
FRIコンサルティング最前線. Vol.3, p.121-126 （2011） 121

社会基盤・企業活動におけるICTの重要性、ICTへの依存度は高まる一方である。
その反面、ICT障害が様々な業種で発生している。ICT障害の根本的な原因の分析 
や、そこからの知見のフィードバックが重要視されている。そのためには、安全へ
の取り組みで先行している航空・鉄道・医療・電力分野が重要視しているヒューマ
ンエラーの視点を取り入れ、障害の根本的な原因を明らかにし、個人・組織全体で
防止策を検討しなければならない。
本稿は、従来のなぜなぜ分析にヒューマンエラーの視点を融合させた、ICTの障
害向けヒューマンエラー分析手法について紹介する。併せて、金融機関のシステム
開発・運用部門へ導入した事例を紹介する。
このヒューマンエラー分析手法は、様々な業種に適用したことによって多様性・多
面性を増しており、ICT障害リスク管理のリファレンスモデルといえるものである。
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ま　え　が　き

社会基盤や企業活動を揺るがす事故の増加によ
り、世の中では安心・安全への関心が高まっている。
安全への取り組みについて先行している航空・鉄
道・医療・電力分野では、事故が発生すると徹底
した事故調査により事象の分析を行い、再発防止・
未然防止に向けた取り組みがなされている。
その際に重要視されているのが、ヒューマンエ
ラーである。安全性を極めるこれらの分野では、
ヒューマンエラーを事故分析の主眼に据えること
により、事故の事象と原因の整理を綿密に行い、
根本的な原因の分析を着実に実行している。
一方、社会基盤・企業活動におけるICTの重要
性や、ICTへの依存度は高まり続けている。その
反面、金融機関のオンライン停止、通信会社の通
話不能、航空会社の離着陸停止、鉄道会社の改札
機能停止など、ICTによる障害が数多く発生して
いる。
様々な分野で発生しているICT障害に対して、
根本的な原因の分析とそこからの知見のフィード
バックが重要視されている。しかしながら、どの
企業においても障害の管理を行い、障害に関する
様々な情報を蓄積しているものの、障害の根本的
な原因の分析が十分に実施されていない。そのた
め、そこから得られるべき効果的な対策が展開さ
れていないのが実情である。
障害の根本的な原因の分析が実施されていない
主な理由として、以下の2点が考えられる。
• 根本的な原因の分析には時間がかかる。
• 根本的な原因の分析の結果にバラツキがでる。
その課題解決に対して、富士通総研（FRI）が提
供するのが、ICT障害におけるヒューマンエラー
分析手法である。

ICTにおいても、システムの開発・運用の業務
を実行しているのが人自身であるため、安全性を
極める分野同様、ヒューマンエラーに着目した根
本的な原因の分析を実施しなければならない。
本稿では、ICT障害の軽減に効果的なヒューマ
ンエラー分析手法と、金融機関のシステムの開発・
運用部門へのヒューマンエラー分析の導入事例を
紹介する。

従来の根本的な原因の分析

各企業では、ICT障害の根本的な原因を分析し、
それをICTリスクへの予防につなげようとする取
り組みが実施されている。しかしながら、障害の
根本的な原因を分析しても、根本的な原因に的確
に辿り着けず、なかなか障害の低減に繋がらない
と考えている企業が少なくない。
障害の根本的な原因を分析する手法として、ト
ヨタ自動車の生産現場から生まれた「なぜなぜ分
析」を採用している企業が多い。なぜなぜ分析は、
不適合・不具合・事故などの原因を追及するために、
発生した事象に対して「なぜ」という問いかけを繰
り返し、その事象の根本的な原因を抽出しようと
する手法である。主に品質管理の分野を中心に利
用されている。
しかしながら、なぜなぜ分析には、以下の2つの
問題があると考えられる。
（1）根本的な原因の分析には時間がかかる。
分析の実施時に、同じような議論を繰り返した
り、議論があちらこちらに飛躍したり、報告資料
にまとめる段階で根本的な原因に辿り着けていな
いことに気づいたり、と一つの分析が半日ですま
ない場合が多い。
（2）根本的な原因の分析の結果にバラツキがでる。
業務経験が豊富なベテランが分析を行う場合と、
あまり業務経験がない人が分析を行う場合では、
分析の結果にバラツキが出る。
これらの問題の主な原因は、各人の業務経験の
違いや能力によって、分析の視点が異なるためで
ある。業務経験が豊富なベテランは、自分自身の
過去の経験から、何と何が関係しているかを把握
している。そのため、事象に対する問いかけをい
くつも考えつくため、闇雲になぜという問いかけ
を繰り返さず、適切な問いかけによりなぜの深掘
りが行える。
業務経験が豊富なベテランが、経験から習得し
た適切な問いかけのコツを他の人に伝達できれば、
分析結果のバラツキは少なくなり、分析時間の短
縮につながる。しかしながら、その伝達は現実的
には難しい。また、経験から習得した問いかけで
あるため、経験の範疇でしか適切な問いかけが行
えないという問題も内在している。
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ヒューマンエラーとは

従来の根本的な原因の分析手法の手詰まり感に
対し、FRIが考案したのが、なぜなぜ分析にヒュー
マンエラーの視点を融合させた、ICT障害におけ
るヒューマンエラー分析手法である。
本章では、まず一般的なヒューマンエラーの体
系を述べ、その後ICT障害におけるヒューマンエ
ラーの体系を述べる。
●	 ヒューマンエラーの体系
ヒューマンエラーは、安全性を極める航空・鉄道・
医療・電力分野において事故分析の主眼に据えて
いるものである。これらの分野では、ヒューマン
エラーの視点から事故の事象と原因の整理を綿密に
行い、根本的な原因の分析を着実に実行している。
このヒューマンエラーの視点として用いられる
のが、James Reasonの定義した体系である。

James Reasonは、人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、ヒューマン
エラーを以下の4つの体系で定義している。
• スリップ（錯誤）：うっかりして意図せずに犯して
しまうエラー。
• ラプス（失念）：し忘れによるエラー（度忘れな
ど）。
• ミステイク：正しく実行できたが、計画自体が間
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。
また、学術的研究として、ヒューマンエラーの
原因と対策を分類する4M4Eモデルや、航空機の
パイロットの事故・インシデントに関わった行動
形成要因を分類し評価するSHELモデル、SHEL
モデルにManagementを加えたm-SHELモデル
などが整備されている。
●	 ICT障害におけるヒューマンエラーの体系
ヒューマンエラー分析は、同じ過ちを繰り返さ
ないように、ICT障害の根本的な原因を分析し、
効果的な対策を立案するために実施するものであ
る。そのために、ICT障害におけるヒューマンエ
ラーの体系と分類を行っている。
前述のJames Reasonの体系と、FRIが運輸業・
鉄鋼業・重工業などのヒューマンエラー分析で培っ
てきた分類を基にして、ICTの障害分析向けに
ヒューマンエラーを以下の8種類に分類している。

なお、ここでいうヒューマンエラーとは、人の
行動に起因する誤った事象と定義している。
（1）思い込みエラー（スリップ）：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
り発生するエラー。

（2）取り違いエラー（スリップ）：作業内容、作業対
象の取り違い（誤認識）のために発生するエラー。

（3）失念（ラプス）：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。

（4）考え違いエラー（ミステイク）：実施すべきこと
は実施しているが、計画自体を考え違いしたた
めに発生するエラー。

（5）ルールエラー（ミステイク）：ルールや計画等が
ない、ルールや計画等が間違っていたために発
生するエラー。

（6）知識不足エラー（ミステイク）：作業の実施の際
に、必要な知識を持っていなかったために発生
するエラー。

（7）違反：意図して実施しない、あるいは手抜きを
することにより発生するエラー。

（8）コミュニケーションエラー：人同士の意思の疎
通不足により発生するエラー。
FRIはこのヒューマンエラーの体系を、根本的
な原因の分析の「視点」として用い、事故の事象と
原因への適切な問いかけを整理している。

ヒューマンエラー分析手法

障害を発生させてしまった担当者・管理者にヒ
アリングしてみると、「たぶん大丈夫だろうという
思い込みがあり、作業を行ってしまった」「ついうっ
かり見逃してしまった」などがよく聞かれる。
このようななぜか思い込んでしまった、なぜか
見逃してしまった、というヒューマンエラーを深
掘りしない限り、同じ過ちが繰り返され、障害が
頻発する。
本章では、ヒューマンエラーを深掘りするため
の、ヒューマンエラーの視点による問いかけと、
新たな4Mの視点について述べる。
●	 ヒューマンエラー視点の問いかけ
ヒューマンエラー分析では、闇雲になぜという
問いかけを繰り返すのではなく、上記で整理した
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ヒューマンエラーの視点による問いかけを行う。
このヒューマンエラー視点の問いかけは、システ
ムの開発・運用の工程を縦軸、ヒューマンエラーの
体系を横軸に設定した一覧表形式に整理している。
システムの開発・運用の工程を用いているのは、
障害を招いた作業（直接的な原因、間接的な原因の
いずれも）がどの工程に属していたのかが判別しや
すいからである。また、システムの開発・運用の
工程を用いることにより、問題の多い工程を把握
できるメリットがあるからである。
なお、システム開発・運用の工程には、要件定義・
設計・製造・テスト・リリース・運用・保守の7種
類を用い、ヒューマンエラーの体系には、前述の 
8種類を用いている。
ヒューマンエラー視点の問いかけの一例を挙げ
ると、「要件定義」における「思い込みエラー」の 
一つとして、「システム化業務フローと概念デー
タモデルを基に、データとプロセスの間の確認を
する際に、これで十分だろうと個人で判断してい
なかったか」というものが用意されている（表-1の
①）。また、「テスト」における「失念」の一つとして、
「要件に対して必要となるテストデータの用意をし
忘れていなかったか」というものが用意されている
（表-1の②）。
このヒューマンエラー視点の問いかけは、シス
テムの開発・運用の工程内の細分化もあるため、
500を超えるものが整理されている。

●	 新たな4Mの視点
なぜなぜ分析がICT障害になぜという問いかけ
を繰り返し「点」でアプローチする手法であるのに
対し、ヒューマンエラー分析はICT障害に「多面的」
にアプローチする手法である。
システムの開発・運用の工程と、ヒューマン
エラー体系を組み合わせた視点の考案によって、
ICT障害を面で捉えることが可能となった。
さらにICT障害を多面的に捉えるために、前述
した4M4Eモデルとm-SHELモデルを参考とした
上で、FRIが運輸業・鉄鋼業・重工業などのヒュー
マンエラー分析で用いてきた視点を加味し、新た
な4Mの視点を確立した。
その新たな4Mの視点とは、作業者（Man）・
作 業 方 法（Method）・ 検 査（Measure）・ 管 理
（Management）の4つである。
作業者と作業方法は、ICT障害を「作り込んでし
まったのはなぜかの視点」として用いる。検査と管
理は、ICT障害を「防ぐことができなかったのはな
ぜかの視点」として用いる。
具体的には、前述の「要件定義」における「思い
込みエラー」の一つとして、「システム化業務フ
ローと概念データモデルを基に、データとプロセ
スの間の確認をする際に、これで十分だろうと個
人で判断していなかったか」という問いかけに対し

表-1 ヒューマンエラー視点の問いかけ一覧（イメージ）

思い込み
エラー

取り違い
エラー 失念 考え違い

エラー
ルール
エラー ・・・

①

②

リリース

運用

保守

要件定義

設計

製造

テスト

視点 観点

作業者

作業方法

検査

管理

・ 知識・経験・スキルが不足していた
・ 内容・対象を取り違えていた
・ 注意力・警戒感が不足していた
・ 実施を意図的に怠っていた
・ 不明点の確認・相談ができていなかった
・ 情報の共有ができていなかった

・ 作業環境が悪く、作業がしにくかった
・ マニュアル・手順書がわかりにくかった
・ 手順が複雑であった
・ フォーマット等が他と混同しやすい形であった
・ ツール・環境が用意されていなかった

・ レビューを適切に実施しなかった
・ レビュアーがレビュー対象内容を把握できていなかった
・ 未実施、取り違いを発見できる仕組みがなかった
・ テストが不十分だった

・ 指示が不十分だった
・ 作業時間･人員が不足していた
・ 作業者まかせになっていた
・ 役割分担が明確でなかった
・ 進捗状況を監視・確認できていなかった

表-2 新たな4Mの視点
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て、該当した場合に次のような問いかけを行う。
作業者はなぜそのように作業を進めたのか、作
業方法では何が問題だったのか、なぜ検査で見つ
け出すことはできなかったのか、管理方法・管理
者では何が問題だったのか、と表-2の観点を用い
ながら深掘りの問いかけを行う。

ICT障害の根本的な原因の分析を実施する際に、
「新たな4Mの視点」と、「システムの開発・運用の
工程とヒューマンエラーを組み合わせた視点」を併
せて用いることによって、ICT障害を多面的に捉
えることが可能である。

ICT障害に多面的アプローチを行うヒューマン
エラー分析手法により、根本的な原因の分析の結
果のバラツキがなくなり、分析時間の短縮が望め
るのである。
なぜなら、分析の視点が整ったことにより、闇
雲になぜという問いかけを繰り返さず、適切な問
いかけによりなぜの深掘りが行え、根本的な原因
に確実に到達でき、効果的な対策を立案できるか
らである。

ヒューマンエラー分析の導入事例

本章では、FRIが提供するICT障害における
ヒューマンエラー分析手法をお客様に導入した事
例を紹介する。
●	 お客様の課題
金融機関を担当しているプロジェクト（以下、A
社）では、基幹システム再構築後から、品質確保の
取り組みとしてシステム品質向上会議、作業ミス
フォローアップ会議などを継続的に実施してきた。
その結果、トラブル件数は減少してきていたが、
以下のような課題があがっていた。
• 作業ミスについては、一進一退を続けており、大
幅な減少に至っていない。
• 開発および運用における障害の深掘りを行って
いるが、直接的な原因、間接的な原因、根本的な
原因の洗い出しが十分にできていない。
A社は、これらの手詰まり感に対して、自社に有
効な解決策を模索していた。それに対してFRIが
提案したのが、ヒューマンエラー分析手法の導入
と定着である。

●	 ヒューマンエラー分析の実践
A社の分析手法の問題は、以下の2点であった。
• 作り込んだ原因、防げなかった原因を検討する際
に、どのような視点で原因を深掘りすればよいの
か分からない。
• 深掘りの方法が分からないので、時間がかかる。
そこで、半年間にわたり両社共同で重要障害 

10件の根本的な原因の分析を実施した。
その結果、以下の3点の導入効果が得られた。
• ヒューマンエラー分析の導入により、根本的な原
因への深掘りができるようになった。
• 分析の時間が短縮され、現場の負荷が低減され
た。
• 根本的な原因が多面的に浮かび上がったため、再
発防止策へのつながりがより明確になった。そ
のため、関係部門へ水平展開できる重要情報と 
なった。
●	 ヒューマンエラーの傾向分析
根本的な原因を分析した重要障害10件に対し、
ヒューマンエラーの傾向分析を併せて実施した。
ヒューマンエラーの傾向分析とは、各重要障害の
根本的な原因の連鎖に着目し、同類の根本的な原
因の連鎖を探査・集約するものである。

A社の傾向分析の結果は、以下の8つの根本的な
原因が洗い出され、これらに15点の問題が発生し
ていたことが顕在化した。
（1）作業ルール・手順
（2）思い込み
（3）要員・組織
（4）基本動作
（5）納期と品質のバランス
（6）理解
（7）企業風土
（8）コミュニケーション
例えば、「作業ルール・手順」を根本的な原因と
する問題は、以下の2点である。
• 作業のための十分な時間が確保できていなかっ
た。そのため、作業時間を短縮するために、過
去に実施したことがない作業を実施する必要が
あった。
• レビュー手順、調査結果レビュー手順があいまい
にしか定まっていなかった。
また、「要員・組織」を根本的な原因とする問題
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リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

は、以下の2点である。
• 作業実施に十分な時間が確保できず、レビュー作
業を簡略化しなければならなかった。もし要員が
確保できていれば防げたかもしれないが、必要な
要員の確保は難しいことがある。
• 特定の担当者が専門とする案件が複数同時にあ
り、その担当者のスケジュールが厳しくなった。
そのようなときに、担当者の代わりを補充できる
組織になっていない。
今回のヒューマンエラー分析対象の重要障害は、
全般的に短納期の開発に起因している。そのため、
期間・工数の見積もりにおけるリスクの共有、軽
減を図るべきものが多かった。
すなわち、障害を未然に防止するためには、案
件毎に各工程で発生が予測されるリスクを事前に
計り、リスクに対する施策を実施することが重要
であった。

FRIは、工程完了時にリスクが解消されている
か、あるいは、解消される目処が立っているかを
工程の完了条件に加えるリスクチェックの適用を
提言した。

ヒューマンエラー分析における課題

ICT障害の根本的な原因の分析を実施する際に、
「新たな4Mの視点」と、「システムの開発・運用の
工程とヒューマンエラーを組み合わせた視点」を併
せて用いることによって、ICT障害を多面的に捉
えることが可能となった。
多面的に捉えるために、現在までに整理されて
いる視点は500を超えている。今後もお客様への適
用を進め、視点の追加・更新を行いながら、お客
様の要求に応えられるものに仕上げていくことが
重要と考えている。
また、総分析時間の短縮のためには、タイム
チャートやインタビューシート、原因と対策のト
レースシートなどのドキュメントの整備が重要で

ある。今後は、このようなドキュメントの提供も
行いたいと考えている。

む　　す　　び

本稿では、ICT障害リスクの軽減に有効なヒュー
マンエラー分析手法について紹介した。
このヒューマンエラー分析は、安全性を極める
運輸業・鉄鋼業・重工業などのヒューマンエラー
分析で培ってきた内容を反映した、ICT障害リス
ク管理のリファレンスモデルといえるものである。

ICT障害に多面的アプローチを行うヒューマン
エラー分析手法により、根本的な原因の分析の結
果のバラツキがなくなり、分析時間の短縮が望め
るものである。
なぜなら、分析の視点が整理されていることに
より、闇雲になぜという問いかけを繰り返さず、
適切な問いかけによりなぜの深掘りが行え、根本
的な原因に着実に到達でき、効果的な対策を立案
できるからである。
ヒューマンエラー分析を今後も様々なお客様へ
適用させていただき、お客様に導入しやすく定着
しやすいものとしていく所存である。
また、社会基盤・企業活動を支えるICTの高い
安全性が得られるよう、引き続きICT障害リスク
の軽減に向けた取り組みに努める所存である。
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