　刑を言い渡し、管制官側が上告していた。
・これを最高裁が10月26日付で上告を棄却、

　執行猶予付きの禁固刑とした。これにより、
　国家公務員法により2人は失職となる。
　判決は5人中4人の裁判官の多数意見で決定

 
(2) JAL エンジンがコンテナを吸い込む 

2009 年 5 月 11 日午後 1:30．米ロサンゼルス空港で JAL61 便（B747）
が乗客・乗員 267 名が着陸を待つ中で起きた事故である。金属製のエン

ジンの前を通る牽引車から落ちた空のコンテナを吸い込んだ事件であり、
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エンジンの開口部にコンテナがすっぽりはまっている状況をパイロット

が発見、離陸停止をした。 
(3) NW 機の着陸時、乱気流で客が次々うきあがり、43 名がケガ！ 

2009 年 2 月 20 日午前 11:50 頃、成田空港に着陸に向かうマニラ発・

成田行きノースウエスト 2 便（ボーイング 747-400 型）乗客・乗員 422
人が着陸時に起きた事故である。発生時点の様子は「時計を見る余裕な

どは全くなく、もう墜落するのではないかと思った」と乗客が当時の状

況を語るほど、急激で短時間に起きた気象現象に伴う影響が NW 機を襲

った。乱気流に遭遇して起きる同種の事故は、他にも度々起きてきたが、

今回は「早めにシートベルトを締める指示が全く出ていなかったこと」

が事故発生に大きく関与した。当時、茨城県沖には低気圧があり、そこ

から延びる寒冷前線の近くに 8000m にも達する発達した積乱雲がいく

つも発生していた。このため、同機は、上空で旋回しながら着陸許可を

待っていた。既に日本航空や全日空では注意を促し、ベルトのサインを

出したり、雲を回避する行動を開始していた。だが、NW 社が天候をど

のように解釈して対処していたか？は不明だが、シートベルト着用の指

示は出さず、事故発生後も「軽傷者が数名程度と誤認」～「頭を打ち、

首を痛めた人が 1 人いる」という程度の報告で救急車を手配した。だが、

実情は、43 名：首の骨を折った乗客 1 名、9 名は治療が必要という状況

だった。このため、急遽、周辺から 15 台の救急車が手配され対処した。

このため、事故直後に、「国土交通省運輸委員会は事故を重く見て調査に

入った」という報道がなされた。 
以上、事故事例を紹介したが、共通する内容は 
① リスクの想定基準をどこに定めて、これから下す手順を見直したか？ 

これは、問題発生の予測能力と認識の程度（甘いか辛いか）に関与する。 
② 事前確認を含めて事前検討段階で何らかの手を打てなかったか？ 
③ 問題発生時点に、訓練した事項が即座に遂行できるか？ 

という共通項が挙げられるのではないだろうか？この①と②は既に本書で解

説済である。そうなると、本書の目的であるケガ・ゼロの技術対策を駆使して

ゆく対策に当たっては、すでに、残余とされるこの課題を CRM（Crew Resource 
Management）という技術手段と共に、どの程度、また、完全に個々人が訓練

して、とっさの状況で実施出来るか？がテーマとなる。 



４－３ CRM に見る訓練と危険回避対策の習慣化 

（１）CRM 適用効果 
 どのような立派な理論も、現場で適用され、効果を挙げなければ無意味であ

る。逆に、この考えで、「安全対策を身につけ、訓練～実践の場で自由に安全技

術を身につけた段階を想定すると、 後にヒューマン・エラーを誘発する大脳

生理学の作用に伴うエラーによる事故はあっても、その発生程度は 0.5％以下に

なる」ということになるのではないだろうか？要は、安全対策技術は身につけ

実践する訓練が大切であり、いくら書や研修を学び、知識だけを増やしても意

味が薄い対象なのである。ここに述べた内容は、単に筆者だけの見解ではない。

すでに、この対策の研究は、航空機のパイロット訓練として有名な CRM（Crew 

Resource Management）を具体化する前、航空機の安全対策の専門家達が研

究に研究を重ねた結果得た結論である。CRM については、ここまで、簡単な解

説を加えてきたが、ここに述べた考えに立ち、以下、CRM の詳細を、図 4-15
と共に紹介することにする。 

 

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　

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4-15　CRMを利用した徹底安全訓練対策の進め方

CRM

 
 

CRM は、ボーイング社が「何とか飛行機事故を減らしたい」と考え､1990 年

～99 年の 10 年を調べ、飛行機の自動操縦化とエラー・セーフ機器の装着対策

に取り組み、誕生させた安全訓練対策技術である。CRM 開発の経緯は、「どの

ように航空機を自動化して安全対策を図っても、事故を起こした事象の 70％が

 147 



HE だった」という結果によるものであり、「究極的に安全対策を図るには、ど

のように自動化を進めても問題は回避できない。安全を確保するためには、過

去のトラブルを分析して、訓練システムを確立すると同時に、パイロットがと

っさの時に、訓練した技能を駆使できるか否かによる」というものだった。こ

のため、あえて、航空飛行シミュレーターをつくり、訓練と共に、習得内容を

テストする方式を進めた。また、「CRM を資格化して、定期的に試験を行い、

一度でも不合格になった者は、どのような経歴や飛行技術を持っていても地上

勤務に変更する」という厳しい制度で運用した安全対策技術習得・評価方式を

定めた。なお、この 70％という数値は、先に詳細した図 4-6 に紹介したように、

自動加工設備を使う研究において調査されてきた。 
① ヒヤット情報の登録義務化：過去、パイロットのニヤーミスは本人の失

点だったが、能力や責任と切り離して報告、情報収集する対策。 
② コックピット内の連携の強化：主操縦士が絶対権限を持ち全ての意思決

定をしていたが、もし、副操縦士が不安を感じる事項があれば進言でき

る制度の運用と協力しあって問題解決を図る仕組みの適用。 
③ シミュレーター使用：①と②を訓練、同時に資格制度を運用する対策。 
以上が CRM の構成要素である。その結果、HE に起因する事故を激減させた

わけだったが、このような成果を得た後、CRM は航空機事故防止の対策に各国

で適用された。また、革命的な成果を挙げていったが、特に、期限付きの資格

化制度の運用は以下のような副次的な安全対策効果を示した。 
① 安全技術は知識より実践力が重視される：どのように有能、博学な知識を持

っていても、いざ、事故に遭遇した状態で的確な対処が出来ない方は、事故

を起こす。このため、期限つき実践力の程度を評価する。 
② 資格保有者は誇りと自信を持って行動する：安全技術を駆使できるという試

験は、取得者にとって、かなりの自信となる。要は、厳しい関門と共に、シ

ミュレーターではあっても、確実に身につけた安全技術を駆使できたという

内容が、実務に際して事前チェックを確実にする。また、航空機に同乗する

スタッフの監視下にあるという思想で、「お手本を実務で演じる」「恥になら

ない航空機の運航を進める」という人の感性的作用が、より正しい安全運航

を招く作用は個人の安全対策力を大きく高めるという効果につながる。 
③ 個人的に自主的な勉学を進める：ペーパードライバーは除き、一般にプロと

して活動する方々は、資格を持つと、「その道のプロになる。他に負けない

技術錬磨を図る！」という行動を自主的に進める傾向が強くなる。事実、一

流パイロットでこの種の活動を実践してこられた方々は多く。「自分の技量

を高め、後輩を育てる」という意識もあって、「受け身的な安全対策ではな

く、自己研鑽形、積極的に安全対策技術を異分野から学ぶ。さらに、異分野
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で起きた事故解析も科学的に進め、自分の仕事に生かす工夫を怠らない」と

いう行動を採ることが、更なる安全対策技術の錬磨向上になって行くという

効果を生んだ。この例は、下に示す方々が行ってきた内容だが、この種の内

容にご興味をお持ちの方には是非参考にしていただきたい要件、と考える。

また、この現象は、製造現場において、事故の多い方に安全対策の先生を事

故の体験と共に教育担当を願うと起きる現象に似たところがあるわけだが、

「安全対策において、資格化は、自覚と技の練磨を数段高める」！という効

果を生んだわけだった。 
【参考資料】航空機パイロットの安全体験と心がけている事項など 

(1) 杉江 弘著「機長が語るヒューマン・エラーの真実」 

 ソフトバンク クリエイティブ株式会社 発行 

(2) 田口 美喜夫著 [機長の一万日] 講談社 刊行 

(3) 坂井 優基著「機長の判断力～情報・時間・状況を操縦する仕事術～」講談社 

刊行 

(4) 加藤 寛一著「航空機事故 50 年史」講談社文庫 

(5) 松江 弘緒「機長が語るヒューマン・エラーの真実」ソフトバンク新書 

(6) 村上 耕一・斉藤貞雄共著「機長のマネジメント－コックピットの哲学」世界

大学出版 

(7) その他：ANA グループ総合安全推進室「改訂版・ヒューマンファクターズへ

の実践的アプローチ」：CRM を進めるための安全対策の学習書 

以上、CRM は、このような広がりと安全実績を得てきたため、現在は鉄道や

船舶の運航にも適用が広がっている訓練・資格制度である。人は大脳の作用に

よって行動する。しかも、人類誕生の歴史から、過去の経験をベースに、ほと

んどの行動は無意識に近い状態で仕事を進める。「もし、何か問題が起きそうな

時は、判った時に修正する」という行動を採るメカニズムが研究されている。

このため、先の説明を繰り返す形で恐縮だが、航空パイロットの資格は通常 1
年（企業によっては半年）に 1 回である。また、「もし不合格になると、どのよ

うな経歴者、優れた特殊技能を持っていても即座に地上勤務となる」という厳

しい制度の運用を CRM では運用してきた。だが、この要件は、一般大衆である

我々からすると、「人命をあずかる責務」という状況を考えると納得される処置

である。更に、航空パイロットは、体調が不調の場合には航空機の運行を辞退

する制度。また、副操縦士との人間関係にもたれ合いが生じないように、常に、

同じメンバーでは無い構成で航路を担当する制度が適用されている。また、飛

行の前には、必ず、チェックリストで全ての確認事項をチェックする制度が運

用されてきたが、ここに我々は製造現場の安全対策上、利用すべき多くの技術

的な要件がある。では、CRM が多くの成果をあげてきた中から、皆様がよくご
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存じの「ハドソン・リバーの奇跡」を紹介することにしたい。 
この事件は 2009 年 2 月 6 日極寒のニューヨークを発った乗客・乗員 155 名

を乗せた(満席状態) US エアウｪイズ 1549 便で起きた。機長はチェズレイ・チレ

ンバー57 歳、全員の無事を果たした快挙だった。事件は、航空機の両エンジン

に、大型の渡り鳥（カナダ・がんという体長 2m にもなる渡り鳥）がエンジン

に入り停止したことが発端だったが、短時間に機長の冷静な判断と操縦技術を

駆使して、機体を無事着陸（川への着水）成功させた。幸い、近くにいたフェ

リーの支援もあり、沈水前に全員の救助がなされたため、後に『ハドソン川の

奇跡』と名づけられた。なお、この記録と機長談は 2010 年（東日本大震災に対

し、今後のリスク対策に役立てる企画として）4 月に放映された。そこで、その

要点を、以下、簡単に紹介することにしたい。 
① 2009 年 1 月 15 日午後 3 時、US エアウｪイズ 1549 便は米国のニューヨ

ークのラガーディア空港からノースカロライナのシャーロット空港に向

かうため滑走路で待機していた。フライトは 1000Km ：1 時間強のフラ

イトを予定した(ガソリンは十分)状態 だった。現地の商社に勤務する日

本人乗客 2 名も搭乗していた。なお、クルーは 4 日間 5 名の編成であり、

このフライトが終わると自宅へ帰れる 終のフライトだった。 
② 機長は 16 歳で操縦士の免許を取得、当時、パイロット歴 42 年を持つ大

ベテランパイロットだった。なお、「この間、特に大きな事故経験は無か

った」と語っていた。その日も通常のフライトだったが、3：25 分、予定

より 40 分遅れて飛び立った便は、副操縦士ジェフ・スカイルズ（操縦士

歴 30 年のベテラン、この空港の離陸も数百回経験していた方）が担当す

る中で、離陸直後に両翼のエンジンに大きな渡り鳥が飛び込み、両エン

ジン停止（バード・ストライク）という、歴代のパイロットの中で 大

の試練に遭遇した。 
③ 2 人は着陸時「今日はハドソン川の眺望がきれいだ！」という会話をして

いた。離陸直後のスピードは 380Km/H の低速、高度も 914m という低

い飛行だったが、この時（PM3:27、離陸からわずか 95 秒後）に大きな

衝撃を受けた。なお、この直前、機長達は鳥の群れを確認していた。鳥

との遭遇で機体は大きく揺れ、すぐに機内には、何かが焦げたようない

やな臭いが漂ってきた。この時、乗客もエンジンから火が出るのを確認、

大変な事態が起きていることを直感したそうである。ちなみに、この種

のバード・ストライクは。日本国内だけでも年間 1200～1500 回の事故

があるそうだが、小型と中型の鳥のため、機体に損傷が出る例は少ない。

また、航空機は、この、まだ防げない事故に対して、片方のエンジンが

作動すれば飛行可能な対策が施されている。だが、今回のように、両エ
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ンジン同時に、また、巨大な渡り鳥が入り停止する例はなかった（CRM
の訓練メニューにも無い事故が今回は発生した）。このため、バード・ス

トライク後は、エンジン音が全く聞こえない状況となり、低空しかもニ

ューヨークの高層ビルが並ぶ上でグライダー状態に陥った。 
④ 当然、機長はエンジンの再稼働を試みた。だが、全く動かなかった。そ

こで、機長が運転を交代して緊急時対策に当たることになった（バード・

ストライク後 12 秒）。この時、機長は、「これからが極めて困難と覚悟し

た」とのことだが、後に「自分の視野が狭まり、心拍数が上がって行く

状況を感じた」と思い出を語った。要は、機体が危機的状態になってい

たわけである。やがて 21 秒後には機体がグライダー状態で降下状態に入

り、高度も 914m から 800m に低下していた。また、計算だと、このま

までは約 3 分には地上落下となる状況だった。しかも、コックピットか

ら見る直前にはニューヨークのビルが立ちふさがっており、地上への着

陸は大惨事となる状況だった。 
⑤ 対策のひとつに、飛びだったラガーディア空港へ戻る策が頭に浮かんだ。

このため、管制塔とのやり取りで、戻ることにして左へ旋回した（バー

ド・ストライクから 35 秒後の判断だった）。しかし、すぐに、機長は「飛

行高度と時間を考えると、無理である」と判断した。その理由は、飛行

高度は低く、飛行速度が低下していたためだった。管制塔は進行直線距

離の先にあるテターボロ空港を打診してきたが、この空港への着陸も、

「今の機体と推進力では無理！」と判断したためである。それは、既に

低下する機体は 370Km/H に落ち、2 分で地上へ落下する状況だったから

である。以上、機長が「分速 6Km・2 分程度で 13km 先にあるテターボ

ロ空港への飛行は無理と判断した」状況分析～意思決定内容だった。 
⑥ この時、機長はとっさに「このままだと、ニューヨークは火の海となる」

と思った。アクション映画などを見ると「高速道路へ航空機を着陸する」

というシーンがある。だが、3:30 頃は道路が渋滞状態であること、から、

「警察に車両退避を願っても 2分では空にするには無理である。加えて、

ビルが立ち並ぶ環境下での着陸は、あの 9.11 に似たビルへのテロ機突入

の惨事を招く」と考えた。このような不安で悩む中、機長は着陸時に、

先に、副機長と話した「今日はハドソン川の眺望が綺麗だね！」と語っ

たことを思い出した。同時に、機長は、「これは人生の 大の危機である。

だが、逆に 大のチャレンジである」と考え直し、ハドロン川への着水

を決断した。特に「この時、私は、「今まで学んだことを全て、この成功

に投入しよう！訓練を受けた内容の全てを注ぎ込む使命がある」と考え

方を切り替えたことは、今まで訓練してきたことが冷静さをつくる基に
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なった」と語る印象的な事後談の一例である。 
⑦ 「果たして、このせっぱ詰まった危機的な状況でこの危機を乗り切れる

のか？」という責務が機長に全てかかってきた。だが、ハドソン川へ不

時着水するという 後の困難な選択に機長はチャレンジを開始した。幸

いに航空する位置はハドソン川の河口、川幅は十分だった。しかし、あ

る意味、相当の着水技術を要する賭のようなチャレンジだった。チャレ

ンジと記載した理由は、過去に成功例が少ないこと、マニュアルには手

順が記載されているが、大型機では CRM の訓練メニューもなく、機長と

しても全く経験の無い着陸を意味したからだった（専門家は、「何十万人

もいるパイロットでも、おそらく、一生に一回あるかないか？の経験」

と言われる内容だったわけである）。しかも、水面へは胴体着陸するが、

その衝撃も、状況によってはコンクリートを直撃するかのような衝撃を

受ける計算になる。このため、着水時には十分に飛行速度を落とす必要

がある。だが、反面、速度低下は、着水の失敗時に、たちまち満タンに

近いガソリン・タンクの爆発～炎上を招く危険性を持っていた。このよ

うな危険に遭遇しないためには、翼を水面に平行した着水が絶対条件と

なる。それが出来ない場合、機体が簡単に横転し、機体は火の海に巻き

込まれるからである。要は、かなり高度な飛行技術を駆使しても至難の

業と言われる状況での着水を意味した。パイロット達は、この種の内容

を理論的には学ぶ。だが、訓練をすることが無い例のひとつだった。こ

のため、機長もこの着陸には強い緊張となった（事後のインタビュー談）。 
⑧ このような判断で、ハドソン川への着陸を管制塔へ告げたが、この決定

に信じられない管制塔は、何度も内容を確かめた。事実、何度も「空港

へ戻って欲しい」と告げたそうである。機長もバード・ストライク直後、

ハドソン川への着水を考えた。だが、危険性が高いことを知っていたの

で、他の選択肢を検討しながら飛行した。推進力、時間と高度が無い機

体を滑走路に持ち込むことは不可能だったためである。機長は「一人の

犠牲者も出さずに全員を無事着陸させる方法」この一点に目標を決め、

ハドソン川への着水を試みる対処に集中した。事後、この決定に際した

管制官が事後にインタビューに応じて「機長は極めておちついた状況で

ハドソン川への着水をする意思を語っていた。また、機長の判断に従う

以外の選択肢が無いことが判った」と語った。時は PM3:29 分 36 秒バー

ド・ストライク 2 分 25 秒だった。以上の状況で、機長は着水の意を決し、

いよいよハドソン川への着水に入った。この時まで機内には指示を出す

余裕はなく、着水寸前に機内へ「着水の衝撃防止の体制を取るよう」に

指示をした。なお、機内乗務員も、訓練は受けてきたが、衝突防止体制
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に入る指示を受けた時、「初めて強い恐怖を覚えた」と乗客たちは語った。

このような状況だったため、乗客はもはや 後と覚悟していたそうだが、

機内は奇妙におちつき、冷静に全員が安全体制に入った。 
⑨ 多くの方が見守る中で、チェズレイ・チレンバー機長 57 歳が操縦する

1549 便は午後 3:30 分 42 秒に着水を開始した。機体は水面をすべる形で

着水した撮影映像と共に、見事な快挙だった。その後、この状況を見て

駆けつけた水上フェリーの支援があり、航空機の両翼に逃れた全員が救

われた。当時、気温－6℃、水温 2℃という極寒のハドソン川の機体が水

没する中での救出劇だった。 
⑩ なお、機長は 後まで 17 艘もの水上フェリーの支援がある状況下で、機

内に残り、残った人の確認を進めた。着水後 24 分で全員が救出に努力し

た。その後、救出された方々は、暖かい一室に確保されたが、ここでも、

機長は救出された部屋に集められた全員の無事の確認を続けた。なお、

この時、機長の快挙をたたえるため、ニューヨーク市長や記者のインタ

ビューへの招待があった。だが、全員の無事を確認の後、ようやく応じ

たとのことである。この事故は全員無事という奇跡的な内容だったが、

同時に、多くの関係者の人生を変える事故だった。なお、機長もこの例

外ではなかった。事実、機長は、しばらくはトラウマに陥り、事故以外

の関係者の面会は全て断った。このため、事故後 1 年経過した後、ここ

に記載した詳細が告げられた。また、機長は「私の体験談が多くの方々

のお役に立つことを願って、・・」と話しておられた。 
以上、実際に CRM を受けたプロが示した奇跡とも言える快挙を紹介した。こ

の事件から、機長の責任感と、人格の高さ、更には、無事に対する態度や考え

方判るわけだが、同時に、あらゆる可能性をこのような時間で検討できたこと

に対し、チェズレイ・チレンバー機長は「短時間に的確な判断をする訓練を常

に行ってきた成果である」ことを印象的に語っておられた。この話から、読者

の皆様も『安全対策技術は訓練の重要性』を強く感じられたと信ずる。 

 
（２）CRM に見る要点を製造現場のケガ・ゼロに展開する要件の整理 
 CRM は、ある意味で KYT を航空機業界で飛行機事故撲滅のため、実践的な

訓練と資格制度と共に、「訓練した安全対策技術を、いざと言うときに自由に引

き出して活用する対策であり、安全対策技術が完全に身について使える状況に

高める技術手段」ということができる。要は、「CRM とはタタミの上の水泳訓

練や、単なる教養番組に安全対策技術を止めず、個人レベルで高い内容を駆使

する具体策を追求した航空機業界の産物」ということになる。筆者は、この訓

練と試験の内容を放映されたビデオを数種持っている。その内容を見て、専門
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的な内容までは判らないが、プロとして資格を持った方々が行う安全技術の活

用は、①指差し確認、②音声確認（ボイス・レコーダーに実施結果は記録され

る）。さらに、③複雑系においては、事前に用意された安全対策手順を副操縦士

と共に確認しながら手順を進めるダブルチェックの実践にあること強く意識す

る。試験の際、CRM の判定は、この 3 点をシミュレーターの基で教官が後ろに

立ち行い、習ったこと、学んだことを徹底して実践する状況をテストする内容

が CRM の試験内容である。製造現場において、ある意味、この内容は、防火対

が競技でチェックポイントと評価内容を定めて競う姿に似ている。従って、企

業において CRM 方式を導入するのであれば、それ程の違和感はないと考える。

要は、①安全技術を職場毎にハザード MAP と共に「見える化」する。②ハザー

ド内容を、個人レベルで達成可能なレベル設定して教育～訓練する。③身につ

けた安全技術の取得レベルを資格化して評価～完全活用に向ける、という要件

を整えれば、製造現場型 CRM が展開出来る可能性を高めるからである。 
 CRM を実務で適用する際、その中身が安全技術実施の良否やレベルなどが左

右される。そこで、この対策に当たっては、図 4-16 の活用をお願いしたい。 

図4-16　インシデント解析の要点

１，件数が多いので、職場に潜む危険な要素を
　　探し出すチャンス、原因を確認実証する
　　チャンスが飛躍的に多い。
２，当局の介入がないので、自由にサンプルを
　　集め、その原因を探ることができる。
３，死者や重傷者が発生すると、責任逃れの
　　ための偽証や証拠隠滅が行われるため、
　　原因究明が進まない。
４，事故が大きいと報道や専門家と称する外乱
　　に振り回され、時間が取られ、真因追求に
　　手がかけられないが、この種の問題がない。
５，都度調査して、原因を確かめるチャンスや
　　テストまでが現場で実施できるケースが多い。

小
事
故
イ
ン
シ
デ
ン
ト

事故
爆発

問題：
１，冷静・客観、相互に信頼して
　　原因究明に当たる態度。
２，本人からの申告の有無
３，事実を基にした真因解析手段～納得性　　　　　

Ｋ
Ｙ
Ｔ
で
安
全
・

故
障
・
不
良
の

撲
滅
！

 
本来、職場毎に注意点や安全リスクが異なる。また、個々に不安全箇所の摘

出と対策や訓練内容が異なるが、航空機業界では言うインシデント＝ニヤーミ

スは製造現場におけるヒヤリハットである。従って、製造現場における CRM 対

策に当たっては、図に示した右上の考えで抽出～整理する対策を願うわけであ

る。 
 では、さらに、図 4-16 の右下に示した注意について、簡単な例を紹介するこ

 154 



とにしたい。この例は、ある CRM 企業で CRM もどきを行い、安全対策に当た

った例である。ここでは、企業名を省略させていただくが、ある大事故を起こ

した企業の、その後の対策である。なお、かつて、ここでは、獄門形態で日勤

教育を繰り返してきたことで悪名を馳せた企業（J 社）であることを追記させて

いただくことにする。 
教育は、(1)やくざまがいにヒヤリハットを起こした人を怒鳴りあげる。(2)違

反者を暗い部屋へ押し込め、3 日間ひたすら反省文を書かせる。その後、草むし

りなど意味の無い活動をさせ、「二度としません」という反省と称する精神的な

圧迫発言を求める。(3)多少とも、心代わりをしたと教育者や上司が考えた時、

膨大な安全マニュアルを再教育の名のもとで研修するというものだった。要は、

この種の儀式の後、レポートにまとめさせて反省を促す研修は終了とする方式

である。当然、この形態は CRM に全く似ても似つかない「安全順守の習得方

式？」である。この訓練の様子を見て、報道では、①「相手に話をさせて攻め

あげる教育は改訂しました！としているが、過去の日勤教育がトラウマになり、

安全対策に必要な重要訓練事項（関係者の本音や本質的な問題に関する安全要

件）の 30％は訓練メニューには無く、今後の課題とされている状況です。」と言

う内容と共に、②「もし、本音で不安全行為をしてしまう要因を実務者が申告

すると、本人のマイナス点になるので、上司や教育担当者には明かさない」と

いう実情があることを、従業員に裏を取る形で我々に告げた。筆者が見る限り、

ここには、③正にタタミの上の水泳訓練だった。その理由は精神的な懺悔を強

いるだけであり、「指差し確認＋ダブルチェックの実践と繰り返し、並びに、資

格判定の評価に当たる訓練～実施内容の評価」は何もなかったからである。事

実、研修では「指差し確認は大切だと思うがどうか？」と教師が問い。「重要だ

と思います。・・・」という茶飲み話し程度の会話で研修が終了となっていた。

本来、この種の問答でも、研修・訓練生が「指差し確認は見逃しを 1/6 化する重

要性があるので、自分としては、○○期間、○○の方式で身につくまで行いま

す」とか、「ダブルチェックをこうすれば、（1/500）×(1/500)＝25 万分の 1 に

なることから、ベテランの A さんがミス・ゼロを実現してきた○○法で私も、

○○方式を○○で完全に身につけるまで訓練してきます」という程度の発言が

あってしかるべきだが、ここでは皆無だった。したがって、この要件①～③を

見ると、知識教育や精神訓話、子供が旅行した時に書く感想文程度の内容であ

り、CRM の「訓練により正しい安全対策履行技術を個人レベルで完全に身につ

ける」というレベルから見ると、遙かにレベルが劣る研修風景だった。 
この種の安全対策教育は、過去の事故対策を外部にカモフラージュすること

を目的とした例である。当然、安全順守の技を身に着けさせる目的は薄い。従

って、この種の対策は、「安全対策を必死に進めています」と語っても、単なる
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『アリバイづくり』と教育をムダな時間と共に費やしているだけであり、仏も

作らず魂も入れない例である。だが、ある一面、このような教育は、我々に、「身

に着かない教育形態を示したという面で、反面教師的な意味があった」という

意味はあるが、「無意味な安全対策教育を見た」という事実は変わらない。厳し

いようだが、「大の大人が真面目な顔をして、あたかも、安全対策に努力を始め

た」風な寸劇を演じる行為に無意味さを強く感じる内容だった。 
以上、読者の皆様には、「この種の CRM に似ているが全く別物が紹介される

例には、ご注意！」という一例を示した。ここまで、あえて、参考にならない、

『無意味な安全教育』の例を挙げたわけは、図 4-16 に示す通り、安全対策の基

本はハインリッヒの原則を基とした訓練の実施が CRM の要点になっているか

らである。 

 

図4-16　事故のとらえ方

「ありえるはずがない！」
致命的欠陥を呼ぶ
　　　　　（問題を生む卵）

　　　　重大な事実から目を
　　　　そらす基になる！

致命的欠陥を呼ぶ
　　　　　（問題を生む卵）

　　　　重大な事実から目を
　　　　そらす基になる！

故橋本先生の論文
「安全人間工学」中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　　　　　　（TEL：０３－３４５２－６８４１）

１，人間のミスを“お粗末”という一義的な
　　とらえ方をしないで、ミスの背景にある
　　要因をとらえなければならない。
２，事故（アクシデント）の下に発生している
　　インシデント（小事故）の解析が大切！
　　　　　　　　　　　　そのためには？
　　　　　　　　３，４Ｍ分類と原因解析が必要
　　　　　　　　　　　　Man：人、Machine：機械
　　　　　　　　　　　　Media：施設、通信、気象など
　　　　　　　　　　　　Management：管理（環境を含む）

　ＩＣＡＯ：国際民間航空機関「事故防止ﾏﾆｭｱﾙ」も同

『ハインリッヒ産業防止論』海文堂出版

　（故アメリカ産業災害研究者）

事故：１件
　（アクシデント）

小事故：２９件
（ヒヤット・ニヤーミス
　軽い傷害など）

無傷：３００件
　　　　（不安状態）この撲滅が重要！

 
 
図の右下に示した解析がその要件を示すが、既に、故・橋本先生は「大脳生

理学上、人間が犯したミスをお粗末ととらえ精神的な圧迫、犯罪者に対応する

ような対応は、今後の安全対策と仕事を進める方々が真に納得して安全知識を

現場で駆使する自主的な行動に良い結果を生まない」という研究結果を示され

ているからである。この意味で、CRM の実践に当たっては、①CRM に活用す

るに足る効果的な内容の整備。②インシデントの段階で解析～問題解決を図る

解析力の錬磨（先に、ハドソン川の奇跡で見せた事故による死者を一人も出さ

ないため、原因と結果の予見）。そして、③自ら身につけ錬磨した危険予知回避
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策を短時間で選定して実行へする対策を基本に運用すべきこととなる。また、

このような人的な面の対策が無ければ、図 4-17 に示したように、CRM 事態、

事故防止へ向けた人と安全対策機器の相乗効果（コラボレーション）は生じな

い。 

 

図4-17　航空機事故に見るエラーセーフ対策に至る道

事例：　①　１９７４年１月３１日　南太平洋パゴパゴ諸島

　　　　　　　　　ボーイング７０７が滑走路手前に墜落
　　　　　　②　同　年　４月３１日　インドネシアのバリ島　　　

　　　　　　ボーイング７０７が滑走路進入時山に衝突

1961年～1969年
事故の２３％は
着陸進入時

十年以上の訓練と
数千万円の教育訓練費
を投入したパイロット

エラーセーフの取り組み（期せずして同年の開発）

①　米国・航空機器メーカーＳＤＣ社が対地接近警報装置
　　　を開発（ＧＰＷＳ）
②　ＧＰＷＳ：電波高度計、気圧高度計・脚・フラップ装置、
　　ＩＬＳ（計器着陸装置）の電波信号などを専用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
　　で解析し、異常を伝える装置（警報装置）

解析：
①　パイロットが多忙な中で
　　誤操作をしていた。
②　バリ島の事故を解析
　　ＧＰＷＳの存在があれば
　　事故は回避できた！　

▲　パイロットへの
　　注意喚起では限界！

◎　米国連邦航空局は
　　連邦航空規則改を訂
　　1975年12月１日期限

　　でＧＰＷＳ搭載を規制

▲　パイロットへの
　　注意喚起では限界！

◎　米国連邦航空局は
　　連邦航空規則改を訂
　　1975年12月１日期限

　　でＧＰＷＳ搭載を規制

１９７６年から
同種事故はゼロ！

 
 
 

（３）東日本大震災・津波にもあった CRM 的危険回避成功例 
2011 年 3 月 11 日に起きた三陸沖の 500Km にも及ぶ大陸移動は地震・津波・

福島原子炉事故を伴う大惨事を引き起こした。この事故で、この書を整理する

現段階で、3 万人もの貴重な命が奪われ、14 万人という膨大な数の方々が被災

者として窮屈な生活と復興の努力を強いられたニュースが報じられた。加えて、

損失や被害対策などの予想がつかない原子炉問題を除き、24 兆円の経済的な被

害額も報じられた。この状況に対し、筆者としては、復興のため、わずかに支

援金や多少の技術援助しか出来ないため、毎日、悔しい思いで各種報道を拝見

している状況であり、是非、ご関係者のご努力で、早い復興を、と祈ってきた。 
だが、反面、「禍を転じても福にしてゆく」という努力も重要である。要は、

この災害に学び、少しでも、今後に役立てる内容は多いからである。そこで、

微力ながら、リスクマネジメントという局面から、以下、各種の対策事例を整

理し、産業界に紹介することにした。 
あの未曾有の災害の中にあっても、無事に被害を回避した事例がある。また、
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皆様のご記憶にも新しい内容と思うが、被災対策ではあったが、具体例のひと

つに、福島の原子炉が爆発～放射能飛散の危機の中で、屋根が爆発した飛散し

た中で、早急に原子炉を緊急冷却するための活動があった。見えない敵と戦う

状況で自衛隊がヘリコプターからの散水、さらには、東京消防署の方々が放水

車の設置～放水を行い、原子炉爆破を防御した快挙である。特に、この中にみ

た、日頃からの訓練の素晴らしさは、被災後の日本に大きな救いを与える内容

だった。その理由は、自衛隊や消防のプロ集団は、日頃の訓練結果を早急、的

確な対処という形で国民の眼前に活動内容を示されたからである。安全対策は、

事前の策や知識を、変化する実践の場で駆使できるかが決め手となるが、今回

の対処は、正にその内容を目前で示し、「賞賛！」の一言だった。要は、訓練さ

れてこられた力の発揮を強く示す内容の例を我々は見たからである。 
今回の東日本大震災、特に、人災的な要件が山積する中で起きた福島・原子

炉の爆発～炉の加熱、更には、放射能漏れに対し、自衛隊、消防庁の活動は、

正に、事故なく見事に安全対策という使命を果たした。筆者は東京消防庁の訓

練の例しか持ち合わせないが、報道によると、福島原子炉の事故情報を得た時

点で、原子炉に見立てた模擬的な建造物をつくり、放水訓練を開始していた状

況が紹介された。散水冷却の要請が無い時、やがて要請が来ることを予期して

十分な訓練を済ませていたことに、まず、プロとしての準備内容と共に、CRM
的な技術の活用・駆使レベルの高さを知ったわけだった。特に、対策実践の場

は、予測できないガレキが飛散する中だった。しかも、放射線が強く、限られ

た時間の中で多くの与件を臨機応変に対処せざるを得ない状況だった。このた

め、任務に当たる段階で、放射能から身を守る防護服の着用時には、「家族に別

れを告げる覚悟で仕事に当たった」ことを後で知った。また、まわりで支援す

る消防隊員の言でも「緊張は通常でなくいつもの 3 倍も時間がかかった」とい

う内容を伝える報道には、いかに、この時の事情が緊迫していたかが判る。対

策後、石原・東京都知事が涙でお礼を述べる状況がテレビで放映されたが、こ

の時、筆者も、頭を下げ、「まず、日本を救う当面の緊急時対策は完了した」と

いう状況に筆者もエールを送った。 
今も、福島・原子炉問題は多くの人災的な不手際が報道されている。IAEA：

国際原子力委員会も、震災・津波対策に不十分な対処だった内容と責任体制の

不備を結論づけた。東日本大震災・津波は自然災害だった。だが、この災害に

対し、事前検討段階の対策はプアーだったこと、緊急時対策もちぐはぐだった

内容が報じられたわけである。だが、そのため、事後処理となった問題に、超・

危険作業に、今回のプロの活動が必要になったわけだった。後は、真の専門家

の知恵を集め、早い原子炉の事後処理を、と願う次第である。 
この惨事に並行して、我々は、数は少ないが存在した、見逃すべきではない
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『自然災害回避成功例』に目を転じたいと考える。そこに、危機管理に対し、

当然知って、製造現場関係者も対処すべき CRM 的要件が多いためである。なお、

ここで、あえて、その種の要件を整理する意味は、 
① 自然災害が増す中で、CRM を拡大解釈して両者の安全対策技術価値を高

めること。 
② 危険予知のため、事前検討すべき準備情報の整備を図る上で、今後、「想

定外」しないため、リスクの基準をどこにおくべきか？を判定する必要

が高いこと。そして、 
③ 用意した危険予知訓練が自然災害と工場内の災害回避に大きな価値があ

ること、を知っていただきたいためである。 
今回、残念ながら東日本大震災・津波で、「備えあれば憂い無し」という状況

と、「リスクは顕在化して、初めて、その重大さを知る」という明暗分ける事象

が露呈した。また、この例は、今後の日本の自然環境を考えると、東北という

限られた地区に限らない内容が多いためである。千葉～東京の液状化地区、新

潟などの地盤沈下などにも関与するが、もし、近隣の羽田空港や、夢の島、さ

らには、遠地で対象は異なるが、田子の浦のヘドロ対策に、藤増次郎氏が開発

した『フジベント』というドロ状のものを固める素材が使われた差となった。

この素材はコンクリートに似た素材だが、藤増氏が苦心讃嘆の努力で開発した

溶剤である。国際的には「ヘドロでも、コーラでも固める」ということで評価

を得た材料だが、使用された地と使用されなかった地での差は雲泥の差だった。

ぜひ、「今後の液状化の予防策に」と考え、ここに記載した。 
そこで、液状化対策のような技術・投資を含め、「自然災害があっても、人災

的な災害を再発させない」という局面から、以下、CRM 的に見た、人的努力で

避難を見事に回避した例をあげ、東日本の津波をどのように回避したか？を探

ることにする。なお、事例の中には、動物の本能による作用か？岩手県の赤沼

さん（83 歳）が保有するバブという愛犬が騒がしいので散歩に連れ出すと同時

に、ぐんぐんと高台に引っ張るのに、飼い主がついていった結果、津波被害か

ら逃れた例が紹介されている。だが、ここでは、この種、いわゆる「準備と訓

練は無かったが、神の助けで救われた」というような事例は除外させていただ

くことにする。その理由は、単に、非力な筆者が、この種の状況を再現するた

めの技術知見を持ち合わせていないためである。では、CRM 的な対処を進めた

結果、津波回避を見事に果たした例を表4-5-①～②と共に解説することにする。 

  

 159 



表4-5-①　東日本大震災を見事に回避した快挙的事例

全国各地の沿岸部では、既に津波を想定して住民が緊急に逃げ込むため「津波避難ビル」が指定さ
れている。今回も、岩手、宮城、福島の３県では、このビルに逃げて命を救われた方が多い。この種の
ビルは、２００６年「東南海・南海地震対策大網」中央防災会議でガイドラインとしてまとめた内容に基
づくが、０４年１２月スマトラ沖の津波以降に検討された内容に基づく。今回約６００人が避難した。

例：宮城県・県立志津川高校でも卓球部１７名が看板を事前に見ていたことが回避につながった。

「津波避難ビル」命救う
　（朝日Y11-5-10)

６

http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/d592b8d157fa65e4e5003a8788b7a60c 　宮古市では１９３３年の三陸津波以降

～毎年、避難訓練を繰り返してきた（３月も８日に実施）。このため、児童全員２４０名は無事だった。な
お、津波時、訓練で訓練してきた宮古第二中学校へ逃げる際、消防団員から「津波」の到来と共に、
全員避難に時間が無いため、第２の避難候補地だった裏山・熊野神社へ変更した。偶然、８日の訓練
地だったことも、訓練結果を生かす内容となった。

宮古市立鍬ケ崎小学校
全員無事（左記URL）

５

http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/727f35093b0d34a9fbdadbec7f5566f6 　にも紹介のように、宮城県・石巻市・
矢川小学校では校舎は津波で全壊したが児童・職員は学区内の住民に助けられ、全員が無事だっ
た。地震直後、地域住民の助言で高台を通る県道に移動、直後に体育館が流された。このため、
児童らは山に登り逃げ、神社に集結した。不安な一夜を山で過ごしたが、１２日には隣の集落
へ移動、食事～１３日には全児童が保護者と再会～４月９日には卒業・修了式を行った。

牡鹿半島・谷川小学校
全員無事（左記URL）

４

　岩手県釜石市の鵜住居小学校（３６１人）、釜石東中学校（２２２人）の回避は釜石の軌跡と報道され
たが、海岸から１Kmの鵜住居小学校では地震直後に校舎３階に児童が集まった。また、釜石東中学
校では校庭にあつまった後、５００m後方にある高台のグループホームまで退避した。しかし、裏側の

がけ崩れを見て、さらに、５００ｍ先の高台にある介護福祉施設を目指し無事だった。ここには①想定
にとらわれるな、② 前を尽くせ、③率先し避難せよ、の３原則と共に避難訓練をしてきた成果だった。
なお、避難後３０分後にグループホームは津波にのまれた。

釜石・避難３原則を守り
抜いた児童・生徒無事
　（Y11-4-13NHK)
http://sankei.jp.msn.com/life/n
ews/110413/edc110413140700
01-n1.htm

３

　宮城、岩手、福島の３県には保育所が３１５件ある。津波により流出や膨大な被害が２８以上ある中
で、園児や職員の死傷者はゼロだった。その理由は厚生労働省が義務づけた各種災害を想定した避
難訓練を毎月行ってきたことが関与する。３月１１日の震災時、保育所では昼寝をしていたが、先生方
は、園児を起こし身支度～車に乗せ、農道を迂回、高台に逃げたことが全員無事の快挙を得た。

被災地託児所315箇所

で死亡例なし
　（読売・Y11-5-14）

２

　大船渡市三陸町の吉浜地区は「先祖が100年後の子孫を救った」と伝えられるように、多くの地区が

三陸沖などの津波後に漁を続ける不便さから海岸地区に戻る中で、明治時代に村長が集落ごと高台
に移し(町史に記載）、低地を田んぼにした。このため、今回の被災では1400名の住民の内、行方不明
者はたった1名、家屋の倒壊も4棟にとどまった。

大船渡高台集落は1名
を除き、1400名が無事

　（朝日・Y11-3-26記事）

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な対処　　　項　　　　　目

 

 
表 4-5-①の No.1 は高台集落へ部落全体を移した結果、エラー・セーフの形で

津波には全く関係ない状況で被災を免れた例である。ある意味、リアス式海岸

の地は「津波が来たら数倍の規模になる」という宿命的な物理現象が作用する。

これは、津波に対して避けられない弱点である。だが、No.1 の例は 100 年も前

に津波対策を果たしていた例であり、「教訓を生かし、事故ゼロにする」という

策としては、 高の対応を示した。その対策は、多くの部落が徐々に漁業を行

うため港の近くに移る中、多分、明治時代に部落を移すという町長の意思決定

だった。この決定は当時としては「大変だった」と考える。しかし、断行した

結果「百年の大計が今に生きる」という例を示した。 
日本には、他にもこの種の逸話がある。NKK で 2005 年「その時歴史は変わ

った」という番組で紹介され、「百世の安堵をはかれ安政大地震・奇跡の復興劇」

という名で放映された濱口梧陵氏の努力である。この方の津波対策は安政時代

に防潮堤建造を進めた方である。梧陵は小泉夜雲の作品と共に諸外国にも紹介

された努力だが、表 5-4-①の No.1 の事例と似た内容は、地震記録が和歌山県広

川町の養源寺の秘蔵資料になっている。財産をなげうってまで行った 100 年先

を見た対策は世界でも有名な津波対策である。濱口梧陵氏は安政元年（1854
年）・35 歳の時に紀州の広村で安政大地震に遭遇した。濱口梧陵氏は、これ以前
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に津波が来る前触れを学んでいた。このためか？津波で高台に逃げ惑う中、逃

げる方向が判らない村人を救うため、とっさに、自分が逃げた安全地点を知ら

せるため、野に積んであった藁に火をつけて報せた。このため、多くの人を助

けたが、完全な救済には至らなかった。これが梧陵氏の人生の目標を生んだ。

その後、梧陵氏は「昔のような広川村を戻したい」という思いから、醤油店(現
在のヤマサ醤油)を経営するかたわらで、苦心讃嘆の後、藩から許可を受け、津

波対策の防波堤の建設に当たった。濱口梧陵氏は「災害百般の庶政に従事し、

衆と共に生命を繋ぐも、今尚、座して暖かならざるを覚ゆ。これ、築堤の工を

起こして、住民百世の安堵を図る所以なり。・・・」という信念にも考えを残す

通り、財産を投げ打つ形で防潮堤を築いた。また、後に南海地震があったが、

この防波堤は立派に津波から町を防御した。現在は“浜口吾陵”の名で偉業を

たたえた国指定史跡になり、自然災害が多い昨今、想定外の言い訳に先行して

日本がお手本を示す意味で、注目されている。以上、事前対策の一例として、

また、表 4-5-①の大船渡の高台対策と、“浜口吾陵”に見るエラー・セーフ対策

を願い、CRM を適用した一例という形で、詳しく解説させていただいた。 
次の解説は表 4-5-①の No.1～②の No.10 まで、対象は異なるが、過去の教訓

をいろいろな形で生かし、訓練を進めることにより危険回避を図った例であり、

航空機に見る CRM とは、形と対象は異なる。だが CRM そのものを自然災害の

場で実践した結果、問題発生に訓練内容を生かし、被害を回避した内容ばかり

を記載した。特に、表 4-5-①：No.2 の託児所の対応は大変なご苦労が報われた

例であり、自然災害回避訓練の重要性と効果を如実に伝える代表例となった。

友人に聞いたところ、避難の際、寝ている幼児を起こしたり抱えたりした保母

さん達が、短時間で車に子供を乗せ、移動したそうである。加えて、ある地で

は五差路を通らなければ、目的とした高台には行けない。いつもの訓練道路は

ここを通るが、地震で車が殺到していることを察知した保母さん達は、「農道に

切り替えて逃げた」と語ったが、ここに、「とっさの訓練と応用技を考慮してお

いた」という柔軟さを感じる。また、ある意味で、国や規模は異なる例だが、

ある種、『ハドソン川の軌跡』に似た対応がなされた例である。 
表 4-5-②のNo.5と 6は企業集団の取り組みだが、ここにも共通の内容がある。

以下、個々の例の解説まではしないが、この種の対策内容を見て、「安全対策は

豊富な知識や評論ではなく、訓練こそ身を助ける」という言葉の重さを感じて

いただければ幸いである。表 4-5-②の No.６と 7 は企業の取り組み、また、No.
９以降には、九死に一生を得た例があった。だが、内容を見ると、単なる運で

はなく、ここにも訓練の重要さと共に、 後の一歩という形で神が手を差し伸

べ、危険から人が救われだったことがわかる。 
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表4-5-②　東日本大震災を見事に回避した快挙的事例

住金・鹿島製鉄所は震災で操業停止に追い込まれた。だが、120名の従業員は全員無事だった。
「このような避難は過去の災害経験を生かしたため」と小林・厚板工場長は語る。2003年突風で作
業員が亡くして以降、毎年10月に台風・津波訓練をしてきた。また、全員無事が早い復旧に貢献。

住金「即判・訓練いきる」
　（朝日・Y11-5-23)

８

宮城県南三陸町長の佐藤仁氏は津波が襲ってきた時、庁舎にいた。庁舎は対策済だったが、予
想を超える津波に屋上へ避難した。20名程が屋上のフェンスにすがっていたが、ご自身は15㎝程

度それより高いアンテナの手すりを持っていたため、流されず、九死に一生を得た。

屋上のアンテナで救命
　（文芸春秋・Y11-5月号）

１２

http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1302224877/l50 　石巻から田代島や網地島に向かう航路

を運航する「綱地島ライン」はマーメイドと呼ばれるカーフェリーが海洋を運行中、津波発生を知っ
た。この時点で石巻に入港予定だったが、Uターン、津波回避のため沖へ向かった。遭遇は初めて

の経験だが、乗員の努力で乗り切った。

津波に立ち向った

フェリー無事（左記URL）

１１

鈴木ノブさん（88歳）は、1933年・尋常小学校4年生に唱和・三陸地震津波の経験者、父は1896年
に明治・三陸地震津波で兄弟6名を亡くしていた。このため、、4歳の時、ちょうちんを持ち避難した

ため家族との合流も早かった。今回、緊急地震速報の不協和音がテレビ・国会中継を見る中でなっ
た。同時に、県立中央病院・院長をする長男から電話で「津波が来る逃げろ」の電話を得た。直後、

親類宅へ車で逃げたが昭和・三陸地震津波で無事だった家についても降りず、更に上への移動を
指示した結果、関係者と共に助かった。後で。「自分の命は自分で守る！」と発言。

78年前の記憶で高台へ

　（朝日・Y11-4-17）

１０

山崎一恵さん（現88歳）は、19933年：10歳で三陸地震津波を経験、真っ暗な坂道を着の身着のま
まで逃げた。この時、夜が明けると集落は水、自宅は流されていた。1960年：37歳にはチリ地震の
翌日、4人の子供と共に海岸にいた時、いつの間にか潮がスーと引き、干上がった浜で魚がパチ

パチとはねたとき、不思議を感じて逃げた。今回の東日本大震災では海辺の作業小屋でわかめか
ら茎をとる「茎抜き」をしていた時、地震があったため、普段から用意していたタオルや着替え、印
鑑などを入れたリックを背負って無事を得た

８８歳女性津波３度遭遇

無事　（朝日・Y11-5-23）

９

地震時、日産・ 高執行役員の志賀氏は横浜本社にいた。対策本部を即断、45分で100名を招集
して各担当に対策を指示～活動を開始した。この素早い対処は3週間前の練習の再現だった。こ

のため、各種の対処はスムーズに進んでいった。

日産「即判・訓練いきる」
　（朝日・Y11-5-23)

７

ｲｵﾝ気仙沼店では関係者が会議中に大地震を受けた。この時、店内には約300人のお客様がいた。

この状態で、高瀬店長は大震災用のマニュアルを取り出し指揮、お客様を店前の駐車場に避難さ
せた。この時、「6mの津波警報！」の連絡を受け、とっさの判断で、近くの高台にお客様を誘導し、

事なきを得た。とっさの判断には、観察、分析、判断の重要性を強調している。

ｲｵﾝ臨機応変に住民を
守る　（朝日・Y11-5-23)

６

　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な対処　　　項　　　　　目

 
 
以上、CRM から今回の東日本大震災を回避した事例へつなぐ解説をした。内

容をこのようにまとめると、「安全対策に当たっては、まず、事前検討による回

避先の投入、そして、ことが起きた時には訓練した技術の活用が重要である」

ということが被災から回避の決め手となり、「いざという時に訓練をしていた技

術蓄積が応用技をとっさに促す知恵を与える」という結論になるはずである。 

 
（４）東日本大震災における企業の緊急時対策事例 
多くの企業ではリスクを回避することを前提に、ものごとを進める。この対

策はリスク回避の前提である。だが、経験していないことや、対策を予定して

いたが、リスクの程度を低く見ていたため、ことが起きてからその重大性に初

めて気づく例がある。要は、「火事の予防は進めてきた。だが、火事が起きた」

という時の対処であり、「事前に用意しておいた緊急時対策を即座に適用して対

応する」という対処は極めて重要である。では、表 4-6 と共に、この種の対策

が今回の東日本大震災で大きな力を発揮した企業事例を紹介することにする。 
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表4-6　東日本大震災の復旧回避

4月29日には東北新幹線の全線復旧が果たされた。

① 50日間の復旧は81日を要した阪神・淡路大震災や、66日を要した新潟中越大地震を大幅に上回る。

②被害箇所は約1200、連日3500人の方々と、旧国鉄の方々の暖かい支援による。

JR東日本旅

客鉄道
５

信じて任せられる現場づくりが力量を発揮させ復旧に貢献した。

①今回の停電で東北電力管内では述べ486万戸（宮城県沖地震の7倍）が停電した。

②地震と共に、海輪誠社長を本部長とした災害対策本部が活動、通信手段が途絶する中で活動が開始された。

③不眠不休の中で、他県の応援を受け、スピーディーな対処となったが、ここには2004年の新潟県中越地震後に

　　図られ、09年から津波を想定した訓練と「自律型応援・復旧体制」が貢献した。

東北電力４

全国から集まった51事業所・4200名の精鋭でガスを復旧に当てた。

① 震災の影響で仙台市ガス供給エリアでも31万1144戸が復旧対象となり全国から支援を得て対応した。

② 今回は地震後3日目の3月13日に日本ガス協会の先遣隊が入り、18日にガス業者が入り、(1)ガス栓の閉
　栓、(2)ガス管の修理、(3)開栓の流れで進めた。

③さらに、LNG船かた港への供給が仙台港被害に伴い断たれたため23日にパイプラインを利用して新潟
　から港工場へガスを供給する策が検討～実現させた。

④ これだけの大部隊を指揮した内容は全体を統括する大隊長～各エリア担当に当たる小隊長へつなぐ指揮
　系統を確立させ、やってきたことが貢献した（「40年前から進めてきた天然ガス転換経験を生かした対
　策が今回、そのまま生かせた成果である」と報道された）。

仙台ガス局・

日本ガス協会

３

携帯電話の基地局は非常用バッテリーは持つが通常3時間が限度のため対策を進めた。

①地震発生と同時（1時間以内）に、東京本社が指揮を執り、マニュアルに従い災害対策本部を立ち上げた。

② ドコモでは年1回災害訓練も実施してきた内容が生かされる形で。物資と人員の広域対応を図った。

③津波で破壊された基地局に移動基地局車や1基地に複数の担当させる策などを展開した結果、13日には７つ　

　　の基地機能をすべて機能させる快挙を果たした。

NTTドコモ・

NTT東日本

２

被災地で現場のノウハウを生かし現地の物流を大きく支援し、地域貢献の効果を示した。

①気仙沼の例では、当初は市、その後自衛隊が支援して救援物資を整理～分配していた。だが、毎日14トントラッ

　　クが運んで来る資材の処理に困っていた。これをボトムアップという形で現地のプロが物流を担当した。

②ヤマトの従業員ご自身が被害に遭う中でノウハウが生き、被災地への物資補給はスムーズ化した。

③燃料不足に対しても、後に本社側がこの活動を支援、かゆいところに手が届く内容で物資補給なされた。

ヤマト運輸１

　　　　　　　　　　　　　　　　緊急対策による復興努力活動（例）　企業名

 

 
ここに紹介した事例は、未曾有と言われる環境で企業が対処して地域貢献を

見事に果たした例であり、対処した現地の方ご自身と、ご家族が被災される中

での対処だったことを考えると、頭が下がる思いで内容を見る必要がある対象

ばかりである。 
では、この中からテレビでも取り上げたヤマトの内容を簡単に解説すること

にする。ご承知の通り、ヤマト運輸はクロネコ・ヤマトで知られる小口配送を

先験的に手掛けてきた企業である。取り組んだ内容は、被災する現地へ全国か

ら送られてくる救済物資を緊急、かつ、スムーズにモレなく届けるという対処

を業とされている。宮城県・気仙沼の被災対策の場合、物流という仕事は、当

初、自治体の関係者が必死になり対処した内容だった。ここでは青物市場が物

流拠点だが、水、米、子供のおむつ～寒さ防止に緊急に必要となった七輪まで

あり、表にあるように、毎日 14 トンのトラックが 10～20 台も入ってくる状況

だった。だが、いくら対策マニュアルがあっても、自治体の方々はこの仕事に

対して素人である。自衛隊の方々も応援に加わったが、自衛隊の支援目的は、

亡くなった方々の捜査やガレキの撤去～道路などの確保である。このため、物

流のスムーズ化に支援はしたが、入・出の処理は混乱を極めた。すなわち、混

乱する道路と、個々の被災者のニーズに応じた物資を届けるということは、ど

のように努力しても限界だった。だが、このような時、救世主のようにヤマト
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運輸の方が支援にかけつけた。この支援で物流対策は、3 月 20 日に被災地に生

活しているドライバーも支援に加え本格化した。そこでは、「何か手伝えるので

はないか？」ということで関係者がボトムアップの形で青果市場を訪れたそう

だが、3 月 28 日には、ほぼ完全な形で供給～配送システムが運営された。まさ

に快挙である。特に、被災地では家が津波で流されたため、避難所に人が移り

住んでいる。また、壊れかけた住居に住む方もいる。などの特殊事情がからん

だ。だが、関係者は、その種の事情もすべてつかみつつ、被災者個々に必要な

物資を聞き、的確に届けて行くという仕事を見事にこなしていった。具体的な

内容例として、「さすがプロ」として絶賛されたばかりである。なお、当然、こ

の仕事に人手が足りない。そこで、「津波の被害に遭い、車以外で青果市場まで

来られる方、という条件で、急遽、男性を 66 人、女性 9 人を雇って対策に当た

った」とされる、だが、この種の決定は現地判断であり、後に本社の了承を得

る形で進めた内容だった。この当時、日本全体はガソリンの供給不足状態だっ

た。ヤマト運輸関係者も震災被害を受けていたため、この対策は本社側が被災

地支援の形で立ち上がった。この種の要件をスムーズに対処するため、ヤマト

運輸では、岡村部長が先頭に立ち、3 月 23 日に「救援物資輸送協力隊」を組織

化、岩手、宮城、福島の 1 名づつ本社の社員を送り込んで現地の強化と指揮を

統合化した。また、応援部隊 400 名、車検寸前の車両 200 台を被災地に送り支

援を強化したそうである。以上が現地の物流支援だが、このように、現地従業

員の活動を後方で支援する形で動いた活動には、ヤマト運輸という企業が、危

機に面して柔軟性と共に、ロジスティクを業として社会貢献することを企業理

念とした実践の一例が生きた事例である。 
以上、表 4-6 の中からヤマト運輸の緊急時対策の例を紹介した。表 4-6 に示し

た他の企業にも、それぞれの企業理念と、頭が下がるようなご努力と成果があ

った。また、中身を知ると、そこには、十分に事前検討された災害対策マニュ

アルがあり、それを縦横無尽、また、実情に合わせた形で実務展開された内容

が共通する形で示されている。このことは、我々が、大いにお手本とすべき内

容であり、献身的ともいうご努力と成果には、本文とともに賞賛の意を表させ

ていただく次第である。読者の皆様には、安全時の緊急対策のお手本にしてい

ただきたく、ここに、一例だけを記載させていただいた。 

 
（５）震災・津波を例とした「予防・緊急時対策マニュアル」作成要件 
ここまでの解説と事例紹介で、本書を参考にされる読者の皆様には、「形と対

象はともかく、CRM は、持てる知識を安全対策に予防として、また、緊急時に

は早急、かつ、被害の影響を 小に持ち込む知識の活用と知恵の創出を促す実

務である」という内容にご理解が得られたのではないか？と考える。そこで、
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紙面を借り、工場の安全マニュアルの見直しを含め、安全対策の一助としてい

ただきたく、産業界に紹介されている震災・津波対策マニュアル例示すること

にする。なお、本書では紙面の関係上、要点の簡単な整理になる。 

表4-7　地震・津波対策ガイド一覧

大阪商工会議所主催で地震時のサプライチェーン対策に対する対策の講演案内

オープン形式で研究会発足の内容と企業間交流を含む内容､本年6月23日実施

http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/230525srm.pdf

大地震に伴うサプライチェー
ン切断対策：大阪商工会議
所講演会

　９

鈴木誠一氏が関西で地震対策講演内容をPR（日産自動車・販売部歴任・リスク

マネジメントコンサルタント）表題：「万一の地震を乗り切る・・・」

http://koens.net/SearchPlan/mode/plan/id/K0000000516/plan_id/721/

地震対策講演サービスの例　８

工場見学会の様子を紹介

http://www.kana-keikyo.jp/houkoku/8_080820.pdf
三菱重工の災害対策

　（事例見学会：川崎）

　７

大規模自然対策における被害対策システム構築の研究論文

http://gdp1.civil.kumamoto-u.ac.jp/study/paper/M2/Pdf/02/02hidaka.PDF
KJ法による防災分析例　６

著書：企業防災危機管理マニュアルの作り方（山村武彦著）

http://www.sbrain.co.jp/book/B-1304.htm
防災マニュアルの作り方　５

津波対策を、地域を定め体系的に進める内容を図などを使って詳細にガイド

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058206.pdf
津波対策ガイド　４

災害対策一般を記載、No.２等の要点をまとめた､現場版と解釈して使うと有効

http://www.yokohama-cci.or.jp/sangyoubousai/manual.pdf
東京海上　リスク対策

マニュアル・コンサル論文

　３

企業の地震対策の手引きとして、事前準備～発生時の対応を全てガイド

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/070/tebiki.pdf
震災マニュアル：経団連　２

東京海上リスクコンサルタントが震災対策に当たってマニュアル作成要点を例示

http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200402057.pdf
震災マニュアル：東京海上　１

　　　　　　　　　　　　　　　　要点とURL　内容・出展などNo.

 

図4-18　経団連による震災対策ガイド
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したがって、更なる詳細を検討される方には、表 4-7 に紹介した各種の文献

を参考に、さらなる実務的なご検討をお願いしたい。では、具体的な『災害に

対する安全対策マニュアル』に必要となる要件を例示することにする。図 4-18
は経団連が紹介した災害対策マニュアルの記載目的である。この種のマニュア

ル化に当たっては、「まず、目的を明確にする実務的な内容にして、危険度の理

解と及ぶ範囲を明確にした後、何をすべきかをまとめることが必要である」と

いうことを示した例である。また、このためには図 4-19 に示したように、地震

であれば、それが及ぶ想定範囲の明確化が大切な要件となる。 

 

図4-19　経団連による地震想定範囲
 

 
安全対策を理想論でまとめると、項目、範囲、リスクのどこまでを評価対象

にすべきか？がテーマとなる。その理由は、理想的な内容の網羅は際限がない

努力を求めることになるからであり、膨大なコストとなる。なお、それが、実

務で役に立てば報われる。だが、現実的に、この種のマニュアルは「意味は分

かるが活動には適さない」という産物に終わることが多い。そこで、その種の

チェックに、図 4-19 が役立つ。この種の防災対策を実施した例が 6 月 2 日日刊

工業新聞に特集されていた。JX 日鉱石油エネルギーと大田区の中小企業の取り

組みだが、前者（仙台市宮城野区）では、昨年 9 月に防災訓練を進めていたた

め、BCP（事業継続計画）面で多くの成果を得たとしている。東日本当初、直

ぐに緊急時の組織を立ち上げ、現状把握～各人の役割－担当を決め、即座にイ

ンフラの復旧に当たったことが、寒さで苦しむ現地への燃料供給を早めた。ま
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た、後者の大田区では「東京都の BCP を利用して進めていたことが、混乱を

小限に留めた」としている。 
【参考例】URL に紹介中の BCP の例 
① 国立技術政策総合研究所発行：http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0584pdf/ks0584.pdf 

② 富士通ｴﾌｻｽ：http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol60-2/paper15.pdf 

③ 内閣府：http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipanf.pdf 

このようにして、危険が及ぶ範囲と想定される被害と程度が明確になると、

先に、表 4-7 に示した、No.1～No.６に紹介された「災害対策マニュアル」や、

「作成した災害対策マニュアルを誰の命令でどのように活用すべきか？」とい

う内容に移る必要が生じる（URL で、詳細な内容が紹介されているため、そち

らをご覧願うこととして本書では省略した）。 
さらに、防災を図るためには、地域を巻き込んだ地域協力型の防災を地域一

体になり企画してゆく必要が生じる例が発生することがある。特に地震大国で

ある日本では、1 企業では解決が付かない内容が多く、例えば、図 4-20 に示さ

れたように、過去「旧・国防庁」のガイドを参考にして、地域で各社が防災に

協力しながら自社の災害リスクを軽減して行くという策が選択される例がある。 
以上、「震災・津波対策マニュアル」は社内で整備されるが、下図に示したよ

うに、地域社会との関連を持った対策の必要性を考慮すべきことを例示した。

是非、読者の皆様には、実務に役立つ情報をマニュアル化と共に、CRM に見ら

れるような、「身につけて使う、役立つ」という活動をお願いする次第である。 

 

図4-20　津波対策ガイド

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058206.pdf
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【ちょっと一息】防災センターでの体験 
東京都は駿河湾地震が懸念される地域である。このため、 

筆者在住の目黒区も防災センターがあり、訪問者も見学が 
絶えない状況である。 
数年前になるが、「一度は訪ねた方が良い」という友人や妻の勧めがあり、選

挙の投票があった際に立ち寄った。訪問すると、数名の方が待ち、早速、訓練

が開始された。①地震体験、②消化器を使った消火体験、③家屋が火と煙で覆

われた時、床を這うようにして出口にたどり着く訓練を震災さながらの環境（シ

ミュレーション）があり体験学習をさせていただいたわけであるが、45 分程度

の防災体験コースだった。パネルや大画面に表示された内容や、PC を検索した

地震ハザードの内容などは自由に見ながら質問をするコーナーがある。だが、

45 分間の内容は CRM に似た体験コースは実務的な防災訓練・テストだけだっ

た。一例をあげると、「東京の家屋は化学物質を使ったものが多い」とのことだ

った、ガスを吸い込むと命に係わるものが多いのである。そこで、訓練では「口

に濡れた布を当てる。なければ、自分のハンカチ、または、衣服の一部を利用

して口にあて、這うようにするが、床は重いガスが充満するので、中腰にする。

手は、45 度付近の壁にあて歩く。こうすれば、上にただよう煙から逃れること

でき、ドアーのノブに当たる。ドアーのノブがあったら、ドアーを開けて進

む、・・・ということを繰り返せば、密室で無い限り、必ず外へ出られる。ただ、

火事の場合、火の手があがるのが極めた早いのと、煙を吸い込まないためにも、

早い行動をすること」と教えらえた。「誰か実施希望者は？」との教官の説明で、

筆者は「私に、お願いします」と言い、第一番目のチャレンジとなった。早速、

茶室の入り口に似たドアーが空き、中に入ったとたん鍵がかけられた。警報が

鳴る中、しかも、暗闇、煙が充満するシミュレーターの中で脱出劇の努力を開

始した。筆者は 15 秒ほどで外部に出てきた。だが、夢中になって言われたこと

を行う、たった 1 人で暗闇の中で行う訓練は数分に感じた。ちなみに、暗闇か

ら逃げ出した時間は平均より早かったそうである。だが、「本番になる」前にや

っておいて良かった」という体験談は、その後に続いた体験者は、男女に関係

なく、同じ感想だった。「火事や震災には老若男女は判別できる能力がないの

で、・・・・(笑い)」という、教官談に訓練者全員が納得した訓練だった。 
防災訓練体験の一例を紹介したが、この種の内容は簡単な CRM に相当する。

以降、筆者はハンカチを必ず持ち歩くようになった。また、自宅では防災器具

の準備～各種震災対策を進めた。ホテル宿泊の際、必ず、部屋にある非常口の

確認も行ってきた。要は「備えあれば憂いなし」は個人生活の中で常に自律的

に行うことが必要なことを、防災センターで学んだ。このためか？東日本大震

災時、筆者宅では被害は少なかった。 
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第５章 事故ゼロのための安全管理の運用 

 ５－１ 経営トップと安全管理者の責務 

（１）経営トップの姿勢・方針と活動の要点 
企業の安全対策の良否は、①トップの活動、②関係者の安全技術の駆使、③

ハザードの明確化と安全対策や、安全基準遵守レベルにより大きく左右される。

トップの判断ミスに関してタイタニック号の話しは有名な教訓である。『不沈

船』という方針で豪華客船を建造し、1912 年、航海に乗り出したが、あえなく

氷山に激突して沈没した事件だった。映画としても有名になったが、死亡者は

1500 名強だった。『不沈船』は建造の時の方針だったようだが、このうたい文

句が関与したためか？救命ボートは乗客の半分、しかも、安全対策設備が十分

で無かったことが沈没に伴う大惨事の原因だった。 
日本でも、あってはならない事故が 2011 年に福井・原子炉の爆発事故が起き

た。8 万人以上の避難を出す状況を生み、本書をまとめている時点でも復旧の工

程表が守れるかいなか？疑問視される中で、新たな問題発生に関係者が必死の

努力を進行中の状況である。表 5-1 に IAEA の評価を、また、次ページに専門

家の評価を記載したが、この例の場合、トップや責任者を誰にすべきか？筆者

には理解できない状況である。いずれにせよ、この 2 件の事件から、いかにト

ップの活動の在り方と、事前準備、定量的な分析を真摯にすべきかが判る。 

 

表5-1　IAEAによる「福島原発事故」の評価結果

　　2011年6月1日
福島1～4号機の状況

1号機

３号機

２号機

４号機

・建屋は水素爆発で損傷
・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・建屋は水素爆発で損傷
・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・建屋は水素爆発で
　一部損傷
・使用済み核燃料
　プールが加熱過酷事故に対応できるよう計画される必要がある×⑪緊急時の

　初期対応

爆発の危険性を詳細に評価～対策を講じるべき×⑩水素対策

過酷事故に備え、原発敷地内に通信機器や資材な
どを確保できる頑丈な施設が必要

×⑨災害対策
　センター

複合災害の長期化を前提に、原発の設計や運転、
人材や資材の確保を考えるべき。

×⑧複合災害
　対策

制度を定期的に見直し、規制当局の独立性を確保
し、役割を明確にすべきだ。

×⑦安全規制
　制度

洪水などの対策には隔離や多重の対策が必要×⑥深層防護

被害を過小評価していた。全ての自然リスクを評価
し、定期的に見直すべきだ。

×⑤津波対策

住民の生活を取り戻す計画ととらえ、国際協力のも
と、状況に応じて対応が必要

△④復旧への
　工程表

避難者は長期的対応に対応・努力している〇③住民対応

困難な状況下で献身的に最善を尽くした〇②初期対応

政府、当局、事業者とも積極・協力的に対応〇①情報公開

　　　　　　　　　評価内容評価項目

〇は評価された項目、△は点検を要求さえれた項目、×は課題を指摘された項目
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【ご参考】今回の「福島県・原発」連鎖事故と人災の要因（原子力関連専門家の大方の意見） 

【人災理由１】 危険を伏した「安全神話」 

  現在、世界に 500 基弱の軽水炉（8 割）の内、17 基が東電で稼働している。この炉の特徴は、天

然ウランが臨界に至らない。３～４質量％の低濃度ウランの利用が可能。炉心は小さくても、出力密

度を高くすることが出来るが、停止時にも発熱と冷却のバランスを取ることが必須条件となる。 

★ 過去に発生した地震と津波に対し、基準値を設定しただけであり、安全面の評価は行わず、 

 具体的な対策を打っていなかった。このため、冷却装置が止まり事故となった。事実、この炉 

 では冷却ポンプ停止後、2.5～3 時間以内に再稼働を必要とするが対処できなかった。 

【人災理由２】 寿命を超えた使用と管理ずさんさ 

  軽水炉の安全審査期間は半年から１年と短い。また、20 年の寿命に対し改善指摘がなされて 

きたが、無視（現場の意見など）。安全審査をなおざり、しかし、信頼性は日本が一番としてきた。 

★ 老朽、安全対策の活動は、政府・東大・原子力安全機構・保安員・東電のからみで、誰も対策

をとらず、提言も無視してきた（隔離・天下り・癒着構造が指摘されている状況が新聞で報道）。 

【人災理由３】 天井クレーンが破損 

  想定の２倍だった東電・柏崎原発で６号機の原子炉屋上のクレーンが 破損したトラブルがあっ

たが、この種の対策を他の原子炉でとってこなかった。 

★ 既に原発災害に対する２つの研究報告書や桜井氏が著書２冊で指摘してきたが、使用済み燃

料貯蔵プールの対策は皆無だった。 

以上の問題は誰でも知る内容である。この種の事例から『安全神話』という

ものは、自然現象に無関係な『絵空事』だったことが判る。安全が脅かされる

事象に対して、我々はハインリッヒの原則に示される内容と、原因が結果に至

らしめる物理現象を対策すべきである。このためには、まず、経営トップが「事

象を真摯に分析し、原因を除去して問題発生のメカニズムに対し、果敢に手を

打つ」という方針と、その展開が求められる。「逆に、経営（工場）トップが、

この種の対策を進め大きく安全対策を進めるべき」となる。そこで、この証明

という形で、経営トップ主導で、安全対策に大きな成果創出を図った事例を紹

介することにしたい。 
例は、JR 東日本のトップ談であり、1987 年、時の会長・山之内秀一郎の就

任談である。山之内氏が JR 東日本の会長に就任した時、年間の鉄道運転事故は

376 件だった。そこで、お客様と従業員のため、「何としても事故をゼロにした

い」と語り、関係者を集め、徹底的な対話を実施した。しかし、時間をかけ話

しても良い案が出ない状況で会議が繰り返されただけだった。そのような時、

実務者に一人が「新型 ATS 以外には無理なようだ、・・・」と小声で話したそ

うである。この発言を捉えた山之内氏、「それは？もっと大きな声で意見を聞か

せて欲しい」と言ったところ、「それなら」といい「完全な安全対策のためには

ATS では不十分です。だが、新型 ATS なら、スピードを出そうとしても、列車
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を自動的に止めてしまうので、絶対に事故を防げます。ただ、今まで言わなか

ったのは 8000 億円以上もの資金がかかるからです」と答えたそうである。山之

内氏は即座に「それはともかく、その新型 ATS について詳しく聞きたい」と言

い、話を聞いた後、「君たちなぜ黙っていたのだ、そんなに良い対策手法がある

のなら、即日、装着を進めて欲しい！」と言ったところ、従業員たちが、口を

そろえ「赤字に転落するので、・・」と話した。だが、時の経営トップ、山之内

会長は、「君たち何を言うのかね！その程度の費用を黒字にするのが私の役目だ

よ、任せなさい。とにかく、全ての手を尽くしてでも赤字にはさせない。安全

は第一だから、すぐに新型 ATS をつけなさい！」と指示したわけだった。 
その状況に従業員はトップの意思と安全の重要性を強く持った、その結果、

彼の著書『なぜ起こる鉄道事故』によれば「新型 ATS の装着と共に、1987 年

の 376 件の事故が 1999 年には年間 142 件にまで激減させ、恐ろしい踏切事故

に関しては、なんと 80%も減った」と記載されている。この決定は、外部の我々

から見れば、「トップとしては当たり前の行動」と受け取られる決定である。だ

が、当時の JR は、旧・国鉄から民営化したばかり、しかも、総額 24 兆円を超

える債務を残した状況で分割～民営化、JR になったばかりである。このため、

鉄道各社は新システム導入に躊躇する収益環境だった。「どこでも『安全が第一』

を掲げてはいるが、この種の投資に踏み切れないと」というトップ判断が覆う

状況だった。ところが、JR 東日本では、新型 ATS の導入を英断。その導入後、

関係者が必死になって事故ゼロへのチャレンジを進めた結果、2 年間で 62％も

事故を低減、事故ゼロの次の段階に入る扉を開けたのだった。 
その後、山之内氏は H2 ロケットの対策のトップに着任した。ここでは、各社

が、期限を重視して、技術的な完成が無いままで失敗を繰り返す取り組みをし

ていた。しかも、宇宙開発＋通信の競争下で日本の H2 ロケットの打ち上げ失敗

は国際競争力の面でも大きな支障となる状況だった。だが、ここでも、山之内

氏は、「技術的に完全と認めないものは発射させない」という言で、全体を統制

した。その結果、今日に見る確実な打ち上げに持ち込む成果を築いた。 
以上、経営トップの意思決定が安全に大きく関与する事例を紹介した。ここ

に見る内容は、どの分野の企業でもお手本にすべきトップ判断の例である。特

に安全対策においては、「事故が起きて謝罪劇のために席に座るトップ？」とい

う事象は、見る側にも全く無意味であり、事故に関係無い者にとっても見たく

ない報道である。安全確保と維持管理に対して、投資だけがトップの意思決定

要件ではないが、以下の内容を含め、トップが安全対策を指揮する要件として

一度はチェックをお願いする次第である。何でも、そうだが、この種マネジメ

ントの要件というものは、安全に限ったことではない。企業経営そのものに関

与する。そこで、中小企業倒産の要件を図 5-1 に例示したが、この内容と比較
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しながら以下に示す要件をご覧願うことも、有用なチェック内容ではないか？

と考える。既に安全対策マネジメントには、OHASAS（ISO18001）があり、同

種の要件が示されている。また、製造現場の実態把握については、例えば、菊

池昭著・中央労災防止協会発行著書「リスク発見のための現場巡視」などに、

具体的な点検項目や巡視と共にヒヤリ・ハット要件を見出して対策すべきか？

が記載されている。このため、本書では、「この種の内容をいかに実務的に製造

現場で活用して、ケガ・ゼロを実現に向けるか？が経営トップである現場リー

ダーの総指揮者に求められる」という内容を例示させていただいた。 

図5-1　八起会が示す企業倒産理由

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

 
 

（２）「上から下まで火の用心」防止対策 
 マネジメントを運用規定にする取り組みは盛んだが、この中で各社が国際的

な認証を得て活動を進めるよりどころに ISO シリーズがある。ご承知のように、

品質マネジメント（ISO9001）、環境マネジメント（ISO14001）、労働安全栄西

マネジメント（ISO18001：OHSAS）が規定化されているが、その他、食品の

おける安全対策：HACCP、リスク・マネジメント（CSR : Corporate Social 
Responsibility:企業の社会的責任）や、食品衛生法、・・・SOX 法～個人情報保

護、などを含め、多くのマネジメント・システムが産業界には存在する。対象

を異にするこの種のマネジメント・システムや法の共通点は、 
① 各社・各現場の独自性に応じたリスク対策の構築 
② 問題の未然防止のための体制づくり～運営、 
③ 社会的にも認められる（第三者評価が可能な）マネジメント・システム展
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開実績と成果の創出 
だが、これを『絵に描いた餅』や『上から下まで火の用心』という形だけの

活動にさせない活用をするためには、各社の実態に合わせ、以下の要件を目

で見て判る形で運用し、安全対策を実務的に展開することが要点となる。 
① 方針と活動目標が上から下展開、逆に、下から上に総合化され矛盾が無

いこと。 
② 正しい技術知見が探求、教育、伝承されると同時に、例えば安全対策に

おいては、リスク対策を充実させ、ケガ・ゼロを続投する実態があるこ

と。そして、 
③ IT などの技術進化にリンクする形で効率良い方式が段階的に研究され、

手間が掛からず、納得が行く実務的な活用が進められていること。 
 以上、この、極めて当たり前の内容がトップ方針や目標展開という形で運営

されることが必要になるわけだが、既に、この要件は図 5-2 に示したように、（社）

日本能率協会で 1980 年代に TP マネジメントとして研究されてきた方式の活用

が有効である。同種内容は ISO9000 の規定にも示されてきた、目標展開＋資源

の有効活用を進める手順にも示されている。そこで、以下、この種の要件を具

体的に、また、安全対策に関する方針と目標に結び付け、組織内でどのように

展開すべきか？という手続きを紹介することにする。 

 

図5-2　目で見る全員参画品質改善体系図

ISO9000:2000にみる品質目標達成内容

規定２．３　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ
a)　顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに,
　　期待を明確にする。
b)　品質目標方針及び品質目標を設定する。
c)　品質目標達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任明確にする。
d)　品質目標の達成に必要な資源を明確にし、提供する。
e)　各ﾌﾟﾛｾｽの有効性及び効率を判定するための指標を

　　適用する。
g)　不適合を予防し,その｣原因を除去するための手段を

　　決定する。
h)　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの｣継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを

　　確立し、適用する。

現実的に品質改善
目標達成ステップ

1,目標設定

2,目標展開

3,施策の選定

　と資源の配分

4,具体的改善活動

5,成果の創出と確認

JMA・TP展開図

用適リンク

　全員参画による品質改善目標達成活動をいかに
進めるか？というテーマ、資源の有効活用（全員参
画による品質改善活動）は、ISO9000sの重大テーマ
のひとつである。この対策はＪＭＡで活用して来たTP
展開図と同じ要件であり、経営トップがマネジメントを
展開する基本となる重要要件のひとつに位置する。

 
 
 図 5-3 は TP（Total Productivity：総合生産性）向上を図るための展開図であ
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る。似た形態は方針管理や BSC（Balance Score card）にも見られる、だが、

たとえば、方針管理と例に比較すると、その差異は表 5-2 となり、製造現場関

係者の貢献度の認知に差が出る。そこで、ここでは、安全対策をトップダウン

＋ボトムアップ融合型で進める TP マネジメント展開図を紹介することにする。 

 

図5-3　全員参画目標達成活動に活用する
ＴＰ展開図 （基本形）

品質目標 （１）目標設定

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

（２）目標展開

（５）成果
　　の創出
　　と達成

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策

目標達成状況をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

施策

施策
施策

施策

施策

施策

Ｐ

Ｄ Ｃ

 

　表5-2　TPマネジメントと目標管理の差

△個々の部門長に一任形態が主○職場、職制などの壁を越えた目標達成
　　活動を図る。

１０，活動形態

△各部門のコスト低減内容を単に集
　　計しただけの内容を総合化

○総合目標設定時に実施９，トータルコスト
　　面の検討

△毎期、各部門で思いつく改善案を　
　集めて施策とする程度

○全工程の診断～全てのアイデアを集め
　　アイデアバンク化し、方針に従い抽出

８，施策の抽出

△特に行わない○重視して企業一流化をめざす。７，中期経営計画
　　とのリンク

△各部門提出の目標を各部門一任　
　で任せる

○全員参画で組織のウエルバランスを調
　整してチャレンジブルな目標達成管理へ

６，目標達成方式

毎期、予算と・各部門が考えた目標と
のすり合わせでまとめる

中期経営計画をベースに今期の経営改
善総合目標を設定する

５，目標の対象

Q・P・S(品質・生産性・安全）は向上

C・D（コスト・納期）低減を1式で評価

企業の目標/実績対比４，評価式

△計算値はない○数値で示す３，貢献度

△　内部志向、○　上－中－下の
展開はTPマネジメントと同じ　

○　外部志向、製品が市場で他社と競
争する内容を配慮して目標を展開する

２，目標展開

目標の中に手段を内在させる方式
を混在させる。

Ｗｈａｔ・ＷｈｙとＨｏｗ　ｔｏを区
分して表示する。

１，構　造

　　　　　　　目標管理　　　　　　　TPマネジメント　　比較項目

 
では、図 5-3 を具体的に、以下、作成る手順を紹介することにする。TP 展開
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図作成を具体的に進める手順は、 
① 総合目標を定める。 
② 具体的に仕事のプロセスや組織に展開し、各所の課題、小目標と整合を

図る。 
③ 各目標と課題に対し、最良・最速の問題解決手法をガイドする。 
④ と②と③の内容をマトリック化させ、必要なところに必要な手法と対策

を登録する。 
⑤ 具体的活動を図り成果へつなげる、 

となる。また、この要件を『目で見て判る仕組』と共に図化して行く手続きの

詳細は次のようになる。 
 【手順１】総合目標の設定 

TP 展開図は経営計画の中身を『見える化』する対策である。1 つの工場を例

にとるなら、工場には予算があり、毎期その達成に努力する活動がある。そこ

で、まず、この予算を『総合目標』と定めるが、これと同様、安全対策におい

ては、不安・ヒヤットを含めケガの要因になる要件の撲滅を狙って総合目標を

立てる。次に、工場には組織があり、その個々の組織には目標達成のタスクが

ある。この個々の組織（工場では工程と呼ぶ）が持つ目標や課題と今期の予算

である総合目標をリンクさせる必要が生じるが、この対策は【手順２】となる。 

【手順２】総合目標の展開 
図 5-4 をご覧願いたい。ここでは、総合目標が設定されると、まずトップダ

ウン要請という形で、目標を下位に展開する。ここで大切な点は、「目標を各部

門に一律に展開する行為は禁止する！」という注意である。 

図5-4　ＴＰ展開図による目標展開～整合の進め方

（１）総合目標設定

　目標展開はまずトップダウンで各職制や工程に展開する。つぎに、各職制やプロセスでは
課題と達成した時の数値目標を見積る。この内容を今度は、上に積み上げ、（１）の総合目標
と整合する。１度でこの整合が図れない場合、このような手続きを数回行う。

【手順２】　総合目標の展開

トップダウン要請

１、トップダウン目標を
　　各プロセスの状況を
　　見て、一端展開する。

相互調整を図るボトムアップ提案

２、各工程毎の課題を
　　あげ、対策を予測
　　した上で目標値を
　　見積もる。

各工程、職制の
個別目標と個別課題

 

その理由は、各プロセスや個々の部品などが持つ課題を明確にして、それと
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連動させなければ、目標展開が掛け声だけに終わるためである。さらに、目標

設定に際して、当然、各部門の課題の大きさや内容は異なる。また、実施の対

象や課題との関連がない目標展開は、総論賛成、各論反対となり、納得性の無

い展開となる恐れがある。このため、TP 展開図においては、一度展開した目標

は、各プロセスや設備、部品などが持つ課題をまず洗い上げ、解決した時の見

積りを図る。これが下位目標の検討である。この種の目標を、今度は上位に積

み上げ、総合目標との整合を図る手続きをとる。この手続きを TP マネジメント

では『トップダウン＋ボトムアップの整合』と言うが、このような処置により、

両者の整合と共に、下位の目標を受け持つ関係者には、総合目標に対する課題

と貢献度を明確にする。 

【手順３】施策の設定 
ISO では、“資源の有効活用”と共に、“効率”と“有効性”の要件が、品質改

善効果をあげる対策が重視する規定があるが、この内容は、「企業はトップの指

揮のもとで、限られた時間、人、物、設備、情報……を駆使し、スピーディー、

かつ、効果的な成果創出を望むべき」という内容である。当然、この内容の実

現は安全対策においても重視し、具体的な活動につながる形態で『見える化』

させる要件である。 
そこで、この要件を具体化させるため、つぎに、「展開された目標をいかに効

率よく進めるか」という手続きに入ることにする。この対策には、先験的に用

意された、安全対策の手法を提示し、関係者に選択していただく方式の活用が

有効である。即ち、各職制や工程、製品毎に設定した目標に対し、最も有効性

が高く、効率良い安全対策手法（改善手法）をガイドとして示す対処である。

各部門ではこのガイドを参考に、具体的、かつ、最適な安全対策手法を選定し

て、具体的施策にして、安全対策活動へ向けるわけだが、その具体的な対処は、

施策ガイドを縦軸に並べ、各部門における安全対策時の目標と課題を並べた TP
マトリックス上で行う。なお、この図は活動内容を整理したものであり、具体

的な安全対策要件をチェックした内容の記載がなされなければ意味をなさない。

そこで、この図化に当たっては、先に説明したハザード MAP を準備して、安全

対策レベルをあげる具体策をシミュレーションする形で図化を進める必要が生

じる。 
 では、このような検討を経て作成されて行く図の構成とイメージを図 5-5 に

例示することにする。また、以上のような取り組みが個々の部署に展開された

目標達成を検討する状況だが、ここでは TP マトリックスでは組織の壁を越えた

検討も行う。この対策を TP マネジメントでは「わたり」と名付けているが、例

えば、前工程で安全面の処置や注意書きをすることが、後工程で行う仕事の安

全確保に大きく効く例や、前工程である製品や設備に関する安全設計対策が、
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後工程になる製造や物流などの工程で、取扱い上、大きな安全確保につながる

例がある。このため、新製品開発においてはデザイン・イン、更に、新設備の

導入に際しては設計段階から現場参画がなされる対策を促し、具体的な要求を

源流段階で対策を確実に進める策が採られる（このような検討は、TP 展開図を

目の前において行うと簡単にできる）。 

 

図5-5　目標展開図と施策ガイドの利用に

　　　　　　　　よる目標達成努力を進めてゆくイメージ

【手順３】　施策ガイドの提示→個別施策の設定

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド 課題と目標値例：１００

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

（４）具体的
　 活動

施策 ３０

施策

施策 施策

施策

３０

施策

４０

（例）　３０＋３０＋４０＝１００
に達成するまで施策を集める。

 
 
この種の検討において、よく発生する例に、「検討時点では、テーマ具体化と

共に確実な成果を得る見込みがあるものと、実施して行かないと、その確実性

が説明できないテーマが混在する」という事象が発生することがある。そこで、

TP では、前者を「固いテーマ」、後者を「柔らかいテーマ」として色分けし、

安全対策を急ぎ、完了後に確認するといった対処を各社で運用してきた。以上

の手続きで得た、個々のテーマは大小様々となる。だが、この種のテーマであ

っても、貢献度と寄与率が総合目標との関連で明確になる点、さらには、「塵も

積もれば山になる」という実態が TP マトリックス上で確認できるという対処で、

改善をもれなく全員参画で進める体系を具体化させるわけである。 
【手順４】具体的な改善活動の明示 
ここまで TP 展開図の作成手順を解説してきたが、後は、決めたテーマの実践

～成果のフォローとなる。だが、ここで一度、立ち止まり、「なぜ、このような

図をわざわざ、手をかけつくる必要性があるのか？」という疑問に答える必要

がある。このような図をつくる意義は、全体と個々の役割を一元的に表示し、
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個々の改善が、全体のどこに、どのように貢献するかを示す点にある。このこ

とは、サッカーや野球であれば、個々の選手のポジションと役割、貢献度を正

しく知った上で試合に臨む姿と似ている。人は、個々人が持つ役割分担、果た

すべき使命、個々の努力と成果が確実にチームの勝利、得点に貢献しているこ

とが解ると、2 倍以上の力を発揮する。このように、現場の一人ひとりが、目で

みて、自分が着手するテーマがどこ位置づけられ、何をすれば、また、何にど

の程度役立つか、という内容を貢献度という形で知ることは、スポーツでいう

なら、勝つための役割、使命を知り行動する内容に似ている。これと同じ意味

で、生産現場においても、目標達成意義を従業員の安全対策志向のものづくり

（ES：Employee Satisfaction= 従業員満足度の具体化）と共に示す手続きであ

る（この種の対策は、全員参画で総合目標達成を図る上で極めて大切な手続と

意義を持つ）。 
TP 展開図は、製造現場で『目で見る管理』という形で、個々の活動と、総合

目標の達成状況を表現方式である。また、このための道具として活用するため、

図 5-6 のような活用上の工夫がなされた。この図が特に注目されている点は、

部門間を超えて改善テーマの検討・対策と調整などがスムーズに進む点である。 

図5-6　TP展開図の活用法（例として記載）

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

品質目標
達成検討
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

品
質
目
標
展
開
図

　
　
　
　
　

が
持
つ
特
徴

１、目標達成と具体的活動の関連が一覧化可能（総→中→各論の一連化）　　

２、各テーマと、総合目標の関連、貢献度が数値で判り、重点指向で策の管理ができる。
　　目標には成果創出が確実（硬い目標）と、　問題は判っ　ているが、適用する手法や
　　効果に確実性が約束できないもの（柔らかい目標）の区分も色別表示で明示できる。

３、部門間を超えたテーマの検討が可能である。

４、○で示した個所を用いて、達成：青色、検討中：黄色、遅れ：赤色を用いて
　　目で見る管理と共に、テーマの進捗管理が可能である。

課題と目標値例：１００

改善は顧客と
企業の宝
です！

 
 

【手順５】成果の創出～フォロー 
「活動なければ成果なし！」という言がある。どのような良い考え方や案、施

策や管理システムも、実行しなければ、ここまで進めてきた努力は無意味とな

る。このため、手順 4 では具体的活動と個々の課題、目標達成内容を下の図表
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の○印のところへ登録する。同時に、何を（テーマ）、誰が、いつまでに、どの

程度（目標値）、どのようなやり方で、……と、5W1H に代表されるように、具

体的に定めてゆく。このような対処と指示システムで各所、各人が対処すべき

課題と目標が示されると、手順 5 では、具体的活動で得た成果を TP 展開図上に

記載して集計するという手続きに入る。 

 

図5-7　具体的改善活動を登録する状況

各種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実行

問題（1問題→1原因→1対策検討）

解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（1問題→1原因→1対策検討）

解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（課題→対策検討）
　　　　時間分析　　改善案
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→対策
ビデオ

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

課題と目標値例：１００

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

手順４になるが、不良対策を例とすると、改善策の
実行は５Ｗ１Ｈ方式で担当を決め、現場･現物主義
で、１問題→１原因→１対策づつゼロ化を図るﾒｶﾆ
ｽﾞﾑ解析と事実情報を整備して行う。作業改善、
設備改善、・・・・・などのムダ排除対策も同様の
方式で運用する。

品質対策を例にして

 
 
かつて、工場において全員参加式改善に、人を集めテーマは集まった方々で

決める小集団活動方式があった。当初、この方式は「わいわいガヤガヤ」と討

論が進むため、一見、活動が盛んになされているように見えた。だが、この方

式はどうしても、参加しても活動が弱い方の救済に気を使い、この対策に手間

を取られ、目標達成に時間が掛かり、達成度も低かった。加えて、高い目標達

成へのチャレンジ性は少なく、簡単に達成できるテーマばかりだった。そこで、

TP マネジメントでは、これとは大きく違う小集団運営を図る対処を図った。そ

の具体的な活動は、テーマを先に定め、最も、その解決を早く、効果的に解決

できる手法とチーム編成（人の募集）を図る方式である（テーマに招集をかけ

る方式であり、“招集団”と名がつけられた）。実際にこの方式を実施すると、

成果の達成、テーマ進行スピード、改善グループ相互のチャレンジや切磋琢磨

が進み、人材育成の面でも有効性が高かった。図 5-7 は、ここまで述べた内容

を、目で見て判る方式と共に示したイメージ図の形で示した図である。 
TP 展開図を用いた目標達成と管理の基本は、Ｐ（計画）→Ｄ（実行）→Ｃ（確
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認）の輪をまわし、スパイラルアップさせながら、Ａ（あるべき姿へ高めてゆ

くための活動）を図る取り組みである。これを、ISO では、企業が超一流化に

なってゆくための継続的改善と定義しているが、TP マネジメントでも、図 5-8
に示したように、この管理を用いて、P-D-C の輪をスパイラルアップさせ、超

一流の人と改善、企業が定めた目標管理システムの具体化へ向け、Act.（高度の

目標達成への活動）を運用する。このように、各種定めた活動を管理し、短時

間にアウトプット最大化させる活動を産業界では、マネ TP マネジメントでも、

目標達成管理はこの式で行うわけだが、この達成が終わると、次の行うチャレ

ンジは、また、更なる高い目標を定め、次の達成へ向けて努力する活動が開始

される段階に移る。 
以上、今回、ここまで紹介した TP 展開図は、単に 1 期分の活動だが、その作

成手順を詳細に示した。なお、その構成は、(1)～(2)が目標設定～展開、(3)～(4)
は成果を挙げるための活動の準備であり、(5)は成果の集計である。TP 展開図で

は、○印で定められたところにある施策が完成すると、その成果を、ジョウロ

のようなもので、水を集める如く成果を集計した形で総合実績が集計し、総合

全体目標に対比による手続きで、総合目標の管理を図る。先の説明と重複する

が、TPマネジメントでは、ここまで記載の要件の実践で 1期の活動が終わると、

第 2 期目の TP 展開図作成～挑戦を図り、未来へ向け用意された次の段階の目標

達成へ向けた活動へ移る。 
以上、全員参画で安全対策を具体的に展開するための図化を例示した。 

図5-8　TP展開図とP-D-C

（１）目標設定
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（３）航空機パイロットを指導されるプロから経営トップへの提言 
 安全を業とする企業、例えば、製品が持つ危険、食品衛生上の危険、生産設

備稼働上の危険を持つ企業において、事故が起き、謝罪劇で「私は素人なもの

で、・・・」は、誰もが許されない発言である。この種の事故はトップが管理責

任を果たさない事象を示すためである。したがって、この種、人の安全に多少

とも関与する事業では、リスクを管理下に置き、事故やケガを防止することが

必要となる。リスク・マネジメントの実践展開である。加えて、組織はトップ

の意思決定や活動の在り方で安全対策の質と範囲が大きく左右される。そこで、

以下、この種の内容を調べ、社内に活かす努力を図ってきた多くの専門家の注

意を例示することにする。 
この内容は、多忙で、業務の多くを部下に頼る経営トップの方には耳が痛い

内容かも知れない。だが、「リスクは顕在化して初めてその大きさを知る」「想

定外と言えども、亡くなった人は還らない」・・・「最終的にトップが謝罪～退

任、今まで人生で努力したことも、一瞬に霧散するばかりではなく、世間から

反感を買う後世を過ごすことになる」・・というマイナス影響を知るならば、経

営トップの皆様には、「備えあれば憂いなし」という対応に注力すべきである。

以下の項目は、その種の注意がまとめられた内容だが、経営トップの皆様には、

一度はご覧になり、手を打っておくべき注意という形で参考にしていただき内

容である。 
① 企業トップは『絶対安全』を考えるべきではない。 
他社や他所、特に異業種で起きた事故や事件を見て、「自分のところは大丈夫」

としてしまう行動は避けるべきとされてきた。「過信は禁物！」という注意であ

る。先に紹介した「絶対に沈まない」と宣伝したタイタニックは会社のトップ

方針に酔い。「救命ボートは飾りである」として、甲板を歩く乗員の邪魔になる。

見栄えが良くない、・・・という理由をつけ、定員の半数しか載せないように設

計のタスクにしたことが大量の死傷者を出した原因だった。また、この『絶対

安全神話』が関与して、初航海の際、周りが注意を促す情報をタイタニックに

送ったにも関わらず「うるさい、黙れ！」と打ち切らせた行動になったことが

記録されている。このように、この種、現場の訴えを無視した『絶対安全』と

いう考え方、また、『歴史的に問題が起きなかった』という過信が、一種の企業

文化になり、本来、検討対策すべき問題の兆しすら無視する例は、経営トップ

が中止すべき最初の要件である。 
② 安全対策方針と実際の指示との齟齬 
航空安全の専門家達は、「もっと、〇○」という発言の危険性を伝えている。

JR 西日本はこの代表例のひとつとしているが、運転手に「オーバーラン禁止」

などの安全を指示していたが、反面、列車運行に余裕の無いダイヤを組み、遅
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れを取り締まるという制度を運用していた。具体例に、本来 23 分で運行する駅

から駅を 22分で組み、停車～発射まで 15秒で済ませるなどの指示をしていた。

このため、結局、各運転手は無理をしてスケジュールを守らざるを得ない状況

だった。これが、遅れに対して規定以上のスピードを出し、回復をする行動と

なり列車の脱線事故を起こしたわけである。また、この種の行動に対し、管理

者たちは、知っていても見ていないふりをするという繰り返しをしたため、新

型 ATS を設置させていない環境下で事故を招いたわけである。ハインリッヒの

原則は 1:29 で重大事故と軽微な事故を区分している。だが、1:69 しかも、69
の中には、たまたま重大事故に至る内容が、そこまでには至らなかったものが

多いという実情を知るなら、矛盾した方針に問題があったことが判る。この種

の要件は、トップ自らが内容をつかみ、対策を指示しない限り、改善が図れな

い内容である。そうしなければ、関係者達は重大事故が起きるまで危険を含む

事態をオープンにしない行動に出る。 
③ トップ方針の自主的な監査 
監査と言うと、誰か専門家や専門部署を定め、指示徹底内容の丸投げ、傍観と

なる例がある。これがために、大きな事故を起こした事件に見る例は多い。 
事例として、先に紹介した、埼玉県ふじみ野市・大井プール、流れるプールの

吸い込み口に吸い込まれ死亡した事故があった。また、エキスポランドにおけ

るジェットコースターからの転落死亡事故などは、その代表例である。要は、

安全を業とする専門企業の経営トップが安全点検すべき対象を一度も監査せず

丸投げの結果、起きた事件である。前者の例では、違反行為とされる下請け企

業に業務委託していた。しかも、監視員は教育を受けず、安全マニュアルも不

備のまま、流れるプールの吸水口を数年に渡り簡単な針金止めで処置していた。

後者の場合は技術担当に管理を丸投げした結果、折れて事故の基になった車輪

を支えるシャフトを15年間も無検査・無交換で使用してきたという事件だった。 
安全対策は、下に指示するだけで指示通りやってくれていれば問題の発生が軽

減されるのであろう。だが、中間管理者の受け取り方によっては「いつも、同

じことを、そこまで、しなくても、・・・俺を信用していないようだ、・・面

倒くさい。まあ、いつか暇な時にやっておけば良いだろう」といった、人的な

作用が関係することがある。その結果、結局、何も点検しない例が発生する。

この問題を防ぐためには、経営トップが、抜き打ちで現場視察を行い、自分の

指示したことが行われているか否か？を管理する必要が生じる。この行動は、

「トップ責任は人に委託しても免れない」というマネジメントの基本原則であ

り、現地・現物主義の仕事そのものだが、「注意一秒ケガ一生」の拡大版とい

う注意である。この対策には、トップが自ら点検する行為が、部下に重要性を

伝えると同時に、安全教育上、大きな役割を持つ。ちなみに、先に紹介した、
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元 JR 東日本会長の山之内氏は、当時「本気であることを示すため、事故の報告

を指示した管理者が、報告をしなかった時に左遷した」という内容が紹介され

ている。具体的記述は『なぜ起こる鉄道事故』東京新聞出版局から発行された

書だが、この内容はトップの本気度を部下に正しく伝える処置の一例として、

多くの企業で参考にしてきた内容のひとつである。 
④ 想定情報が持つ危険 
経営トップも人の子である。人の子であるということは、「有史以来、人は足

りない情報を補うか、推測した上で行動を取る」という意思決定パターンに左

右されることを意味する。それは、「多分、こうだろう」という判断だが、時に、

事故の場合、この判断が重大ミスを呼ぶことがある。ひとつの重大な情報が欠

けていたため判断を誤るという例である。この例として、食中毒で問題になっ

た雪印乳業の社長劇があった。現場では、バルブの洗浄を数日行わなかった事

件だったが、事実確認をしない状況で記者会見に臨んだ社長が、記者会見時に

入ってきた事実情報で、黄色ブドウ球菌の発生過程が報告され、「先に話した内

容の論理が成り立たなくる」という事態が発生し、結局、報道陣から逃げるた

め、緊急入院という寸劇があった。 
⑤ 現場独演会に対する注意 
経営トップが現場へ出て事実をとらえ、的確な指示をする行為は、安全対策上

の必須事項である。だが、「部下は話を聞く義務がある」ということで独演会を

繰り返すことは危険である。トップ巡回にこの例は多いが、「ご注意！」である。

現場の実情を全てトップが見抜けるという例は少ない。この例を避けるために

は、出来るだけ現場関係者に話をさせ、気づきと積極的対策を自ら取ってもら

うよう、誘導する技術を駆使すべきである。 
研修にも、「凡庸な教師はよくしゃべる。良い教師は説明する。優れた教師は

示す。最良の教師は火をつける」とあるが、この種の内容を頭に入れ、現場視

察～指導に当たるべきことは、トップの任として難しいかも知れないが努力す

べき要件である。 
⑥ 確認情報発信の重要性 
「安全管理に「便りが無いのは良い知らせ」は通用しない！」という注意が

ある。また、「伝言ゲームには想像や意見が入るため山が海にまで変わる」とい

う事実を見る例がある。この注意は、「念のため、と確かめる行為」が経営トッ

プに求められる内容である。 
かつて、日本軍がミッドウエイ海戦で負けた理由に。当時、「大和」を中心と

する部隊は。敵部隊が迫っていると、空母がいることを知っていた。だが、戦

闘を走る「赤城は先頭を走っているので、知っているはず」として、確かめな

かったのである。赤城は空母だがアンテナが低く、アメリカ軍の情報を傍受で
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きなかった。このため、必要不可欠な、空母の活動に至らなかったわけだった。

もし、この時、「念のため」と確認情報を入手しておけば、この状況が大きく変

わったとされる。 
逆に、安全対策事例ではないが、この種の対策を極めて効果的に使って企業再

生や企業体質を大きく変革させた例がある。ひとつは、日産自動車、ゴーン社

長のリバイバルプランである。図 5-9 はその快挙を示す内容だが、1 年で黒字化

を図る背景には、事前の調査に加え、中間書類や中間管理職の分析検討結果で

はなく、直接現場へ出向き、現場のキーパーソンに質問して、実情把握～決断

と共に具体的な改善を相談～依頼したことが大きかった。ゴーン社長は 2 か月

間、朝 7:00 から夜 11:00 まで毎日熱心にこの対策を進めたため、活動時間の名

そのままに“セブンイレブン”というニックネームがつけられた。また、この

対処は、GE 再生に当たった、時の会長だったジャック・ウエルチ氏もタウンミ

ーティングという名で進めてきた対処に似ている。この種の対処は、「重要な要

件は現場、現物、現象を確認する」という管理の基本であり、この種のテーマ

に限らず、安全対策においても活用可能、トップが行う情報発信の方式一例で

ある。 

 

図5-9　日産自動車ゴーン社長就任と共に果たされた快挙

CF;　組織の壁を越えたクロスファンクションを実施した日産ゴーン氏の活動と成果の要点

黒字化のポイント
１，　計画的行動（リバイバル・プラン）
２，　トップ・マネジメントの力
３，　枠・組織を超えた活動
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５－２ 安全点検～実践的な安全訓練対策への展開 (ガイドとして) 

ここまで、製造現場における安全対策を実務的にどのように進めるべきか？

という視点で事例や対策方法をまとめてきた。以下、実践ガイドという形で、

工場全体の安全対策と、究極は個人が安全技術を身につけ、駆使して行く内容

を資格化まで高めていただきたく、一種、提言の形で安全技量向上の要件をま

とめることとする。 

 

（１）OHSAS など、規定の利用と安全対策 
 要点を表 6-1 に示したが、ISO18001：OHASA は国際的な規定であり、他の

ISO シリーズと共に多くの企業で適用されてきた。この OHSAS が、環境問題

の対策と同様、問題の発生を未然防止する策として活用して行くことが重要な

点は、もはやここに解説するまでも無いと思う（利用法こそが重要になる）。 

 

表6-1　OHSAS１８００１：２００７とISO14001:2004の比較

マネジメントレビュー4.6マネジメントレビュー4.6

内部監査4.5.5内部監査4.5.5

記録の管理4.5.4記録の管理4.5.4

不適合並びに是正処置及び予防
処置

事故誘発の調査、不適合並びに是正処置及び予防処置4.5.3

監視及び測定

順守評価

4.5.1

4.5.2
パフォーマンスの測定とモニタリング

順守評価

4.5.1

4.5.2

緊急事態への準備及び対応4.4.7緊急事態への準備及び対応4.4.7

運用管理4.4.6運用管理4.4.6

文書管理4.4.5文書管理4.4.5

文書類4.4.4文書類4.4.4

コミュニケーション4.4.3コミュニケーション、参画及び協議4.4.3

力量、教育訓練及び自覚4.4.2力量、教育訓練及び自覚4.4.2

資源、役割、責任及び権限4.4.1資源、役割、責任、説明責任及び権限4.4.1

実施及び運用4.4実施及び運用4.4

目的、目標及び実施計画4.3.3目標及び実施計画4.3.3

法的及びその他の要求事項4.3.2法的及びその他の要求事項4.3.2

環境側面4.3.1危険源の特定、リスクアセスメント及びリスク管理策の決定4.3.1

環境方針4.2労働安全衛生方針4.2

一般要求事項4.1一般要求事項4.1

　　　ISO14001:2004条項　　　OHASAS１８００１：２００７条項

 
 
 本書が提唱するケガ・ゼロ対策に対し、OHSAS の利用として、まず、規定

4.3.1：「危険源の特定、リスクアセスメント及びリスク管理票の決定」とこの対

策を具体化させるため、規定 4.5.3：「事故発生減の調査、不適合並び是正処置

及び予防処置」の実務的な活用（安全点検法＝監査）について解説することに

したい。 
 OHSAS の精神は、まず、個々の職場に潜む危険点を見える化し、予防対策を
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図ることが前提となる。このためには、図 6-1 のように、現場へ出て、現物や

ケガが起きそうな現象を把握した後、ハザード MAP 化を準備することが必要に

なる。この種の手続きを行わずに机上で安全対策を討論しても、空理空論、的

外れの対策になるからである。同時に、異常時の実作業を演出し、リスクを評

価する対策も必要である。「心配だから」という気持ちは判るが、事故対策に当

たって重要な対処にハインリッヒの法則の利用は欠かせないためである。 

図6-1　ハザードMAPによる「危険域の見える化」対策

KYT
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酸素欠乏、化学物質による急性中毒、転落、
火傷、腰痛、火災・・・・・・・・・・　○○の危険

危険とは何か？

一流の仕事（理想）
　－　現実
　改善ギャップ

危険個所
　を撮る

 
  
リスク評価については、既に解説済だが、実際にリスク評価を行う際、中央

労災が提示している表 6-2 等の利用をお奨めしたい。その理由は、リスクの評

価と同時に、対策の視点が表中に明記されているからである。リスクは評価と

同時に対策を進めることが実務的な安全確保になる。また、このような対処で

「火の用心」や「安全第一」と経営トップが出す指針や宣言が、どこに、どの

程度の危険があり、どのような方向で個々の危険域を予防～撲滅してゆくべき

か？という各論を具体化して行く必要がある。 
なお、この種の現場監査(診断)には安全チェックのリストが必要になる（なお、

本書で、この種のチェックリストを紹介しなくても、既に多くの著書やチェッ

クリストが産業界にあるので、ご利用願いたい）。KYT に関する著書や中災防が

発行する著書やビデオに、既に多くのチェックポイントがある。このため、新

たに作成するより、それを利用する方が安全のチェックには効率的的である。 
例：http://www.jisha.or.jp/order/tosho/index.php?mode=list&syubetsu=12 
 著書：菊池昭著「リスク発見のための現場巡視」中央労働災害防止協会 
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表6-2　リスクレベルの決定

⑤絶えられないリスク

　　　　L5
④実質的なリスク

　　　　L4
③中程度のリスク

　　　　L3
発生の可能性がある　　　　　
　　　（２．５）

３

④実質的なリスク

　　　　L4
③中程度のリスク

　　　　L3
②絶えられるリスク

　　　L2
発生の可能性が少ない　　　　
　　（１．５）

２

③中程度のリスク

　　　　L3
②絶えられるリスク

　　　L2
①些細なリスク

　　L1
発生の可能性が極めて少ない
　　　（０．５）

１

　C：極めて有害

　　　　（２．５）

　　　　B：有害

　　　　（１・５）

　A：わずかに有害

　　　（０．５）

No.

　　　　　　　　　　　　　　　　危害の大きさ　　発生可能性

中央労働災害防止協会　
「リスク発見のための職場巡視」P.67～68より

　　１　微　傷

　　３　軽　傷

　　６　重　傷

　１０　致命傷

　点数　重大性

重大性の各区分への配点例

　　１ほとんどない

　　２可能性がある

　　４可能性が高い

　　６確実である

　点数　可能性

可能性の各区分への配点例 危険有害要因に近づく
頻度の区分の配点例

　　１ほとんどない

　　２　時々

　　４　頻繁

　点数　頻度

リスクレベル分け例

費用対効果を考慮して低減措置を行う安全衛生上の問題はほとんどない　　３～４　　Ⅰ

提言措置を計画的に行う安全衛生上多少の問題がある　　５～７　　Ⅱ

低減措置を速やかに行う安全衛生上問題がある　　８～１１　　Ⅲ

直ちに中止または改善する。リスク低減措置を直
ちに行う

安全衛生上重大な問題がある　１２～２０　　Ⅳ

　　　　リスク低減措置の進め方　　　　　　　リスクの内容リスクポイントリスクレベル

 
 
以下、本書に記載する内容は、安全にたずさわる読者の皆様には、極めて基

本的な内容であり、現場の安全点検とは監査そのものであることを解説した。

監査の運用は図 6-3 の右上に示された通りだが、企業で行う監査には多くの目

的がある。そこで、本書で強調したい点は、図 6-4 の考え方に基づき、先に示

した重大リスク～対策すべきリスクを発掘して先手を打つか？となる。 

　図6-3　監査とは

インタビュー
　　Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ

文書化・記録
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　

工場検査
Site Inspections

検証と問題識別
Verification & 

Issue Identification

勧告と具体的行動
Recommendation & Actions

現地で
On-Site

報告
Reporting

【監査の目的？ 】
① 客観的情報の提供
② 重大リスク～問題点の是正
③ 特定の心配事についての保証
④ 経営者の決意の提示
⑤ 関係者の教育及び動機付け
⑥ トータルコスト・収益面の改善
⑦ 危険管理面での改善

【監査計画の設定？】
①対象をどのように選ぶか？
　　（過去ﾄﾗ、他社事例、弱点など）

②ニーズ：　
　被監査関係者や監査認証機関の規定

③範囲と目的
④監査方針：
・順法監査？・経営監査？・技術監査？

⑤監査の方法：
　サンプリング？実証試験？映像など
　物証？記録とインタビュー？
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図6-4　事前検討対策の重要性

思想：「防火に勝る消化なし」の考えで、未来の問題を先取りする思想：「防火に勝る消化なし」の考えで、未来の問題を先取りする

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。

他社で起きた『他山の石』も含め
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

予防対策へ

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼

 
 
このような注意を記載した理由は、①企業によって、安全点検が形だけの行

事に終わっている例や、②安全指摘はするが、ムード的であり、具体策までフ

ォローしない例が残存（時にはマンネリ化）している例があるためである。ま

た、③対策事項を予算に組みこまず、常に経営者の管理下に置く処置をしてい

ない状況で、単に安全点検をくりかえす儀式的な対処は改善すべきである。 

表6-2　日本の原子力行政における監査と米国の差異

過去の経験から実質的な安全管理を監査意思決定と危険予知の実効性に乏しい　評価

　監査のシナリオは関係者に全く非公開。
訓練日は公開されるが、その場で「二次冷
却ポンプの冷却水くみ上げポンプ停止。原
因は不明、対策せよ！」というような課題が
出され、正しい対処が出来るか否かを判定
員が評価する。出来ない場合「・・の理由で
放射能漏れの恐れあり」と宣告され、再度
の監査となるが、日程は２～３日を費やす。

オフサイトセンター設立後に、一応、毎年、
詳細な「シナリオ」というものを作成して訓
練するようになった。時々、総理大臣も参
加するが、全員に配られたシナリオに記載
された事項を、単に、「○○○」と読み上げ
るだけであり、ぞろぞろと各現地に移動し
て読み上げた要件を確認するだけの読み
合わせ会形式

３，想定

　　訓練の
　　　方法

「原子炉はひとつ扱いを間違えれば惨事を
招く危険物」という扱い

「日本のクリーンエネルギーを提供する設
備であり心配無用（完全無欠）」という扱い

２，基本

　　　思想

スリーマイルズ島の原子力事故以降に米
国原子力規制委員会（NRC）として体制を

独立した。ここでは、米国原子力発電の安
全管理を一括管理する。５人の委員は大統
領が指名の後、議会承認された専門家方々
で構成され、政府とは一切独立した機関と
して活動する。しかし、有事の時は大統領
が指揮、代理人として活動する

一義的には原発を所有している電力会社
が責任を持つことになっているが、対応の
適切さは経済産業省の中にある原子力保
安員という組織が担当して、各種の点検の
妥当性や改善を求めるが、他に、内閣府
に属する原子力安全委員会が検査の妥当
性を専門的見地からチェック

問題：監査部門が経済産業省の傘下にあ
り、エネルギー庁との関係で原子炉停止す
るほど厳しい処置は取れない懸念あり

１，組織と

　命令系統

　　　　　　　米国の原子力行政と監査　　　　　日本の原子力行政と監査　　項目
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本書では、この種、形式的な安全点検は国内から皆無してゆくことを願って

いる。では、その種の例として表６-２を紹介することにする。 
これは日米の原子力行政と監査の仕方を示した内容である。日本の原子力発

電は、米国 GE 社から導入した原子炉の設計製作図とリスク管理は導入した。

だが、表 6-2 を見る限り、リスク対策の実務は国産化されなかった実情を示し

ている。特に「リスクを管理下に置くため、安全管理の実態が実質的にどのよ

うにすべきか？」という視点で表 6-2 をご覧願うと、両者の差が歴然としてい

る。日本の原子力行政は『安全神話』なるものが作用しているためか？原子力

発電事故の経験の無さが関係したためか？は定かでないが、表にまとめた内容

を見る限り、安全点検と称する“監査”が名ばかりの処置であることが判る。 
これに対し、「米国の制度が万全」とは言わないが、監査では、政府や企業の

利害関係と離れた独立機関による技術的な評価がなされてきたことが判る。こ

のような体制は NASA における衛星打ち上げにも見られる。NASA では、1986
年 1 月スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故があった。この事故は

気温が低い中での発射は、O リングの機能が発揮しないため、部品を提供した

メーカーが発射を認めなかったことが関与した。NASA の関係者が政治的に無

理を強いる形で発射を強行したため、性能を満たさない O リングを使用したこ

とが原因だった事故である。この時、O リングを納入した業者は「責任を負え

ない、NASA が独自に物理的な危険域を犯してとばすということを明記する」

とした。このため、裁判では NASA の管理側の責任になった。以降、米国では

「神の世界である自然現象に企業や政治的な利害関係を入れるべきではない。

この種の評価は第三者が、全く独立した立場と、物理の専門家の知見を駆使し

て評価すべきである。NASA の場合、この客観冷静な判断をする第三者の許可

が無い限り、以降のスペースシャトルの発射は許可しない」という制度を定め、

運用してきた。このため、以降のスペースシャトルの発射はスムーズだった。

その後は事故がなかった。だが、この安心のためか？その後、この第三者機関

を廃止したことがあった。すると、2003 年 3 月にコロンビア号の事故が再発し

た。このため、再度、第三者機関によるチェック制度を復活させたが、以降、

事故は無い状況で現在に至っている。なお、原子力発電の安全にも、この種の

対策、すなわち、技術的評価と経済・政治的評価を分離して扱う制度が活用さ

れてきた点は日本の原子力行政と大きく異なる点である。 
このように安全対策が確実に行うためには、安全対策を確実に行っている

か？という点検を監査という方式を活用したひとつのルール化が必要であるこ

とが判る。そこで、今度は、この知識を基に、工場における安全管理の妥当性

を監査するためには、次のような対策が必要になるか？を例示することにする。 
① 立場を異にする監査：専門機関を定め、安全監査の実施が確実に出来る人
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材を当てる。また、監査内容に工場の事情や利害を入れない運営を図る。 
② 抜き打ち的な監査：日程は定めるが、工場の場所と内容は監査員が定め、

監査する方式。巡回監査だけではなく、安全管理対策上の実務が実際に身

について実施できるか否か？を監査項目に必ず入れる。 
③ ビデオなどの利用：重要安全箇所に対しては、監視カメラ的な撮影を図り、

日常作業時に違反行為が無いか？をチェックする内容を監査に含める。特

に、飛び越え禁止、手抜きが行われがちな作業を見抜き、繁忙時でどのよ

うな実務作業形態になっているか？を把握～指摘、改善させる等の処置で

ある。 
ここまで、厳しく実務的な安全点検（監査）を掲載した。当然、この種の運用

は各社で個々に決定することになる。また、手間を掛けずに効果的な安全点検

（監査）を進めるためには、当然、ハザード MAP を事前に作成し、総花的な運

営にさせない対策が必要になる。要は、同じ時間をかけるなら、中身をよく精

査して行うことが重要である。また、安全点検にも多くの目的やレベルがある

ので、下に例示した 5 段階の基準を作成して、対象に応じた方式の選定と運営

を進めるべきことは言うまでも無い処置である。 
①レベル５の監査対象：万一、事故の確率が高い仕事や設備などを保有してい

る。加えて、事故が発生した場合、致命的～かなり重大な影響がある。こ

の種の対象職場は、安全管理と監視の的確さを定着させ、関係者のスキル

向上面から、最も厳しい監査を運用する必要が高い。したがって、監査の

対象は危険度が高い全項目に対して、(1)リスク対策訓練や資格を持った

方々が配備されているか？(2)ケース・スタディをサンプルに提示した場

合、危険予知や対処が実際にできるか否かをシミュレーション形態で行い、

合格点を得ることができるか？(3)安全対策記録と危険予知訓練を実際に

行った記録や実習データを持っているか？という内容が評価の対象とな

る。 
②レベル４の監査対象：事故発生確率がある程度高く、事故の影響もかなり重

大という形で大きな範囲に及ぶ、また、復旧に予想以上（収益を大きく左

右するほど）の資金や対策工数などの投入を強いられる対象である。した

がって、レベル５に準じる形で重要対象項目の中からサンプルとする対象

を定め、監査を行う。 
③レベル３の監査対象：事故発生確率の可能性がある。また、問題が起きても

企業活動としては、何とか許容できる対象。火事で言うなら小火程度の対

象、この種の監査は、主に、関係者の教育浸透と、危険予知概念が思い出

せるか？問題発生時に対処できる方が職場責任者として存在するか？が

テーマとなる。したがって、監査内容は、(1)管理者の設置、(2)教育・訓
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練実施内容、(3)危険個所の表示や対策、定期的な安全点検の実施状況、(4)
不安箇所の残存状況を現場診断～指摘、(5)職場内の安全ミーティングや

提案などの状況が対象となる。このため、この種の監査は安全巡視という

形態で日程を定め、社内の専門家と称する方々による点検～意見の紹介な

ど、多くの企業や職場で通常的に行われてきた安全点検方式を適用する対

象となる。 
④ レベル２の対象：事故発生可能性は低い。また、事故が発生した場合、そ

の規模と影響が少ないと判断される職場、ここでは、1 年に数回程度、安

全知識や、危険予知訓練の後、自己診断の形で危険個所の発掘対策～改善、

安全表示などが整っていれば良し、とする対象である。 
⑤ レベル１の対象：事故発生の確率は無い。また、事故発生もすりキズ程度

で済むような対象職場、この対象は監査対象に入らない。監査内容も常識

程度の内容を知っていればよく、せいぜい、安全教育内容と、簡単な Q&A
で知識を確かめる程度で済ませる対象である。 

【注意】今回の福島原発事故のように、レベル５をレベル１～３の扱いにして

監査のレベルを落とすような判断はすべきでない。 

 
（２）CRM を安全対策訓練～習得チェックへの応用へ 
 人の命をあづかって空を運行する航空機業界は、安全対策について極めて徹

底した研究と対策をしてきたことで知られる。その中で、先に図 4-15 に紹介し

た CRM（Crew Resource Management）は、ヒューマン・エラーに関与する事

故防止に大きな貢献を果たしてきた。このため、現在、CRM は多くの業界で導

入されている。再度の解説（4-3 項）で恐縮だが、CRM 誕生は、CRM の航空

機事故の調査と解析で得た結論が基となった安全対策法である。ボーイング社

では「何とか飛行機事故を減らしたい」と考え､1990 年～99 年の 10 年を調べ、

飛行機の自動操縦化とエラー・セーフ機器の装着対策に取り組んだ結果、誕生

させた方式である。要は、既に頭の中に勉学、蓄積された知識を、シミュレー

ションではあるが、「模擬的に航空事故をお越し、この環境下で、いかに学んだ

知識を用いることが可能か？」を試験するが、この手法の適用は、単にパイロ

ットの訓練だけではない。同時に、航空機訓練を経て資格を付与したパイロッ

トに対し、半年毎の（制度の運用で 1 年毎の措置もある）技能テストである。

すなわち、事故が発生した時、確実に回避策が適用できるか？をテストに用い

るわけだが、このテストは極めて厳しい。一度でも試験に合格しない方は地上

勤務になるからである。航空機は常に危険にさらされている。したがって、先

に示したレベル 5 の監査が適用される。なお、CRM に対する解説は既に終わっ

ているため、以下、CRM の実際の場での活用法を紹介することにする。 
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① CRM で活用するデータ 
どのように立派な仕組みでも、その中身が実務に適用できなければ箱ものに

留まる。このため、CRM に利用されるデータは実際に航空機のパイロット達が

経験した内容が使われている。このことは、同じようなトラブルが起きた時、

誰でも、的確な対処できるよう技術を波及（伝承）するという意味を持つ。で

は、ここにどのようなデータが入っているか？がテーマとなる。当然、事故で

亡くなった方は情報が提供できない。そこで、ヒヤットした内容（航空機では

インシデントという）が登録することがパイロットに義務づけられてきた。こ

こでは NASA の例を紹介することにする。「NASA では、パイロットの失敗を

自発的に報告する制度が運用されている。失敗は所定の書式に従って報告すれ

ばよく、この報告をすれば行政処分は免れる制度が運用されてきた。米国には、

もともと、一生懸命に業務を遂行した方が起こした事故に対する刑罰はなかっ

たが、さらに安全を期するため、ヒヤット情報を登録する制度である。この意

図は、何らかの失敗をしたパイロットに行政処分を厳しく行うより、たとえ勘

違いであっても、全てのミスを報告させ、将来、同じことが起きそうな方に知

らせる。または、訓練により同じミスをさせない題材に利用する方が事故防止

には「はるかに有効である」という思想に基づくものである。このため、NASA
の場合、この種の個人的なミス情報は FAA という連邦航空局ではなく、直接関

係が無い NASA が行ってきた」としている。この種の内容は裁判でも適用され

る例がある。2001 年 2 月 10 日、愛媛県立宇和島水産高等学校の練習船『えひ

め丸』が、ハワイ沖でハルド艦長が統制する原子力潜水艦『グリーンビル』が、

水中から飛び出す運行パフォーマンスの途上で起きた事故である。ここでは、

不幸にも、撃破・大破～沈没、乗員は 35 名の内 9 名が死亡した。理由は、当時、

軍事費確保のため、海軍は規則を逸脱して一般市民を乗船～運転させていた。

このため、この事故には多くの事情がからむ。そこで、軍事裁判では司法取引

という制度を適用して、再発させないための原因究明を図った。ハルド艦長に

「罪にしないから、実情をつつみ隠さず公開しなさい」という処置である。こ

の処置の是非は今後も課題が残る。だが、日本国内でも。「亡くなった方には残

念だが、真実を追求して原因を徹底的に除去し、再発させない環境をつくると

いう意味では、ひとつの処置である」と理解されるようになった。 
② CRM による訓練で高まるリスク対応力について 
図 6-5 は失敗を防ぐため、多くの大脳生理学者が研究の末に得たヒューマン・

エラー防止のための解析のひとつであり、訓練に関するものである。一般人は

「大きな失敗経験者は失敗をしない」と考える向きがある。だが、調査の結果

「大きな失敗をした方のほとんどは、失敗を恐れ危険に近づかない。むしろ、

職を変える行動をとる」ということである。これに対し、「小さい失敗訓練を受
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け、問題を認識回避しながら大きなリスクを持った仕事に向かうことができる。

この例は鷹匠が鷹を訓練する方式に似ている」としている。鷹は猛禽類である。 

 

図6-5　失敗を防ぐ教育・訓練のあり方

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

 
 

だが、鷹には、生まれつき、危険を冒して、ヘビを空中から襲って餌にする力

は持っていない。「この力は親の教育プロセスによるものであり、この研究と訓

練法の確立こそが鷹匠の経験と技である！」と鷹匠は話す。人と鷹は異なる。

だが、大脳生理学者達は「危険を乗り越える能力を身につける訓練は人も動物

も、脳の活用という局面では何も変わりが無い」としている。その理由はつぎ

のようになる。 
(1) 小さな失敗の後、すぐに成功体験をさせることが重要である。この成功体

験の繰り返しで、新たな課題に対してリスクを想定する力が高まる。 
(2) 多くの小さな失敗の繰り返しは、失敗を恐れない思考メカニズムを脳内に

構成する。 
(3) 失敗を恐れないとチャレンジが始まるが、自分で失敗しそうな課題を設定

し、失敗にならない程度の範囲で失敗に似た内容を具体化させ、その回避

を楽しむようになる。 
(4) そうなると、あえてリスクがある対象に自ら向かいリスクの存在を感知

（嗅ぎ取る）能力が高まる。この能力を利用して新たなリスクもこなすよ

うになる。 
(5) この能力が高まると、制御可能な大きなリスクを含む事項にも、十分、
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かつ、慎重な準備を図り、リスクを余り発生させない処理のもと、対象に向か

い、成功へ持ち込む。だが、明らかに匹夫の勇的な危険な対象は避ける、 
というものだが、正に、このような訓練ステップは鷹匠の訓練メニューであり、

CRM に組み込まれた訓練方法になっている。特に、人はゲームでも負けると

悔しい思いをする。この、「悔しさがバネになり考える」という組み合わせを

CRM ではシステム化している。鷹は、単に、本能で食事をとるための目的で

行動するための訓練であり、鷹匠に褒められると餌にありつく（一種のご褒美）

と、航空機パイロットが訓練を進める点は、鷹と人が大きく異なる点である。 
③ 失敗学に見るリスク対策～創造性への進化 
人と人以外の動物の差は道具を使う点にある。この点が安全対策を進める改

善技術、すなわち、創造性の増強に大きい研究を失敗学で有名な畑村洋一郎先

生が「決定版・失敗学の法則」文芸春秋など示されている。図 6-6 がその要点

をまとめた内容だが、先生によると、「過去、東京大学の学生たちに失敗させな

いための教育を行ってきた。 

 

図6-6　失敗事例を通して学ぶ創造性

畑村先生：失敗学の権威者が「失敗学」を創設した理由

人間はミスを犯す
動物である。結局
何をやってもだめ！
要は、あきらめと、
危険に臨まないこと
が重要さ！

こんなに注意
したのに、また
失敗！

　確かにその局面はある！だが、学生達を集めて失敗しない
成功理論だけを教えた。その結果、教えたことは100点だが、

素人でも判る応用問題（実務問題）は出来ない。そこで、失敗
　　事例の解析演習を行った。すると、安全対策はカバーし、
　　　さらに、想像力向上と共に、多くの技術開発や新製品
　　　　創出に役立った。当然、ヒューマン・エラーゼロである！

失敗分析は脳内革命！

そのめかぬズムは？

①問題を知る

　　当然「なぜそのような
　　馬鹿なことを！・・・」
②自分ならこうした

　　アイデアの創出
③こうする対策が

　　実務的、人生と実務に
　　こうして生かそう！

 
  
これは、これで確かに意義ある内容だった。教えた範囲であれば問題が生じて

も対処でたからである。だが、応用が利かなかった」というお話をされていた。

そこで、先生はある時、「学生に失敗事例を出し、解析を願った」とのことであ

る。お話では「すると、そこに変化が起きた。 
(1) 失敗を解析する中で失敗がなぜ起きるか？という解析が始まった。 
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(2) 失敗を起こさせない手段を創出し、その考え方と内容は別のケース・スタ

ディを出しても見事に解くという力量発揮につながった。加えて、 
(3) 改善案を出し、失敗を防ぐ道具やシステムの工夫改善が進んだ」と、まと

めておられた。 
このような経験から、畑村先生は創造性向上の手段のひとつとして、図 6-7 に

示すように、創造性開発も進めておられるが、「失敗を防ぐという意味合いか

ら、創造性への発展は極めて大きい」とされている。 

 

図6-6　失敗事例を通して学ぶ創造性

畑村先生：失敗学の権威者が「失敗学」を創設した理由
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要は、あきらめと、
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が重要さ！
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したのに、また
失敗！

　確かにその局面はある！だが、学生達を集めて失敗しない
成功理論だけを教えた。その結果、教えたことは100点だが、

素人でも判る応用問題（実務問題）は出来ない。そこで、失敗
　　事例の解析演習を行った。すると、安全対策はカバーし、
　　　さらに、想像力向上と共に、多くの技術開発や新製品
　　　　創出に役立った。当然、ヒューマン・エラーゼロである！

失敗分析は脳内革命！

そのめかぬズムは？

①問題を知る

　　当然「なぜそのような
　　馬鹿なことを！・・・」
②自分ならこうした

　　アイデアの創出
③こうする対策が

　　実務的、人生と実務に
　　こうして生かそう！

 
 
 
（３）CRM に必要となる要件 
 CRM は世界的に権威の高いパイロット訓練・技量評価システムである。だが、

有能なパイロット指導官は CRM にいくつかの注意点を示している。そこで、製

造現場の安全技術を訓練する上で必要な要件を、パイロットの経歴が豊富、か

つ、指導官として有名な方々の注意、ということで紹介することにする。 
① 音速を超えたテスト・パイロット、イエーガー氏を選んだボンド氏談 
 現在、ジェットが音速を超えて飛行することは常識になっている。だが、音

速を超える前、『音の壁』なるものがあり、「飛行機が音速に達すると前方の空

気はレンガのようになり、航空機が破壊される」と考えられていた。この音の

壁を最初に破ったのは 1947 年 10 月 14 日だが、米国の陸軍・空軍の要請でイ

エーガー氏が乗ったベル社製の XS-1 というテスト機だった。イエーガー氏はテ
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スト・パイロットだが、この方を抜擢した飛行試験部長アルバート・ボンド大

佐の話は、我々が製造現場で CRM を使う際に大変に参考になる。 
 第二次大戦後、米国では航空ショーが大変な人気だった。イエーガー氏も戦

闘機 P-18 を操縦してショーで飛んでいた。P-18 が故障すると、他のパイロッ

トたちは機体を整備部門に預けて民間機で移動していた。だが、彼が他のパイ

ロットと違っていたことは、修理班を要請して、整備を手伝い、故障を直して

帰ってくることをやっていた点だった。要は、特別な個所を除き、ほとんどの

修理ができる方だが、この点にボンド氏が目をとめた。イエーガー氏はこのよ

うな状況だったため、XS-1 の飛行においても、飛行前に徹底して XS-1 を解析

し、あらゆる面から安全対策を進めたことがマッハ突破を生んだ快挙につなが

ったわけだった。以降、この事例を研究する多くのパイロット指導者たちは、

異口同音に「今の飛行機は極度に自動化された。ボタンとノブで飛ぶ時代だが、

飛行の安全は、単に CRM というシミュレーションによる仮想テストだけでは不

十分である。飛行の安全は機体と飛行の隅々まで知り、注意が行き届くか否か

が重要である」としてきた。事実、この種の記載は航空機事故解析の第一任者

として有名な加藤寛一郎氏の著書「航空機事故 50 年史」講談社α文庫の中にも

見られる要件である。さらに加藤氏は著書の中で「イエーガーは大抵の人が欠

伸するような各種装置の詳細まで調べて飛んでいた」ということ、さらには、「安

全が好きで好きでしょうがない方」を求める記述をされている。また、そうで

ないと、個人に関与する安全対策を確保する航空機の安全確保において、ここ

までは勉強する努力を進めないのではなかろうか？と、筆者は考える。以上、

ここに紹介した事例は、単にマニュアルに従って安全訓練をするだけで、安全

確保は難しいという内容を示唆している。また、安全訓練と同時に、飛行機の

弱点を学ぶ大切さ、更には、整備の重点を体験することにより、より深く CRM
の意義と対処理由を知る技となることが判る。 
 ここで、全く逆の例として、一応の教育はしてきたようだが、大事故を招い

たチェルノブイリ原発爆発事故の人的な要因について紹介することにしたい。 
 旧ソ連・現ウクライナ共和国で 1986 年 4 月 26 日に原子炉爆破事故がチェル

ノブイリ 4 号炉で起き、放射能が北半球全体を汚染した事件である。今も半径

30Km 以内は居住禁止、486 もの村が消失、40 万人が故郷を失い、500 万人の

被害者を出したことを皆様もご記憶の内容と考える。ちなみに、事故を起こし

たチェルノブイリは国の秘密都市プリピチャ市にあり、平均年齢 26 歳という原

子炉の町だった。このため、報道が遅く、宇宙衛星からの航空写真で事故の実

態が伝えられ明らかになった。また、事故に至る内容は、とても安全とはかけ

離れた管理実態だった。では、事故に至る経過を紹介することにする。 
 チェルノブイリは 1979 年世界最大級の原子炉として運転管理を開始、事故に
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至るまで、優秀な管理として評価されていた。事故の要因は新たに 4 号炉を建

設する時点から頭を持ち上げ始めた。この炉は 1983 年に 4 号炉の建設が開始さ

れ 12 月 22 日の記念日に完成を計画した。このような短期間の工事を進める中

で、ニコライ・フォーミン技師長のもとへ耐火材が予定通り入らない状況が伝

えられた。そこで、アナトリー・ジェトロフ副技師長と検討を進めた。だが、「記

念日に間に合わないことは自分たちの汚点になる」という理由から、両者は違

反だが、可燃の材料に変更を指示。関係者が心配する中で秘密を約束させつつ

偽装工事を進め、何とか原子炉の姿だけは整えた。さらに、記念日まで原子炉

操業には様々なテストを必要としていが、これも省略した。このため、通常よ

り 3 カ月早い快挙！という形で操業になったため、2 名は勲章や多額なボーナス

を受け取った（だが、この事実を旧・ソ連政府は知らなかった）。 
 操業に入るとシャトロフが現場主任の担当になった。シャトロフ達、現場関

係者は、フォーミン技師長が通信教育だけしか受けていないことで有名だった。

このためか？本人は、「原子炉は電気ポットと変わらない！」いつも話し、現場

関係者は疑問を持つ状況で仕事に就く状況だった。シャトロフ所長がこのよう

なレベルなので、事実上は、多少とも原子炉を学んだ？というジェトロフ副技

師長に全体の指揮を委託した状況下で 4 号炉の休止テストの要請がなされた。 
 事故の基になった休止テストの内容は「事故や地震などで原子炉の電力供給

がストップした場合、原子炉へ冷却水を送る必要が出る。だが、停止後 40 秒程

度はかかる。そこで、この 40 秒間に惰性回転で原子炉のポンプを動かし続ける

ことができないか？」という実験だった。なお、この実験は、原子炉の加熱防

止に有効なため、昇進やボーナスに関係していた。このため、ジェトロフ副技

師長は成功を狙った。実験はスムーズでなかった。開始前に首都キエフから急

な電力供給がなされたため、実験のスケジュールは遅れ、深夜になったからだ

った。このため、ブリューハーノフ所長はジェトロフ副技師長に全てを任せ帰

宅した。実験が開始された時の制御技師はレオニード・トプトウノフとアレク

サンドル・アキーノフであり、炉の近くはユフチェントだった（この方たちも

放射能の基礎的な知識に乏しい人たちだった）。実験通常運転の 1/3、700～1000
メガ・ワットの範囲で行う定めが文書化されていた。だが、出世を狙うジェト

ロフ副技師長は 500 メガ・ワットまで下げた。この時、これに気づいた制御技

師が原子炉の出力をあげようとした。だが、ジェトロフ副技師長はストップし

た。さらに、出力を「200 メガ・ワット」と下げるよう指示した。要は、ジェト

ロフ副技師長が大幅な出力低下で実験を成功させることが名誉につながると考

えたためである。だが、危険を感じたトプトウノフ制御技師は「規則違反は出

来ない。もし、行うのであれば、記録にサインを・・」と言った。だが、ここ

でも、ジェトロフ副技師長は「俺が絶対権限を持つ、命令に従え！」と指示し
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た。その直後、出力の急激な低下を告げるアラームが原子炉から発せられた。 
 ソ連型原子炉は大型であり、構造上、低出力になると制御が難しくなるとい

う欠点を持っていた。しかし、訓練や経験、この面に知識の無いジェトロフ副

技師長はこのことを知らなかった。この状況で原子炉はやがて、200 メガ・ワッ

トから停止状態に陥った。この時、ジェトロフ副技師長は「原子炉停止～再稼

働は莫大な費用と時間の損出になる。停止は避けたい」と思い、「今すぐ制御棒

を引き抜き、原子炉を作動させよ！」という指示を下した。このため、211 本あ

った制御棒は 18 本を残し、全てが抜かれた。当然、原子炉内の反応は急激にな

った。事実、計測器上の出力は 160 メガ・ワットから 200 メガ・ワットとなり、

一応の回復を示した（しかし、原子炉の反応は暴走状態に陥っていった）。 
 この状況で、ジェトロフ副技師長はテスト開始の指示をした。しかし、トプ

トウノフ制御技師は危険を感じた。そこで、再度、「この温度環境で実験は出来

ない。もし、行うのであれば、記録にサインを・・」と言った。このようなや

りとりの中で 6 分、ジェトロフ副技師長が押し切る形で Go サインを出した。こ

のため、中央制御室のアキーノフはジェトロフ副技師長の指示で注水を停止し

た。当然、この処置で原子炉内の冷却水は減少、また、水蒸気の圧力が一気に

増加、原子炉内部は冷却不能になっていった。炉はすでに沸騰状況だが、出力

メーターは 230 メガ・ワットだったため、このような異常状態を制御室では気

がつかなかった（原子炉の中が見えないことも、判断を誤らせた原因だった）。

このような時、原子炉の近くを担当していたユフチェントは炉の異常を感じた。

350Kg もある燃料集合体の蓋が圧力で持ち上がってきたからだった。早速、TV
モニターを介して制御室へ異常を訴えた。だが、音声は無く、中央制御室では

誰も気づかない。だが、制御室でもやがて異常な出力上昇となっていった。そ

こで、制御技師は緊急停止ボタンを押す進言をジェトロフ副技師長に伝え、制

御棒の一斉挿入を図った。だが、ここでも制御システムを知らない関係者によ

る運転ミスが重なった。ソ連型原子炉は一斉挿入と共に、出力があがる仕組み

だったのである。このため、この処置で燃料集合体の蓋がつぎつぎと跳ね上が

る事態となり、やがて、6 秒後には世界に知られる原子炉爆発に至った。 
 以上がチェルノブイリの原子炉 4 号炉の爆発に至る経過である。世間では、

この状況を違反行為の連続による事故という見方がある、だが、この事故は駄々

っ子に似た素人集団が原子炉という、とんでもない危険物を暴走させた例であ

り、体の大きな幼児が、無免許で乗用車を与え、暴走を許した例よりはるかに

激しい状況になってしまった。 
CRM の運用規定が示すように、ここで、もし、①通信教育だけでなく、危険

予知と危険が及ぶ要件を、シミュレーターを介した訓練として受けることによ

り、事故が及ぶ重大性を先験的に知ってから実施の制御を担当する。②資格保
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有者のみを運転の実務に充てる。③資格を持った者は危険を伴う作業につけな

い、という取り組みがあれば、欲に走る副技師長の行為は防止できた例となる。

さらに、少なくとも、炉内の異常をシミュレーターでも良いから、示すような

映像システムなどがあれば、異常の早期発見になったのではないだろうか？さ

らに、規則を逸脱した行為を選択する許可については、利害関係の無い、第三

者的による No/Go 決定がなされれば、規則違反が伴う意思決定は排除されてい

たのではないか？と考える事故だった。 
先般、スタートレック・ボイジャーという SF を見た。ここでは、ホロデッキ

という仮想空間を利用して、ボーグというロボットに似た集団と戦う前の各種

訓練が紹介された。訓練の後、戦闘員であるスタッフが敵地へ行き成果を得る

成果は、何度も訓練メニューで失敗～改良を加えた訓練の成果だった。これは

映画の世界であり、映画では戦いの訓練が必ず紹介され、成果を示している。

事故や危険回避に訓練は必須という内容である。航空機以上に危険な設備を運

転する原子炉制御の場合、今後は、この程度の対策はすべきという印象を感じ

たため、原子炉の運転にシミュレーションを用いた訓練方式と CRM の導入を提

言の形で紹介させていただいた。 
日本の原子炉運転にも、似たような導入～運転があることを、福島第一原発

事故の後、多くの文献が紹介している。日本の原発は米国 GE、WH 社の技術導

入である。導入の際、「ターンキー方式」という方式で売り込みがなされた経緯

があった。それは、「原子炉を購入するということは、乗用車購入のように、購

入後キーをまわすだけで発電が可能であり、マニュアルに従って機器を操作す

れば、機器のメンテナンスや構造の詳細は知らくなくても問題ない」という全

く危険無視の内容だった。「津波はともかく事故が起き、日本の原発に対する危

険管理の貧弱さが露呈したが、管理不十分の理由、特に、福島原発事故以前に

繰り返し問題となった原発のトラブルにも、この要件は大きく関与する」とさ

れてきたが、ご関係者には、原点から本問題の見直しを願う次第である。なお、

幼い頃だが、母と広島で原爆経験者である筆者は成人し、特許・リサイクル対

策研究会で、「原子炉は将来に廃棄物を残し、当面の安価な電力を提供するよう

に見えるが、トータルコスト的に見合わない。それより、自然エネルギー活用

に注力すべき」と考え、行動してきた。 
話は戻すが、CRM とそれを用いた安全訓練は、安全対策上、重要な要件であ

る。先にマッハの壁を見事に破ったイエーガー氏が高度な危険の中で対処した

努力と、その背景を紹介したが、我々の製造現場の安全対策に話を戻すと、「設

備である航空機の弱点と機能を調べ尽くすという努力」と、原発事故の指摘を

比較してとらえると、「果たして、CRM という立派な訓練システムが整備され、

それを金科玉条のように信じて活用することで、真の安全、すなわち、実際に
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起きる危険な問題の回避が可能か？」という注意が頭に残るはずである。「訓練

は実務の場で役立つ技術知見をどこまで教育ということで与えるか？」という

内容であり、全てでは無いからである。要は、「訓練を受けた者が、訓練を応用

して実務で訓練内容の妙味を発揮するという内容は、オリンピック競技で勝敗

を決めるひとつの要素ではあるが、全てでは無い」という実態を我々は日常生

活を通して見てきた。そうなると、プラス・ワンは CRM のような訓練技術を被

訓練者が自らの努力で補う必要となる。これに対しては、諸注意が「機長が語

るヒューマン・エラーの真実」（ソフトバンク新書）という著書を書いた杉江弘

氏の著書の中にあった。杉江氏は約 2 万時間にも及ぶ航空人生とともに得た知

識と経験から、これまでに起きた航空機事故、ならびに、ご自身が得た経験や

同僚パイロットの方々の体験談を整理しているが、その一部を図 6-8 に例示し

た。ここでは、技に頼るだけでなく、安全を重視する努力と人づくり（人間性、

生き方）に関する内容が重要であることが示されていた。 

図6-8 機長経験者が実務の現場から訴えるＨＥ対策の要点

リスク・マネジメント対策とは
　　(1) 飛行中の危機管理面の対策
　　(2) 投機的リスク

　　　・人間はミスを犯すという前提
　　　・機械やコンピュータは故障することがあるという面の対策
　　　・機械やコンピュータが正常でも、人間と機械のかかわりによっては危険なことがある。

・人は無事故が続くほど、自動化が進む程
　危険に対する警戒心や感性が低下する。
・新しい便利なものができると、必ず新しい
　危機管理が必要となる。

・人は無事故が続くほど、自動化が進む程
　危険に対する警戒心や感性が低下する。
・新しい便利なものができると、必ず新しい
　危機管理が必要となる。

　　　対策の要点
①ハード：施設、設備、機材面の対策
②ソフト：管理システム、組織、

　　　　　　マニュアルの整備
③ヒューマン（人的な面での対策）：

　　教育、訓練、安全意識、姿勢など

　　　対策の要点
①ハード：施設、設備、機材面の対策
②ソフト：管理システム、組織、

　　　　　　マニュアルの整備
③ヒューマン（人的な面での対策）：

　　教育、訓練、安全意識、姿勢など
ヒューマン・エラー対策思想
①エラーをゼロにする手段の開発や取り組み

　　（ハード、ソフト、ヒューマン面の改善）
②エラーが生じてもそれが事故に至らない

　　ように、コントロールする取り組みと能力を
　　関係者が身につける対策
　　要は、危機管理も様々なシステムや制度の
　導入はあくまで手段であって、どのような危機
　や不測の事態に遭遇しても、「致命的な被害だ
　けは、絶対避けるのだ！」という目的を明確に
　した行動が重要になる。

① CRMの欠点を無くすこと
② フライト・セーフティ誌に記載された事例

　　研究を題材に、常に、危険発生メカニズム
　　の理解と対策を研究～把握すること
③ 米国では3万件を超えるインシデントがあげ

　　られているのに、我が国では大手航空会社
　　を合わせても年間40～50件程度だが、制度

　　免責面を含めて、改善を図ること（すぐ行政
　　責任になるため公開を控える面の対策）

 
 
同種の要件は、著書「機長のマネジメント」産業大学出版、村井幸一・斉藤

貞雄共著に詳細には CRM 活用という形で紹介されている。そこで、その要点を、

製造現場の安全への CRM 応用という視点で下に整理したので、読者の皆様のご

参考に願いたい。 
(1) CRM とは一、機長だけが行う安全対策技術ではなく、関係するクルー

の力を最大限に引出し、ミスを防ぎ、ミスからの影響を遮断する活動

へつなげるためのツールとして訓練、修得すべき安全対策の技である。 
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(2) 「CRM 訓練を受けたから安全対策は万全！」とさせないため、６ヵ月

毎にライセンス更新が航空身体検査証明書と共にセット化されている。

この二つが完備しないパイロットは、過去、どのような経験と知識が

あっても航空機を飛ばすことが出来ない規則が運用されている。 
(3) CRM 訓練者は資格を得てコックピット・プレバーションと呼ばれる飛

行点検を必ず行い、毎回、初心に立ち返り、飛行前の安全確認を行う。

これは、搭乗員全員を集め、ミーティング形式で行う。どのような小

さな問題も疑問があれば話すことになっているが、ここには、メイン

パイロットの人柄や雰囲気、チェックリストの活用が危険回避のため

の注意点摘出に大きく作用する。なお、副操縦士とメインパイロット

の組み合わせは飛行航路毎に変わることも、初心に戻って安全運航を

検討する環境要因のひとつとなっている。 
(4) 毎回搭乗員が異なる組み合わせを航空機業界ではテイクオフ・ブリー

フィングと言う。航路の綿密な打ち合わせと共に、もし、疑問が残る

ミーティングは、時間が掛かっても再度行うことになっている。 
(5) 航空パイロットは安全意識の維持向上を責務と考えている。このため、

常に、安全に関する勉強を行い。各種セミナーにも自主的に参画する。

書籍を読む。仲間から体験談を集めて整理するなど日常茶飯事のよう

に行っている。 
(6) 安全は命令や規則だけでは防げない。このため、安全訓練とは別に、

自ら書を探して読み、リーダーシップ、コミュニケーションの技術セ

ミナーに参加、訓練も積極的に行い。自己レベルアップに努力を続け

ている。 

【ちょっと一息】CRM の成果に学ぶ  

 06 年 5 月 3 日たまたま筆者が昼食しながらテレビを見ていたとき、緊急ライ

ブということで CNN ニュースが入ってきた。あわてて、ビデオに記録したが、

その内容は米国ヒューストン発ミネアポリス行きの航空機コンチネンタル航空

3161 便が後輪の片方のタイヤが離陸時にバーストした状態で緊急着陸するとい

うものだった。この時、筆者は、はらはらして見ていたが、燃料満タン、48 名

の乗員・乗客がいた状況だった。だが、パイロットは見事な着陸を果たし、し

かも無傷だった。たった 2 分程度の放送だったが、その後のインタビューでは

「いつも訓練していたので何も心配することはなかった」というニュースを着

陸前に機内放送したことが報道された。また、乗客から、「その自信に満ちた機
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長の説明に乗員は安心しての着陸だった」と報じていた。 
 その後、日本でも、今度は、07 年 3 月 13 日に ANA、大阪と四国間を運行す

るボンバルディア DHC8 型機の前輪ドアが開かず、前輪が出ないまま緊急着陸

をする内容が報道された。後輪と頭部だけで同体着陸を成功させた例である。

本来、ドアが開かなくても緊急用レバーを手動で操作すれば開く仕組みになっ

ているが、この時は、それも効かなかった。同種トラブルは松山空港と新潟空

港で起きていたが、手動操作で問題を回避できた。だが、今回は手動操作が効

かない状況で対策を強いられた。パイロットはタッチアンド・ゴウを繰り返し

て車輪を緊急的に出す対策を行った。だが、それでも車輪は出ないので、結局、

燃料を空にして見事な同体着陸を果たした。乗員は全員無事、着陸と同時に歓

声をあげたそうである。「スチワーデスさんが涙をためていました」という乗客

の感想もあったが、着陸後、アナウンサーが、「皆様はどうでしたか？」と聞く

と、「パイロットから何度も放送がありましたが、冷静な声で「皆様ご安心下さ

い。この種の内容は訓練済みなので問題は全くありません」ということだった。

ここでも「自信に満ちた声と説明があったので心配するお客様は全くありませ

ん。私も安心していました。なお、着陸の時、「手を重ね、頭を前の座席に着け

て力を入れてください」というアナウンスに対応しました。少し怖かったが、5
回ほどドスンというショックはありましたが、その時には飛行機は止まってい

たので歓声をあげました。説明通りの内容には感激したからです」ということ

だった。この例も CRM の有効性を示す例である。CRM は航空機のパイロット

に適用し、効果を挙げている。この 2 件はパイロットの技術の高さと地上側の

準備で事故回避になったわけだが、筆者を始め、このところ続発した航空機の

整備不良事件を聞く度に、早く CRM を航空機の整備関係者にも制度化して波及

して欲しいと思った。是非､関係者にこの面の対策をお願いしたいと考え、ここ

に紹介させていただくことにした。 

 



５－３ 全体×個々の職場・密接連携によるケガ・ゼロ実現に向けて 

 ここまで、製造現場におけるケガ・ゼロ実現に向けて、その対策内容を、い

かに個々の職場に分け、実務的、かつ、効果的に進めるか？という意図で技術

的な安全対策法を整理してきた。その要点は、今までの活動、蓄積した知識を

個々の活動の中で実務的に活用するためであり、以下のような対策要件だった。 

① 小規模職場毎に危険な仕事や設備、環境などをハザード MAP 化すること

により、安全対策の要点をリスクの層別と見える化を図る対策。 

② 安全対策は知識から訓練の場に持ち込むため、①を題材に具体策を個々に

作成～実施する対策。 

③ 安全技術を駆使できるまで訓練した内容を評価し、CRM に似た形で資格

化のレベルまで高める対策である。 

そこで、以下、この要件を解説し、安全対策実践ガイドの形で、本書のまとめ

を行うことにする。 

 

（１） 原点に立ち戻り整理すべき失敗とケガ対策の基本の整理 
 製造現場におけるケガ・ゼロ対策は、単に安全対策知識を増やすだけでは解決

は困難である。図 6-9 が示すように、記憶された知識はやがて薄れるからであ

る。また、失敗の原因を解析しないで、ムード的に扱う対策や責任対策論を論

じる方式も有効は乏しいため、これも避けるべきである。 

 

図6-9　他山の石解析とケガ・ゼロアプローチへの道

①　失敗とはどのようなものか？
②　なぜ起きるのか？
③　影響は？
④　発生の特性・特質？
⑤　失敗体験ｼミュﾚｰｼｮﾝ
　　　→　失敗しない技術の習得

行
動
成
果

時間

失敗経験のない人

失敗経験者

目標

失敗が活かされない要素
①　失敗は時間と共に減衰する。
②　失敗は単純化、歪曲化、神話化
　　などの変化を受け、正しく原因が
　　伝わらない傾向がある。
③　伝播（横・縦）、蓄積の方法の
　　　ｼｽﾃﾑ化がうまくないと伝承され
　　　　難い。　

失敗の原因
①　無知：情報はあるが、当事者の不勉強
②　不注意：　身体的条件、忙しさ、集中力
　　　　　　　　　など、人間的側面が作用！
③　手順の不遵守・価値観の違い：個人的
　　には慣れ、おごりなど。組織的運営の不備
④　誤判断：ミスの犯しやすい環境と①②
⑤　調査・検討不足：調査・技術の限界は
　　　　　　　　　　　　　残存ずる。
⑥　制約条件の変化：情勢・技術・環境の
　　　　変化に追従できない。思い込み。　
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人の一生で得る知見や経験は限られている。そこで、他所や近隣で起きる事故

やヒヤット情報、さらには、職場の危険域を発掘整理した後、図 6-9 の左上の

手順に示したように、安全対策を進めるべきとなる。この内容は、すでに失敗

学会副会長・飯野謙二氏が「失敗をゼロにするウソ」ソフトバンク新書で示さ

れている注意と同じだが、その要点を図 6-10 に整理して示した。実務的に実効

があがる安全対策を進めるには、まず、①安全規則違反をして事故やケガをす

る人の心理作用を断絶させる方策が出発点となる。この活動は手抜きとか近道

行動の防止策と呼ばれるものだが、②「時間が短くて済む」「手間をかけるのが

面倒」といった理由で、一般人が「何らかの利得」を考え、瞬間的に判断する

行動様式に対する対策である。人は失敗をすると、その事象を反省して言い訳

を考える。だが、これは、ケガ防止に余り関係ない。安全対策に一番有用な対

策は、極めて当たり前の内容であり、③ゆとりを持った仕事の内容に改善する。

④事前チェック法を訓練して習慣づけ、自然に必ず守るような行動様式を身に

つける。⑤危険な仕事に際しては、仕事を目前に注意書きや事故の状況を「見

える化」する。⑥管理者を置き、順守を監視・徹底する、といった極めて当た

り前の対策進める対処である。 

 

図6-10　他所の失敗を生かす仕組み

１，犯罪者が法を犯す理由：「その人にとって、何らかの利得（自己利益）があるため。
２，失敗を隠す理由：「その結果起きる自分への被害を最小にしようという自然行動による。

歴史的な事故を教訓にしなかった例
１，豪華客船タイタニック号の事故（1912年4月・1500人強の人命を失っ

　たが、過信・社会的圧力の人間的な局面が強調され、技術　的に　　
　鋼鈑の材料中に燐と硫黄分が少なく、低温脆性が船体破壊につ
　ながったことは注視されなかった。そして30年後、
２，第二次大戦アメリカ政府が輸送用に建造したリバティ号5,000隻が

　太平洋では問題無い船が、大西洋で溶接部の脆性破壊で次々と沈
　没した（当初、見えない敵、Ｕボートによるものと疑ったが間違え）。
３，1961年(20年後）オーストラリアのメルボルンで真冬に４５トントラッ

　　クが橋を渡るとき、橋が崩壊したが、内容は同じだった。

教訓が
生かされ
なかった
代表例！

失敗を活かすには

１，失敗を責任問題に
　　する前に、原因を
　　つかむ。
２，原因除去の対策
　　を考案～検証する

１，正しく伝える
　　仕組みをつくる。
２，シミュレーション
　　などで訓練する。
３，なぜ？を認識
　　してもらう。

同じ伝え方でも工夫する。
△フッ素を扱うには手袋着用、理由
　は皮膚に浸透し、骨組み破壊！
◎実験でこの程度OKと思って触れ

　たところ、明くる日は痛くなり医者
　へ、危うく手の切断を免れた！

 
 
 先に「注意 1 秒ケガ一生」とか、「備えあれば憂いなし」という格言を何度も

記載してきたが、この種の内容を順守するためには、過去の経験や安全情報を

現場毎に個々の現場に合った方式で①～⑥の要件整理し、完全実施～安全確保
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を進めることが必要である。そして、このような安全対策の履行程度が安全確

保の差になることを示して行くことが、安全対策を具体化させる要点となる。

以上、安全対策に対し、本書がここまで解説してきた要点を集約した。 

 
（２） 多くの企業が取り組んでこられた安全対策と悩み 
 ここまで本書に示してきた安全対策に関する要件を、JMA 中部で数社の方々

と共に集まり検討した。そこで、その結果を図 6-11 に示し解説することにする。 

 

図6-11　安全対策・相互研鑽会の在り方（案）

１，提案に至る時代と環境の背景

　　① ゆとりの時代の方々の入社に伴う諸問題の発生予防対策
　　② 団塊世代の方々の大型退職に伴う安全ノウハウの伝承（2007年問題後、定年延長の期限が2012年に到来）
　　③ 企業全体として進めてきた総合的安全対策で、ほとんどの教育~対策手段を下してきたが、どうしても、末端

　　　では、個人的に安全順守をしないで大きなヒヤッとやケガの防止に難を感じる企業の悩みが残る状況がある
　　　（アウトソース活用を含め、現場管理と個人の意識、個人管理上の対策がどうしても残る状況）。

３，今回、JMA・中部で企業支援の提案内容（案として）　　　　　　　　　　　　　　航空機業界の
　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。

２，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

　「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？

 

 
 安全対策面で先進的な各社が安全対策上を問題とした事項は、図の上に記載

の内容だった。すなわち、①ゆとり教育時代の方々の入社に関与する問題。②

団塊世代の大型退職に伴う、安全知見の消失。そして、③安全教材はすでに産

業界にあり余るほどあるが、個々の職場毎に状況が異なるため、各職場に本当

に役立ち、活用すべき対策が十分でないというテーマだった。事実、ほとんど

の企業では、全社的にあらゆる安全対策をカバーする膨大な情報蓄積はある。

だが、「分散活用に至っていない例は多い」という内容が本音の形で紹介された。

事実、安全対策の検討にご参画いただいた企業においては、図の中央左枠に記

載したように、安全教育、KY・訓練、安全監査・・・と多くの事項を十分過ぎ

るほど実施されていた。だが、ケガ・ゼロまでには至っていない悩みを訴えて

おられた。そこで、多くの議論を重ねたわけだが、その結果、明確になった対
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策点は、(1)実際の場で安全点検を確実に行いハザードを個々に明確にした後、

(2)作業前の安全確認に十分なゆとりを確実に確保できるか？具対策と、(3)「安

全対策という対策は、結局、個々人の意識と安全順守活動になるという対策を

重視すべき」という 3 点になった。特に、 後の要件は、「アリの一穴」の注意

が示すように、99.9％は安全順守をしていても、1 名・0.1％の違反や不安全行

動があれば、結局は工場におけるケガ発生という事態になる。このため、極論

を言うと、「本来、99.9％の方に安全教育や順守の指示は余り必要がなく、1 名・

0.1％の方を見つけ安全順守の徹底が必要である」となる。だが、これは極めて

困難な課題への対処となる。そこで、図6-11の下枠に記載した3つの項目をJMA
関係者の提言という形でまとめた。では、この種の対策内容を再度、下に記載

することにしたい。 
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 

→この対策の具体化には、航空機業界の CRM を活用することが有効である。 

この項目は「一流の安全対策に学べ」という内容である。既に、航空機業界は

安全対策という実務に多くの実務的な研究をしてきた歴史と知見を持つ。この

技術知見を製造現場におけるプロとして、仕事がこなせるという評価と同等の

扱いでリスク対策駆使力という項目を定め、個々の職場に適合した効果的な利

用方式を具体化すべき、という対処がこの項目への対策（案）である。 

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』を整備する。 

この項目は、安全対策を業務資格として位置付けるという内容である。そのた

めには、企業や工場の組織を小規模集団に分け（編成し）、各職場で仕事を見直

す。また、ハインリッヒの法則と図を利用して、(1)まず、職場の関係者、次に、

内外の専門家の力を加えても、仕事や作業環境に含まれるリスクと程度を明確

にする。その後、(2)「現場、現物、実作業を監査の形でどのような多忙な生産

環境に面しても、手を抜かないで安全順守が出来る方式と、履行レベルを定め

る。(3)給与直結型の安全順守基準を定めると同時に、その内容を資格として定

め、給与（人事考課）と直結した運用を図るべきである」という運用を図る、

という策が有効である。航空機の場合、CRM による試験が航空パイロットに半

年毎に行われる。しかも、試験不合格は地上勤務に格下げとなるが、企業で安

全順守を重視・提唱するのであれば、CRM 運用に近い方式となる。または、製

造現場においても、同等の制度運用が、安全意識と自助努力、安全履行者の増

加につながることに大きな期待が持てる。要は、この種の職場でボランティア

的に安全教育やイベントを繰り返し、個人の安全意識の高揚を期待しても、安

全を順守すべき個人にとっては、単なる教養や注意程度に留まる危険性が含ま

れるため、資格化への切り替えが必要という提言である。個人にとって、安全
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順守のメリットや責務、さらには、自助努力を促す安全対策システムが実施さ

れない限り、どのような教育や情報伝達、KYT も、個人的には積極、自主的な

順守環境にはならない。そこで、ここに記載した内容を安全対策の要件とした。 
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。 

この項目は①と②の基盤的な内容である。要は、安全スキルの高い方々、安全

順守の実行力を現場の実務で自然にお手本として示し、そのことに誇りを持つ

人材の比率増を図る方策である。このためには、ハザードを職場（小規模集団）

毎に明確に MAP 化して示すことが絶対条件となる。要は、ケガをさせない KY
訓練をハザード毎の項目と程度に応じて、決めて、実施する、という対策であ

る。さらに、これを、先の②に示した内容で達成レベルを評価～資格付与する。

また、レベルの高い資格保有者の数と比率増を図るという対策へつなげる提言

である。 

 以上、JMA で安全対策の専門家が討論して得た内容を一種の提言の形でまと

めたわけだが、図 6-12 と 13 がその時に討論のベースになった事項を紹介した。 

 

① 多忙ではできない　　　→　超・時間活用術の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投入が必要
② 大人数管理は不可能　→　管理の分散化が必要

　　　　　　　　　　　小集団程度のリーダー分散管理
③ 単なる教育・刺激策　→　資格制度と活用が必要

　　では、沈滞する　　　　　　（但し、毎年更新、事故で剥奪）

図6-12　安全対策の実務に必要な要件（検討内容）

１， 目的と特徴とすべき事項
　　OHSASを含め、安全対策は、既に多くの活動や機関などによる教育や資料が十分過ぎるほど整っているという

　歴史も内容も充当された分野である。個々人に至るまで、実務面で安全の重要性（認識）と実践レベルをあげる
　ためには、各社が持つ知見を結集、異分野の超一流の対策を参考に、下記内容を抽出~強化を図る必要が高い
　と考え、今回の安全対策を提言~異業種参画による活動へ向けることを願う次第です（優良、数社との検討内容

　を参考に、下記の内容を整理しました）。

１， 目的と特徴とすべき事項
　　OHSASを含め、安全対策は、既に多くの活動や機関などによる教育や資料が十分過ぎるほど整っているという

　歴史も内容も充当された分野である。個々人に至るまで、実務面で安全の重要性（認識）と実践レベルをあげる
　ためには、各社が持つ知見を結集、異分野の超一流の対策を参考に、下記内容を抽出~強化を図る必要が高い
　と考え、今回の安全対策を提言~異業種参画による活動へ向けることを願う次第です（優良、数社との検討内容

　を参考に、下記の内容を整理しました）。

２，安全対策の要点

教育・訓練はすでに充実

　課題 ： 抜けなく、安全防止技術知見を

　　　　　個々人が実務で、日々、展開する対策

　【行動様式】　　　　　　　【管理方式】

　　知っている　　　　　① 大集団　→　小規模集団

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理　　　　　　統制
確実にやっている　　 ②効果＝O:安全／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I:有効な活動
確実に防いでいる　　③ P－D－Cマネジメント
　　（仲間を含め）　　　　　（より高度な安全目標の達成）

３，現場管理者が図る安全徹底有効策（案）本音で
　語るべき！

実際には、各社
にアンケートが必要

４，活動の活発度を促す
　　　　　　『安全対策資格』の項目（例）
　① 安全基準＋指差確認（呼称）活用力
　② 現場実務の場におけるKY駆使力
　③ 朝礼など日々訓話による確認・刺激力
　④ ハザードMAP準備・安全巡視（診断）力
　⑤ 安全作業お手本作成・指導徹底力
　　　（作業時の不安全発生時の注意~是正対策を含む）

　⑥ 安全表示・ポカヨケ対策力

４，活動の活発度を促す
　　　　　　『安全対策資格』の項目（例）
　① 安全基準＋指差確認（呼称）活用力
　② 現場実務の場におけるKY駆使力
　③ 朝礼など日々訓話による確認・刺激力
　④ ハザードMAP準備・安全巡視（診断）力
　⑤ 安全作業お手本作成・指導徹底力
　　　（作業時の不安全発生時の注意~是正対策を含む）

　⑥ 安全表示・ポカヨケ対策力
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図6-13　安全対策に対する資格制度の必要性（案）

１，資格取得の意義と有効性について

　① 個人で安全知識~現場活用レベルが十分と
　　　思っているレベルと、第三者が客観的に認める
　　　資格とは実情が異なる。
　② 有資格者は、他人の目を常に意識する。逆に、

　　　違反行為は反発を受ける。
　③ 資格を維持することで、常に、レベルをチェック

　　　し、勉強する行動を促す。

思想 ： 「知っていて行わざるは、知らざるに同じ。学んで、効果と意義を知り、行う意思を示し、

　　　　　行わざるは、知らざるより劣る！」

２，　資格設定の例（試案として）

例：朝礼安全訓話
　　3分以内、要点のみ伝え、伝達程度を確認することを前提とする。

　【レベル１】　安全の話ができる（安全五則の要点などの解説程度）
　【レベル２】　安全確保に対する注意点ややるべき事項を
　　　　　　　　　身近な事例を使い、具体的に説明できる。
　【レベル３】　安全対策やKYの要点を相手に伝え、
　　　　　　　　　相手の言葉で話をさせて、守る活動へ持ち込む
　【レベル４】　相手に安全対策上のテーマを与えておき、
　　　　　　　　　現場・現物で認められる内容へ進む対処を語らせる
　【レベル５】　レベル４に加える形で、今度は、相手の方が、
　　　　　　　　　周りの者に伝え指導する（教育・指導・監査）する
　　　　　　　　　行動が起きる環境を湧き出すようにする。

２，　『安全指導・管理資格』の性格について

　① 内容設定の判断基準
　　　(1) 小集団グループで活用可能な範囲と内容とする。
　　　(2) 実務に使える項目にしぼる
　　　　　（資料作成を重視する内容は除外し、訓練~実際

　　　　　に製造現場で実施確認可能な内容に限定する）
　　　(3) 技術手段を中心に内容を設定する。
　② 参考事例：航空機の資格訓練にあるCRMをモデル

　　　　　　　　　　とする（防火隊の競技資格も参考に）
　③ 取得は免許制とし、期限、職場変更で更新する。

　　　（更新は定期的な資格試験、違反や事故発生で剥奪する）

 
 
 
（３） 全体×個々の職場（小規模集団）安全対策の密接連携法（提言として） 
 本書に提言の形で記載してきた内容は、多くの企業や専門家が安全対策上、

実務的な対策と成功を示してきた要件を単に整理したに過ぎない。図 6-14 はそ

の一例だが、安全対策を効果的に進めて行くためには、全体という企業や、 

図6-14　最近の重大事故に見る事故対策と成果

一
般
論

【事故の原因とされているもの】
　①　製造関係従業員の減少
　　　（１０年間で20%：１５６９万人→１２２２万人）

　②　維持補修費の減少
　③　設備の高齢化
　　　（平均設備年齢　米国７．９年：日本１２年）　

【一般論に矛盾する事実】
　①　技術進展、特に、IT利用

　　　による異常監視自動化
　②　鉄鋼・化学・石油は
　　　’90年130百億円の維持
　　　補修投資が2000年も10
　　　百億円程度の低下であり
　　　余り変化がない
③　ＴＰＭを中心とした自主保全
　　による長期設備使用対策　これだけで原因と言い切れるか？

過去、日本は素晴らしい成果を納めてきた歴史があった。
　①　ＫＹＴ（危険予知トレーニング）
　②　ヒヤリハット報告書の解析
　③　安全教育と巡視など、トップ自からの安全対策
　【成果の一例】　千葉県１９９６年労働災害死傷者９７名が
　　　　　　　　　　　２００２年には７３名と３／４化させた。実績あり。

過去の取り組みの限界
①　他の職場への横展開
　　を進めると当てはまらない、
　　という例が発生した。
②　ＫＹＴはやりやすいところ
　　から手をつけていったため、
　　（小集団活動による対策）　
　　技術と投資検討が必要な
　　箇所が未着手で残った。
③　専門担当者任せになり、
　　権限委譲が、やがて現場
　　の事実確認を省略傾向と
　　なっていった。

力
不
足
か
？
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工場の全体活動と、個々の職場という小規模集団を、いかに有機的に連携させ

安全対策の成果を具体化させて行くか？が重要になる。図 6-14 には、その要件

が見られるわけだが、ここには、①KYT は研修としては有効な知識だが、実務

面で効果的な活用がなされていない。②トップ巡視は安全意識や活動の活発化

にはなるが一時的な影響に留まる。③「安全専門部署を設けトップ直属で行う

活動、また、小集団活動という小規模集団の討論に安全対策を一任した活動も、

安全ムードを醸成する面では有効だが実務面で安全対策履行上に個人差が出る

という限界を感じてきた」という問題が残る。安全対策の履行には右脳の作用

が大きい。図 6-15 の左側の対策では十分ではない。すなわち、安全知識を習慣

的に実務で駆使できる力量向上のための訓練と達成レベルを評価した資格付与

が個人個人に必要になる。だが、この種の対策をムード的な扱いと共の現場に

任せ、左脳を用いた教育やマニュアルなどの整備をしても限界を来す。このた

め、先の集まりで模索してきたが、対策の要点は、①経営に重要課題として安

全を位置づけ、品質、生産性、コストなどの要件とウエル・バランスを図り従

業員に示す対策を進めること。②①の内容をマネジメント側が「見える化」す

る対策を具体化させること。そして、③個々人の活動と貢献度が全体と個々の

関係で判る（自覚できる）こと、すなわち、「何のため、誰のため安全対策を重

視して進めるのか？」という、活動意義が、常に認識できる方式を示し、経営

課題に位置づけ運用してゆくことが重要ということになった。 

 

図6-15　技術と技能向上方法の差

知識として
　頭に記憶
　　　する

試験で
　　知識レベルを
　　　　評価する

　　　　　論文を
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卒業！

①　苦労して覚える

②　失敗
　は体験

③　考える　

④　良き師やお手本を
　　研究する（技を盗む）

⑤　
　以上の
目標を立て、
　自ら体得
　し、成果を
　得る。

⑥　その道のプロ
　　　　　　　　になる

体得する。
　・手につく仕事
　・身につく技、・・・・など

試験通過が
　資格の要点

技
術
と
は

技
術
と
は
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この対策を図 6-16 に示した。要は、『全体×個々の職場（小規模集団）安全対

策の密接連携法』という形で整理する対策であり、「見える化」対策だが、「見

える化」の目的は、まず安全対策の意義と重要性をどのように従業員に示し、

見せるか？にある。そのためには、図 6-17 のような表現方法が必要になる（経

営課題を重要な順に並べた図である）。 

会社
Q・C・D・S

現場力

　　　　見える化対策

よく
わかる化

やろう！化へ展開
道具として活用

人を伸ばし
技術を伸ばす

出来る化の検討

トップダウン・ニーズ

ボトムアップ経営参画活動

経営課題と
夢の実現を
絵解きして

見せる化

で
き
た
化

　

で
実
現
成
果
！

図6-16　マネジメントの機能と対策の「見える化」の必要性
 

図6-17　トラック運送職場の問題をウエイト図化した例
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コストは金額、品質は個数、納期は時間、安全は強度といったように評価指標

が異なる。このため、過去、専門部署が分担し、この種の資料を個々に作成し

てきた。だが、従業員には項目や管理部署の数が多いと、相互関係や重要性が

つかみにくいという欠点がある。そこで、ディメンジョンという評価指標に関

係なく、職場で対策を急ぐ重要項目をイメージという形で示したのが、先の図

6-17 である。この図では、定量化できるものは棒グラフで示し、安全のように

金額換算が難しい安全や環境対策などの要件は破線で大きさをイメージ的に示

す方式である。例はトラック運送業の職場における重要課題の表示だが、この

ような表現を管理者側が行ったとたん、全員が混乱なく全ての経営課題を優先

順位と共に理解した。この方式の学問的な評価はともかく、製造現場の実務者

達は「経営の意思として安全のように目にとらえにくい課題をどのように扱っ

ているか」とか、「誰が何をすべきか？また、その意義は？」という内容が、「図

を見ただけで判った」という評価状況を我々に伝えた。 
 なお、この種の概念が、個々人の企業生活において、一体どこにどのように

つながるか？についても明示する必要がある。この対策に当たっては、図 6-19
先に紹介した図 5-3（TP 展開図）の利用が有効になるが、TP 展開図の構成が下

に示す内容を持つことをご理解願い、図 6-17 とともに、ご利用を願う次第です。 

図6-18 TPマネジメントの構成

①工場革新（目標・方針の展開）＝トップダウン

②顧客志向の追求 ③収益の向上

④組織や職制の壁を越えた活動

⑤最適メンバーを公募

～選定して、個々の
施策の実現～達成
活動の展開

活動意義の理解と行動

①何のために何を行うか、貢献度を明確につかんで活動、施策の早期実現に努力する。
②個々人やグループが、 （森と木々～枝葉）の関連を明確に知って活動する。
③会社の目標と施策（個々の課題）を達成しつつ、自分がかかえる問題も解決へ

向け、安全、安心、働きがいの高い夢の仕事の実現へ向ける（仕事の達成
を通して実力向上を図る）！
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おわりに 
 本書は安全対策に実行力の高い実践技術知見を集結し、製造工場における製

造現場の安全対策の書としてまとめたものである。仕事に安全が多少とも関連

ある方や安全を業とする方々が、全くケガや事故に遭うことなく快適な企業と

個人生活を送っていただくことを願って、全 5 章に渡り、安全対策技術の手順

化を進めた。特に、その記載内容として、既に多くの企業が成果をあげてきた

有効な内容をまとめてきた。ここに記載した安全対策の用件は、安全対策、事

故

適な安全対策の実

務

調査し、予防と対策を模索し

やケガ回避の知識を身につけ、誰が見ても高いレベルで実践願うわけである。 
事故やケガは物理現象として起きる。従って、発生要因を事故やケガの後で

解析すると、そこには実に論理的な内容がある。「それなら、原因を除去～発生

させない回避策を行えば防げるのではないか？」という結論が生まれる。そこ

で本書では、対策の要点を、①知識から実践へ、②マクロ管理から個々の職場

へ、③ゆとりを持ち、納得の行く安全対策の技を必要な重要事項を必要なだけ、

必要に応じて適用する、という 3 点にしぼって多くの事例と対策要件を整理し

た。読者の皆様には、是非、本書を参考に「各製造職場に

展開を」と、「ご安全に！」を切にお願いする次第です。 
加えて、本書をまとめる途中で東日本大震災が起きた。未曾有と言われる自

然災害である。そこで、本書に自然災害対策を加えた。本書をまとめる途中で

多くを学ぶ機会を得たが、自然災害に当たって大切なことは、問題を起こす相

手が物理現象という特質がある。そうなると、①真摯に過去に起きた物理現象

を解析すること。②科学的アプローチを駆使して被災の防止、または、緊急時

の対応を的確にする対策、そして、③この種の対応を『安全マネジメント』と

いう視点で総合化させ、効率・有効な技術手段として具体化させる必要がある。

このため、過去の取り組みを整理すると、(1)「まず、やってから対策を」とい

う新製品開発に見るマネジメント方式ではなく、図 6-19 の左側に示した、

(2)TQC で歴史を重ねてきた P-D-C-A の輪を廻す方式を災害対策に利用する方

式が考えられる。だが、この方式は「A：反省と見直し」と共に、関係者の意見

や憶測が主体となった取り組みである。だが、A を災害対策に適用することは、

被災の発生を認め、反省する前提に立ったマネジメントを意味する。従って、

災害マネジメントの対策には不向きである。それなら、図 6-19 の右側、(3)ISO
シリーズが提唱する P-D-C をスパイラル・アップさせ、世界一流のレベルにス

パイラル・アップさせるというマネジメント方策がある。だが、この方式の欠

点は、世界レベルに到達する程度によって、その成果が左右される。事実、

ISO9001：品質マネジメント取得・運用企業に見られる実情がある。要は、「こ

の方式の利用と達成程度の差によって、不良やクレーム発生を許す」という方

式の滝用には多くの問題が残る。そこで、CRM を
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た。その結果、図 6-20 の右側に示したように、 

図6-19　日本的考えと国際的考えの差異
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Check:方針、目標，製品要求事項に

　　照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、
　　その結果を報告する。
Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に

　　改善するための処置をとる。　
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日本的QC活動
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A

　Doは行動
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どう違うの？

ISO9000

反省・見直し

 
 

(3)被災の反省が 初から無い P-D-C システムの活用が必要になると考えた。ま

た、このためには、P-D-C を 120 度回転させた図を使う必要が生じる。この体

系は、Did：すなわち、既に自然災害の痕跡は世界中にあり、物理現象なのだか

ら、①災害と回避事例を See：真摯に科学的に解析して、災害回避とすべき要件 

　対象は人や組織でなく、自然現象である。そうなると、

①真摯に「事実を分析する」
②科学的アプローチを駆使する。
③問題解決の支援はJMAの使命として効果的な解決手段

　　を全て棚卸して事にあたる。

図6-20　JMAで「自然災害対策」に当たる行動
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を物理現象として解析する。②その上で災害対策の P:計画を策定する。そして、

ここに、既に人類が研究を重ね手中に入れたシミュレーションを使い、あらゆ

る角度から検討することにより、対策案を被災効果と有効性を高める対策を図

る対策である。そうすれば、③その案を実施して、再度の被災という、D：被災

へつながるパスをカットする可能性を高める。当然、具体案は安価で実現可能

な内容とすべきである。このためには、ハードという防波堤や強硬な被災ビル

などの建設ばかりでなく、ソフト的に、災害時に用意した BCP:事業継続計画に

用意された避難訓練などを駆使することが必要になる。要は、被害を 少に留

めて、復旧を 短・ コストで実行する実務的な方策の展開である。以上が、

新たに提案させていただく『自然災害対策マネジメント・システム』だが、良

く見ると、この方式は、既に図 2-9 などで示してきた科学的アプローチを『安

全マネジメント・システム』として示した内容となる。産業界には、既に国際

的に ISO18001:OHSAS という安全マネジメント・システムがある。そこで、

読者の皆様には、災害マネジメントに当たっては、図 6-20 の See-Plan-Do（災

害の再発カット保有）システムという形で、OHSAS に付加願い、自然防止の一

は、本文にて深く感謝を申しつつ、本書

の締めくくりとさせていただきます。 
以上 

任講師 
                       中村 茂弘 

助にお役立て願うことを切望する次第です。 
 後に、本書をまとめるに当たり、多くの知恵と情報、実践体験などをご提

供いただいた JMA ご支援企業の皆様に

                      2011 年 7 月吉日 
                   (社)日本能率協会 専
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