
 

 

 

学生数：修士課程13名、博士課程13名 

個人、職場、組織の活力を取り戻すシステムデザインを行うことを目標

に研究を行う。研究対象の選択には、学生の自主性が重んじられている 

 

当研究室の諸活動は、大まかに言って図に示すとおりである。 

 

①エネルギー生産システムや石油化学コンビナートのように、大規模複

雑な技術システムを運用する、組織の健全性を向上することにより事

故・トラブルを起こしにくい組織風土・文化を作り上 げること、 

 

②大規模技術システムを制御するソフトウェアおよびコンピュータシス

テムの品質や運用信頼性を高めること、の二点である。 

 

①については組織の経営層を含めたガバナンス、コミッ トメントの実

効性を高めると共に、従業員層・管理層のチーム ワークを向上するた

めの諸施策、モチベーションを向上するための諸施策を包含する。  

研究・教育分野 

 

大規模技術システムにおけるリスクマネジメントとヒューマンファクター 

および創造性開発（教育活動）  

電気事業および化学業界の事業所の安全診断、安全改善提案、 

インタビュー調査、コンサルテーション などを続ける。 

また、労働安全・設備安全・環境安全を統合した新たなリスクアセスメント 

手法の現場適用などの業務を続ける。（研究・実践）  

 

経歴 

1981年   名古屋大学工学部卒。 

同大学工学研究科終了後、83年電力中央研究所入所。 

同研究所上席研究員、 

University of Manchester Visiting Research Fellow、 

早稲田大学非常勤講師、 

慶應義塾大学先導研究センター教授を経て現職 

 

専門は、技術システムにおけるリスクマネジメントとヒューマンファクター 
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 安全文化の8軸 

安全パフォーマンスを頂点とした組織風土・文化、安全管理、安全意識、安全

行動の階層構造図。これらの階層がお互いに密接に影響しあっていることを表

すモデルである。 

安全管理から組織として介入することにより、組織風土・文化、意識・行動に

影響を与え、最終的にパフォーマンスを向上することができることを示してい

る。また、安全文化はレベル0から4まで、さらには、社会循環までも含む概念

であることを示す。 



これまでの修士論文のテーマ 
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＜2009年度修了生＞ 

 

●浦上 みちる 

地方自治体職員のモチベーションに関する調査研究 

●金田賢伊知 

情報システムの運用業務におけるヒューマンエラー要因分析と対策 

●東瀬 朗 

協働型組織文化形成を目的とした包括的グループ・ダイナミックストレーニング手法の開発 

●徳村 圭介 

原子力発電所における安全管理システムの提案 

●福島 泰然 

大規模化学プラントにおける安全管理システムの提案 

●鈴木 悟 

情報システム開発におけるリスクアセスメント：発注者の立場から 

●舩山 道彦 

製造業における企業パフォーマンスと組織風土･文化の関連性の研究 

 

＜2010年度修了生＞ 

 

●ハキミ ペガー 

A Study on the Importance of Family Relationships Improving the Work-Life Balance 

●小松 源 

我が国の地方自治体職員のモチベーションに関する調査研究 

―訪問インタビューによる定性的分析を中心に― 

●吉野貴之 

医療事故防止に向けた組織風土・文化の改善に関する調査研究 

●三原 日好 

情報システムの運用におけるヒューマンエラーの原因分析手法及び対策立案の検討 

―PSF の観点に立ったヒューマンエラー防止策の検討― 

●三木 卓典 

化学産業を中心とした装置産業への安全文化診断手法の適用性に関する研究 

●守屋 剛一郎 

ウェブサイト開発・制作プロジェクトに係る組織要因の研究 

●小野江綾 

日本酒「酒蔵」の組織文化に関する調査研究 

●宋 珏 

地域密着型大規模小売店のパフォーマンスと組織文化の関係性の調査研究 

●渡辺 翼 

我が国の地方自治体職員のモチベーションに関する調査研究 

―アンケートの定量的分析を中心に― 

 

＜2011年度修了生＞ 

 

●小林 永樹 

紙業界における安全安心システムの構築 

●福原 輝実 

医療組織を対象とした安全文化・風土の醸成に関する研究 

●王 公太 

日中 IT 企業における文化の実証的比較 

●髙村 清吾 

倒産企業の企業体質に関する根本原因分析と考察－３ステイクホルダーの視点による企業

体質健全化モデルの構築－ 

●加賀美 悠子 

複数の感覚刺激を用いたストレス軽減に関する実験的研究 

●永野 佑多 

チームワーク向上のための目標設定型トレーニングの開発 

●河村 智行 

情報システム開発における失敗のメカニズムの研究―受託企業の組織文化の視点から― 

●久光 貫太 

スーパーマーケットにおける地元産食料品の販売推進方策に関する研究 

●金 献三 

地域防災SNSの持続可能モデルとしての再デザイン 

― 位置基盤情報による生活の安心・安全を守るシステムの提案 ― 

●山口 勇人 

倫理コンプライアンス問題の発生パタ ーン分類による対応戦略の提案―価値観対立の視

点から ― 

●本山憲誠 

木村式自然栽培による新規就農支援システムのデザイン 

●濱田大輔 

石油化学事業所における安全性向上のための安全診断システムのデザイン 

―設備面および意識面併用による新たな評価方式― 

高野研究室 研究概要

スーパーマーケットにおける地元産食料品販売マーケティング戦略の提案

Proposal consumer marketing strategy of local food in the supermarket

修士課程 久光 貫太
(2012年春修了）

研究背景

食料自給率の低下
食料輸送環境問題
地域産業の衰退
小売競争の激化
など・・・

調査

解析

提案

アンケート調査
生鮮食品に関する設問
加工食品に関する設問
⇒消費者に対して実施

多変量解析を用いた解析
相関分析
因子分析
クラスタ分析
共分散構造分析

検証

マーケティング戦略の提案
アンケートデータ解析結果
に基づき、マーケティング戦
略を複数提案！！

妥当性の検証
経営側のデータとの比較
インタビュー調査
小規模実験

スーパーマーケットでの地元産食料品
最適マーケティング戦略の提案を目的とする！！

上記のプロセスより・・・

地産地消

スーパーマーケット

＆

研究の流れ

研究の着目点

研究の背景と目的

情報システム開発のトラブル削減に向けた、受託企業改善の提案
Improvement of the trustee company towards problem reduction of IT system

後期博士課程１年 河村 智行

●情報システム開発は、1960年代のコンピュー
ター登場以来、トラブルが問題視されている。

●様々な改善取組を実施しているが、トラブルは
減らない。（約70%にトラブル発生）

受託企業の問題点を抽出し、改善案
を提案することで、

情報システム開発のトラブル削減に
寄与する。

受託企業を研究対象とする

受託企業の組織の問題も注力する

日本特有の「高い受託作業割合（約80%）」と

「高い一括請負契約」のため、受託企業の改
善効果は大きいはず。

受託企業の組織問題に注力している研究は
ほとんどない。（委託側はあるが）

なぜ？

問題点の抽出は、日本の受託企業へのアンケートと統計解析を利用する。
アンケートの項目は、「受託企業の組織の問題」を含めた以下の項目とする。
○ 受託企業の組織 ○ 開発プロセスの活用 ○ 見積りの手順
○ ナレッジの共有 ○ プロジェクトメンバーのスキル ○ プロジェクトメンバーのコミュニケーション

アンケートの
実施

統計解析による
問題点の抽出

改善案の提案 トラブル削減の
寄与

木村式自然栽培による中高年失業者と不耕作農地の再生システムデザイン
Design of regeneration system for unemployed and no cultivation farmland by AK-method

修士課程 本山憲誠
(2012年春修了）

レンタル料

農地貸出

講習料

技術指導

労働力
技術伝承

生活サポート

移住

地主紹介

活性化
受入

支援会社

過疎農村

地方自治体

消費者

中高年失業者

木村式自然栽培塾不耕作地所有者
日吉農園

技術指導
検証

システム要求
①中高年失業者が就業する
②不耕作農地で生産できる
③支援会社が利益を生む

安全・安心
美味野菜

接点のない二つの
社会問題を同時に
解決するシステム

研究

製造現場における安心安全システム構築の研究
Improvement of safety awareness on production site

修士課程 小林 永樹(2011年秋修了）

アンケート・根本原因分析・インタ
ビューを組合せた多視点から安全
に関する問題点を具体化する。

現場や部署間における安全意識
の特異性を見出し、作業特性を
考慮した安全対策を提案する。

職場特性を把握できる多視点か
らの安全診断手法を提案し、安
全文化の定着を推進する。

問題点把握が不充分

特性への考慮が不足 改善策が解り難い

安全文化の定着
が進んでいない

何故進まないか

多視点での診断不足
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