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自己紹介自己紹介

１９６８年３月：京都大学大学院工学研究科博士課程１９６８年３月：京都大学大学院工学研究科博士課程
修了修了

１９６８年４月：京都大学助教授１９６８年４月：京都大学助教授

１９８３年１０月：京都大学教授１９８３年１０月：京都大学教授

２００３年４月：福井工業高等専門学校長２００３年４月：福井工業高等専門学校長

２００８年３月：同上退職２００８年３月：同上退職

研究分野：金属材料の環境強度設計（腐食疲労、応研究分野：金属材料の環境強度設計（腐食疲労、応
力腐食割れ）力腐食割れ）

趣味：鉄道模型趣味：鉄道模型



「歴史は繰り返す」「歴史は繰り返す」

金属材料の破壊に関する基本的知識は格段に豊金属材料の破壊に関する基本的知識は格段に豊
富になった．富になった．

その知識量に比例して損傷事例が減ったかと言えその知識量に比例して損傷事例が減ったかと言え
ば必ずしもそうはなっていない．ば必ずしもそうはなっていない．

「プラントの保全には様々な方策を採っているにも拘「プラントの保全には様々な方策を採っているにも拘
わらず事故は減少しておらず，また，既存知識を正わらず事故は減少しておらず，また，既存知識を正
しく活用していれば防げたはずの事例が全体のしく活用していれば防げたはずの事例が全体の
4040％にもなる．」（住友化学、大久保）％にもなる．」（住友化学、大久保）

失敗に学ぶ姿勢＝「失敗学」が確立されていない．失敗に学ぶ姿勢＝「失敗学」が確立されていない．



応力腐食割れ、腐食疲労による損傷事例応力腐食割れ、腐食疲労による損傷事例

依然として破損・破壊事例が生起している．依然として破損・破壊事例が生起している．

関電美浜関電美浜22号機、号機、SGSG（蒸気発生器）細管のギロチン破断（蒸気発生器）細管のギロチン破断(1991)(1991)
細管振れ止め金具未挿入による振動応力疲労による．細管振れ止め金具未挿入による振動応力疲労による．

動燃高速増殖炉「もん動燃高速増殖炉「もんじゅ」（じゅ」（2828万万kWkW）での温度計のさや管折）での温度計のさや管折
損損(1995)(1995)

流体振動流体振動による金属疲労による金属疲労

19691969年年のの原油加熱炉熱電対保護管の折損事故原油加熱炉熱電対保護管の折損事故と酷似と酷似

「既存知識を正しく活用していれば防げたはずの事例」「既存知識を正しく活用していれば防げたはずの事例」

関電美浜原発３号機２次系配管破損（５名死亡）関電美浜原発３号機２次系配管破損（５名死亡）(2004)(2004)
配管腐食が原因であり，作業員４名が死亡．配管腐食が原因であり，作業員４名が死亡．

19861986年の米国サリー原発２次系配管破損と同一事故年の米国サリー原発２次系配管破損と同一事故

「他社の犯した失敗を全く生かさなかった事例」「他社の犯した失敗を全く生かさなかった事例」



腐食疲労損傷事例の繰返し応力源別件数腐食疲労損傷事例の繰返し応力源別件数

機械的応力（慣性力機械的応力（慣性力//衝撃力を含む）衝撃力を含む）
 

(55%)(55%)

共振共振//振動応力振動応力
 

(28%)(28%)

熱応力の繰返し熱応力の繰返し
 

(18%)(18%)

（駒井，機械の研究，金属材料の環境強度設計，駒井，機械の研究，金属材料の環境強度設計，
機械の研究，養賢堂，機械の研究，養賢堂，1978.1978.））



図図
 

原子力発電所（日本）における部位別損傷原子力発電所（日本）における部位別損傷
 事例数とその推移事例数とその推移
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図図
 

原子力発電所（日本）における現象別損傷原子力発電所（日本）における現象別損傷
 事例数とその推移事例数とその推移
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失敗学学習の必要性失敗学学習の必要性

大きな代償を払う失敗，つまり大きな代償を払う失敗，つまり““痛い目痛い目””に会う経験は，に会う経験は，

誰にでもある．誰にでもある．

失敗した後の対処が肝心である．失敗した後の対処が肝心である．

自分が経験した過去の失敗だけでなく，他人の失敗自分が経験した過去の失敗だけでなく，他人の失敗
も含めて多くの事例からも含めて多くの事例から““痛い目痛い目””を実感として学びとを実感として学びと

り，知識として身につけることがたいせつである．り，知識として身につけることがたいせつである．（失（失
敗学の学習）敗学の学習）

一番いけないのは，過去に学ばず，同じ失敗を繰り一番いけないのは，過去に学ばず，同じ失敗を繰り
返す，あるいは，返す，あるいは，失敗を隠すこと失敗を隠すことである．である．



失敗学学習の必要性失敗学学習の必要性

幾ら学問，技術が進歩しても，それを取り扱う科学者，幾ら学問，技術が進歩しても，それを取り扱う科学者，
技術者が謙虚に技術者が謙虚に「過去に学ぶ」「過去に学ぶ」姿勢をとり，「失敗学」姿勢をとり，「失敗学」
を真剣に学習しない限り，大損失を被った事故経験がを真剣に学習しない限り，大損失を被った事故経験が
生かされることなく，今後も事故は続く．生かされることなく，今後も事故は続く．

も大切なのは，も大切なのは，組織のトップが失敗学の重要性を組織のトップが失敗学の重要性を
理解理解し，失敗に学ぶ組織を構築すること．し，失敗に学ぶ組織を構築すること．

部下の技術者が如何に失敗学の重要性を理解しても，部下の技術者が如何に失敗学の重要性を理解しても，
トップの理解がなければ実効はおぼつかない．トップの理解がなければ実効はおぼつかない．

「過去に目を閉ざす者は，結局のところ現在について「過去に目を閉ざす者は，結局のところ現在について
も盲目となる．」：ワイツゼッカー大統領の連邦議会演も盲目となる．」：ワイツゼッカー大統領の連邦議会演
説説(1985)(1985)



失敗しない，あるいは失敗を生かすには，失敗しない，あるいは失敗を生かすには，
 PDCAPDCAサイクルを常時稼働させることが肝要サイクルを常時稼働させることが肝要

計画（Ｐｌａｎ）計画（Ｐｌａｎ）

実施・運用（Ｄｏ）実施・運用（Ｄｏ）

点検・検証（Ｃｈｅｃｋ）点検・検証（Ｃｈｅｃｋ）

見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）



福井高専におけるＰＤＣＡサイクル福井高専におけるＰＤＣＡサイクル

企画室：Ｐｌａｎ企画室：Ｐｌａｎ

各種委員会：Ｄｏ各種委員会：Ｄｏ

自己点検評価委員会：Ｃｈｅｃｋ自己点検評価委員会：Ｃｈｅｃｋ

外部評価機関（評議員会，ＪＡＢＥＥ，大学評価・外部評価機関（評議員会，ＪＡＢＥＥ，大学評価・
学位授与機構，在校生・卒業生・企業）による外学位授与機構，在校生・卒業生・企業）による外
部評価部評価

教育システム評価委員会・自己点検評価委員会（Ａ教育システム評価委員会・自己点検評価委員会（Ａ
ｃｔｉｏｎ）ｃｔｉｏｎ）

企画室：Ｐｌａｎ企画室：Ｐｌａｎ



社会を発展させた三大事故社会を発展させた三大事故

タコマ橋の自励振動による崩壊事故タコマ橋の自励振動による崩壊事故

世界初のジェット旅客機コメット機の連続空中爆発世界初のジェット旅客機コメット機の連続空中爆発
事故事故

戦時標準船（リバティー船）の戦時標準船（リバティー船）のぜいぜい性破壊事故性破壊事故



タコマ橋の自励振動による崩壊事故タコマ橋の自励振動による崩壊事故

アメリカ，ワシントン州タコマに新たな長大吊り橋がアメリカ，ワシントン州タコマに新たな長大吊り橋が
完成，１９４０年．完成，１９４０年．

完成からわずか４ヶ月後秒速１９完成からわずか４ヶ月後秒速１９mmの横風によっての横風によって

崩壊崩壊



タコマ橋の自励振動による崩壊事故タコマ橋の自励振動による崩壊事故

当時未知であった横風による自励振動が原因．当時未知であった横風による自励振動が原因．

風が作り出す渦によって橋桁が動き，この動きが新風が作り出す渦によって橋桁が動き，この動きが新
たな振動を生んで共振が起こった．たな振動を生んで共振が起こった．

吊り橋の自励振動のメカニズムが解明され，その知吊り橋の自励振動のメカニズムが解明され，その知
識は現在の吊り橋技術に生かされて，識は現在の吊り橋技術に生かされて，明石海峡大明石海峡大
橋橋（秒速（秒速80m80mにも耐えられる）が実現した．にも耐えられる）が実現した．

一つの一つの失敗を直視し，これを飛躍の種とした好例失敗を直視し，これを飛躍の種とした好例．．



世界初のジェット旅客機コメット機の世界初のジェット旅客機コメット機の
 連続空中爆発事故連続空中爆発事故

１９５２年５月２日，世界初のジェット定期旅客便が１９５２年５月２日，世界初のジェット定期旅客便が
ロンドン～ヨハネスバーグ（南アフリカ）路線で運行ロンドン～ヨハネスバーグ（南アフリカ）路線で運行
を開始した．まさにを開始した．まさに歴史的瞬間歴史的瞬間．．

「コメット」で運航されたロンドン・東京間の「コメット」で運航されたロンドン・東京間の916916便の便の
時刻表時刻表(1953)(1953)によれば東京まで，によれば東京まで，99箇所も寄港，箇所も寄港，

ローマ，カイロ，バーレーン，カラチ，デリー，カルローマ，カイロ，バーレーン，カラチ，デリー，カル
カッタ（現・コルカタ）カッタ（現・コルカタ） ，ラングーン（現・ヤンゴン），ラングーン（現・ヤンゴン） ，，

バンコク，マニラバンコク，マニラ



世界初のジェット旅客機コメット機の世界初のジェット旅客機コメット機の
 連続空中爆発事故連続空中爆発事故

１年後の１９５３年５月３日，インドのカルカッタを離陸１年後の１９５３年５月３日，インドのカルカッタを離陸
したＢＯＡＣ機が墜落し，ジェット旅客機における 初したＢＯＡＣ機が墜落し，ジェット旅客機における 初
の死亡事故．の死亡事故．

１９５４年１月１０日，エルバ島上空約８７００ｍで空中１９５４年１月１０日，エルバ島上空約８７００ｍで空中
爆発し，機体は２つに分解し火の玉となって海上に墜爆発し，機体は２つに分解し火の玉となって海上に墜
落．落．

その３ヶ月後の４月８日，ナポリ南東ソトロンボリー島その３ヶ月後の４月８日，ナポリ南東ソトロンボリー島
沖海上に墜落．沖海上に墜落．



世界初のジェット旅客機コメット機の世界初のジェット旅客機コメット機の
 連続空中爆発事故連続空中爆発事故

「イングランド銀行の金庫がカラになってもいい．事「イングランド銀行の金庫がカラになってもいい．事
故原因の調査を徹底的に行え．」という当時の故原因の調査を徹底的に行え．」という当時の
チャーチル首相の命令で，イギリスの総力を挙げてチャーチル首相の命令で，イギリスの総力を挙げて
の事故調査が開始された．の事故調査が開始された．

英国王立航空研究所による実機を大型水槽に漬け英国王立航空研究所による実機を大型水槽に漬け
ての加圧を繰り返す疲労試験が行われた結果，１８ての加圧を繰り返す疲労試験が行われた結果，１８
３０回目の加圧時に３０回目の加圧時に金属疲労によって実験機の窓金属疲労によって実験機の窓
枠が疲労破断枠が疲労破断した．した．



世界初のジェット旅客機コメット機の世界初のジェット旅客機コメット機の
 連続空中爆発事故連続空中爆発事故

製造メーカーであるデハビランド社では，地上と高空製造メーカーであるデハビランド社では，地上と高空
における圧力差を考慮した疲労試験を行っていたが，における圧力差を考慮した疲労試験を行っていたが，
途中に耐圧試験をはさんでいたために窓枠コーナー途中に耐圧試験をはさんでいたために窓枠コーナー
からの疲労き裂進展が抑制されていた．この現象がからの疲労き裂進展が抑制されていた．この現象が
学問的に解明されたのは，１９７１年の疲労き裂閉口学問的に解明されたのは，１９７１年の疲労き裂閉口
理論理論((ElberElber))によってである．によってである．

使用時と異なる状態で疲労試験を行ったことが，寿使用時と異なる状態で疲労試験を行ったことが，寿
命計算を誤った原因．命計算を誤った原因．

金属疲労をいち早く知識化して航空機開発を行った金属疲労をいち早く知識化して航空機開発を行った
アメリカのボーイング社が航空業界を席巻した．アメリカのボーイング社が航空業界を席巻した．

失敗から飛躍的進歩を遂げた好例．失敗から飛躍的進歩を遂げた好例．



油断をすれば同じような事故が生じる油断をすれば同じような事故が生じる

日本航空日本航空123123便の御巣鷹山墜落事故（便の御巣鷹山墜落事故（19851985年年88月月
1212日午後日午後66時時1212分）：圧力隔壁のリベット穴からの疲分）：圧力隔壁のリベット穴からの疲

労き裂が連結労き裂が連結

アロハ航空アロハ航空243243便便のコンバーチブル疲労破壊（のコンバーチブル疲労破壊（19881988
年年44月月2828日現地時間午後日現地時間午後11時時5555分）：リベット穴から分）：リベット穴から

の疲労き裂が連結の疲労き裂が連結



戦時標準船（リバティー船）の脆性破壊事故戦時標準船（リバティー船）の脆性破壊事故

第二次世界大戦中アメリカは，大量の溶接構造の第二次世界大戦中アメリカは，大量の溶接構造の
輸送船を製造（その数４７００隻）．輸送船を製造（その数４７００隻）．

就航間もない１９４２年から真二つに破壊，寒冷期，就航間もない１９４２年から真二つに破壊，寒冷期，
北洋で起こった．北洋で起こった．



戦時標準船（リバティー船）の脆性破壊事故戦時標準船（リバティー船）の脆性破壊事故

溶接欠陥を起点とした低温溶接欠陥を起点とした低温ぜいぜい性破壊．性破壊．

それまでのリベット継ぎ手船では，き裂はリベット穴それまでのリベット継ぎ手船では，き裂はリベット穴
で阻止．で阻止．

ぜいぜい性破壊は当時未知であり，多くの研究が進めら性破壊は当時未知であり，多くの研究が進めら
れ，溶接技術が大きく進歩して，溶接構造物が普及れ，溶接技術が大きく進歩して，溶接構造物が普及
した．した．

現在の機器・構造物の安全を支えている現在の機器・構造物の安全を支えている破壊力学破壊力学
が，この事故を契機に生まれて，体系化された．が，この事故を契機に生まれて，体系化された．

溶接知識が不十分だから溶接船はやめる方向に向溶接知識が不十分だから溶接船はやめる方向に向
かわず，かわず，失敗を正面から受け止めて対処した好例．失敗を正面から受け止めて対処した好例．



高速鉄道は 新の注意が必要高速鉄道は 新の注意が必要

ドイツ高速鉄道ドイツ高速鉄道ICEICE 884 (884 (ミュンヘンミュンヘン –– ハンブルグハンブルグ) ) 
の脱線転覆事故：の脱線転覆事故：19981998年年66月月33日日

200200 km/hkm/hで走行中で走行中CelleCelle近郊の近郊のEschedeEschedeにて脱線にて脱線
し，跨線橋橋脚に激突して，死者し，跨線橋橋脚に激突して，死者1010１名，負傷者１０１名，負傷者１０
５名を出した．５名を出した．

初期の初期のICEICE--11は一体車輪を使用していたが，１９９２は一体車輪を使用していたが，１９９２
年から乗り心地の改善を目的にゴム弾性車輪を採年から乗り心地の改善を目的にゴム弾性車輪を採
用した．用した．

日本の新幹線でも採用可能性が検討されたが，騒日本の新幹線でも採用可能性が検討されたが，騒
音低減効果がそれほど無いことから，見送られた．音低減効果がそれほど無いことから，見送られた．

事故原因は，先頭客車のゴム弾性車輪の疲労破壊事故原因は，先頭客車のゴム弾性車輪の疲労破壊

対策：一体車輪の採用対策：一体車輪の採用





ICEICE--11客車用台車構造（空気バネは使用されてい客車用台車構造（空気バネは使用されてい

ない．）ない．）
第２両車両の台車（ゴム弾性車輪は脱線の衝撃第２両車両の台車（ゴム弾性車輪は脱線の衝撃

によりタイヤが輪心から外れていた．）によりタイヤが輪心から外れていた．）

事故を起こした台車事故を起こした台車



破断面はタイヤ内面からき裂が進展していた．破断面はタイヤ内面からき裂が進展していた．

貝殻模様を呈しており，典型的な金属疲労であった．貝殻模様を呈しており，典型的な金属疲労であった．

車輪タイヤの破壊（高速回転しているため，遠心力車輪タイヤの破壊（高速回転しているため，遠心力
によって変形し，一端が客車の床を突き抜いた．によって変形し，一端が客車の床を突き抜いた．

ゴム弾性車輪のタイア破面



ドイツ検察による脱線事故の訴因ドイツ検察による脱線事故の訴因

ゴム弾性車輪の導入に当たって，事故当時の技術ゴム弾性車輪の導入に当たって，事故当時の技術
水準（Ｓｔａｔｅ水準（Ｓｔａｔｅ ｏｆｏｆ the Art)the Art)に従って十分な強度解析をに従って十分な強度解析を

行わなかった．行わなかった．

車輪タイヤとゴムの接触によってタイヤの疲労強度車輪タイヤとゴムの接触によってタイヤの疲労強度
が低下するのを無視した．が低下するのを無視した．

車輪タイヤ内面の定期的なき裂の検査と保守を行車輪タイヤ内面の定期的なき裂の検査と保守を行
わなかった．わなかった．

以上はドイツ刑法による刑罰に値する過失を構成す以上はドイツ刑法による刑罰に値する過失を構成す
る．る．



事故原因と判決事故原因と判決

事故を起こした車両は，その当時の 新の学術知事故を起こした車両は，その当時の 新の学術知
識識(State of the Art)(State of the Art)を踏まえて設計・製作されていを踏まえて設計・製作されてい

た．た．

普通には想定できない疲労強度のばらつきにより，普通には想定できない疲労強度のばらつきにより，
極めて低い破壊確率下で，事故車輪は疲労破壊を極めて低い破壊確率下で，事故車輪は疲労破壊を
起こした．起こした．

関わった技術者と管理者は無罪判決が降りた．関わった技術者と管理者は無罪判決が降りた．

その後ドイツ鉄道は，その後ドイツ鉄道は，ICE1ICE1を発展させ，を発展させ，ICE2ICE2を経てを経て
現在は現在はICE3ICE3を運行し，無事故を維持している．を運行し，無事故を維持している．



ここで質問：ここで質問：
 みなさんは今の話を聞いて次のどれを選択されますか？みなさんは今の話を聞いて次のどれを選択されますか？

１）１）いったん事故を起こすとこのような悲惨なことにないったん事故を起こすとこのような悲惨なことにな
 るので，高速鉄道は運転中止にすべきである．るので，高速鉄道は運転中止にすべきである．

２）２）ゴム弾性車輪のような新しい試みは採用せずに，ゴム弾性車輪のような新しい試みは採用せずに，
 例え 新の学術知識例え 新の学術知識(State of the Art)(State of the Art)をわきまえてをわきまえて

 設計・製作されていたとしても，従来のよく分かった設計・製作されていたとしても，従来のよく分かった
 一体車輪を使うべきであった（封印技術と言われ一体車輪を使うべきであった（封印技術と言われ

 る）る）
 

．．

３）３） 新の学術知識新の学術知識(State of the Art)(State of the Art)をわきまえて設をわきまえて設
 計・製作された機械の，通常考えられない低い確率計・製作された機械の，通常考えられない低い確率
 の破壊は，科学技術の恩恵を享受する以上許容すの破壊は，科学技術の恩恵を享受する以上許容す
 べきである．べきである．



鉄道で失敗経験を生かしたケース鉄道で失敗経験を生かしたケース

JRJR東日本上越新幹線の脱線事故（東日本上越新幹線の脱線事故（20042004年年1010月）：月）：
200km/200km/hhで走行中長岡市内で脱線したが，けが人で走行中長岡市内で脱線したが，けが人

なし．なし．

阪神大震災の教訓：高架橋の耐震補強が済んでい阪神大震災の教訓：高架橋の耐震補強が済んでい
た．対震列車防護装置が有効に働いた．た．対震列車防護装置が有効に働いた．

20032003年年77月の宮城地震での橋脚損傷を経験し，追月の宮城地震での橋脚損傷を経験し，追

加の耐震補強加の耐震補強

失敗学の好例．失敗学の好例．



JRJR福知山線における脱線転覆福知山線における脱線転覆(2005(2005年年55月月))：乗客：乗客
107107名死亡名死亡

19911991年年55月に起きた信楽高原列車事故：死者月に起きた信楽高原列車事故：死者4242名名

20032003年初めて年初めてJRJR西日本は遺族に謝罪し賠償責任を西日本は遺族に謝罪し賠償責任を
認めた．認めた．

JRJR羽越線にて突風による脱線転覆羽越線にて突風による脱線転覆(2005(2005年年1212月月))：：
乗客４名死亡，重軽傷者３２名乗客４名死亡，重軽傷者３２名

未だかって経験したことがない局地的な突風が転覆未だかって経験したことがない局地的な突風が転覆
事故をもたらした可能性があり，ドイツ高速鉄道の脱事故をもたらした可能性があり，ドイツ高速鉄道の脱
線転覆事故と類似の第３のケース線転覆事故と類似の第３のケース

鉄道で失敗経験を全く生かさなかったケース鉄道で失敗経験を全く生かさなかったケース

鉄道事故における第３鉄道事故における第３のケースのケース



照明灯落下事故例照明灯落下事故例

事故発生：平成１２年３月事故発生：平成１２年３月

国道１号線５条高架橋国道１号線５条高架橋

昭和昭和4040年代に設置後検査せず．年代に設置後検査せず．



落下照明灯外観落下照明灯外観



破壊起点破壊起点

疲労き裂の進展痕跡疲労き裂の進展痕跡



き裂発生部き裂発生部

腐食ピットから疲労き裂が発生腐食ピットから疲労き裂が発生



破面破面



照明灯具の応力（ひずみ）頻度分布照明灯具の応力（ひずみ）頻度分布

橋桁は鋼板桁，橋桁は鋼板桁，PCPC桁，鋼箱桁の桁，鋼箱桁の33種類があるが，鋼板桁部が種類があるが，鋼板桁部が

も応力が高かった．も応力が高かった．

応力頻度分布を，ピークバレー法，レインフロー法にて整理．応力頻度分布を，ピークバレー法，レインフロー法にて整理．



図図
 

高力高力AlZnMgAlZnMg合金の合金の11％％NaClNaCl--O2O2飽和水溶飽和水溶
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照明灯落下原因と対策照明灯落下原因と対策

排気ガス成分が灯具と支柱との隙間や，き裂内に露点凝縮し，排気ガス成分が灯具と支柱との隙間や，き裂内に露点凝縮し，
雨水と相まって過酷な腐食性環境となった．雨水と相まって過酷な腐食性環境となった．

破面写真で破面写真で見られる平坦な粒内破壊は繰返し疲労荷重により見られる平坦な粒内破壊は繰返し疲労荷重により
生じる場合が多い生じる場合が多い．．

過酷な腐食性環境中で，灯具と支柱の締付け部で発生した腐食過酷な腐食性環境中で，灯具と支柱の締付け部で発生した腐食
疲労（一部応力腐食割れ）き裂が進展し，長期間経過後灯具の疲労（一部応力腐食割れ）き裂が進展し，長期間経過後灯具の
破壊をもたらした．破壊をもたらした．

対策：既設照明灯（トップヘビー）の対策：既設照明灯（トップヘビー）の全数取り替え全数取り替えとと振動しにくい振動しにくい
照明柱構造照明柱構造の採用の採用

長期間使用したことによる損傷であるが，その長期間使用したことによる損傷であるが，その認識はなかった認識はなかった．．



リーダーにより失敗は３倍違うリーダーにより失敗は３倍違う

経験則：企業のトップが安全管理に意識して取り組経験則：企業のトップが安全管理に意識して取り組
んでいるか否かで，罹災率は３倍違う．んでいるか否かで，罹災率は３倍違う．

偽ベテラン達が起こした不祥事偽ベテラン達が起こした不祥事

集団中毒事件を発生させた当時の雪印乳業集団中毒事件を発生させた当時の雪印乳業

リコール隠しの三菱自動車リコール隠しの三菱自動車

組織の命運を握るトップには，絶対に大失敗を起こ組織の命運を握るトップには，絶対に大失敗を起こ
させてはならないという大きな責任がある．させてはならないという大きな責任がある．

畑村洋太郎著「失敗学のすすめ」畑村洋太郎著「失敗学のすすめ」



我々が心がけるべきこと我々が心がけるべきこと

（１）「失敗を生かす社会学」（三菱総研）の理解（１）「失敗を生かす社会学」（三菱総研）の理解

日本社会はくさいものにはふた式に成功例のみを日本社会はくさいものにはふた式に成功例のみを
取り上げ，失敗例はない，あるいは，隠してきた．取り上げ，失敗例はない，あるいは，隠してきた．

日本文化は隠す文化であり，ことは簡単ではない．日本文化は隠す文化であり，ことは簡単ではない．

フロントランナーたらんとすれば失敗は避けて通れフロントランナーたらんとすれば失敗は避けて通れ
ない．ない．

全力投球した後の結果としての失敗を評価し，新規全力投球した後の結果としての失敗を評価し，新規
のチャレンジを奨励する姿勢．のチャレンジを奨励する姿勢．

減点主義は論外．減点主義は論外．



（２）ＰＤＣＡサイクルの確立と常時運用（２）ＰＤＣＡサイクルの確立と常時運用

制度・組織は作ったその日から疲弊しはじめる．制度・組織は作ったその日から疲弊しはじめる．

構成員の協力を得て，休むことなく回転させる義務構成員の協力を得て，休むことなく回転させる義務
を有する．を有する．

失敗対策はトップダウンでやる仕事（畑村洋太郎）失敗対策はトップダウンでやる仕事（畑村洋太郎）

我々が心がけるべきこと我々が心がけるべきこと



0% 20% 40% 60% 80% 100%

力を入れていない

あまり力を入れていない

どちらとも言えない

どちらかと言えば力を入れている

人材養成にかなり力を入れている

売上高（3年前を100として）125以上

100-125

75-100

75未満

（３）人材育成体制の確立（３）人材育成体制の確立
すべてはヒトに始まる：能力・知識から利潤を得るすべてはヒトに始まる：能力・知識から利潤を得る
時代になった（日経時代になった（日経2005.8.29 2005.8.29 岩井克人）．岩井克人）．

製造業における人材育成と売上高の変化：厚生労働省「ものづくりにおける技能の継承と求められる：厚生労働省「ものづくりにおける技能の継承と求められる

 
能力に関する調査能力に関する調査(2004)(2004)」」

我々が心がけるべきこと我々が心がけるべきこと
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本政策投資銀行本政策投資銀行(2004)(2004)

人材育成体制が会社の死命を制する人材育成体制が会社の死命を制する



失敗に伴う代償失敗に伴う代償

日本ハム食肉偽装事件の事例：三菱総研日本ハム食肉偽装事件の事例：三菱総研

失敗利益額失敗利益額==安価な輸入牛肉の原価と，高価な政安価な輸入牛肉の原価と，高価な政
府の国内産牛肉買上げ額との差額府の国内産牛肉買上げ額との差額=kg=kg当たり約当たり約
600600円円××偽装食肉量（偽装食肉量（4.34.3トン）トン）

==約約260260万円万円

失敗損失額失敗損失額 ==株価総額の 大減少分株価総額の 大減少分=1600=1600億円億円



図５図５
 

失敗利益額と失敗損失額の算出結果失敗利益額と失敗損失額の算出結果
 出典：出典：寺邊正大，薮田尚宏，大橋毅夫，江崎郁子，中尾政之，失敗の利益と損失，東京，日本寺邊正大，薮田尚宏，大橋毅夫，江崎郁子，中尾政之，失敗の利益と損失，東京，日本

 機械学会誌，機械学会誌，Vol.106, No.1020, p.887(2003).Vol.106, No.1020, p.887(2003).

同じ組織が同じ組織が22度事故を起こした事例（京福電鉄事故）失敗を繰り度事故を起こした事例（京福電鉄事故）失敗を繰り

 返すことに対して，社会の目は厳しい返すことに対して，社会の目は厳しい

鉄道や電力のような公共鉄道や電力のような公共

 サービ事業に関する失敗サービ事業に関する失敗

 事例（金額が大きく，社会事例（金額が大きく，社会

 への影響が大きい．）への影響が大きい．）

失敗は隠したほうが得と失敗は隠したほうが得と

 いうタイプの失敗いうタイプの失敗

不正行為や利益供与不正行為や利益供与

 のような不祥事に関のような不祥事に関

 わる失敗事例＝失敗わる失敗事例＝失敗

 利益額に対して失敗利益額に対して失敗

 損失額が非常に大き損失額が非常に大き

 いこといこと

リコール隠しなどの失敗事例リコール隠しなどの失敗事例



失敗の代償を少なくするために失敗の代償を少なくするために

正直に実情を話して，謝るしかない．実績ですめばハッピー．正直に実情を話して，謝るしかない．実績ですめばハッピー．

組織のトップは，組織のトップは，社会に尽くすという使命感社会に尽くすという使命感を持つことが不可を持つことが不可
欠欠

企業の社会的責任（企業の社会的責任（Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility；；
CSRCSR）が注目されている．）が注目されている．社会に対して負の影響を与えない社会に対して負の影響を与えない

ことは，企業の重要，かつ 低限の責任ことは，企業の重要，かつ 低限の責任のひとつである．のひとつである．

エンジニアはクレーム処理の影響が社会へと広がっていき，エンジニアはクレーム処理の影響が社会へと広がっていき，
その代償が予期せぬほど大きくなることをその代償が予期せぬほど大きくなることを自覚自覚しなければなしなければな
らない（らない（技術者倫理）技術者倫理）．．

その上に，法制度の整備や，組織が社会的責任を重視し，その上に，法制度の整備や，組織が社会的責任を重視し，
社会技術的に仕組みを充実社会技術的に仕組みを充実させることが重要．させることが重要．



これからは？これからは？

「失敗を生かす社会学」（三菱総研）への「失敗を生かす社会学」（三菱総研）への指導層の理指導層の理
解解とそれを学習するとそれを学習する体制の確立体制の確立が望まれる．が望まれる．

全力投球した後の結果としての全力投球した後の結果としての失敗を評価する姿勢失敗を評価する姿勢

新規のチャレンジ新規のチャレンジを如何に奨励するか．を如何に奨励するか．

これからもこれからも失敗による事故はなくならない失敗による事故はなくならない：近代科学：近代科学
の利便性を享受するにはそれと同時にリスクも覚悟の利便性を享受するにはそれと同時にリスクも覚悟
しなければならない．しなければならない．

ものづくりの過程と組織にものづくりの過程と組織にＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルを導入し，を導入し，
常時このサイクルを回転させる．常時このサイクルを回転させる．
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