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１．はじめに

企業が引き起こす事故を防止する研究は，経

営学のみならず，様々な分野において展開され

ている。例えば，理工学系のアプローチとして

は，安全工学や信頼性工学があり，社会科学系

のアプローチとしては，高信頼性組織（HRO）

研究やリスクマネジメント研究等が存在する。

本稿では，企業が引き起こす事故を防止するこ

とを目的とした上記の研究をまとめて，「企業

事故研究」と呼ぶ。

この企業事故研究において，古くから存在す

る代表的なアプローチとしてヒューマンエラー

研究が存在する。ヒューマンエラー研究は認知

心理学や人間工学の分野を中心に展開され，

1979 年に発生したスリーマイル島原子力発電

所事故（TMI 事故）をきっかけに活発化した

（林，1992）。そして，多くの原子力発電所の事

故，航空事故，医療事故，交通事故についてヒュー

マンエラーの存在が指摘され，これらの分野を

中心とした研究が蓄積されている。同時に，近

年では広く一般的な事故についてもヒューマン

エラーの存在が指摘され，事例分析がなされて

いる1）。

そこで，本稿は，ヒューマンエラーに関連す

る研究の展開を整理し，①企業事故研究におけ

るヒューマンエラー研究の構図，ならびに②企

業事故研究におけるヒューマンエラー研究の課

題を明らかにすることを目的とする。以下，第

２節においてヒューマンエラーを定義し，ヒュー

マンエラー研究の前提を明らかにする。第３節

ではヒューマンエラー研究の展開を概観する。

第４節ではむすびとして，企業事故研究におけ

るヒューマンエラー研究の構図を明らかにする

とともに，今後の課題を提示する。

２．ヒューマンエラーとは

（１）ヒューマンエラーの定義

ヒューマンエラーは様々な形で定義されてい

る。本稿では，ヒューマンエラーの代表的な定

義を概観し，ヒューマンエラーの定義を構成す

る要因について検討する。

ヒューマンエラーの定義を構成する第１の要

因は，エラーは人間の行動によって引き起こさ

れることである。当然のことながら，ヒューマ

ンエラー研究は人間の行動によって引き起こさ

れるエラーを分析の対象とする2）。

第２の要因は，エラーは意図して引き起こさ

れたものではないことである。たとえば，リー

ズン（1994，p.10）は，ヒューマンエラーを

「計画された知的または物理的な活動過程で，

意図した結果が得られなかったときで，これら

の失敗が他の出来事によるものではないときの，

すべての場合を包含する本質的な項目」と定義
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1）例えば，ケイシー（1995）を参照。

2）この要因から明らかになるヒューマンエラー研
究の特徴として，ヒューマンエラー研究の分析
対象は基本的に組織ではなく個人であることが
指摘できる。
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している。この定義では，ヒューマンエラーの

「意図せざる結果」という側面が強調されてい

る。従って，確信的な規則違反等はヒューマン

エラーに含まれないことになる。

第３の要因は，エラーはシステムの目的によっ

て決定されることである。エラーか否かを判断

する際には，客観的な基準が必要となる。その

ため，ある目的を持ったシステムを想定し，そ

のシステムが期待するパフォーマンス水準を満

たしたか否かによって判断する。たとえば，芳

賀（2000，p.43）は，ヒューマンエラーを「人

間の決定または行動のうち，本人の意図に反し

て人，動物，物，システム，環境の，機能，安

全，効率，快適性，利益，意図，感情を傷つけ

たり壊したり妨げたもの」と定義している。

また，山口他（2006，p.63）は，「意図した

目標を達成することに失敗した，あるいは意図

しない負の結果（事故や損失など）をもたらし

た人間の決定や行動」であり，①意図的に犯し

たものではないこと，②通常は正しく遂行する

能力があること，③システム・組織・社会など

が期待するパフォーマンス水準を満たさなかっ

たこと，の３点によって特徴付けられるとして

いる。ここでは，エラーの判断基準として，シ

ステムの目的という観点に加え，当該作業者に

パフォーマンス水準を満たす能力があることを

加えている。

以上の検討より，ヒューマンエラー研究にお

けるヒューマンエラーは，①人間の行動によっ

て引き起こされる，②当事者にとって意図的で

はない，③エラーか否かは，システムの目的か

ら判断する，の３つの特徴を有することがわか

る。

（２）ヒューマンエラーの持つ前提

ヒューマンエラー研究の前提としては，以下

の２点を指摘することができる（リーズン，

2005，p.14）。第１に，人がエラーを犯すこと

は避けられないことである。これは，「人はエ

ラーをする（to err is human）」という前提

である。海保・田辺（1996）は，機械のごとく

正確無比に振る舞うことのできる「完璧人間像」

に対して，「ぐうたら人間像」という人間像を

提示し，ヒューマンエラー研究は「ぐうたら人

間像」を前提にしていると指摘している。「完

璧人間像」を前提としてしまうと，エラーを犯

すことは完璧人間になるための努力が不足して

いると解釈され，事故の原因を全て当事者に帰

属させ，それ以上の原因究明がなされない恐れ

がある（海保・田辺，p.41）。

第２に，エラーは結果であり，原因ではない

ことである。エラーは人の心に突然発生する独

立した欠陥により起こるのではなく，むしろ，

人間を取り巻くその場の環境により誘発され

る3）。その多くは，業務，道具や装備，作業場

所などにより引き起こされる。これは，「ヒュー

マンエラーは人を取り巻く環境に原因がある」

という前提である。上記の「ぐうたら人間像」

を前提とした場合，事故の原因を当事者のみに

帰属するのではなく，広範に原因を追及してい

くことが可能となる。その際には，どのような

状況においてヒューマンエラーが発生するのか

の検討が行われる。

ヒューマンエラー研究は，主として認知心理

学と人間工学を中心に議論が展開されてきた。

認知心理学では，実験を中心に，人間の認知プ

ロセスに起因するヒューマンエラーの発生メカ

ニズムについて議論を展開してきた。他方，人

間工学では，ヒューマンエラーが発生する現場

の分析を中心に，ヒューマンエラー発生に影響

を与える要因について議論を展開してきた。

すなわち，ヒューマンエラー研究には，①ヒュー

マンエラーの発生メカニズムの分析，ならびに，

②ヒューマンエラーの発生に影響を与える要因

の分析という異なる２つのアプローチが存在す

る。そして，これらの分析に基づいて③ヒュー
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3）この２つの前提に基づき，リーズン（2005，
p.14）は，「人間特性を変えるよりも，状況やシ
ステムを変えるほうがはるかに容易」であると
主張している。



マンエラーの防止策を提示しているといえよう。

第３節では，これらの３つの研究の展開につい

て概観する。

３．ヒューマンエラー研究の展開

（１）ヒューマンエラーの発生メカニズム：ヒュー

マンエラーはどのように発生するのか？

ヒューマンエラーの発生メカニズムについて

は認知心理学的なアプローチを中心にして研究

が進められている（山口他，2006，p.63）。

そこでは，人間の認知特性を中心に議論が展開

されている。このため，ヒューマンエラーが

発生する際の人間の認知プロセスが分析され，

エラーが発生するプロセスの相違によってエラー

を分類する。以下では，代表的な研究として，

ノーマンの ATS モデル（Activation-Trigger-

Schema）と，リーズンの GEMS（Generic Error-

Modeling System）を概観する。

Norman（1981）は，エラーをスリップとミ

ステイクに分類し，認知プロセスに基づきスリッ

プの詳細な検討を行っている（図１）。

期待した結果が得られないのは，①計画自体

が不完全であったか，②計画通りに行動できな

かったのかのどちらかである。①の計画形成の

段階で発生するエラーがミステイクである。意

図が正しくない場合であり，間違ったゴールを

設定した場合のエラーである。

他方，②の行動の選択の段階で発生するエラー

がスリップである。スリップとは，自動化され

た行動から生じるもので，なんらかのゴールを

達成しようとして，あまり意識せずに行った行

為が，途中で脇道に入ってしまうものである

（ノーマン，1990，p.170）。つまり意図したゴー

ルは正しいが，行動がその意図どおりではなかっ

た場合のエラーである。

このスリップの発生原因を検討する際に，

Norman（1981）は，ATS モデルに従った認

知プロセスを想定している（海保・田辺，1996，

p.66）。このモデルは，ある行動を実行するこ

とを，①意図の形成，②スキーマの活性化，③

スキーマのトリガリングという３段階のプロセ

スとして捉えている。

①の「意図の形成」とは，目標にしたがって

意図を形成することである。この目標と意図と

の間に齟齬があると，図１の「意図の形成」の

下に示されるようなエラーが発生する。②の

「スキーマの活性化」とは，スキーマ4）が使用

可能な状態になることを指す。意図とスキーマ

同士の連結関係により，当該スキーマの活性化

が促進される。関連したスキーマが強く連結さ

れている場合には，図１の「スキーマ活性化」

の下に示されるようなエラーが発生する。③の

「スキーマのトリガリング」とは，行為の実行

のために，スキーマを引き出す（トリガリング）

ことを指す。このトリガリングを誤ることで，

図１の「スキーマのトリガリング」の下に示さ

れているようなエラーが発生する。

リーズン（1994）は，包括的エラーモデリン

グシステム（GEMS）を提示している（図２）。

GEMS は，ラスムッセン（1990，pp.117-121）

の提示する人間のパフォーマンスの３レベルに

よる分類，すなわち，スキルのレベル，ルール

のレベル，知識のレベルに基づき，人間の問題

解決のプロセスをモデル化したものである。

スキルベースのレベルでは，進行状況を随時

チェックしつつ，習熟したルーチン作業が自動

化されたコントロールにより実行される。この

レベルで発生するエラーはスリップと後述する

ラプスである。また，状況変化に対応するため，

事前にプログラムされていた行動を実行中に修

正しなくてはならないと気づいた場合に，スキ
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4）スキーマとは，ここでは行為達成までの定型的
な行為系列の内化されたものである。例えば，
一つの文字を書き上げるまでの手の動きの系列
についての表象である。「あ」という文字を書こ
うという意図が発生したときに「あ」の「書字
スキーマ」が長期記憶貯蔵庫から引き出され，
それに従って行為が実行される（海保・田辺，
1996，p.67）。



ルベースからルールベースに切り替わる。

ルールベースのレベルでは，よく慣れた問題

に対して，あらかじめ用意された規則や解法を

パターンマッチングにより適用する。すなわち，

「もし（ある状況）であれば（この行為を）実

施する（IF～ THEN…）」のようなルールを適

用する。このレベルで発生するエラーはルール

レベルのミステイクである。また，既存の問題

解決方法が適用可能であるか否かを検討した結

果，見つからない場合には，ルールベースから

知識ベースのレベルに切り替わる。

知識ベースのレベルでは，直面する新しい問

題に対応する，意識的でゆっくりとした骨の折

れる試みがなされる5）。このレベルで発生する

エラーは知識レベルのミステイクとなる。

GEMS の大きな特徴は，人間が問題に直面

したとき，多大な労力を必要とする知識レベル

に頼る前に，ルールベースに存在するあらかじ

め与えられた解決策を探索し，見つけ出すと

いうことを提案している点である（リーズン，

1994，p.38）。そして，ルールベースでは十分

な解が得られない場合のみ，知識レベルに移行

していく。

さらに，リーズン（1994）は，ノーマンが提

示したミステイクとスリップという２つのエラー

に加え，実行の途中でルール自身を忘却してし

まうというラプスを加えることを主張している。

これら３種のエラーは表１に整理される。

このように，ヒューマンエラーの発生メカニ

ズムでは，何らかの認知プロセスを想定し，エ

ラーがどのプロセスで発生しているのかによっ

て，エラーを分類することが試みられている6）。

（２）ヒューマンエラーの要因分析：ヒューマ

ンエラー発生に影響を与える要因は何か？

ヒューマンエラーの要因分析については，主

に人間工学の立場から研究が展開されてきた。

ヒューマンエラーの要因を捉える代表的な分析
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5）３つの行動レベルの詳細に関してはリーズン
（1999，pp.101-103），リーズン（2005，pp.37-
40）を参照。

図１ ノーマンの ATS モデルによる行為の段階と主なスリップの分類と例

意図の明細不測（記述エラー）：マスクを外すつもりが，眼鏡を外してしまった

状況の分類の誤り（モード・エラー）：英語入力なのにかな入力をしてしまった

外部刺激による活性化（データ駆動型エラー）

部分を共有するスキーマの活性化（囚われエラー）：コーヒーを入れるつもりが紅茶を入れてしまった

連想関係にあるスキーマの活性化（連想活性化エラー）：「お」を何度も書いているとき，「あ」を書いてしまう

活性化の喪失：書斎まで来たが，何のために来たのか忘れてしまった

順序を誤ったトリガリング：タイピングの先うち

スキーマのトリガリング

スキーマの活性化

意図の形成

出所：仁平・丸山（1995）。

6）認知プロセスとの関連性はないが，よく知られ
ているエラーの分類として，オミッション（省
略）エラーとコミッション（実行）エラーをあ
げることができる。コミッションエラーとは，
実行すべきでないことを実行すること，オミッ
ションエラーとは実行すべきことをしないこと
を指す（リーズン，2005，p.8）。



枠組には，以下の２つがある。

第１は，ヒューマンエラーの原因として古く

から指摘されている 4M である。4M とは，Man，

Machine，Media，Management の４つの単

語の頭文字をとったものである（小松原，2003，

p.15）。Man とは，作業者本人，上司や同僚な

どの人間要素である。Machine とは，道具，

機械，設備などの要素である。Media とは，
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図２ 包括的エラーモデリングシステム（GEMS）のダイナミクスの概略

出所：リーズン（1994，p.35）を基に作成。

問題は解決したか？

内蔵しているルールの適応
IF（状態）THEN（行動）

兆候を診断し，行為を修正
し決める。行為を適応する
結果を観察する，…。

問題空間のメンタルモデル
に立ち返って考え直す。
構造と機能の関係をより
抽象的なレベルで分析する。

より高次の類推
を探す

パターンは馴染み
のあるものか

局所状態の
情報の考慮

問題

ＯＫ？ＯＫ？

馴染みの環境での
ルーチン化された行動

行動の進行に対する
注意のチェック

何も見つからない

何度か試す

Yes

Yes

Yes

No

No

No

目的状態

スキルベースレベル

（スリップとラプス）

ルールベースレベル

（ルールベースミステイク）

知識ベースレベル

（知識ベースミステイク）

表１ ３つのエラーの関係

エラー形式 エラーの認知段階 内 容

ミステイク 計画
意図の失敗（例：適切な規則の誤用，不適切な規
則の適用）

ラプス 考察 記憶の失敗（例：計画項目の省略，意図の喪失）

スリップ 実行 注意の失敗（例：順序の誤り，タイミングの誤り）

出所：リーズン（1994，p.15），リーズン（1994，p.176）を基に作成。



照明，騒音をはじめとする環境の要素であり，

情報環境も含まれる。Management とは，制

度や管理体制など，管理的な要素を意味する。

また，作業の目的，目標に関する要素を意味す

る Mission を加えて，5M という場合もある。

第２は，ホーキンス（1992，pp.7-11）によっ

て提唱された SHEL モデルである（図３）。S

とは，ソフトウェア（Software）であり，作

業手順や作業指示の内容，及び手順書や作業指

示書，作業指示の出し方，教育訓練の方法など，

ソフト全般に関わる要素を意味している。H

とは，ハードウェア（Hardware）であり，作

業に使われる道具，機器，設備など，ハード的

な要素を意味している。 E とは， 環境

（Environment）であり，照明や騒音，温度や

湿度，作業空間の広さなどの，作業環境に関わ

る要素を意味している。L とは，周りの人たち

（Liveware）であり，その人に指示，命令をす

る上司や，作業を一緒に行う同僚など，人的な

要素を意味している。このモデルに従えば，ヒュー

マンエラーは中心の L（作業者本人）と周囲の

S, H, E, L との間の接面に隙間ができたときに

発生する7）（小松原，2003，p.14）。

S, H, E, L の各要素は波打ち，各要素の状態

は常に変化していることを表している。たとえ

ば，E であれば，夜と昼との違い，H であれば

機械の入れ替え等があげられる。このような変

化に対して L（作業者本人）は対応する必要が

ある。他方，L（作業者本人）も，疲れやスト

レス等により状態は変化する。SHEL モデルに

よれば，このような各要素の状態の変化により

接面に隙間ができるとヒューマンエラーが発生

する。

このように，ヒューマンエラーの要因分析は，

ヒューマンエラーを引き起こす環境を捉える枠

組を構築し，その要因間の関係の考察を試みる

ものである。

（３）防止策：ヒューマンエラーによる事故を

防ぐためにはどうすればよいのか？

防止策の提示を目的とする研究では，①ヒュー

マンエラー自体の発生防止と，②ヒューマンエ

ラーを前提としたシステム構築という２つのア

プローチに分類することができる。

①に関する認知心理学分野の代表的な議論と

して，アフォーダンスの議論をあげることがで

きる。アフォーダンスとは，「事物の知覚され

た特徴あるいは現実の特徴。とりわけ，そのも

のをどのように使うことができるかを決定する

最も基礎的な特徴を指す」（ノーマン，1990，

p.14）。たとえば，椅子は座ることをアフォー

ドするし，ノブは回すことをアフォードすると

されている8）。
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7）東京電力原子力研究所ヒューマンファクター研
究室では L と SHEL とのマッチングを行うマネ
ジメントという要素を考慮した m-SHEL モデル
（m はマネジメントを指す）を提案している（小
松原，2003，p.15）。

図３ SHEL モデル

出所：小松原（2003，p.14）。



ヒューマンエラーが発生する原因の１つに，

インターフェイス問題が存在する。これは，機

械・道具に備わった機能を人が十分に使いこな

せないという問題である（海保・田辺，1996，

p.15）。この問題を回避するためには，アフォー

ダンスに配慮したマン・マシンインターフェイ

スの開発が必要となる。

海保・田辺（1996，p.83）では，アフォーダ

ンスとヒューマンエラーの関係について，２つ

の考え方を指摘している。第１は，適切な行為

を自然に（考えるまでもなく）誘うような，ア

フォーダンスのある環境（人工物）設計をすれ

ば，エラーが起こらないはずであるという考え

方である。第２は，不適切な行為をさせない環

境設計をしてやれば，エラーを未然に防げると

いう考え方である。具体的には，強制選択法と

呼ばれるインターロック，ロックアウト，ロッ

クイン等がある（ノーマン，1988）。インター

ロックとは，一連の操作が一定の順序に従わな

いと実行できない仕掛けである。ロックアウト

とは，危険なところに入り込まないような仕掛

けである。ロックインとは，ある操作が実行さ

れている間は入力を受け付けないような仕掛け

である（海保・田辺，1996，p.85）。

また，①に関する人間工学分野における代表

的な議論として，ヒューマンエラー発生の要因

分析で提示した枠組に示される要因間のマッチ

ングの考慮をあげることができる。

SHEL モデルを例に取れば，ヒューマンエラー

を防止するためには，各要素の接面に隙間が生

じないようにすることが必要となる。従って，

図３における中心の L とそれを囲む SHEL と

のマッチングをダイナミックにとっていくこと

がヒューマンエラーの防止策となる（小松原，

2003，p.15）

他方，②に関する代表的な議論として，リー

ズン（1997）が提示したスイスチーズモデルが

ある（図４）。これは，事故は防護の階層に生

じた穴が偶然に一列に並んでしまうことによっ

てシステムが持つ潜在的な危険が顕在化し，発

生するという考え方である9）。幾重にも積み重

なり互いに補完しあっている防護を採用してい

れば，理想的な状態では事故につながる可能性

はきわめて低い。しかし，現実には，防護の各
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8）アフォーダンスの詳細に関しては，ギブソン
（1985）や佐々木（1994）等を参照。

9）全ての防護は，以下に示す７つのうちの少なく
とも１つの機能を持つように設計されている。
①局所的に存在する潜在的な危険を認識させ，
理解させること，②安全に活動するための明確
なガイダンスを示すこと，③危険が差し迫った
ときに警報と警告を与えること，④異常時にシ
ステムを安全な状態へ復帰させること，⑤潜在
的な危険とそれによって生じるかもしれない損
害の間に安全バリアを設けること，⑥このバリ
アからすり抜ける潜在的な危険を封じ込め，取
り除くこと，⑦潜在的な危険の封じ込めに失敗
した場合の避難と救助の方法を明らかにするこ
と，である（リーズン，1997，p.9）。

図４ スイスチーズモデル
出所：リーズン（1999，p.15）を基に作成。



階層には図４に示すスイスチーズのような「穴」

がある。この穴は，ヒューマンエラーや規則違

反等の即発的エラーや，企業文化等の潜在的原

因によって生じる。図４に示される防護層と穴

は固定されて変化しないように見えるが，実際

にはそれらは常に揺れ動いている。特定の防護

層が調整・保守・試験等の間に，あるいはエラー

や違反のために，故意に取り除かれることもあ

る。同様に，各階層の穴は，運転員の行為や固

有の事情によって，大きくなったり，消滅した

り，移動したりする。従って，スイスチーズモ

デルを前提として多層的な防護システムを構築

することがヒューマンエラーの防止策となる。

この２つのアプローチに貢献する具体的な手

法として，フールプルーフとヒヤリハット事例

の蓄積をあげることができる。フールプルーフ

とは，間違った操作ができないようにすること

である（芳賀，2000）。たとえば，ブレーキを

踏んでいないとエンジンがかからない車や，挿

入する方向を間違えると PC ドライブに入らな

いディスク等があげられる10）。

また，ハインリッヒの法則を前提としたヒヤ

リハット事例の活用も防止策としてしばしば指

摘されている。ハインリッヒの法則とは，

１：29：300 の法則とも呼ばれ，米国の安全技

術者ハインリッヒが見いだしたものである（ハ

インリッヒ他，1982，pp.59-64）。大事故は何

の前触れもなく起こるものではなく，１件の大

事故が起こるまでには，29 件の中程度の事故

があり，300 件の微少事故が存在しているとい

う法則である（小松原，2003，p.2）。ハインリッ

ヒの法則で指摘される微少事故や中事故を「ヒ

ヤリハット体験」と呼ぶ。これら，大事故の前

触れとなるような様々な事例をできるだけ多く

集積して，防護層を改善していくという考え方

がヒヤリハット事例の活用である。

４．むすび

ヒューマンエラー研究は，事故の発生に関し

て人間の行動に注目している。最も大きな特徴

は，人間の行動を事故発生の原因ではなく，結

果として位置づける点である（リーズン 2005，

p.14）。つまり，「事故のきっかけは人間だが，

事故の原因は人間ではない」という考え方に立

脚している。ヒューマンエラーという用語の影

響のせいか，しばしば「ヒューマンエラー」を

事故の原因と考えがちである。しかし，ヒュー

マンエラーそのものはあくまで事故の中間地点

であり，その段階で原因の究明を終わらせては

いけないことを強調している。上述のように，

ヒューマンエラー研究においては，ヒューマン

エラーを引き起こした作業者を責めることを強

く戒めている。事故を引き起こした人間を非難

するためではなく，事故を引き起こした人間を

取り巻く環境や認知プロセス，そしてヒューマ

ンエラーを事故につなげてしまった防護層を問

題にするのである（図５）。

最後に，企業事故研究においてヒューマンエ

ラー研究を適用する際の課題を２点提示する。

第１に，認知心理学分野で検討されている認知

プロセスと，人間工学分野で検討されているヒュー

マンエラーに影響を与える要因との関係性の詳

細な検討である。ヒューマンエラーの類型であ

るミステイク，スリップ，ラプス等は，既存研

究において詳細に検討されてきた。また，

SHEL モデルで示されている各要因がヒューマ

ンエラーに与える影響についても研究が蓄積さ

れている。しかし，類型化されたエラーと

SHEL モデルで示される各要因との関係性を統

一的に説明するための枠組はみられていない。
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10）フールプルーフと関連してしばしば言及される
概念として，フェイルセーフがある。これは，
故障などの異常時に安全の側に作動する仕組み
を示す（芳賀，2000）。例えば，回線が切れたと
きに赤信号を出す方向に接点を構成する重力リ
レーである。フールプルーフは人間の失敗を補
完する概念であり，フェイルセーフは機械の失
敗を補完する概念となる。従って，フェイルセー
フという概念はヒューマンエラー研究とは直接
の関係はない。ただし，システム構築の際にし
ばしばフールプルーフと同時に用いられる。



たとえば，SHEL モデルで示される要因と認知

プロセスとの関係性について検討する必要があ

る。

第２に，ヒューマンエラー研究の知見を企業

事故に適用する方法の検討である。ヒューマン

エラー研究は，基本的には個人の行動によって

生じるエラーを対象としている。このため，企

業事故を１つの組織体が引き起こした事故とし

て分析するわけではない。そのような事故を分

析する場合には複数のヒューマンエラーが重なっ

ていると考えることになる。従って，個人には

還元できない組織としての特性を考慮すること

は困難である。

確かに，ヒューマンエラー研究をもとに組織

的観点からの検討を行う試みも存在する。たと

えば，ヒューマンエラーの代表的な研究者であ

るリーズンは，組織事故を防止するためには安

全文化の構築が必要であると主張している11）

（リーズン，1999，pp.271-314）。リーズンの主

張する安全文化は，報告する文化，正義の文化，

柔軟な文化，学習する文化を構成要素とするも

のである。しかしながら，ヒューマンエラー研

究の特徴である認知プロセスとの関係性は検討

されてはいない。

主に経営学分野で展開されている高信頼性組

織（HRO）研究においては，自らのミスを報

告した作業者を責めるのではなく賞賛する文化

を持つことが，高信頼性組織の特徴の１つであ

ると指摘している。これは，ヒューマンエラー

研究で事故分析の際に強調される姿勢と類似し

ている。ヒューマンエラー研究において研究者

が持つべき姿勢を，高信頼性組織のメンバーが

持っているのである。このような関係性の解明

が，企業事故を検討する上で必要である。
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