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「問題点見える化シート」による
障害の再発防止

田村　研二

概要
　情報システムは、社会における様々なサービスの基盤として重要であり、一つの障害が社会に大きな影響を与え
ることもある。システムの品質は、お客さまがシステム開発において最重要視する項目の一つである。一方、障害
のない完全なシステムの実現は人間が開発する限り難しい。そのため、同じ障害を再び起こさないこと（再発防止）
も重要な品質保証活動の一つである。
　再発防止のためには障害の根本原因を究明して対策をうたなければならない。原因分析手法としてはなぜなぜ分
析など様々な手法があるが、適切な原因分析には、その前準備として障害に至った事実や経緯を正確に把握し整
理することが重要である。
　そこで、その手法として「問題点見える化シート」を考案した。これは、人とプロセスに着目して障害発生までの
事実や経緯を整理する点を特徴とする。関係者での分析結果共有やレビューをする際にも理解が容易な記述形式
である。これにより、他のシステムや組織全体への横展開、予防を目的とした教育用事例集としても利用できる。現在、
インテックでは、「問題点見える化シート」となぜなぜ分析を統合して原因分析手法のセットとして推奨している。
本稿では、この「問題点見える化シート」の特徴、手法、効果について説明する。

  1.  はじめに
　障害の再発防止において、再発防止策を実施するまでのス

テップは一般的に次のとおりである。

（1）事実の把握と整理

（ 2 ）根本原因の特定

（3）再発防止策の立案

（4 ）再発防止策の実施

　最初の「事実の把握と整理」が不十分であると、以降のステッ

プで無駄に時間を費やすことや、的外れな原因や対策で再発防

止とならないことがあり、他のステップに劣らず重要である。

　事実の把握と整理では、次の要件を満たす手法が必要と考

える。

● 障害発生に至るプロセス全体を俯瞰し、その問題点を確実

に捉えることができる。

● 共通理解のため把握整理した事実をわかりやすい表現で可

視化できる。

● 情報システムの障害はシステム開発・導入、運用、保守のラ
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イフサイクルの様々な局面で発生する。そのいずれの局面

にも適用できる。

● 当事者の主観によらない第三者的（客観的）視点での把握

と整理ができる。

　これらの要件を実現するために、時系列フローでの障害発生

プロセスの記述および第三者によるファシリテート、の二つを基

軸として事実の把握と整理のための手法を確立し、その成果物

を「問題点見える化シート」として標準化した。

　以降のステップでは「問題点見える化シート」に整理された事

実と特定した問題点から、分析手法としてなぜなぜ分析を用い

て根本原因の特定と再発防止策の立案を行う。

　なお、「問題点見える化シート」は、上位管理者への報告や、

組織内の横展開や教訓集として活用するために、事実の把握と

整理の結果だけでなく、以降のステップの結果である根本原因

と再発防止策も併せて記入できるようになっている。

  2.  「問題点見える化シート」の概要
　図1は、「問題点見える化シート」の構成例である。右端には、

1章で示した再発防止のステップ（（1）から（3））との対応を参考

として記載している。①のヘッダー部は障害の概要を記述し、②

の経緯・分析部に把握・整理した障害の経緯を時系列フローの

形式で記述する。③の再発防止策部には、なぜなぜ分析で特定

された根本原因とその再発防止策を記述する。再発防止策は

5W1Hの観点で具体的な実施内容を記入する。

　なお、なぜなぜ分析の結果の詳細は分析シートとして本シー

トとは別に作成し、本シートに別紙資料として添付する。②の

経緯・分析部は、障害に関わった人と発生に至るまでのプロセ

スを、横軸に人（または組織、役割）、縦軸に時間をとり、LFD

（Lane Flow Diagram）のように時系列フローで記述する形式

を採用したことが本シートの最大の特徴である。②の経緯・分

析部の時系列フローの例を図2に示す。

　情報システムにおける障害は、機器の物理的故障などを除け

ばプログラム不具合、システム稼動後の運用誤り、システム変更

時の誤りなど、ほぼ人が関与する。誰が、いつ、何をしたかを整

理していくことで障害の経緯を適切に把握することが可能にな

る。人やプロセスに着目して整理することで、様々なシステムや

障害発生局面に適用できる。LFDはシステム開発では要件定義

など上流工程で用いられており、開発者でなくても理解が容易

であり、組織で情報共有する際も効果的である。

!
!   

LFD
LFD:Lane Flow Diagram

  

 !
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再発防止策
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図 1　「問題点見える化シート」の全体構成
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図 2　経緯・分析部の記述例
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  3.  「問題点見える化シート」と
　　　再発防止のステップの対応
　2章で紹介した「問題点見える化シート」と、1章で示した再発

防止のステップ（（1）〜（3））との対応を図3に示す。

　事実の把握と整理のステップは、図3ではさらに二つのステッ

プに分割している。

　まず、（1）-1では、図1①のヘッダー部および②経緯・分析部

（時系列フロー）に事実を整理した結果を記載する。（1）-2は、

図1②の経緯・分析部の時系列フローから問題点を特定しフロー

に明記するステップである。「問題点」とは、障害の直接的原因

のことである。直接的原因は「作り込み原因」「見逃し原因」「発

生後の不適切な対応」の三つの観点がある。（2）の根本原因の

特定では、（1）-1で整理された事実をインプットとし、（1）-2で特

定された問題点を起点として、なぜなぜ分析を用いて根本原因

が特定できるまで原因の分析を行う。

　前述のとおり、（1）-2の問題点は根本原因の特定での起点と

なるが、実は、なぜなぜ分析の第一段階（「なぜ1」の分析）を先

行実施したことになる。問題点の特定のステップを設けること

で、把握整理した事実の妥当性の確認および根本原因の特定へ

の円滑な移行ができ、「問題点見える化シート」となぜなぜ分析

を統合するうえで重要な意味を持つ。

 （3）の再発防止策の立案では、（2）で特定した根本原因に対す

る再発防止策を立案する。（4）では、（2）および（3）のアウトプッ

トである根本原因、再発防止策を再発防止策部に反映する。こ

れにより再発防止策の立案までのステップが完了し、「問題点見

える化シート」が完成することになる。

　なお、この作業は障害の当事者および第三者であるファシリ

テータが主体で行うが、（1）-2の問題点の特定までの段階で、上

位管理者の中間レビューをうけ、方向性の確認をしてから（2）以

降のステップを実施し、完成後に最終承認を行うことが多い。

  ４.  「見える化」会議による経緯・
　　　分析部の作成
　ここからは、図3の（1）-1（事実の把握と整理）、（1）-2（問題点

の特定）のステップにて「問題点見える化シート」の特徴である

経緯・分析部を作成する手順とその際のポイントを説明する。根

本原因の特定および再発防止策の立案についてはなぜなぜ分

析の手法に準じて実施するため説明は省略する。

4.１　「見える化」会議とは
　「見える化」会議とは、障害発生の経緯を確認して時系列フ

ローに整理し、根本原因分析の起点となる問題点を時系列フ

ロー上で特定し、「問題点見える化シート」の経緯・分析部を完

成させるための会議である。

（1）参加者

● 会議の推進役（第三者ファシリテータ）

● 当事者（担当者、チームリーダなど）

● 有識者（必要に応じて）

（ 2 ）特徴

● 推進役が第三者の立場で会議進行およびファシリテー

ションを行う。

● 会議内容をその場で記録して時系列フローまで作成し

可視化する（「見える化」会議録）。

（3）利点

● 推進役が第三者の立場でファシリテートして会議を進行

することにより、客観的な視点で整理と把握ができる。

また、会議を当事者の責任追及の場にならないようコン

トロールすることができる。

● 会議録をその場で作成することで参加者の意識を会議

に集中させ言葉の空中戦を抑止できる。

● 経緯を時系列フローに展開していくことで、経緯全体を

俯瞰的に確認することができる。

● 会議終了と同時に「問題点見える化シート」の経緯・分析

部のラフスケッチができあがり、参加者の合意を確実に

とれる。

図 3　「問題点見える化」シートと再発防止のステップの対応
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図 4　「見える化」会議録の例

4.2　「見える化」会議の進め方
 「見える化」会議の進め方について、会議録の例を挙げて説明

する。図4は「見える化」会議録の例である。

　会議の典型的な進め方は、参加者全員が見える位置に模造紙

を貼り、そこに手書きや付箋で記録していく形式である。

（1）時系列の経過のヒアリング

　図の右側（A）は、障害の経過を時系列に書き出したもの

である。第三者である推進役を含め、障害の経緯の詳細を

把握していない参加者もいるため、推進役がヒアリングす

る形で当事者から経緯を聞きだし、（A）に記録する。この

段階で各当事者と障害発生時の関わりや時系列での流れ

などの経緯の大枠を把握する。

（ 2 ）時系列の経過をLFD風フローに展開

　図の左側（B）に、横軸に人、縦軸に時間をとり、（A）で把

握した経緯を時系列フローに展開していく。展開後、フロー

全体を俯瞰しながら不足する情報がないか確認し、（A）、

（B）の内容をブラッシュアップしていく。

　事実の把握と整理が十分であるか推進役が参加者に合

意をとり、事実の把握と整理が完了する。

（3）問題点の特定

　次に、（B）の時系列フロープロセス上で、障害発生に関す

る問題点を「作り込み原因」「見逃し原因」「発生後の不適

切な対応」の三つの観点で特定しLFD風フローに目立つよ

うに追記する。障害内容にもよるが、一般的にはこれらの観

点で3〜4箇所程度特定される。

　この問題点も、推進役が参加者に合意をとり、問題点の

特定が完了する。この問題点を起点として根本原因の特定

に進むことになる。

　この段階で模造紙に会議録のラフスケッチができている

ので、図1のような所定様式にまとめ、根本原因の特定のス

テップの入力情報として利用する。

　ここでは白紙の模造紙から事実の把握と整理を開始す

る例を挙げたが、当事者が過去に「見える化」会議の経験

があり会議の進め方を理解している場合は、予め、当事者

に図4のたたき台を手書きまたはExcelなどで作成してもら

い、会議ではそれを確認しブラッシュアップしていけば、よ

り効率が上がる。

　障害の重大度にもよるが、この段階で再発防止策を承認

する上位管理者に中間レビューをうけ、方向性および次のス

テップへ進むことの承認を得るとよい。

　ここでは事実の把握と整理のステップにおける説明をし

たが、根本原因の特定、再発防止策の立案においても「見え

る化」会議と同様のスタイルで実施する。
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4.３　「見える化」会議を効果的に進める
　　　　ためのポイント
　前節では「見える化」会議の進め方を説明したが、1章

で述べたように、推進役が会議を第三者としてファシリ

テートすることが特徴の一つであり、ファシリテーショ

ンの成否が事実の把握と整理の精度に大きく影響する。

推進役が事実を正確に把握整理するために、「見える

化」会議を効果的に進めるポイントを説明する。
（1）会議参加者の適切な選定

　会議参加者は4.1（1）に示したとおりである。会議

の効率的な進行には参加者数は5〜6名程度を目安に当

事者、有識者から選定する。また、推進役が第三者で

あることが望ましいが、難しい場合は参加者に第三者

のオブザーバを加える形でもよい。
（2）客観的事実に基づく会議進行

　当事者は思い込みで発言する場合もあるので、それ

らを排除し、事実が出るように留意する。より的確に

事実をとらえるため、表現も曖昧、抽象的でなく具体

的な表現にする。障害に関連するモノや文書などは可

能な範囲で現物確認する。
（3）参加者が発言しやすい雰囲気作り

　会議の冒頭で、目的は障害の再発防止であり責任追

及の場ではないことを参加者にまず認識させる。進行

においては、問いかけやあいづちなどを使って発言し

やすい場作りに留意する。

（4）経過確認は障害発生時点から過去へ遡及

　事実を把握する段階では、どの時点まで経過を遡れ

ばよいかわからない場合がある。そこで、経験則とし

て、障害発生を起点としてそこから過去へ経過を遡る

と、把握する範囲を特定しやすい。また、かなり過去

まで遡る際も記憶を順次たどるため、比較的把握しや

すい。

　図4（A）のメモは、上から下に向かって時系列に

記述する必要があるため、障害発生時点から過去へ経

過を遡及する場合は、このメモも下から上に向かって

記録していく。

（5）経過確認の中で対象の時系列範囲をイメージする

 （4）とも関連するが、経過を確認しながら、どの時

点までの経過の把握ができればよいかイメージしなが

ら進める。「作り込み原因」「見逃し原因」にあたる

プロセスが含まれたか確認しながら進めるとよい。

（6）経過確認の中で対象となるべき人をイメージする

　時系列フローの横軸には、会議に参加した当事者の

他にどこまでの人を対象にすればよいかイメージしな

がら進める。経過確認の中で出現した人を対象とする

ことは勿論であるが、逆に、出現しなかった人でも、

本来関わるべきだった人がいれば対象にしておく。こ

れは関わっていないことが障害の一因であることもあ

りうるからである。

　対象とした人については、経過の中での障害への関

わりだけでなく本来の役割も確認しておくとよい。

（7）経過確認の中で当事者の思い（ホンネ）も聞く

　当事者の思い（ホンネ）は、言い訳のようなものも

多いが、その中に原因の一部が潜んでいる場合もあ

る。また、そういう発言を拒否せず適度に受けいれる

ことで、当事者が発言しやすい場作りにもなる。

（8）時系列フローを俯瞰し情報の漏れ、ムラをなくす

　経過を図4（A）のように書き出した後、図4（B）

の時系列フローに展開することで、全体を俯瞰するこ

とが容易になる。個々の事実を具体的に確認するだけ

でなく、全体を俯瞰して情報の漏れ、ムラをなくすよ

うにする。

（9）整理した事実、特定した問題点について参加者の合意

をとる

　事実、問題点について参加者の合意をしておかない

と、根本原因の特定や再発防止策の立案での後戻り発

生や、適切な結果が得られないことがある。この段階

でも確実に合意しておくことが重要である。

  ５.  「問題点見える化シート」の
　　　実績と効果
５.１　実績
 「問題点見える化シート」による障害の再発防止活動は、筆者

が品質保証を担当する組織で2009年頃からその取組みを始め

た。当初は手法や様式も未確立で試行を繰り返した。

　2010年から本稿に示す時系列フローによる事実把握整理手

法を採用し、これが標準的な手法となった。しかし、この段階では

「問題点見える化シート」だけで根本原因の特定や再発防止策

の立案までを一貫して行う方式であり、なぜなぜ分析を意識し
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た分析プロセスも行っていたが、「問題点見える化シート」だけ

でその分析過程および結果の妥当性を十分には見える化できて

いなかった。

　2012年頃より根本原因の特定の手法になぜなぜ分析を正式

に採用し、事実の把握と整理に優れた「問題点見える化シート」

となぜなぜ分析を組合せ、2014年頃に本稿に示す統合的な手

法、様式としてほぼ確立した。

　2009年からの累計では、重大な障害を中心に約80件の再発防

止に適用した。

　社内では、2010年に品質関連ワーキングループでこの

取組みを紹介した。2010年度の技術表彰で優秀賞となっ

た。2014年より社内推奨の原因分析手法としてこの手法

が採用され、研修やｅラーニングを通して全社展開され

ている。筆者も担当地区の研修で講師を担当する他、ビ

ジネスパートナーの要員向けにもこの研修を行ってい

る。

　また、社外では、2011年のソフトウェア品質シンポ

ジウム（SQiP2011)で本稿と同じタイトルで経験発表を

行った。

５.２　効果
 「問題点見える化」シートの障害の再発防止に対する定

量的な評価は難しいが、筆者が品質保証を担当する組織

では2010年以降、年間障害発生件数が減少傾向にあり、

この取り組みも一定の貢献ができていると考える。

　定性的な評価としては次のように考えている。

（1）時系列フローにより、障害に関わるプロセス全体を俯

瞰的に可視化できるようになり、事実の把握、整理や

根本原因の分析の精度が向上した。

（2）直感的にわかりやすい表現で障害の経緯が整理され、

その根本原因、再発防止策も含めて1枚のシートに集

約したことで情報共有が容易になり、再発防止のため

の横展開や教訓集としての活用ができた。

（3）システム開発・導入、保守、運用などシステムのライ

フサイクルにおける多様な局面での障害の再発防止に

適用できた。

（4）第三者が推進役としてファシリテートすることで、客

観的な整理、分析が可能になった。また、当事者とし

て参加したメンバが実体験を通しての問題分析・解決

力向上にもつながっている。

（5）「問題点見える化シート」となぜなぜ分析の各手法

を組み合わせることで、各々の利点を生かして、根本

原因と再発防止策をより適確に導出できるように　

なった。

（6）社内利用だけでなく、お客さまへの障害報告における

分析資料や、お客さまの運用誤りに起因した障害につ

いて、お客さまへの業務改善提案を行う資料などにも

活用している。

  6. おわりに
　「問題点見える化シート」は、なぜなぜ分析との組合せ

により、障害再発防止の原因分析手法として確立するこ

とができた。前述のとおり、社内では研修、ｅラーニン

グが提供されているが、研修で手順は理解できても、分

析に必要な事象の捉え方・考え方は実際の障害の再発防

止の中で繰り返し実践して体得することが必要である。

そういう意味で、今後も現場でこの手法を実践しながら

普及に努めたい。

　また、現在は重大な障害を中心にこの手法を適用して

いるが、現場で日常的に活用できるように、手軽に短時

間で実施できる簡易版なども今後検討していきたい。
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