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[要約] 

1. 調査研究の概要 

近年、我が国において、製造業をはじめとした多くの大企業で、大規模な産業事故が発生している。

一方、社会基盤となっているシステムにおいても事故が発生し、従来は当然とされてきた社会システム

の信頼性が大きく損なわれてきている。このような状況によって、我が国の将来における安全で安心な

社会の構築に、不安感と危機感が漂っている。 

我が国における各種のシステムの安全性が問題になってきた理由としては、以下の 2 点が重要な要因

としてあげられる。 

(1) システムが複雑化、大規模化されたことにより、従来の安全対策では対応しきれなくなっている。 



(2) 安全技術の確実な継承ができなくなってきている。 

今日、日本における安全対策は、人による管理の対策と機械の対策の併用であり、特に人の管理によ

る対策に重点がおかれる傾向があった。システムが複雑化・大規模化されると、人の管理能力を超える

範囲が増加し、些細な危険の組み合わせにより、予測不可能な新たな危険が生じる可能性が高まる。 

この事態に対応するためには、機械の安全性確保を優先した安全工学という視点から、新たにシステ

ムの対策を講じるための知識が必要とされる。 

また、個々の技術者はそれぞれ個別工学分野の知識は備えていることは言うまでもないが、安全とい

う観点からの工学知識の整理ができていないため、経験等から学ぶ安全技術ノウハウの伝承が難しくな

っているといえる。 

 (1)および(2)の要因を、より効率的に、かつ効果的に解決していくためには、安全工学としてのカリ

キュラム（プログラム）を作成し、機械安全工学の視点から人材育成にあたることが、最良の方法であ

ると考えられる。 

なお、このプログラムで人材育成を進めることにより、安全工学の知識に基づき国際標準化活動を効

果的に推進する人材が育成され、日本の優れた技術を、さらに積極的に国際標準に反映させることが可

能となり、貿易面の流通障害を事前に解消し産業競争力向上に繋げることができる。 

本調査研究では、以上のことから、機械安全工学に関する人材育成プログラムを作成することを目的

とする。 

 

2. 調査結果 

2.1 機械関連分野における安全工学として必要な学問分野に関する調査・検討 

機械関連分野における安全教育人材育成プログラムを検討する際にまず安全学の目指す目標、理念を

明確にして、教育する人材の具体像を明確にした。 

その後、短期間の教育で成果を出せる短期プログラム（A方式）と、ある程度、長期間にわたる継続し

た専門教育を通じて成果を出すための長期プログラム（B方式）とに分けて、それぞれの目的に合わせた

安全工学のカリキュラムを作成し、期待される効果を検討した。 

2.1.1 機械安全教育プログラムの理念 

(1) 安全教育の考え方 

本調査で検討する教育プログラムでは、まずどのような人材を輩出することが社会に求められている

か、教育プログラムによってどのような人材を輩出することを目標とするかについて検討した。 

その結果、本プログラムにおいて教育される人材は、安全工学を研究対象とする研究者ではなく、実

際に企業の生産現場で安全工学を実践する専門家を想定した。そのためには、国際安全規格の根本原理

を論理的かつ体系的に理解し、企業の生産現場において運用する専門家を育成する教育体系を確立する

ことを目標とした。 

上記の目標を達成するためには、受講者には、学部レベルの工学系の知識を有していることが求めら

れることから、受講者のターゲットとしては、企業の技術者、管理者、及び理工学部を修了した学生を

想定した。 

 

(2) 機械安全教育に必要となる要素 



今回の調査研究におけるターゲットである「機械安全」と「安全工学」に必要となる教育要素は概ね、

次の安全マップの要素に含まれると考えられる。 

そのため、安全教育プログラムの内容については、安全マップを網羅する形式で講義を進めることを

想定する。 

2.1.2 A方式（短期プログラム） 

短期プログラムに関して、「プログラムの目的」、「実施形態」、「ターゲット」、「プログラムの項目」、

「カリキュラムの構成案」の点から検討した。 

(1) プログラムの目的 

本プログラムでは安全工学の専門家を体系的に育成することを目標としている。 

短期プログラムは、企業内の技術者教育システムを補完し、企業技術者に対して安全工学の視点から

のシステム対策の考え方を定着するとともに、日本の企業における安全対策の向上を目的とする。 

(2) 実施形態 

 実施形態は次の形態を想定する。 

- 講座の回数：５～６回 

- 講座の形式：一回に３テーマを盛り込み、一回ずつが完結した内容とする。 

             テーマに応じて講師を変更することを想定する。 

- 受講資格：大学の工学部修了レベルの科学・工学知識を前提とする。 

安全マップの理念、技術的側面、人間的側面、組織的側面、各要素のシステム安全をバランスよく学

習ができる構成とする必要があると考えられる。 

(3) ターゲット 

短期プログラムのターゲットは「①企業の管理者」、「②企業の技術者」、「③学部卒業生」を想定する。

企業の管理者や企業の技術者については、後述する長期プログラムを継続受講することを推奨する。 

(4) プログラムの項目 

プログラムの項目について、安全マップに基づいて検討し、次の６回のプログラム案を作成した。 

- 第一回 安全学基礎 

  ・安全学(1) 

  ・安全学(2) 

  ・リスクアセスメント 

- 第二回 安全工学の考え方 

  ・安全基礎工学 

  ・安全設計 

  ・ヒューマンファクター 

- 第三回 安全を守る規格・制度 

  ・安全規制に関する国内制度 

  ・国際規格の動向 

  ・制度設計 

- 第四回 システム安全の具体例 

  ・産業別機械安全 



  ・機能安全について 

  ・技術者教育 

- 第五回 環境安全 

  ・化学安全・物質安全 

  ・環境と人体 

- 第六回 総論 

  ・消費者教育 

  ・安全学の目指す安全 

 

2.1.3 Ｂ方式（長期安全教育プログラム） 

(1) プログラムの目的 

安全学、安全工学の専門家を育成することを目的とする。 

(2) 実施形態 

実施形態は主に①大学講義形式と②集中講義形式の２種類を想定する。 

 ①大学講座形式 

 ・毎週定められた曜日に講義を実施 

 ・複数の講義を平行して受講する 

 ②集中講義形式 

 ・短期間に連続して講義を実施 

 ・関連性のある講義を連続して実施する 

(3) ターゲット 

大学の理工学部の知識レベルを習得した企業の技術者、安全管理者及び安全管理者を目指す技術者を

対象とする。 

(4) カリキュラムの構成 

カリキュラムは、次の３つに分類して、目的に応じて、講座を選択できるような仕組みとする。 

 ①安全学基礎＜短期プログラムと共通＞ 

 ②機械安全技術 

 ③境界領域 

長期プログラムでは、まず安全学基礎として、安全学の理念、技術的側面、人間的側面、組織的側面、

各要素のシステム安全について、一通り学習する。具体的には短期プログラムで実施する１講義あたり

２～３コマのカリキュラムを、１講義１コマとして、内容を充実する。 

その結果、次のカリキュラム案を検討した。 

    ○リスク工学特論 

  ・リスク工学(1)－システム信頼性－ 

  ・リスク工学(2)－サイバーリスク－ 

    ○安全実現技術特論 

  ・リスクアセスメント 

  ・安全実現技術(1) 



  ・安全実現技術(2) 

    ○システム安全特論 

  ・システム安全(1)－化学－ 

  ・システム安全(2)－エネルギー－ 

    ○人間工学特論 

  ・リスク認知 

  ・人間工学基礎 

    ○安全のマネジメント 

  ・安全規格の体系的理解 

  ・国際規格の標準化-標準化競争- 

    ○関連分野 

  ・環境マネジメント 

  ・労働安全 

  ・巨大システムリスク- 

 

2.2 安全工学人材育成プログラムの成立性検討 

前項目で作成したプログラムを実行するための要素を抽出するとともにモデルを想定し、具体的な方

策、実現の可能性、必要とされるコスト、実施効果も含めて検討を進める。 

2.2.1 A方式（短期安全教育プログラム） 

短期プログラムに関して、「教育目的」、「プログラム広報」、「組織」、「教員」、「運営収支」、「受講の

メリット」の点から検討した。 

(1) 教育目的 

短期プログラムは、企業の管理者や技術者とともに、専門家以外の機械安全に関する知識や理解を深

めることを目的としている。 

企業管理者や技術者を教育することで、各企業への安全文化の浸透などの波及効果を目指すため、各

種製造業の他、建設、運輸、電気など広範な業種を対象として実施する。 

(2) プログラム広報 

学生募集の方法としては、民間企業に対しては機械、エネルギー、交通、化学、電力、建築等の業種

を中心に、パンフレット郵送等による広報活動を行う。さらに業界団体や学会等を通じて、会員企業に

対するメーリングリスト等を活用した通知を依頼することも考えられる。 

学部生に対しては、工学部、理工学部等の学部を有する大学へのパンフレット郵送による広報活動を

行う。広報対象地域は、公開講座を実施することが想定される首都圏近郊地域に限定する。 

(3) 組織 

①中心となる組織：大学や業界団体 

②事務局の機能：事務局の機能としては、「講師募集」、「プログラム作成（編集）、配布」、「学生募集」、

「講義準備（講義室、資料の準備、各種連絡等）」、「経理事務」を想定する。 

(4) 教員 

①必要とされる教員の素養として、大学の安全工学、リスク工学、機械工学、人間工学、認知科学、



法学などの教員のレベルを想定する。 

② 教員は、大学教官との兼務として、講師としてプログラムへの参画を依頼することを想定する。 

(5) 運営収支 

想定モデルとして、公開講座を実施している大学の講座の一環として実施すること、その際、事務室

やコンピュータ等の備品は同大学の公開講座のものを共有できることを想定し、６講座で年間 150 万円

程度の経費を見込んだ。 

想定される収入として、１講座あたり学生50 名、費用を１人あたり30,000 円としたとすると概ね成

立可能性が高い結果となった。 

(6) 受講のメリット 

受講については、企業の管理者、企業の技術者には企業の必修研修の一環として利用を促すことが考

えられる。 

更に、長期プログラムを継続受講した場合、一部の受講（単位取得）が免除されるシステムとするこ

とで長期プログラムへの参加を促進することが望まれる。 

 

2.2.2 Ｂ方式（長期プログラム） 

長期プログラムに関して、「教育目的」、「プログラム広報」、「組織」、「教員」、「運営収支」、「受講の

メリット」の点から検討した。 

(1) 教育目的 

長期プログラムは、企業の管理者や技術者を対象とし、各企業への安全文化の浸透などの波及効果を

目指し、各種製造業の他、建設、運輸、電気など広範な業種を対象として実施する。 

将来的には、上記の企業の機械システムにおいて国際規格のアセスメントを行うことができるアセス

メントの専門家となり得る人材を育成することも視野に入れる。 

(2) プログラム広報 

学生募集の方法としては、民間企業に対しては機械、エネルギー、交通、化学、電力、建築等の業種

を中心に、パンフレット郵送等による広報活動を行う。さらに業界団体や学会等を通じて、会員企業に

対するメーリングリスト等を活用した通知を依頼することも考えられる。 

学部生に対しては、工学部、理工学部等の学部を有する大学へのパンフレット郵送による広報活動を

行う。 

その他、Web上でプログラムの内容、教授、シラバス等について公開する。 

(3) 組織 

① 中心となる組織： 

- 大学が主体となり、業界団体や学会が支援する形式とする。 

- 長期的・継続的な事務局が必要となるため、窓口が大学と連携している事が受講者の安心感に

もつながると考えられる。 

②事務局の機能：事務局の機能としては、「講師募集」、「プログラム作成（編集）、配布」、「学生募集」、

「講義準備（講義室、資料の準備、各種連絡等）」、「経理事務」を想定する。 

(4) 教員 

① 必要とされる教員の素養として、大学の安全工学、リスク工学、機械工学、人間工学、認知科学、



法学部などの教員のレベルを想定する。 

② 教員は、プログラムの初期の段階では、大学教官との兼務として、講師としてプログラムへの参画

を依頼することを想定する。プログラムが軌道に乗る３年目以降から、専任講師制度とすることも考え

られる。 

(5) 運営収支 

想定モデルとして１講座３０回、単位２単位の単位を付与する授業を行うことを想定した。 

専任職員を設けないモデルと、専任職員を設けるモデルを設定して経費を算出すると次のとおりとな

った。 

・専任職員を設けないモデル  経費  964万円／年間 

・専任職員を設けるモデル  経費 1,784万円／年間 

専任職員を設けない場合、費用的には事務局人件費（業務委託）の費用の占める割合が高くなること

が予想されるが、プログラムを円滑に実施するためには必要な経費であると考えられる。 

専任職員を設ける場合は、講師人件費の占める割合が高くなるが、講義内容の充実や長期的にみた安

全分野の職員の人材育成という面を考慮すると、専任職員を設置する方式が望ましいと考えられる。 

収入面で、年間の受講料を150,000円、受講者を50人と想定した場合、750万円の収入が見込まれる。 

収支的には、年間収支が専任職員を設けないモデルで214 万円、設けるモデルでは1,034 万円のマイ

ナスとなる。 

本プログラムの目的が安全文化の醸成にあることを鑑みると、行政支援の必要性があると考えられる。 

(6) 受講のメリット 

今後、企業において、「公式のアセスメント」を行うことが可能な人材として、登録制度を設けるなど

のインセンティブを検討することが望まれる。 

 

2.3 機械安全教育プログラム実現に向けた提言～機械安全教育に対する動機付け～ 

a) 企業の動機付け 

機械安全に関する国内の基準は、国際規格で規定、あるいはEU圏内における流通に必要な基準と比較

すると、低いのが現状である。その結果、日本の企業技術者の安全に対する意識が相対的に低くなるこ

とが推察される。このような状態によって、短期的には国内産業における国際競争力の低下を招き、長

期的には安全対策の遅れを招くことが懸念される。 

企業の各システム安全のレベルを向上するためには、安全工学の専門家の育成が急務である。しかし

ながら、専門家の受け皿となる企業自体がその必要性を認識していない、あるいは必要性は認識しつつ

も、雇用確保までの緊急性を認識していない面があると推察される。 

機械安全教育プログラムの実現にあたっては、まず企業に対して現在の日本と海外の機械安全に対す

る考え方や規格の相違等の周知を計り、日本の安全規格の国際化を図ること、そのためには専門家の育

成が急務であることの認識を広める必要があろう。 

b) ユーザ教育 

我が国では一部の大学院で機械安全のコースが設けられているとこはあるが、初等教育はもとより大

学においても、安全に関しての教育は行われていない。社会として長期的に安全レベルの底上げを行う

には、教育は基本であると考えられる。 



ユーザ側への意識を向上することが、間接的にはメーカの意識を高める手段であると重要であると考

えられる。ユーザの求める安全性のレベルを高めるためには、リスクや安全にかかるコストを含めてユ

ーザが理解することが必要となる。 

最終的には、消費者教育が世界的に進んでいる北欧のように、中学校、高等学校の指導要領として製

品安全性に関する指導項目が取り入れられるには、課題が多い。安全文化を根付かせる第一歩として、

企業技術者や一般消費者を対象とした短期プログラムから周知を進める必要があるのではないか。 
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