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鉄道の運転士を対象にした心理検査の評価と活用に関する研究
研究の要旨
鉄道における運転適性検査制度は，1949 年に事故の多発を受けて導入され，その後，ほ
とんど変更されることなく現在に至っている。受検する検査は，運転士登用時には国土交
通省指定の作業性検査（内田クレペリン検査），機敏性検査（反応速度検査）と各鉄道事業
者により選定された検査が実施される（JR 東日本の場合には，識別性検査，注意配分検
査）
。また，運転士登用後は，省の指定により 3 年に 1 回以上，内田クレペリン検査が実
施されている（なお，本研究では安全実績のきわめて高い新幹線は除き，在来線の運転士
を対象にしている）
。一方，制度導入後は，運転作業の質的変化（蒸気機関車から電車主体
に）や信号保安装置の導入・発達，要注意エラーの変化（リスクの高いエラーが平常時か
ら異常時に変化）など，運転士のおかれている環境は大きく変化している。また，運転適
性検査は選抜を目的に実施されているため，合格者に対する安全指導への活用等は十分に
は行われておらず，その結果の活用には改善の余地がある。
したがって，本論文では「鉄道運転士を対象にした心理検査の評価と活用」として，以
下の 4 つの研究を実施した。
(1) 1949 年の導入以来，ほぼ内容的な変更なく実施されてきた運転適性検査体系につい
て，大きく運転環境が変化した今日でも検査に妥当性（予測力）があるかどうかを，検査
体系の中心になっている内田クレペリン検査を対象に評価する。
(2) 運転環境の変化に伴い相対的なリスクが増している異常時のヒューマンエラーの未
然防止を図るため，異常時パフォーマンスを予測できる新たな適性検査（多重選択反応検
査）を開発する。
(3) 運転適性検査は，適性のある人を選抜するために実施され，合格者の安全指導等に
は十分に活用されてこなかったため，検査結果と事故・エラーとの関連に基づき，本人の
特徴や注意すべきエラーをコメントとして提供する仕組みを提案する。
(4) 運転適性検査の枠を超えて心理検査を個人の特性に応じた安全指導に用いるため，
他産業や海外鉄道の調査等を通して，安全指導に活用できる心理特性を抽出，整理する。
以下，上記の結果等についてまとめる。
まず，(1)の内田クレペリン検査の予測力評価については，6018 人の鉄道運転士につい
て検査データと事故データとの関連の分析を行った結果，現職経験年数 3 年未満の運転士
について予測力が示唆される一方，それ以外の運転士に対しては予測力が認められなかっ
た。その原因としては，経験の浅い運転士に関しては，経験の浅さにより，内田クレペリ
ン検査の測定特性であり当該運転士の弱点となる注意の配分力・持続力の低さが運転業務
の質に直接影響しエラーにつながると推定された。
一方，
経験を積んだ運転士については，
運転経験の蓄積を通して自身の特徴や弱点が意識され，それをカバーするためのノンテク

ニカルスキル等が獲得され弱点が補完され，その結果として，検査の予測力が低下するこ
とが一つの仮説として考えられた。
次に上記の(2)については，現行の運転適性検査の中で異常時エラーに一定の予測力が認
められた機敏性検査をベースにそれに替わる検査を開発した。異常時には複数の課題を同
時並行的に処理することが多いため，機敏性検査が 1 系列の選択反応であるのに対し，新
検査（多重選択反応検査と命名）は 3 系列の選択反応（色，形，音の 3 系列のそれぞれに
3 刺激を用意）を組み合わせることにし，被検者にはランダムに提示される 9 種の刺激に
対して対応するキーをできるだけ速く正確に押してもらう検査とした。また異常時の時間
的切迫感を高めるため，反応の遅延に対するフィードバックも提示するようにした。開発
した多重選択反応検査の基準関連妥当性を評価するため，184 人の運転士を対象に，異常
時シミュレータ訓練の講師，職場の上司，および運転士本人の評価による「当該運転士の
素質面からみた異常時の強さ」と「開発した検査の成績」との相関を求め，異常時パフォ
ーマンスの予測力を確認した。次に，鉄道の運転関係従事員 704 人に検査を実施し，検査
の主要指標の基本統計，検査指標間の相関等をもとめ，上記の異常時パフォーマンスの予
測力も踏まえて，検査としての有力指標（作業の速さの指標として総反応数，作業の正確
さの指標として誤答数または正答率）を選定した。
次の現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究（上記の(3)に該当）では，運転
適性検査の合格者およびその管理者に対して，検査成績に基づく指導上のコメントを提供
する仕組みを提案した。研究手順は以下のとおりである。(1)実施されている 4 検査の検査
指標（内田クレペリン検査については 10 の非定型特徴に関する指標を含む）と発生した
エラー・事故との関連を分析し，検査成績が低い場合に発生しやすいエラー・事故を明確
にする。(2)検査指標に基づく「本人の作業上の特徴」に関する説明，エラー・事故指標に
基づく「起こりやすいエラー」に関する説明，これらに基づく「事故防止上のアドバイス」
の 3 点で構成される指導コメントを作成する。(3)本人の検査成績から本人にとって最も役
立つコメントを抽出するためのアルゴリズムを決定する。指導コメントおよびコメント抽
出のアルゴリズムの妥当性検証のため，13 現場 363 人の運転士の検査結果に基づき本人
に提供される指導コメントを作成した上で，本人が所属する職場の管理者に評価してもら
ったところ，
「本人の作業上の特徴」
「起こりやすいエラー」
「事故防止上のアドバイス」と
もに妥当性が確認された。
4 番目に，運転士の特性に応じた安全指導を的確に行うために測定しておくべき心理特
性について，運転適性検査の枠を超えて調査検討した。具体的には，心理検査の安全指導
への活用が進んでいる自動車分野の調査を行い，検査バッテリの構成を分析するとともに，
ヨーロッパの鉄道事業において検査で測定されているあるいは測定が必要とされている心
理特性を調査し，日本の運転適性検査で測定されていない特性を調査した。また，運転士
の作業分析と事故分析を行い，現在の運転士の作業の特徴や事故・エラーの発生要因を分
析し，安全指導に活用できる心理特性を考察した。以上の調査分析から運転士の安全指導

に有用な特性とされたのは，能力として，(1)知能，認知能力，(2)サイコモータ特性，作業
ぶり，(3)危険感受性，(4)ノンテクニカルスキル（NTS）
，(5)発生しやすいエラー，異常時
パフォーマンスであり，性格・態度に関しては，(1)作業ぶり，性格・安全態度であった（作
業ぶりはその内容から双方に記載）
。以上の中で，現行の運転適性検査で測定されていない
のは，危険感受性，ノンテクニカルスキル，発生しやすいエラー，異常時パフォーマンス，
性格・安全態度であった。
最後に，これまでの研究を要約した上で，今後の課題および展望について，(1)運転適性
検査体系の継続的評価と見直し，新検査の開発と，(2)心理検査の安全指導への活用に分け
て整理した。前者については，検査体系の透明性を高めていくため，現行検査の予測力や
測定特性の一層の明確化を図っていくとともに，今後もシステム化等により運転環境の変
化は続くため，検査体系の妥当性を継続的に評価し，必要により体系を見直していくこと
が重要とされた。後者については，運転適性検査を含め安全指導に活用できる心理特性を
整理した上で，指導に活用する知見のレベルアップを図るとともに，個人の特性に応じた
安全指導の方法論の研究が重要とされた。
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第１章

鉄道における運転適性検査制度の概要およびその歴史

１．１ 現行の運転適性検査制度
本論文は，
「鉄道運転士を対象にした心理検査の評価と活用」に関して，以下の 4 つの
研究を柱に構成されている。
(1) 1949 年の導入以来，ほぼ内容的な変更なく実施されてきた運転適性検査体系につい
て，大きく運転環境が変化した今日でも検査に妥当性（予測力）があるかどうかを，検査
体系の中心になっている内田クレペリン検査を対象に評価する。
(2) 運転環境の変化に伴い相対的なリスクが増している異常時のヒューマンエラー（以
下，単にエラーという場合，ヒューマンエラーを意味する）の未然防止を図るため，異常
時パフォーマンスを予測できる新たな適性検査（多重選択反応検査）を開発する。
(3) 運転適性検査は，適性のある人を選抜するために実施され，合格者の安全指導には
十分に活用されてこなかったため，検査結果と事故・エラーとの関連に基づき，本人の特
徴や注意すべきエラーをコメントとして提供する仕組みを提案する。
(4) 運転適性検査の枠を超えて心理検査を個人の特性に応じた安全指導に用いるため，
他産業や海外鉄道の調査等を通して，安全指導に活用可能な心理特性を抽出，整理する。
以上のように，本論文の内容は，鉄道における運転適性検査を軸に，その評価，見直し，
活用方法の拡大などで構成されている。したがって，まず本章では，鉄道における運転適
性検査制度の概要とその歴史について説明する。
1.1.1 運転適性検査に関連する法体系
現在の運転適性検査は，国土交通省の以下の２つの省令により実施が義務付けられてい
る。
(1)鉄道に関する技術上の基準を定める省令
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十条第二項には，
「鉄道事業者は，列車等の運
転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性，知識及び技能を保有して
いることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない」との定めがある。同省
令の解釈基準には，列車等の運転に直接関係する作業を行う係員として，以下の記述があ
る（国土交通省鉄道局, 2012）
。
1. 列車等を操縦する係員
2. 列車の運転順序変更，行き違い変更，運転の取消し等の運転整理を行う係員
3. 列車防護，ブレーキの操作又は運転上必要な合図を行うために列車に乗務する係員
4. 列車等の進路制御，閉そく，鉄道信号の取扱い又は転てつ器の操作をする係員
5. 線路，電車線路又は運転保安設備の保守，工事等で列車の運転に直接関係があるも
のを単独で行い，又は指揮監督する作業を行う係員
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6. 踏切保安設備を操作する係員
同様に解釈基準には，上記の係員に対する適性の確認は，身体機能検査および精神機能
検査により行うこととされている。この中の精神機能検査がいわゆる運転適性検査に該当
し，本省令の解釈基準の取扱いを定める通達には，以下の定めがある。
精神機能検査については，作業素質検査（クレペリン検査），照合，置換，分割，推理検
査，反応速度検査，注意配分検査等の中から各職種に応じて勘案した検査を 3 年に 1 回以
上行い，
検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめること。この場合において，
作業素質検査は必ず行うこと。
したがって，運転適性検査の対象は，運転士のみではなく，車掌，列車運行に関する指
令員，駅の信号取扱い者，列車運行に影響する業務を行う地上設備の保守係員など，広く
運転関係従事員が対象になっていることがわかる。また，当該係員が業務を実施するため
には，最低限，3 年に 1 回以上，作業素質検査（クレペリン検査）を受検し，合格する必
要のあることがわかる。
(2)動力車操縦者運転免許に関する省令
これは，国家資格である動力車操縦者の免許について定めたものであるが，第八条の三
により，
「適性検査は，クレペリン検査，反応速度検査その他の検査により，動力車の操縦
に関して必要な適性を検査するために行う」とあり，クレペリン検査に加えて反応速度検
査の実施が義務付けられている。動力車とは，蒸気機関車，電気車（電気機関車，電車等）
および内燃車（ディーゼル機関車，気動車等）等の操縦者を言い，本論文では運転士とい
うことにする。
なお，内田クレペリン検査の実施により，両省令で示すクレペリン検査（作業素質検査）
を実施したとみなされる。鉄道事業者は，クレペリン検査として内田クレペリン検査を実
施している。
1.1.2 東日本旅客鉄道株式会社の運転適性検査制度
Figure 1.1 に東日本旅客鉄道株式会社（以下，JR 東日本という）の運転適性検査の構
成を示す（図中の作業性検査は内田クレペリン検査のことである。本報告書では，規程等
の引用を除き，作業性検査を一般に用いられる内田クレペリン検査という名称で記述する）
。
上図のとおり，JR 東日本の運転適性検査は大きく臨時検査と定期検査に分けられる。
前者は，
運転関係従事員となる登用時に受検する検査で，
職種によって検査項目が異なる。
在来線運転士は，臨時検査では内田クレペリン検査，識別性検査，注意配分検査，機敏性
検査の 4 検査が実施される（各検査の詳細については後述する）
。なお，機敏性検査は動
力車操縦者運転免許に関する省令で定められた反応速度検査に相当する検査である。一方，
新幹線運転士では，在来線運転士の 4 検査に加え，5 つの検査の総合成績で判定される高
速適応検査が課される（詳細は後述する。省令等での定めはないが，省により課されてい
る検査である）
。なお，
「動力車操縦者運転免許に関する省令」で定められているクレペリ
2

作業性検査（内田ク
レペリン検査）
識別性検査
臨時検査
（必要の都度）

注意配分検査
機敏性検査（反応速
度検査）

運転適性検査
高速適応検査
適
性
検
査

定期検査
（3 年に 1 回以上）

作業性検査（内田ク
レペリン検査）

医学適性検査

Figure 1.1 JR 東日本の適性検査

ン検査（内田クレペリン検査）および機敏性検査（反応速度検査）以外の識別性検査およ
び注意配分検査は JR 東日本の判断で実施している検査である。
一方，後者の定期検査は，運転関係従事員が適性の基準を維持できているかどうかを確
認するために，前記の通達に従い，職種に関係なく内田クレペリン検査を 3 年に 1 回以上
受検することになっている。
１．２ 現行の運転適性検査の概要
現在，ＪＲ東日本で行われている運転適性検査について，その内容を簡単に説明する。
1.2.1 内田クレペリン検査（作業性検査）
内田クレペリン検査は，精神医学者である Kraepelin, E.の連続加算法をベースに内田勇
三郎が心理検査として作り上げた検査で，人格検査あるいは作業検査の一種とされる。受
検者は，1 分単位の連続加算作業を休憩を挟み 30 回繰り返す。結果は，1 分単位の加算作
業の最終到達点を線で結んでできる曲線の形状（プロフィール）と計算誤りから，作業ぶ
3

りや作業能力が評価される（日本・精神技術研究所，1975）
。なお，評価方法については，
予測力の評価が行われる第 3 章でもう少し詳しく説明する。
1.2.2 識別性検査
主に図形や記号を材料としたものであり，短時間に集団で実施でき，文章題のように答
えが記憶されやすいものでないこと，また，広いレベルの受検者の判別が可能なものとし
て構成されている（心理適性管理室, 1987）
。知的機能として「単純な課題における知覚の
能力」や「推理・判断力，空間における関係把握力」などの評価を行い，一般的には知能
検査に相当する内容の検査といえる。なお，本検査については，長年の使用に伴う陳腐化
を避けるため，定期的に内容が更新されている。
1.2.3 注意配分検査
注意配分検査は，ランダムに配置された数字を順に探索させ，その所要時間を測定する
もので，ドイツで用いられた知能検査の下位検査をもとにしている（小笠原・野口・名執，
1985）
。測定しているのは一般的な注意力で，おもにその配分性を測定している（適性検
査研究会, 1983）
。
1.2.4 機敏性検査（反応速度検査）
機敏性検査とは，3 色の光刺激がランダムに出現し，受検者は色に対応したキーをでき
るだけ速く誤りなく押す検査で（竹内・岩下・出井, 1980）
，選択反応の速さと正確さを測
定するものである（心理適性管理室, 1987）
。
なお，大庭（1981c）によると，本検査は以下のような変遷をたどっている。1950～51
年には下式棒による瞬発簡単反応検査が行われた。1953 年以降は 3 種類の光刺激に対し
て対応する 3 つのボタンを扱い，消灯させるまでの時間を測定する検査方法が用いられ，
現行の反応速度検査器が開発される 1980 年 6 月まで使用された。
1.2.5 高速適応検査
高速適応検査は，3 つの紙筆検査（点数え検査，作業速度検査，性格検査）と 2 つの機
械検査（見越判断検査，処置判断検査）から構成され（井上・重森・喜岡・赤塚・宮地, 2006）
，
認知機能や知覚運動機能の速さ・正確さ，あるいは性格特性などを総合的に測定するもの
である。新幹線運転士の臨時検査で実施される。
１．３ 運転適性検査制度の歴史
1.3.1 運転適性検査導入の経緯
心理適性検査が日本国有鉄道（以下，国鉄という）で最初に実施されたのは 1935 年で
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当時の鉄道省東京鉄道局大宮工場における見習技工の採用時といわれている（喜岡，2000）
。
また，1939 年には国鉄独自の検査が初めて開発された。その内容は，置換検査（分岐方向
を識別して対応する数字に置き換える検査）と，抹消検査（ポイントの開通方向の定位ま
たは反位を，指定に従って消去するという検査）であった。これらの検査が大阪の吹田貨
物操車場のハンプ作業従事員に対して実施され，その結果から交代勤務制の時間的経過に
伴う心理的作業能力の変化が明らかになり，業務向上のための指導に役立てられた
（喜岡，
2000）
。
しかし，心理適性検査が制度化され，本格的に採用あるいは職員の選抜に活用されるよ
うになったのは，第二次世界大戦後である。終戦後，国鉄では，職員の養成や人事運用の
円滑化を図るため，まず 1948 年 8 月，鉄道部内職員採用時適性検査規程が制定された。
これにより採用時に知能検査と性格検査が実施されることになった。知能検査としては，
事前の練習効果の混入を避けるため，市販の検査の使用は不適切とされ，国鉄独自のもの
が開発された。一方，性格検査としては，戦時中，工場労働者の事故防止対策として用い
られた実績があり，事故傾性者の発見という点で妥当性が高かった内田クレペリン検査が
導入された（心理適性管理室，1980）
。
また，第二次世界大戦後は，責任事故（現在でいえば，運転関係従事員のヒューマンエ
ラーに起因する事故・輸送障害に該当）件数が急増したため，設備の改善はもとより，職
員の資質向上の必要性が強く求められていた。1949 年 4 月には，連合国軍総司令部（GHQ）
の民間輸送局（CTS）から「運転関係従事員の規程違反，速度及び信号違反が多い」との
指摘があり，運転取扱心得の書き替え，規程類に関する定期的な試験，身体検査により，
作業者として適切か否かを確認するよう勧告がなされた（鶴田，1959；適性検査研究会,
1983）
。これを受け，国鉄では運転考査の一つとして運転適性検査を実施することになっ
た（鶴田，1959；適性検査研究会, 1983）
。具体的には，1949 年 8 月に運輸省より出され
た
「日本国有鉄道の鉄道の運転に関係のある従事員に対する考査その他の施行について
（通
達）
」を受け（適性検査研究会, 1983）
，国鉄では 1949 年 11 月に「鉄道の運転に関係のあ
る従事員の考査その他に関する取扱手続」が制定され，いわゆる運転考査の制度が確立し
た（大庭，1981a）
。なお，運転考査は，規程類の学科試験，技量試験，運転適性検査，医
学適性検査で構成されていたが，学科試験と技量試験は早期に廃止された。また，国鉄時
代には，適性検査制度に関しては適性検査ではなく適性考査あるいは単に考査という言葉
が用いられた（個別の検査については検査という言葉を使用し，また採用時の検査制度に
ついては検査という言葉を使用した）。本章では，それにしたがって記述する。
検査種目は，内田クレペリン検査，知能検査を基本に，その他，職務内容によって注意
配分検査や反応速度検査が付加された（心理適性管理室，1980）。この結果，1950 年 10
月から 1951 年 3 月までの間に，運転関係従事員約 12 万 2 千人に対して運転考査が実施さ
れた。
Figure 1.2 は，戦前の 1936 年から国鉄末期の 1982 年までの責任事故件数を示したもの
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Table 1.1 検査の合格者・不合格者別にみた事故者の割合
受検者総数

事故者

事故者の割合

合格者

139,228

4,370

3.1%

不合格者

1,183

114

9.6%

である。終戦後に事故が増大し，1948 年には件数がピークに達するが，その後減少に転じ，
1954 年には 1/5 にまで件数が減っている。採用時の適性検査および運転考査の実施時期と
重なるため，適性検査の導入がこの事故の減少に一定の役割を果たしたと推定される（適
性検査研究会, 1983）
。
また，Table 1.1 は，運転考査制度が導入された直後の 1951 年に調査されたデータであ
り，検査合格者と検査不合格についての事故者の割合を調査したものである。検査合格者
に比べ不合格者の方が事故者の割合が 3 倍以上になっていることがわかる（適性検査研究
会, 1983）
。
1.3.2 国鉄時代の運転考査制度
その後，1952 年 4 月から第 2 回の定期運転考査が，1953 年 4 月からは第 3 回の定期運
転考査が実施された。一方，1955 年には労使間の協定不成立のため，定期運転考査が中断
された。しかし，新しい職への登用時には臨時運転考査が継続された。
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1961 年～64 年にかけては第 4 回の定期運転考査が行われた。また，同年 5 月には「運
転関係業務適性考査基準規程」が制定され，適性検査の種目を心理適性検査と医学適性検
査にするなど，適性検査の制度が整理された（大庭，1981b）
。
新幹線は 1964 年 10 月に開業したが，時速 200km/h を超えるスピードは世界の鉄道史
上ではじめての経験であったため，適性検査も在来線とは別途に制定されることになった。
1962 年 8 月に新幹線電車運転士科入所者に対する考査制度が，1964 年 9 月には新幹線運
転関係従事員適性考査規程が制定された。また，1966 年 3 月には新幹線運転関係業務適
性考査基準規程が制定され，高速適応検査が検査項目に加わった（心理適性管理室，1980；
井上，2010）
。高速適応検査は発足当初は 8 検査から構成されていたが，1973 年から前述
した 5 検査になった（大庭，1981a）
。
その後，第 4 回の定期運転考査（1961～1964）を最後に定期考査は中断されていたが，
1982 年に発生した日本航空 350 便羽田沖墜落事故を契機に，1983 年 7 月より定期運転考
査が再開された（喜岡，2000）
。
1.3.3 国鉄から JR へ移行後の運転適性検査制度
1987 年，国鉄の鉄道事業は 6 つの旅客鉄道会社および 1 つの貨物鉄道会社に分割され
るとともに民営化された（以下では，分割された JR の各鉄道会社のことを概括的に JR
という）
。それに伴い，運転適性検査の制度的裏付けも変更された。
国鉄時代は，国鉄の規程体系の中で運転適性検査（運転考査）が位置づけられてきたが，
JR という民営鉄道会社になったため，まず，運輸省（現在の国土交通省）の法規体系の
中に位置づけられるようになった。具体的には，鉄道営業法を受けて鉄道運転規則，新幹
線鉄道運転規則において運転適性検査の実施が義務づけられた。これらの省令では，運転
適性検査の実施の義務づけと検査対象者や実施責任者についても定められていた（喜岡，
2000）
。対象者は，国鉄の時と同様，運転士以外にも，車掌，輸送指令員，線路閉鎖等の
取り扱いを行う保守係員など，広く運転関係業務に従事する係員を対象にしている。また
「鉄道運転規則の取扱い等について」
（昭和 62 年 4 月 1 日官鉄保第 24 号地車第 75 号）の
通達では，検査の項目（種目），検査周期，検査実施者の資格，合否基準の設定者等を定
めている。ここでは，運転適性検査（精神機能検査）を 3 年に 1 回以上行い，検査項目と
して作業素質検査（内田クレペリン検査）が必須であることが明記されている。
その後，前述の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が 2002 年 3 月に施行され
た。これは，それまでの旧 5 省令（普通鉄道構造規則，特殊鉄道構造規則，新幹線鉄道構
造規則，鉄道運転規則及び新幹線鉄道運転規則）を一元統合するとともに，規制緩和の流
れに沿って内容を仕様基準から性能基準へと全面的に転換したものである。この結果，そ
れまで検査対象者や実施責任者が詳細に定められていたものが，前述の本省令第十条第二
項のように性能規定化された。しかし，具体的な検査対象者については，実質的に変更は
なかった。
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一方，動力車操縦者運転免許に関する省令については，分割民営化を経ても制度設計は
基本的に変わっていない。
以上より，運転適性検査に導入された検査項目は，途中で新幹線の運転適性検査体系が
追加されたことを除き，検査項目自体に変更はない。検査項目内の変更としては前述のよ
うに，識別性検査が陳腐化を避けるため定期的に等価な問題に更新されること，機敏性検
査が名称やねらいはそのままに 2 回課題が変更されたこと（現行への変更は 1980 年）が
主体で，大きな変更は行われていない。
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第２章

運転適性検査の課題と本論文の問題意識・研究目的

２．１ 研究の対象職種の選定
第 1 章で述べたように，運転適性検査の対象は，運転士の他，車掌，列車運行に関する
指令員，駅の信号取扱い者，列車運行に影響する業務を行う地上設備の保守係員など，広
く運転関係従事員が対象になっている。これらの職種はそれぞれ異なった職務を行うため，
その遂行に必要な能力も異なっている。たとえば，単独作業が主体の運転士・車掌と集団
作業が主体の指令員・保線作業者，平常時の業務が主体の運転士・車掌・保線作業者と異
常時対応が主体の指令員，１つの移動体（列車）の制御が主体の運転士と複数の列車群の
制御が主体の信号取扱い者・指令員など，その業務は多様である。したがって，多くの職
種をまとめて評価するのではなく，個々の職種別に評価した方が，検査の予測力の評価や
検査の測定内容の考察，あるいは検査の指導への活用法の検討等がより適切に行えると考
えられる。
このため，本研究では，運転士，その中でも在来線の運転士に絞って研究を行う。その
理由は，以下の通りである。鉄道の列車運行は，主に運転士の操縦業務によって行われる。
また，運転士のエラーは，信号の確認誤りや列車の速度超過などにより，列車の衝突・脱
線等の大きな事故につながる可能性がある。井上他（2006）は，鉄道安全のエキスパート
評価に基づき様々な職種のリスクを比較しているが，その中では在来線の運転士のリスク
評価値が最も高く，2 番目の在来線輸送指令員の約 5 倍とされている。一方，同じ運転士
でも，新幹線の運転士は在来線と異なり，開業以来 50 年を経てもそのエラーによる列車
事故が 1 件も発生しておらず安全性はきわめて高い。
したがって，本研究では，鉄道の安全と最も密接に関連する在来線運転士を対象に実施
する。以下では，特にことわらない限り，運転士は在来線運転士を意味するものとする。
２．２

運転適性検査の課題と本論文の問題意識

2.2.1 運転環境の変化
現在の運転士の作業環境は，運転適性検査制度が導入された頃と比較して大きく変化し
ている。その中でも特に大きいのは，運転士の作業内容およびヒューマンエラーを防護す
る信号保安装置の発展である。以下にその概要を述べるとともに，環境の変化に伴う要注
意エラーの変化について考察する。
(1)運転士の作業内容の変化
1. 運転操縦の標準化・容易化 現在の運転適性検査が制度化された 1949 年当時は，動
力車の多くが蒸気機関車であり，現在の電車と比較すると，動力源（蒸気機関）そのもの
に対する制御が作業の多くを占め（蒸気圧や水量への注意など）
，また，アクセルのリスポ
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ンスが遅いため，運転線路の線形を先読みした運転が今よりも求められた。減速に関して
も，牽引する車両重量を把握した上で，ブレーキ用空気圧の蓄積を常に意識しながらブレ
ーキ操作を行うなど，熟練された技術を要した。
それに対し，現在は JR や大手私鉄を中心に，動力分散型の電車が主体であり，動力制
御を意識せずに運転ができる（自動車の運転に近い）。減速に関しても空気ではなく電気指
令式の車両が増え，ブレーキハンドル一つで容易に減速操作が可能になっている。また，
空転・滑走は自動的に検知・制御され，故障についても運転台モニタ装置に故障箇所が表
示されるなど，技術の進歩とともに操縦に対する運転士の肉体的・精神的負担は低減され
てきている。
2. 信号確認の負担の軽減 蒸気機関車は，その車体構造から前方の視界が狭く，信号現
示は機関助士と連携して確認する必要があった。一方，電車には運転士の前方視界を遮る
ものはなく，信号確認が容易にできる。また，新幹線以外にも，一部の在来線では，車内
信号が採用されており，その確認負担が軽減されてきている。
(2)信号保安装置の導入
鉄道は，
信号にしたがって列車が運行されていれば，
きわめて安全な輸送機関であるが，
逆に信号の確認エラーが発生すると大きな事故に繋がる恐れがある（たとえば，停止信号
を越えて進み，前の列車に追突する，あるいは前を横切る列車に衝突するなど）
。信号確認
は鉄道初期の頃から人間の注意力に依存し，運転士にとって最も重要な任務とされてきた。
しかしながら，エラーの結果が極めて大きいため，エラーを防ぐことに加え，
「エラーが発
生しても事故にしない」対策が導入されてきた（楠神, 2012）。その代表が ATS -S
（ Automatic Train Stop- Stop ）， ATS-P （ Automatic Train Stop- Pattern ）， ATC
（Automatic Train Control）などの信号保安装置である。
前の 2 方式は，運転士が停止信号を見落としても警報や情報を発した上で自動的にブレ
ーキを動作させ，停止信号の手前で列車を停止させる装置である。一方，ATC は停止現示
を受信すると車両側で自動的にブレーキを動作させる仕組みで，信号冒進（指示なく停止
信号を行き過ぎること）は原理的に発生しない。
一方，運転適性検査が制度化された 1949 年当時には，まだ信号保安装置は導入されて
いなかった。ATS が導入されるきっかけは，1962 年に発生した三河島事故（機関士の信
号冒進を契機に発生した列車の二重衝突事故）であり，国鉄全線に ATS の導入が完了した
のは 1966 年であった（楠神, 2012）
。一方，現在では，JR 東日本のすべての路線に何ら
かの信号保安装置が導入されている（大部分の鉄道事業者も同様である）
。このため，現在
では運転士の信号確認にかかわる「うっかりミス」が即，列車衝突等の重大事故につなが
ることはない仕組みになっている。
(3)今後要注意と考えられるエラー
一方，上記のように信号保安装置の整備が進むにつれ，列車脱線・衝突等の鉄道運転事
故（鉄道事故等報告規則を参照。以下，単に事故という）に繋がるリスクのあるエラーは，
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定常時のエラーから異常時のエラーに移行している。たとえば，緊急時に列車防護（併発
事故を防止するため隣接線の列車を停止させるための措置）を失念，異常時の運転取扱い
手続きを誤って実施，故障時に誤った処置を行った上で起動などである。
上記のエラーは，予定されていない状況が発生し，かつ本人がそれを認識している中で
発生したエラーといえる。このようなイレギュラーな場面が予告なく発生しても適切な行
動がとれることが安全上のポイントとして重要になってきている。
以上のように，運転士の運転環境は大きく変化しており，そのような状況の中でも現行
の運転適性検査が継続して妥当性（事故やエラーに対する予測力）をもっているかどうか
を確認することは重要である。また，前述のように，現在の運転環境における要注意エラ
ーは，定常時から異常時のエラーにシフトしてきているため，異常時エラーに対しても，
運転適性検査で一定のチェックを行うことが望ましい。
2.2.2

検査の活用方法の拡大

運転適性検査は，前記のように「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」等に基づき
実施が定められているが，その目的は，運転業務に必要とされる能力の確認であり，合格
者への指導等，選抜以外の事柄は目的とされていない。しかし，適性検査は，安全に係る
個人の特性を測るものであるため，検査合格者に対して本人の特性や行動の特徴を伝え，
作業上のアドバイスを行うことは，事故防止上有意義と考えられる。
自動車の運転業務に関しても運転適性検査は広く活用されているが，その目的はほとん
どが指導教育である（松浦，2000）
。たとえば警察庁方式の運転適性検査（K 型）は，自
動車教習所をはじめ一般企業でもドライバーの指導教育に活用されており，また独立行政
法人自動車事故対策機構ではバス・タクシー・トラックなどの運送事業者に対して適性検
査を用いた運転者適性診断を実施しており，診断結果はドライバーの安全指導に用いられ
ている。
鉄道においても，運転適性検査として用いられている検査の結果と事故・エラーとの関
連が分かれば，個々の運転士の特徴を踏まえ，注意すべき事故やエラーを運転士に教える
等の安全指導に生かせるはずである。
さらに言えば，実施されている運転適性検査で測られている特性以外にも，運転士が事
故の未然防止のために知っておくとよい特性があると考えられる。よりきめ細かく安全指
導を行うために，運転適性検査の枠を超えて，心理検査を広く活用することも有意義とい
える。
２．３ 本論文の研究目的および研究内容
これまで述べた鉄道の運転環境の変化およびそれに伴う運転適性検査の課題に対して，
本論文では以下の 4 つの内容に分けて研究を行う。
1. 運転適性検査の予測力の評価
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2. 異常時パフォーマンスを予測できる新しい運転適性検査の開発
3. 現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究
4. 運転適性検査の枠を超えた心理検査の新たな活用方法の検討
また，最終章ではそれまでの研究を総括するとともに，今後の課題をまとめる。以下，
上記の各内容について，概要を簡単に説明する。詳細については，第 4～7 章の該当章で
述べる。
2.3.1 運転適性検査の予測力評価
前述のように，運転士の運転環境や信号保安装置が大きく変化する中で，改めて運転適
性検査の事故およびエラーに対する予測力の評価を行う。その際，本論文では，評価の対
象を内田クレペリン検査に絞る。その理由は以下の通りである。
1. 内田クレペリン検査は，登用時の検査（臨時検査）に加え，定期的に受検が求めら
れる唯一の検査（定期検査）であり，運転適性検査の中心となる検査である。
2. 2008 年，鉄道における新検査の開発や運転適性検査員の養成を担当している鉄道総
合技術研究所（以下，単に鉄道総研という）が新たな運転適性検査体系を提案しており（井
上・鈴木・喜岡・赤塚・重森・樋田, 2008）
，その中で内田クレペリン検査は継続される。
※提案内容は，臨時検査は，現行 4 検査の内，内田クレペリン検査を継続使用，識別性検査の半分を
割込抑制検査という新しい検査に変更，注意配分検査を廃止，機敏性検査を本論文 5 章で述べる多
重選択反応検査へ置換という内容である。定期検査は内田クレペリン検査の活用を継続する。

したがって，現体系あるいは新体系においても，内田クレペリン検査が運転適性検査の
中心であるため，その予測力評価がもっとも重要である。第 3 章では，内田クレペリン検
査の事故およびエラーに対する予測力（基準関連妥当性）を検査データと事故・エラーデ
ータとの関連を統計的に分析することにより評価する。
2.3.2 異常時パフォーマンスを予測できる新しい運転適性検査の開発
信号保安装置の整備につれ，大きな事故に繋がるリスクのあるヒューマンエラーは異常
時にシフトしてきている。この異常時において運転士のパフォーマンスを確保するために
は教育・訓練の実施が必須であるが，一方で，発生する異常時は多様であり，また，一つ
ひとつの事象単位でみれば，それぞれの異常時はまれにしか発生しないため，発生時には
情動の影響等，個人の特性がパフォーマンスに直接影響する可能性が高い。したがって，
パフォーマンス確保の手法として，それに関連する能力や心理特性を評価する心理適性検
査の導入も有効と考えられる。しかし，鉄道以外の産業界に視野を広げても，心理適性面
から作業者の異常時パフォーマンスを予測しようという検査は見当たらない。また，現行
検査においても機敏性検査に一定の予測力は認められたが，その関連の程度はごく弱いと
されている（青沼・静山・高田・楠神，2007）
。
したがって，鉄道の運転関係従事員（特に運転士）の異常時パフォーマンスの予測が可

12

能な新しい心理適性検査を開発することにした。開発は，異常時パフォーマンスに一定の
予測力がみられた機敏性検査をベースに検討する。詳細を第 4 章に記す。
2.3.3 現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究
前述のように，運転適性検査は，合格者に対する指導への活用を目的としていない。し
たがって，運転士の臨時検査および定期検査で用いられている検査（全 4 検査）の成績に
基づき，各運転士に対して指導コメントを提供する仕組みを第 5 章で提案した。具体的に
はまず，検査成績とエラー・事故との関連を分析し，検査成績が低い場合に発生しやすい
エラー・事故を明らかにする。この際，定期検査で繰り返し受検する内田クレペリン検査
については，指導内容を充実させるため，検査指標に各非定型特徴（休憩効果，尻上がり，
動揺などの 10 種類。詳細は後述）の指標値も含めた。次に，各検査指標の内容を反映し
た「本人の作業上の特徴」
，当該の検査指標の成績が低い場合に発生しやすいエラー・事故
を示した「本人にとって起こりやすいエラー」，および上記 2 点にもとづく「事故防止上
のアドバイス」の 3 点で構成される指導コメントを作成した。また，本人の検査成績から
本人にとって最も役に立つコメントを選定するためのアルゴリズムを作成した。最後に，
運転士に提供されるコメントをその管理者に評価してもらうことによりコメント内容およ
び選定のアルゴリズムの妥当性を確認した。
2.3.4 運転適性検査の枠を超えた心理検査の新たな活用方法の検討
心理検査は適切に設計・活用すれば，安全に関係する個人の特性を的確に把握できる有
用な手法である。したがって第 6 章では，これまで述べてきた運転適性検査という制度の
枠に縛られることなく，事故の未然防止につながる個人の特性を広く抽出・整理した。具
体的には，まず，自動車分野（一般ドライバーおよび職業ドライバー）における安全指導
のための心理検査バッテリーの枠組み（実施検査と測定特性等）を調査するとともに，ヨ
ーロッパ（ヨーロッパ全体，イギリス，フランス）において運転適性検査により測定され
ているあるいは測定が必要とされている心理特性を調査し，日本の運転適性検査で測定し
ている特性以外で重要とされている特性を抽出する。また，現在の運転士の作業分析およ
び事故分析を通して，運転士の作業の特徴や事故・エラーの発生要因を分析し，その上で
安全指導に活用できる心理特性を考察した。最後に，これらの調査結果をもとに，今後の
運転士の安全指導に有用な特性を整理した。
2.3.5

論文全体の総括と今後の課題・展望

最終章である第 7 章では，それまでの研究内容・結果を要約するとともに，今後の研究
の課題・展望を大きく 2 つに分けて述べる。最初の課題は，運転適性検査体系に関するも
ので，具体的には，本研究で行った内田クレペリン検査の予測力評価と多重選択反応検査
の開発に関する展望をまとめた後に，今後の環境の変化に応じた運転適性検査体系の継続
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的評価と見直し，新検査開発について述べる。第 2 の課題は，運転適性検査を含めた心理
検査の安全指導への活用についてで，既存検査の測定特性の明確化や新たな検査の導入に
よる安全指導内容の充実に関する課題をまとめた後に，自動車分野の安全指導方法の調査
等を踏まえ，効果的な安全指導の方法論について展望する。
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第３章 内田クレペリン検査の事故およびヒューマンエラーに対
する予測力評価
３．１ 研究の背景と目的
第 1 章でも簡単に触れたが，内田クレペリン検査は人格検査あるいは作業検査の一種と
され，1 分単位の連続加算作業を休憩を挟み 30 回繰り返し，その間の作業量の変動および
計算誤りから，作業ぶりや作業能力を評価する検査である（日本・精神技術研究所，1975）
。
日本では広く活用され，
企業では採用や安全管理等に，病院では診断や治療効果測定等に，
学校関係では入学試験や教員の採用試験等に用いられている（瀧本，2013）
。
鉄道では，1949 年に運転適性検査体系が制定されて以来，国鉄の分割民営化を経た現在
でも，運転適性検査の１項目として使用されており，採用時（運転適性検査の枠組みでは
なく，JR 東日本では採用時の検査として実施），運転士登用時（臨時検査）および登用後
は 3 年に 1 回以上（定期検査）受けることになっている。一方，第 2 章で述べたように，
1949 年の検査導入以降，運転士の運転環境や運転条件は，車種の変遷や信号保安装置の進
展等により大幅に変化している。
そのため本研究では，運転士の運転環境等の変化を経ても，内田クレペリン検査が事故
やエラーに対して予測力を保持しているかどうかの確認を行う。
ここで，
まず内田クレペリン検査の結果の評価方法について簡単に説明する。本検査は，
作業量および作業量の変動と計算誤りから評価を行うが，運転士登用時以降は作業量およ
び誤答数で検査不合格となる者がほぼいないため，本研究では作業量の変動のみを評価の
対象とする。作業量の変動は，1 分単位の加算作業の最終到達点を線で結び，その曲線の
形状（プロフィール）から評価する（日本・精神技術研究所，1975）。なお，本検査の判
定等の詳細については，章末の脚注 1)を参照されたい。鉄道事業者においては，現在この
評価は，検査員の直観判定 1)，あるいはソフトウェアによる数量判定 1)を参考にした検査
員の直観判定に基づいて，曲線類型 1)により行われる。曲線類型はカテゴリ変数で，まず
作業量に応じて４段階（A～D）1)に分類され，さらにこの段階ごとに定型特徴 1)・非定型
特徴 1)の程度に応じて分類され，たとえば A 段階なら 6 類型のいずれかに評価される。直
観判定では曲線類型が検査員により主観的に判定されるが，数量判定では PF 値が算出さ
れ，おもにそれに基づいて曲線類型が判定される。PF 値とは，Profile Fluctuation（曲線
変動）の略で，１分単位の作業量に基づき算出される連続量で，結果の定型特徴 1)が多い
ほど数値は小さく，逆に非定型特徴の程度が著しいほど，また種類 1)が多いほど数値は大
きくなる（柏木，1975）
。
3.1.1 検査の事故等に対する予測力の評価（分析 1）
まず本研究では，内田クレペリン検査の運転士の事故等に対する予測力を確認する。こ
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れまで，運転士に限った評価はあまり行われていないが，導入当初の分析では，相馬（1949）
，
鶴田（1950）とも予測力があるとの結果であった。なお，鶴田（1950）については原典が
入手できなかったため，三隅・白樫・安藤・黒川（1961）のレビューの中で確認した。後
者は曲線類型の分布の違いに基づく評価，前者は事故頻発性指数という独自の指標による
評価である。その後も，柏木（1964），鉄道労働科学研究所名古屋駐在（1971），日本・精
神技術研究所（1975），薮原（1986），薮原（1990）と散発的に評価が行われている。柏
木は PF 値，鉄道労働科学研究所名古屋駐在，日本・精神技術研究所では曲線類型の分布，
薮原の 2 つの研究では，事故指数という独自の指標で評価していた。前の３つの研究につ
いては，事故群は無事故群よりも成績が低い傾向にあった（ただし，鉄道労働科学研究所
は有意差なし，他は検定はされていない）。一方，薮原の 2 つの研究については，成績と
事故指数との対応が十分みられなかった。それ以降は，運転士に対する予測力評価の研究
はみられない。したがって，本研究では，あらためて内田クレペリン検査の運転士の事故
等に対する予測力の再評価を行う。
一方，これまでの研究では，予測の対象である“事故”の指標についても，影響が「列
車の運休や遅れ」のみの輸送障害 2)が主体であり，列車の脱線・衝突等，旅客の死傷等に
つながる鉄道運転事故 2)（以下，単に事故という）に対する妥当性の検証は行われてこな
かった。これは運転士のヒューマンエラーに起因する事故がきわめて少なく，エラーの結
果が列車の遅れのみの輸送障害になることが大部分であることに起因する。
したがって，本研究ではこの点についても，予測対象を輸送障害のみではなく，事故に
発展する可能性のあったリスクの高い事象（インシデント，詳細後述）にも着目する。
3.1.2 検査のエラーに対する予測力の評価（分析 2）
内田クレペリン検査が，事故等への予測力がある場合，その原因を探るのが次の目的で
ある。本検査のプロフィールが意味する内容については，検査結果と(a)特定のヒューマン
エラーを起こしやすい課題の結果との関連（井上他，2006）
，(b)注意の特性を測る検査の
結果との関連（喜岡・宮地・山内，2003；喜岡・鈴木・宮地，2004），あるいは(c)既存の
性格検査の結果との関連（柏木・山田，1995；瀧本，2000；鈴木・喜岡・宮地，2004）
からエラー，注意，あるいは性格との関連が一定程度分析されている。
それらを含めて内田クレペリン検査の測定特性を検討するため，ここでは分析 1 で用い
たインシデントについて，それを引き起こしたヒューマンエラーの内容を分析し，エラー
のタイプと内田クレペリン検査の結果との関係を分析する。ヒューマンエラーによる事故
を防ぐために検査が行われているので，発生しているエラーの内容と検査結果の関連を分
析することがまず重要だからである。
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３．２ 方法
3.2.1 予測に用いる内田クレペリン検査の指標
前述した先行研究における予測力評価の方法は，(a)事故者と無事故者における曲線類型
の分布の差の評価，(b)事故者と無事故者の PF 値の差の評価，(c)事故指数（作業量 A 段階
のサンプルについて得られた 6 つの曲線類型を成績順に上中下の 3 つの群に集約した上で，
それぞれの群における事故者の割合を相対化した指標）による評価の３つであった。本研
究では，PF 値を検査指標とし，上記の(b)による評価を行う。その理由は下記のとおりで
ある。曲線類型は，たとえば作業量 A 段階でいえば，6 段階のカテゴリ変数であり，連続
量である PF 値よりも情報量が少ない。事故指数は前述のように，得られた 6 つの曲線類
型をさらに上中下の 3 カテゴリに集約しているため，さらにロスが生じる。したがって，
最も情報的なロスの少ない PF 値をベースに評価することにした。
3.2.2 検査の事故等に対する予測力の評価方法（分析 1）
(1)検査によって予測する事象
JR 東日本では，輸送障害の中でも，事故に発展する可能性のあったリスクの高い事象
（国の分類上は輸送障害。以下では，インシデントと呼ぶことにする）を別に分類してい
る。本研究では，件数が極めて限定される事故のデータに加え，インシデントを事故に発
展する可能性のある事象として用い，輸送障害経験者に加え，インシデント経験者につい
ても検査成績との関連をみる。
(2)分析データ
予測力の評価に用いるデータについて説明する。
1. 分析対象運転士および検査成績データ：分析の対象とした運転士は，JR 東日本管内
において，2001 年 4 月 1 日現在で在来線の本線の運転業務に携わっている社員（以下，
単に運転士という）であり，有効サンプル数はこの段階で 7,363 名であった。次に，これ
らサンプルについて上述した曲線類型の作業量区分をみたところ，97%以上がＡ段階であ
ったため，予測力評価の対象もＡ段階の運転士のみとした。また，PF 値が得られている
サンプルのみを評価対象にしたため，分析に用いた運転士は 6018 人になり，また数量判
定の導入期であるため，PF 値のデータは 1997～2000 年度の定期検査データになった。
分析対象運転士の 2001 年 4 月 1 日現在の年齢平均は 39.6，標準偏差は 11.0，運転士経験
日数の平均は 3513，標準偏差は 1847，性別は全員男性であった。なお，鉄道における適
性検査は資格検査であるため，検査不合格者は運転士になれないこと，つまり分析は検査
合格者に対してのみ行われたことを追記する。
2. 分析対象とする輸送障害等の事象：1987 年 4 月 1 日から 2001 年 3 月 31 日の 14
年間に発生した運転士のヒューマンエラーが関与する事故・輸送障害のうち，上記の分析
対象運転士 6018 人が当事者でかつ検査成績との対応付けが行えたものを分析対象にした。
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該当運転士は事故・輸送障害経験者が 2218 人（3523 件。なお，その内事故は 2 件のみで
残りは輸送障害。以下，単に輸送障害経験者という），その内，事故・インシデント経験者
は 247 人（251 件。事故は上述の 2 件。以下，単にインシデント経験者という）であった。
その結果，インシデント経験者以外の輸送障害経験者（以下，低リスク輸送障害経験者と
いう）は 1971 人，事故およびインシデントを含む輸送障害を全く起こしていない者（以
下，完全無事故者という）は 3800 人になった。この 3 カテゴリによる分類を事故ランク
による分類と呼ぶ。
(3)分析方法
事故ランク別の分析については，完全無事故者，低リスク輸送障害経験者，インシデン
ト経験者の 3 水準による 1 要因分散分析を実施し，予測力を評価する。また，多重比較の
結果，今回分離した低リスク輸送障害経験者とインシデント経験者との間に PF 値の差が
認められない場合には，両カテゴリを統合した輸送障害経験者と完全無事故者との間で平
均値の差の検定を行う。
また後述するように，サンプル全体だと 3 つのカテゴリ別の運転士経験日数のばらつき
が大きかったため（1000 日程度の差がある），JR 発足時にすでに運転士で 2000 年度まで
14 年間運転士であった群（以下，現職 14 年という。ただし国鉄時代から継続して運転士
だったと考えられるため，実質的には現職 14 年以上になる）の分析を行った。一方，現
職 14 年未満のサンプルについても，群のサンプル数を保ちながら経験日数のばらつきを
減らすため，現職が 3 年未満，3 年以上 6 年未満，6 年以上 10 年未満，10 年以上 14 年未
満の 4 群に区分した上で，同様の分析を行った。
3.2.3 検査のエラーに対する予測力の評価方法（分析 2）
(1)ヒューマンエラーの分類方法
次に，内田クレペリン検査が上記事象に予測力を持つ場合の原因を探るため，内田クレ
ペリン検査がどのようなタイプのヒューマンエラーに予測力があるのかをみる。エラーの
タイプ分類としては，Rasmussen（1983）のヒューマンパフォーマンスの概念を取り入れ
た Reason（1990, 1997 塩見他訳 1999）の分類を用いる。具体的には，スキルベースの
スリップ
（または単にスリップという），スキルベースのラプス
（または単にラプスという），
ルールベースのミステイク，ナリッジベースのミステイクの 4 分類である。
この分類を用いた理由は以下のとおりである。ここでエラータイプ別の予測力をみる目
的は，その分析結果を通して，内田クレペリン検査が事故等に予測力を持つ原因あるいは
測定している心理特性を探るためである。Reason のエラー分類は，作業の性質や作業者
の慣れの程度を反映した情報処理プロセスの違いおよびそれを踏まえたエラー発生メカニ
ズムの違いによりエラーを分類している。したがって，当該検査の測定している心理特性
等を分析するのに適していると考えたためである。また，イギリスの鉄道事故等の分析に
用いられるなど，鉄道のエラー分析についての実績もある（Gibson, Smith, Lowe, Mills,
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Morse, & Carpenter, 2013）
。
(2)インシデント発生に関連するエラーの分析
分析対象としたエラーは，インシデントに対する予測力評価に用いたインシデント 251
件（247 人）であり，その中で発生した運転士のヒューマンエラーをすべて抽出した上で
（抽出エラーは全部で 455）
，それらを前述の４つのエラータイプに分類した。エラーの抽
出と分類は，JR 東日本の事故・輸送障害の報告書に基づき実施した。その方法は，運転
作業およびそこで発生する事故・エラーに精通し，かつ心理学の素養のある 3 名がまず個
別にエラーの抽出・分類を行った上で，1 件ごとにエラー抽出および分類について，再度，
報告書の内容を吟味しながら合議の上で決定した。なお，インシデント以外の輸送障害
（3272 件）で発生しているヒューマンエラーについては，分析の時間的制約から今回は分
析対象外にした。
分類の結果，スキルベースのスリップと判断されたのが 165 エラー（130 人）で全エラ
ーの 36％を占め，最も多かった。信号保安装置の進展により，うっかりミスが事故に繋が
る可能性は大幅に減少しているが，インシデントに関連するエラーで最も多いのは依然と
してスリップであった。一方，スキルベースのラプスが 57 エラー（50 人）
，ルールベース
のミステイクが 62 エラー（50 人）で，それぞれ全エラーの 13%および 14%を占めた。な
お，ナレッジベースのミステイクと判断されたのは 8 エラー（6 人）で全エラーの 2％と
少なく，予測力について安定した分析が困難であるため，今回の分析対象から外した。し
たがって，以下でミステイクという場合，ルールベースのミステイクを意味する。
(3)検査成績とエラータイプとの関連の分析方法
3 つのエラータイプに対する予測力の評価方法は，前記の事故ランク別の分析に準じる
が，今回はインシデントの中のエラーしか分析していないため，検査のエラー予測力をよ
り正確にみるため，以下の３水準で比較した。すなわち，インシデントの中で当該エラー
タイプを経験した者
（それぞれスリップ経験者，ラプス経験者，
ミステイク経験者という）
，
インシデントでのエラー経験はあるが当該エラータイプは未経験の者（スリップ以外のエ
ラー経験者，ラプス以外のエラー経験者，ミステイク以外のエラー経験者という），事故・
輸送障害を通してエラー経験のない者（以下，完全無エラー者といい，完全無事故者と一
致する）である。また，サンプルの群の設定方法も事故ランク別分析と同一である。
３．３ 結果
3.3.1 事故ランク別の予測力の評価（分析 1）
Table 3.1 に事故ランク別の分析結果を全体および 6 つの群別に記す。表には，完全無
事故者，輸送障害経験者，および後者を２つに分類した低リスク輸送障害経験者とインシ
デント経験者について，サンプル数，PF 値の平均値と標準偏差，および参考として 2001
年 4 月 1 日現在の年齢および運転士経験日数の平均・標準偏差を記載した。
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Table 3.1 事故ランク別の PF 値等の分析
n
全

現職
14年

現職
14年
未満

完全無事故者
輸送障害経験者
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
全体
完全無事故者
N=3123
輸送障害経験者
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
全体
完全無事故者
N=2895
輸送障害経験者
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
3年未満 完全無事故者
N=1061
輸送障害経験者
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
3年以上 完全無事故者
6年未満 輸送障害経験者
N=760
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
6年以上 完全無事故者
10年未満 輸送障害経験者
N=786
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
10年以上 完全無事故者
14年未満 輸送障害経験者
N=288
低リスク輸送障害経験者
インシデント経験者
体

3800
2218
1971
247
1622
1501
1330
171
2178
717
641
76
926
135
123
12
694
291
257
34
361
200
178
22
197
91
83
8

PF値
M
10.35
11.02
11.01
11.12
11.25
11.29
11.27
11.43
9.68
10.47
10.48
10.40
8.92
9.83
9.84
9.77
9.72
9.91
9.85
10.36
11.10
11.38
11.53
10.16
10.47
11.21
11.11
12.19

ＳＤ
4.65
4.90
4.95
4.55
4.85
4.89
4.93
4.60
4.38
4.90
4.95
4.40
4.02
4.53
4.60
3.87
4.56
4.47
4.47
4.57
4.45
5.70
5.85
4.12
4.46
4.45
4.37
5.45

年齢
M
ＳＤ
37.7
11.1
42.9
10.0
42.9
9.9
42.9
10.3
46.8
6.3
47.8
6.3
47.7
6.3
48.1
6.5
30.9
8.8
32.8
8.4
33.0
8.5
31.0
7.1
25.4
4.7
25.6
4.5
25.6
4.5
25.8
5.2
30.3
7.1
29.5
6.3
29.7
6.5
28.2
4.8
40.0
8.0
38.2
7.1
38.6
7.1
35.4
7.4
42.7
5.4
41.8
5.4
42.0
5.6
38.8
1.4

経験日数
M
ＳＤ
3127
1957
4174
1508
4169
1516
4210
1450
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
1647
1246
2206
1145
2209
1169
2177
920
558
308
738
237
725
242
865
140
1679
302
1751
308
1740
308
1833
301
2880
409
2903
408
2916
413
2794
358
4392
432
4306
477
4345
477
3910
257

全体および 6 つの群別に一要因の分散分析および多重比較を行ったところ，全体では，
低リスク輸送障害経験者およびインシデント経験者が完全無事故者よりも PF 値が有意に
高く，現職 14 年未満の全体および現職 3 年未満では，低リスク輸送障害経験者が完全無
事故者よりも有意に PF 値が高かった（なお，現職 3 年未満のみは多重比較のみで有意差
が認められた）
。それ以外の群では有意差が認められなかった。一方，全体および 6 つの
群別の多重比較結果から，すべての分析で低リスク輸送障害経験者とインシデント経験者
の PF 値に差が認められなかった。今回，リスクの程度により，低リスク輸送障害とイン
シデントを区分して分析したが，両者の PF 値に差がないことがわかった（詳細は後に考
察する）
。したがって次に，両者を統合して，輸送障害経験者と完全無事故者の PF 値につ
いて t 検定を行った。
まず全体をみると，完全無事故者（10.35）よりも輸送障害経験者（11.02）の方が有意
に PF 値が高かった（t(6016)=5.32, p<.01）。一方，完全無事故者よりも輸送障害経験者の
方が年齢・運転士経験日数とも高い傾向がみられた。2001 年度初の全運転士を対象として
いるため，年齢・運転士経験日数ともばらつきがあり，また長く運転士として従事してい
る人ほど，輸送障害に遭遇していることがわかる。
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次に，もっとも条件が統制されている現職 14 年の運転士（ただし，当然ながらサンプ
ル自体は全運転士に比べ年齢の高い方に偏っている）の t 検定結果をみると，完全無事故
者（11.25）と輸送障害経験者（11.29）との差がほとんどなくなった（t(3121)=.21, p=.94）
。
また，これらの運転士は 37～58 歳まで分布するので，それらを 35～39 歳のように 5 歳
刻みでグループ化し，グループ別に t 検定を行っても有意差は認められなかった。一定の
運転経験を積むと，内田クレペリン検査の測定特性については，事故との関係が薄れる可
能性がある。
一方，
現職 14 年未満の全体をみると，
完全無事故者（9.68）よりも輸送障害経験者
（10.47）
の方が PF 値が有意に高かった（t(2893)=4.08, p<.01）。ただし，輸送障害経験者と完全無
事故者との経験日数に 500 日あまりの差があるため，運転士経験日数でサンプルを細分化
した４つの群別の結果をみると，有意差が認められたのは，現職 3 年未満のみで，完全無
事故者（8.92）よりも輸送障害経験者（9.83）の方が有意に PF 値が高かった（t(1059)=2.44,

p=.015）。
以上から，内田クレペリン検査は，全体，現職 14 年未満の全体，現職 3 年未満の群に
対して完全無事故者と輸送障害経験者の間に PF 値に差がみられた。一方で，それ以外の
群では有意な差がみられず，特に最も条件が統制されている現職 14 年のサンプルでは PF
値に差がみられなかった。また，有意差が確認された群についても，各水準の PF 値の標
準偏差を考慮すると，平均値の差は大きくないため（たとえば，現職 3 年未満でいえば，
両者の標準偏差が 4.02，4.53 であるのに対し，平均値は 8.92 と 9.83）
，両者に成績の差
はあるが，あらかじめ予測するという視点に立てばその力が強いとまではいえなかった。
これらの点については，考察の中で再度議論する。
3.3.2 エラータイプ別の予測力の評価（分析 2）
Table 3.2 に，3 つのエラータイプに関する各水準別のサンプル数，PF 値の平均値と標
準偏差，2001 年 4 月 1 日現在の年齢および運転士経験日数の平均・標準偏差を示す。群
別の分析は，事故ランク別と同様，全体および 6 群で実施したが，現職 14 年未満のサン
プルを細分化した 4 群は，エラー経験者のサンプル数が一桁になり，安定的な結果が得ら
れなかったため，表には結果を記載していない。
まず，全体についてみると，分散分析でスリップおよびミステイクで有意差が認められ
た（両者とも F(2,4044)=3.18, p=.042。なお，Tukey の多重比較では，両者ともすべての
組合せで有意差なし。なお，ラプスも分散分析上は有意差が認められたが，評価の中心に
なる完全無エラー者とラプス経験者の間に差はなかった）。ただし，完全無エラー者よりも
エラー経験者の方が年齢・運転士経験日数とも高い傾向がみられた。一方，条件の最も統
制されている現職 14 年の群でみると，事故ランクと同様，3 エラータイプとも有意差が認
められなかった（ラプスについてはむしろその経験者の方が成績がよい）
。また，現職 14
年未満についても 3 タイプとも有意差はみられなかった。
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Table 3.2 エラータイプ別の PF 値等の分析
n
全体

スリップ

完全無エラー者
スリップ経験者
スリップ以外のエラー経験者

ラプス

完全無エラー者
ラプス経験者
ラプス以外のエラー経験者

ミステイク 完全無エラー者
ミステイク経験者
ミステイク以外のエラー経験者

現職
14年

スリップ

完全無エラー者
スリップ経験者
スリップ以外のエラー経験者

ラプス

完全無エラー者
ラプス経験者
ラプス以外のエラー経験者

ミステイク 完全無エラー者
ミステイク経験者
ミステイク以外のエラー経験者

現職 スリップ
14未満

完全無エラー者
スリップ経験者
スリップ以外のエラー経験者

ラプス

完全無エラー者
ラプス経験者
ラプス以外のエラー経験者

ミステイク 完全無エラー者
ミステイク経験者
ミステイク以外のエラー経験者

3800
130
117
3800
50
197
3800
50
197
1622
94
77
1622
34
137
1622
32
139
2178
36
40
2178
16
60
2178
50
199

PF値
M
10.35
11.08
11.15
10.35
10.36
11.31
10.35
11.19
11.10
11.25
11.39
11.49
11.25
10.77
11.60
11.25
11.74
11.36
9.68
10.29
10.50
9.68
9.48
10.65
9.68
10.19
10.47

ＳＤ
4.65
4.85
4.22
4.65
4.37
4.59
4.65
3.74
4.75
4.85
4.86
4.29
4.85
4.57
4.61
4.85
4.13
4.71
4.38
4.81
4.05
4.38
3.90
4.52
4.38
2.76
4.81

年齢
M
ＳＤ
37.7
11.1
44.0
10.1
41.6
10.5
37.7
11.1
42.5
9.9
43.0
10.5
37.7
11.1
41.9
11.3
43.1
10.1
46.8
6.3
48.6
6.4
47.6
6.5
46.8
6.3
47.7
6.3
48.2
6.5
46.8
6.3
48.7
6.7
48.0
6.4
30.9
8.8
31.9
7.7
30.2
6.5
30.9
8.8
31.4
6.8
30.9
7.2
30.9
8.8
29.8
6.6
31.4
7.2

経験日数
M
ＳＤ
3127
1957
4328
1380
4079
1519
3127
1957
4254
1366
4199
1474
3127
1957
4020
1616
4259
1405
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
5114
0
1647
1246
2277
1016
2088
826
1647
1246
2426
923
2111
915
1647
1246
2075
1128
2209
854

なお，今回の分析では前述のようにインシデントのエラーのみを分析した（低リスク輸
送障害経験者のエラーは分析していない）
。一方，事故ランク別の分析で，インシデント経
験者と低リスク輸送障害経験者の PF 値に差が認められなかったことから，両者の区分は
特に必要ないと考えられる。したがって今後は，インシデントを含む事故・輸送障害の全
エラーを対象に同様の分析を行うことにより，PF 値とエラーとの関係がより明確になる
と考えられる。
３．４ 考察
内田クレペリン検査の予測力については，まず事故ランク別の分析から，現職 14 年の
運転士について PF 値と輸送障害との関係が認められなかった。一方，現職 14 年未満の運
転士，特により統制の取れた現職 3 年未満の運転士については，PF 値と輸送障害との関
係が示唆された。したがって，内田クレペリン検査は，運転経験の浅い時期においてヒュ
ーマンエラーに対する予測力を持つ可能性があり，逆に経験を積むと予測力が薄れる可能
性がみられた。
一方，ヒューマンエラーの 3 つのタイプについては，スリップとミステイクについて予
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測力の可能性が示唆されたが，データの統制が十分に行えないため，明確な結論は得られ
なかった。
以下では，得られたデータや予測力についての解釈，あるいは今後の予測力評価の課題
などについて，先行研究の内容を踏まえ考察する。
3.4.1 内田クレペリン検査の予測力に関する考察
今回の分析では現職 3 年未満について予測力が示唆されたが，前述のように完全無事故
者と輸送障害経験者の PF 値の平均値の差は，標準偏差を考慮するとそれほど大きくはな
かった。
最近の研究で，今回の分析と同様に，事故等の経験者と無事故者の PF 値の平均値の差
を分析しているのは，井上他（2008）のみである（ただし，サンプルは運転士のみではな
く，車掌，指令員等，運転関係従事員全般）
。その結果，有意差は確認されたが，数値は事
故等の経験者群が 11.6，無事故者群が 10.7 であった。今回の分析結果（輸送障害経験者
が 9.83，完全無事故者が 8.92）と比べると，サンプルが異なるので平均値は異なるが，差
は同程度である。本検査における“事故”群と“無事故”群の PF 値の差のレベルを示す
ものといえる。
一方，これらの結果の評価には以下の点も考慮しておく必要がある。まず，本分析は，
検査の合格者のみを対象に行われているため，低成績者があらかじめ除かれた集団での分
析結果である点である。したがって，いわゆる分布の切断効果と呼ばれる現象が現れてい
ると考えられる。また，予測対象の事故やエラーについても，その発生には環境要因など
人以外の要因が影響している点にも考慮が必要である。
3.4.2 予測力がみられた原因の考察
次に，予測力の原因について考察する。この点についての研究は十分に行われていない
が，検査結果とヒューマンエラーとの関連，あるいは間接的ではあるが，エラー発生につ
ながる注意の特性との関係等について一定の知見がある。また，検査結果と性格特性の関
連についての研究もある。その内容にふれながら予測力の原因について考察する。
(1)ヒューマンエラーとの関連
まず，検査成績による発生しやすいエラータイプの違いが井上他（2006）において分析
されている。この研究では，前述の Reason とは異なる 6 種類からなるエラー分類を行い
（エラーパターンとよばれる）
，
各パターンのエラーを誘発しやすい実験課題の成績と内田
クレペリン検査の成績との相関を求めている。内田クレペリン検査の PF 値と有意な相関
が認められたのは，6 パターンのうち，習慣エラー（注意のそれ）のみであった。このエ
ラーは，重森・井上・澤（2006）よると，普段とは違う作業をしなければならないのに，
別の作業と並行して当該作業を実施したため，注意容量が不足し，普段どおりの行動をと
ってしまうエラーである。具体的な事例としては，運転操作や事故復旧作業など，求めら
23

れている正しい手続きを行わなければならないときに，同時に遅延の回復や他の作業など
に注意を奪われ（逸れ）
，目の前の作業に十分に注意が向かない場面などが相当するとされ
る。したがって井上他（2006）の結果から，内田クレペリン検査の PF 値は，習慣的行為
を抑制できる「習慣抑制力」
，および注意が逸れにくいあるいは逸れても十分な注意を残す
ことができる「注意容量」の２つの能力と何らかの関係があると推定できる。一方，今回
の分析からは現職 3 年未満の運転士について PF 値に差がみられた。したがって，現職 3
年未満で，まだ十分経験が積まれていない運転士は，並行作業がある場合に注意配分が適
切に行えず，習慣的な行動をとってしまう習慣エラー（注意のそれ）が発生しやすい可能
性があるといえる。
(2)注意との関連
一方，注意の特性と定型・非定型との関係については，喜岡他（2003）が，注意の配分
力・集中力・持続力を測定する検査の成績と内田クレペリン検査の成績を比較している。
その結果，曲線類型が非定型の人は注意の配分力や持続力が低いことを見出している。
前者の注意の配分力については，ランダムに配列された数字を順に指していく検査（注
意配分検査）により測られているため，前項のヒューマンエラーとの関係で取り上げられ
た注意配分とは，別個の独立な並行課題がない点で異なる。しかし一方で注意配分検査で
は当面の数字を探すとともに，それに続くいくつかの数字を可能な限り記憶することが有
利になるとされることから（三井・福本・武井，1968），前項のエラーとの関係で述べた
PF 値が低いと並行作業がある場合に注意配分が適切に行えないという部分では一定の関
連があると考えられる。
後者の注意の持続力については，喜岡他（2003）はその分析結果に基づき，内田クレペ
リン検査はタイムプレッシャのかかる短期集中力よりも注意の持続力あるいは単調耐性に
近い特性を測定していることに示唆があったとしている。また，喜岡他（2004）では，発
動性，可変性，亢進性という内田クレペリン検査における性格 3 特性（日本・精神技術研
究所，1990）と上記 3 検査（注意の配分力，集中力，持続力）との関係を分析しており，
その結果，亢進性が低いと注意の持続力が低いことを見出している。曲線類型と性格 3 特
性との関係はこれまで明確には論じられていないが，注意の持続力の低さは，亢進性の低
さ（心的活動水準が継時的に低下しやすいなど）（日本・精神技術研究所，1990）との関
係も示唆される。運転士の業務は，決められたダイヤに沿って信号確認・速度調整・外乱
監視などの作業を繰り返す業務であり，求められる能力としてはビジランスと集中，特に
繰り返し作業や単調作業時の遂行能力が重要とされる（RSSB，2008）ことを考えると，
内田クレペリン検査の定型・非定型と注意の持続力との関係は，運転士の作業特徴と符合
する。
一方，本研究では，現職 3 年未満の運転士で PF 値と輸送障害との関係が示唆された。
それと上記の注意との関係については推定の域を出ないが，経験の浅さにより，自身の弱
点である注意の配分力・持続力の低さが運転業務の質に直接影響しエラーにつながってい
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ることが考えられる。運転士は，運転中に発生しうるエラーの防止スキルを自身の失敗経
験などを通して獲得している（楠神・武田，2005）とされることから，運転経験の蓄積を
通して運転士には自身の特徴や弱点が意識され，それをカバーするためのノンテクニカル
スキル（Flin, O’Connor, & Crichton, 2008 小松原他訳 2012）等が獲得され弱点が補完
され，その結果として，検査の予測力が低下することが一つの仮説として考えられる。
なお，定期検査は，何らかの理由により特に著しい機能低下が発生した場合のチェック
の役割を有するので（適性検査研究会，1983），本研究の結果があっても，定期検査の意
味は継続すると考えられる。
その他，性格についてもレビューし，PF 値が YG 性格検査の AG と有意な相関がある
（瀧本，2000）
，PF 値はビッグファイブの 5 因子すべてと有意な相関があるが係数が高く
ない（柏木・山田，1995）等の知見は得られたが，エラーとの関連からみた本検査の測定
特性を推定することはできなかった。
3.4.3 インシデントと輸送障害の PF 値に関する考察
また，今回はじめてインシデント経験者と低リスク輸送障害経験者を区分して分析した
が，全体および 6 つの群すべてで両者の PF 値に差が認められなかった。インシデントは
信号冒進（信号確認を誤り停止信号を行き過ぎる）や速度超過等が主体であり，それを引
き起こすエラーをみると，先述のようにスリップがもっとも多く，ラプスやミステイクが
それに続いた。運転士の業務は，ダイヤに沿って必要な操作を繰り返す作業であり，信号
冒進や速度超過も多くの場合，そのような状況で発生している。その点は，低リスク輸送
障害の典型である停止位置不良（ホーム等での停止位置の誤り）や出場遅延（ホーム等に
出場する時刻や場所の誤り）と共通であり，エラーが発生する作業の共通性が両者に差が
生じなかった原因と推定できる。
3.4.4 今後の課題
内田クレペリン検査については，測定内容や解釈の曖昧さに関して批判が多い。たとえ
ば，村上（2005）は，プロフィールのはげしい動揺を気分や情緒が不安定と解釈する点に
は疑問があるとし，また定型パタンや非定型パタンの指標は不安定で妥当性の高い解釈は
できないのに，無理に性格を解釈する点が問題としている。また，吉田（2006）も，内田
クレペリン検査が何を測定するのか心理学的にはわからないし，数々の問題があるとして
いるが，一方で，実用の立場からは，事故を起こす確率にわずかの違いがあれば安全策を
取るのが経営の責任なので，検査に重きを置く根拠はあるとも述べている。
したがって今後は，
検査の実施の根拠をより明確にしていくため，
予測力の程度や根拠，
あるいは測定特性等の明確化に向けて引き続き心理学的な分析を行っていく必要がある。
本研究では，輸送障害等と検査結果の関連をみた上で，予測力の根拠についてエラーや
注意との関係から考察したが，今後は，より統制のとれたデータの収集に加え，エラーの
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メカニズムあるいは注意以外の認知特性との関係分析が重要である。また，性格との関係
や PF 値とは基本的に関係ないとされる知能（瀧本，2000）などもその確認の対象となろ
う。
一方，内田クレペリン検査の評価指標については，PF 値や曲線類型を用いている限り，
分析に限界がある。本検査には，はげしい動揺，後期作業量の下落，後期初頭の著しい出
不足など，さまざまな非定型特徴 1)がある。一方で PF 値あるいは曲線類型は，それらの
非定型特徴（定型曲線からの隔たり）の程度を総合的に表す指標であるため，その数値か
らはどの非定型特徴の影響が大きいかを読み取れない。したがって，各非定型特徴につい
て，それぞれがエラーや認知特性にどう関係するかを分析することにより，検査の測定特
性に関する知見が深まると考えられる。実際，自動車分野では長塚（1985）が，事故群と
無事故群の検査成績の違いをもとに，事故の発生と初頭努力，休憩効果，動揺率との関係
を明らかにしている。また，各分作業量のデータからこれらの非定型特徴の程度を個別に
定量化する方法も提案されている（小笠原，1985）。したがって，鉄道においても個々の
非定型特徴に着目することが今後の有力なアプローチの１つといえる。それにより，各非
定型特徴と特定のエラーの発生メカニズムあるいは認知特性との関連が推定でき，上記の
課題検討の足掛かりになると考えられる。
なお，
「第 5 章 現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究」において，目的
は異なるが，エラーと検査成績との関連の分析をしており，その中で，指導内容の充実を
図るため，内田クレペリン検査の非定型特徴を小笠原（1985）により指標化して分析して
いる。両者の関連の分析方法は本章の研究と異なるが，参考となる知見が得られたため，
第 5 章の最終節（第 9 節）で内田クレペリン検査の非定型特徴とエラーとの関連について
再度議論する。
脚注 1) 内田クレペリン検査のプロフィールの判定は，1 分単位の作業量に応じて作業量
の段階をＡ～Ｄの４つに区分（鉄道総合技術研究所では 4 段階だが，日本・精神技術研究
所では前記 A 段階をさらに２つの段階に区分している。JR 各社は前者の区分で実施して
いるため，本論文ではこの区分に沿って記述する）した上で，曲線の形状の判定は検査員
の直観判定により行われてきた。
判定結果は，
曲線類型という離散的な判定区分で示され，
たとえば作業量が A 段階の場合，定型的な曲線（基準となる曲線）からのずれの程度およ
び非定型特徴（はげしい動揺，後期作業量の下落，後期初頭の著しい出不足などいくつか
の種類に分けられる。日本・精神技術研究所，1975）の程度と数に応じて 6 段階に区分さ
れる。一方，ソフトウェアによる PF 値等を用いた数量判定も可能になってきており，JR
各社では数量判定を参考にした検査員の直観判定に基づく曲線類型の判定が進んでいる。
PF 値とは，Profile Fluctuation（曲線変動）の略で，作業各行における各個人の実際の作
業量と期待作業量のずれの２乗量を標準化したものの総和であり，期待作業量は，当該個
人の各分作業量の平均から回帰予測される（柏木，1975）
。PF 値は，回答結果の定型特徴
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（偏りのない望ましい作業経過を示す）が多いほど数値は小さく，逆に非定型特徴の程度
が著しいほど，また種類が多いほど数値は大きくなる（柏木，1975）。このように PF 値
は曲線類型とは異なり，定型的な曲線からのずれの程度が連続量として測定可能である点
が特徴である。
脚注 2) 鉄道運転事故および輸送障害は，鉄道事故等報告規則により，以下のように定め
られている。まず，鉄道運転事故とは，列車衝突事故（列車が他の列車又は車両と衝突し，
又は接触した事故）
，列車脱線事故（列車が脱線した事故），列車火災事故（列車に火災が
生じた事故）
，踏切障害事故（踏切道において，列車又は車両が道路を通行する人又は車両
等と衝突し，又は接触した事故），道路障害事故（踏切道以外の道路において，列車又は車
両が道路を通行する人又は車両等と衝突し，又は接触した事故）
，鉄道人身障害事故（列車
又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（前各号の事故に伴うものを除く））
，鉄道物
損事故（列車又は車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故（前各号の事故に伴
うものを除く）をいう。一方，
「輸送障害」とは，鉄道による輸送に障害を生じた事態であ
って，鉄道運転事故以外のものをいう。
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第４章 異常時パフォーマンスを予測できる新しい運転適性検査
の開発
４．1

研究の背景と目的

第 2 章で述べたように，鉄道の運転業務は，ATS（自動列車停止装置）等の信号保安装
置の導入・高機能化に伴い，平常時のヒューマンエラーが即，重大事故に発展するリスク
は相当に減少してきている。したがって，事故に繋がる要注意エラーは，異常時場面にシ
フトしている。
異常時のパフォーマンス確保のためには，教育・訓練の実施が必須であり，鉄道事業者
においても現車訓練やシミュレータ訓練が行われている。しかし，発生する異常時は多様
であり，また，まれにしか発生しないため，異常時パフォーマンス確保のためには，能力
や心理特性面から包括的な評価やチェックを行うことができる心理適性検査の活用が有効
である。
一方，日本の鉄道においては，運転業務に必要な能力・特性を評価しチェックを行う運
転適性検査制度が 1949 年から導入されているが，速度違反や信号違反などの多さがその
導入理由とされ，異常時パフォーマンスの予測は当初より目的とされていない（大庭,
1981a）
。また，導入時の検査体系は，その後，大きな変更なく現在に至っている。鉄道以
外に視野を広げても，心理適性面から産業・交通関係の従事員の異常時パフォーマンスを
予測しようという検査は見当たらない。
また，鉄道においては，ヨーロッパにおいても従事員の能力・特性チェックのために様々
な心理適性検査が実施されている。しかし，その目的は日本の場合と異なる。日本では，
将来事故を起こす確率の低い人の採用・登用が主目的であるのに対し，ヨーロッパでは職
種別の採用が一般的であるため，当該職務への向き・不向きや効率的な育成の可否の予測
が主眼になっている（芳賀, 1992; Wecxsteen & Guinard, 2011)。したがって，異常時パ
フォーマンスに関連すると思われる検査も，ストレス管理やストレス耐性の測定がねらい
で あ り ， 性 格 検 査 や 面 接 の 領 域 と さ れ る （ Community of European Railways &
Infrastructure Companies, 2009）
。
したがって，日本の鉄道において重要度の増している異常時エラーについて，心理適性
の観点から一定のチェックを可能とするため，鉄道の運転関係従事員（特に運転士）の異
常時パフォーマンスの予測が可能な新しい心理適性検査を開発することにした。その際，
後述するように鉄道運転士に実施されている４検査（内田クレペリン検査，識別性検査，
注意配分検査，機敏性検査）の中で，異常時パフォーマンスに対して一定の予測力がみら
れた機敏性検査（反応速度検査）をベースに開発することにした。したがって異常時パフ
ォーマンスの予測力等についても，機敏性検査と比較しながら評価を行った。

29

４．２ 新検査の仕様の検討
4.2.1 異常時パフォーマンスに関連する心理特性の考察
(1)異常時のエラーの定義
ここで異常時のエラーの定義を行う。予定通りの作業を行っている中でのエラーを定常
時のエラーとし，予定されていない状況が発生し，かつ本人がそれを認識している場合を
異常時とし，そのような中で発生するエラーを異常時のエラーとする。たとえば，いつも
とちょっと違う場面で，本人がそれに気づかずエラーに至るスリップ（Reason, 1990）な
どは「定常時」のエラーに分類する。ここでは，異常時パフォーマンスを異常時にエラー
しにくい能力を意味するものとする。
(2)検査で測定すべき心理特性
異常時のパフォーマンスには，
「事象の重大性」
「時間的切迫感」およびそれに伴う「情
動」の影響が指摘されている（細田・井上，2000）。そのような情動が判断を行う資源で
ある注意容量を奪い，適切な対処行動の決定を阻害していると考えられる。以上のことか
ら，異常時パフォーマンスを規定する心理特性は，
「定常時に有する注意容量」「異常時に
おいて作業実施に影響を与える情動の発生のしやすさ」
「当該情動が注意容量に及ぼす影響
の程度」など多くの要素に分解できる。しかし，検査として最も予測したい内容は，これ
らの影響が総合された最終的な異常時パフォーマンスである。したがって，目指すべき検
査の方向としては，性格検査ではなく知的能力検査，検査の方式としては，紙筆検査では
なく一定の装置を用いた行動検査が有力と考えられる。この方向に沿って検査の仕様を検
討する。
4.2.2 多重選択反応検査への着目
(1)運転士登用時に行われる既存４検査の異常時パフォーマンスとの関連
従来から運転士登用時に行われてきた内田クレペリン検査，識別性検査，
注意配分検査，
機敏性検査の４検査について，これらの検査と異常時エラーとの関連を分析したところ，
機敏性検査に一定の予測力が認められたが，その関連の程度はごく弱いものであった（青
沼他, 2007）
。したがって，この機敏性検査をベースに新たな検査を開発することにした。
機敏性検査とは，第 1 章で述べたように 3 色の光刺激がランダムに出現し，受検者は色に
対応したキーをできるだけ速く誤りなく押す検査で，選択反応時間の速さと誤り傾向を測
定し評価するものである。知的能力検査でありかつ行動検査という点で前述した新検査の
方向性とも合致する。
(2)多重選択反応検査の定義および新検査候補としての選定理由
新検査は，機敏性検査と同様，選択反応をベースとするが，選択反応を複数組み合わせ
た検査として検討することにした。これを多重選択反応検査と呼び，その定義は「選択反
応の系列を複数組み合わせた課題を設定し，任意の系列の任意の刺激をランダムに提示し，
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受検者にその刺激に対応した反応をできるだけ速く正確に繰り返すことをもとめる検査」
とする。系列の例としては，色の選択，形の選択，音の選択などが考えられる。なお，前
述の機敏性検査は，色という１つの系列について刺激を提示する検査といえ，多重選択反
応検査にはならない。異常時パフォーマンスの予測が可能な検査として，多重選択反応検
査を選定した理由は以下のとおりである。
1. 多重選択反応検査では，選択反応を複数組み合わせることによって，より複雑かつ
難易度の高い課題設定が可能である。したがって，情動により注意容量が制約された場面
での作業をより模擬できると推定できる。
2. 機敏性検査の 1 系列の選択反応は，どちらかといえば「一つの作業の流れに沿って
淡々とルールに従った行動を行う定常時の作業」に近い。一方，多重選択反応検査の複数
系列の選択反応は，より複雑な情報処理が必要であり，
「短時間に複数事象を同時並行的に
処理しなければならない異常時の作業系列」により近いと考えられる。
(3)既存の多重選択反応検査の例
交通場面での予測を想定した多重選択反応検査には，重複作業反応検査（長塚・北村，
1961；Nagatsuka & Kitamura，1961），オランダ国鉄の適性検査として使われていた多
肢選択反応検査（van der Flier & Schoonman, 1988）
， JR 東日本が 1991 年に試作した
多重反応検査（芳賀・畔蒜・藤原，1991b）などがある。重複作業反応検査は，刺激系列
は主に色の１系列であるが，反応方法が複数であり，また課題の種類が複数ある点が特徴
といえる。オランダの多肢選択反応検査や JR 東日本の試作版多重反応検査は，複数の刺
激系列（前者が色，位置，音の３種，後者が色，形，位置，音の４種）を持ち，反応方法
もそれに対応して複数である。これら３検査は，手と足の両方を使う点で共通している。
4.2.3 多重選択反応検査の基本仕様の検討
(1)基本構成
検査は刺激の表示・制御が容易であり，また結果の採点や保存が自動的に行える点など
を考慮し，ノートパソコンを用いて開発する。また刺激に対する反応は専用のキーボード
を用いる方法とした。なお，これ以降，ここで開発する検査を多重選択反応検査というこ
とにする。
(2)刺激系列の選択
刺激系列としては，既存検査の例からも，色，形，位置，音などが考えられる。今回は
鉄道の運転関係従事員（主に運転士）を対象に検査を検討しているため，信号機の確認業
務など，色の弁別は重要である（機敏性検査も色を使用）。一方，運転関係従事員は，聴覚
刺激（ＡＴＳの警報等）にも適切に反応することが求められ，近年その傾向が強まってい
る点から，音の弁別も重要である。複数のモダリティを用いることにより，実際の異常時
における運転業務に近づけることも可能である。選択する刺激系列数は，論理的には決め
られないが，多重選択反応検査ではオランダの多肢選択反応検査と同様に３種（視覚刺激
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２，聴覚刺激１）とし，色以外の視覚の系列については形を用いることにした。作業遂行
において形の弁別も重要と考えたためである。
(3)各系列の刺激数
色，形，音の各課題の選択肢数については，多肢選択反応検査は，色５，音２，位置２
であり，前述の試作版多重反応検査は，形５，色３，音３，位置２であった。この数につ
いても論理的には決められないが，
まず，
機敏性検査に準じて各系列とも選択肢を３とし，
課題の難易度を調整する中で，必要により変更することにした。
4.2.4 刺激および反応方法のデザイン
(1)表示器と操作器
JR 東日本の研究開発センター従事員および実際の運転士に試行しながら，刺激の表示
方法と反応方法をデザインするとともに，各課題の難易度のチューニングを行った。
ノートパソコンのディスプレイ（縦横比 3:4 の 15 インチ）における刺激の表示位置は，
Figure 4.1 の①～⑥を想定した。一方，刺激への反応は，Figure 4.2 の下方にあるような
専用キーボードで行う（なお，Figure 4.2 はチューニング後の最終形状）
。各系列の３つの
刺激に対応するボタンは，色，形は横方向に，音は縦方向に配置した。色，形について，
中央ボタンの位置のみを他より高くしたのは，選択反応の難易度を高めるためである。な
お，足による反応を用いなかったのは，運転業務では足による反応がほとんどないためで
ある。ボタン押しは片手（利き手）で行うようにした。
(2)色についての刺激の提示方法と反応方法
第一次案では，鉄道信号と同様，赤・黄・緑の円形の刺激（半径 15mm）を，Figure 4.1
のディスプレイ上の位置⑤（画面中央）に提示し，キーボードの対応するボタンには対応
色を塗った。しかし，課題がやさしすぎる傾向がみられたので，難易度のチューニングを
行い，最終的にはボタンへの塗色はやめ，ボタンに識別のための数字（１，２，３）を貼
付するのみにするとともに，刺激の提示位置を Figure 4.1 の①～⑥の位置にランダムに提
示することにした。
(3)形についての刺激の提示方法と反応方法
第一次案では，形については，黒輪郭の丸・三角・バツの３つの図形（縦・横 15mm の
枠内）を Figure 4.1 の①～③のいずれかの位置に提示し，キーボードの対応するボタンに
は対応する形を貼付した。しかし課題がやさしすぎる傾向がみられたため，刺激を①～⑥
の位置にランダムに提示するようにした（キーへの貼付は変更なし）
。
(4)音についての刺激の提示方法と反応方法
音はヘッドホンから提示し，音量は，
「医学適性検査の基準をはっきり上回る明瞭に聞き
取れる音量」でかつ「うるさすぎない音量」として 60dB 程度とした。音の種類は，チュ
ーニングの結果，高音の断続音（1600Hz，断続周期は１秒間に５回），高音の連続音
（1600Hz）
，低音の連続音（200Hz）の３種類とした。音に対応するボタンは，高音断続
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注）○印が刺激の表示位置。○印は，縦・横と
も全体を 4 分割する線分の交点にある。

Figure 4.1 刺激表示位置

Figure 4.2 開発した多重選択反応検査

音は白，高音連続音は灰，低音連続音は黒に塗色した。
(5)反応に対する時間的切迫感を高める工夫
異常時に近い状況を模擬する工夫として，刺激提示後，一定時分経過後に回答を促すメ
ッセージを視覚および聴覚に対して提示する方法を採用した。課題に対する反応時間は，
受検者ごと，刺激系列ごとに異なるため，メッセージの提示タイミングも，受検者・刺激
系列ごとに定めた。具体的には，各系列とも５回目まではメッセージを出さず，個人別・
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系列別に反応時間を把握した上で，各系列の６回目以降の刺激に対して，それ以前の５回
の平均反応時間から一定程度（μ＋0.53σ）反応が遅れた場合のみ，メッセージを提示す
るようにした。メッセージは，刺激が視覚刺激の場合には，画面に「キーを押してくださ
い」と表示するとともに音アラームを与え，聴覚刺激の場合には，画面に「キーを押して
ください」と表示するのみとした。これは，音アラームを与えている間，音刺激が聞こえ
にくくなるためである。音アラームは，３つの音刺激との識別性のよかった電話音（かつ
ての黒電話の音）を採用した。
(6)練習および検査時間
練習については，
各系列の課題がしっかり理解できるように，系列ごとに練習した後に，
３つの系列を組み合わせた総合練習を実施するようにした。検査時間については，機敏性
検査と同程度の反応数が得られる時間とした。その結果，検査時間は 60 秒になった。ま
た，教示・練習を含めた総検査時間は４分強となった。以上の経緯を踏まえて仕様確定し
た多重選択反応検査を Figure 4.2 に示す。
４．３ 異常時パフォーマンスの予測力の評価
4.3.1 目的
開発した多重選択反応検査の異常時パフォーマンスに対する予測力を既存検査である機
敏性検査と比較しながら評価する。
4.3.2 評価方法
(1)評価の概要
JR 東日本の４支社の総合訓練センター（以下，単に訓練センターという）に定期訓練
に来た運転士に多重選択反応検査および機敏性検査を実施した。検査の実施順はランダム
とした。一方，定期訓練ではシミュレータ訓練（佐藤・香西・蔵谷・葛城，2000）や現車
訓練等を通して異常時取扱いなどに関する訓練を受けるため，当該運転士の素質面からみ
た異常時の強さについて訓練を担当している訓練センター講師に評価してもらった。また，
当該運転士の職場の上司および運転士本人にも同様の評価をしてもらった。実施期間は，
2004 年 11 月～12 月である。有効サンプル数は 184 名である。なお，機敏性検査は運転
士の資格検査であるため，ここでのサンプルは運転士の登用時に機敏性検査に合格してい
る点に留意する必要がある。
ただし，
機敏性検査の受検は運転士登用時の 1 回のみであり，
その際の合格率は 96～97％である。
(2)検査の成績を示す指標
多重選択反応検査の成績を評価するための指標としては，総反応数，正答数，誤答数，
正答率を用いた。一方，比較対象である機敏性検査についても通常用いられる正答数，誤
答数に加え，総反応数と正答率も計測した。これらを検査指標という。
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(3)「運転士の素質面からみた異常時の強さ」の評価方法
前述の訓練センター講師，職場の上司，運転士本人による「運転士の素質面からみた異
常時の強さ」の評価は，質問紙において，６つの項目の５段階評価により行われた。６つ
の項目は，以下の手順により決定した。鉄道の運転士が異常時に求められる重要な行動要
素を乗務員指導の実務者，訓練センター講師，および安全研究所の心理学の専門家で協議
した結果，５つの項目に分類できた。それらを下記の項目１から項目５のように文章化し
た上で，それら５項目の総合的な評価を行うための１項目を加えた。それらを再度，上記
協議者に提示し確認した上で以下の 6 項目に最終決定した。
1. 異常時でも，状況をすぐに正しく理解できる
2. 緊急動作（列車防護など）をためらわずに行える
3. 指令への連絡･確認など，大事な手順は漏れなく実施できる
4. 危険かもしれないと思えば，しっかり列車を止めておける
5. パニックにならず，落ち着いて判断・行動できる
6. 総合的にみて異常時に強い
上記の評定に際しては，回答者に，本人の知識・経験の影響を除いた本人の素質面での
評価を行うように求めた。これらを異常時対応能力指標という。
4.3.3 結果と考察
(1)多重選択反応検査の主要指標の基本統計量
総反応数，正答数，誤答数，正答率の基本統計は以下のとおりである。
1. 総反応数：平均値は，機敏性検査（以下，単に機敏性というときがある）が 51.5 に
対し，多重選択反応検査（以下，単に多重というときがある）は 52.6 であった。機敏性検
査の検査時間は非公表であるが，多重よりは短いため，課題の難しさは多重の方が高いと
いえる。標準偏差に関しては，多重（11.0）の方が機敏性（7.4）より大きいので，成績の
ばらつきは，多重の方が機敏性よりも大きい。
2. 正答数：平均値は，機敏性が 50.2，多重が 48.8 であった。標準偏差については，総
反応数と同様，多重（12.1）の方が機敏性（7.4）よりも大きい。
3. 誤答数：平均値は，多重が 3.9，機敏性が 1.3 であり，多重は機敏性の約３倍である。
標準偏差は，多重が 3.5，機敏性が 1.9 であり，多重は機敏性に比べ２倍近くのばらつき
がある。
4. 正答率：正答数・誤答数の分析結果から推定できるが，やはり機敏性の正答率（98％）
が多重（92％）に比べてかなり高い。
(2)異常時対応能力指標の項目間の関連
６つの異常時対応能力指標について講師，上司，本人が評価しているため，この 18 変
数について因子分析を行った（主因子法）。その結果，因子寄与が 1 を超えたのは 3 因子
であり，第 1 因子が講師評価，第 2 因子が上司評価，第 3 因子が本人評価になり，項目間
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Table 4.1 異常時対応能力指標の因子分析結果
講師評価
異常時でも、状況をすぐに正しく理解できる
緊急動作(列車防護など)をためらわずに行える
指令への連絡･確認など、大事な手順は漏れなく実施できる
危険かもしれないと思えば、しっかり列車を止めておける
パニックにならず、落ち着いて判断･行動できる
総合的にみて異常時に強い
上司評価
異常時でも、状況をすぐに正しく理解できる
緊急動作(列車防護など)をためらわずに行える
指令への連絡･確認など、大事な手順は漏れなく実施できる
危険かもしれないと思えば、しっかり列車を止めておける
パニックにならず、落ち着いて判断･行動できる
総合的にみて異常時に強い
本人評価
異常時でも、状況をすぐに正しく理解できる
緊急動作(列車防護など)をためらわずに行える
指令への連絡･確認など、大事な手順は漏れなく実施できる
危険かもしれないと思えば、しっかり列車を止めておける
パニックにならず、落ち着いて判断･行動できる
総合的にみて異常時に強い
因子寄与
寄与率（％）
累積寄与率（％）

因子 1

因子 2

因子 3

.865
.787
.779
.795
.827
.901

.062
.124
.088
.182
.125
.103

.069
.035
.121
.100
.120
.106

.067
.171
.087
.072
.074
.189

.876
.798
.711
.741
.775
.845

.054
-.001
.068
.172
.043
.062

.042
.122
.034
.052
.117
.071
4.230
23.502
23.502

.142
-.019
.017
.025
.115
.110
3.907
21.705
45.206

.763
.613
.740
.616
.735
.832
3.216
17.869
63.075

の相関より評定者内の相関の方が強かった（Table 4.1 に因子パーシモニー基準による直交
回転後の結果を示す）
。これは，評定者の評定内容・方法に違いがあるからと考えられる。
まず講師は，多くの運転士の異常時取扱いを訓練センターでのシミュレータ訓練や現車訓
練の中で見ているが，職場の上司ほど普段の本人のことを知らない。一方，上司は，本人
の人となりはよく把握しているが，運転士は単独作業であり，まためったに異常時は発生
しないため，異常時パフォーマンスの把握には限界がある。また本人は，自身の異常時パ
フォーマンスについて自覚はあると考えられるが，その判定基準は個々人により違いがあ
ると考えられる。
以上から，講師，上司，本人のいずれか単独の評価により運転士の異常時パフォーマン
スを予測することには難しさがあることがわかる。なお，各評定者内の項目間相関は，講
師で 0.6 から 0.8 程度，上司で 0.5 から 0.8 程度，本人で 0.4 から 0.7 程度であった。
(3)異常時対応能力指標と検査指標との相関
多重選択反応検査が異常時パフォーマンスに対する予測力があるかどうかをみるために，
異常時対応能力指標と検査指標との相関係数をみる。まず検査成績については，多重選択
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反応検査，機敏性検査とも，総反応数，正答数，誤答数，正答率の４指標を用いることに
した。一方，異常時対応能力指標は，前述のように講師，上司，本人で違う側面から運転
士の異常時パフォーマンスを評価していると考えられるので，ここでは上記３者の平均値
を指標として加えた（三者の重みについては明確な根拠がないため，単純平均とした）
。こ
れらの指標と検査指標との相関係数を求めたところ，項目により順位の変動はあるが，相
関係数の高さの全体的な傾向は，三者平均，講師，上司，本人の順になった。三者平均の
相関係数が最も高いことは，やはり講師，上司，本人がそれぞれ違う側面から評価を行っ
ており，単独では異常時パフォーマンスの予測が難しいことを示唆している。なお，三者
の中で講師の相関係数が最も高かったことは，普段の本人について知らなくても実際の異
常時取扱いをみることで一定の評価が行えることをうかがわせる。
以上を踏まえ，相関係数が最も高い傾向にあった三者平均について，多重選択反応検査
の検査指標（４指標）と異常時対応能力指標（６指標）との相関係数を Table 4.2 に記す。
表には比較のため，機敏性検査の結果もあわせて記した。表から以下のことがわかる。
1. 多重選択反応検査，機敏性検査とも総反応数・正答数については有意な相関がみら
れる項目が多いが，誤答数・正答率に関しては有意な相関がみられない。
2. 総反応数・正答数については，すべての項目で多重選択反応検査の相関係数の方が
機敏性検査よりも高い。また，多重選択反応検査ではすべての項目で有意な相関が認めら
れた（p<.01）。ただし，両検査の相関係数については，有意な差までは見られなかった。
なお，前述のようにここでのサンプルは運転士の登用時に機敏性検査に合格しているが，
前述のように機敏性検査の受検は運転士登用時の 1 回のみであり，その際の合格率は 96
～97％であるため，その影響は限定的であると考えられる。
以上から，多重選択反応検査の総反応数および正答数は，異常時パフォーマンスに対す
る予測力があるといえる。一方，誤答数および正答率については予測力が認められなかっ
た。また，機敏性検査の正答数・総反応数にも異常時パフォーマンスの予測力が認められ
たが，多重選択反応検査の方が相関係数が高い傾向がみられた（有意差はなし）
。

Table 4.2 検査指標と異常時対応能力指標との相関係数（三者平均）
①異常時でも、状
況をすぐに正しく
理解できる
多重
機敏性
総反応数 .221 ** .133
正答数
.206 ** .155 *
誤答数
-.016
-.087
正答率
.030
.097

③指令への連絡･
確認など，大事な
手順は漏れなく実
施できる
多重
機敏性 多重
機敏性
.245 ** .173 *
.295 ** .237 **
.219 ** .171 *
.277 ** .237 **
.018
.015
-.026
.009
.034
.019
.078
.014

②緊急動作（列車
防護など）をためら
わずに行える

* p <.05, ** p <.01
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④危険かもしれな
⑤パニックになら
いと思えば，しっか
⑥総合的にみて異
ず，落ち着いて判
り列車を止めてお
常時に強い
断・行動できる
ける
多重
機敏性 多重
機敏性 多重
機敏性
.262 ** .191 ** .223 ** .132
.227 ** .165 *
.235 ** .205 ** .195 ** .157 *
.205 ** .175 *
.015
-.052
.031
-.093
.007
-.032
.039
.081
.007
.096
.018
.048

(4)多重選択反応検査が測定する異常時対応能力
項目間の相関より評定者間の相関の方が強かったため，あくまで参考であるが，Table
4.2 の検査成績と各異常時対応能力指標との相関係数から次のことがわかる。総反応数に
ついては６項目とも相関係数が 0.2 以上で，異常時に必要とされる能力について一定の予
測力がみられたが，その中では「指令への連絡・確認など大事な手順は漏れなく実施でき
る（項目３）
」および「危険かもしれないと思えば，しっかり列車を止めておける（項目４）」
が高く，これに次いで「緊急動作（列車防護）をためらわずに行える（項目２）
」が高かっ
た。項目３のように，異常時でも冷静に行動できる能力のほかに，項目４のように，通常
の安定輸送の価値観と異なる行動を躊躇なく選択できる能力についてもある程度の予測力
がみられた。
４．４ 多重選択反応検査の主要指標の分布と指標間相関および機敏性検査との指標間相
関
4.4.1 目的
以上の基準関連妥当性の分析から，多重選択反応検査は運転士の異常時パフォーマンス
を一定程度予測できることが明らかになった。したがって，実際の検査として活用してい
くための準備として，以下の 3 点の分析・検討を行った。その際，本検査開発のベースに
なった機敏性検査についての同様の分析結果と比較し，本検査の特徴等について分析を深
める。
1. 異常時パフォーマンスの予測力評価を行った 4 つの指標（総反応数，正答数，誤答
数，正答率）について，平均，標準偏差，変動係数等を算出し，測定値の分布を確認する。
2. 上記の 4 つの指標について指標間相関を算出し，それぞれの測定内容について考察
する。
3. 上記の 2 つの分析および前述の異常時パフォーマンスの予測力の分析結果を踏まえ，
成績判定のための有力指標について検討する。
なお，参考までに，多重選択反応検査と機敏性検査の指標間の相関についても分析し，
両検査の測定領域の異同についても考察する。
4.4.2 分析方法
多重選択反応検査は，鉄道の運転関係従事員，特に運転士の業務についた際の異常時パ
フォーマンスの予測を目的としているため，運転士に加え，運転士試験を受ける可能性の
ある運転関係従事員（駅の信号扱いや操車担当，指令員，車掌，地上メンテナンス業務に
おいて輸送に関わる取扱いを行う者等）に対して，多重選択反応検査および機敏性検査を
実施した。収集したデータは 704 名分であり，サンプルの抽出は，各職種および地域・年
齢の構成割合を考慮して行った。検査の実施は 2005 年 8 月～10 月である。
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4.4.3 結果と考察
(1)検査指標の平均，標準偏差，変動係数等の評価
まず，多重選択反応検査，機敏性検査とも先述の４指標（総反応数，正答数，誤答数，
正答率）について，平均値，標準偏差，変動係数（標準偏差／平均）等を算出した（Table
4.3）
。表より以下のことがわかる。
平均値について，総反応数は多重が機敏性よりやや多く，正答数は両検査ともほぼ同じ
である。一方，誤答数は多重が機敏性の３倍以上で正答率も多重が低い。検査時間の違い
を考慮すると，多重選択反応検査の方が難易度の高い検査といえる。またそれに伴い，標
準偏差についても，総反応数・正答数・誤答数は多重が機敏性を上回り，特に誤答数でそ
の差が大きかった。以上のことから，多重選択反応検査は機敏性検査よりも成績のばらつ
きが大きく，検査の感度について有利といえる。
(2)多重選択反応検査の指標間相関の分析
Table 4.4 に多重選択反応検査および機敏性検査の各４指標，計 8 指標間の相関係数を
記す。表より，多重の総反応数と正答数，および誤答数と正答率との相関が高かった（0.9
程度）
。前者が「作業の速さ」を表す指標，後者が「作業の正確さ」を表す指標と考えられ
る。成績判定の指標としては，両者から１つずつ選定するのが妥当と考えられる。その際，

Table 4.3 多重選択反応検査および機敏性検査の主要指標の平均値，標準偏差等
多重選択反応検査
平均値

総反応数
正答数
誤答数
正答率

標準偏差 変動係数

54.7
49.6
5.2
0.903

10.1
10.6
4.7
0.089

機敏性検査

最大値

0.184
0.214
0.906
0.099

最小値

85
77
35
1

平均値

22
8
0
0.348

標準偏差 変動係数

50.5
49.1
1.4
0.971

7.2
7.3
1.9
0.039

最大値

0.142
0.149
1.316
0.040

72
69
13
1

最小値

18
18
0
0.705

Table 4.4 多重選択反応検査および機敏性検査の主要指標の指標間相関係数
多重選択反応検査
多重選択
反応検査

機敏性
検査

総反応数
正答数
誤答数
正答率
総反応数
正答数
誤答数
正答率

総反応数
.899**
.106**
.183**
.615**
.602**
-.003
.061

正答数

機敏性検査

誤答数

正答率

総反応数

正答数

-.926**
.024
-.060
.321**
-.305**

.129**
.200**
-.284**
.288**

.966**
.045
.064

-.215**
.319**

誤答数

正答率

-.985**

-

-.340**
.581**
.571**
.596**
-.144**
.192**

* p <.05, ** p <.01
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双方の相関係数が低い組み合わせは順に，総反応数と誤答数（0.106）
，総反応数と正答率
（0.183），正答数と誤答数（-0.340），正答数と正答率（0.581）であった。この順に相互
に独立性の高い指標といえる。
(3)有力指標の選定
これまで述べてきた異常時パフォーマンスの予測力および上記の指標間の相関係数の分
析結果から，成績判定の有力指標を検討する。
1. 「作業の速さ」に関する検査指標について：異常時パフォーマンスの予測力は「総
反応数」が「正答数」を上回っている。ただし，
「正答数」もすべての指標で機敏性の「正
答数」を上回っている。一方，
「正答数」は，
「作業の正確さ」を示す誤答数・正答率と相
関が高いが（－0.340，0.581）
，
「総反応数」は，これらの指標と相関が低い（0.106，0.183）
。
指標の標準偏差は，いずれも機敏性の正答数を上回っている。以上のことから，特性１の
指標としては，総反応数の方が有利といえる。
2. 「作業の正確さ」に関する検査指標について：異常時パフォーマンスについて「作
業の正確さ」に関する 2 指標の予測力は低かった。しかし，一般論として誤りが多いこと
は運転業務にとって問題があるため，誤りの絶対的な数をみる誤答数や全般的な作業の正
確さがみられる正答率が指標として考えられる。また，
「作業の速さ」をみる指標として総
反応数を採用した場合には，評価の際に作業の正確さについてのおさえが必要である。一
方，ばらつきについては，誤答数，正答率ともに，多重は機敏性よりも標準偏差が大きい。
以上のことから，
「作業の正確さ」に関する検査指標としては，誤答数ないしは正答率を採
用することが有力といえる。
(4)多重選択反応検査と機敏性検査の指標間相関
Table 4.4 の多重選択反応検査の４指標と機敏性検査において実際に用いられる正答
数・誤答数の相関係数をみると，多重の総反応数・正答数と機敏性の正答数には高い相関
が認められた（0.602 および 0.596）
。両検査とも「作業の速さ」という点でかなり共通的
な能力を測定していると考えられる。一方，多重の誤答数・正答率は機敏性の誤答数とあ
る程度の相関がみられたものの（0.321 および-0.284），前者ほどの強い相関ではなかった。
「作業の正確さ」に関する指標については，多重選択反応検査が選択反応の系列数を機敏
性の 1 から 3 に増やしたため，課題を正確に行うための必要な能力が変化した可能性があ
る。一方で，竹内・藪原・小笠原・名執(1982)によると，同じ機敏性検査を同一人に 2 回
（1 回目の 63 日後およびさらに 35 日後）実施したところ，相関係数が正答数よりも誤答
数の方が低かった（1 回目と 2 回目および 2 回目と 3 回目の相関係数が，正答数について
0.89 および 0.76，誤答数について 0.54 および 0.46）。したがって，今回の分析結果から
は，
「作業の速さ」よりも「作業の正確さ」に関する指標の方が，多重と機敏性の間で測定
能力に違いがあるとまでは断定できなかった。
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４．５ 多重選択反応検査の意義と今後の課題
今回の分析から，多重選択反応検査に異常時パフォーマンスに対する予測力が確認され
た。多重選択反応検査は，
「系列ごとに定められたルールを理解した上で，ランダムに提示
される刺激に対してルールに沿ってできるだけ速くかつ正確に反応できる力をみる検査」
といえるが，機敏性検査では 1 系列であった選択反応を 3 系列用い，より難易度の高い課
題設定を行うとともに，反応の遅延に対するフィードバックを提示するなどにより，異常
時に近い状況を模擬できたと考えられる。
また今回，検査の予測力評価のため，各運転士の異常時パフォーマンスを講師，上司，
本人の三者に求めたが，それぞれが別の側面から評価しており，単独の評価から運転士の
異常時パフォーマンスを予測することに難しさがあることがわかった。このことも異常時
パフォーマンスを検査で予測することの意味と考えられる。
一方，鉄道総合技術研究所では，異常時に限らず，ヒューマンエラーをその発生メカニ
ズムから 6 つのパターンに分類し，多重選択反応検査と機敏性検査の予測力を評価してい
る（井上他, 2006）
。多重選択反応検査は正答数，総反応数とも 6 パターン中，5 パターン
で予測力が確認された（機敏性検査は正答数と誤答数合わせて４パターン）
。多重選択反応
検査は異常時に限らず，広い範囲のヒューマンエラーについて予測力が確認されている。
今後，本検査を実用化するためには，成績を判定するための指標の決定および判定基準
の作成が必要である。今回の分析からは，作業の速さに関しては総反応数，作業の正確さ
に関しては誤答数または正答率が有力といえる。実用化に当たっては信頼性の確認も必要
といえる。
また，異常時パフォーマンスを規定する心理特性は多くあると考えられるが，本検査開
発に当たっては，様々な心理特性の影響が総合された最終的な異常時パフォーマンスの予
測を目的とした。したがって今後，本検査がどのような能力を測定し，それが異常時パフ
ォーマンスの予測とどう関係しているかについて研究を深めることは，鉄道の異常時パフ
ォーマンスを規定する能力の解明にもつながる。また，その際には，鉄道以外の従事員に
対しても予測が可能かどうかについて吟味していく必要があろう。
また，冒頭で述べたように，異常時パフォーマンスの確保のためには，教育・訓練の実
施が必須である。本検査は基本的にはスクリーニングを目的に開発したが，検査結果は個
人の特性に応じた安全指導等へも活用可能と考えられる。異常時対応の指導は運転士が所
属する現業機関や総合訓練センターで添乗指導，現車訓練，シミュレータ訓練等の形で実
施されているので，各運転士が実際に行う訓練の中で，検査結果を考慮した指導を行うこ
とにより訓練効果を高めることが可能と考えられる。また，上記のように本検査の異常時
パフォーマンスに関連する測定特性が明らかになっていけば，より詳細な指導等につなげ
られると考えられる。
なお，本研究は，楠神（2013a）として発表されている。
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第５章

現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究

５．１ 研究の背景と目的
第１章でみたように，現在の鉄道における運転適性検査は，国土交通省の「鉄道に関す
る技術上の基準を定める省令」等に基づき実施が定められている。しかし，基本的に検査
は運転業務に必要とされる能力を確認するために行われ，合格者への指導など，選抜以外
の事柄は目的とされていない。また，国鉄時代から現在まで，合格者の中の一部の成績の
低い者に対して，検査成績に基づく本人の特徴とそれに沿った一般的な注意事項が提供さ
れるケースもあるが，
実務的な指導に十分活用されてこなかったのが現状である。
しかし，
適性検査は，安全に係る個人の特性を測るものであるため，検査合格者に対して本人の特
性や行動の特徴を伝え，実作業に沿ったアドバイスを適切に与えることができれば，事故
防止上有意義なものと考えられる。
実際，第 2 章でも述べたように，自動車の運転業務に関しても運転適性検査が広く活用
されているが，その目的はほとんどが指導・教育である（松浦，2000）。たとえば警察庁
方式の運転適性検査（K 型）は，自動車教習所をはじめ一般企業でもドライバーの指導教
育に活用されており，また独立行政法人自動車事故対策機構ではバス・タクシー・トラッ
クなどの運送事業者に対して運転者適性診断を実施しており，やはり適性検査はドライバ
ーの指導教育に活用されている。
そこで，本研究では，事故の未然防止の取組みに資するため，運転適性検査の結果を具
体的な安全指導へ活用する方法を検討する。また，安全指導（以下，単に指導というとき
は安全指導を意味する）への活用は適性検査の検査対象職種すべてに対して可能だが，本
研究の分析対象である運転士の結果について述べる。
一般に，適性検査を選抜に利用する場合には，検査成績と事故実績との関係が重要であ
り，検査成績と事故件数との相関や検査成績に基づく事故者・無事故者の判別等から基準
関連妥当性が評価されることが多い。一方，適性検査を安全指導に活用する場合には，た
とえば自動車の運転業務においては，検査成績と事故実績の関係に加え，検査成績がどの
ような運転行動に対応するかが重要とされる。これは，検査で測定される心理特性の記述
のみでは指導内容が抽象的にならざるを得ないからであり，指導をより有効なものにする
ためには，具体的な運転行動と検査との関係が重要になる（丸山，1975；吉田，1990）
。
このため，速度見越反応検査や危険感受性テストなどのように，検査成績と運転行動との
関係が実験的あるいは統計的に確認されている検査もあるが（吉田・古川・加藤・桜井・
丸山，1985；富田・大関・丸山，1995；丸山，1983；深澤，2005）
，そのような検査は少
ないとされる（松浦，2000）
。
鉄道においても，適性検査を指導に活用する際には，できるだけ普段の作業に関連付け
ることが有効である。先述した「鉄道における合格者の一部に対する指導コメント」は，
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検査成績に基づく本人の特徴とそれに沿った一般的な注意事項のみで構成されるため，具
体的な運転作業との対応付けが難しく，実際の事故防止の指導に活用しにくいものになっ
ている。
この課題を改善するため，本研究では，事故実績に加え，運転行動ではなく，後に定義
する事故や輸送障害につながる運転士のヒューマンエラーに着目した。その理由は，以下
のとおりである。
1. エラーの内容に応じてエラー発生のメカニズムが異なり，関連する心理特性も異な
ると考えられる。したがって，個々の検査指標の成績から，本人にとって起こりやすいエ
ラーの内容等を明らかにできる可能性がある。
2. 鉄道においては，ヒューマンエラーに起因する事故やトラブルが発生すると，ヒュ
ーマンエラーの発生状況や原因を調査するのが普通である。したがって，その調査報告書
からヒューマンエラーの内容等を分析することが可能である。
3. 上記の分析により，本人にとって注意すべきエラーの内容等がわかれば，本人の担
当業務の中で当該エラーが発生しやすい作業や場所等を指導の実務において抽出・選定す
ることが可能である。
したがって，ヒューマンエラーに着目し検査成績との関連を分析することにより，エラ
ーをキーに広く作業上の注意点を明らかにできる可能性がある。もしそれができれば，自
分の陥りやすいヒューマンエラーの理解を通して，各運転士があらかじめ運転中の危険を
予測し，回避を行うノンテクニカルスキル（Flin et al., 2008 小松原他訳 2012）等を高
めていくための安全指導に繋げることが可能と考えられる。
５．２ 検査指標の選定
5.2.1 分析の対象にする運転適性検査
第 1 章で述べたように，現在の運転適性検査は，国土交通省により，運転取扱作業を行
う係員に対して内田クレペリン検査を 3 年に 1 回以上実施することが定められている（定
期検査）
。また，運転士については，免許を取得する際，省令で内田クレペリン検査と機敏
性検査（反応速度検査）の合格が義務付けられており，また JR 東日本では上記に加え，
識別性検査と注意配分検査を実施している（臨時検査）
。
したがって，今回，分析の対象とする運転適性検査は，定期検査および臨時検査で実施
される内田クレペリン検査，および臨時検査で実施される識別性検査，注意配分検査，機
敏性検査の計４検査である。
5.2.2 分析の対象にする検査指標
次に，分析の対象にする検査指標について述べる。まず，内田クレペリン検査について
は，総合判定指標である PF 値に加え，非定型特徴の程度も分析の対象にする。非定型特
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Table.5.1 日本・精神技術研究所（1975）と小笠原（1985）の非定型特徴の指標名称
およびそのベースになる鉄道総研の非定型特徴との対応
日本・精神技術研究所の
非定型特徴

小笠原（1985）の非定型特徴の指標名称
（鉄道総研の非定型特徴）

誤答の多発

誤答数（誤答の多発）

大きい落ち込み

落ち込み（大きい落ち込み）

大きい突出

突出（大きい突出）

はげしい動揺

動揺（はげしい動揺）

動揺の欠如

波動の欠如（波動の著しい欠如）

後期作業量の下落

休憩効果率（後期作業量の減少）

後期初頭の著しい出不足

初頭部相対位置（後期初頭部の著しい出不足）

作業量の著しい不足

平均作業量（作業量の著しい不足）

その他

－
尻上がり傾向（著しい尻上がり）
範囲（範囲過大）
平坦

注） 1. 尻上がり傾向，範囲は，日本・精神技術研究所の非定型特徴にはない。
2. 平坦は，小笠原（1985）では独立の指標として定義されているが，鉄道総研の非定型特
徴では現在は波動欠如に統合されている。

徴の程度は，小笠原（1985）により 11 の非定型特徴について計 34 指標で数量化されてお
り，現在の内田クレペリン検査の数量判定法に組み込まれているものである。なお，日本・
精神技術研究所（1975）の非定型特徴と小笠原（1985）の非定型特徴の指標名称およびそ
のベースとなる鉄道総合技術研究所（以下，単に鉄道総研という）の非定型特徴は，前者
に尻上がり傾向がないなど多少異なるため，Table 5.1 にその対応表を示した。また，判定
業務に精通する実務者から，非定型特徴の「平坦」については受検者の恣意的要素が強い
傾向があるとの指摘があったため，平坦に関する 4 指標は評価の対象にしなかった。その
他の検査については，識別性検査は総合偏差値，注意配分検査は所要時間，機敏性検査は
正答数と誤答数とし，これらは各検査で用いられている指標である。
検査指標を用いた指導の内容としては，検査が測定する心理特性に基づき，検査成績に
応じた自分の心理特性やそれに対応した作業・行動上の特徴を理解してもらい，事故防止
に役立ててもらうことを目標とする。
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５．３ エラー指標および事故指標の選定
5.3.1 指標の検討
検査の指導への活用に関する次の観点としては，実際の検査成績と関連の高いエラーや
事故を明らかにすることにより，自分がどのようなタイプのエラーや事故に注意すべきな
のかを理解してもらうことを目標とする。
ここでは，指導に役立つ「エラーに関する指標（以下，単にエラー指標という）」と「鉄
道運転事故や輸送障害に関する指標（以下，単に事故指標という）」を，以下のデータを分
析しながら検討した。分析対象運転士は，JR 東日本管内における 2001 年 4 月 1 日現在で
の在来線運転士であり，分析対象事故・輸送障害は，JR 東日本が発足した 1987 年 4 月 1
日から 2001 年 3 月 31 日の 14 年間に発生した事故・輸送障害のうち，上記の運転士が当
事者でかつ検査成績とリンクができた事例 4602 件である。
以下，指導に活用可能と考えられた評価指標について説明する。
※第 3 章で分析した事故・輸送障害の件数が本分析と異なるのは，第 3 章では内田クレペリン検査
のデータがあったサンプルのみを対象としたためである。

5.3.2 分析の対象にする事故指標
指導に役立つ事故指標として，発生事象の危険性の程度，事象の発生形態（事故種別）
，
事象の繰り返し発生の３つの観点から検討することにした。それぞれについて説明する。
(1)事故ランク
事故ランクは「事故および輸送障害 4602 件（内事故は 2 件）」とその中で特に事故につ
ながるリスクのあった「インシデント 326 件（事故 2 件を含む）
」に区分した。リスクの
高い事象を起こしやすいかどうかをみるためのものである。なお，事故，輸送障害，イン
シデントの定義は，第 3 章と同じである。
※第 3 章で分析した輸送障害およびインシデントの件数が本分析と異なるのは，第 3 章では内田ク
レペリン検査のデータがあったサンプルのみを対象としたためである。

(2)事故種別
運転士が関係する事故・輸送障害の発生形態（社内での分類）のことで，件数が 50 件
以上あった停車位置不良（ホーム等での停止位置の誤り）や出場遅延（ホーム等に出場す
る時刻や場所の誤り）等，7 種の事故種別を取り上げることにした。本人にとってどのよ
うな事象が要注意かをみることができる。
(3)輸送障害（事故を含む）の繰り返し
輸送障害の繰り返し発生を示す指標で，そのような事象を繰り返しやすいかどうかをみ
ることができる。具体的には輸送障害が３回以上発生している運転士（291 人）を対象に
分析を行う。
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5.3.3 分析の対象にするエラー指標
一方，冒頭の「研究の背景と目的」で述べたように，発生しやすいエラーの内容につい
ても指導に有効な指標と考えられる。具体的には，以下の 4 つの観点について分析を行っ
た。なお，エラーの分析は，特に防止する必要性の高い前述の「インシデント」につなが
ったエラーとし，326 件のインシデントから抽出された 527 エラーを分析の対象にした。
(1)エラータイプ
エラータイプは，3 章と同様，Reason および Rasmussen のエラー分類をベースに検討
した。なお，Reason の分類には，
「行動のトリガーになる刺激」自体を検知できないエラ
ーが含まれていないため，検知不良という分類を加えた。また，リスクテイキングとして
は，
定時運転など通常さらされている価値観等の影響の強い「手順の意識的変更（外圧型）
」
と，面倒などの自発的な動機の影響が強い「手順の意識的変更（内発型）」を設けた。10
件以上あったエラータイプを以下に列記する。
検知不良：12 件
スキルベースのスリップ：217 件
スキルベースのラプス：62 件
ルールベースのミステイク：72 件
手順の意識的変更（外圧型）
：106 件
手順の意識的変更（内発型）
：33 件
(2)活性化の程度
エラーが発生した際の意識水準（脳の活性化の程度）を分析した。活性度高（慌ててい
るなど異常時が主体）が 121 件，活性度中が 400 件であった。
(3)定常時あるいは異常時のエラー
エラー発生時が定常時か異常時かをみた。ここでは，予定通りの作業を行っている中で
のエラーを定常時のエラーとし，予定されていない状況が発生し，かつ本人がそれを認識
している中でのエラーを異常時のエラーとした。したがって，いつもと少し違う場面で，
本人がそれに気づかずエラーに陥るスリップなどは定常時のエラーに分類する。定常時が
388 件，異常時が 51 件（全体としては 139 件あったが，実質的な危険度の低い事例を除
いた）であった。
(4)エラー発生時のタスク
エラーが発生したタスクを分析した。本線での列車運転中の信号確認エラー（177 件）
や車両基地・駅構内での車両入換中の入換信号機の確認エラー（87 件）などが主体であっ
た。この分類は，エラーと違い，場面が具体的なので，今後は，事故指標の中で取り扱う。
なお，以上の分類は，JR 東日本の事故・輸送障害の報告書をもとに，運転作業および
そこで発生する事故・エラーに精通し，かつ心理学の素養のある 3 名の合議により行われ
た。また，分析の結果，件数が 10 件以下のカテゴリは安定的な分析が困難と判断し，分
析対象から除いた。この結果，活性度低（眠気を催している状態等）とナレッジベースの
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ミステイクが分析対象から除かれた。
５．４ 検査指標とエラー・事故指標との関連分析
5.4.1 目的
指導情報を提供するための根拠を得るため，これまで説明してきた検査指標とエラー指
標および事故指標との関連を分析し，指導に活用できる両者の組合せを明確にする（以下
では，エラー指標および事故指標を合わせてエラー・事故指標ということにする）。
5.4.2 分析方法
(1)分析対象データ
分析対象データは，前章においてエラーおよび事故の分析を行った在来線運転士データ
であり，サンプル数は内田クレペリン検査 6018，識別性検査 5494，注意配分検査 7066，
機敏性検査 3956 であった。なお，内田クレペリン検査については，定量的な分析が可能
な「１分間当たり作業量」の記録がある運転士，即ち数量判定法による検査履歴が存在す
る運転士のみを対象とした。また，検査によってサンプル数が異なるのは，有効データを
検査別に収集したためである。機敏性検査の対象人数が特に少ないのは，1980 年 7 月に
検査が更新され，データの互換性がなくなったためである。
(2)予測力の評価指標とその算出方法
各検査の検査指標がエラー・事故指標で取り上げたエラーおよび事故をどの程度予測で
きるかを評価するため，以下の２つの評価指標を用意した。
1. エラー指数，事故指数：エラー指数あるいは事故指数とは，各受検者を検査成績に
応じて上位・中位・下位の３カテゴリに分類した上で，各カテゴリに属するサンプルのエ
ラー発生率あるいは事故発生率を，サンプル全体を 100 として相対化したものをいい，こ
れまでの鉄道における適性検査の予測力評価において最もよく利用されてきた指標である。
なお，検査成績のカテゴライズは，先行研究（藪原，1986；藪原，1990）や現在の成績評
価で用いられている評点の区分を考慮しながら，おおよそサンプル数が３等分されるよう
に定めた。一方，内田クレペリン検査の非定型特徴については先行研究がないため，標準
得点に基づきサンプル数を三等分した。
2. エラー経験者・未経験者あるいは事故者・無事故者の平均値の差：エラー経験者・
未経験者あるいは事故者・無事故者の検査成績の平均値について，その差を比較する。
(3)予測力の有無と程度を判断するための基準
分析結果から，各検査指標がエラーあるいは事故に対して予測力があるかどうかを判断
するための基準を検討し，以下のように定めた。具体的には，以下の３条件をすべて満た
す場合に予測力ありと判断することにした。
1. 条件 1：エラー指数あるいは事故指数の傾向が仮説に合致している。
「仮説に合致す
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る」とは，成績の上位群・中位群・下位群と進むほど，エラー指数あるいは事故指数が高
くなることをいう。
2. 条件 2：エラー指数あるいは事故指数について，上位群に対する下位群の比が 1.2
を越える。つまり，成績下位群は上位群よりもエラー発生率あるいは事故発生率が 20％以
上高いことを条件とする。その理由として，①産業界においてヒューマンエラーの発生要
因に占める人的要因の割合はそれほど高くはない（また，適性検査の測定対象はそれら人
的要因のごく一部）といえる，②ここでの評価は検査合格者のみを対象としている，③判
断する際の絶対的な基準はないが，上記を考慮して，一定の差があるとみなしうる基準と
して 20％を採用した。
3. 条件 3：エラー未経験者あるいは無事故者の方がエラー経験者あるいは事故者より
も検査成績がよい。なお，今回は基本的に JR 東日本の全運転士を対象にした分析である
ため，両者の差に関する有意性検定は行わない。なお，3 章において検定を行った理由は，
JR 東日本に限らず運転士全般を母集団と考えたためである。
5.4.3 結果と考察
(1)分析結果
エラー・事故指標と検査指標との関連を分析し，上記の判断基準に沿って，各検査指標
について予測力の有無を評価した。Table 5.2 は，その分析結果および予測力の評価結果
を記したものである（ただし，分析結果が膨大になるため，次節の「指導コメント選定の
アルゴリズム」において最終的にコメントを作成することになったエラー・事故指標と検
査指標の組み合わせの結果のみについて記載する。なお，表において網掛けで示したセル
が上記の条件 1～3 のすべてを満足する「指標の組み合わせ」である）
。
まず，表を縦方向に見ると，それぞれの検査指標がどのようなエラー・事故指標と関連
があるかがわかる。内容的に網羅性の高いエラー指標（全 8 種）についてみると，多くの
エラーに対して予測力の認められた検査指標としては，内田クレペリン検査の休憩降下率
（8 種すべて）
，尻上がり傾向（7 種），波動欠如（5 種）が挙げられ，逆に予測力の認めら
れたエラーが少なかった検査指標は，識別性検査（0 種），機敏性検査（1 種），内田クレ
ペリン検査の動揺・落ち込み・突出（いずれも 2 種）であった。なお，内田クレペリン検
査の非定型特徴の中で複数の指標をもつもの（平均作業量，動揺，初等部相対位置，落ち
込み，突出，波動欠如，尻上がり）および機敏性検査については，いずれか１つの検査指
標に予測力が認められれば非定型特徴あるいは機敏性検査として予測力ありと判断してい
る。次の横方向に見る場合も同様の考え方とする。
次に，表を横方向に見ると，それぞれのエラー・事故指標がどのような検査指標と関連
があるかがわかる。エラー指標についてみると，多くの検査指標と関連が認められたエラ
ーとしては，定常時のエラーと手順の意識的変更（外圧型）が 7 種，スキルベースのスリ
ップとルールベースのミステイクが 6 種であった。逆に予測力の認められた検査指標が少
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Table 5.2. 検査指標とエラー・事故指標との関連の分析結果
内田クレペリン検査
動揺
初頭部相対位置

平均作業量
PF値
エラー
指標

エラー
タイプ

50
活性化の
程度
定常時・
異常時

事故
指標

事故種別

繰り返し

タスク

(1)エラー指数の傾向
(2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
スキルベースの
(2)エラー指数の比率
スリップ
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
スキルベースの
(2)エラー指数の比率
ラプス
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
ルールベースの
(2)エラー指数の比率
ミステイク
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
手順の意識的変更
(2)エラー指数の比率
（外圧型エラー）
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
高エラー
(2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
定常時のエラー (2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
異常時のエラー (2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)事故指数の傾向
出場遅延
(2)事故指数の比率
(3)事故・無事故者の差
(1)事故指数の傾向
事故３回以上
(2)事故指数の比率
(3)事故・無事故者の差
(1)事故指数の傾向
入換信号機の
(2)事故指数の比率
エラー
(3)事故・無事故者の差
検知不良

∧
1.94
○
∧
1.74
○
∧
1.51
／

全体
／

／

／

／

1.58

2.10

1.35

○
∧
1.34
○
∨
1.39

○
／

○
∧
1.25
○
＼
1.18

○
／

／

1.30

○
／

○
∨
1.24
○
∨
1.26
○
／

○
／

1.59
○
∧
1.85
○
／

2.14

後期

2.06

3.10
1.56

前期

休憩
効果率

1.21
○
∨
1.63
∨
1.28
○
／
1.17

○
∨
1.74

∨
1.25
○
∨
1.25
○
∨
1.53

1.22

∨
1.97
○
∧
1.27
○
∧
1.74
○
∨
1.86

∧
1.45
○
＼
1.27

前後期
／

1.89

前期
∨
2.20
○
／

1.94

＼
1.20

∧
1.19

○
＼
1.25

∧
2.17

∧
2.09

∧
1.24

∧
1.41

∧
1.78

1.62

∧
1.21

∧
1.72

∧
1.94

○
／

／

1.22

1.40

1.21

∧
1.42

∧
1.14

○
∨
1.31

○
／

1.38

○
＼*
2.63

∧*
2.57

∧*
4.95

∧
1.83

＼
1.21

＼
1.43

∨
1.11
○
∧
1.61
○

＼
1.16

∧
1.14

／

∧
1.85
○

1.23
○
／

1.23

／

○
／

1.33

1.84

○
∨
1.29
○
∨
1.31
○
／

○
／

1.74
○
／

／

／

／

○
／

1.35

1.26

1.39

1.49

○
／

○
／

○
／

○
／

1.50

1.41

1.26

1.46

1.37

○
／

○
＼
1.13

○
＼
1.11

○
∧
1.18
○

○
∧
1.43
○

○

後期

○
∧
1.36

○
∨
1.49
○
／

1.64

前期
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1.29
○

∨
1.86
○
∧
1.10
○
∧
1.04
○
／

後期
＼
1.26
∨
1.93
○
∨
2.43
∧
2.16
○
／

1.63
○
／

1.69

○
∨
2.33
○
∨
1.12
○
∧
1.20
○
／

○
∨
1.50
○
∧
1.92
○
∧
1.25
○
∧
1.04
○
／

1.24

1.37

○

○

1.49

前後期
∨
1.68
○
／

1.70
○
∨
2.07
∧
2.34
○
∧
1.30
○
∧
1.44
○
∨
1.29
○
∧
2.18
○
／
1.16
○
∧
1.07
○
／
1.10
○

落ち込み
前期
最大
∨
1.53
○
∨
1.44
∧
1.53
○
∧
1.87
∧
1.72
○
∧
1.50
○
∨
1.18
○
∧
1.31

前期
2番目
／
1.09
○
／
1.16
○
∧
1.92
○
∨
2.83
○
／

1.54
○
∨
1.49
○
／

1.33

∨
1.15
○
／

○
∨
1.93
○
∨
1.15
○
／

1.51

1.44

○
／

○
∧
1.27

1.41
○

後期
最大

後期
2番目

∧
2.00
○
∨
1.14

∧
1.65

／
1.27
∧
1.49

∨
1.12
○
∧
1.21

∨
1.10

＼
1.13

∨
1.34

＼
1.49

∧
1.16

＼
1.35

＼
1.34

∨
1.46

／

1.23

∧
1.07

○
／
1.16
○
∧
1.23
○

＼
1.07
○
∨
1.16
○

＼
1.56

内田クレペリン検査
波動欠如

突出
前期
最大
エラー
指標

エラー
タイプ
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活性化の
程度
定常時・
異常時

事故
指標

事故種別

繰り返し

タスク

(1)エラー指数の傾向
(2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
スキルベースの
(2)エラー指数の比率
スリップ
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
スキルベースの
(2)エラー指数の比率
ラプス
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
ルールベースの
(2)エラー指数の比率
ミステイク
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
手順の意識的変更
(2)エラー指数の比率
（外圧型エラー）
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
高エラー
(2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
定常時のエラー (2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)エラー指数の傾向
異常時のエラー (2)エラー指数の比率
(3)エラー・無エラー者の差
(1)事故指数の傾向
出場遅延
(2)事故指数の比率
(3)事故・無事故者の差
(1)事故指数の傾向
事故３回以上
(2)事故指数の比率
(3)事故・無事故者の差
(1)事故指数の傾向
入換信号機の
(2)事故指数の比率
エラー
(3)事故・無事故者の差
検知不良

∧
2.00
○
∧
1.93
∧
1.37
○
∧
1.94
∧
1.46
∧
1.38

前期
2番目
／

後期
最大

後期
2番目

前期

∧
1.36
○
∧
1.08

∨
1.29
○
∨
1.57

1.24

1.65

∧
1.79

∨
1.34

○
∧
2.86

○
＼
1.73

∧
1.98

∧
2.12

／
1.07

∧
2.34

∨
2.01

1.39
○
∧
2.11
／

＼
1.23

∧
1.76

∨
1.63

＼
1.09
／

∧
1.73
○
∧
1.52
∧
1.33

＼
1.71

∧
2.11

＼
1.61

／

／

1.54

1.26

○
∧
2.03

○
∨
1.07

∨
1.49

∧
2.01
○
＼
1.25

1.21

∧
1.51

1.56
○
／

1.43

1.54

○
／

○
∨
1.87
○
∧
1.40
○
／

1.68

○
／

＼
1.85

∨
1.09
○
∨
1.26

／

○
∨
1.38

∧
1.25

＼
1.17
○
／
1.18
○
∧
1.55

∧
1.90
○
／

1.20

∨
1.25

∨
1.29

∧
1.23
○
∨
1.43
○
＼
1.73

1.21

∧
1.40

前期

∧
1.72
○
∧
1.88
○
∧
1.14

○
／

∧
1.22

前後期

∧
1.90
○
／
1.18
○
／
1.10

○
∧
1.30
○
∧
2.13
○
／

∧
1.60

∨
1.25
○
／

後期

識別性 注意配分

1.26
○
∨
1.11
○

機敏性

尻上がり傾向

1.86
○
∨
1.37
○
∨
1.24
○
／
1.25

∧
1.07
／
1.04
○
∨
2.87
○
∨
1.20
＼
1.34
∧
1.70

後期

前後期

／

／

1.51

1.31

○
∨
1.49
○
＼
1.30

○
／

／

1.69
○
＼
1.58

総合
偏差値
∧*
3.18
○
＼
1.31
／
1.08
○
∨
1.75

所要
時間
∧
1.67
○
／

1.22
○
／

1.97
○
／

正答数

誤答数

∧*
2.05
○
∨
2.79
○
∨*
2.02

＼*
1.78

○
／

∧
4.40
○
∧
1.18
○
／

1.76

1.35

○
／

○
／

1.41

1.41

○
∧
3.08
○
／

○
／

1.90

1.42

1.27

1.71

1.43

○
／

○
∧
1.13

○
∨
1.48

○
／

∨
1.39
○
／*
1.82
○
∧
2.12
○
／

1.53

2.23

○
／

○
／

1.35

1.77

○

○

2.02
○
／

1.70

1.25
○
∨
1.42
○

○
／

∧
1.48

∨
1.15
＼
1.20
＼
1.22
∨*
1.36
／

∧*
1.81

1.44
○
∧
1.55
○
∧
1.55
○
／

1.49
○
∧
2.98
○
／

／
1.14
∨
1.37
○
∨
1.27

∧
1.24
○
∨*
2.57
○
∨*
2.43
○
／

1.70
○
∨
1.80
○
∨
2.20
○
∧*
1.66
○
／

2.10
○
／

1.94
○
∨
2.51
○

注）表の見方
(a)事故指数またはエラー指数の傾向：成績上位、中位、下位の3つの事故指数またはエラー指数をもとに、以下に記す記号により検査成績と事故またはエラーとの関係を示す。
／：成績が悪いほど事故またはエラーが多い（予測力があると判断）
∨：成績中位の人が最も事故またはエラーが少ない
＼：成績が悪いほど事故またはエラーが少ない
＊：上位、中位、下位のいずれかが度数10以下の場合（参考）
∧：成績中位の人が最も事故またはエラーが多い
(b)事故指数またはエラー指数の最大比率：上記の成績上位・中位・下位者の事故指数またはエラー指数の最大比率（最大値／最小値）を示す。事故指数またはエラー指数の傾向が
／の場合には「成績下位者の指数／成績上位者の指数」になり、この値が1.2を越えていれば予測力があると判断する。
(c)事故者またはエラー経験者と無事故者またはエラー未経験者との平均値の差：無事故者またはエラー未経験者の方が成績がよい場合に○が記載されている（予測力ありと判断）。
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(d)上記の３条件のすべてを満たしているセル（予測力が認められた検査指標とエラー指標または事故指標の組合せ）を網掛けで示す。

ないエラー指標としては，スキルベースのラプス（3 種），異常時のエラー（4 種）であっ
た。
(2)指導に活用可能な検査指標の候補
Table 5.2 を縦軸にみて，
「予測力あり」と判定されたエラー・事故指標が一つでも存在
する場合には，指導に活用できる検査指標の候補になると考えられる。表より，予測力の
程度に差はみられるものの，すべての検査指標（内田クレペリン検査についてはすべての
非定型特徴）が活用可能な候補になった（なお，Table 5.2 では，最終的にコメント対象に
ならなかった内田クレペリン検査の誤答数と範囲については結果の記載を省略している）
。
(3)指導に活用可能なエラー・事故指標の候補
一方，Table 5.2 を横軸にみて，
「予測力あり」と判定された検査指標が一つでも存在す
る場合は，指導に活用できるエラー・事故指標の候補になる。すべての指標が候補になっ
た（なお，ここでも最終的にコメント対象にならなかった指標の結果については記載を省
略している）
。
以上の分析から，指導コメントの作成候補が明らかになった。
５．５ 指導コメント選定のアルゴリズム
5.5.1 指導コメント選定の基本的考え方
各運転士には，上記の 3 条件を満足した検査指標とエラー・事故指標の組合せのいずれ
かが提供されることになる。
その際のコメント選定条件としては以下が重要と考えられる。
1. 条件 1：
「本人の検査成績の傾向」と「当該検査のエラー・事故との関連の強さ」か
ら，本人にとって最もリスクの高いエラー・事故に対して注意が喚起できるように指導コ
メントを選定する。なお「検査成績」に関して指導コメントを提供するのは，事故指数ま
たはエラー指数の定義の中の「下位群」のみとする（中位群以上は成績面で問題ないと考
え，注意喚起の対象としない）
。
2. 条件 2：現場の管理者等の意見を踏まえ，各人に提供する指導コメントは，注意す
べきエラーまたは事故から１つのみとする（本人にしっかり認識・記憶させるため）
。
3. 条件 3：現場における選定作業の労力をなくすため，一定のプログラムでコメント
の選定および作成が自動的に行える仕組みにする。
5.5.2 指導コメント選定のアルゴリズムの考え方
指導コメントの選定基準として最も重要なのは，条件 1 であり，そのためには「検査成
績（の低さ）
」と「当該指標のエラー・事故との関連の強さ（エラー・事故指標の予測力）」
の両方をバランスよく考慮してコメント対象（検査指標とエラー・事故指標の組み合わせ）
を選定することが重要である。そこで，両者のバランスを考慮したコメント選定が行なえ
る評価式を作成するとともに，それに基づくコメント選定アルゴリズムを検討する。
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5.5.3 指導コメント選定の評価式
指導コメント選定のための評価式の基本的な考え方を以下に示す。
受検者の検査成績を検査指標別に Xi（i=1, ･･･ ,p）とし，
「当該検査指標のエラーや事
故との関連の強さ（エラーや事故の予測力）」をエラー・事故指標別に Wij（i=1, ･･･ ,p;

j=1, ･･･ ,q）とする（i は検査指標，j はエラー・事故指標を示す）。このとき各受検者に
ついて，検査成績が低く（Xi の値が低く），かつ当該検査指標により的確に予測できる（Wij
の大きい）エラー・事故指標を選定できれば，本人の特徴（検査指標が示す弱点）および
本人にとってリスクの高いエラーや事故に対して注意が喚起できる。これを可能にする基
準として，以下の評価式を考えた。

Yij=WijXi (i=1, ･･･ ,p; j=1, ･･･ ,q)

(1)

ここで，検査成績 Xi については，検査指標間での比較ができるように平均 0，標準偏差
1 の z 得点を用いる。
一方，エラーや事故の予測力を表す Wij には，
「成績上位群と下位郡の事故指数または
エラー指数の比率」を用いることにした。
「エラー経験者・未経験者の平均値の差あるいは
事故者・無事故者の平均値の差」なども考えられるが，①これまでの適性検査の予測力評
価では前述のようにエラー指数または事故指数が最も多く用いられている，②後者を用い
る場合，単なる平均値の差ではなく，標準偏差を加味した効果量とする必要があり，指導
コメント選定のプロセスが前者よりも複雑になることなどから，前者を用いることにした。
前述のように，指導コメントが提供されるのは，当該受検者の成績が下位の検査指標が
対象になる。したがって，検査成績が低く，かつ当該検査指標が的確に予測できるエラー・
事故指標を選定するためには，(1)式における Yij が最も小さくなる検査指標 i とエラー・
事故指標 j の組合せを選定すればよい。
5.5.4 指導コメント選定のアルゴリズム
以上の検討から，指導コメント選定のアルゴリズムは以下のようになった。
1. 各人の検査成績に基づき，検査指標ごとに z 得点を算出する（Xi）
。
2. 検査指標ごとに，予測力が認められている当該検査指標とエラー・事故指標の組み
合わせの中から「成績上位群と下位郡のエラー指数または事故指数の比率が最大であるエ
ラー・事故指標」を選び，コメント選定のための基準値 Yij を算出する。
3. 算出された基準値 Yij の中で最も値の小さい「検査指標とエラー・事故指標の組み
合わせ」に対応する指導コメントを提供する。
このアルゴリズムによると，コメント対象として選定される可能性のある検査指標は 16
個になった。ただし内田クレペリン検査の非定型特徴で，前期・後期・前後期，あるいは
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前期最大・前期 2 番目・後期最大・後期 2 番目の区別がある指標については，それぞれの
違いを特性として区別することには困難があるため，同じ内容のコメントを用いることに
した。このためコメントの種類としては全部で 13 種類になった（後述する Table 5.3 参
照）
。同様にエラー・事故指標についてコメント対象として選定される可能性のある指標は
11 種類になった（後述する Table 5.4 参照）。
また，コメントが作成される検査指標とエラー・事故指標の組み合わせは全部で 24 種
となり，前記の非定型特徴の関係（前期・後期・前後期で区分しない等）から実際に作成
されるコメント数は全部で 21 種になった（後述する Table 5.5 参照）。
5.5.5 指導コメント選定のシミュレーション
上記のアルゴリズムを適用した場合，どの程度の運転士にコメントが提供できるのかを
確認した。分析データは，前述の検査指標とエラー・事故指標の関連分析を行った際のデ
ータである。具体的には，運転士 5459 人を対象に定期検査でのシミュレーションを行い
（ある断面でのシミュレーションのため，前記の関連分析のサンプル数とやや異なる），臨
時検査についてはさらに 4 検査のデータがそろっている 912 名を対象とした。
その結果，指導コメントは，ほぼ全員（定期，臨時とも 98％以上）の運転士に提供可能な
ことが分かった。
一方，提供される指導コメントのばらつき具合については，
「エラー指数または事故指数
の比率」の大小に連動し，全体的に「エラー指数または事故指数の比率」が高かった組み
合わせのコメントが多くの運転士に提供される傾向が読み取れた。
５．６ 指導コメントの作成
5.6.1 指導コメント作成の基本的考え方
次に，
実際にコメントが提供される検査指標とエラー・事故指標の組み合わせについて，
両者の関連の理論的な背景などを検討しながら，実際に指導コメントを作成した。
その際，
以下の 3 点に留意した。
1. 指導コメントは，運転士本人と現場長の両者が受け取ることを想定して作成する。
2. 本人にとって，日常作業上の注意すべき点や，エラー防止上の留意点をわかりやす
く記述する。
3. 本人の固定的な評価につながらない内容にするとともに，指導コメントを受け取っ
た運転士に，悲観的な印象や劣等感をもたせないよう留意する。
5.6.2 検査およびエラー・事故指標の基本コメント
コメントを作成するための準備作業として，まず，検査およびエラー・事故の各指標が
単独で意味する内容や指導につながる内容を整理し，各指標単独のコメント（以下，基本
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コメントという）を作成した。
(1)検査指標の基本コメント
まず，各検査指標の測定特性やその作業パフォーマンスとの関連を把握するために，対
象検査に関する関連文献（日本・精神技術研究所，1975；適性検査研究会，1983）等を調
べ，それをもとにコメントが提供される 13 の検査指標について基本コメントを作成した
（Table 5.3）
。
なお，表に示した各検査指標の測定特性については，実作業に対応させた中でのデータ
的な裏付けがまだ十分でないものが多い。また，内田クレペリン検査については，測定特
性が明確でないとの指摘も多い（村上，2005；吉田，2006）。しかし，ここでは，選抜の
ために行われている検査が安全指導に活用できるかどうかを評価するため，一旦は，前記
文献上の測定特性を踏まえて基本コメントを作成し，その妥当性の有無を後述する方法に
より確認することにした。
(2)エラー・事故指標の基本コメント
エラー・事故指標についても，前述の検査指標と同様，Reason（1990），Rasmussen
（1983），Reason（1997 塩見他訳 1999）などに基づき，個々の指標が意味する内容や
行動の特徴などを踏まえ，コメントが提供される 11 の指標について基本コメントを作成
した（Table 5.4）
。なお，前述のインシデントの分析において，同一のエラーが活性度の
程度「高」エラーと異常時のエラーの両方に分類されるケースが多かったため，両者とも
同じコメントを採用することにした（Table 5.4 参照）
。
5.6.3 指導コメントの作成
次に，作成した基本コメントをベースに実際に提供する指導コメントを作成した。コメ
ントは以下に示す３つの内容から構成されるようにした。
Ａ．選定された検査指標の内容に基づく「本人の特徴」
Ｂ．選定されたエラー・事故指標の内容に基づく「起こりやすいエラー」
Ｃ．上記傾向に基づく本人への「事故防止上のアドバイス」
Ａ，Ｂについては，Table 5.3，Table 5.4 の検査指標およびエラー・事故指標の基本コ
メントの中から該当する指標の内容を記載し，Ｃについては，主にＢのエラー・事故に対
応した防止のコツなどをＡを踏まえながら記述した。Figure 5.1 に提供される指導コメン
トの例を記した。作成したコメントは，前記のように，検査指標およびエラー・事故指標
の 24 の組合せに対応した 21 種である。
５．７ 指導コメントの妥当性評価
5.7.1 評価の概要
まず，JR 東日本の 1 支社の運転現場 4 区所の 50 名の運転士について，各運転士に提供
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Table 5.3 検査指標の基本コメント

検
査

検査指標

基本コメント

ＰＦ値

作業のリズムが乱れたりコントロールできな
かったりする傾向がややみられます。

平均作業量

状況を把握するのに時間がかかったり，判断
が遅れてうまく対処できなかったりする傾向
がややみられます。

休憩効果率

休憩を取ると，作業のペースが休憩前よりや
や低下する傾向がみられます。

動揺

気分が変わりやすく，作業にムラが出やすい
面がややみられます。

初頭部
相対位置

作業を始めてからリズムをつかむまで，やや
時間がかかることがあります。

落ち込み

作業中，一時的に気が緩んだり，また，緊張
しすぎて対応が遅れる面がややみられます。

突出

やや強気な一面があり，気持ちの高ぶりによ
って自分でも思いがけない行動をとってしま
うことがあります。

波動欠如

気持ちや動作にむらが少ない反面，ものごと
への柔軟性や融通性にやや欠ける面がみられ
ます。

尻上がり傾向

自己主張がやや強く，周囲との協調性に欠け
る面がややみられます。

識
別
性

総合偏差値

状況を認識したり，推論がうまくできない傾
向がややみられます。

注
意
配
分

所要時間

二つ以上の作業を並行して行うときに，注意が
一方だけに集中してしまう傾向がややみられま
す。

正答数

発生した事柄に対して，判断に時間がかかり，
対処が遅れてしまうことがあります。

誤答数

発生した事柄に対して，対処を急ぐあまり判断
や行動を間違ってしまうことがあります。

内
田
ク
レ
ペ
リ
ン

機
敏
性
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Table 5.4 エラー・事故指標の基本コメント
エラー・事故指標

基本コメント

検知不良

必要な情報や状況の変化を見落とし，漠然と
作業を続けてしまう傾向がみられます。

スキルベースの
スリップ

慣れた作業において，無意識的，反射的，習
慣的に行動する傾向がみられます。

スキルベースの
ラプス

あとで確認または実施しなければならない
作業を，時間経過の中でうっかり忘れてしま
う傾向がみられます。

ルールベースの
ミステイク

意識的な確認を要する作業において，思い込
み・錯覚など，状況認識そのものを誤りやす
い傾向がみられます。

手順の意識的変更
（外圧型エラー）

「定時運転の確保」や「予定時間内での作業
終了」など，外からのプレッシャーの影響を
受けやすい状況では，
「この程度なら大丈夫」
など無理な判断をしがちです。

活性化の程度
「高」エラー

異常時や突然の作業変更など，焦りや緊張状
態においてエラーを起こしやすい傾向がみ
られます。

定常時のエラー

いつもの作業では，よく確認しないで，つい
反射的，習慣的に行動してしまいエラーにつ
ながることが考えられます。

異常時のエラー

異常時や突然の作業変更など，焦りや緊張状
態においてエラーを起こしやすい傾向がみ
られます。

出場遅延

例えば，出場遅延など，時間を管理する場面
では，時間を読み誤ったりホーム等を錯覚す
るなどの可能性があります。

事故３回以上

エラーを繰り返し起こしやすい傾向がみら
れます。

入換信号機の
エラー

入換作業を開始するときは，入換信号機を見
落としたり，隣接線の入換信号機につられた
りすることが考えられます。
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気持ちや動作にむらが少ない反面，ものごとへの柔軟性や融通性にやや欠ける面
がみられます。
そのため，状況の変化や作業変更などに対応できず，漠然と無意識的，反射的，
習慣的に行動し，エラーに陥ることが考えられます。
日々の作業を振り返って，確認作業が無意識的，反射的，習慣的になっていない
かチェックしましょう。また，このようなエラーは，「いつもと違う状況」で発生
しやすいので，作業の計画変更などに敏感になって，エラーを未然に防ぐ工夫をし
てみましょう。
注）第1段落が本人の特徴，第2段落が起こりやすいエラー，第3段落が事故防止上のア
ドバイスである。なお，コメントの内容は，検査指標が波動欠如，エラー指標がスキル
ベースのスリップの例である。
Figure 5.1 指導コメントの構成

される指導コメントを前記の指導コメント選定のアルゴリズムを用いて作成し，その妥当
性を当該現場の現場長・指導助役に評価してもらった。その結果，一定の妥当性が確認さ
れたので，よりサンプル数を増やして評価対象を拡大することにした。具体的には，JR
東日本の全 12 支社の運転現場 13 区所において 2004 年度に運転適性検査（定期および臨
時）を受検した全運転士の指導コメントを前記のアルゴリズムにしたがって作成し，それ
を各区所の管理者 2 名に評価してもらった。評価は 2006 年 2～3 月に行われ，評価対象運
転士は延べ 534 名であった。
なお，本人ではなく，管理者に評価させた理由は次のとおりである。検査指標およびエ
ラー・事故指標で示される本人の行動上の特徴について，仕事場面で最も把握しているの
は，社員の仕事全般を管理している管理者である。また，職場の社員全体をみながら，個々
人の相対的な評価も可能である。一方，本人に評価させる場合には，自分の行動の特徴を
評価する際の基準が，個々人により異なると考えられるため，その結果の比較が困難と考
えられる。
5.7.2 評価方法
(1)運転士の性格・作業ぶりに関する知識
まず指導コメントの評価に先立ち，評価者がどの程度，各運転士の性格・作業ぶりを把
握しているかを Figure 5.2 の(1）に示す５段階で評価してもらった（中間の 2 段階および
4 段階についてはそれぞれの両側の尺度の中間として評価してもらった。以下の同様の評
定尺度についても同じように評価してもらった）。その結果，評価者がよく把握している運
転士（評価が４段階以上）に対するコメントのみを評価してもらった。評価対象運転士は
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(1)運転士の性格・作業ぶりに関する知識の程度
ほとんど
ない

ある程度
ある

かなり
ある

(2)本人の特徴および起こりやすいエラーに関する
コメントの本人との一致度
10％程度 30％程度 50％程度 70％程度 90％程度

(3)事故防止上のアドバイスの有効度
ほとんど
有効でない

ある程度
有効である

かなり
有効である

(4)コメントを指導に活用したいと思う程度
ほとんど
思わない

ある程度
思う

かなり
思う

(5)各社員の評価全般についての自信度
ほとんど
ない

ある程度
ある

かなり
ある

Figure 5.2 5段階評価の評価尺度

363 名になった。なお，前述したアルゴリズムを用いると，これらの全運転士にコメント
が提供された。
(2)指導コメントの妥当性評価
指導コメントは，前章に述べたように「Ａ.本人の特徴」「Ｂ.起こりやすいエラー」「Ｃ.
事故防止上のアドバイス」の 3 つの部分から構成されている。それぞれについての評価方
法を記す。
本人の特徴および起こりやすいエラーについては，
「指導コメントが本人とどの程度一致
するか」について Figure 5.2 の(2）のスケールにそって 5 段階で評価してもらう。事故防
止上のアドバイスについては，
「指導に有効なアドバイスかどうか」を Figure 5.2 の(3）
の 5 段階で評価してもらった。最後に総合評価として，
「総合的にみてこのコメントを指
導に活用したいか」および「この社員の評価全般について自信はどの程度か」の 2 点につ
いて Figure 5.2 の(4）および(5)の 5 段階で評価してもらった。
なお，以上について，5 段階での評価が難しい場合には各 5 段階尺度の中間の評価も認
めた。
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Table 5.5 に指導コメント別の評価数を示す。21 種類すべてのコメントについて評価を
行えた。
Table 5.5 指導コメント別の評価数

検
査

検査指標

エラー・事故指標

評価数

ＰＦ値

ルールベースのミステイク

50

平均作業量

検知不良

33

休憩効果率

ルールベースのミステイク

29

動揺

定常時のエラー

7

動揺

入換信号機のエラー

9

動揺

検知不良

27

初頭部相対位置

スキルベースのスリップ

38

初頭部相対位置

活性化の程度「高」エラー

7

落ち込み

事故3回以上

12

落ち込み

手順の意識的変更
(外圧型エラー)

20

突出

事故3回以上

13

突出

スキルベースのラプス

20

波動欠如

スキルベースのスリップ

7

波動欠如

活性化の程度「高」エラー

16

波動欠如

異常時のエラー

27

尻上がり傾向

ルールベースのミステイク

22

尻上がり傾向

異常時のエラー

7

識
別
性

総合偏差値

出場遅延

3

注
意
配
分

所要時間

スキルベースのラプス

4

機
敏
性

正答数

事故3回以上

8

誤答数

出場遅延

4

内
田
ク
レ
ペ
リ
ン

コメントなし

0

全体

363
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5.7.3 結果
(1)「本人の特徴」の評価結果
指導コメントＡ（本人の特徴）に関する 5 段階評価の平均値をもとめた。なお，平均値
は 5 段階の各段階を 1～5 点として数値化し，その中間の評価に対しては，たとえば 4 と 5
の中間を 4.5 とするなど，各段階の中間値を数値として与えた。これ以降の 5 段階評価の
集計結果も同様の方法に拠った。
「本人の特徴」の全コメントの平均値は 3.93 と高い値が
得られた。
次に，Table 5.6 に検査指標別の評価平均値を記す。識別性検査の総合偏差値と機敏性
検査の誤答数を除く全指標で，3.5 以上の値が得られた。総合偏差値が 3.17，誤答数が 3.38
であったが，評価数が 3 人および 4 人と少ないことも影響していると考えられる。

Table 5.6 「本人の特徴」に関する検査指標別の評価結果
特徴の
一致度

評価数

ＰＦ値

3.89

50

平均作業量

3.68

33

休憩効果率

3.69

29

動揺

3.94

43

初頭部相対位置

3.99

45

落ち込み

4.17

32

突出

4.09

33

波動欠如

3.90

50

尻上がり傾向

4.14

29

総合偏差値

3.17

3

所要時間

4.00

4

正答数

4.19

8

誤答数

3.38

4

3.93

363

検査指標

検査

内田
クレペリン

識別性
注意配分
機敏性
全体
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(2)「起こりやすいエラー」の評価結果
指導コメントＢ
（起こりやすいエラー）についてもまず全コメントの平均値をもとめた。
結果は 3.87 となり，高い数値が得られた。
次に，Table 5.7 にエラー・事故指標別の評価平均値を記す。平均値が 3.5 を下回ったの
は，定常時のエラーのみで 3.43 であった。
(3)「事故防止上のアドバイス」の評価結果
指導コメントＣ（事故防止上のアドバイス）についての「指導への有効度」は，全コメ
ントの平均値が 3.77 で，高い評価が得られた。なお，このアドバイスに関しては，「本人
の特徴」や「事故の起こりやすさ」に比べて，評価区所により評価に差が見られた（4.41
～3.27）
。この点については，
「本人の特徴」や「事故の起こりやすさ」の情報を使ってど
う指導するかは自分たちで考えたいという現場で評価の低いことがわかった。そのような
現場では，今回のアドバイスの内容では指導の材料としてやや物足りない部分があったも
のと考えられた。
(4)「総合評価」に関する評価結果
最後に総合評価として，ＡからＣの指導コメント全体を通して指導に活用可能かどうか
について評価を求めた。全コメントの平均値は 3.78 であった。活用可能性に関しても肯定
的な評価が得られた。なお，各社員に対する指導コメント全体に対する評価の自信度の平
均は 4.16 であった。以上より，本人の性格や作業ぶりを踏まえて作成した今回の指導コメ

Table 5.7 「起こりやすいエラー」に関するエラー・事故指標別の評価結果
エラー・事故指標

特徴の
一致度

評価数

検知不良

3.75

60

スキルベースのスリップ

3.80

45

スキルベースのラプス

4.04

24

ルールベースのミステイク

3.88

101

手順の意識的変更(外圧型エラー)

4.05

20

活性化の程度「高」エラー

4.15

23

定常時のエラー

3.43

7

異常時のエラー

3.75

34

出場遅延

3.64

7

事故３回以上

4.00

33

入換信号機のエラー

3.94

9

全体

3.87

363
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ントは，実際の指導業務への活用が可能と考えられる。
5.7.4 考察
以上の結果から，指導コメントの内容およびコメント選定アルゴリズムともおおよその
妥当性が確認されたといえる。一方，指導コメント A（本人の特徴）および B（起こりや
すいエラー）で評価平均値が 3.5 を下回ったのは，前者が識別性検査の総合偏差値と機敏
性検査の誤答数，後者が定常時のエラーであった。前者の 2 指標については，評定値の低
さに加え，コメントの提供者数が少なく（両者合わせて 2%以下）
，かつ臨時検査時のみに
提供されるコメントであるため，実用化の際には，実務者と協議の上，コメント提供の対
象から除くことを検討する。一方，コメント選定のシミュレーション（本章 5 節の「指導
コメント選定のアルゴリズム」を参照）からコメントが出ない運転士が約 2％発生するこ
とがわかった。この点について妥当性評価の際に現場管理者に意見を求めたところ，大部
分の現場で何らかのコメントが提供されることが望ましいとの意見であった。したがって，
たとえば「特に性格上目立った傾向は見られません。しかし，事故の芽はあらゆるところ
に潜んでいるものです。作業中，常にこの後，どのような危険があるか，いつもと違うと
ころはないかなど，注意して作業することが大事です」などの一般的な事故防止上の指導
コメントを提供することを考えたい。
５．８ 研究のまとめおよび今後の課題
本研究では，鉄道の運転関係従事員に対して登用時および定期的に実施されている運転
適性検査の結果を安全指導に活用するため，(1)実施検査の検査指標と発生しうるエラー・
事故との相関を分析し，
検査成績が低い場合に発生しやすいエラー・事故を明らかにする，
(2)検査指標に基づく「本人の作業上の特徴」，エラー・事故指標に基づく「本人にとって
起こりやすいエラー」
，およびこれらにもとづく「事故防止上のアドバイス」の 3 点で構
成される指導コメントを作成する，(3)本人の検査成績から本人にとって最も役立つコメン
トを選定するためのアルゴリズムを作成する，の３つの工夫により，運転適性検査の合格
者およびその管理者に対して，検査成績に基づく指導上のコメントを提供する仕組みを提
案した。
ここでは，まず本研究における妥当性概念について検討する。本研究では，検査成績に
基づき，指導に役立つコメントを，検査指標に基づく「本人の作業上の特徴」，エラー・事
故指標に基づく「本人にとって起こりやすいエラー」
，およびこれらにもとづく「事故防止
上のアドバイス」の 3 点から提供することを目指した。この中で心理学的には第 1 と第 2
の内容について吟味が必要といえる。
この 2 点のコメントが安全指導に活用できるためには，①検査指標が，コメント内容で
ある作業上の特徴を測定できていること（構成概念妥当性）
，②コメントが提供される「検
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査指標とエラー・事故指標」との間に相関があること（検査成績をもとに起こりやすいエ
ラーや事故が予測できること）
，そして③コメント選定のアルゴリズムが妥当であること，
の３条件が必要である。
言い換えると，本研究におけるコメントの妥当性の確認は，まず本人に「検査指標に基
づくコメント内容に対応する特徴」があること，次に本人に「エラー・事故指標に該当す
る内容を起こしやすい特徴」があることの 2 点の確認を通して，上記の①～③の妥当性を
総体的に確認していることになる。分析結果から，上記の 2 点について一定の評価が得ら
れたことから，①～③の妥当性が総体的に示されたと考えられる。
しかし，検査の妥当性確認という観点からみると，「本人の作業上の特徴」については，
③のコメント選定のアルゴリズムが介在することから，このデータをもって「当該の検査
指標が，コメントで示される作業上の特徴を予測するものであること」を直接示せたわけ
ではない。したがって，各検査指標の構成概念妥当性については，引き続き，一般に行わ
れる応答過程や内的構造等の分析（Hogan, 2007 繁桝他訳 2010）を通して研究される必
要がある。
一方，本人にとっての「起こりやすいエラー」については，本論文中で算出した検査指
標とエラー・事故指標との相関から，基準関連妥当性は示されている（妥当性が確認され
た組合せをコメント対象にしている）が，この管理者評価を通した分析からも，コメント
選定のアルゴリズムは介在するものの，あらためて一定の妥当性が示されたものといえる。
次に，今回提案した指導上のコメントを提供する仕組みを導入あるいは運用していく際
に検討していくべき研究上および実務上の課題についてまとめる。
鉄道においては多くの検査が実施されているが，そのほとんどが職種の登用時に実施さ
れるだけで，定期的（3 年に 1 度以上）に実施されているのは内田クレペリン検査のみで
ある。したがって今回，内田クレペリン検査に関しては全体の成績を示す PF 値に加え，
既存の 10 の非定型特徴についても検査成績とエラー・事故との関連について分析し，そ
の中の 8 つが指導コメントとして活用可能なことがわかった。しかし，内田クレペリン検
査の非定型特徴とエラー・事故との関連の分析はこれまでもほとんど行われていないため，
その関連については，今後も引き続き研究を深めていく必要がある。一方，第 3 章では，
内田クレペリン検査の測定特性や予測力の理由を探るためには，非定型特徴に注目するこ
とが１つの有力な方法になると述べた。本章では，目的および方法は異なるが，本検査の
非定型特徴とエラーとの関連の分析を行っているため，次節（5.9）で内田クレペリン検査
の測定特性に関して本分析から得られた知見について簡単にまとめる。
また，今回の分析では，
「検査指標と事故指標」および「検査指標とエラー指標」の関連
を分析し，その結果から「本人にとって起こりやすいエラー」をコメントした。いわば，
検査との関係において，エラーと事故を並列に扱っていることになるが，研究の背景と目
的で述べたように，自動車においては，検査・運転行動・事故の三者の関係が重視されて
いる。本研究では，運転行動の代わりにヒューマンエラーに注目したが，三者の関係とい
64

う点では，残された「エラー指標と事故指標」との関連を分析することにより，検査・エ
ラー・事故の関係がより明確になると考えられる。そうなれば，指導の内容も，本人の特
徴，起こりやすいエラー，注意すべき事故などの構成が可能になり，より立体的な指導に
つながる可能性もある。
一方，実務面への導入に関しては，以下のような点を考慮する必要がある。
指導コメントの活用場面について，現場管理者からは，個々の運転士との面談場面が有
効との意見が多かった。このような面談場面で指導コメントを活用する場合，管理者・運
転士双方に，コメントの解釈の仕方や活用方法等について正しく理解してもらうことが前
提になる。たとえば，以下の点などが重要といえる。
・コメントの内容は，
「当該社員と同じような検査結果の人にみられることが多い傾向」を
まとめたものであり，あくまでも統計的な傾向を示すものなので，運転士自身が，コメン
ト内容が自分に当てはまらないと感じる場合には，深く考え込んだり，無理に理解しよう
としたりする必要はないこと。また，管理者は，本人が納得していないのに，コメント内
容を強制してはいけないこと。
・人の特性はいろいろな条件で変化するので，このコメントを自分の固定的で変らない特
徴と考えるのではなく，次回の検査（３年後）までの「作業上（あるいは指導上）の留意
点」として考えてもらうこと。
・指導コメントは，エラーを起こしやすい自分（社員）の性格を変えることが目的ではな
く，自分の特徴やそれに対応した要注意なエラーについて考える機会を持つとともに，そ
のようなエラーが発生しやすい自職場の作業を考え，あらかじめそれに備えておくことが
目的であること。
以上のような点をまとめた面談用のマニュアルの整備が必要といえる。
一方，導入後は，仕組みを運用していく中で現場から随時，指導コメントに対する評価
を収集するとともに，前記の検査成績とエラー・事故との関連の分析を深度化することを
通して，検査成績の指導への活用の仕組みを継続的に改善していくことが重要といえる。
なお，以上の研究は，楠神（2013b）として発表されている。
５．９ 第３章を受けた内田クレペリン検査の非定型特徴とエラーとの関連の考察
第 3 章では，内田クレペリン検査の事故・エラーに対する予測力の評価を行ない，現職
3 年以下の運転士に関して輸送障害への予測力が示唆された。また，その原因としては，
経験の浅さにより，自身の弱点である注意の配分力・持続力の低さが運転業務の質に直接
影響してしまいエラーにつながっていることが推定された。一方で，内田クレペリン検査
の測定特性に関しては更なる分析が必要であり，その一つの着眼点として，内田クレペリ
ン検査のそれぞれの非定型特徴の程度とエラータイプおよびそれと関連する認知特性の関
連分析が有力であるとした。
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本章では，内田クレペリン検査の予測力評価ではなく，安全のための指導コメントを作
成することが目的であったが，上述した内田クレペリン検査の非定型特徴とエラータイプ
との関連を分析した。したがって，ここでは Table 5.2 の結果をもとに，非定型特徴とエ
ラーとの関連についてより詳細に考察する。なお，前記のように本章の分析方法は，平均
値の差の検定を用いていない，現場への導入を意識し事故指数による評価を重視している
など，第 3 章と異なるため，予測力という言葉を用いるのではなく，単に関連という言葉
を用いる。
まず，Table 5.2 に基づき，各非定型特徴と関連のみられたエラータイプについてまとめ
る。
・休憩効果率：8 種のエラータイプすべてに関連がみられた。これは日本・精神技術研
究所（1975）の後期作業量の下落に該当し，意志的な弱さや身体的（疲労回復）な弱
さを反映し，目的的な行動の遂行ができにくい特徴があるとされる。なお，本章のコ
メントは「休憩を取ると，作業のペースが休憩前よりも低下する傾向がある」である。
・尻上がり傾向：スキルベースのラプスを除く 7 種のエラーに関連がみられた。日本・
精神技術研究所の非定型特徴の分類にはないが，行動的，頑張り屋の長所がある反面，
攻撃的で興奮しやすく，自制力や人との協調性に欠ける傾向があるとされる。コメン
トでは「自己主張がやや強く，周囲との協調性に欠ける面がある」としている。
・波動欠如：スリップ，ミステイク，手順の意識的変更（外圧型），活性化の程度「高」
のエラー，異常時のエラーの 5 種のエラーに対して関連があるとされた。傍観者的態
度を示し物事への関心がうすく，また行動面ではすばやい適応ができにくく，可変性
や円滑性の不足がみられるとされる。コメントでは「気持ちや動作にむらが少ない反
面，ものごとへの柔軟性や融通性にやや欠ける面がある」としている。
・PF 値：非定型特徴の総合的な評価値ともいえる PF 値に関しては，ミステイク，手順
の意識的変更（外圧型）
，活性化の程度「高」のエラー，異常時のエラーの 4 種に関連
するとされた。
・平均作業量：検知不良，スリップ，ミステイク，定常時のエラーの 4 種に関連がある
とされた。一般的な理解や習熟・順応・上達などが遅く，即応性や積極性に欠けやす
いとされる。コメントでは「状況を把握するのに時間がかかったり，判断が遅れてう
まく対処できなかったりする傾向がみられる」としている。
・初頭部相対位置：スリップ，手順の意識的変更（外圧型）
，活性化の程度「高」のエラ
ー，定常時のエラーの 4 種に関連があるとされた。基本的に後期初頭の著しい出不足
に該当し，気重，おっくう感がある，仕事ぶりでは，気乗りの遅さや取り掛かりの悪
さが見られ，対人関係でも消極的な面があるとされる。コメントでは「作業を始めて
からリズムをつかむまで，やや時間がかかることがある」としている。
・動揺：検知不良，定時時のエラーの 2 種に関連があるとされた。気分が変わりやすく，
行動面でもむらがあり，人によっては感情的，気分の波が大きいとされる。コメント
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では「気分が変わりやすく，作業にムラが出やすい面がある」としている。
・落ち込み：手順の意識的変更（外圧型），定常時のエラーの 2 種に関連があるとされ
た。時折ぼんやりする，考え事をする，あるいは逆に緊張しすぎてドギマギする，と
っさの応答がうまくできないなどの特徴があるとされる。コメントでは「作業中，一
時的に気が緩んだり，また，緊張しすぎて対応が遅れる面がある」としている。
・突出：検知不良，ラプスの 2 種に関連があるとされた。衝動的な行動が生じやすく，
性格的には勝気・強気，あるいは内向的な人が時に激する場合もあるとされる。コメ
ントでは「やや強気な一面があり，気持ちの高ぶりによって自分でも思いがけない行
動をとってしまうことがある」としている。
以上から，1 つの非定型特徴が，複数の切り口で分類された多くのエラータイプと関連
していた。たとえば，休憩効果率（8 種すべて）や尻上がり傾向（７種）は，タイプに係
わりなく，エラーを引き起こす共通的な特性である可能性がある。一方，それ以外の非定
型特徴は個別のエラーに関係する特性に近いといえよう。また，すべての非定型特徴を総
合した指標といえる PF 値が関連を持つエラータイプは 4 種類で，もっとも多くのエラー
と関連しているわけではないので，非定型要素を集約すればエラーをもっともよく予測で
きるわけではないといえる。非定型特徴とエラーとの関連については，本研究のような事
故・エラーデータを用いた統計的な分析に加え，実験的な手法等を用いたより詳細な分析
が必要と考えられる。
次に，同じ分析結果を非定型特徴ではなく，エラーの種類からまとめなおし，当該エラ
ーを予測できる非定型特徴を整理すると，以下のようになる。
・検知不良：平均作業量，休憩効果率，動揺，突出，尻上がり傾向
・スリップ：平均作業量，休憩効果率，初頭部相対位置，波動欠如，尻上がり傾向
・ラプス：休憩効果率，突出
・ミステイク：PF 値，平均作業量，休憩効果率，波動欠如，尻上がり傾向
・手順の意識的変更（外圧型）
：PF 値，休憩効果率，初頭部相対位置，落ち込み，波動
欠如，尻上がり傾向
・活性化の程度「高」エラー：PF 値，休憩効果率，初頭部相対位置，波動欠如，尻上
がり傾向
・定常時のエラー：平均作業量，休憩効果率，動揺，初頭部相対位置，落ち込み，尻上
がり傾向
・異常時のエラー：PF 値，休憩効果率，波動欠如，尻上がり傾向
以上の結果をみると，たとえばスリップだと，理解・習熟が遅く，意志的な弱さや身体
的（疲労回復）な弱さがあり，気重で作業の気乗りが遅く，すばやい適応ができにくく可
変性や円滑性の不足がみられ，攻撃的で興奮しやすく，自制力や協調性に欠ける人が起こ
しやすいといえる。これらの各非定型特徴が相乗的にエラー発生に関係しているのか，各
非定型特徴が個別に同一タイプのエラーを誘発しているかは不明であるが，内田クレペリ
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ン検査の測定特性やエラータイプとの関連について，一定の示唆が得られたと考えられる。
今後は，やはり非定型特徴とエラーとの関連の分析をより深めることが必要である。
また，この分析からは，内田クレペリン検査が異常時エラーと関連を持つことが示唆さ
れた。4 章で述べた多重選択反応検査は，様々な心理特性が複合的に影響する異常時パフ
ォーマンスの最終的なアウトプットを予測する目的で開発されたが，内田クレペリン検査
はこれとは違うメカニズムで異常時パフォーマンスを予測する可能性がある。具体的には，
休憩効果率，波動欠如，尻上がり傾向といった作業ぶりや PF 値が示す総合的な非定型特
徴が，異常時パフォーマンスに影響していると推定できる。
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第６章
検討

運転適性検査の枠を超えた心理検査の新たな活用方法の

６．１ 研究の背景と目的
これまでは，1949 年に導入された運転適性検査体系について，再評価や活用方法の拡大
の研究をしてきた。具体的には，運転適性検査体系における中心的な検査である内田クレ
ペリン検査の予測力の評価，運転環境の変化から重要性が増している異常時パフォーマン
スを予測できる多重選択反応検査の開発，これまで選抜を目的に行われ指導への活用が十
分でなかった運転適性検査の安全指導への活用拡大に向けての研究の３つである。
しかし，心理検査は適切に設計・活用すれば，安全に関係する個人の特性を的確に把握
できる有用な手法である。現在，産業界の安全指導は，社員の特性や習熟度に応じた教育
の占める割合は多くなく，また，個人の特性に応じた指導を行う場合でも，管理者が日々
の業務の中で把握した個人評価に基づき行われることが多い。鉄道においても，系統的に
個人の心理特性データが収集され指導が行われることはまれである。また，第一線社員が
自分自身の作業上の特徴を知り，
弱点を補いながら長所を伸ばすためのツールも多くない。
したがって，安全に関して社員の育成を図るのに，心理検査の活用拡大が考えられる。
本章では，これまで述べてきた運転適性検査制度の枠に縛られることなく，社員（ここで
は運転士）の特性に応じた安全指導を的確に行うために測定しておくべき心理特性につい
て調査し，有用な特性を整理する。
具体的には，
まず，
心理検査の安全指導への活用が進んでいる自動車分野の調査を行い，
どのような枠組みで検査バッテリーが構成されているか分析する。次に，ヨーロッパの鉄
道において検査で測定されているあるいは測定が必要とされている心理特性を調査し，日
本の運転適性検査で測定している特性以外で重要とされている特性について調査する。ま
た，運転士の作業分析および事故分析を行い，運転士の作業の特徴や事故・エラーの発生
要因を分析し，その上で安全指導に活用できる心理特性について考察する。最後に，これ
らの調査研究結果をもとに，運転士の安全指導に有用な特性について整理する。
６．２ 自動車ドライバーに対する適性検査の調査
6.2.1 他産業における適性検査の活用
第 5 章で述べたように自動車の分野では，心理検査が選抜ではなく安全指導に用いられ
ており，その仕組みも充実している。一方，その他の交通関係では，航空機のパイロット
には，採用時に職業適性を評価するために心理検査が行われるが，パイロットの資格を得
た後は，医学適性が継続的に確認されるのみで，心理適性検査は実施されない（山下・佐
伯・本江・井上, 2012；各務・津久井, 2008）
。また，採用時の心理適性検査の結果がパイ
ロットになった後の安全指導に使われることもないとされる（山下他, 2012）。したがって，
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ここでは交通分野の中で心理検査の活用が最も充実している自動車分野について，実施さ
れている心理検査やその測定特性，あるいは検査結果の活用方法について調査する。
自動車分野における心理検査の活用は，大きく一般ドライバーを対象に警察およびその
関連団体が実施している検査と職業ドライバーを対象に国土交通省が所管する自動車事故
対策機構（略称 NASVA）を中心に実施されている検査がある。それぞれについて調査結
果をまとめる。
6.2.2 一般ドライバーに対する適性検査
(1)概要
西田（2004）および岡村（2005）に警察およびその関連団体により実施されている運転
適性検査とそれを用いた教育についてまとめられている。主に同文献に基づき，適性検査
とそれを用いた安全指導の現状についてまとめる。
適性検査については道路交通法および同施行令においてその実施が定められているが，
大きく分けると免許取得の必要条件としての医学適性（視力等）と，事故や違反を起こさ
ず，より安全な運転をするために必要と考えられる安全適性に分けられる。ここでは，本
論文の趣旨から後者についてのみ述べる（以下で，適性検査という場合，安全適性を測る
検査をいう）
。また，適性検査が用いられるのは講習時であり，講習は大きく分けると，免
許の更新時に行われる更新時研修と免許の停止や取消処分を受けた者が受講する処分者講
習に分けられる。また，その他に，免許取得 1 年以内の人で軽微な違反を 2 回以上おかし
た人などに義務づけられている初心運転者講習，70 歳以上で免許更新を行う人に義務づけ
られている高齢者講習がある。
講習で用いられる検査は，大きく以下の 3 種に分けられる。
1. 態度測定型
運転場面における具体的な行動や考え方を質問紙で問い，その回答傾向から，望ましく
ない要素を検出する検査である。具体的には不安全行動に結びつく安全意識や態度などが
測定される。態度検査は，更新時講習，初心運転者講習，短期処分者講習で行われている。
検査としては，SAS，90-3，82-3 などがある。
2. パーソナリティ測定型
これは，作業能力，動作性能，性格などを測定する紙ベースの心理検査である。知能検
査で測定されるような下位検査や一般的なパーソナリティ検査から構成され，知的能力や
自己顕示欲・神経質傾向・抑うつ性・感情高揚性・攻撃性・非協調性等の性格特性が測ら
れる。停止処分者講習（中長期）や取消処分者講習で使用されている。すなわち，パーソ
ナリティ測定型検査は，累犯者か深刻な違反あるいは事故を起こした人に使われている。
具体的には 73-2 や 73C などの検査がある。
3. サイコモータ特性測定型
サイコモータ特性測定型の心理検査では，反応時間，重複作業，対負荷能力などの作業
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をパソコン，ハンドルやペダルを模した装置を使って測定する検査である。端的には，運
転行動に必要な基本的動作機能をみるものといえる。これらに該当する検査としては，
CRT 運転適性検査や高齢者運転操作検査器があり，おもに高齢者講習で用いられる。これ
らの検査は，一般に加齢とともに低下するといわれるサイコモータ特性を測定し，高齢ド
ライバーに心身機能の変化を自覚してもらい，より安全な運転をしてもらうことをねらい
としている。
(2)考察
通常の更新時の講習や軽度の違反経験者の講習では態度検査を実施し，重度の違反や事
故経験者には，知能検査や性格検査を実施している。また岡本（2005）には，停止処分者
に比べ，取消処分者ではより知的能力に重みをおいた検査を実施するとされている。通常
の運転者から，より問題のある行動（違反や事故）があった運転者に移行するにしたがっ
て，態度から性格へ，さらに知的能力へ測定のウェイトが移行するのが分かる。運転行動
を行う環境に密着した安全態度からより運転者本人の基盤的な性格・知的能力を把握する
ことが，効果的な安全指導に有効と考えられている。また，問題がより重くなるのは，性
格よりも知的能力が影響していると考えられていることになる。なお，パーソナリティ検
査といえば，知能検査は含まれないことが多いが（外島, 2011），ここで取り上げた自動車
免許の講習関係では，知能検査がパーソナリティ測定型に含まれていることがわかる。
また，高齢者講習では，サイコモータすなわち知覚運動機能の評価が重視されている。
これは前述のように，加齢に伴い一般的に知覚運動機能が低下するが，その点について高
齢ドライバーが必ずしも十分認識しているわけではないことによる（所，2007）。したが
って，質問紙ではなく，実際に作業を行うことが重視される。
実際の指導については，質問紙の結果からわかることを講義の中で説明する方法が中心
である。優良運転者の場合には，時間の制約（講習全体で 30 分）から一般的な注意喚起
にならざるをえないが，停止処分者や取消処分者については，本来なら，処分を受けるに
至った過去の運転経歴を反映させた検査を選定し，講習が行われることが望ましい。しか
し実際にはそれらの経歴が把握されているわけではないので，講習の種別に応じた検査が
淡々と実施されているようである（岡本，2005）。その場合には，少なくとも，違反や事
故と各検査の測定特性との関連の有無やその程度が把握されていることが必要と考えられ
る。また，教育効果の検証についても不足しているとされる（蓮花，2012）
。
6.2.3 職業ドライバーに対する適性検査
(1)概要
国土交通省（2014），自動車事故対策機構（2014），山下他（2012）に基づき，バス，
ハイヤー，タクシー，トラックなどの自動車運送事業者の運転者を対象にした運転適性検
査とそれを用いた教育の概要についてまとめる。
まず，旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則により，初任者
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（運転者として新たに雇い入れた者）
，高齢者（65 歳以上）
，死者や負傷者が生じた事故を
引き起こした者に対して適性診断の受診を義務づけている。これらは，国土交通省（2014）
によると，初任診断，適齢診断，特定診断（なお，事故の大きさおよび当該事故以前の一
定の期間における事故の有無により特定診断Ⅰと特定診断Ⅱに分かれている）といわれる。
なお，適性検査という言葉は用いられず，検査とその後の助言指導を合わせて適性診断と
言われている。一方，任意の検査としては，一般診断がある。それぞれの診断の対象およ
び指導内容を Table 6.1 に記す。
なお，これらの診断は，認定組織として自動車事故対策機構（NASVA）の他，民間の 7
事業者が行ってきたが，2012 年度からは広く民間参入が認められている。
次に，実際に使われている検査をみる。義務診断に用いられる検査は，性格テスト，安
全運転態度テスト，危険感受性テスト，処置判断テスト，重複作業反応テスト，速度見越

Table 6.1 職業ドライバーに対する適性診断の種類とその対象・指導内容
名 称
一般診断

任意

初任診断

新たに採用された者

適齢診断

65 歳以上の者

特定診断Ⅰ

① 死亡又は 重傷事故 を起 こ
し，かつ，当該事故前の 1 年
間に事故を起こしたことがな
い者
②軽傷事故を起こし，かつ，
当該事故前の 3 年間に事故を
起こしたことがある者
死亡又は重傷事故を起こし，
かつ，当該事故前の 1 年間に
事故を起こした者

特定診断Ⅱ

対

象

指 導 内 容
運転者の運転特性を明らかにするため，安全
運転にとって必要なドライバーの心理・生理
の特性を，科学的に測定し，結果について助
言・指導を行う。
診断の結果を基にプロドライバーとしての
自覚，事故の未然防止のための運転行動等及
び安 全運転のた めの留意点 等について 助
言・指導を行う。
診断の結果を基に，加齢による身体機能の変
化の運転行動への影響を認識してもらい，事
故の未然防止のための身体機能の変化に応
じた運転行動について助言・指導を行う。
交通事故を引き起こすに至った状況等につ
いて聞き取りを行い，運転経歴等を参考に，
交通事故の再発防止に必要な運転行動等に
ついての助言・指導を行う。

受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性
を明らかにするとともに，交通事故を引き起
こすに至った運転特性及びその背景となっ
た要因などを参考に，交通事故の再発防止に
必要な運転行動等について助言・指導を行
う。
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反応テスト，視覚機能テストである。検査ではなくテストという言葉が使われている。性
格テストは，感情の安定性，協調性，気持ちのおおらかさなどが測定される。安全運転態
度テストでは，遵法性，生命尊重，自己中心性などが測定される。危険感受性テストでは，
意思決定・態度，交通環境の知覚，交通環境への予測・構えなどが測定される。処置判断
テスト，速度見越反応テストは，鉄道の高速適応検査でも用いられているものである（井
上他, 2006）
。前者は連続的に変化する事態に対する注意の配分力を調べるテスト，後者は
焦燥抑制の能力と動体速度の認識力を調べるテストである。重複作業反応検査は，本論文
第 5 章において多重選択反応検査を開発する際，参照した検査であり，多種類の刺激に対
して統御された反応行動を行うことができるかどうかをみるテストである。最後の視覚機
能テストは，静止視力，深視力，視野，動体視力を測るテストである。
一般診断では，NASVA の模擬運転診断においてシミュレータも活用されており，安全
エコ運転度，先急ぎ運転度，予防安全運転度，思いやり運転度などが測定されている。
また，本テストの受検の目的は，自分自身の特性を知り，自分自身の運転を振り返り，
今後の事故防止に生かすことである。そのため，受検後の検査結果の活用については工夫
がされている。NASVA を例に方法を述べると，義務診断・任意診断を問わず，本人には
測定の結果から分かる優良な点や注意が必要な点，あるいは同一事業者で検査履歴がある
場合には，前回受診時データとの経年変化が記された適性診断表が発行されるとともに，
事業者にも当該運転者に対する安全指導に活用できる指導要領が発行される。また，義務
診断の場合には，適性診断表検査結果に基づき，NASVA の交通カウンセラーが助言・指
導を行うようになっている（佐伯，2013）。なお，指導の方法論上の工夫については第 7
章で再度詳しく取り上げる。
本適性診断については，その効果の評価も行われている。具体的には，重大事故 2,884
件を調べたところ，適性診断受診者の事故発生率が 0.140%，未受診者の事故発生率が
0.267%であり，受診者の発生率の低いことが分かっている（山下他，2012）
。
(2)考察
警察による一般ドライバーと同様，検査を受検するきっかけとしては，経験の浅い段階
（初任診断。警察では初回更新者講習）
，高齢ドライバーになる段階（65 歳以上のドライ
バーを対象とする適齢診断。警察では 70 歳以上が対象になる高齢者講習），事故を起こし
た場合（特定診断Ⅰ・Ⅱ。警察では事故のほかに違反も対象とし，何らかの処分を受けた
人を対象とする処分者講習）がある。その他，任意ではあるが，上記の条件に該当しない
ドライバーを対象にした一般診断もある。これは警察で言えば，優良運転者講習や一般運
転者講習に該当するといえる。
診断項目についても，かなり共通している。一般ドライバー（警察庁）に対しては，態
度，性格，知的能力，サイコモータ特性が測定され，職業ドライバー（国土交通省）に対
しては，やはり態度，性格，危険感受性，サイコモータ特性が測定されている（なお，西
田（2004）によれば，一般ドライバーに対する知的能力は，図形検査，異同弁別検査，論
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理検査等，一般には知能検査に該当する検査で測定されているため，以下では知的能力を
知能と言いかえる）
。前者では知能，後者では危険感受性が独自に挙げられているが，警察
の講習においても，初心運転者講習では検査ではないが，危険予測訓練が行われ（岡本，
2005）
，またサイコモータ特性を測る検査では，一般的な知能もある程度測定されている
といえよう。一方，方法論に関しては，警察が実施する一般ドライバーに対する講習では，
態度は質問紙検査で測定されるが，職業ドライバーに対する NASVA の適性診断では，シ
ミュレータによる運転行動から観測される。
また，検査結果を用いての安全指導については，職業ドライバーに対する義務診断にお
いては，必ず適性診断の専門家である交通カウンセラーが立ち会って指導・助言が行われ
る点で，警察に比べるとより厚い指導が行われている。カウンセリングは 1 対１で行われ
るため，違反や事故を含めてこれまでの自分の運転ぶりを交通カウンセラーとともに振り
返り，自分の運転の変えていくべき点を明らかにする。その改善策について目標設定を行
うことにより，態度変容を期待するものである。そのためには，職場に戻ってからの管理
者のサポートが重要とされている。
６．３ ヨーロッパの鉄道運転士に対する適性検査の調査
6.3.1 ヨーロッパ（CER）において重視される測定特性
次は，ヨーロッパの鉄道における適性検査の測定特性あるいは測定が重要とされる特性
について調査する。ヨーロッパの運転士関係の心理適性検査はおもに採用時に実施されて
いる。また，その目的は，操縦能力が高く将来的に成長する見込みのある運転士を採用す
ることとされる（Community of European Railways & Infrastructure Companies, 2009）
。
したがって，日本と同様，検査成績の指導への活用については十分に行われていないと考
えられるが，ヨーロッパの鉄道運転士の選抜において重視されている心理特性を調査する
ことにより，運転士の指導へ活用できる特性を見出せる可能性がある。
ま ず ， 先 に 引 用 し た 文 献 に あ る と お り ， Community of European Railways &
Infrastructure Companies（EU に加盟する 27 カ国とその周辺国の約 70 の鉄道事業者お
よびインフラ保有会社により構成される団体。以下，CER という）では，運転士等に対す
る心理検査のガイドラインを提示しており，その中で評価が必要な心理特性として以下を
挙げている。
1. 行動特性および性格特性
・セルフコントロール（ストレスのかかった場面でもパフォーマンスを同じレベルに
保てる
・行動面の信頼性（ルールどおりに行動できる）
・良心的な行動（安全を重視した行動ができる）
・自主性（自律的に行動できる）
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2. サイコモータ特性（心理行動特性）
・反応速度（単純あるいは複雑な刺激に対して速く適切に反応できる）
・行動のコーディネーション（複雑な刺激に対して適切に制御された行動がとれる）
3. 認知特性
・注意（刺激や情報を積極的に知覚し認識できる）
・集中（タイムプレッシャ下でも必要な対象から必要な情報を得られる）
・知覚（短時間かつ複雑な刺激でも記憶に留められる）
・推理（結論に向けて知覚的・言語的情報を管理できる）
・記憶（数値的あるいは言語的情報を保持できる）
・コミュニケーション（目標に向けて明瞭で正確なメッセージをつくれる）
サイコモータ特性および認知特性は，前者の行動のコーディネーションおよび後者のコ
ミュニケーションを除くと，知能と重なり，日本の運転適性検査と類似している。なお，
行動のコーディネーションについては，高速適応検査で実施している処置判断検査で一定
の測定を行っていると考えられる。
一方，行動および性格特性には，運転適性検査で実施されていない要素が多くある。セ
ルフコントロールは異常時パフォーマンスに関連し，本論文で論じた多重選択反応検査と
ある程度重なる面もあると考えられるが，どちらかといえば性格的な要素が強い特性とい
える。一方，多重選択反応検査は，性格面に加え，パフォーマンスのベースになる知能も
含んだ特性を測定している。一方，行動の信頼性は，おもに行動面の正確さを対象とする
ものであるため，運転適性検査の中では機敏性検査と共通する面があるといえる。それ以
外の良心的な行動および自主性については現在，測定されていない。これらは安全指導の
観点から考えると，たとえば前者は安全態度や遵法性に係わる特性，後者は異常時等に状
況に応じて臨機応変に行動できる特性として，指導上重要といえ，今回の枠組みを検討す
る際の参考になる。
6.3.2 イギリスにおいて重視される測定特性
上記のヨーロッパのガイドラインを踏まえ，イギリスにおいて運転士の選抜で測定され
るべき態度および能力がまとめられている（RSSB, 2008）。以下に概要を記す。
・ビジランスと集中（特に，繰り返し作業や単調作業時における力）
・反応時間（変化する状況に対してルールに沿って速く反応できる力）
・行動のコーディネーション（操作器に対して手足を適切に制御できる力）
・英語によりコミュニケーションできる力（安全に関する情報を適切に話し書ける力）
・確認し憶測しない力（そうすることが好都合な場面であっても憶測しない力）
・安全情報を保持し記憶から引き出せる力（異常時だけに使われる知識でも可能）
・手順やルールを守る力（管理されていない状況やタイムプレッシャ下でも可能）
・冷静に行動できる力（異常時やストレス下でも冷静に行動し必要なら指示できる力）
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・長時間一人でも作業能力を維持できる力
運転適性検査で測定されている知能やサイコモータ特性以外についてみてみると，まず，
ここでもコミュニケーション力が取り上げられている。また，確認し憶測しない力や手順
やルールを守る力は，CER の良心的な行動と類似し，冷静に行動できる力は，セルフコン
トロールに対応すると考えられる。
なお，
長時間一人でも能力を維持できる力については，
ビジランスが別項目にあり，
また体力的な面は心理検査とは関係しないと考えられるので，
詳細は不明である。
また近年，イギリスでは，ノンテクニカルスキル（以下，NTS という）にも注目してい
る。エラーを防ぐためには，テクニカルスキル（運転業務に必要な知識・技量）が必要な
ことは言うまでもないが，それ以外にも NTS が作業者のパフォーマンスを大きく規定し
ているからであり（Flin et al., 2008 小松原他訳 2012）
，採用時における NTS の評価が，
採用後の従事員の成長につながることが期待されるからである（RSSB, 2013）。具体的に
は，
コンピュータ課題とインタビューを組み合わせた検査で，
様々な場面を提示した上で，
多様な角度から質問し，状況判断の力などをみるものである。なお，現在ある検査は状況
判断力のみを扱っているが，イギリス鉄道界における標準化作業などを受け持つ RSSB
（Rail Safety and Standards Board）では，NTS 全般を重要としている。Flin et al.（2008
小松原他訳 2012）では，NTS を①状況認識，②意思決定，③コミュニケーション，④チ
ーム作業，⑤リーダーシップ，⑥ストレスマネジメント，⑦疲労への対処の 7 つに分類し
ており，RSSB では，それに加え，⑧良心的な行動（手を抜かずしっかり確認できる，ル
ールを遵守できる）
，⑨セルフマネジメント（意欲，自信・主体性，技量の維持・発展など）
を挙げている（Bonsall-Clarke & Pugh，2013）。前者は検査で測定されるべき特性とされ
た「手順やルールを守る力」と共通する。これらの特性についても今後，安全指導を考え
るに当たって参考になるといえる。
6.3.3 フランスにおいて重視される測定特性
最後は，フランスの SNCF（フランス国鉄）の例である。検査は主に採用時に行われ，
その目的は必要な訓練内容を効率的に吸収できる人を採用することである。具体的には，
以下の特性を評価している（Wecxsteen & Guinard, 2011）
。
・注意
・知覚
・記憶
・推理
・数的処理
・反応時間
・マルチタスク
・空間把握
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・言語
・性格（感情的安定，責任意識など）
以上から，多くの項目は知能やサイコモータ特性と共通すると考えられる。また性格検
査にある感情的安定は CER の分類で言えばセルフコントロール，責任意識は同様に良心
的な行動に類似していると考えられる。
6.3.4 考察
ヨーロッパおよびイギリス，フランスの現状をみる中で，JR 東日本の検査体系との比
較を行った。ここではそれらの結果を踏まえ，今後，安全指導に活用できる心理特性を整
理する。
調査した国・地域で実施されている検査あるいは重要とされている特性をみると，日本
の運転適性検査と同様，知能およびサイコモータ特性が挙げられている。それ以外の日本
で測定されていない特性，すなわち今後，安全指導に活用できる可能性のある特性を吟味
すると，以下の通りであった。なお，上記の国・地域で共通すると考えられる特性は集約
し，内容の表記は測定特性の内容を考慮して表現を改めた。
・行動のコーディネーション力（操作器に対して手足を適切に制御できる力）
・コミュニケーション力（安全に係わる情報を正確・明瞭に話し，書ける力）
・セルフコントロール力（異常時やストレス下でも冷静に行動できる力。イギリスの冷静
に行動できる力，フランスの感情的安定も統合）
・良心的な行動（ルールを守り，手を抜かず，良心的な態度で作業できる力。イギリスの
確認し憶測しない力，手順やルールを守る力，NTS の良心的な行動およびフランスの責
任意識もこれに分類）
・自律的に行動できる力（異常時等に臨機応変に行動できる力など）
・NTS（Flin などの①状況認識，②意思決定，③コミュニケーション，④チーム作業，⑤
リーダーシップ，⑥ストレスマネジメント，⑦疲労への対処，および RSSB のセルフマ
ネジメント）
なお，前述のようにヨーロッパの適性検査は安全指導を目的に行われているわけではな
いが，指導への活用の可否については最終節で考察する。
６．４ 運転士の作業分析等からみた安全指導に活用できる心理特性の考察
前節では，自動車ドライバーやヨーロッパの鉄道運転士に対する適性検査の内容から，
今後，運転士の安全指導に活用できる心理特性の候補をまとめた。本節では，運転士の作
業分析および事故分析を通して，同様の検討を行う。
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6.4.1 運転士の作業分析からみた安全指導に活用できる心理特性
運転士の職務を分類したリストとしては，池田（1983）や芳賀・畔蒜・藤原（1991a）
があるが，楠神（1994）はこれらを踏まえて車掌業務も考慮しながら運転に係わる機能を
まとめている（Table 6.2）
。ここではこの表をもとに，運転士が行っている作業の内容や
性質を踏まえ，安全指導に有効と考えられる心理特性について分析する。
(1)基本機能，出入区に係わる機能，本線運転に係わる機能について
まず，
表の基本機能をはじめとして，どんな作業についてもその適切な遂行のためには，
一定の知能が必要である。これについては現行の運転適性検査で測定されている。また，
運転適性検査の結果を用いて指導コメントを提供する仕組みを第 5 章で提案している。
表の中の入出区および本線運転に関する機能をみると，ダイヤ，信号，地形，進路等に
応じて発車制御，速度制御，到着制御を行い，その間，進路（外乱の有無など）や車両状
態（ブレーキの効きなど）の監視を行うことが運転士の主な仕事である。作業の性質は，
一般の仕事に比べると，はやくやる，効率的にやるなどの要素はかなり低く，ルールや運
行計画にしたがって，信号等をしっかり確認しながら決められた作業を確実に実施するこ
とが求められる作業である。また，最近はワンマン運転で車掌業務も合わせて行う運転士
もいるが，Table 6.2 の車掌の運転業務に関しては，上述した運転士の作業特徴（決められ
た作業を確実に実施するなど）は共通である。
必要な心理特性としては，前述の CER で評価が必要とされた注意，集中，知覚，推理，
記憶などの認知特性や反応速度，行動のコーティネーションなどのサイコモータ特性であ
ることに変わりはない。これらについても運転適性検査で概ね測定され，前述のようにコ
メント提供の仕組みも考案した。ただし，第 5 章の結果では，エラー発生との関係では，
識別性検査，注意配分検査，機敏性検査などの能力検査（知能，認知，サイコモーター）
の成績よりも，内田クレペリン検査の非定型特徴（休憩効果率，尻上がり傾向，波動欠如
など）の方が，関連性が高い結果になっている。
(2)異常時に係わる機能について
一方，異常時に係わる機能については多様である。車両火災や車両・地上設備の故障へ
の対応，あるいは着発線変更等の運転手続きの変更など，発生事象は多様であり，また同
じ事象でも状況に応じてその対応も多様である。適切な遂行のためには多くの心理特性が
関係すると考えられる。第 4 章では異常時パフォーマンスを予測できる多重選択反応検査
を開発したが，これは異常時パフォーマンスを規定する多様な特性を個々に把握するので
はなく，それらが総合された最終的なパフォーマンスの予測を目的とした。したがって，
ここでは，異常時パフォーマンスを規定する要因についてもう少し掘り下げる。
異常時については，２つのタイプのエラーが考えられる。まず細田・井上（2000）は，
緊急事態における人間行動の特徴を人間の情報処理段階に分けて以下のように述べている。
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Table 6.2 運転にかかわる主要な機能（楠神，1994）
【基本機能】

○到着制御
・駅名の認知
・停車または通過の認知
・運転線路の認知
・信号状態の認知
・駅までの走行計画の策定
・減速制御
・衝動の少ない停止制御
・定位置停止制御
○到着後
・ドア開扉状態の認知
・ホーム旅客の監視
・折り返し時の機器整備（運転室交換）
・列車の乗継作業（引継ぎ，乗務員間打合せ，スイッ
チ類の確認）

○運転計画の認知（列車番号，ダイヤ，徐行など）
○運転状況の認知
・時刻の認知
・位置の認知
・速度の認知
・運転制御（ノッチ，惰行，ブレーキ）の選択
○運転実績の出力（運行状況報告など）

【出入区に係わる機能】
○出入区時の車両点検
○出入区運転
・出区経路の認知
・信号状態の認知
・発車制御
・加速制御
・速度調節
・外乱監視
・車両状態の認知
・停止位置の認知
・停止制御
○その他
・ブレーキ試験
・留置作業
・分割・併合作業

【異常時に係わる機能】
○異常，非定例状況の検知および処置
・障害物，災害，停電など，車両外部の異常の検知
・運転中の故障など，車両内部の異常の検知
・その他の不具合の検知（信号機異線現示・現示不良，
視界不良など）
・運転手続き変更の認知，対応処置
・各異常時の状況判断
・各異常時の処置決定
・自列車の緊急停止
・他列車の緊急停止手配
・汽笛吹鳴
○停止後の処置
・連絡（対指令，対車掌，対その他）
・旅客の避難誘導
・負傷者の救護
・車両故障などの復旧処置
・システムダウンなどによる保安装置なしの運転制御
・特殊な運転手続き（運転再開時）

【本線運転にかかわる機能】

○発車制御
・走行計画の策定
・信号状態の認知
・発車時刻の認知
・ドア状態の認知
・発車合図の認知
・発車制御
・加速制御
○速度制御，運転制御
・最高速度による加減速制御
【車掌に係わる機能】
・信号現示（臨時信号を含む）による加減速制御
○接客業務
・地形・線形による加減速制御（線路曲線，転てつ器，
・案内放送（停車駅，接続，設備など）
勾配，標識）
・巡回による旅客案内
・その他速度制限による加減速制御
・車内改札，乗車区間確認，乗車券類販売
・定時運転を考慮した運転制御（回復運転を含む）
・急病人，旅客などのトラブルに対する対応処置
・乗り心地を考慮した運転制御
○運転業務・その他
・経済運転を考慮した運転制御
・サービス機器，標示類の点検
○進路の監視
・発着時刻の認知
・踏切の監視
・発車，停車時の安全確認
・線路作業員，部外者の監視
・発車，停車時のドア扱いおよびドア状態の認知
・線路・架線の状態監視
・車内巡回点検およびトラブル処置
・線路脇の構造物の状態監視
・トラブル発生時の他乗務員・指令などとの連絡・連
○車両状態の監視
携
・車両性能（加速・ブレーキ性能など，混雑率，天候
・乗務終了時の車内点検
の影響など）の認知
・異常な兆候の検知（車両動揺，異音・異臭など）
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1. 情報取得段階
・注意の一点集中，視野の狭小化
・現在の状況を多角的に捉えられない
2. 情報処理段階
・情報選択力の低下（何を採択し，何を捨てるか）
・記憶・知識の活性力の低下（知識としてはあっても思いつかない）
・自己の意思決定の正当化（選んだ選択肢を有効と確信）
3. 行動段階
・不必要な力や円滑さを欠いた行動
・意思決定の先延ばし
一般的に緊急事態は上記のように人間のパフォーマンスを低下させるが，その原因の一
つは「恐れ，不安，焦り」などの情動の影響とされている。これについては，知能や認知
に係わる基本的特性に加え，ヨーロッパで重視されているセルフコントロール（異常時や
ストレス下でも冷静に行動できる力）の向上が重要と考えられる。その力の程度に応じて
異常時訓練の軽重を考えたり，本人が異常時遭遇時に自身の特徴に留意した行動をとるこ
となどに活用できる。
もう 1 つの異常時エラーとしては，釘原（2011）による危機事態の人間行動の特徴から
抽出できる。危機事態には，よく学習された行動（その人にとって簡単で単純な行動）が
出やすくなる。逆に複雑な思考や判断が必要とされる行動は抑制される。したがって，危
機事態だからといって，普段と突然違った行動が出るわけではなく，普段は無意識的に行
っている行動が強く表面に出てくる。また，不確実性が高いため，限られた情報に目を向
け，他の情報を無視する。その結果，慣れ親しんだ行動を選び，またその行動を続けよう
とする傾向があるとされる。
これを運転士の作業に置き換えてみる。普段の作業では，前述のようにダイヤ等にした
がって決められた作業を行うことが求められる。いわばダイヤにしたがった定時運行，安
定輸送の価値観に沿った行動といえる。このような作業を日々継続していると，予期せず
突然異常時が発生した際に，慣れ親しんだ行動を続けようとする傾向が生る。たとえば，
次項でも述べる「危険なので ATS が安全に列車を停止させたのに，その原因が分からず，
運転士がとりあえず前に進むため ATS をリセットする」などがこれに該当する。このよう
なエラーを防ぐ能力は，異常時に習慣的な行動に引きずられない能力といえ，鉄道の異常
時エラーを防ぐための重要な能力といえる。今後，異常時エラーのリスクが高まることを
考えると，安全指導を行う際に有用と考えられる。
6.4.2 運転士の事故分析からみた安全指導に活用できる心理特性
次に，運転士のヒューマンエラーに起因する事故の分析に基づき，安全指導に活用でき
る特性を検討する。JR 東日本では，運転士のエラーによる鉄道運転事故は 1997 年の大月
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事故（運転士の信号冒進による列車衝突事故）以来発生していないため，ここでは鉄道運
転事故につながるリスクのあった事象を分析した（2011～13 年度の過去 3 年分。12 件）。
発生事象は大きく分けると，速度超過，信号冒進，不適切な退行の 3 種に分けられ，速
度超過が最も多かった。
(1)速度超過について
速度超過の発生パターンは以下の通りである。
・運転区所における徐行情報の抜粋ミスおよび点呼での照合ミスに起因するもの
・指示された徐行情報を当該箇所で想起できなかったもの
・運転中に無線が切れたが，それまでの情報から憶測して運転したもの
抜粋ミスは，掲示板に表示された自分に関係する徐行情報を見落としたものである。次
のパターンは，情報の取得は間違いなく行われたが，徐行箇所にさしかかった時に当該の
徐行情報を想起できなかったものであり，その原因としては考え事をしていたあるいは他
の事柄に注意を奪われたことが挙げられている。最後のパターンは，無線による指令から
の徐行指令が感度不良のため終了していないのに，内容を憶測して走行してしまった例で
ある。
1・2 番目のパターンは，見落としあるいは失念に当たり，日常生活でもよく起こるヒュ
ーマンエラーといえる。一方，最後のパターンについては，情報処理の誤りというよりは，
安全態度（不確かな場合にはしっかり確認するまで発車しない）の問題も含んだ判断のエ
ラーと考えられ，前述した「普段の安定輸送の価値観に引きずられたエラー」ともいえる。
このような特性の把握は，
異常時エラーの未然防止のためにも指導上重要といえる。一方，
前者のヒューマンエラーについては，自分の起こしやすいエラーのタイプがわかると，日
頃から注意すべきエラーが分かり指導上有用と考えられる。芳賀（2000）は，自分がもの
忘れタイプかうっかりタイプかがわかる簡易な質問票を提案しているが，このような診断
手法があれば，日々のエラー防止に役立つ。
(2)信号冒進について
信号冒進については 2 つのパターンに分かれた。
・自分の信号機を進行だと思い込んで起動後，ATS が動作し停止。しかしその思い込み
が解けず，ATS をリセットし再度起動したもの
・ATS のない構内で考え事をしていたため標識を行き過ぎたもの。
前者は典型的なミステイクで，自分の思い込みから抜け出せなかったケースといえる。
自分の思い込みエラーの発生しやすさを測った上で，その思い込みから抜け出ることの困
難さが体感できる訓練法があれば，同様のケースに遭遇した際に，思い込みの発生に気づ
きやすくなるため，事故の未然防止に役立つ。また，このエラーは，止まってしっかり考
えるのではなく，ふだんの前進する行動が選択されている点で，前項で述べた「異常時に
習慣的な行動に引きずられやすい特性」とも関係している。本特性の診断手法および未然
防止訓練がやはり今後重要になると考えられる。
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一方，後者のエラーは典型的なラプスであり，速度超過と同様，自分の陥りやすいエラ
ータイプがわかる手法があれば，指導に活用できる。
(3)不適切な退行について
最後は，不適切な退行である。具体的には，駅で所定の停止位置を大幅に行き過ぎ，踏
切をまたいで停止したにもかかわらず，踏切の存在が意識されずにそのまま後退したため，
駅停車後，再出発する際に踏切が遮断されなかったケースである。この事例は，後退でき
る条件に関する想起エラーといえる（知識がなかったわけではないが，その際に想起でき
なかった）
。前述した細田・井上（2000）の異常時エラーの分類における「情報処理段階」
の「記憶・知識の活性力の低下」に該当すると考えられる。前項の作業分析でも述べたよ
うに，セルフコントロールなどの特性が関係していると考えられる。
以上の作業分析および事故分析を通していえることは，定常時には，エラー発生に関連
する心理特性として，ビジランスなどの認知特性は容易に抽出されるが，性格や態度ある
いはリスクテイキングや違反に係わる特性が抽出しにくいことである。それらが現れやす
いのは，本節でも述べた異常時が主体といえる。これには，運転士の作業特性が影響して
いると考えられる。
６．５ 安全指導に活用できる心理特性の整理
6.5.1 安全指導に活用できる心理特性に関する考察
これまでの調査を踏まえ，今後，運転士の安全指導に活用できる心理特性について整理
する。
まず自動車においては，一般ドライバー，職業ドライバーとも，定期的あるいは事故や
違反を契機として適性検査を受け，その結果から自分の運転特性を把握し，運転行動を変
えることにより事故の未然防止を図る取組みが行われている。検査で測定している特性は，
態度，性格，知能，危険感受性，サイコモータ特性などである。ここではまず，自動車ド
ライバーと鉄道運転士（単に運転士という）の作業の特徴を比較しながら，運転士の安全
指導に役立つ検査項目について，それ以外の調査結果も用いながら考察する。
(1)知能
作業分析の項でも述べたように，自動車ドライバーと同様，鉄道の運転士にとっても安
全な運行のために一定の知能が必要なことは言うまでもない。これについては，運転士の
登用時の運転適性検査として識別性検査（知能検査）が実施されている。また第 5 章で，
運転適性検査を用いた安全指導について一定の枠組みを示した。
(2)態度および性格
次は，態度（安全態度）および性格である。性格は，個人を特徴づける持続的で一貫し
た行動様式であるのに対し，態度は，対象や状況に対する個人の反応に影響を及ぼす心理
的準備状態といえる。態度は，性格と違い，特定の対象に対する心的状態という点で異な
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る。自動車において態度検査で測られているのは，前述のように，不安全行動に結びつく
安全意識や態度，あるいは遵法性，生命尊重，自己中心性などである。性格検査について
は，自己顕示欲，神経質傾向，抑うつ性，感情の安定性，協調性などが測られる。
運転適性検査では，態度検査はなく，性格検査も高速適応検査の中の 1 項目にあるのみ
である。したがって，新幹線運転士以外は性格検査も受けていない。したがって今後，安
全指導に活用していく検査の候補と考えられる。
一方，自動車の態度検査や性格検査には，遵法性や自己中心性，自己顕示欲など，自分
の意思による不安全行動や違反に係わる測定特性が多くある。これは自分の意思で速度あ
るいはハンドル操作の量やタイミングなどを決定することができる自動車ドライバーの特
徴であり，鉄道の運転士については当てはまりにくい。運転士の業務は，すべての走行区
間で制限速度が決まっており，またハンドル操作もなく，そのミッションは，前述のよう
に安全の確認をしっかり行いながらダイヤに沿って運転することであり，はやく着く，効
率的に作業するなどは全く求められていない。また，自動車の場合，一般ドライバーにつ
いては，業務外の運転が主であるため，不安全行動や違反に対して，より外部からの規制
が少ない。一方，運転士の業務は，異常時以外は，信号や計器，外界の監視業務が主体で
あるため，注意力の継続などビジランスに関する能力が重要と考えられる。以上から，態
度検査・性格検査を運転士の安全指導に活用することを検討する際には，自動車ドライバ
ーと鉄道運転士の業務の性質の違いについて十分考慮する必要がある。一方，前述のよう
に事故・エラー防止の観点から測定が必要とされる性格特性や態度特性としては，異常時
のセルフコントロール力や異常時に習慣的な行動に引きずられない能力などの重要性が確
認できたが（これが性格か能力かについては今後吟味が必要），定常時については見出しに
くかった。特性抽出の方法論について工夫が必要といえる。
(3)危険感受性
危険感受性検査についても，現在の運転適性検査には該当するものがない。危険感受性
に関しては，地上設備のメンテナンス業務を担当する者については，危険予知訓練（中央
労働災害防止協会，2011）を実施しているが，運転士はそれらの訓練も実施していない。
一方，運転士においても，エラーが生じやすい要注意な状況は存在し，それらの状況に事
前に気づける運転士が存在することが分かっている（楠神・武田，2005）。これらの運転
士は，そのような要注意な状況について自分が経験したヒヤリハット（エラーは発生した
が事故には至らなかった事象）の振り返りを通して気づき，またそれを防ぐための工夫（エ
ラー防止スキル）を考案している運転士もいる。また，航空界においても CRM（Crew
Resource Management）の第 6 世代訓練の柱として Threat and Error Management が取
り入れられ，その中で飛行中の Threat の検知が重要とされている（Merritt & Klinect，
2006）
。したがって，運転士の職務特性に応じた危険感受性訓練について検討することは
有効と考えられる。これはヨーロッパの鉄道の検査項目として重視されている NTS の状
況認識と類似するものといえる。ただし，自動車における危険感受性検査の危険は，鉄道
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でいうところの外乱が主体であると考えられる（歩行者の飛び出し，対向車のはみ出し，
見通しの悪いカーブの先での自動車の駐車等）
。一方，鉄道は自動車に比べ，外乱に対する
防護やシステム的な検知が進んでいるため，感受性を高めるべき危険は，定常時において
は，いつもとの違いや別の作業の割り込みなど，スリップ，ラプス，ミステイクの誘発要
因であり，異常時においては，普段の安定輸送の価値観などに引きずられて習慣的な行動
をしやすい場面などが該当する。したがって，危険感受性検査を検討するときには，運転
士のエラーのメカニズムや誘発要因を考慮した内容にすることが必要である。
(4)サイコモータ特性
職業ドライバーに対しては，注意の配分力を測る処置判断テスト，重複した作業のパフ
ォーマンスを測る重複作業反応テスト，焦燥反応傾向を測る速度見越反応テストなどが実
施されている。前述のように処置判断テスト，速度見越反応テストは新幹線運転士になる
ための高速適応検査で実施されている。また，運転士になるための運転適性検査で行われ
る機敏性検査や今回機敏性検査をベースに異常時パフォーマンスの予測を行うために開発
した多重選択反応検査もサイコモータ特性を測定する検査といえる。したがって，現状に
おいても刺激に対してできるだけ速く正確に反応するなどの基本的なサイコモータ特性は
測られており，また安全指導への活用については，第 5 章で機敏性検査の指導への活用方
法が検討された。多重選択反応検査は本格導入された後，データの蓄積を待って，検査デ
ータとエラー・事故データとの相関をもとに，指導内容を検討していく。
以上，
自動車の安全指導に用いられている検査の鉄道への適用について考察した。一方，
ヨーロッパの鉄道で重視されているが，現在の運転適性検査では測定されていない心理特
性は，前述のように，a. 行動のコーディネーション力，b. コミュニケーション力，c. セ
ルフコントロール力，d. 良心的な行動，e. 自律的に行動できる力，f. NTS であった。a.
は，かなり要素的な行動検査といえ，現在のシステム化・標準化が進んだ車両あるいは運
転環境においては，それほど問題になる要素はないと考えられる。また，前述した新幹線
の処置判断検査はコーディネーションを測定する検査であり，在来線についても既存の機
敏性検査である程度測定していると考えられる。
しかし，b.以降は，定常時において監視作業的な要素が強く，一方で異常時には高度な
判断力を求められる現在のシステム化された運転環境においては事故防止上重要であり，
また運転士が自身の特性を知り事故の未然防止につなげていくためにも有用な特性と考え
られる。
(5)ノンテクニカルスキル（NTS）
前述のように Flin などの分類によると NTS は，①状況認識，②意思決定，③コミュニ
ケーション，④チーム作業，⑤リーダーシップ，⑥ストレスマネジメント，⑦疲労への対
処の７つに分類されるが，上述の b.～e.も NTS として広く括れると考えられる。b.コミュ
ニケーション力は③と一致し，c.のセルフコントロール力は⑥のストレスマネジメントと
ほぼ同義である。
d. 良心的な行動は，前述した RSSB の NTS に同じ表現で含まれている。
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また，e. 自律的に行動できる力（異常時等に臨機応変に行動できる力など）を NTS に含
めても内容的に問題ないと考えられる。したがって，今後，安全指導に活用できる心理特
性としては，NTS として括れる特性群が大きな意味を持ってくるといえる。
①の状況認識や②の意思決定については，危険感受性検査の中で述べたように，エラー
防止スキルとして重要である。また，コミュニケーション，チーム作業，リーダーシップ
などの集団作業における能力は，単独業務である運転士との関係が薄いようにみえるが，
列車は運転士と車掌のチームであることが多く，異常時には連携して行動することが求め
られる。また，近年は無線設備等の充実により，異常時には指令員とのコミュニケーショ
ンにより必要な処置や運転計画の変更が行われ，事故分析でみたように，指令員とのコミ
ュニケーションエラーによりリスクの高い事象も発生している。運転士においても，集団
作業における能力は安全上重要である。
また，システム化により運転に係わる設備の複雑化やブラックボックス化が進むととも
に，ストレスの生じやすい異常時対応の役割が高まっていること，仕業（しぎょう）によ
り出勤時間が異なるなど，運転士の作業時間についての不規則性が高いことを考えると，
ストレスマネジメント，疲労への対処も運転士の NTS として重要である。
良心的な行動（ルールを守り，手を抜かず，良心的な態度で作業できる力）は，エラー
や違反を防ぎ安全な運行を維持していくための最も基礎になる事柄である。また，自律的
に行動する力は，近年重視されているレジリエンス（Hollnagel, Woods, & Leveson, 2006
北村監訳 2012）に係わる能力であり，2011 年に発生した東日本大震災において津波に対
する避難誘導を行った運転士の調査からも臨機応変な対応が重要とされている（山川・蔵
谷・楠神，2012）
。その他，RSSB では Flin の 7 分類の他に，前述の良心的な行動とセル
フマネジメント（意欲，自信・主体性，技量の維持・発展など）を挙げていた。後者の範
囲はかなり広いが，これまで述べてきた NTS を成長させていくための基礎になるスキル
といえよう。
それ以外の特性としては，作業分析や事故分析の中で得られた「自分の陥りやすいエラ
ータイプ」がわかる手法が有用と考えられる。
6.5.2 安全指導に活用できる心理特性のまとめ
これまでの考察を踏まえ，今後，安全指導に活用できる心理特性をまとめる。分類は，
能力，性格・態度に分けて記述する。なお，一部の項目は能力か性格・態度か今後吟味し
ていく必要がある（たとえば，ストレスマネジメント，良心的な行動，異常時に習慣的な
行動に引きずられない能力など）
。
(1)能力
1．知能，認知能力
・知能（知覚・認知・記憶・思考など）
※識別性検査，内田クレペリン検査（作業量）で一部測定されていると考えられる。
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・注意（集中，配分，持続）
※注意配分検査，内田クレペリン検査（曲線類型）で一部測定されていると考えら
れる。
2．サイコモータ特性，作業ぶり
・反応時間，コーディネーション，マルチタスク
※機敏性検査，処置判断検査（高速適応検査）
，見越判断検査（高速適応検査）で一
部測定されていると考えられる。今回開発した多重選択反応検査でも一部測定さ
れていると考えられる。
3．危険感受性
※NTS の状況認識とも関連する。
4．ノンテクニカルスキル（NTS）
・状況認識，意思決定，コミュニケーション，チーム作業，リーダーシップ，ストレ
スマネジメント（セルフコントロール）
，疲労への対処
※一部特性は性格面の影響を含むと考えられる。
・良心的な行動，自律的に行動できる力，セルフマネジメント
※一部特性は性格面の影響を含むと考えられる。
5．その他，発生しやすいエラーや異常時パフォーマンス
・エラータイプ別（スリップ，ラプス，ミステイク等）の発生しやすさ，総合的な異
常時パフォーマンス（多重選択反応検査で測定可能），異常時に習慣的な行動に引
きずられない能力
※一部特性は性格面の影響を含むと考えられる。
(2)性格・態度
1．作業ぶり
・作業ぶり
※内田クレペリン検査（曲線類型）で一部測定されていると考えられる。
2．性格，安全態度
・ストレスマネジメント（セルフコントロール）
，異常時に習慣的な行動に引きずられ
ない能力，良心的な行動
※能力の影響も含むと考えられる。
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第７章

論文全体の総括と今後の課題・展望

７．１ 各章の要約
本論文では「鉄道運転士を対象にした心理検査の評価と活用」として，以下の 4 つの研
究を実施してきた。
1. 内田クレペリン検査の事故およびヒューマンエラーに対する予測力評価（第 3 章）
2. 異常時パフォーマンスを予測できる新しい運転適性検査の開発（第 4 章）
3. 現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究（第 5 章）
4. 運転適性検査の枠を超えた心理検査の新たな活用方法の検討（第 6 章）
本章では，
これらの研究全体を総括するとともに，
今後の課題と展望についてまとめる。
まず，はじめに各章ごとの実施内容と結論等について簡単に要約する。
第 1 章では，現在の運転適性検査制度の概要およびその歴史についてまとめた。運転適
性検査は，運転士登用時に実施する検査（臨時検査）と，登用後 3 年に 1 回以上実施する
検査（定期検査）に分かれる。前者は，動力車操縦者運転免許に関する省令により実施が
定められている検査と，各事業者の判断で実施している検査がある。たとえば JR 東日本
の在来線運転士登用時に実施されるのは，省指定の内田クレペリン検査，機敏性検査（反
応速度検査）
と事業者の判断で実施視している識別性検査，注意配分検査の 4 検査である。
後者については，省により内田クレペリン検査の実施が指定されている。運転適性検査制
度は，1949 年に事故の多発を受けて導入され，その後，ほとんど変更されることなく現在
に至っている。
次に，第 2 章では，運転適性検査の課題と本論文の問題意識・研究内容について記した。
運転適性検査制度が導入されてから 60 年ほどが経過しているが，その内容はほぼ変更さ
れていない。一方，運転環境は車種の変更（蒸気機関車から電車主体へ）
，それに伴う運転
作業の質的変化（機関等を制御する運動機能主体の作業から信号や外乱等の監視を行う精
神的な作業が主体に）
，信号保安装置の導入・発達（ATS-S，ATS-P，ATC の導入），要注
意エラーの変化
（リスクの高いエラーが平常時のエラーから異常時のエラーに変化）など，
制度導入時とは大きく変化している。したがって，現在の運転環境においても運転適性検
査が予測力を持つかどうかを確認するとともに，必要ならば今の環境に適した検査に変え
ていく必要がある。また，運転適性検査は選抜を目的として実施されているが，検査は安
全に係わる個人の特性を測定しているため，検査結果を用いた適切な仕組みを作れば，合
格者の安全指導に対しても有効に活用できるものである。また，個人の特性に応じた指導
という観点に立つなら，運転適性検査に限らずより広く心理検査が活用できるはずである。
したがって，導入時からの環境の変化，要注意エラーの変化，あるいは運転適性検査の活
用方法の拡大や心理検査全般の安全指導への活用を意識し，本論文では，冒頭で述べた 4
つの研究を柱に実施していくことを述べた。
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第 3 章では，運転適性検査の評価について，定期検査の唯一の検査項目であり，また鉄
道総合技術研究所が提唱する新しい運転適性検査体系においても継続される内田クレペリ
ン検査を対象に行った。具体的には，6018 人の鉄道運転士の検査および事故データの分析
を通して，内田クレペリン検査の事故およびヒューマンエラーに対する基準関連妥当性を
評価した。分析の結果，現職経験年数 3 年未満の運転士については予測力が示唆される一
方，それ以外の運転士に対しては予測力が認められなかった。その原因としては，経験の
浅い運転士に関しては，経験の浅さにより，内田クレペリン検査の測定特性であり当該運
転士の弱点となる注意の配分力・持続力の低さが運転業務の質に直接影響しエラーにつな
がると推定された。一方，経験を積んだ運転士については，運転経験の蓄積を通して自身
の特徴や弱点が意識され，それをカバーするためのノンテクニカルスキル等が獲得され弱
点が補完され，その結果として，検査の予測力が低下することが一つの仮説として考えら
れた。
第 4 章では，運転士の要注意エラーが異常時にシフトしてきている現状を踏まえ，運転
士をはじめ，鉄道の運転関係従事員の異常時パフォーマンスの予測が可能な心理適性検査
の開発を行った。先行研究から，現行の運転適性検査の中では機敏性検査が異常時エラー
に対して一定の予測力が認められたため，機敏性検査をベースに仕様を検討し，機敏性検
査に替わる検査を目指した。異常時には複数の課題を同時並行的に処理することが多いた
め，機敏性検査が一系列の選択反応であるのに対し，新検査（多重選択反応検査と命名）
は複数の選択反応を組み合わせることにした。具体的には，3 種の選択反応の系列（色，
形，音）ごとにそれぞれ 3 種の刺激を用意し，被検者にはこの 9 種の刺激をランダムに提
示し，対応するキーをできるだけ速く正確に押してもらう検査とした。また異常時の時間
的切迫感を高めるため，反応の遅延に対するフィードバックも提示するようにした。開発
した多重選択反応検査の基準関連妥当性を評価するため，184 名の運転士を対象に，異常
時シミュレータ訓練の講師，職場の上司，および運転士本人の評価による「当該運転士の
素質面からみた異常時の強さ」と開発した検査の成績との相関を求め，異常時パフォーマ
ンスの予測力を確認した。次に，鉄道の運転関係従事員 704 名に検査を実施し，検査の主
要指標の基本統計，検査指標間の相関等をもとめ，上記の異常時パフォーマンスの予測力
も踏まえて，検査としての有力指標（作業の速さの指標として総反応数，作業の正確さの
指標として誤答数または正答率）を選定した。
第 5 章では，現行運転適性検査の安全指導への活用に関する研究を実施した。鉄道の運
転適性検査の実施目的は職務に必要な能力の確認であり，検査結果の指導等への活用は目
的とされておらず，実際にその活用も十分ではない。しかし，運転適性検査は，安全に係
る個人の特性を測るものである。したがって本研究では，以下の方法で運転適性検査の合
格者およびその管理者に対して，検査成績に基づく指導上のコメントを提供する仕組みを
提案した。(1)実施されている 4 検査の検査指標（内田クレペリン検査については非定型特
徴に関する指標を含む）と発生したエラー・事故との関連を分析し，検査成績が低い場合
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に発生しやすいエラー・事故を明確にする。(2)検査指標に基づく「本人の作業上の特徴」
に関する説明，エラー・事故指標に基づく「起こりやすいエラー」に関する説明，これら
にもとづく「事故防止上のアドバイス」の 3 点で構成される指導コメントを作成する。(3)
本人の検査成績から本人にとって最も役立つコメントを抽出するためのアルゴリズムを決
定する。指導コメントおよびコメント抽出のアルゴリズムの妥当性検証のため，13 現場
363 人の運転士の検査結果に基づき，本人に提供される指導コメントを作成し，本人が所
属する職場の管理者に評価してもらったところ，
「本人の作業上の特徴」「起こりやすいエ
ラー」
「事故防止上のアドバイス」ともに妥当性が確認された。
第 6 章では，運転適性検査の枠を超えた心理検査の新たな活用方法として，運転士の特
性に応じた安全指導を的確に行うために測定しておくべき心理特性について調査検討した。
具体的には，まず，心理検査の安全指導への活用が進んでいる自動車分野（一般ドライバ
ーおよび職業ドライバー）の調査を行い，検査バッテリの構成を分析した。次に，ヨーロ
ッパ（ヨーロッパ全体，イギリス，フランス）の鉄道において検査で測定されているある
いは測定が必要とされている心理特性を調査し，日本の運転適性検査で測定されていない
特性について調査した。また，運転士の作業分析と事故分析を行い，現在の運転士の作業
の特徴や事故・エラーの発生要因を分析し，その上で安全指導に活用できる心理特性を考
察した。以上の調査分析から運転士の安全指導に有用な特性とされたのは，能力として，
(1)知能，認知能力，(2)サイコモータ特性，作業ぶり，(3)危険感受性，(4)ノンテクニカル
スキル（NTS），(5)発生しやすいエラー，異常時パフォーマンスであり，性格・態度に関
しては，(1)作業ぶり，性格・安全態度であった（作業ぶりについては，能力と性格に関係
するので，両方に記載）
。以上の中で，現行の運転適性検査で測定されていないものは，危
険感受性，ノンテクニカルスキル，発生しやすいエラー，異常時パフォーマンス，性格・
安全態度であった。以上の特性については，既存の検査の利用あるいは新規検査の開発に
より，安全指導への活用が有効といえる。
７．２ 適性検査の評価と活用に関する今後の課題・展望
次に，運転適性検査に係わる今後の課題・展望について述べる。運転適性検査は，基本
的に安全な運転を行える人を選抜するために実施されるため，実施される検査に事故やエ
ラーに対する予測力が確認される必要がある。また，その選抜が妥当であることを示すた
め，検査の測定特性や事故・エラーを予測できる根拠が明確なことが望ましい。また，環
境の変化にしたがって安全な運転に必要な心理特性は変化するため，時々の状況に合った
検査体系になっていることのチェックと必要により適切な検査への置換が必要である。つ
まり，
「運転適性検査体系の継続的評価と見直し，新検査の開発」が第 1 の課題である。
第 2 に，運転適性検査は選抜後の運転士への安全指導にも活用可能であり，また，運転適
性検査以外にも安全指導に活用できる心理特性があるのは前述の通りである。したがって，
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第 2 の課題は，どんな特性をどのように安全指導に活用していくかである。特に効果的な
安全指導の方法についてはいろいろと検討すべきことがあると考えられる。上記の 2 点に
ついて考察する。
7.2.1 運転適性検査体系の継続的評価と見直し，新検査の開発
第 3 章の内田クレペリン検査の予測力評価と第 4 章の多重選択反応検査開発に関する今
後の課題を述べた後，運転適性検査体系の継続的評価と新検査の開発に係わる課題および
展望について述べる。
(1)内田クレペリン検査の予測力評価に関する今後の課題
内田クレペリン検査に関しては，①予測力の確認，②検査の測定特性および予測力の原
因の探求について述べる。
1. 予測力の確認

検査の予測力は，運転適性検査実施の根幹に係わる事柄である。内

田クレペリン検査について分析した結果，経験年数 3 年未満の運転士には予測力が示唆さ
れたが，経験が長くなると予測力が確認できなかった。一方，実験的な研究ではなく実務
データを用いているため，
年齢や現職経験日数等，条件の統制が十分行えない面があった。
この課題に対しては，条件の統制が可能な実験法の利用が考えられる。しかし，その場合
には生態学的妥当性が問題になりやすい。鉄道の実作業において多様な特性を有する運転
士が発生させる多様なヒューマンエラーを実験室で的確に模擬することには困難がある。
両者の長所を生かした検証手法を今後も工夫していく必要がある。
また，
検査成績とエラーとの統計的な相関分析に関しては，
インシデントだけではなく，
輸送障害の中で発生したエラーも含めて分析することにより，両者の関連がより明確にな
ると考えられる。その他，長期的な事故・エラーを分析対象とする場合，PF 値の経年変
化に関するデータも今後収集していくことが必要であろう。
また，経験年数が長くなると予測力が確認できなくなる理由として，経験とともに蓄積
されたノンテクニカルスキル（NTS）により，自分の弱点が補完されることを一つの仮説
として提案した。これについては，内田クレペリン検査の測定特性と経験等により獲得さ
れる NTS との関係の分析により，生来の資質と経験を通して学習されるスキルとの関係
およびそれらがパフォーマンス形成に影響する仕組みを明らかにすることができる。この
ような研究は，定期検査の意味や効果的な実施方法などについて有効な知見を与えるもの
と考えられる。
一方，事故群と無事故群の検査成績の差が，両者の標準偏差に比べるとそれほど大きく
なかった点を考慮すると，今後，運転環境の変化の影響についても分析が必要である。JR
や大手私鉄では，操縦しやすい車両（標準化の進展や車両品質の向上等）
，信号保安装置の
充実，情報的な支援環境の充実（指令と無線で常時交信が可能）
，車両の支援システムの充
実（警報システム，モニターへの支援情報の表示）など，どのような運転士でも一定の運
転ができるような設備的充実が図られてきている。当初は認められていた内田クレペリン
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検査の予測力（相馬，1949；鶴田，1950 など）が低下しているようにみえるのは，この
ような安全に係る運転設備の充実や運転環境の向上，あるいはそれに伴う運転士の役割変
化によって，運転士の資質が直接的に安全パフォーマンスに影響しにくくなっていること
も可能性として考えられる。この点についての掘り下げが必要である。
2.

検査の測定特性および予測力の原因の探求 第 3 章では，内田クレペリン検査の測

定特性を考察するため，先行研究をもとにヒューマンエラーのタイプや注意の特性と検査
成績との関係について考察した。また，第 3 章で重要とされた「内田クレペリン検査の非
定型特徴とエラータイプとの関連の分析」を分析方法は異なるが第 5 章の指導コメントを
作成する過程で実施した。その結果，非定型特徴の中の休憩効果率や尻上がり傾向は，す
べてあるいは大部分のエラータイプと関係し，エラーを引き起こす共通的な特性である可
能性を示し，一方で，非定型特徴を総合した指標である PF 値が必ずしも最も多くのエラ
ータイプと関連を持つわけではないことなど，今までにない知見が見出された。
また，各非定型特徴が示す特性，たとえば突出のある人は「衝動的な行動が生じやすく，
性格的には勝気・強気，あるいは内向的な人が時に激する場合がある」とされ，そういう
人は分析の結果，検知不良やラプスを起こしやすいとの傾向を示したが，当該特性がどの
ようなメカニズムで２つのエラータイプと関係するかについては明らかにできなかった。
このように内田クレペリン検査の非定型特徴に注目することにより，様々な知見が得ら
れる一方で，不明な点もいまだ多い。今後は，引き続き本検査の非定型特徴に注目しつつ，
心理特性としてはヒューマンエラーのメカニズムあるいは注意以外の認知特性（たとえば
知覚・記憶・思考）を取り上げ，検査の測定特性（構成概念妥当性）や予測力（基準関連
妥当性）をもつ理由について分析を深めていく必要がある。
分析の方法論においては，本研究で主に取り組んだ実務データの統計的分析に加え，条
件の統制が可能な実験的手法を併用していくことが考えられる。検査の測定特性等の分析
については，
前述した予測力の評価よりも生態学的妥当性が問題になりにくいと考えられ，
井上他（2006）のように，心理特性が反映される実験課題のパフォーマンスと検査成績と
の相関から測定特性を検討していくことなどが有効である。
(2)多重選択反応検査導入に向けた今後の課題
第 4 章で述べた多重選択反応検査に関して，実用化に向けた課題等をまとめる。
1. 実用化に向けた課題

第 4 章では検査課題の作成，予測力の評価，有力指標の選定

を行った。今後は，判定指標の決定，標準化に基づく判定基準の策定の順に進むことにな
る。
一方，本検査の予測力評価および機敏性検査との比較については，運転士の異常時訓練
を担当する訓練センター講師，運転士の所属する職場の上司，および運転士本人による異
常時対応能力指標と両検査の成績との相関分析が実施されている。今後は，検査の実用化
前に異常時エラーに起因する事故と検査成績との関連を分析し，別の形で検査の予測力
（基
準関連妥当性）の評価を実施することが望ましい。本検査は，鉄道総研が提案する新しい
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運転適性検査体系の中で，機敏性検査に替わる検査とされているが，第 1 章で述べたよう
に，内田クレペリン検査および機敏性検査（反応速度検査）は，国土交通省の動力車操縦
者運転免許に関する省令で実施が定められているため，導入のためには省の承認が必要に
なる。その際には，本研究で得られたデータに加え，上記データが検査導入の有力なデー
タになる。
2. 測定特性の考察

本検査は，異常時パフォーマンスに関連する心理特性が多くある

中で，さまざまな特性の影響が総合された最終的な異常時パフォーマンスの予測を目的と
した。そのため，今後は，本検査が異常時パフォーマンスを予測できる原因の分析，すな
わち本検査が測定している能力やその能力と異常時パフォーマンスとの関連を分析してい
くことが望ましい。その結果得られたデータは，検査実施の根拠になるとともに，次に述
べる安全指導への活用にもそのまま活用できる。
3. 提案した安全指導への活用法に取り入れるための分析

第 5 章では，現行の運転適

性検査について，検査成績に基づき，各運転士に指導コメントを提供する仕組みを提案し
た。多重選択反応検査が新たな運転適性検査項目になった場合には，本研究で得られたデ
ータおよび上述したデータを用いて，多重選択反応検査用の安全指導コメントを作成する
必要がある。その際には，多重選択反応検査を含めたコメント提供アルゴリズムの改定も
行うことになる。
(3)運転適性検査体系の継続的評価と新検査の開発
最後により広い視点から，今後の運転検査体系に係わる課題と展望について述べる。具
体的には，運転適性検査体系全体からみた妥当性評価の必要性，今後の運転環境の変化あ
るいは国内における鉄道事業者の多様性を踏まえた運転適性検査体系のあり方について述
べる。
1.

運転適性検査体系の評価

今回の妥当性評価は，現在の運転適性検査の中心になっ

ている内田クレペリン検査を対象にしたが，検査の予測力の確認，検査の測定特性や予測
力の原因の明確化は，運転適性検査の他の検査項目に対しても同様に重要である。上述の
ように鉄道総研が新しい運転適性検査体系を提案しており，今後はこの方向に移行してい
くと考えられるため，新体系についても実務に移行する中で上記 3 点の確認あるいは一層
の明確化が求められる。たとえば，新体系の中で存続される内田クレペリン検査について
は，今回の分析で予測力が限定的であった。その点の確認なども今後の重要な課題の一つ
といえる。
2. 運転環境の変化に伴う運転検査体系の継続的な評価の必要性 近年，大手私鉄では，
ATO（Automatic Train Operation，ATO においては，信号やダイヤに沿った列車の運転
機能はシステムが担当し，運転士は主に外乱の監視および車掌業務を実施する）の導入に
より，車掌の乗務を省略し，運転士のみで列車が運行されている線区が増えている。今後
も技術の進展により，鉄道の運転環境あるいは運転士の役割は随時変化していくと考えら
れるため，運転適性検査体系が，変化した環境の中で妥当性を保持しているかどうかを常
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にチェックしていく必要がある。また，評価の結果，運転に必要な心理特性に過不足があ
れば，検査の改廃あるいは新規検査の開発・導入等，適宜，検査項目の見直しが必要にな
る。今回は，検査体系の中心である内田クレペリン検査の妥当性評価と，運転環境の変化
に伴う異常時パフォーマンスの重要性の増大を踏まえ，多重選択反応検査の開発を行った
が，今後もこのような取組みを継続していく必要がある。
3. 運転設備・運転環境の違いを踏まえた検査体系のあり方

一方，日本には中小の鉄

道会社が多く存在し，JR や大手私鉄に比べ，信号保安装置や無線等の情報設備，あるい
は車両の品質など，その運転設備・運転環境に大きな違いがある。また，その輸送規模（列
車本数や 1 列車あたりの輸送人員等）にも相当の開きがある。このような状況を踏まえ，
現在の運転適性検査体系は，国が最低限の範囲をチェックし，各鉄道事業者が自社の運転
条件等を踏まえ必要な検査を実施するスキームといえる。これについても，環境等の変化
を踏まえ，実施すべき検査の内容あるいは実施に関する国と事業者の役割分担のあり方な
どに関して，継続的に評価していくことが重要であろう。
4. 安全確保における運転適性検査の適切な位置づけ

一方，鉄道の運転業務の安全は，

適性検査のみで担保されているわけではない。適性検査の他に，適切なルール等の制定，
教育や訓練を通した運転技能の習得，実設訓練やシミュレータ訓練による異常時対応能力
の維持・向上，信号保安装置に代表される適切な安全設備・安全システムの導入，発生し
た事故やインシデントを通した教訓の蓄積など，さまざまな要素を通してあるいはそれら
の組合せにより安全確保が図られている。したがって，それら諸機能の中で，運転適性検
査による資質チェックがもつ位置づけ・役割についても継続的に評価していくことが必要
といえる。
7.2.2 心理検査の安全指導への活用
次は運転適性検査あるいは一般の心理検査の安全指導への活用に関する課題および展望
である。第 5 章では運転適性検査結果を運転士の安全指導に活用する仕組みを提案した。
まず，
その実用化にむけた研究課題を述べる。
第 6 章では運転適性検査の測定特性以外に，
運転士の安全指導に活用できる心理特性を整理した。ここではそれらの安全指導への活用
に向けた研究課題について考察する。最後に，運転士の安全指導全体を視野におき，その
方法論を中心に今後を展望する。
(1)運転適性検査の安全指導への活用に関する今後の課題
第 5 章では，運転適性検査 4 検査の成績と事故・エラーとの関係を分析し，検査指標に
基づく「本人の作業上の特徴」
，検査指標とエラー・事故指標との関連に基づく「起こりや
すいエラー」およびそれらに基づく「事故防止上のアドバイス」を提供する仕組みを提案
した。今後の実用化にむけた課題をまとめる。
1． 検査の測定特性等の一層の明確化 「本人の作業上の特徴」に関する妥当性（検査
指標の測定内容の明確化）は，当該のコメント内容が本人の特性にある程度合致すること
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が現場管理者の評価により確認されたことから，ある程度は確認できた。しかし 7.2.1(1)
で述べたように，まだ不明な点が多くあるため，今後も検査の測定特性について一層分析
を深めていく必要がある。一方，
「起こりやすいエラー」については，検査成績とエラー・
事故との統計的な関連および現場管理者による評価からかなり明確になったが，関連をも
つ原因についてはまだ十分に解明できているとはいえず，やはり 7.2.1(1)で述べたとおり
分析の継続が重要である。
検査の予測力，測定特性（構成概念妥当性）
，予測するエラー（基準関連妥当性）および
その理由は，検査実施の根拠を示すことに加え，検査結果を指導に活用する際の基礎にな
るデータなので，7.2.1(1)の課題は，検査成績の安全指導への活用にもそのまま当てはまる
のである。
2. 事故，エラー，検査の３つの関連の解明 第 5 章で述べたように，自動車分野にお
いては安全指導をより有効に行うために，検査結果と事故との関連に加え，両者と運転行
動との関係の明確化が重視される。本研究では，運転行動のかわりにヒューマンエラーを
取り上げ，検査と事故，検査のエラーの関連を分析した。三者の関連という点では，エラ
ーと事故との関連の明確化が残された課題である。その分析を通して，個々の検査指標が
どのようなエラータイプと関係するか，そのエラータイプがどのような事故と関係するか
が分かるため，指導コメントも，本人の作業上の特徴，起こりやすいエラー，注意すべき
事故などの構成になり，各運転士が注意すべき事柄を作業にそってより明確にできる。ま
た，すでに分析されている検査とエラーあるいは検査と事故との関連をみることにより，
三者の整合性の確認もできる。
目的は別であるが，その準備ともなる作業を第 6 章で行った。運転士のヒューマンエラ
ーに起因するリスクの高い事象の分析である。その中では，速度超過，信号冒進，不適切
な退行がみられたが，事象に固有のあるいは事象に一貫したエラータイプは見出されなか
った。一つの事象類型の中に複数のエラータイプがあったり，同じエラータイプが複数の
事象類型の中にみられたりしている。したがって，エラーと事故との間に単純かつ独立な
関連があるとは考えにくく，特定の検査指標に対応する心理特性が，類似のプロセスを経
て異なる事象を発生させている。
つまり表面上の発生事象は異なるが，その内容をみれば，
特定の心理特性（たとえば不適切な注意配分）が特定のエラータイプ（たとえば失念）を
誘発させる点で事象間に共通性があることになる。詳細は今後の分析に待たざるを得ない
が，たとえば前述の「注意すべき事故」に関するコメントには，エラータイプと組み合わ
せて複数の事象を記述する（たとえば，単調状態において紛らわしい刺激に反射的に反応
することにより発生する信号冒進や速度超過に注意してください）などの工夫が必要かも
しれない。
なお，第 5 章に関する具体的な安全指導の方法論に係わる事柄については最後の(3)で述
べる。

94

(2)運転適性検査の枠を超えた心理検査活用に関する課題
第 6 章では，運転適性検査の測定特性以外で運転士の安全指導に活用できる特性をまと
めた。今後の研究課題について考察する。
1. 心理検査を安全指導に活用していくための課題

抽出された特性は，他産業調査，

海外鉄道の状況，運転士の作業分析・事故分析に基づくものである。今後は，実際の指導
に当たる現場の実務者と議論しながら抽出された特性が妥当なものであるかどうか確認し
ていく。また，確認の結果，有用とされた特性については，現状および育成目標を明確に
した上で，検査を通して運転士に気づいてもらう内容，そのために必要な指導方法等を検
討する。その過程で，全体の指導プランと検査の役割・位置づけが明確になるはずである。
また，使用する検査については，既存の検査の有無を調査し，ある場合にはそれをそのま
ま活用できるかどうかの判断を行い，対応できない場合には新規に開発することになる。
検査を開発する場合には，測定特性の定義，指導プラン等を踏まえた検査手法の検討，仕
様の作成，信頼性・妥当性の評価，標準化の実施，指導を行う際のマニュアル作成等のス
テップを踏むことになる。なお，検査開発後の具体的な安全指導の方法論については最後
の(3)で述べる。
2. 学習・成長するための能力・特性 第 6 章では，安全指導に役立つ心理特性として，
事故やエラーの発生に関連する特性を取り上げた。一方，安全指導の実施に当たっては，
運転士が効果的に学習するために知っておくべき自らの「学習に係わる特性」も検査対象
になりうる。学習に係わる特性としては，能力，欲求・意欲，動機付け，認知，態度・姿
勢などがある。これらの個人差の類型化やその測定尺度は主に学校教育を対象に研究され，
職業人に対するものは多くない。前者で参考になるものの例を挙げる。
欲求・意欲の基本になるものとして認知欲求がある。これは，努力を要する認知活動に
従事したり，それを楽しむ内発的な傾向などと定義される（Cacioppo & Petty, 1982; 神
山・藤原, 1991）
。ヒューマンエラー等の内的プロセスと心理特性との関連は抽象的なので，
第一線社員には難易度が高い。したがって，まず認知欲求の特徴や程度の把握を通して指
導方法を検討したり，本人への動機付けに用いることが考えられる。また，動機付けに関
しては，学習動機の分類が示唆を与える。やはり学校教育を対象にした研究だが，市川
（2001）は，学習動機を学習の功利性と学習内容の重要性の 2 要因に分類した上で，その
強弱により学習動機を 6 つ（充実志向，訓練志向，実用志向，関係志向，自尊志向，報酬
志向）に分類している。実務者の学習は，Knowles の Andragogy を持ち出すまでもなく
（Knowles, 1975 堀他訳 2002）
，功利性の割合が高いが，自身の学習動機を知っているこ
とは，それを変えることあるいはそれを前提に学ぶことのいずれにおいても，学習の効果
を高める１つの糸口になると考えられる。
認知判断特性に関しては，たとえば各運転士の事故に対する原因帰属の違いが安全指導
の内容・方法に影響すると考えられる。Weiner（1985）によれば，原因帰属には locus（原
因が内的つまり自分にあるか，外的つまり環境にあるか），stability（時間経過の中で安定
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しているかどうか）
，controllability（自分で統制できるかどうか）という 3 次元があると
される。したがって，性格や能力は，内的・安定・統制不可能な原因，努力は内的・不安
定・統制可能な原因，運は外的・不安定・統制不能な原因となる。山下（1984）によれば，
事故傾向者は，運などの外的な事柄に原因を帰属させる傾向が強いとされる。これは学習
の観点から言えば，外的な事柄に原因を帰属させやすいため，事故から教訓等を抽出しに
くいことが関係していると考えられる。原因帰属に関する自身の特徴を把握することは，
それを変えることあるいはそれを意識して学ぶことのいずれにおいても，自分自身や他者
の事故から教訓を学ぶ際の効果を高めることになる。
(3)安全指導の方法論に関する課題と展望
最後に，心理検査を用いた安全指導を効果的に進めるための方法論について考察する。
1. 自動車分野における適性検査を用いた指導方法

第 6 章では自動車分野の安全指導

に用いられている検査項目（測定特性）について述べた。一方，職業ドライバーに対して
検査を実施している NASVA では，その指導方法についても様々に工夫されており，学ぶ
べき点が多い。ここではその指導方法について，山下他 (2012)および佐伯（2013）にも
とづき概観する。
まず，第 6 章で述べたように「検査」という言葉のかわりに「テスト」という言葉を用
いている。これは，受診者にできるだけやわらかいイメージを持ってもらうためだとされ
る。
また，テストを受ける趣旨は，自分の弱点を知って自己反省の材料にし，それをもとに
具体的対策，つまりドライバー本人の行動を変えていくことである。それをドライバーに
しっかり理解してもらうために，
まず，事業者側がドライバーを NASVA に送り出す際に，
受診の目的をしっかり伝えてもらうことを重視している。確かに目的も知らず言われたか
ら来たというのでは，形式的に検査を受けるだけで，その結果を持って受診者の行動が変
わるとは考えにくい。
次に，検査を受けた後の指導方法に特徴がある。義務診断では，運転行動を変えていく
ために，専門的な資格を有する交通カウンセラーによる交通カウンセリングを実施してい
る。交通カウンセリングは狭義の意味ではカウンセリングでなく，指導や助言にカウンセ
リングの考え方や手法を取り入れたものである。重要なポイントは，以下の通りである。
a. 交通カウンセラーは，受診者に自らの運転上の短所に気づいてもらったり，長所に
なる点を伸ばしてもらったりするのを援助するのが役割である。したがって，指示や説教
など押し付け的な方法は取らない。カウンセリングの傾聴，受容，共感的理解などの姿勢
をもって受診者に接する。
b. 交通カウンセリングによって，受診者が事故や自分自身の運転の振り返りを行うの
を支援し，自らの問題の真の原因を見出すことを促す。これを自己洞察という。これは表
面的な理解ではなく，感情も含めた納得を意味するため，容易に得られる状態ではないと
される。
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c. 自己洞察が得られた後は，得られた真の原因を踏まえて，今日から実践できる「具
体的なよい運転行動のイメージ」を自ら作ってもらう。目標の設定条件としては「運転者
にとって明確であり，重要であること」
「大きなことではなく，小さなこと（実際に実践で
きる）であること」
「抽象的ではなく，具体的（できれば行動の形で）語られること」
「否
定型（～しない）ではなく，肯定型（～する）で語られること（“しない”ことを実践する
のは難しいため）
」の 4 つが重要とされる。
d. したがって，交通カウンセリングの目標は，
「事故防止の対策」ではなく「安全運転
の継続」に向けられる。つまり，努力して安全運転を継続し，自分の望む姿をイメージで
きたときにはじめて運転の仕方を変えることができるとされ，目標を決めるのは運転者自
身になる。
なお，一般診断では交通カウンセリングは行われない。したがって，受診者が自分の事
業所に戻った後，管理者に診断結果をもとに助言指導してもらうことが重要になる。この
ステップがないと受診の効果が十分に現れないとされる。したがって，NASVA では，運
転管理者等，事業所で安全指導を担当する人に向けた研修（運転者への適性診断結果の正
しい伝え方や運転者の安全運転意識を向上させる効果的な助言・指導方法など）を実施し
ている。
一方，NASVA に在籍し，危険感受性テストを開発した深澤（NASVA の前身である自動
車事故対策センターに在籍）は，当該テストを例に，態度変容を図るために，交通カウン
セリングに加え，受診者による小集団討議を含めた安全教育方法を提案している（深澤，
2005）
。
具体的には，ステップ 1 で危険感受性テストを受診し，危険源の探索・発見に取り組む。
ステップ 2 では，受診者による小集団討議により，自分のとろうとした行動がもたらす危
険の評価を行う。最後のステップ 3 で，安全カウンセリング（研究当時はこの名称を使用）
を行い，得られた気づき・理解の定着・強化を図る。ステップ 1 では，危険源に対する注
意の向け方や自らが選択する行動の危険度について自分自身で考える。次のステップ 2 で
は安全な運転を行うためにとるべき行動について参加者各人が議論する。この過程で自分
の意見を言い，また他者の意見を聞くことが求められるため，自分の考えている安全の基
準が社会的基準に合っているかどうかがわかり，態度変容のきっかけが得られる。最後の
ステップ 3 では，カウンセラーあるいはその役割を担う所属長との会話により，自分が正
しいと思っていた危険源の評価や選択した行動に問題があったことを理解し，より深い自
己理解により態度変容を促していくものである。
以上のように，心理検査の結果を効果ある安全指導につなげるためには，予測力のある
（エラーや事故に対する基準関連妥当性のある）検査を開発あるいは導入することが前提
条件だが，それだけでは不十分であり，安全指導を行う目的を明確にした上で，それに合
わせた方法論の工夫がきわめて重要なことがわかる。
以上を踏まえ，鉄道における方法論上の課題・展望について述べる。まず，検査の受検
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が事故の未然防止に繋がる理由等を運転士に事前に理解してもらうことが重要であり，そ
れにより真摯な姿勢での受検につながり，正確なデータ収集・診断が可能になる。また，
検査実施後の安全指導の方法論については，前述の NASVA および深澤の指摘が示唆に富
む。まず，カウンセリング（指導）を行うに当たっては，上位者による押し付けでは効果
が薄く，改善点には自分で気づき，それに納得した上で日々の運転行動目標に落とし込む
ことが重要とされた。この過程には時間がかかり，NASVA の交通カウンセリングでは時
間的に厳しい面があるとされるが，鉄道事業者が実施するのであれば，1 日単位の話では
なく継続的な取組みが行える点で環境的に有利である。そのためには，指導を行う上位者
（管理者，指導担当者）に態度変容のメカニズムを理解してもらうとともに，そのための
スキルを身につけてもらう場の確保や方法論の考案が課題として挙げられる。先行事例を
参考にしながら鉄道事業の特徴も考慮しつつ，検討していく必要がある。
また，現実的には上下関係の中で指導が行われているため，前記の指導を適切に行うた
めの課題解決と並行して，深澤の提唱した小集団討議の活用も効果的である。鉄道事業者
によっては，定例的な訓練の時間等に他区所・他社で発生した事故事例の原因や当該事象
を自現場に置き換えた場合の要注意作業，あるいはその対策などを運転士同士で議論して
いる現場もある。そのような場を「検査を用いた安全指導の場」としても活用し，自分の
他の運転士からのずれ（事故やエラーの捉え方，自分の特徴と日々の運転行動，注意して
いる作業や場所，重視している作業上の工夫など）に気づき，態度変容につなげていくこ
とが有効である。また，小集団討議では，参加者同士の率直な意見交換が態度変容の前提
になる。したがって，討議での発言内容を参加者の人事評価の対象にしないことなどの明
示が重要といえる。
また，態度変容も継続する動機付けがないと，すぐ元に戻ってしまう可能性がある。鉄
道事業者には添乗制度（現場の指導担当者等が運転台に添乗し運転作業の指導を行う仕組
み）のあるところが多いので，そのような場においても個々の運転士の改善点について継
続的にモニターし，PDCA を回す仕組みが有用である。
また，すべての前提として，検査を用いた安全指導の意義や重要性に対する管理者側の
理解が重要である。管理者側の理解と熱意がなければ，指導は単なる形式的な繰り返しに
なり，いずれ形骸化する。この点の留意が必要である。
2. 運転適性検査と一般の心理検査を安全指導に用いるときの違い

運転適性検査の目

的は基本的に選抜であるため，検査内容の詳細の開示は，受検者の成績に影響を与える恐
れがある。したがって，検査の妥当性・信頼性維持のためにも，検査課題と起こりやすい
エラー等との関係を詳細に開示することには制限があり，コメントも抽象的にならざるを
えない。
一方，第 6 章で述べた安全指導のための検査には，そのような制約はない。新検査の開
発の際には，指導を前提にした検査デザインが可能である。たとえば，機械検査の場合に
は，運転作業を模擬した課題・環境を設定し，検査結果が具体的な運転行動と関係するこ
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との説得性を高めることなどが考えられる。それにより，検査の測定特性とエラー等との
関係がわかりやすくなり，エラー防止のための注意点が理解しやすくなる。
3.

指導方法や運用体制の検討

最後は，指導のための実務的な仕組みづくりである。

第 5 章でも述べたが，検査結果の理解の仕方やそれを受けての日々の行動の留意点を管理
者と運転士の双方が正しく理解する必要がある。たとえば，検査の結果を自分の固定的な
欠点と受け止める，事故を防ぐためにはその欠点をなくすことが必須であるなどは誤った
理解の典型である。そうではなく，自分の特徴を知ることにより，自分にとっての要注意
作業，要注意状況の理解が深まり，その結果，作業の中でそれらに事前に気づくことがで
きることで事故の未然防止が図られるなどが本当のメリットである。また，所定の訓練時
間に加え，管理者や指導担当者の添乗時，出発や到着の点呼時，運転士による自発的な改
善活動時など，やり方を工夫すれば，運転士のレベルアップを図れる場は多くある。その
ような場で検査をどう利用し安全指導につなげていくか，あるいは運転士の自律的なレベ
ルアップをどう支援していくか，やるべきことは多くあるが，それは安全指導に大きな可
能性があることの裏返しである。第 1 節で述べた「運転適性検査体系の継続的評価と見直
し，新検査の開発」とあわせて取り組んでいく。
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