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[要約] 

総論 

1. 調査研究の概要 
1.1  調査の背景と目的 

機械の安全性確保については、ISO/IEC 国際標準の取り組みにより、国際標準が体系的に構築され

ている。この国際安全標準は、安全性を合理的に確保するものであるため、ヨーロッパはもとより、

アメリカ、アジアにも、その基本的な考え方が浸透してきている。 

国際安全標準の優れた観点を取り入れていくことは、我が国の安全確保に結びつくと同時に、国際

的な競争に参加するにあたっての条件を満たすことでもある。我が国の機械産業としては、この国際

的な流れに対して、対応を怠るようなことがあれば、多大な経営リスクを生じる可能性があり、適切

な対応を進めることは緊急の課題とされる。 

この課題に対処するには、安全工学の視点から人材育成を進めることが最良の方法であると考えら

れ、そのための第一段階として、平成16年度「安全工学に関する人材育成プログラムの作成とそのあ

り方に関する調査研究」では、短期プログラムと長期プログラムの作成を行った。 

本事業では、平成16年度において作成した短期プログラムを実践の段階として、公開講座形式で実

施すること、また公開講座の結果を踏まえ長期プログラムである大学院の安全学専攻課程を構成する

カリキュラムの作成を行うことを目的とする。 

これにより安全工学の人材育成を進めることは、日本の優れた技術を今まで以上に積極的に国際標

準に反映させることに繋がり、さらには貿易面の流通障害を事前に解消し、産業競争力向上を推進す

ることができる。また、日機連が検討している機械安全技術者の資格制度構築を進めるうえでの参考

とすることも想定する。 

 

1.2  調査研究体制 

平成 17 年度機械工業振興補助事業費による日本機械工業連合会の委託調査として㈱三菱総合研究

所が実施し、「安全工学人材育成プログラム調査研究委員会」を設置して運営した。本委員会は向殿政

男 明治大学理学部長を委員長として、学識経験者等々の関係者十数名から構成された。なお、調査期

間中に３回の委員会を開催した。 

 
 

（社）日本機械工業連合会 

（株）三菱総合研究所 
安全工学人材育成プログラム

調査研究委員会 

委託 

 

 

 

図1-1 調査研究体制 



 1.3  調査研究項目・スケジュール 

調査の実施項目を次の(1)～(3)に示す。 
 

(1) 公開講座の開催 

短期間の教育で成果を得ることを目的とした安全学の短期プログラムを実践し、その効果の把握と

課題の洗い出しを行うため、公開講座を開催した。 
 

(2) 安全学専攻カリキュラムの作成 

現在実施されている国内の大学における安全学専攻プログラムや、海外における安全教育プログラ

ム等について事例調査を行った。 

事例調査を通じて、安全学として考慮すべき安全の体系を広範囲に考え、その体系に含まれる要素

と相互の関係を整理するとともに、カリキュラムに必要とされる要素（項目、内容）を抽出した。ま

た、アメリカ、イギリス、ドイツ等で実施されている安全学に関係する教育プログラムの調査を行っ

た。海外の安全専門家認定プログラム等から、安全学の基礎を構成する部分に関する要素を抽出した。 

抽出された要素について、安全学基礎として教育すべき内容を網羅して教育することを可能とする、

カリキュラムの構成を検討した。カリキュラム検討にあたって、目標とする人物像及びレベル、社会

における活躍のイメージ等についても検討を行った。安全専門家の想定される業務範囲や将来像を検

討し、日本における安全専門家の要件として、工学部の 4 年間で身につけた知識をベースに、さらに

安全工学の視点から専門性を高めた知見が必要であると結論づけた。そのため、工学系大学院の博士

前期課程（修士課程）レベルの教育カリキュラムを検討し試案を作成した。 

 

(3) 今後の取り組み方と提言まとめ 

上記の調査検討結果を基に、我が国の機械産業における安全性の確保を進め、さらにトップレベル

の国際競争力を維持していくための人材育成を、推進する取り組み方の方向性と課題について、提言

としてまとめた。 
 

2. 公開講座の開催 
2.1  公開講座の実施概要 

 

(1) 実施概要 

安全工学基礎講座の実施概要を以下に示す。 
 ①実施時期：平成17年11月10日（木）～12月16日（金） 
 ②回  数：全6 回 
 ③受講者数：26 名（うち、全6 回中5 回以上出席した修了者 17 名） 

 



 

(2) プログラム 

安全工学基礎講座の各回のプログラム及び講師を以下に示す。 

 

表 2-1 「安全工学基礎講座」プログラム（概要） 

タイトル 講師 内容（概要） 

第一回 

安全と技術と社会 

明治大学 
 理工学部長、教授 
  向殿 政男 

安全は、工学から社会学や心理学まで含んだ総合的、領域
横断的な学問である。本講座では、安全とリスクの関係を明確
にすることにより、安全で安心な社会の構築における工学の役
割について解説をする。特にリスクアセスメントを通じての安全
技術に基づく安全確保についての基本的な考え方を明らかに
する。 

第二回 

安全における工学的

設計 

（株）三菱総合研究所
 安全政策研究本部
主席研究員 
  首藤 俊夫 

工学設計とは、機能構造を構築し、下位機能を満たす設計解
原理の探索と組み合わせによって全体機能を実現することで
あるが、その過程の中で、「安全であること」を考慮するための
技術の種類と範囲を解説し、実体設計の基本と説明する。ま
た、実体設計における標準規格の役割についても説明する。 

第三回 

安全活動を活かす製

造現場の実践論 

菱栄工機（株） 
 代表取締役専務 
  古澤 登 

「安全と安心」は企業にとって欠かせないキーワード。災害
疾病は、組織的問題の代表特性である。この原因に対して本質
的『カイゼン』を進めていくための安全活動は有効な手段であ
り、マネジメントそのものと言える。「トヨタ生産方式（ＴＰＳ）」の
考え方から、安全文化の創造の実践から安全活動のあるべき
姿を提示する。 

第四回 

安全における人間工

学 

早稲田大学 
 理工学部教授 
  小松原 明哲 

人間工学は、人間の身体、生理、心理の諸特性に合わせて
システムを設計する技術である。技術は進歩しても人間の諸特
性は進歩しない。この当たり前のことを忘れると、使いにくいシ
ステムとなり、ヒューマンエラーに起因する事故が起こる。使い
やすいシステムを構築するための人間工学上の設計配慮事項
を、マンマシンシステムモデルに基づき検討する。 

第五回 

安全工学入門 

長岡技術科学大学 
 大学院教授 
  蓬原 弘一 

国際安全規格ではいくつかの安全確保の技術的原則が示さ
れている。これらの安全原則は、明確に安全原則としてうたっ
てある場合とそうでなくて暗黙のうちに規定の中に示してある
場合がある。この講義では両者の最も主要な部分について実
例を含めて説明する。 

第六回 

化学物質総合管理へ
の社会的取り組みと
化学的方法論 

お茶の水女子大学 
 教授 
   増田 優 

近年、機械や電気・電子分野でも大きな課題となっている化
学物質総合管理に関わる内外の動向を紹介しつつ、安全に係
わる国際的、社会的仕組みと科学的知見や科学的手法との関
わりを概説する。 

 

3. 安全学専攻カリキュラムの検討 
3.1  前提条件 

(1) カリキュラムの目的、ターゲット 

本カリキュラムでは、安全工学及び安全学を次のように整理して、カリキュラム作成を行った。 

 ・安全工学：分野別の安全について、横断的に体系化した学問 

 ・安全学：安全工学に、社会科学的な内容を加えた総合的な学問 



また、本事業では機械産業における安全を確立し、かつリードする安全学、安全工学の専門家・技

術者を育成することを目的としている。そのため、大学の理工学部の知識レベルを習得した企業の技

術者、安全管理者や、安全管理者を目指す大学院生レベルを対象とし、大学の理工学部において学習

する基礎的な学問分野については、検討の対象外とした。 

本カリキュラムでは、分野別の安全を横断的に習得する「安全工学」を検討の中心とし、更に、社

会科学の側面を加えて、「安全学専攻」を総合的に考慮するものとした。 
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図 3-1 本プログラムの検討対象範囲 

 

(2) カリキュラムの検討方法 

カリキュラムの検討にあたっては、平成16年度に検討したプログラムを元に実施した公開講座のプ

ログラムを骨子とし、国内の大学における安全学に関するプログラム及び海外における安全専門家等

に関する調査等を参考に策定した。 

 

3.2 国内プログラムの調査 

国内の大学において実施されている安全学のプログラムについて、その特徴（目的、カリキュラム

の特徴など）を調査し、整理した。調査対象は次の6校のプログラムである。 

• 東京大学：  「安全・安心と科学技術」プロジェクト 
• 横浜国立大学： 安心・安全の科学研究教育センター 
• 筑波大学大学院： システム情報工学研究科リスク工学専攻 
• 長岡技術科学大学： 専門職大学院技術経営研究科システム安全専門職 
• 東京農工大学： 専門職大学院技術経営研究科 技術リスクマネジメント専攻 
• 千葉科学大学： 危機管理学部 



 

3.3 海外安全教育プログラム調査 

欧米等で実施されている安全学に関係する教育カリキュラムの中で、安全学の基礎を構成する部分

について調査を行い、安全の体系を構成する要素、内容について整理を行った。主な調査結果を次に

示す。 
 

(1) アメリカ・安全専門家ガイドによる安全専門家に必要とされる教育内容 

ASSEF（米国安全性工学協会ファウンデーション）及びBCSP（公認安全専門家委員会）によって

策定された安全専門家キャリアガイドについて調査を行った。安全専門家に必要とされる知識の調査

を通じて、本カリキュラムに必要な学問内容の基礎を検討した。 
 

(2) アメリカ・CSP（認定安全専門家）の試験内容 

BCSP（安全専門家認定委員会）によって認定されるCSP（認定安全専門家）の試験内容を調査し、

必要とされる学問領域を抽出した。CSP試験の領域とそのバランスから、本カリキュラムの構成の参

考とした。 

 

(3) イギリス・CASS アセッサー について 

イギリスにおける安全技術者認定制度CASSについて調査した。CASS制度において、アセスメン

トを実施するアセッサー（審査員）は、職務別に持つべき能力が細分化されて規定されている点に注

目し、本カリキュラム検討の参考とした。 

 

(4) ドイツ：ボン・ライン・ジーク大学安全設計教育 

ドイツのボン・ライン・ジーク大学（応用科学大学）の情報処理学部Bachelorコースにおいて、行

われている安全な設計・信頼性システムに関する教育プログラムを調査し、カリキュラム作成の参考

とした。 

 
3.3 安全学専攻カリキュラムの構成検討 

短期プログラムの実践及び海外事例調査等から、安全学専攻カリキュラムの構成及び内容について

検討した。次表に、安全学専攻カリキュラムの構成案の検討結果を示す。 

 



 

表 3-7 安全学専攻カリキュラム構成（案） 
 タイトル No. 概要・キーワード 

1-1 安全学概論（安全、リスクの定義） 
安全学基礎 

1-2 安全学基礎（社会の中の安全） 

2-1 リスクアセスメント 

2-2 安全設計 

2-3 システム安全（システム設計概論） 
安全工学の基礎 

2-4 システム安全（各分野のシステム安全） 

3-1 企業リスク評価 

3-2 リスクマネジメント 組織安全 
3-3 技術者教育・技術者倫理 

4-1 国内外の法律・制度 

4-2 工業標準、国際規格の動向 

A: 
基礎 
科目 

法律、規格・制度 
4-3 製造物責任 

5-1 技術経営論 

5-2 産業技術政策論 

5-3 情報セキュリティ管理論 

5-4 都市リスク管理 

現代社会と安全 

5-5 環境管理学 

6-1 人間の行動と能力 

6-2 人間中心設計（ガイドライン、ISO13407) 人間工学 
6-3 人間・機械・システム 

7-1 化学物質総合管理の国際動向 

7-2 化学物質のリスク 

7-3 先端技術のリスク 

B: 
応用 
科目 

分野別の安全技術 

7-4 ハザードコントロールの一般原則 

8-1 リスク回避の実践論（製造現場の実践論） 
実践的安全管理 

8-2 教育、訓練の実践 

9-1 システム安全実務演習 
演習 

演習 
9-2 企業リスク管理演習 

 

4. 安全工学人材育成プログラムに関する提言 

調査検討結果を基に、我が国の機械産業における安全性の確保を進め、さらにトップレベルの国際

競争力を維持していくための人材育成を推進する取り組み方と課題について、提言としてまとめた。 

 
4.1 安全学専攻の内容について 

(1) 工学的基礎に立脚した安全学の推進 

現在、安全性に対する社会の関心が高まっており、様々な視点からの教育プログラムが検討され、

実施されている。例えば、社会の多様なリスクに対応した、コミュニケーション重視のプログラムや、

経営リスク（マネジメント）重視のプログラム等がある。こうした観点における安全教育は当然のこ

とながら必要である。 

しかし、本プログラムにおいては、機械産業における安全性の確保の確立、さらにはトップレベル

の国際競争力を維持することを目的とすることから、工学的基礎に立脚した安全工学を推進すること

が重要であると考える。 



 

(2) 安全専門家の地位を確立するための高い専門性の確立 

機械安全に関する国内企業の意識は、国際的には低いレベルにあるのが現状である。その結果、日

本企業における安全専門家の地位は相対的に低くなっている。安全専門家の社会的地位を確立し、日

本の機械産業の国際競争力の低下を防ぐためには、安全性向上の必要性を普及すると同時に、安全専

門家の社会的認知度を高める必要がある。 

そのためには、安全専門家を社会に送り出す組織において、高い専門性を有した人材を創出する必

要がある。例えば、資格を取得後についても、継続的な教育・資格のスキルアップをする仕組みを構

築することが考えられる。 

 

(3) 現場への応用力の強化 

教育プログラムはそれを社会に活用されることで、価値を見出される部分が大きい。また、想定さ

れる受講者である社会人にとって、現場での活用方法についてのニーズが高いことも確認された。 

そのため、本プログラムにおいては、基盤となる知識の他、企業等での活用を想定したものとする。

例えば、リスクの想定演習、リスクアセスメントの演習など演習科目を挿入することの他、専門職大

学院の例に見られるように、講師陣に民間企業経験者を加えることを必要条件とすることが考えられ

る。 
 

4.2 プログラムの利用・拡充方法 

 

(1) 「安全学専門家」の育成 

安全学は、様々な分野の専門知識が横断的に必要とされる学問であるといえる。現在は、工学部の

各部門の専門家の専門分野の一つとして、「安全学」という分野を教育する立場にある。 

しかし、許容されるリスクが社会とともに変容するように、現代社会におけるリスクの形状は変化

していくものである。そのため、今後安全学分野に関する専門家を育成する必要があると考えられる。 

 

(2) 企業における活用促進 

安全学は企業における活用を通じて社会に還元されるものである。そのため、企業における活用ニ

ーズを捉え、学問体系に組み入れることや、企業の研修プログラムとしても活用することを想定する

ことも必要であると考えられる。 

企業の安全技術者が、安全管理者としてステップアップするための活用方法を促進することを念頭

に置いた実現方法を継続的に検討するべきであろう。 

 

(3) 学習の動機付けのための資格・認定制度の導入 

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。 

機械安全教育を底上げするためには、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ることが急務であることの認識を広める必要があろう。そのためには、

教育プログラムを客観的に評価できる資格や認定制度を検討することが必要ではないか。 

 

(4) 社会の意識を高める活動の実施／ユーザ教育（ボトムアップ） 

我が国では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一般的に実施されていない

状況にある。社会として長期的に安全レベルを底上げするための基本は教育にあると考えられる。 

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として重要であると考

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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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