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職場に潜むヒューマンエラー発見のためのチェックリスト

1.

ヒューマンエラーとは，人や機械などを含めたシステムにおいて、「人間が行うべき作業」を適切に行
わないことにより生じるエラーです。その多くは、システムと人間（特に人間の認知・行動特性）とのミ
スマッチが原因です。小冊子「職場に潜むヒューマンエラー発見のためのチェックリスト」は、ヒューマ
ンエラーが起きやすい 20 のポイントについて、原因と対策を説明しています。
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違いははっきり
していますか

 間違えて取ってもわからない
 非常停止ボタンはとっさに押せない
 暗すぎてわからない
 間違いやすい文字や記号を使っている

間違いやすい文字や記号
を使っていませんか

 0(ゼロ)と O(オー)と D(ディー)
 1(いち)と I(アイ)と 1(小文字のエル)
 ,(カンマ)と.(ピリオド)と、(句点)

余分な情報が周りに
多すぎませんか

 作業台に余分な工具、製品や書類がある
 検査対象の周りに対象物以外のものが多くある
 製品が整列されていない

アナログ目盛り、角度目
盛りを使っていませんか

 アナログ目盛り、バーニヤ、角度目盛りを使っている
 検査範囲のマーキングがない

指差呼称、声出し確認を

 指差、呼称でなく目視だけで確認している

行っていますか

複数の作業を同時に
行っていませんか

 1 人で 2 つ以上の作業を同時進行している
 2 人で 1 つの作業を同時に管理している

作業の流れに沿った
配置になっていますか

 作業工程、品物の流れが 1 方向でない
 ものの流れがわかりにくい

転記作業はありませんか

 数字や型式を転記している
 転記後確認していない

記憶に頼っていませんか

 作業中断時どこまで作業したかは記憶頼み
 作業中断時のルールがない
 測定結果を記入するまでに 3 秒以上かかっている

集中力に頼っていません
か

 集中力が切れると不良が起きる
 作業が単調で変化がない
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あいまいな判定基準は
ありませんか

 判定基準があいまい
 判定基準が表示されていない
 選択が 3 択、4 択になっている

手順書に理由まで
書かれていますか

 作業の理由がわからない
 間違うと何が起こるかわからない
 過去のトラブルが書かれていない

作業標準やルールは
守っていますか

 手順が合理的でない
 近道がある
 守らなくても注意しない

やりにくい作業を
無理していませんか






作業時間が安定しない
うまくできない作業者がいる
ノルマが厳しい
遅れるとペナルティがある

NG

していませんか

 ⻑時間目視検査を行っている
 不良流出があった
 作業者による差が大きい

OK

チェックシートに
空チェックをしていませ
んか






チェックシートがない
記入漏れが放置されている
現物と照合していない
ダブルチェックをしている

ミスを責められることは
ありませんか






ミスは個人の責任
報告書を書かされる
減点される
上の権威が強い

わからないことは
気軽に聞けますか

 派遣社員など様々な立場がある
 知らないことで問題が起きた
 指導者から質問しない

変化点で確認しています
か

 変化点を決めていない
 4M 変更管理がない
 3H 変更管理がない

ヒヤリハットが
放置されていませんか

 ヒヤリハットが報告がない
 記録がない
 対策をしていない
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数の多いものを目視検査
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2.

各チェック項目の解説

(1) 識別対象の違いは、はっきりしていますか
製品や設備の操作ボタンなどの対象物が、他の製品や背景との違いがあいまいなために起きるヒューマ
ンエラーです。
【原因 1】差が小さすぎて気がつかない (分類 2-3)
ものの「形状や大きさの差が小さい」と間違いが起きやすくなります。また間違っても気が付かず、
そのまま後工程に流してしまいます。

<事例> ピッキングミス
倉庫から部品を取り出す(ピッキングする)際に、直径
0.8mm のピンの入った箱の隣に直径 0.9mm のピンが入
った箱がありました。現物は見た目ではほとんど違いが
判らず、箱のラベルの品番のみで識別していました。そ
のため誤って 0.9mm のピンをピッキングしても気が付
きませんでした。

直 径 φ 0.8

直 径 φ 0.9

ぱっと見て気がつくでしょうか

<対策> 違いを際立たせる、又は似ているものを離す
可能であれば、直径 0.8mm は⿊い表⾯処理を行い、直径
0.9mm は地金の銀色にすれば、現物を見て一目で違いがわか
るようになります。
それができなければ似ている部品は離して配置します。例
え誤って隣の部品をピッキングしても、違いが大きいので誤
ったことがすぐに分かります。

【原因 2】ボタンだけではわからない (分類 2-8)
「それが何であるか一目でわからない」と、表示（文字）を読まなくてはなりません。
この表示を読む際に誤認識が起こります。現場にあるもの全てが、一目見ただけで「どう
いうものか」「どういう状態か」わかるようにする必要があります。「読めばわかる！」
「ちゃんと読め」ではヒューマンエラーはなくなりません。

<対策> 色や場所で区別する、誤操作防止のカバーをつける
非常停止ボタンなど、緊急の際に直ちに押さなければならな
いボタンは、すぐに目につくように赤や⻩色で表示します。
逆に誤って押してしまうと事故や不良の原因になるスイッ
チは、他のスイッチと間違えないように色や場所を変えてはっ
きりと区別します。あるいは間違って押そうとしても作動しな
いように、カバーを付けます。
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ヒーター温度設定は
許可なく変更不可

【原因 3】環境が悪く気が付かない (分類 2-8)
人は視覚や聴覚などの五感により対象や周りを識別します。五感は個人の能力や周りの環境により影
響されます。人間が視覚や聴覚で感じたものをとらえる確率は 80％以上といわれていますが、周りの
環境が悪いと対象を正しく捉えることができません。対象を正しく捉えていなくても慣れている作業は
一見問題なく作業できます。ところがこのような状態を放置していると、ある日突然、誤認識が生じ、
事故や不良が多発します。
・見にくい
薄暗い。明るさと影がハッキリし過ぎる。乱雑で見分けがつかない。作業のテンポが速く、周りをよく
見られない。
・聞きにくい
騒音が激しい。断続音か高く、聞き取れない。音が弱い。
【明順応と暗順応】
明順応とは、急に暗いところから明るいところに出たときに最初目が眩んでも、時間の経過とともに
慣れて見えるようになることです。暗順応とは、逆に明るいところから暗いところに入ったときに、最
初何も見えなくても慣れてくると見えるようになることです。明順応の時間は 1 分程度ですが、暗順応
は約 1 時間かかり、これには個人差もあります。この明順応や暗順応は加齢により低下し、高齢者は特
に暗順応が遅くなります。そのため高齢者が働く職場では、場所により明るさに違いがあるとヒューマ
ンエラーが起きやすくなります。

(2) 間違いやすい文字や記号を使っていませんか
人は、文字や記号をその形状を見て、その文字を認識します。文字や記号の中には形状が似ているものが
あると、誤って認識して違う文字と思います。
間違いやすい文字

【原因】間違いやすい文字 (2.3)

0(ゼ ロ )と O(オ ー )と D(デ ィ ー )

1(い ち )と I(ア イ )と 1(小 文 字 の エ ル )

A010DO4, IH17bl, 49qp29
このような表記はパッと見た時に誤認識が起きま
す。右にあるような間違いやすい文字は使わないのが
一番です。
もし使用する場合は、数字は数字の並び、アルファ
ベットはアルファベットだけの並びとし、前後の文字
から推測できるようにします。手書きの場合は、見間
違いを防ぐ書き方をするのも良い方法です。

q(キ ュ ー )と 9(き ゅ う )

,(カ ン マ )と .(ピ リ オ ド )と 、 (句 点 )

(3) 周りに余分な情報が多すぎませんか
作業台に置いてある余分な工具、製品や書類、整列してなく乱雑に置かれた製品は、作業者の視野でノ
イズとなって注意力を妨げます。そして作業対象の周りにこのような余分な情報がたくさんあると、これ
らに惑わされてミスが起きます。
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<見落とし>
【原因】情報が多すぎて見落とす (分類 2-4)
見落としの原因として情報が多すぎて惑わされることがあります。作業台の上が乱雑に散らかって
いると、気が散るため見落とし以外に作業ミス事態も増えます。

目視検査を行う範囲に目的とは関係ない
情報が多いと、それに惑わされてミスが増え、
検査時間もかかります。余分な情報を隠し整
列するだけで、情報が整理され見落としを防
ぐことができます。
1) 見落としなく
検査できますか

2) 1 列だけにすれば

<対策 1> ガバリ
製造現場ではガバリと呼ばれる板を当てて、検査箇所以外
は見えないようにし、また検査箇所を矢印で指示することが
あります。余分な情報が減少し目視検査での見逃しを防ぎま
す。また見やすくなることで検査時間が短縮できます。

<対策 2> 整列
加工後の品物を箱の中て整列するだけで、形状の不良や
加工忘れを発見することができます。これがランダムに入
れていると向きがばらばらのため、見つけることができま
せん。

(4) アナログ目盛りや角度目盛りなどを使っていませんか
アナログ式の計器は、表示の変化を見るのに適していますが、数
値を読むためには目盛りの数を数えなくてはならないため、
数え間違いによるミスが発生します。マイクロメーターのよう
に副尺（バーニヤ）の目盛りが細かく、服尺の目盛りが 1 回転で 0.5mm 単位の測定器は、ベテランでも
読み間違えることがあります。これを防ぐには見た数字をそのまま記入できるデジタル式の測定器を使用
します。

【原因】副尺の読み間違い (分類 2-9)
図のマイクロメーターでは、バーニヤは主スケールの
位置により、0.43 と 0.93 の 0.5 の違いがあります。主ス
ケールの位置を見間違うと 0.5 ずれて読んでしまいます。
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<対策 2> デジタル測定機
デジタル式表示のある測定機に変えます。

【原因】角度目盛りは見間違いやすい (分類 2-9)
人は水平、垂直には敏感ですが、斜めの感覚は鈍感です。
そのためどちらに傾斜しているのか向きを間違いやすいです。
右のメーター針がどちらに傾いているか、意識して読んでいま
すか？

角度は向きを間違いやすい

<対策 3> 補助線や色分けの追加
メーターに補助線や色分けを追加し、読み間違いを防ぎます。

(5) 指差呼称・声出し確認を行っていますか
指差呼称、声出し確認は、意識を覚醒して注意力を高める効果があります。
【原因】今までの行為を無意識にやってしまうスリップ

(分 類 2-2, 4-1)

作業を習得する際は、最初は「品物を見て、頭で手順を考えて（①）」作業をします。しかし作業を
繰り返すうちに、頭で考えなくても品物を見ただけで（②）、何も考えなくても自然と体が動くように
なります。これが「慣れる」ということです。慣れると作業は正確になりスピードも上がります。一方
作業中の意識は低下し、注意力も低下します。そのため、ふと気を抜いた時、うっかり以前の作業（③）
を行ってしまうことがあります。

① 見て考えて作業→②見ただけで作業

③ 気を抜くと以前の作業を行う

<対策>
指差呼称・声出し確認
以前の作業を無意識に行ってしまうのを防ぐためには、
作業の際、意識を覚醒し注意力を高めるようにします。手
順書やマニュアルを見ながら指差呼称や声出し確認を行
うと脳が活性化し、意識を覚醒する効果があります。また
体が覚え込んだ以前の作業をリセットする効果もありま
す。鉄道の運転士は右のように運行表に基づき、信号や踏
切を指差呼称を行って確認しています。
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(6) 複数の作業を同時に行っていませんか
1 人で 2 つ以上の作業を同時進行していたり、 2 人で 1 つの作業を同時に管理しているとヒューマン
エラーが生じやすくなります。
【原因】複数の作業を同時に行う (分類 3-6)
人の注意力は限られています。複数の作業を同時に行うと、どちらかの作業に意識が集中し、注意力
が分散されてしまい、もう一方の作業がおろそかになってしまいます。
ある会社は、顧客からの書類の内容をコンピュータに入力し、
顧客に応答書類を送り返す業務を行っていました。そこでは書類
を置き忘れる、別の案件の書類が混入する、間違った書類を送る
というミスが多発していました。
原因の一つは、机の配置が悪く書類が行ったり来たりするため
でした。そのため一つの書類が完了する前に他の書類の処理が始
まり、複数作業が同時進行していました。
【対策】 机の配置が悪く複数作業が同時進行
机の配置を見直し、書類の流れを一方向にした結果、業務の混乱が解消しました。

(7) 作業の流れに沿った配置になっていますか
人が会話をする場合、その言葉自体を聞き取るだけでなく、会話の流れの中で会話の内容から言葉を
理解しています。同様に文字や記号もその前後の表記を参考にして判断しています。その為、前後の情報
が異なると、同じものでも異なる認識結果をもたらします。
例
今日は晴れだった。明日も○○だろう。
今日は晴だったが、明日は□□かもしれない。
この文で○○は晴れ、□□は雨（又は曇り）と容易に想像で
きます。このように人は前後の文脈から内容を推測して理解し
ています。そのため前後の情報が間違っていれば、誤認識をし
ます。
【原因】前後の情報で間違える (分類 2-5)
作業工程、品物の流れが 1 方向でなく行ったり来たりしてい
たり、ものの流れがわかりにくいとヒューマンエラーが生じま
す。
＜事例＞ ものの流れと配置が違う
未加工箇所がある品物が流出したため調査したところ、加
工前と加工後の品物を入れる箱が隣り合って置かれていて
箱の色も同じでした。
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【対策】
加工場所を真ん中にし、未加工品と加工済み品を入れる箱は作業の流れに沿って左右に分けて、
左(未加工品)→中央(加工)→右(加工済品) という流れにしました。また未加工品と加工済品の箱の色を変
えました。

(8) 転記作業はありませんか
転記作業とは、目で読み取った情報を頭で理解して、文字を書く作業です。転記作業には、読取ミス、記
憶ミス、書き間違いと、3 種類のミスが生じる可能性があります。
【原因】残像記憶が災いする (分類 2-2)
転記作業を行う人は、毎回記憶のリセットと書き込みを頭の
中で行っています。しかし人間の脳は以前の記憶が残っている
ことがあり、そのため間違った数字を記入してしまいます。
＜事例＞
帳票にずっと 198.2 ばかり記入したいたため、別の帳票に
189.2 と記残っていて記入すべきところ、198.2 と記入してしま
いました。

198.2
198.2
198.2
198.2
189.2

【対策】
① 記入後の確認
数字を記入した後は必ず確認します。日々の業務で何千回とデータを記入していると、どこかで記入ミ
スが生じるものと考えます。これを防ぐためには毎回必ず確認します。確認は、上から記入した場合は、
下から確認するなど順序を変えて行います。エクセルに数値を入力する場合は、合計を計算して明らかな
異常値を見つける方法もあります。
記入しない
転記や記入は記入ミスを完全になくすことは困難です。記入ミスを防ぐ最良の方法は、記入そのものを
やめてしまうことです。例えばプリンタ付きの計測器を使用し、測定結果を印刷し、検査成績書に貼りま
す。又はデータ転送機能付きの計測器を使用し、パソコンにデータを送ります。検査成績書はパソコン内
部で作成します。
②

(9) 短期記憶に頼っていませんか
人間がたった今見たものを記憶できる時間は、一般的には 3 秒が限度といわれています。これは人間の
短期記憶が 3 秒しか持続しないためです。そのため連続する会話では個々の発話の⻑さはおよそ 3 秒で
す。つまり指示や聞いたことを 3 秒以内に処理できなければ、内容を忘れたり、間違ったりしまいます
【原因】どこまでやったかを記憶に頼っている (分類 2-1)
製造現場において、作業を中断した時に「どこまで作業したか」中断した直後は覚えています。しかし数
秒以上経つと、短期記憶の特性から忘れてしまいます。そして作業を再開した時に、工程を飛ばしてしま
います。
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【対策】
作業を中断する際は、どこまで終わったか、必ず記録します。
「中断カード」に書いて製品の上に置いておいたり、ホワイト
ボードに記入します。

(10) 集中力に頼っていませんか
ミスのない作業を作業者の注意力に頼っていると、注意力が低下
した時にヒューマンエラーが生じます。
【原因】集中力の低下 (分類 4-8)
人が作業に集中できるのは８時間労働の場合で２時間までと
言われています。従って⻑時間作業すると、途中で集中力が低下
し ミスが生じやすくなります。この集中力の低下は時間帯にも
関係します。
右図の自動車と列車の運転の事故のデータでは、一日の内で午
後と明け方にヒューマンエラー多いことがわかります。昼勤の昼
食の後、夜勤の終業時間近くはミスが生じやすくなります。

(a) 居 眠 り 運 転 と 、 (b) 信 号 無 視
居眠り運転と信号無視の時刻別発生件数

【対策】混流生産により単調さを避ける
エンジン製造ラインでは、同じエンジンを続けて流した方が、段取回数が減り生産効率が上がります。
しかしＴ社では２台続けて同じエンジンを流さないようにしています。
１台ずつ異なるエンジンを不規則な順番で流すことで、集中力の低下を防いでいます。また毎回異なる
エンジンが流れることで、検査仕様書を見ないと検査ができないようにしています。こうして検査仕様書
に基づいて検査することを徹底しています。

【原因】心離れ (分類 4-7)
心離れは、今行っている作業以外の事に意識が向ってしまい、作業に対する注意力が低下することです。
良く作業者が「ウッカリしていた」、「ぼうーっとしていた」という場合です。

＜ 事例＞ 最後の工程に注意
組立作業では、１サイクルの最後の作業で不良品が発生するこ
とが多く、自動車の組立では全体の不良の６割を占めています。
これは最後の作業の段階では、次に流れてくる車種の事が気にな
り、急いで作業を終わらせようとして「あせり」と「心離れ」が
起きるからです。
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【対策】心離れの起きる時に注意を喚起
心離れが起きるタイミングが分かれば、心離れが起きそうな時に注意を喚起して、ミスを減らすことが
できます。例えば「パート社員が終業する３０分前に放送を入れて注意を喚起する」、組立工程では「最
後の作業の後に、確実にできたか確認して、次の作業に移るように注意書きを掲示する」「担当工程が終
了した時は指差呼称を行う」などです。

(11) あいまいな判定基準はありませんか
判定基準があいまいであったり、判定基準が表示されていなかったりすると、間違った判定をしてしまい
ます。また選択が 3 択、4 択になっていると、とっさの判断を間違えてしまいます。
【原因】決定プロセスが複雑 (分類 3-3)
例えば、「Ａが⽩、Ｂが⿊ならば、Ｃをする」「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの中から２つを選択する」のように複数
の選択肢から一つを選択しようとすると、とっさの敵に判断ミスをします。日常問題がなく平常心で作業
を行っているときは危険性に気が付きません。ところがトラブルなど異常事態が発生したり、生産が間に
合わなくて焦ったりすると、複雑な選択肢は判断ミスの原因となります。
例えば、火事が起きて急いで避難しなければならないときに、扉のセキュリティの暗証番号を間違いな
く入力できるしょうか。

【対策】 ２択にする
作業中の選択は基本的には二択にします。三条件の分岐などは、
⾯倒でも二択を二回行うようにします。ポイントは、幼児でも
判断できるように、明確な判断基準と、二択の積み重ねのような
単純な論理にすることです。

(12) 手順書に理由まで書かれていますか

高速道路の案内図は二択

手順書があっても守られない原因は「なぜそうすべきなのか理由がわからない」「手順書と違うことをす
ると何が起きるのかわかっていない」「過去のトラブルが書かれていない」などのためです。
【原因】腹に落ちていない (分類 1-5)
情報量が少なく、表⾯的にしか伝わらない
作業指示書やマニュアルに「どうしてそのやり方になったのか」根拠や理由が書かれていないと、作業者
は作業に対し表⾯的なやり方だけ理解します。その結果、どうしてその作業が必要か考えずに作業指示書や
マニュアルを守るだけになってしまいます。
作業条件が変わった場合本来ならば作業のやり方やマニュアルを見直すべきところ「マニュアルは変え
てはいけない」という硬直化した運用をしてしまいます。
＜事例＞ 作業指示書・マニュアルのデメリットと形骸化
作業指示書やマニュアルに作業の仕方を決めた根拠や理由が書かれていないと、時間の経過と共にその
経緯を知る人がいなくなり、作業手順書・マニュアル以外のことを「試してはいけない、考えても行けな
い」という運用になってしまうことがあります。その結果、作業手順書・マニュアルが実作業を反映しな
くなり形骸化してしまいます。
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【対策】
作業手順書・マニュアルに、その方法を決めた根拠や理由を
追記します。また NC プログラムや加工図を作成した時も、そ
のやり方を決めた理由を記録します。そうすれば後日、工程や
加工図を変更する際に、以前どのように決めたのか理由を確認
することができます。これにより本来変えてはいけないところ
を変えてしまい、問題が起きることを防ぐことができます。

(13) 作業標準やルールは守っていますか
作業標準やルールを守らなければ、ヒューマンエラーの可能性は高くなります。しかし、守らない理由
「手順が合理的でない」「近道がある」「守らなくても注意しない」といったことを対策しなければ、注
意だけではなくなりません。
【原因】手順が合理的でない (分類 5-2)
人は最も楽で合理的な方法を自然に選択します。例えば、公園の芝生
を斜めに横切るルートが最短であれば多くの人がそこを通り、その結
果芝生がはげてしまいます。この場合、多くは芝生を通れないように
柵を作りますが、最も良い解決方法は最短ルートを通れるような通路
の配置にすることです。
芝生のショートカット

＜事例＞ 電子レンジ
電子レンジは、運転中に扉を開けても事故が起きないように自動的に停止するようになっています。そ
の結果、停止ボタンを押さずにいきなり扉を開ける人が少なくありません。
これは、「停止ボタンを押す」と「扉を開ける」という二つの動作に
⾯倒を感じていて、扉を開ければ停止ボタンを押さなくても済むことを
学習するからです。しかしスイッチが故障しても、扉を開くと必ず停止
するでしょうか。
製造設備では、このような本来の操作と異なる操作が常態化し、安全
スイッチが故障した時に重大な事故が発生する事例が少なくありませ
ん。この電子レンジの場合、停止ボタンを押すと自動的に扉が開くよう
加熱中に扉を無理に開けて停止
にするか、停止ボタンを押さない限り扉が開かないようにインターロッ
クをかければ危険な操作はなくなります。
【対策】 作業の中にショートカットはないですか
作業順序を逆にしたり、やり方を変えたりすると、今までよりも楽に作業できる場合、誰かがそのやり方
を始めます。しかし、そのやり方で本当に問題ないでしょうか。
この場合、違うやり方をしている作業者を強く叱ったり、規則を根拠にやり方を変えないようにしたりし
ても、「裏技」と称してこっそりやっています。むしろこのやり方を改善提案として提出させ、皆で問題が
ないか検証し、問題なければ、そのやり方に変えます。こうすれば作業者の改善意欲も高まります。
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【原因】守らなくても大丈夫という慢心 (分類 6-2)
始めはミスの多かった初心者も、慣れてくるとミスが少なくなり作業品質が安定します。ところがさら
に習熟しベテランになると、またミスが増えてきます。今まで注意して作業していて問題がないと「今ま
で大丈夫だったから、今度も多分大丈夫だろう」と確認を省いたり、新しい作業でも「今までと同じやり
方だろう」と思い込みで作業をしたりして不良を出してしまいます。本当に技を極めた職人は、「慣れす
ぎないように」注意しています。
＜事例＞ 踏切事故
踏切での事故は、死亡など重大な事故が少なくありません。今で
はほとんどの踏切に遮断機が付いていますが事故はなくなりませ
ん。事故は列車の本数の多い地区で起き、被害者の多くは近くに住
んでいる人です。
近くに住んでいる人は踏切を頻繁に利用しているために、遮断
機が下りてから列車が来るまでの時間を学習します。そして遮断
機が下りていても、まだ大丈夫とバーの下をくぐります。
この時、列車が来るまでの時間はバーの下をくぐる人の「感覚」
です。バーの下をくぐる人の感覚のばらつきと列車の通過時刻の
ばらつきが重なると、ある時余裕がゼロになり、事故が起きます。
「遮断機が降りている間は踏切に侵入しない」という基本的なル
ールさえ守っていれば、事故は決して起きません。

遮断機が下りている間、侵入し
なければ起きない踏切事故

【対策】 慣れた時に作業の確認
作業に慣れてくると、少しでも作業を楽にするために自己流のやり方が出てきます。
「Ａさんのやり方」
「Ｂさんのやり方」です。管理者は作業者が慣れた頃、作業のやり方を現場で見たり、作業者と作業につ
いて雑談をしたりして、自己流のやり方がないか観察し、あれば注意します。その際作業者からやりにく
いところや改善したいところを聞き取ります。能力が高く、改善意欲もある作業者の方が、自己流を取入
れることが多い傾向があります。彼らの意見を聞くことで、意欲を引き出しつつ守るべきポイントは指導
し、自己流にならないように注意します。
また A さんがＢさんに作業方法を指導し、B さんが作業を覚えたので、B さんが C さんを指導するよ
うな場合は注意が必要です。A さんが指導した内容を B さんが 100%理解し、100%C さんに指導するこ
とはありません。その結果、Ｃさんの作業内容はＡさんの指導した内容とは細部が異なります。こうして
いつの間にか、本来の正しい作業とは違う作業が行われます。
そうならないためには作業手順書を作成し最低限守るべき内容は文書で伝えます。さらに B さんが指
導した C さんの作業を A さんが見て、正しい作業を行っているか確認します。

(14) やりにくい作業を無理していませんか
やりにくい作業を無理に行ったり、作業者の能力を超える作業を
作業者に強いるとヒューマンエラーの原因になります。
【原因】あせり (分類 5-3)
時間やノルマに追われていると、ミスや事故が起きやすく
なります。これは「時間を守る」、「ノルマを達成する」こと
が優先され、「正しい手順で行う」、「安全を確認する」など
の行為がおろそかになるためです。
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無理をして
事故を起こしたら…

例えば、時間決め配達では、正確に配達することを厳守させると、遅れた時に安全確認を省略したり、
制限速度を超えて走行したりします。しかしその結果事故を起こせば、遅れはもっとひどくなります。
同様に生産性向上のため、作業速度を優先するように管理すると、作業者は遅れないように正規の手順
を無視したり、確認を省略したりするようになります。
【対策】あわてさせない現場
ミスのない作業には、適度な緊張感のある「遅くはないが、慌てないペース」が理想です。この時作業
スピードは一定でムラがないようにします。この遅くはなく、早すぎない、疲れない一定ペースでの作業
を目指します。
一方急な受注などで特急作業が生じると、作業者は「急がないように」言っても自然と急いで作業しま
す。管理者は品質第一と考えて、「慌てるな！ミスをして後戻りするより、ゆっくりでも確実に作業した
方が早い」ことを作業者によく言い聞かせます。

(15) 数の多いものを目視検査していませんか
目視検査はどうしても検査ミスが生じます。検査ミスが許されない場合は、できる限り目視検査以外の方
法を検討します。
【原因】発生確率が低いと見落とす、発生確率が高いと見逃す (分類 2-10)
不良の発生確率が高いと、不良を見逃す確率が高くなります。これを減らすには前工程の品質を高め
不良の発生確率を下げます。
ところが不良の発生確率が低くなっても不良品を見逃します。それは「人は捜し物がなさそうなら、
早めにあきらめる」性質があるからです。目視検査で滅多に不良が見つからなければ、担当者の集中力が
低下し見逃しが生じます。

【目視検査の限界】
目視検査では、不良の発生確率が低いと、不良を見過ごしてしまいます。かといって不良が多い時は、
今度は全部の不良を検出しきれず、見過ごしてしまいます。従って、できる限り前工程を改善し、目視検
査に頼らない工夫が必要です。やむを得ず目視検査で品質を確保する場合は、検査員を二重にするなどの
工夫をします。
【対策 1】 検査の自動化
市販の画像検査装置が安価（１５万円前後）になり使いやすくなりました。そこで自動化できる箇所は
画像検査装置により自動化することをお薦めします。画像検査装置は色あいや細かなキズなどまだ苦手な
検査はあります。しかし、装置がはっきり識別できる不良は人間より高い信頼度で検査できます。

【対策 2】 グレーゾーンを設ける
目視検査のような官能検査では、合否の基準が作業視野の間隔
によるため、不合格品を合格としたり、合格品を不合格とする問
題が起きます。そこで「不合格かもしれない」というグレーゾー
ンを設け、はっきり不合格といえないものは、グレーゾーンに入
れておきます。グレーゾーンの製品は後で時間をかけて判定しま
す。こうすることで見逃しをなくすとともに、合格品を不合格と
する確立を減らし、しかも検査時間を一定に保つことができます。
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(16) チェックシートに空チェックをしていませんか
チェックシートは、ミスを防ぎ確実に確認するための良い方法です。しかしチェックリストを見ずに確
認したり、確認していないのにチェックを入れていては（空チェック）効果がありません。
【原因】項目が多すぎ (分類 4-5)
一人でチェックする場合、チェックシートは１枚、チェック項目は２０項目以下に抑えることが望まし
いです。それを超えるとチェックシートがあってもチェック漏れの確率が高くなります。
【対策】
２０項目以上ある時は、読み合わせを行えばチェック漏れを減らすことができます。

【原因】責任の分散 (分類 4-4)
作業を分担すると責任感も分散され、その結果、
注意力が低下し、ミスが生じやすくなります。
例えば検査をしたのに不良が流出した場合、再発防止
のためにダブルチェックを行うことがあります。ところ
が他の人がチェックするからという甘えが生じ、かえっ
て見落としが発生しやすくなります。
これは「あの人が確認したのなら間違いない」と自分
自身の確認をおろそかにしてしまうためで、「社会的手
抜き」とも呼ばれています。
【対策】ダブルチェックより読み合せ
２人が作業する場合ダブルチェックより、読み合わせの
方が効果的です。一人が読みあげる毎にもう一人がチェッ
クすることに責任を持つことで確実にチェックします。

(17) ミスを責められることはありませんか
ミスは個人の責任であり、ミスをすると報告書や減点、叱責されるなど上からの権威が強いと、円滑なコ
ミュニケーションの妨げとなり、情報の不足によるヒューマンエラーが生じます。
【原因】正確に伝えていない (分類 5-1)
作業ミスや事故が発生した時、事実を言葉で正確に上司に伝えるこ
とは、意外とできないものです。なぜなら、人はものごとを伝える際
に、自分のことを「良く伝えたい」と考え、自分の気持ちが伝える内容
に込められ、内容が脚色されます。
【対策】
作業者が失敗を報告した時、頭ごなしに叱ると、非難を軽くしよう
と報告内容を脚色してしまいます。問題が起きた時、最も重要なこと
は再発防止を徹底することで、そのためには正確な情報が必要です。
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従って問題が発生した時、責任追及は行わずに事実確認に徹します。また管理者は報告を聞くだけでな
く、できる限り現場に赴き、現地現物主義で正確な情報の収集に努めます。

【原因】
業務を一緒に行うメンバーの間に強い上下関係があり、上位の者が権威･権力で有言・無言の圧力を
かけると、下位の者は間違いや問題点を指摘できず、その結果事故が生じます。
＜事例＞燃料切れに気がつかずに墜落
1978 年オレゴン州ポートランド付近で、空港まであと 6 マイルのところで、ユナイテッド DC8 機が燃
料切れのため墜落しました。この機は車輪のトラブルで胴体着陸を考えざるを得なくなり、飛行時間が予
定より⻑くなったことで燃料が不足してしまいました。しかし機⻑は、車輪が出ているかどうかのチェッ
クと、胴体着陸となった際の手順の検討に没頭し、燃料が少なくなっていることへの注意が疎かになって
いました。他のクルーメンバー（副操縦士、航空機関士）は燃料不足の危険を機⻑に助言したものの、絶
対的な権限と権威を持つ機⻑の行動を変えることができませんでした。

【対策】チームメンバー間のコミュニケーション
リーダーは、チームメンバーとのコミュニケーションを図り、必要な情報が的確に報告されるようにし
ます。その際、職制の上下関係や、年齢や経験年数などで権威による圧力がかかっていないか注意します。

(18) わからないことが気軽に聞けますか
作業者間での円滑なコミュニケーションができないと、ヒューマンエラーの原因になります。
【原因】聞けない 〜人は他人に聞くのをいやがる (分類 1-3)
作業の内容に不明な点やあいまいな点があった時、多くの人は他人
に聞くことに抵抗感があります。これは女性より男性に顕著に出ます。

聞きやすさは相手との親密さに影響されます。(他人には聞けない
けど、家族に聞けることは多いと思います。) 昨今の製造現場は、正
社員、パート社員のみならず、派遣社員や外国人研修生など多様な経
歴・立場の人がいます。その結果、職場内のコミュニケーションが不
十分になると、「聞けばすむようなこと」を「聞かずに」作業を行っ
てしまい、問題が起きます。

【対策】
職場でミーティングや親睦会を開き、お互いをよく知り親しくなる機会を設けます。そして職場内の
コミュニケーションを高め、気軽に聞けるような人間関係を構築します。
特にリーダーは自ら積極的にメンバーに声をかけて、コミュニケーションを取るようにします。
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(19) 変化点管理が行われていますか
ヒューマンエラーは製品や製造条件などが変わる変化点で多く生じます。また最近の NC つき工作機械
のような製造設備は、一度プログラムすると同じ品質のものを安定して生産することができます。従って
変化点を重点的に管理すれば、ヒューマンエラーを減らすことができます。
【原因】
品種の切り替えや加工条件の変更の際、設定を間違えると不良を大量に製造してしまいます。
そういった観点からも変化点での確認を行うことは重要です。

【対策】変化点管理の仕組み
変化点管理は、変化要素とタイミングの二つがあります。変化要素には、人(Man)、設備(Machine)、
材料(Material)、方法(Method)の４点(「４Ｍ」)があります。この「４Ｍ」の変更があった時は、初品検査
を必ず行い、後工程はしばらくの間は十分注意を払って製品をチェックします。これを初期流動監視と
呼ぶ場合があります。
変化点を監視するタイミングには、生産立上がり（初めて）、製造条件変更(変更)、再稼働 （久しぶり）
があります。これを「３Ｈ管理」といいます。
「４Ｍ」と「３Ｈ管理」の例
初めて

変更

久しぶり

人(Man)

新人(新卒・中途・
パート・派遣)

配置転換

職場復帰

設備(Machine)

新規(設備・金型・
治具他)

修理・仕様変更

有休設備再稼働

材料(Material)

新規材料

材料変更・メーカー変更

仕入れ間隔が半年以上空い
た、半年以上保管

方法(Method)

初めての製造・
検査･管理

製造・検査･管理の変更

半年以上間隔が空いた作業

(20) ヒヤリハットが放置されていませんか
多くの事故や不良は、その予兆となる些細な不良やヒヤリとしたことが起きています。これは 1 件の重
大な事故の裏には、29 件の軽微な事故と、300 件のヒヤリとしたことが背後にあるというハインリッヒの
法則でも言われています。
【原因】ヒヤリハットを記録し、対策する仕組みがない
軽微な不良やヒヤリとしたことが放置され、重大な事故や不良が発生しているのは、管理者がこれら
を放置していることが原因です。しかし、管理者の業務は多く、これらの軽微な不良やヒヤリとしたこ
との処置を、管理者にすべて負わせては管理者の負担が増すばかりです。
【対策 1】ヒヤリハット対策の仕組み
ヒヤリハットの報告は口頭だけでなく、文書でも行うようにします。ヒヤリハット対策を業務の仕組み
に落とし込むようにします。多くの企業で安全衛生委員会が開催されています。そこで発生した事故の対
策に加えて「ヒヤリとしたこと」を発表し、対策を他の部署でも共有すれば、事故を未然に防ぐことがで
きます。
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【対策 2】工程内不良を記録
自部門から流出する不良を減らすために、工程内検査で発見された不良に対してもすべて不良報告書を
発行し、原因と対策を記入するようにしました。その結果、工程内不良が大幅に減少し、その結果、最終
検査から流出する不良もなくなりました。

3.

ヒューマンエラーとその原因の分類
本チェックリストで述べたヒューマンエラーとその原因を下図に分類しました。

1. 無知・
理解してい
ない

認知

2. 誤認識

ヒューマン
エラー
の分類

2-1.短期記憶を忘れる
2-2.残像記憶により間違える
2-3.差が小さすぎて気づかない
2-4.情報が多すぎて、見落とす
2-5.前後の情報で間違える
2-6.感覚の間違い、見落とし
やすい要素
2-7.意味のないものは間違える
2-8.目立たない
2-9.計器が見間違いやすい
2-10.発生確率が低く見落とす
2-11.経験による思い込み
3-1.先入観･思い込みに
とらわれる
3-2.記録による抑制
3-3.決定プロセスが複雑
3-4.認知的葛藤
3-5.プロセスが感覚と違う
3-6.複数の作業を同時に行う

3. 判断

行動

1-1.正確に伝わっていない
1-2.正確に伝えていない
1-3.あいまいなことが聞けない
1-4.伝え方に問題がある
1-5.伝える情報が少ない

4.スリップ

4-1.習慣化した動作
4-2.やりにくさ
4-3.大事なことを優先
4-4.責任の分散
4-5.項目多すぎ
4-6.似ていた
4-7.心離れ
4-8.集中力の低下

5.故意

5-1.権威による圧力
5-2.手順が合理的でない
5-3.あせり
5-4.マニュアルの形骸化

6.できない
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6-1.思っているほどできない
6-2.慢心

「職場に潜むヒューマンエラー発見のためのチェックリスト」
この pdf は、モノづくりにおけるヒューマンエラー防止に関するサイト
www.humanerror.jp より、編集・製作しました。
この記事に関するご意見、ご要望があれば、以下の連絡先にお気軽お知らせください。
製作
株式会社 アイリンク
愛知県岡崎市城南町 2 丁目 13-4
TEL 0564-77-6810 FAX 0564-77-8204
Email : info@humanerror.jp
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