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危険予知トレーニングによる
障害の未然防止

南波　貴紀　　　浅井　陽一郎　　　江尻　泰将

概要
　ソフトウェア業界では適用業務システムの運用保守プロセスにおいて、障害の予防に多大な力を尽くしている
現状がある。筆者の部署では、これまで様々な障害予防対策を実施してきたが、障害はゼロにならなかった。
そこで新たに、過去実際に発生した障害事例をもとに障害発生の危険予知能力を高めるためのトレーニングを
実施し、障害の未然防止活動を行った。その結果、1 年目で障害発生件数は前年同時期の 80% 減を達成した。
そして、3 年目で「障害ゼロ」を達成し、現在もそれを維持している。
　本稿では危険予知トレーニング (Kiken Yochi Training[1]、以降 KYTと略する) を利用した障害の未然防止
に関する活動結果について述べる。

  1.  はじめに
　過去、筆者の部署ではヒューマンエラーによる障害がなか

なか減少しなかった。

　その対策として、障害事例の横展開や再発防止のための

品質ミーティング、朝礼での「ＳＥ十か条」の復唱、出荷検査

の強化などを実施してきた。しかし、これらの対策を実施し

ても、障害は減らなかった。その理由としては、これらの対策

では多忙な現場の中で「やらされ感」から脱却できないこと

や、障害に対して危機感を持って作業をしていないことなど

が考えられた。

　筆者の部署は、自治体関係のシステム保守業務を担当して

いる。ひとたび障害が発生すると自治体の住民に迷惑をかけ

ることになり、謝罪するのも私たちではなく、お客様が対応

する。このような事態が起こらないよう、高い品質を保つこ

とが要求される。
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  3. 改善策の実施プロセスと運用
3.１　KYTワークシートとは？
　KYTは、受講者であるSEが個人演習とグループ演習を

行ない障害の疑似体験をすることにより、危険予知能力を

高める訓練である。KYTの要となるKYTワークシートと

は、与えられた障害の事例（問題・状況）に対して、一人ひと

りが危険要因とそれによる事故（障害）を想定し、その対処

策を考えて記入するシートである（図1）。以下に構成内容を

説明する。

図 1　KYT ワークシートの構成

（ 1）問題・状況（図2、左半分）

　設問のブロックであり、主催者が準備する項目であ

る。題材は実例を基にし、解決すべき優先度を踏まえて

「最近起こった大きな障害」、もしくは「それほど重大

ではないがよく起きる障害」を選ぶ。状況設定について

は、障害が発生するかもしれない状況をより理解しやす

く、かつ受講者全員がイメージしやすいように表現する

必要がある。

（ 2 ）危険要因と想定される事故（図2、右半分上部）

　受講者が記入する項目である。

「危険」に障害を引き起こす要因を書き、「想定」へその結

果どのような事故が引き起こされるのか記入する。

（3）対処策（図2、右半分下部）

　受講者が記入する項目である。自分だったらどうする

か、または、日頃から自分は何をしているかを書く。これ

により受講者は第三者ではなく、当事者としてリスクに

向き合う姿勢が培われることになる。

  2. 改善したいこと
2.１　何を改善するのか
　目標としたのは、現場の作業者一人ひとりの品質意識を向上

させ障害をゼロにすることである。

（1）個人の品質意識を向上させる。

　作業者全員が納品物の品質に貪欲になる。

（ 2 ）障害をゼロにする。  

　お客様のお客様である住民に対して絶対に迷惑をかけ

ない。

2.2　なぜKYTなのか
　障害の未然防止策についていろいろと検討している中、

筆者の部署のあるリーダーが、全社的に実施している情報セ

キュリティ対策の一部であるKYTは障害予防にも役立つの

ではないかと思いついた。情報セキュリティ対策のKYTは

全社的に定着しており、だれもが手法に馴染んでいることか

ら、説明と理解が容易であった。

　KYTでは、どのような障害が発生するか分からない状

況から、作業に潜む危険を予想し、起こり得る事故を想像

して、その事故を防ぐための行動や対処方法を考えさせ

る。また、訓練を通して経験者と考え方を共有する。この

ことが障害の未然防止に必ず良い効果をもたらすと予想

した。

2.3　実施方針と課題
　KYTの有効性については、まだ仮説の段階ではあったが、

部署トップの理解と強い意思の元に、全員で早急に試行して

みることとなった。実施方針としては、半年間続けてから効

果を測定し、結果が良ければさらに続けることとし、実施内

容や運用体制をルール化した。

　訓練を実施するにあたり、特に次のような課題があった。

（1）100％の網羅性

　一人でも品質意識の低い人がいると、いずれ必ず障害

につながる。一人の例外もなく全員の品質意識を高める

ためにはどのような訓練にすればよいか。

（ 2 ）長期的な持続性

　現場には時間もコストも余裕がないので、1回の訓練の効

果をできるだけ長く持続させるためにはどのような訓練に

すればよいか。
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図 2　KYT ワークシート記入イメージ

を決める際に、リスクマネジメントカに長けているベテ

ランの受講者を分散させて配置した。

●スケジュール作成
●参加者の調整・確定
●個人演習の問題作成

期間：１か月
⑴

事前準備

●事前課題実施 期間：１週間
⑵

個人演習

●グループ演習開催 期間：１週間
⑶

グループ演習

●実施報告

●成果物の情報公開
期間：２週間

⑷
共　有

図 3　実施プロセスの概要

（ 2 ）【個人演習】

　受講者が一人で演習を実施し、グループ演習に備える。

3.2　KYTの実施プロセス
　KYTワークシートを使ったKYTの実施プロセスについ

て説明する。筆者の部署のKYTでは個人演習とグループ演

習を実施する（図3）。準備開始から完了までの実施期間は

約2か月である。

（1）【事前準備】　

　全体スケジュールを作成し、受講者名簿を作成してグ

ループ演習用の受講者グループを決める。そして、事前

に実施する個人演習の問題を作成し配布する。

　事前準備において苦労したのは、肝心のKYTワーク

シートの「問題・状況設定」の作成である。実例をベース

に当事者を傷つけない配慮を加え、さらに議論が拡散し

ないよう、内容を簡潔にする必要があった。

　そして、若手が障害発生の状況を疑似体験でき、適切

な考え方や行動をベテランと共有しながら結びつけるこ

とができるように注意してシナリオのレビューを繰り返

して作成した。

　また、グループ演習が円滑に進むよう受講者グループ
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（ 3 ）【グループ演習】

　1回あたり105分の集合研修を、１週間に複数回実施

する（図4）。集合研修は1グループ5名程度の複数グ

ループとし、意見交換を通してグループ単位のKYT

ワークシートを作成し発表する。受講者全員を一度に

集めるのは業務上難しいので複数回に分散する。分散

することで、1回あたりが3グループほどになり、アドバ

イザー兼講評者のマネージャーの目が各グループに行

き届きやすい、開催日程調整が容易になる、さらに全

グループが発表できるため意見交換が活発になる、な

どのメリットもある。

　また、受講者に考えさせることが大切なので、グ

ループでの意見交換においてベテランはなるべく発

言せず、若手や未経験者の意見を引出すよう心がけさ

せた。

①訓示・事務連絡 

②グループ演習

③発表・講評

④事務連絡・予備

10分

50分

35分

10分

図 4　グループ演習の時間配分

（ 4 ）【共有】

　KYTの成果物の共有を行う。グループ演習が終わっ

た後、今後の改善データとするために、アンケートにて

理解度・実用性・時間配分などを確かめる。また、個人演

習の結果やグループ演習の結果を成果物としてまとめ、

部署全員で共有する。具体的には、全グループの発表内

容、全員の個人演習結果を大きなKYTワークシートに

まとめ、関係者全員にメールした。効果としては、別の日

のグループの発表内容や他の人の演習結果や意見を共

通認識することができ、受講者の気付きの幅が広がった

ことである。

3.3　筆者の部署のKYTの特長
　前述した課題のひとつ「長期的な持続性」について、筆者

の部署では、1か月の間に個人演習⇒グループ内演習⇒グ

ループ間演習と繰り返すことで受講者に深く印象づけること

により解決した。

　さらに、このやり方は、受講者全員の気付きを広げるとい

う効果もあった。気付きの拡大は2段階ある（図5）。

個人での演習

グループでの議論グループでの議論

グループ間での結果発表グループ間での結果発表

気付かなかった危険要因に気付く

図 5　受講者全員の気付きを拡大

　1段階目は、個人演習時に一人では予見できなかった障害

についてグループ演習で気付くことである。2段階目は、グ

ループごとの発表時である。他グループの発表から新たな気

付きがあるよう意見の交換を活発に行う。さらに発表時には

最も重要な対処策を選び、選択理由を説明させた。これは同

じ対処策を挙げたグループであっても、狙った効果や意図が

違う場合が多かったからだ。これらの気付きを通して受講者

全員の視野を広げ、一種の感動体験を引き起こし、深く印象

付けるよう工夫した。

　もうひとつの課題である「100％の網羅性」については、次

のような工夫をして解決を図った。

（1）全員参加・不参加厳禁

　開催日を複数にすることで、日程調整しやすくした。

全員参加・不参加厳禁をリーダーレベルに周知徹底し、励

行した。

（ 2 ）グループ編成時の工夫

　アンケート結果をもとに、次回のKYTのグループ編成

時には、意見のよくでる人とでない人、KYTに意欲的な

人と消極的な人をバランスよく分散させたグループ編成

とした。
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4.2　アンケート結果と今後の課題
　KYT実施後のアンケート結果での代表的な意見は「自分とは

違った視点での意見を聞くことができ、障害防止に役立つ」で

あった。グループ演習全体についての意見の中で、目立ったのは

「普段一緒に仕事をしていない方との障害予防に関する意見交

換を通して有効な考え方や知識を得た」という意見であった。ま

た、参加者の意見を、経験の浅い若手とベテランに分け、それぞ

れの意見を分析すると以下のとおりであった。

（1）経験の浅い若手

　否定的な意見はなく、肯定的意見では「経験豊富な先輩

方の生の意見を聞けて、参考になった」が多かった。

（ 2 ）ベテラン

　否定的：想定できることばかりで、新たな「気づき」はな

かった。障害防止に役立つかどうかはわからない。

　肯定的：若手のトレーニングになる。いろいろな人の話が

聞ける。講評を聞くことで管理者側の話も聞ける。

　他部署においてもKYTを実施したが、同様なアンケート結果

であった。

　今後の課題は、KYTに否定的なベテラン層にいかに主体的な

目的意識をもって参加してもらうかである。具体的にはベテラン

層の役割は後進育成であることを再認識してもらうことである

と考えている。

4.３　２つの心得
　KYTの実施により、2つの大切なことがわかった。

　1つ目は、理想を共有することである。KYTを終えた後、受講

者から感想を聞いたところ、若手とベテランの間に大きな違いが

見受けられた。若手からは「気付きが多く、とても有意義な時間

だった」という意見が大半だったが、ベテランからは「KYTは理

想論を語るだけで意味も効果もない。」という意見が目立った。

むしろ、筆者はこの理想を語り合い共有することにこそ、KYTの

真の意味があるのではないかと考える。この「理想」とは言わば

目標到達点である。つまり、ベテランが理想を語り、若手の目標

レベルをベテランレベルまで高めることで、組織全体の品質意

識を底上げできるという大きな効果が得られる。

　2つ目は、大きな目標と確固たる信念を持って臨むことであ

る。KYTを実施するためのプロセスは前述のとおりであるが、

主催者が更なる効果を得るために意識すべきポイントがある。そ

れは、まず「あるべき姿」をしっかりとイメージし、活動に臨むこ

とである。KYT中の発表で挙がる障害防止策についても言える

  4. 実施してみてわかったこと
4.１　改善による変化や効果
　実際、障害が激減した（図6）。2013年9月から2014年8月までの

障害発生件数に対して、翌年は80％減少した。仕事量について

対策前の一年間と比べてみて、システム変更要求量や出荷検査

の件数、要員体制は変わらないので、KYTの効果があったと考

えられる。さらにその翌年の障害発生件数は95％減少し、その

翌々年以降は0件となり現在まで続いている。

　また、改善による具体的な変化は以下の3点である。

（ 1 ） 障害事例の理解と情報共有によりテストレビュー時の

チェックポイントが充実した。

（ 2 ）経験の浅い若手の品質意識が向上し、観点や考え方も成長

したことでリスクや危険を見つける能力が向上した。

（3）若手を中心に確認作業の重要性に改めて気付いた。

　さらに、品質意識にも変化があった。

　以前から実施していた従来の様々なルールに対して、若

手は「やらなくともよい余計な作業」が増えたという認識を

もっていた。しかし、KYT後は、「仕事をするうえで必要な作

業である」と認識が変化した。その結果、ルールを軽視する

言動が減り、一人ひとりが品質保証に対して意欲的になり、

設計レビュー、テストレビュー、出荷判定などでの、態度・意

気込みの真剣さが増し、気付きが多くなり、障害の未然防止

に役立っている。さらに、一旦品質意識が向上すると、品質

を下げるような行動をとることが不安になり、品質の高い状

態を維持しようとするため、障害の未然防止に一層役立って

いる。

2013/09
～2014/08

2014/09
～2015/08

2015/09
～2016/08

2016/09
～2017/08

100

0 0

障害件数

80％減

図 6　障害件数の推移
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ことだが、目指すべき理想のレベルが下がると視野が狭くなり、

防止策も一過性のものとなってしまう。主催者だけでなく受講

者も、単純に障害件数を減らすことが目的ではなく、障害件数を

ゼロにすることが本当の目的だと認識すべきである。

  5. おわりに
　本稿ではインテックの一部署で実践した「障害の未然防

止」に関する取組みを紹介した。事故や災害にあったとき人は

訓練以上のことを行うことは難しいと言われている。企業は

事業体であり組織・人材は流動的である。　その変化に流され

ず、今の状態を保つために、訓練は毎年行うこととしている。

品質保証は社会システム企業においては絶対の責務と心得、活

動は継続してゆく。本稿が障害予防活動のご担当者の役に立て

れば幸いである。




