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います。
リーズンというイギリスの心理学者は、

いつもの朝の光景…

このヒューマンエラーを、スリップ
（行為の途
中で、意識しないままに脇道にそれるタイプ）、

“ 私 ” は、本当に悩ましいほど、多くの間違い
を日常的に犯しています。目覚まし音で起こさ

ラプス
（いわゆる “ ど忘れ ” で、記憶不全のタイ

れ携帯のアラームを止めるつもりで音楽プレー

プ）
、ミステイク
（よく考えたつもりなのに不適

ヤーを引っぱたく、ボーっとしながらリビング

切なゴールを選択するタイプ）
に分けています。

に行く途中でストーブにつまずく、エアコンを

これらに、違反
（規則から逸脱するタイプ）
を加

つけるつもりでテレビのリモコンをいじる、お

えて人間の不安全行動として説明しています。
ヒューマンエラーというと、とかく人間の行

湯を沸かそうとすると思わぬコンロに火がつく、
身支度が終わり車を出庫させようとしてガス欠

為が誤っていた、それが原因で大変なことになっ

に気づく、電車での出勤に切り替えたが、駅の

た、といわれそうです。しかし、これは果たし

券売機のタッチ画面がうまく働かず、電車に乗

て本当でしょうか。

さ さい

人はいつも集中してすべてに気を配って行動

り遅れる……。一つ一つは些細なことで、朝の
さまざまなトラブルも昼頃にはすっかり忘れ、

する生き物ではありません。私たちは、多種多

また同じ朝がやってきます……。

様で膨大な情報を瞬時に受け入れ、これを処理
して、問題解決や意思決定を行い、行動へと移

ここでは、日常的に発生するさまざまな “ 間

します。こういった人間

違い ” について考えてみることにします。

の情報処理には常に限界
があります。この限界を

人間は間違う生き物

超えたときにエラーと呼
ばれる現象が発生すると

“To err is human” という言葉があります。人

考えられています。

は誰もが間違いを犯す、
といった意味でしょう。

では、図１を見てくだ

間違いこそが人間の本性ともいえそうです。

さい。次にひっくり返し

人の間違いは、ヒューマンエラーと呼ばれて
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図１ 「サッチャー錯視」を利
用した女性の顔写真
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て見てください。

題はありませんが、これが合わないとエラーが

エッと思われたことでしょう。これは
「サッ

起こると考えるモデルです。

チャー錯視」
といって、目と口を上下反転させた

ヒューマンファクターではこの境界が重要だ

写真です。各要素は同一でも全体像は大きく異

と考えられています。これは
「インターフェー

なる印象を与えます。それでは、ひっくり返っ

ス」と呼ばれ、日本語では境界面とか接合面と

た像をイメージできなかったことは、間違いで

訳されることもあります。
「フェース」
は
「面」と

しょうか。単に、人間の特性をエラーとして片

して理解できるのですが、さて、
「インター」と

付けるのではなく、この特性と私たちの周りと

は何でしょう。

の関係で考えてみようという分野が “ヒューマン

インターフォン、
インターチェンジ、
インター

ファクター ” という分野です。

ナショナル、インターネット…、インターの付
く単語は数多くあります。あれこれ考えていた
のですが、あることに思い当たりました。それ

ヒューマンファクターとは

は日本語の “ 間 ” ということです。

出発地から目的地まで、車で移動することを
例にして考えてみます。

間にある正体

無事に目的地に着くためにはさまざまな要因
がかかわっています。例えば、車がちゃんと動い

日本語には “ 間 ” が付く単語がたくさんありま

た、道路が整備されていた、地図が正しく記され

す。
「場」
に関する言葉として、空間・居間・広

ていた、暴風雨でなかった、交通規則をしっかり

間・土間・中間・隙間など、
「時」
に関する言葉

守った、運転技術に問題がなかった、などです。

として、時間・合間・瞬間・期間・昼間・夜間

このように目的を達するためには、機械的側面

など、また、
「人」に関する言葉として、人間・

や環境的側面のみならず人的側面もすべてが順

仲間・世間・民間・手間・股間などがあります。

調であった場合に目的を達することができます。

空間、時間、人間など非常に重要な言葉に “ 間 ”

この全体のシステムの中で、人が果たす要因を

が付いています。
「人」
でも
「時」
でも通じそうな

“ ヒューマンファクター ” と呼んでいます。

ものですが、そこに、あえて “ 間 ” という言葉が

図２は、オランダのホーキンスが提唱した

入っているのです。つまり、目には見えないも

ヒューマンファクターに関する SHEL モデル

のの不可欠な概念がそこに潜んでいるように思

（1975）です。図中の L はライブウェア
（人間）を

われます。その意味で
「間抜け」
とか
「間が悪い」

表し、これを中心として、その周りに S（ソフト

というように
「間」
の大切さを表す言葉があるの

ウェア：取扱説明書など）、H（ハードウェア：

でしょう。私なりに考えると、
「インター」とは

図２ ホーキンスが提唱した SHEL モデル

機器・設備）
、E

「間」のことを意味しているのかも知れません。

（エンバイロメン

ですから、インターフェースは見えないけれど

ト：環境）
、別の

も、事物の間にある大切な面と言えそうです。

L
（ 他者）が付置

こういった意味で、ヒューマンエラーは
「誤

さ れ て い ます。

り」
ではなく
「間違い」
であると考えています。あ

そして、枠の輪

る状況下では
「間に合っていた」
のに、状況変化

郭の波状の線が

に対応できずに、
「間違い」
が起こるのです。人

ポイントで、ピ

が誤ったのではなく、周囲の事物との関係性が

タッと合えば問

崩れたときにヒューマンエラーが発生するのだ
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と思います。ですから、ヒューマンエラーはイ

う音、いったんボタンがへこんで戻ってくる感

ンターフェースの問題なのです。

触などで、機器を操作した感覚を抱きます。こ
れまで、人間と機器との関係は、視覚だけでは
なく聴覚や触覚なども用いて構築されてきまし

ヒューマンエラーこそが
学習の基礎

た。それにもかかわらず、単独の知覚のみを頼
りにする機器がもたらす人間への負荷がこう

人が何かを操作しようと思うときには、事前

いった事態を招いているように思います。

に操作プログラムが頭の中に思い描かれます。

このように私たちを取り巻く環境は、人間の

このプログラムが実操作との間でズレが起こっ

特性と必ずしもマッチしていません。インター

たときに、「あっ」
という事態が引き起こされま

フェースは、まだまだ人間特性に適合している

す。これについて、ノーマンというアメリカの

とは言い難いのが現状です。

心理学者は、人間が機械を操作するのだから、

自らが犯す数々の日常的なヒューマンエラー
いきどお

機械を設計する側が人間の特性をよく理解すべ

には、その都度、苛立ちや憤りを覚えます。自

きであると強く主張しています。

分は悪くない、間違えさせられたんだ、とイン

冒頭の例ですと、テーブル上に並んだリモコ

ターフェースの不備に毒づきたくもなります。

ンはどれもよく似た形状であり、
「この突起を

しかし、私たち人間の進歩は、試行錯誤の上

押せば機器が動く」といった情報を電源ボタン

に成り立ってきたはずです。間違いが、二度と

は発信しています。この情報にしたがって人は

こんな羽目にならないようにと学習を促し、人

操作します（動いたのはエアコンではなくテレ

を成長させてきたと考えられます。

ビですが……）。機器からの情報に基づいて、

ですから、自らのヒューマンエラーをまずは

こんな風に使えると受け取ることは
「知覚され

素直に認めることから始め、その原因となった

たアフォーダンス＊」
と呼ばれています。

インターフェースに着目すべきだと思います。

また、“ 私 ” はこのスイッチを押すとこのコン

環境との、機器との、マニュアルとの、他者と

ロが点火すると思って押したのです。これは、ス

のインターフェースはどうであったのかと問い

イッチとコンロの位置関係が、人間が感じる対

かけてみることが大事でしょう。
機器や取扱説明書とのインターフェースに問

応関係と機器側のそれと整合していないのです。
そして、駅の券売機にも悩まされます。最近

題があれば、メーカー等の
「お客様問い合わせ窓

では銀行での ATM、スマホやタブレットなど画

口」
等に相談してもよいでしょう。最近は、ウェ

面上で操作する機器があふれ返っています。う

ブ上で行えるようになっていますので、以前よ

まく操作ができないと、画面を強く押してしま

りは気軽に相談できるようになったと思います。

うこともよくやる動作です。これは指の位置な

最後に、自戒を込めて。“ 私 ” のようなボーっ

どをセンサーが感知できないからですが、ここ

とした人間がいることを考慮し、居住環境イン

にも重要なポイントがあります。機器側から

ターフェースは自ら整えねばなりません。つま

「今、このボタンが押されました」
といった操作

ずかないように季節外れのストーブは片付けて

に対する機器からのフィードバックがありませ

おこう、すぐに出かけられるように車にガソリ

ん。私たちは、ボタンを押したら
「カチッ」
とい

ンを補充しておこう、とつい面倒くさがる自分
を振り返っているところです。

＊

 ffordance：生態心理学者ギブソンの造語であり、
a
「物」から提
供される
「価値」や「意味」に基づき、生体がその
「物」に対してどん
な行為が可能かを決定することを意味する。
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