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世の中で安心・安全への関心が高まる中、トラブル発生を未然に防ぐための分析・
対策立案といった予防的なアプローチが注目されている。情報システム分野におい
ても障害を発生させた根本原因を探り出し、予防につなぐ取り組みが始まっている。
本稿は、大手製造業A社様システム部門の事例を通じて、システム障害の分析、お
よび対策立案に有効な障害ナレッジ構築を紹介する。これは、根本原因掘り下げガ
イドの作成、対策優先度見える化のためのツリー分析の実施からなり、ヒューマン
エラーへの着目に特色を持っている。障害の未然防止・再発防止を実現支援する予
防型障害管理の取り組みとして、システム部門に留まらず様々な領域で、障害管理・
品質管理の質の向上に有効と考えられる。
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ま　え　が　き

世の中で安心・安全への関心が高まっている。
安全性や品質を揺るがすトラブルは、企業活動に
重大な影響を及ぼすため、その低減に向けた取り
組みが盛んである。そうした中、トラブルの発生
を未然に防ぐための分析・対策立案といった予防
的なアプローチが注目されている。トラブル予防
に向けた原因分析としては、例えば航空・鉄道・
電力・製造などの産業における取り組みがよく知
られている。
情報システム分野においても障害原因を分析し、
それを予防につなげるシステム障害予防への取り
組みが実施されてきているが、障害分析を実施し
ても、なかなか障害低減につながらないと感じて
いるお客様も少なくない。
本稿では、大手製造業A社様システム部門（以下、

A社）への適用事例を通じて、障害分析・対策立案
実施時の課題解決に有効な障害ナレッジ構築を紹
介する。これは、予防型障害管理の実現を支援す
るものである。

障害ナレッジ構築とは

●	 お客様の課題
A社では、システムの保守運用時に発生する障害
低減に向けて、なぜなぜ分析（注1）を用いた障害分析
に取り組まれていた。ただその実施にあたり、以
下のような課題があった。
• 発生した障害の根本原因にうまくたどり着けてい
ない。（本当にたどり着けているのか不安である）

• 障害の全体傾向をつかめていないため、どのよう
な対策を優先的に実施すべきかの把握が難しい。
A社は、このようにシステム障害対策に手詰まり
感を感じ、その打破に有効なアプローチを模索さ
れていた。この解決のためにご提案したのが、以
下に紹介する障害ナレッジ構築である。
●	 障害ナレッジ構築の基本アプローチ
富士通総研（FRI）はA社の悩みに対して、システ
ム障害の分析、および対策立案に効果を発揮する
障害ナレッジ構築を実施した。その基本的なアプ
ローチは以下の2点である。
①根本原因に正しくたどり着くために、なぜなぜ

分析時の「着眼点（注意点）」を提供する「ガイド」
を作成する。
②根本原因に対して適切に対策立案するために、
ツリー構造化による分析を実施し、対策の優先度
を決定する。
個々の障害を発生させた根本原因を探り出すた
めには、闇雲になぜなぜを繰り返すのではなく、
障害原因を徹底的に掘り下げていくための「着眼
点」が欠かせない。逆にいえば、「着眼点」を提示す
る（ガイドする）ことで、的確で均質な原因分析が
可能となる。必要な着眼点を確実に提示すること
に留意するのである。
また、探り出した根本原因に対して対策を立案
するにあたり、障害が業務に与えるインパクト、
および障害の再発性等を考慮しながら、どの対策
から実施すべきかを考える必要がある。そのため、
想定されるいくつかの対策に優先度を設けること
が重要になってくる。これには根本原因に至るな
ぜなぜ分析の経過をツリーとして構造化し、その
中に隠れている「共通項」を抽出して、その頻出度
を測ることで、優先度を決定させている。
●	 ヒューマンエラーへの着目
上記アプローチにおいて共通的な特徴となるの
が、「ヒューマンエラー」への着目である。ここで
いうヒューマンエラーとは、人に起因する誤った
行為と定義する。
なぜなぜ分析の「着眼点」の提供において、ヒュー
マンエラーは着眼点の整理の軸として注目すべき
である。なぜなら、ヒューマンエラーは業務等に
固有の用語ではなく一般性のあるものであるため、
直感的に誰でも理解しやすく、着眼点が探しやす
い。さらに、学術的に体系立って整理されている
ため、着眼点を提供すべき対象領域の網羅性を担
保できる利点もあるからである。
また、ツリー構造化における隠れた「共通項」の
抽出にあたっては、目に見えている「なぜ」の連鎖
をヒューマンエラーの連鎖に「翻訳」して分析する
ことが分かりやすい。例えば、障害Aの「なぜ」の連
鎖と障害Bの「なぜ」の連鎖は、障害内容が異なるた
め、一見異なる連鎖だが、ヒューマンエラーに翻
訳すると実は「同じ」ヒューマンエラーの連鎖であ
る、と「共通項」化できるようになるからである。
ヒューマンエラーは、鉄道・航空・電力などプロ
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セスに沿った業務における事故原因分析に使われ
ており、m-SHELモデル（注2）や4M4Eマトリック
ス（注3）に代表されるように、学術的研究も進んでい
る。こうした背景から、システム障害の分析・対
策立案においても、ヒューマンエラーに着目した。

障害ナレッジ構築の実践

今回の障害のスコープは、アプリケーション保守
運用時に発生する障害としている。これは、業務に
大きなインパクトを与える障害が、アプリケーショ
ンの保守運用時によく発生していたためである。

A社の課題解決にあたり、障害ナレッジの構築は、
以下ステップにて進めた。
①システム障害分析向けヒューマンエラーの定義
②根本原因掘り下げガイドの作成
③対策優先度見える化のためのツリー分析の実施
以下にて、それぞれのステップについて述べる。
●	 ステップ1：システム障害分析向けヒューマン
エラーの定義

James Reasonは、人間の行動過程のどこで
ヒューマンエラーが発生したのかに着目しながら、
個人が起こすヒューマンエラーの発生理由を説明
するGEMS（Generic Error-Modeling System）
モデルを提唱している。このモデルでは、ヒュー
マンエラーは、以下の4つに分類される。
・ スリップ（錯誤）：うっかり意図せず犯してしまう
エラー

・ ラプス（失念）：し忘れによるエラー。度忘れ等が
ある

・ ミステイク：正しく実行できたが、計画が間違っ
ていたことによるエラー

・ 違反：意図して実施しない/手抜きをするエラー。
いわゆる違反行為である
この考え方をシステム障害分析向けに以下のよ
うに捉え直した。FRIでは、スリップ（錯誤）を、
作業内容を取り違えるという誤認識、および過去
の経験・慣れ等からくる間違った思い込みの2つに
分類した。また、ミステイクを、そもそも計画（ルー
ル）がなかった・計画（ルール）自体が間違っていた
というルールに関する間違い、計画を考え違いし
ていたという考え違い、計画を理解する知識がな
かったいう知識不足の3つに分類した。

なお、GEMSモデルの分類は基本的に個人が
起こすヒューマンエラーを対象としているが、本
取り組みでは、チームで作業を実施することが多
いシステム作業を対象とするため、チームが起こ
すヒューマンエラーであるコミュニケーションエ
ラーにも着目した。
これらを合わせ、本障害ナレッジ構築における
ヒューマンエラーは、以下の8つの分類にて定義し
ている。
・ 取り違いエラー：作業対象を取り違えたために発
生するエラー

・ 思い込みエラー：過去の経験、既知の概念、その
場の雰囲気等からの思い込みによるエラー

・ 失念：決め事の完全な忘却、決め事は覚えている
が、実施時期の忘却等のし忘れのエラー

・ ルールエラー：ルール自体がない、ルール自体が
間違っていたことによるエラー

・ 考え違いエラー：実施すべきことは実施している
が、計画を考え違いしたため発生するエラー

・ 知識不足エラー：作業遂行にあたり、必要な知識
を持っていなかったため発生するエラー

・ 違反：意図して実施しない/手抜きをすることに
より発生するエラー

・ コミュニケーションエラー：お互いの意思不疎通
により発生するエラー
表-1は、本障害ナレッジ構築におけるヒューマ

表-1 本障害ナレッジ構築におけるヒューマンエラーと
GEMSモデルとの関係

ヒューマンエラー
名称 内　容 GEMSモデル

分類

取り違い
エラー

作業対象を取り違えたためにエラーが
発生

スリップ
（錯誤）

思い込み
エラー

自分の過去の経験、既知の概念、その
場の雰囲気などからの思い込みのため
にエラーが発生

スリップ
（錯誤）

失念
別の作業の割り込みや他のものに気を
取られ、し忘れてしまったためにエ
ラーが発生

ラプス
（失念）

ルールエラー ルール自体がない、ルール自体が間
違っていたためにエラーが発生 ミステイク

考え違いエラー 実施すべきことは実施しているが、計
画を考え違いしたためにエラーが発生 ミステイク

知識不足エラー 作業を遂行するのに必要な知識を持っ
ていないためにエラーが発生 ミステイク

違反
規則、マナーは十分知っていたが、意
図して「手順通りにしない」「手抜き
をする」等によりエラーが発生

違反

コミュニケーション
エラー

お互いの意志の不疎通によりエラーが
発生 －
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ンエラーの8つの分類とGEMSモデルとの関係で
ある。以降にて、単にヒューマンエラーと述べた
場合は特に断りがない限り、今回定義した8つの
ヒューマンエラーを指す。
●	 ステップ2：根本原因掘り下げガイドの作成
根本原因掘り下げ時の着眼点とは、掘り下げを
進めるにあたっての注意点である。着眼点として、
例えば、「テストデータを用意していたか」、「本番
リリース時にリスクはなかったか」等がある。

FRIは、A社の掘り下げ時の注意点を棚卸しする
と共に、富士通グループが持っている運用標準ノ
ウハウをA社が陥りやすい障害向けに改良した注意
点もインプットにして、着眼点の洗い出しを実施
した。
着眼点をガイドとして使用するには、必要な着
眼点を的確に探せる（使える）ようにすることが求
められる。ヒューマンエラーへの着目にて述べた
ように、ヒューマンエラーを軸として採用するこ
とで、直感的に着眼点を探すことが可能となる。
そこで、ステップ1にて定義したヒューマンエラー
の観点で着眼点の捉え直しを実施し、洗い出した
着眼点を整理した。例えば先ほどの「テストデータ
を用意していたか」は、ヒューマンエラーの観点の
場合、失念に相当するため、「テストデータの用意
をし忘れていなかったか」のように捉え直している。
さらに必要な着眼点をより的確に探せるように、
ヒューマンエラーの観点で捉え直した着眼点を工
程という軸で再度整理した。これは、保守運用シ
ステム作業が、運用標準に沿った工程毎に定義さ
れ、障害が発生した作業がどの工程に属していた
のかが判別しやすいことに着目している。

図-1は実際に作成した根本原因掘り下げガイド
の概念図で、根本原因掘り下げの際の着眼点を
ヒューマンエラーと工程という2軸のマトリックス
で表現している。
掘り下げる際の注意点を着眼点として記載した
ガイドにより、着眼点に則した均質な分析が可能
となり、的確に根本原因にたどり着けない課題の
解決につなげている。
●	 ステップ3：対策優先度見える化のためのツ
リー分析の実施
ツリー分析とは、根本原因掘り下げの「なぜ」連
鎖をツリー構造化し、各障害の「なぜ」の連鎖を
ヒューマンエラーの観点で「共通項」化することで、
発生頻度の高い根本原因を得、発生頻度により対
策優先度を決定する手法である。
このツリー分析の実施により、図-2のように全
障害をヒューマンエラーの観点で束ねて見ること
が可能になる。さらに同じヒューマンエラーの連
鎖を「共通項」として着目することで、多くの障害
を発生させる根本原因が何であったかを発見する
ことが可能になる。
図-2は、過去になぜなぜ分析済みの障害をツリー

分析にて改めて分析した結果イメージの一部であ
る。この例では、考え違いエラーの連鎖は、思い
込みエラーを経由して最終的に知識不足エラーに
なる連鎖と、ルールエラー・考え違いエラーを経
由して知識不足エラーになる連鎖が多いことが読
み取れる。つまり、多くの障害を発生させる根本
原因は知識不足エラーにあり、その対策が重要で
あることが分かる。
さらに各ヒューマンエラーに対する背後要因か

違反
コミュニケーションエラー
思い込みエラー
考え違いエラー
ルールエラー
取り違いエラー
失念
知識不足エラー

①考え違いエラー ②思い込みエラー ③知識不足エラー

⑥ルールエラー

⑧知識不足エラー

⑨コミュニケーションエラー

⑦考え違いエラー

⑤違反

④考え違いエラー

④考え違いエラー

思い込みエラー（仕様） 思い込みエラー（仕様） 知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（仕様）考え違いエラー（発見）

思い込みエラー（仕様）思い込みエラー（仕様） 知識不足エラー（影響範囲）考え違いエラー（発見） 考え違いエラー（発見）

知識不足エラー（影響範囲）考え違いエラー（発見） 人　（調査） 人　（ルール・手順）
管理　（計画）

人　（ルール・手順）
管理　（計画）

知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（テスト範囲）

知識不足エラー（テスト範囲）

知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（テスト範囲）もの　（ドキュメント）

考え違いエラー

コミュニケーションエラー（共有）

考え違いエラー考え違いエラー 考え違いエラー

管理　（範囲・役割）
管理　（教育・育成）

知識不足エラー（技術）

ルールエラー（確認）

考え違いエラー

ルールエラー（確認）

考え違いエラー（発見）

考え違いエラー（発見）

考え違いエラー（発見）

考え違いエラー（発見）

知識不足エラー（影響範囲） 知識不足エラー（影響範囲）

人　（理解・合意）
管理　（教育・育成）

人　（理解・合意）
管理　（教育・育成）考え違いエラー（発見）

思い込みエラー（仕様） 知識不足エラー（業務）人　（理解・合意）
管理　（教育・育成）

考え違いエラー

考え違いエラー（発見）

思い込みエラー（人）
思い込みエラー（作業）

知識不足エラー（影響範囲）
知識不足エラー（業務）

知識不足エラー（仕様）
知識不足エラー（影響範囲）

知識不足エラー（テスト範囲）
考え違いエラー（発見） 考え違いエラー（発見）

思い込みエラー（人）
思い込みエラー（人）

違反（手抜き）
違反（手抜き）

コミュニケーションエラー（共有）
考え違いエラー（発見）

違反（例外）

思い込みエラー（テスト範囲）
コミュニケーションエラー（引継）

もの（ツール）

もの　（ツール）

考え違いエラー（発見）
考え違いエラー（発見）

思い込みエラー（作業）

違反（手抜き） 違反（手抜き） 考え違いエラー

ルールエラー（確認）

考え違いエラー（発見）

考え違いエラー（発見）

図-2 ツリー分析結果の一例

考え違いエラー 思い込みエラー ルールエラー 失念
ヒューマンエラーの対象：作業、人、コミュニケー
ション、仕様、ドキュメント、影響範囲、テスト範
囲、環境

ヒューマンエラーの対象：作業、確認、コミュニ
ケーション、ドキュメント、テスト範囲、環境

インシデント
管理

インシデント管理計画 計画、検討、理解、把握、誤認、確認、漏れ、気
づき、対応、収集

・過去インシデント収集にあたり、収集の目的・手
順・対象・留意点を正しく把握していたか。

・インシデント情報は収集するのみで、過去イン
シデントの検索・参照は不要という判断をしてい
なかったか。

・インシデント管理ルールを作成していたか。
・暗黙の前提・習慣により、インシデント管理ルー
ルの作成をやめていなかったか。

・インシデント情報収集をし忘れていなかったか。

過去インシデントとの照合 調査、確認、漏れ、気づき、検索、照合 ・過去には同様なインシデントが発生していない
という判断をしていなかったか。

・過去にも同様なインシデントが発生していな
かったかの調査をし忘れていなかったか。

インシデントの調査・診断・一時対応 調査、確認、漏れ、気づき、分析、検討、考慮、
理解、把握、誤認、実施、対応 意点を正しく把握していたか。

・影響調査にあたり、調査の目的・手順・対象・留
意点を正しく把握していたか。
・原因究明・解決ができない場合に、専門部署へ
エスカレーションすることを正しく把握していた
か。
・一時対応実施時にリスクとなり得る問題点を正
しく把握していたか。

・インシデント原因に対する対応方法はこの程度
で十分、あるいは不要と判断していなかったか。
・影響調査・分析はこの程度で十分、あるいは不
要と判断していなかったか。
・インシデントそのものの原因究明だけで問題の
すべてが解決ができると判断していなかったか。

・暗黙の前提・習慣により、原因調査をやめてい
なかったか。
・暗黙の前提・習慣により、影響調査をやめてい
なかったか。
・暗黙の前提・習慣により、一時対応実施後の確
認をやめていなかったか。

・過去に同じ内容のインシデントが報告され、か
つ、一時的な回避策がある場合、一時的な回避
策の実施をし忘れていなかったか。
・一時対応実施時に、リスクとなり得る問題点・影
響範囲の検討をし忘れていなかったか。
・一時対応実施時に、リスクとなり得る問題点・影
響範囲の検討はしたが、問題点に対する対応策
の検討をし忘れていなかったか。
・一時対応実施時にリスクとなり得る問題点の対
応をし忘れていなかったか。

インシデント報告 報告、通知、共有 ・インシデント対応状況を報告しなくてもよいと判
断していなかったか。

・暗黙の前提・習慣により、インシデント報告をや
めていなかったか。

・インシデント対応状況の報告をし忘れていな
かったか。

変更管理 変更対象の理解 確認、漏れ、気づき、理解、把握、誤認 ・対象システム概要・仕様・機能・開発標準・環境
等の理解ならこの程度で十分、あるいは不要と
判断していなかったか。

・対象システム概要・仕様・機能・開発標準・環境
等の確認をし忘れていなかったか。

変更計画の作成 計画、検討、考慮、理解、把握、誤認、調査、確
認、漏れ、気づき、作成

・変更計画立案にあたり、変更計画の目的・手
順・対象・留意点を正しく把握していたか。
・変更の影響調査にあたり、調査の目的・手順・
対象・留意点を正しく把握していたか。
・専門部署の協力が必要な場合に、専門部署へ
エスカレーションすることを正しく把握していた
か。

・変更計画立案の際、過去の例にのみ倣って計
画していればよいと判断していなかったか。
・変更による影響調査はこの程度で十分、あるい
は不要と判断していなかったか。
・作業量見積りはこの程度で十分、あるいは不要
と判断していなかったか。

・変更計画立案ルールを作成していたか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画立案ルール
の作成をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画立案をやめ
ていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画立案時の影
響調査をやめていなかったか。

・変更実施時に、リスクとなり得る問題点・影響範
囲の検討をし忘れていなかったか。
・変更実施時に、リスクとなり得る問題点・影響範
囲の検討はしたが、問題点に対する対応策の検
討をし忘れていなかったか。
・変更のためのスケジュールを作成し忘れていな
かったか。

変更計画承認 レビュー、承認、判定 ・変更計画の承認は不要と判断していなかった
か。

・変更計画承認ルールを作成していたか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画承認ルール
の作成をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画のレビュー
をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、変更計画承認を得る
ことをやめていなかったか。

変更実施 実施、修正、変更、取込、削除、理解、把握、誤
認、共有

・変更実施時にリスクとなり得る問題点を正しく把
握していたか。

・ソース・データの変更をし忘れていなかったか。
・変更実施時にリスクとなり得る問題点の対応を
し忘れていなかったか。
・変更対応が完了しなかった場合、その原因調
査、および、対応方法の検討をし忘れていなかっ
たか。

確認テスト 実施、確認、漏れ、気づき、検知、テスト、計画、
理解、把握、誤認、抽出、記録、レビュー、承認、
判定

・確認テストの計画立案にあたり、計画の目的・
対象・留意点を正しく把握していたか。

・確認テストの実施時に、実際のテスト実施内容
はこの程度で十分と判断していなかったか。
・運用部門観点でのテストはこの程度で十分、あ
るいは不要と判断をしていなかったか。

・確認テスト計画立案ルールを作成していたか。
・暗黙の前提・習慣により、確認テスト計画立案
ルールの作成をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、確認テスト計画立案
をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、一部省略を含み、確
認テスト実施をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、確認テスト結果記録
をやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、確認テスト計画のレ
ビューをやめていなかったか。
・暗黙の前提・習慣により、確認テスト計画承認
を得ることをやめていなかったか。
・暗黙の前提・習

・確認テストデータの正当性・網羅性の確認をし
忘れていなかったか。
・確認テスト結果の記録をし忘れていなかった
か。

変更報告 報告、通知、共有 ・変更対応状況を報告しなくてもよいと判断して
いなかったか。

・暗黙の前提・習慣により、変更対応報告をやめ
ていなかったか。

・変更対応の報告をし忘れていなかったか。

小
カテゴリ 工程 キーワード

工程：
変更計画承認

ヒューマンエラー：
思い込みエラー

・・・

・・・

・・・ ・・・
・承認は不要と判断して
いなかったか。
・・・

図-1 根本原因掘り下げガイドの概念図
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ら、この例であれば範囲（影響範囲・テスト範囲）
に関する知識不足が多かったため、範囲に関する
施策を優先的に実施するべきことになる。実際
の対策優先度の決定にあたっては、図-2中の右側
のブロックとして表現されている「③知識不足エ
ラー」、「④考え違いエラー」等の中のヒューマンエ
ラー数を数え、その発生割合で優先度を決定した。
また、ツリー分析は全障害を一覧に見える化し
ているため、全体傾向の把握にも有効である。こ
のことにより、組織毎の特徴・傾向を捉えること
も可能で、A社はシステム部門内の複数の組織に
おける「違い」について、はじめて客観的に認識す
ることができた。図-2のようなツリー分析を組織
毎に作成することで、例えば、ある組織は特定の
ヒューマンエラーに起因する障害が多い、別の組
織は他の組織と比較すると連鎖・根本原因の固ま
りがきれいにまとまっており、類似した障害が多
いか、あるいは、なぜなぜ分析の成熟度が高い、
といった具合に特徴・傾向を捉えられる。
ツリー分析の実施により、多くの障害の根本原因
が何であったかを発見でき、対策優先度決定に適
用できると共に、全体傾向の把握等も可能になる。
●	 まとめ
ここまで述べてきたことが、A社向けの障害ナ
レッジ構築の全容である。まとめると、本障害ナ
レッジ構築により、以下を実現している。
・ 根本原因掘り下げガイドによる、根本原因に的確
にたどり着く着眼点の提供

・ ツリー分析による、対策立案優先度の決定支援、
および障害全体傾向の把握
今回構築した障害ナレッジは、原因分析から対策
立案に至るノウハウ・手法であり、A社内でも課題
を打破する有効なアプローチと評価されている。

予防型障害管理とは

予防型障害管理とは、障害の根本原因を探り、
根本原因に対する対策を立案・実行することで、
障害の再発防止・未然防止を実現支援する取り組
みである。A社向けに構築した障害ナレッジは、根
本原因掘り下げガイド、およびツリー分析により、
根本原因を探り、対策立案を支援する取り組みで
あったが、この後対策を実行し、予防的に障害回

避を実現していくことになる。
図-3は、障害管理のPDCAサイクルを表現して
いる。発生した障害を分析し、対策につなげ、実
行し、その結果を評価する。さらに評価を対策見
直しへ活用し、組織へフィードバックして共有す
る。このとき、実際の対策実施・評価・見直し・
共有にて、障害低減効果をあげるためには、スター
トである根本原因探求を的確に実施し、対策立案
につなげることが重要である。計画が間違ってい
ると、そのあとの実施に歪みが生じ、結果として
効果も薄くなってしまうためである。
この「根本原因探求を的確に実施し、対策立案に
つなげること」こそが、障害管理を予防型障害管
理に変革させるポイントである。予防のためには、
真の原因を知り、それを対策につなげる必要があ
り、そのために必要とされる知識・手法等のナレッ
ジが求められるのである。だからこそ、予防型障
害管理を実現していくためには、障害ナレッジ構
築が重要になってくる。
予防型障害管理への取り組みの基本は、計画

フェーズにて適切にナレッジを構築し、その後実
行・評価・改善フェーズにてもそれぞれ適切に
ナレッジを構築することにある。さらにこれらを
PDCAサイクルにて廻し続けることが、ナレッジ
をより一層深く・厚くする。その結果、蓄積され
たナレッジにより障害の再発防止・未然防止の実
現支援につながってくるのである。
障害分析を実施しても、なかなか障害低減につ
ながらないと感じているお客様が少なくないのは、
起点である根本原因探求、対策立案が浅いためで

Do

Plan

DoCheck

Action

障害
管理

・対策見直し
・評価共有

・根本原因追求
・対策立案

・対策実施・対策評価

障害発生障害発生

図-3 障害管理のPDCAサイクル
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予防型障害管理を実現する障害ナレッジ構築

ある。逆に、根本原因探求、対策立案を的確に実
施することにより、障害管理が予防型障害管理と
して実現され、より障害低減につながるのである。

む　　す　　び

本稿では、障害分析・対策立案実施時の課題解
決に有効な障害ナレッジ構築について紹介した。
ナレッジ化していくことが、障害の再発防止・未
然防止を実現支援する予防型障害管理実現への基
盤となる。
今回構築した障害ナレッジは、システム部門向
けに構築を実施したが、発生したトラブルの根本
原因を探り、トラブル根本原因に対する対策を立
案し実行していくことは、何もシステム部門に限
らない。これは、品質向上が求められる様々な領
域に対しても応用できるものである。近年ERM
（エンタープライズリスクマネジメント）の分野が
注目されており、本取り組みはそうした市場から
の要請に応えるものにもなっている。

FRIでは、今後も障害低減を実現させる障害ナ
レッジの構築を通して、予防型障害管理の実現を

支援していく所存である。

（注1）発生した障害に対して「なぜ」という問いかけを繰
り返すことで、障害の根底に潜む原因（根本原因）を掘

り下げる分析手法

（注2）自分自身と5つの要因（S：ソフトウェア、H：ハード
ウェア、E：環境、L：関係者、およびm：マネジメント）
が最適な状態から外れた場合にヒューマンエラーが発

生することを示したモデル

（注3）ヒューマンエラーの誘発要因を4つのM（Man：人、
Machine：もの、Media：環境、Management：管理）
の観点から抽出し、その対策を4つのE（Education：
教 育、Engineering： 技 術、Environment： 強 化、

Examples：模範）の観点から策定する手法
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