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法工学	

２０１７年９月１５日	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	
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平野技術士事務所	

技術士(化学部門) 	

登録50218 平野輝美	

Phone 090-3694-7864	

e-mail  info @ ce-hirano.com 
http://www.ce-hirano.com 
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自己紹介	
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〒１０５−０００３　東京都港区西新橋二丁目８番１号 	

平野輝美（登録50218）Phone 090-3694-7864	

清水隆男（化学部門，高分子）	

矢部千晶（修習技術者，化学部門）	

西角井造（経営工学部門，一級建築士）	

片上裕紀（機械部門）	

吉成伸一（化学部門）	

藤井裕二（生物工学部門，博士（獣医学））	

石丸顕二（情報工学部門）	

大薗剣吾（金属部門）	

山下直樹（建設部門，博士（工学））	
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現在	

	

氏名：平野輝美（ヒラノテルヨシ）	

生年月日：１９６２年４月５日	

本籍：埼玉県	

事務所：〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目	

　　８番１号　創造工学研究所内　平野技術士事務所	

電話番号：０９０−３６９４−７８６４	

　　　　　　　☎／ＦＡＸ：０３−３５０４−２６００	

E-mail info@ce-hirano.com	
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自己紹介	
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企業所属の頃�
昭和62年4月�一部上場大手製造業会社入社 同総合研究所
勤務．磁性セラミックス媒体，磁性インク合成の研究開発に従事．�
平成3年4月�磁性セラミックス超微粒子の合成技術，インク化お
よび薄膜化技術の研究開発に従事．�
平成7年4月�各種機能性複合材料の研究開発に従事．カラー
フィルタ，リソグラフィ材料，光学機能薄膜材料等の開発に従事．�
平成10年4月�機能性セラミックス薄膜(フォトマスク)の成膜機
構の解析研究に従事．�
平成12年4月�微粒子分散型磁気光学プラスチック光ファイバ
の開発, NEDO 新規産業創造型提案事業�
平成13年4月�技術士（化学部門）資格取得．文部科学省登録 
第50218号． �
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自己紹介	
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平成１３年度技術士試験で合格	

平成１４年９月　平野技術士事務所設立	

平成１５年４月　平野技術士事務所代表　東京医薬専門学校講師	

平成１５年８月　有限会社納諾相研究所　取締役所長	

平成１６年１０月　埼玉大学知財コーディネータ	

平成１６年１２月　ＡＰＥＣエンジニア登録	

平成１９年４月　労働安全コンサルタント登録	

　　　　　　９月　　Ｉｎｔ．ＰＥ登録	

平成２０年９月　加飾技術研究会代表理事	

平成２１年５月　東京技術士会技術評価センター代表幹事	

平成２１年８月　創造工学研究所所長	

平成２３年４月　株式会社ＧＧＫ代表取締役	

　　　　　１０月　　株式会社技術経営機構　常務執行取締役	

平成２６年６月　株式会社Ｇｒｅｅｎｗａｙ　常務執行取締役	
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法工学・・・・・・	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	
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参考	
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１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　社会と法と損害と賠償と法工学	
３（９/２９）　法工学と法工学とリスクマネジメントとクライシスマネ

ジメント	
４（１０/６）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
５（１０/１３）　社会システムと法工学（ＦｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）	

６（１０/２０）　佐藤　７（１０/２８）　佐藤　８（１１/１１）　佐藤	

９（１１/１７）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例1	
１０（１１/２４）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例２	
１１（１２/１）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例３	
１２（１２/８）　リスクの神様	
１３（１２/１５）　クライシスマネジメント（初村）	
１４（1２/２２）　法工学の活用	
１５（１/１９）　定期試験	
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法工学の全体構成・概要	
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今日のお話	

	

自己紹介	

法工学概念の導入	

企業活動と事故・故障	

リスクと安全・安心	

法工学	
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本日の目次	

法工学・・・・・・	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	
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「法工学」聞き慣れないなぁ・・・	

法工学の導入	
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医学部 
・医学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

医学部 
・医学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法医学	
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法医学教室の事件ファイル 
 
『法医学教室の事件ファイル』（ほういが
くきょうしつのじけんのファイル）は、テレ
ビ朝日系列で放送されている「土曜ワイ
ド劇場」のドラマシリーズのひとつ．主演
は名取裕子．	

法工学の導入	

法医学教室の事件ファイル	
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法工学の導入	
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科捜研の女 
 
『科捜研の女』（かそうけんのおんな）は、
テレビ朝日系列「木曜ミステリー」枠で
放送されているのサスペンスドラマシ
リーズ．主演は沢口靖子．	

法工学の導入	
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法工学の導入	
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法工学の導入	
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科捜研の女	

法工学の導入	
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法工学の導入	

科捜研の女	
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法工学の導入	

産科医・和泉凛－生と死のカル
テ－ 
 
ＴＢＳ系列で放送されている「月曜ゴー

ルデン」のドラマのひとつ．主演は黒木
瞳．	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	
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法工学の導入	

法医学 
 
死亡時刻 
死亡原因 
死亡理由（？）	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

人が死ぬ理由 
／原因	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

▶人が死ぬ理由／原因	

▶失血・ショック・心停止	

▶直接的な死因と理由（？）	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

▶人が死ぬ理由／原因	

▶失血・ショック・心停止	

▶直接的な死因と理由（？）	解明する	
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法医学 
　「応用医学の一分科．医学を基礎と
して，法律的に重要な事実関係の研
究・解釈・鑑定をなす学問．犯罪の解
明に応用され，死因・犯行時刻の判
定や指紋・血液型による個人の同定
および親子鑑別などを扱う．犯罪医
学・裁判医学ともいう」（広辞苑）	
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歯学部 
・歯学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	
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歯学部 
・歯学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法歯学	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
法歯学（ほうしがく：Forensic	dentistry）は、法
医学、科学捜査、社会歯科学の一分野であり、犯罪
捜査や裁判などの法の適用過程で必要とされる歯学
領域の問題を取り扱う学問です。とりわけ身元不明
遺体の個人識別は、法歯学における重要なテーマの
一つです。歯は、人体の中で最も硬い組織であり、
死後も原形を留めて残存する可能性が高いという特
徴があります。このため、歯科的な所見は、ご遺体
の個人識別においてきわめて有効な情報をもたらし
ます。なお、「法歯学」は「歯科法医学」などと呼
ばれる場合もあります。	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.34	

法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
一般に、損傷の激しい身元不明遺体が発見された場
合、その身体のみから個人を特定できる生体特徴と
しては、指掌紋（ししょうもん＝指紋と掌紋のこ
と）、歯の記録（歯科情報）、DNA型などがあげられ
ます。これらのうち歯科情報は、かなりの確率で歯
科医院等に保管されているという点で特筆すべきで
す。個人識別に用いられる生前の歯科情報としては、
歯科診療録（カルテ）、各種X線画像、口腔内写真、
歯列模型、技工指示書などがあります。実際の身元
確認に際しては、できる限り多くの生前記録を収
集・分析し、死後記録と比較することによって個人
識別を行います。	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	
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法工学の導入	

法歯学 
 
個人特定！です	

では，工学部は？ 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法工学の導入	
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工学部 
・工学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

工学部 
・工学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法工学	
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法医学 
ＴＶドラマ 
　　　人 
　　事件 
　　機序	
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法工学	
　	
　　設備（人以外）	
　　事故	
　　機序	

法工学の導入	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	

▶設備が壊れる理由／原因	

▶故障・破損・誤操作など	

▶直接的な原因と理由（？）	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.49	

法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	人以外	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.50	

法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	人以外	

事件・事故・故障・破損・・・・・	

事件・殺人事件 
事故・死傷・ケガ・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.51	

法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	人以外	

事件・事故・故障・破損・・・・・	

事件・殺人事件 
事故・死傷・ケガ・・・	事件ではないならば	

自然死	

経年劣化	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.52	

法工学の導入	

法医学解析　　人・事件・機序 
 
	
いつ，誰が，どのように・・・ 
 
いつ？：例えば相続・・・ 
誰が？：個人特定・・・ 
どのように？：犯罪か？	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.53	

法工学の導入	

法工学解析　　人以外	
　　　　　　　　　（設備・事故・機序） 
 
いつ，誰が，どのように・・・ 
 
いつ？：例えば責任・・・ 
誰が？：誰が悪いの？・・・ 
どのように？：機序解析？	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.54	

法工学の導入	

法医学・法歯学	
	
法工学 
 
いつ，誰が，どのように・・・ 
 
いつ？：例えば責任・・・ 
誰が？：誰が悪いの？・・・ 
どのように？：機序解析？	
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法工学 
　「工学を基礎として，法律的に重
要な事実関係の研究・解釈・鑑定
をなす学問であり，工学である．事
故・故障・破損などの原因やメカニ
ズムの解明に応用され，それらの
調査・原因解明・発生時刻の判定
等を扱う．裁判工学ともいう」 	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.55	

▶法医学が，犯罪・事故・事件等に関係し
て発生した人の死の原因，即ち死因を
調査するように， 
▶法工学は，機械・建造物・システム・装
置・自動車・鉄道・家電製品・食品・医療
器具などに関する事故や破損や故障の
原因を調査し，それらによる人身の負傷
や火災や自然災害など係る物質的損害
の原因について工学的に調査する	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.56	
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今日のお話	

	

自己紹介	

法工学概念の導入	

企業活動と事故・故障	

リスクと安全・安心	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.57	

本日の目次	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.58	

法工学 
　事故： 
　故障： 
　破損： 
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.59	

法工学 
　事故： 
　故障： 
　破損： 
一般的な製品・製造ライン・サービ
ス・物流システム・その他において
思いがけずに起こった出来事や災
害によって，その期待される機能や
成果を適切に得ることができなく
なった状態 

今日のお話	

	

自己紹介	

法工学概念の導入	

企業活動と事故・故障	

リスクと安全・安心	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.60	

本日の目次	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.61	

法工学と事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.62	

法工学と事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.63	

法工学と事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.64	

法工学と事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.65	

法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.66	

法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	事故では，莫大な損害！	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.67	

法工学の導入	

事故を防ぎます！当然です． 
でも，完全に防ぐことはできま
せん	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.68	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.69	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.70	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.71	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.72	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.73	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.74	

法工学の導入	

工場は２４時間稼働	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

	

事故のリスクは，ゼロにはなりません	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.75	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.76	

法工学の導入	

事故が起こることを
想定してください	

どのような事故です
か？	

事故はどのくらい危
険ですか？	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.77	

法工学の導入	

事故が起こることを
想定してください	

どのような事故です
か？	

事故はどのくらい危
険ですか？	

リスク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.78	

法工学の導入	

リスク＝	

　ハザード（危険）×発生確率 	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.79	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝？×１０−２	

　＝？％	

これが大きいか？小さいか？	

参考：日本で石油コンビナートでの事故
件数	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.80	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.81	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝毎年１０件の事故・・・	

　＝？％	

これが大きいか？小さいか？	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.82	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.83	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.84	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.85	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.86	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝２４台１００万台あたり・・・	

　＝２４ｐｐｍ	

これが大きいか？小さいか？	

	

みなさんは許しますか？（この発生確率）	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.87	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.88	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.89	

◯

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.90	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝２４台１００万台あたり・・・	

　＝２４ｐｐｍ	

これが大きいか？小さいか？	

	

みなさんは許しますか？（この発生確率）	

多分，許容されないでしょう・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.91	

法工学の導入	

様々な製品・商品	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

　一例は，サムスンのバッテリー事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.92	

法工学の導入	

様々な製品・商品	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

　実はソニーのバッテリーも発火してます	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.93	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.94	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.95	

法工学の導入	

様々な製品・商品	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

　実はソニーのバッテリーも発火してます	

	

事故のリスクは常にあります！	

	

さて，リスクを許容できますか？	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.96	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

▶　１人／１，０００，０００人＝１×１０−６	

：日本の全国民のうち１００人に発生するかもしれない	

	

▶　１人／１，０００，０００，０００人＝１×１０−９	

：日本の全国民のうち，１０年に１人に発生するかもしれない	

事故	

事件	

災害	

危険な事象	

１年間にある人に
発生する確率	

回／年・人	

１０−６：百万分の１	

１０−９：１０億分の１	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.97	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

▶　７人／１００，０００，０００人×５０年間	

　＝７／５０×１０−８	

日本の全国民のうち７人が亡くなってしまう（洪水で）	

５０年に１回くらいの希な災害	

	

０．１４×１０−８	

１．４×１０−９	

	

１０億分の１．４・・・・・これが大きいか？小さいか？	

鬼怒川の洪水で死亡するリスク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.98	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

▶　５０００人／１００，０００，０００人	

　＝５０００×１０−８	

	

日本では年間５０００人の自動車事故死亡者	

５×１０３×１０−８＝５×１０−５	

	

１０万人に５人・・・・・これが大きいか？小さいか？	

参考：日本大学の在籍学生数６６７５７人（２０１４年）	

毎年３．３４人が死亡する・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.99	

法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

▶　ある人が，今後１年間に死亡する確率は・・・	

	

１年間／１００年間（寿命）	

	

　＝１×１０−２	

　＝１％	

これが大きいか？小さいか？	

参考：日本で毎年死亡する人は，１００万人くらい	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.100	

法工学の導入	

様々な製品・商品	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

　実はソニーのバッテリーも発火してます	

	

事故のリスクは常にあります！	

	

さて，リスクを許容できますか？	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.101	

法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	事故では，莫大な損害！	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.102	

法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.103	

法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	

工学的な解析	

＋	

法律を参照しながら	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.104	

法工学の導入	

事故・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.105	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.106	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.107	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.108	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.109	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.110	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.111	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.112	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.113	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.114	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.115	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.116	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.117	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.118	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.119	

法工学の導入	

事故・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.120	

法工学の導入	

ＴＮＴ１００トン	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.121	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.122	

法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.123	

法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	

工学的な解析	

＋	

法律を参照しながら	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.124	

法工学の導入	

もう一つ，事例を紹介しましょう	



63 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.125	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.126	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.127	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.128	

法工学の導入	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.129	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.130	

■事件の経緯	

2014年12月2日 午後10時　ゴキブリ混入発覚	

12月3日 午前08時　保健所に連絡	

12月3日 午前09時　まるか食品に連絡	

12月3日 午前10時　保健所＆まるか食品対応開始	

12月3日 午前11時　保健所＆まるか食品対応終了	

12月3日 正午12時　ニュースサイト(弁護士ドットコム)が第一報	

12月3日 夜　　　　 伊勢崎市保健所、工場に立ち入り検査。混入の可能性を確認。	

12月4日 午前08時　伊勢崎市保健所、まるか食品に自主回収を指導（読売/毎日新聞発）	

12月4日 午後01時　Yahoo!トップに自主回収指導が掲載される	

12月4日 午後02時　まるか食品のホームページが一時閲覧不能に（アクセス集中）	

12月4日 午後03時　うｐ主、誠意をもった謝罪をまるか食品より受け、納得	

12月4日 午後06時　自主回収対象２商品発表、NHKなどテレビ各社で報道。回収受付。	

12月11日　　　　　外部専門機関の調査完了・本社工場の製品全てを回収決定。	

12月11日　　　　　製造再開までに数か月かかる見込み。	

12月12日　　　　　リコール保険未加入が判明。危機管理に対して非難の声が上がる。	

法工学の導入	
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法工学の導入	
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さて現在弊社は、一層厳正な品質管理の徹底を

図るために、工場内外の衛生環境の改善や製造

ラインの見直し及び従業員教育の徹底等の諸施

策への取り組みを、着実に進めております。そし

て、これらの取り組みに一定の目途が立った時点

で、改善状況と製造販売の再開時期を公表する

予定でございます。また、再開のステップとしまし

ては、本社工場の稼働を先行させ、その後赤堀

工場を加えたフルライン生産に移行させる段階的

な再開を計画しております。	

法工学の導入	
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事例を紹介しましょう・・・ペヤング	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	

工学的な解析	

＋	

法律を参照しながら	
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法工学の導入	

もう一つ，事例を紹介しましょう	
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法工学の全体像	
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法工学の責任解析	
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法工学の責任解析	
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法工学の責任解析	

エアバッグの機能停止・・・ 
 
もし事故にあったら・・・ 
　→　エアバッグ無し（機能停止） 
　→　怪我もしくは死亡・・・ 
　→　自動車保険を適用する 
 
　　　　　さて・・・ 
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法工学の責任解析	

保険を適用します！	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	

工学的な解析	

＋	

法律を参照しながら	
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法工学の導入	

もう一つ，事例を紹介しましょう	
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法工学の導入	



74 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.147	

法工学の導入	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	
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法工学の導入	

▶︎事故の原因	

▶︎事故の機序	

▶︎事故の責任	

▶︎損害の賠償は？	

▶︎再発防止！	

▶︎安全安心	

工学的な解析	

＋	

法律を参照しながら	
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「法工学」とは？	

あなたの考えを書け．	

	

注意！	

学籍番号と名前を書くように！
読めるようにね．	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.151	


