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1．はじめに

近年、様々な組織要因を背景とした組織

事故が頻発しているが、このような事故を

未然に防ぐためには、ハード的な防護層の

欠陥を検出し、修復することはもちろん、

安全管理システムの実効性を決定する人・

小集団・組織の認識や管理的な施策など組

織要因の健全性を確保することが必要であ

る（マクロアプローチ）。

一方、日常的な設備のトラブルや労働災

害の防止には、設備や作業手順に潜む潜在

的リスクを徹底して洗い出し、未然に対策

を施す先回り防止の考えかたが重要である

（ミクロアプローチ）。

　このように、組織の安全性に向けた姿勢

のマクロな評価、個々の潜在的リスクに対

処するミクロな取り組みを組み合わせるこ

とにより、事故を起しにくい風土や堅固な

安全文化を創り上げることができると考え

ている。

　本稿では、マクロとミクロのアプローチ

を事業所などでの現場において実践してい

くことにより、安全文化を築きあげる支援

ツールとしての組織の「安全性向上システ

ム」と現場作業の「統合フィードバック型

リスクアセスメント」について述べる。

2、続発する組織事故

1999年に東海村核燃料転換工場で臨界事

故が発生し、関係者ばかりでなく、一般市

民にも大きなインパクトを与えた。この事

故に前後して、患者取り違え（医療）、乳飲

料毒素混入（食品）、リコール隠し（自動車）、

牛肉偽装（食肉）、列車衝突（鉄道）、異常

接近（航空）、ロケット打ち上げ失敗（宇宙）

などが次々と発生し、さらに、最近では、

廃棄物発電（RDF）火災、高炉爆発、工場火災、

油槽所火災、製油所タンク火災、検査デー

タ偽装、配管破断による蒸気噴出などの重

大事故が連続して発生している。

直接的には、これらの事故の発生は、個

人の不安全行為、不正行為、ヒューマンエ

ラーなどが引き金とはなっているが、その

背景には、組織の管理体制・チェック体制

の不備や実効性の欠如、組織としての危険

認識の甘さ、職場の安全意識・管理・組織

風土の劣化などの組織要因が主因となって

いたと解釈せざるを得ない（1）一（3）。具体的に

は、「事業環境」「規則・手順書」「設備」

r安全管理」など当該組織の置かれている

状況、組織風土が根本原因となり、「タイム

プレッシャー」「確認」「成功体験」「自己

防衛意識」「コミュニケーション」など個人

や集団の意識・行動に悪影響を与え、結果
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的に多重防護の健全性の劣化を招き、大事

故につながるという図式が伺われる。

　これは、品質保証システム、安全管理シ

ステムなど事故を防止するための体系的な

手段は、人・小集団・組織など人間が運用

するものであり、たとえ完全な管理システ

ムが導入されたとしても、人間側の問題に

目をつぶっていては、すばらしいシステム

も画餅に帰することになる。1999年に発生

した自動車のリコールデータ隠蔽が発覚し

た当時に制定されたコンプライアンス制度

は専門家も非の打ち所がない完壁なもので

あったとされるが、その後、同様の事件が

続発する経緯をみれば運用の重要性はおの

ずから明らかである。したがって、人間側

の安全に関する価値観や潜在的リスクに対

するリスクを共有し（情報共有）、危険認識

を経営層から従業員一人ひとりに至るまで

共有し（価値共有〉、安全を担保する仕組や

規則の実効性を向上させようとする共同の

努力を行わなければならず（意識共有）、こ

のような概念を総称して「安全文化」と呼
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3．組織の安全文化の醸成支援

組織の安全文化は、放置しておいて育つ

ものではない。英国のリーズンは、「安全文

化とは事故の恐れを忘れずに努力し続ける

ことだ」と述べているように（1）、普段の地

道な努力を継続してこそ、人の意識や価値

の共有がはじめて可能となる。しかしなが

ら、この努力し続ける姿勢も人間の不得意

とするところであり、事故発生後に高まっ

た安全性向上への動機付けは長くは続かな

い。数十年前のように年間の事故数が数十

件と多発していれば、継続が可能であるに

しても、1980年代から一貫して災害・事故

率が減少し、年間数件といった状況ではこ

れも難しい。

　したがって、安全性向上に向けた新たな

「指標」が必要となり、これを実現しよう

として開発したツールが安全性向上システ

ムであり、その概念を図1に示す。ここで、

安全性向上システムは、「安全診断システ
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図1安全性向上システム（安全診断システム＋安全提案システム）の全体構成と事業所の安全性向

上に向けた改普プログラムの実践の流れ
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ム」と「安全提案システム」からなり、安

全診断システムは従業員の意識、職場の安

全管理（活動）および組織風土の健全性を

アンケート調査により評価して安全レベル

を呈示するシステムである。　一方、安全

提案システムは、安全優良企業訪問により

得た様々な安全活動や安全施策に関する情

報を整理し、診断で得た弱点に対応させた

組織としての施策をデータベース化したも

のであり、主に人間側の価値観や危険認識

の共有と向上を目指したものである。この

両者で人間側の健全性を評価し、向上させ

るマクロアプローチとなる。昨今の自主規

制や自主保安の流れに沿ってみずからの組

織を自己評価し、調査→評価→対応策実施

→再調査のサイクルを廻すことにより、安

全性スパイラルアップを目指すことが目的

である。

　一方、人間側の価値や意識の共有だけで

は安全性の向上は達成できない。それを土

台として、人間を取り巻く作業環境や状況、

設備のインタフェース、作業標準、工具や

器具、書類に至るまで、そこに潜む潜在的

なリスクを可能な限り洗い出し、事前の予

防対策を徹底しなければ、事故・トラブル

の実効的な防止には結びつかない。起こし

てしまった事故の再発防止対策は必要最低

限のレベルである。これを実現するツール

として開発したのが、統合フィードバック

型リスクアセスメントシステムであり、図2

にその概要を示す。すなわち、現場の管理

者、作業者が主体となり、過去事例、ヒア

リハット、KYシート、改善報告、エキスパ

ートの知見などを情報源として、設備ごと

に、作業件名ごとに潜在的リスクを徹底的

に抽出し、結果をデータベース化すること

により、予防的な対策や事前の注意喚起に

役立てるシステムである。このシステムに

は膨大な労力がかかるが、これを開発する

過程で潜在的なリスクを感知する能力や組

織としての事故防止に対する姿勢を社員全

員で共有できるばかりでなく、「組織学習」

の具体的成果として、未来の職員への贈り

物となる。

・過去顕在事例

・気付き、気がかり鶴告

澱備別・作業刷・手順こごに整理

　　　　　　　　　　　　　　嬬

収集　　98化遷藝
　　　　　　　　　　　　　　鰺㌶

7イードバッ〃D8活 ・委全亭前評価
・KV活動・T8髄活動
・教青・謂練

・安全串集団活動
・共過的委全対繁
・妾全対繁優先鷹検討

D3活圃収集

図2統合フィードバック型リスクアセスメントシステムの概要
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4．組織の安全性向上システム

安全性向上システムを構成する安全診断

システムは、現在までに、電気事業を中核

表2各種産業界における総合的安全指標と災害発

　　　　　生率の相関分析

安全性向上システムを構成する安全診断

システムは、現在までに、電気事業を中核

　　　表1安全性向上システムの適用実績

業種 設備災害発生率 労働災害発生率

食品 N．A． 一〇．33＊

化学 N．A． 一〇．51＊

機械器具 N．A． 一〇．73林

醐 安全診断実 サンブル

数

電力原子力部門 一〇．60＊ 一〇．58＊

電力火力部門 一〇．71紳 N．A．

篭
気
事
業

・原子力発電所

・火力発竃所

一支店（送電・配電’工務厨

　土木・系統運用）

・建設所

”工事元請会吐

・工事協力会吐

13

14

162

61

55

1538

487

4338

　62
992

1120

工事請負会社 N．A． 一〇．78牌

電力送配電部門 N．A． 一〇．77林

　　　　＊…p〈．05，＊＊一・p〈．01，N．A．はデータなし

とし、化学、食品、繊維、自動車部品、鉄

鋼など広汎な産業界の事業所に適用し、事

業所数で286、サンプル数で2万以上に

及んでいる（表1、図3参照）。その結果、

安全レベルが高いと診断された事業所では

労働災害、設備災害とも有意に低い傾向が

認められている（表2参照）。一方、安全診

断結果に対応した安全性向上戦略を提示す

る安全提案システムでは、18軸で構成さ

れる主要な安全要因のうちどこを改善する

・食品業界

・化淳業界

・繊維業界

・自動車部品

・鉄鋼業

・金属製品加工業

・→岐機械製造業

・篭気機械製造業

42
295

14
1258

10

㈱
7
7 62

243

857

982

264
謝
4
5
5

甜 286 24538

表1安全性向上システムの適用実績

　　　＊…p〈．05，＊＊一・p〈．01，N．A．はデータなし

とし、化学、食品、繊維、自動車部品、鉄

鋼など広汎な産業界の事業所に適用し、事

業所数で286、サンプル数で2万以上に

及んでいる（表1、図3参照）。その結果、

安全レベルが高いと診断された事業所では

労働災害、設備災害とも有意に低い傾向が

認められている（表2参照）。一方、安全診

断結果に対応した安全性向上戦略を提示す

る安全提案システムでは、18軸で構成さ

れる主要な安全要因のうちどこを改善する
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1．個人の安全意識・行動

1。仕事に対する誇り・やりがい

2．プロ意識・自信過剰

3．作業安全糎則の遵守
4．安全に対する積極的な意識

5．安全に対する積極的な行動

6．工程よりも安箋を重視する態度

H．職場の安全管理
7。安全教育の充実
8．顕在的リスクヘ璽対処と活用

9．潜在的リスクヘの対処と活用

10．安全活動の実施体制と取り組み

11．経営（管理）層の安全に対する取り組み姿勢
12．若年者と高婦者のギャップ

皿．職場の組織風土

13．伝統的糧織風土
14．職場での協調性・人問関係

15．職場における上下の信頼関係
16．幽織内外のコミュニケーションの活発さ

17．戦員への動機付け

18，意思決定の的確さ・スピード

図4安全上B主要な要因18軸による各事業所の弱点把握と安全性向上戦略の立案

かを指摘し、その具体化を支援する（図4

参照）。このため、安全提案システムでは、

各産業界の安全優良企業の現場を訪問して

収集した様々な安全施策・活動が呈示され、

具体的な内容を閲覧し、問題点に対応させ

た具体的な安全性向上策の実践を可能とす

るデータベース機能を備えている。この安

全性向上システムの実効性を検証するため

に、いくつかの事業所で図1に示すサイクル

を複数回繰り返した結果、安全レベルが向

上していることが確認された（図3参照）。

このように、これまで測ることのできなか

った組織の安全レベルを定量的に自己評価

し、具体的な改善目標を明示することによ

り、格段に合理的な取り組みが可能である

ことが確認できた。

5．統合フィードバック型リスクアセスメン

　　ト

労働災害、設備災害、環境災害および業務

災害のすべてのリスクを統合して、固有設

備ごとに、作業件名ごとに抽出し、このリ

スク情報の検索により、情報共有すること

ができることである。さらに、リスクアセ

スメントを行った結果をハード・ソフトシ

ステムの改善ばかりでなく、日常的な業務

での安全活動にフィードバックできる。図2

に示したデータベースでは、事業所ごとに

リスク評点の高いリスク、作業計画時に考

慮すべきリスク、日々の作業工程別のリス

ク、KYlで抽出すべきリスクを、出力する

ことが可能である（図5参照）。このリスク

アセスメントデータベースの主な利用場面

は以下の通りである。

①事業所大で安全対策の優先順位をつ

　　けるためのリスト提供

②事前安全評価に情報提供

1危険予知の略称であり、Kiken　Yotiの頭文字をとったも

の

この手法の特徴は、潜在的リスクとして
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事粟所名：000事粟所
部署名＝△課

作桑件名1低圧計器取替
作業段階＝作粟準備

作桑段階 番号 作粟手順 リスク要素 災害想定（最大）
リスク

評価

作粟準備 15 作巣準備 引込練の保謹ヒューの取外し、引込端子箱等で接続酋所
　すなどの　電をしない

接触により短絡し火傷する 84

作粟準備 6 計器場所の確認をする 騨立を使用して作桑中，輿立がふらついて飛び峰り．負傷
する

負傷 75

作桑準備 16 作桑準備 停電作桑を1名で実施する 転落し死傷する 75

作桑準備 14 保護具を点検する 点検せずに低圧ゴム手袋を使用していたとき・穴があいて

おり充電部分に触れ感電負傷する
感電負傷 70

作粟準備 20 作桑準備 踏台（鱒立）を据付けない ムリな姿勢で腰を痛める 60

1．リスクの選定

①

②

③

2．リスクが発生した

　場含の結果

①”

②’

③’

3．あなたなら
　どう対応するか（対簑）

4．作桑後の確認（反省）

図5　データベースからの情報を利用して作成したKYシート

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

作業前のT　BM2，KYに情報提供
設置・改修工事での設計変更・新設
計の基礎資料

ハザードマップとしての活用（潜在
的リスクの大きな設備・作業の同定）

潜在的リスクや懸念情報の水平展開
（事業所内、会社内、同業他社、他
業種）

安全規則への反映

共通的な安全対策の考案（管理、設
備、作業手順）

教育・研修での活用

日常的な安全活動の話題提供

　これまで安全文化の概念や目標が具体性

に欠け、安全文化が醸成された理想状態の

みが示されてきた経緯にあるため、上述の

通り、設備災害や労働災害をなくすために、

企業が戦略的に取り組むべき目標を挙げる

と以下の二項目に集約されると考えられる。

・組織の各レベル（経営者一管理者一従

　業員）において、常に各自が自発的に

　周りにある潜在的リスク（ハザード）

　を把握・理解し、組織学習するシステ

　ムを構築すること

2作業直前打ち合わせ。ToolBoxMeetingの略称

・　組織の各レベル（経営者一管理者一従

　業員）において、常に各自が社会から

　求められる安全の達成を目指して高

　いモチベーションを持って、リスク

　　（ハザード）をなくす、およびリスク

　　（ハザード）を低減するプロセスを学

　習システムに組み込むこと

ここで重要なのは、現場の第一一線の職員

ばかりでなく、組織の各層、場合によって

は、規制側も含めて、潜在的リスクの発見、

除去に努めるべきだということである。こ

の目標達成のため、組織として具体的な目

標を設定し、経営のバックアップにより費

用対効果の問題を克服しながら、この目標

達成のための支援と奨励を行う必要がある。

このようなシステムの構築・運用は、組織

全体での取組みが肝要である。

6．おわりに

本稿では、安全文化の実践を支援するマ

クロ、ミクロ両面のツールの統合的利用に

ついて述べた。しかしながら、ツールがあ

ってもこれを活用するという経営層の意思
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決定、および安全担当者と現場職員の強い

意志とそれに裏打ちされた行動が伴わなけ

れば、このツールは無用の長物となり、実

効性も発揮しない。ツールをうまく使いこ

なすのも、安全文化のカが必要なのである。

方法としては、トップダウンにて、安全宣

言や規定・規則、実施要領を示すことによ

り、全社で取り組む積極的な姿勢をアピー

ルし、各職場の課単位、あるいは班単位で

具体的な実施内容を検討し、従業員の参加

を得て活動を推進する。そして、取り組み

がうまく軌道に乗ってくれば、従業員の意

識もあがり、さらに、ボトムアップにより、

自主的に工夫した安全活動を提案し、実践

していくというサイクルを完成することが

重要である。安全活動はマンネリ化しやす

いので、長続きさせるためには、このよう

なボトムアップによる活動は特に重要であ

る。さらに、組織の経営層は自主的な安全

活動を支援するためにも、優れた活動や効

果のあった活動を表彰し、さらなるモチベ

ーションを付与することも忘れてはならな

い。
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