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法工学	

２０１７年１１月１７日	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.7	

１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.8	

法工学の全体構成・概要	



5 

１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.9	

法工学の全体構成・概要	

１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.10	

法工学の全体構成・概要	



6 

医学部 
・医学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.11	

法工学の導入	

法医学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.12	

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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歯学部 
・歯学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.15	

法工学の導入	

法歯学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.16	

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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工学部 
・工学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.17	

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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.19	

法工学	
　	
　　設備（人以外）	
　　事故	
　　機序	

法工学の導入	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.20	

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・・・	



11 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.21	

法工学調査解析	

どのように役に立つのか？ 
	

▶安全・安心	
社会・製品・サービス・環境・・・・・	
	

▶適切な判決（えん罪）	
工学的解析に基づく判決・・・・・	
	

▶社会的負担の軽減	
損害保険による適切なリスク移転	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.22	

法工学の全体構成・概要	
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社会のトラブル・・・	

明星食品	
製造ライン	

ユーザー	

販売者	

材料	？	
誰が悪いの？	

？	
責任は？	

容器など	

人工	
設備	
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社会のトラブル・・・	
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製造ライン	

ユーザー	

販売者	

材料	？	
誰が悪いの？	

？	
責任は？	

容器など	

人工	
設備	
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明星食品	
製造ライン	

ユーザー	

販売者	

材料	？	
誰が悪いの？	

？	
責任は？	

容器など	

人工	
設備	

安全か？	
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事故・事件	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.28	

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	



15 
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法工学	

①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	

対象：法律システム	

時期：事前（リスク）	

実施：法律システムをアップデートて工学的

整合性を整える	

目的：効率的・公平な法の適用を支援する	

法律とは？	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.30	

法工学とリスク	

倫理	

法	

モラル	
社会規範	
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法工学の導入	

法律は実学ですから，刻々と変化します	

	

▶︎技術的な進歩・・・	

　デジタル化，半導体，ネットワーク・・・	

▶︎社会的な変化・・・	

　グローバル化，ダイバーシティ，人種差別，
性差別，そのほか	

▶︎人間の意識変化・・・	

　国家観，世代，労働，社会などなど	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.32	

法工学の導入	

昔の法律	 今の法律	

アップデート	

①法工学(Low & Technology)	

医学・歯学・工学・理学・政治学・経済学・社会学・・・ 
を活用して法を設計すること	

例えば・・・	
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法工学の責任解析	
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法工学の責任解析	

足利事件	

	

ＤＮＡが一致　→　犯人	

	

再鑑定	

ＤＮＡが一致しない　→　冤罪	



18 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.35	

法工学の責任解析	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.36	

法工学調査解析	

どのように役に立つのか？ 
	

▶安全・安心	
社会・製品・サービス・環境・・・・・	
	

▶適切な判決（えん罪）	
工学的解析に基づく判決・・・・・	
	

▶社会的負担の軽減	
損害保険による適切なリスク移転	



19 

１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.37	

法工学の全体構成・概要	
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社会のトラブル・・・	
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社会のトラブル・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.40	

社会のトラブル・・・	
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社会のトラブル・・・	

サムスン 
ギャラクシー 

ノート７	

部品メーカー	

組み立て	

ユーザー	

販売者	

通信業者	

資材メーカー	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.42	

社会のトラブル・・・	

サムスン 
ギャラクシー 

ノート７	

部品メーカー	

組み立て	

ユーザー	

販売者	

通信業者	

資材メーカー	

？	
誰が悪いの？	

？	
責任は？	

損害は，誰か
が負担する． 

「誰」	
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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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.44	

法工学の全体構成・概要	
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１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.45	

法工学の全体構成・概要	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.46	

法工学の導入	

21:51	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.47	

法工学の立場	

▶事故・破損・故障などの拡大を抑制し，社会
システムの機能を守る，社会システムの立場 

警察 
消防 

自衛隊	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.48	

法工学の立場	

▶事故・破損・故障などについてその機序と原
因と責任に関する解析を行い，判断もしくは
助言する立場　→　第三者 

どちらでもない	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.49	

◯法工学の立場 
 
社会システムとしての消防や警察や自治体
に対する支援も考えられる．さらに，社会的
に損害を負担し，損害を復旧するシステムで
ある損害保険等を支援することもあろう．  

社会の安全・安心	

技術とは	

　技術（ぎじゅつ）・技（技）は，社会の各分野に

おいて目的を達成するために用いられる手段・

手法のこと．（wikipedia）	

技術ってなに？	

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

体系化された知識や経験の総称．自然科学，人

文科学，社会科学の総称．自然についての体系

的知識．科学的方法に基づく学術的な知識・学

問．（wikipedia）	

科学ってなに？	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.51	

工学とは	

　工学（こうがく、engineering）は、科学、特に自

然科学の知見を利用して、人間の利益となるよ

うな技術を開発し、製品･製法などを発明するこ

とを主な研究目的とする学問の総称である．

（wikipedia）	

工学ってなに？	

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

　技術士の名称を用いて，科学技術（人文科学のみ

に係るものを除く。以下同じ。）に関する高等の専

門的応用能力を必要とする事項についての計画，研

究，設計，分析，試験，評価又はこれらに関する指

導の業務（他の法律においてその業務を行うことが

制限されている業務を除く。）を行う者をいう．	

技術士法第２条	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.53	

APEC Engineer	

Int.PE	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.54	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.55	

２１世紀技術士ビジョン	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.56	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.57	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.58	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.59	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.60	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.61	

１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　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	
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	

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

法工学の全体構成・概要	
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今日のお話	
▶ＦｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇの事例紹介	
▶︎標準的な手順	
▶︎どのように役に立つのか？ 
▶実際に活用するには？	

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

本日の目次	

事故・事件	

法工学	

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

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.65	

社会のトラブル・・・	

サムスン 
ギャラクシー 

ノート７	

部品メーカー	

組み立て	

ユーザー	

販売者	

通信業者	

資材メーカー	

①	

② 

③	

メディア 

④	

⑤	

⑥	

⑦	

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

社会のトラブル・・・	

サムスン 
ギャラクシー 

ノート７	

部品メーカー	

組み立て	

ユーザー	

販売者	

通信業者	

資材メーカー	

①	

② 

③	

メディア 

④	

⑤	

⑥	

⑦	

？	
誰が悪いの？	

？	
責任は？	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.67	

法工学調査解析	

　事故・故障・破損などがどのようにして発生し
たのか，そしてその原因は何か，また，誰に責
任があるのか，を明確にすることである． 
 
　また，調査・解析を通じて得た成果にもとづい
て，特に再発を防止する観点や，安全の確保に
関する観点などから様々な勧告・提案を提示す
ること ．	

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

法工学解析の目的 

どのようにすれば損害賠償できる
か？できないか？	
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　事故・故障・破損などがどのようにして発生し
たのか，そしてその原因は何か，また，誰に責
任があるのか，を明確にすることである． 
 
　また，調査・解析を通じて得た成果にもとづい
て，特に再発を防止する観点や，安全の確保に
関する観点などから様々な勧告・提案を提示す
ること ．	

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

法工学解析の目的 

どのようにすれば損害賠償できる
か？できないか？	

責任は？	
どこにあるか？	
誰か？	

▶︎瑕疵とは：行動しなかったことに対する責任？	
〜するべき，に対する不適切な対応	

▶︎正当性：手続きと結果	
何が正当か？	

▶︎予測：	
事故を予測できたか？	

▶︎回避可能性：技術的に回避できたのか？	
不可能なことは，誰にもできないのだ．対策があ
るか？	

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

法工学調査フレームワーク	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.71	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	

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

事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	

原告に過失
の立証責任	

無過失責任	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.73	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	

原告に過失
の立証責任	

無過失責任	

原告とは，
犠牲者両親	

法工学（Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｇ）とは	

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

法工学	
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事故・事件	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.75	

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	

今週の「法工学」	

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

事故・故障・破損に対する対応と法工学	

事件・事故・故障 
原因・責任・根拠法 
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.77	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	

事件・事故・故障	

トラブルを解決するに
は・・・裁判 

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

事故・故障・破損に対する対応と法工学	

原因・責任・
根拠法	

裁判による
解決	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.79	

法工学の全体像	○法工学とは	
　▶法医学に対して，法工学（概念）	
　▶裁判・司法の求めに応じる（狭義の法工学）	
　▶全てのトラブル（広義の法工学）	
○法工学調査	
　▶事故・故障などに対する機序・原因・責任　	
　　　解析フレームワーク（標準手法）	
　▶法工学調査の大原則（原則）	
　▶事業者・消防警察・法工学（実施者）	
○法工学の活用	
　▶リスク管理と危機管理（社会の安全） 
　▶法工学の成果（どのように活用するか）	
　▶社会の安全・安心を確保する（再発防止）	

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

社会のトラブル・・・	

法工学（ＦｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）とは	

社会のあらゆる問題やトラブルに関して，

工学的な知識を活用して解釈を与えること，
およびその体系であり，工学的な解釈を与え
ることにより個人の基本的人権の擁護，法人

等の権利・利益等の擁護，労働環境の安
全保護，社会の安全，福祉の維持，環

境の保持などに寄与する活動，そして活動に
関する研究を行う工学である 	
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事故・事件	

法工学	

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

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	

通常の企業活動 
リスク	

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

事故・故障	

復旧	
拡大防止	
原因解明	

日常・・・いつも・・	

事故・故障は必ず発
生する	

事業者：メーカーなど	

公共：消防・警察など	

法工学技術者など	

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.83	

法工学の活用	 安全・安心 
社会・製品・サービス・環境・・・・・ 

事故・故障・破損等発生	

事故・故障・破損等復旧対応	

原因解明	

責任解明	

設備・製品・運用・使用	

再発防止	

安全な	

法工学的な解析
が求められる	

でも・・・ 
失敗もある	

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

法工学調査解析	

どのように役に立つのか？ 
	

▶安全・安心	
社会・製品・サービス・環境・・・・・	
	

▶適切な判決（えん罪）	
工学的解析に基づく判決・・・・・	
	

▶社会的負担の軽減	
損害保険による適切なリスク移転	
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事故発生・・・ 
さてどうする 
 
実際に事故に
なったら 
	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.85	

法工学	

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

法工学的解析によって	

▶原因解明・責任解明	

▶再発防止	

▶安全・安心を確保する	

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.87	

法工学の導入	

法工学とは	

▶社会のあらゆる問題やトラブルに関して，工

学的な知識を活用して解釈を与えること，お

よびその体系である．	

▶目的は 	裁判を支援することを通して	

個人の基本的人権の擁護	

法人等の権利・利益等の擁護	

労働環境の安全保護	

社会の安全，福祉の維持	

環境の保持などに寄与する活動	

など	

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

法医学	

人間相手	

背景研究 
・調査	

実験室
的検査	

機序
解析	

原因
解析	

責任
解析	

再発
防止	

司法 
裁判	

法工学	

機械相手	

事故解析責任解析	

法工学とリスク	



45 

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

法医学	

人間相手	

（１） 
背景
研究	

（２） 
実験室
的検査	

機序解析	

（４） 
原因
解析	

（６） 
責任
解析	

（７） 
報告	

司法 
裁判	

法工学	

機械相手	

法工学とリスク	

（３）
モード・
メカニ
ズム	

（５） 
事故
の再
構成	

（８） 
再発
防止	

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

法医学	

人間相手	

（１） 
背景
研究	

（２） 
実験室
的検査	

機序解析	

（４） 
原因
解析	

（６） 
責任
解析	

（７） 
報告	

司法 
裁判	

法工学	

機械相手	

法工学とリスク	

（３）
モード・
メカニ
ズム	

（５） 
事故
の再
構成	

（８） 
再発
防止	

法工学フレームワーク	
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（１）事故・故障に関する背景研究	
　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録した書類等 
　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連する書類等	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の経

過の推定 
（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
（７）報告書作成 
（８）報告書における勧告・意見 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.91	

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

法工学調査フレームワーク	

法工学調査フレームワークを活用する！ 
▶調査の基本的な手順（フレームワーク）です． 
▶期待される成果・・・ 
◯事故・故障などの工学的理解・解析 
◯機序と原因・責任の明確化 
◯予測と予防（対策の立案支援）	

◯損害抑制・損害補填 
◯安全・安心の確保	
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（１）事故・故障に関する背景研究	
　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録した書類等 
　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連する書類等	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の経

過の推定 
（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
（７）報告書作成 
（８）報告書における勧告・意見 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.93	

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

法工学調査解析	

どのように役に立つのか？ 
	

▶安全・安心	
社会・製品・サービス・環境・・・・・	
	

▶適切な判決（えん罪）	
工学的解析に基づく判決・・・・・	
	

▶社会的負担の軽減	
損害保険による適切なリスク移転	



48 

フレームワークを活用する成果 
▶　効率的な法工学調査：　“抜け”・“重複”を回

避して，効率的に実施することができる	

▶　基本を踏まえた法工学調査：　法工学調査・
解析の基本的な要望を確実に満たして，調
査・解析レベルのバラツキを小さくする．	

 ▶　調査・解析結果の相互比較検討可能：バラ
ツキの小さい調査・解析の結果，比較検討
が容易となる．	

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

法工学調査フレームワーク	

（１）事故・故障に関する背景研究	
　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録した書類等 
　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連する書類等	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の経

過の推定 
（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
（７）報告書作成 
（８）報告書における勧告・意見 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.96	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.97	

法工学的解析によって	

▶原因解明・責任解明	

▶再発防止	

▶安全・安心を確保する	

法工学の導入	

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

法工学の導入	

法工学解析の大原則	

	

▶事象について工学の“基本的概念”で
理解し，解析する．	

▶法律的判断を参照しながら判断を行う．	

▶倫理的概念をもつ法工学技術者によ
り実施される．	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.99	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	

原因・責任・
根拠法	

原因・責任・根拠法 
但し，裁判以外 
広義の法工学	

狭義の法工学	

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

法工学調査解析	

社会のあらゆる問題やトラブルに関して，

工学的な知識を活用して解釈を与えること，

およびその体系であり，工学的な解釈を与え

ることにより個人の基本的人権の擁護，法人

等の権利・利益等の擁護，労働環境の安
全保護，社会の安全，福祉の維持，環

境の保持などに寄与する活動，そして活動に

関する研究を行う工学である 	
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メーカー	

⬇	

製造業・製品・商品	

⬇	

事故・故障・破損	

⬇	

損害	

⬇	

ユーザー・消費者	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.101	

損害賠償請求	

欠陥の立証	

泣き寝入り	

大企業のメーカーと
訴訟など出来ない	

メーカー	

⬇	

製造業・製品・商品	

⬇	

事故・故障・破損	

⬇	

損害	

⬇	

ユーザー・消費者	

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

損害賠償請求	

欠陥の立証	

泣き寝入り	

大企業のメーカーと
訴訟など出来ない	

PL法	

ＭＳＤＳ／ＳＤＳ	

PRTR	
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メーカー	

⬇	

製造業・製品・商品	

⬇	

事故・故障・破損	

⬇	

損害	

⬇	

ユーザー・消費者	

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

損害賠償請求	

欠陥の立証	

泣き寝入り	

大企業のメーカーと
訴訟など出来ない	

PL法	

ＭＳＤＳ／ＳＤＳ	

PRTR	

社会の安全・安心	

メーカー	

⬇	

製造業・製品・商品	

⬇	

事故・故障・破損	

⬇	

損害	

⬇	

ユーザー・消費者	

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

損害賠償請求	

欠陥の立証	

泣き寝入り	

大企業のメーカーと
訴訟など出来ない	

PL法	

ＭＳＤＳ／ＳＤＳ	

PRTR	

社会の安全・安心	

法工学 
調査／裁判など
における工学的
知見の導入	
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　事故・故障・破損などがどのようにして発生し
たのか，そしてその原因は何か，また，誰に責
任があるのか，を明確にすることである． 
 
　また，調査・解析を通じて得た成果にもとづい
て，特に再発を防止する観点や，安全の確保に
関する観点などから様々な勧告・提案を提示す
ること ．	

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

法工学解析の目的 

どのようにすれば損害賠償できる
か？できないか？	

　事故・故障・破損などがどのようにして発生し
たのか，そしてその原因は何か，また，誰に責
任があるのか，を明確にすることである． 
 
　また，調査・解析を通じて得た成果にもとづい
て，特に再発を防止する観点や，安全の確保に
関する観点などから様々な勧告・提案を提示す
ること ．	

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

法工学解析の目的 

どのようにすれば損害賠償できる
か？できないか？	

責任は？	
どこにあるか？	
誰か？	



54 

 
 

フレームワークを使ってみましょう！ 

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

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

法工学調査解析	

笹子トンネル天井板落下事故の報告書	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.109	

笹子トンネル崩落事故	

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

笹子トンネル崩落事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.111	

笹子トンネル崩落事故	

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

笹子トンネル崩落事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.113	

笹子トンネル崩落事故	

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

笹子トンネル崩落事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.115	

笹子トンネル崩落事故	

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

笹子トンネル崩落事故	
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（１）事故・故障に関する背景研究	
　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録した書類等 
　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連する書類等	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の経

過の推定 
（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
（７）報告書作成 
（８）報告書における勧告・意見 

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

（１）事故・故障に関する背景研究	

　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録し
た書類 
 
現場訪問，保存と記録，目撃者からの情報と記録，
目視による観察記録，ユーザーの記録装置からの
データ，など	

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

現場，目撃者，カメラ 
ネット，書籍，国土交通省，消防，警察など	

法工学調査フレームワーク	
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（１）事故・故障に関する背景研究	

　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連
する書類等（実証的情報） 
 
製造物・製品やサービスなどの仕様書，取扱説明
書，整備・保全の記録，基準と標準，瑕疵一覧表，
類似製品などの事故歴，データベース，など	

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

ネット，書籍，国土交通
省，消防，警察など	

法工学調査フレームワーク	

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

笹子トンネル崩落事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.121	

笹子トンネル崩落事故	

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

笹子トンネル崩落事故	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.123	

笹子トンネル崩落事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.124	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.125	

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	

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

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.127	

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	

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

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.129	

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	

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

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.131	

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.132	

第１回　笹子トンネル天井板落下事故委員会	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.133	

笹子トンネル天井板崩落事故報告書	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.134	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.135	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.136	

設計要領第三集トンネル 
（昭和４５年，日本道路公団）	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.137	

笹子トンネル崩落事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.138	



70 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.139	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.140	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.141	

笹子トンネル崩落事故	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.142	

法工学調査フレームワーク	

監督員が承認・・・ 
そんなことありえない・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.143	

法工学調査フレームワーク	

担当者が承認・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.144	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.145	

これを読む限り，天井板部分は
点検対象外・・・かな	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査 
 
すぐやるな（はじめに，あらかじめ）課題を熟考し，
行動計画を決定せよ 
実験室的検査の最初のステップ，２番目のステップ，
仮説を立てる， 
劣化した資材の調査・測定→ケミカルアンカー材料
の劣化状態，充填状態，強度・・・ 
コンクリートの状態，強度，アルカリ骨材反応，ク
ラック・・・，錆び 
	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.146	

法工学調査フレームワーク	



74 

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
 
どのように破損して行ったのか？ 
何が影響したのか？ 
原因は？破損過程の解析，原因・・・	

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

法工学調査フレームワーク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.148	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.149	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.150	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.151	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.152	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.153	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.154	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.155	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.156	

シミュレーション・・・	
均等なはずがない・・・
あたりまえ	



79 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.157	

非対称だから・・・	

さらに，対象であっても
均等にかかるものではな
い	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.158	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.159	

法工学調査フレームワーク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.160	

不適切な施工	



81 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.161	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.162	

施工
不良	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.163	

こんなにバラついているということは・・・
管理していないということ	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.164	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.165	

施工不良	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.166	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.167	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.168	

【Ｃ】	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.169	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.170	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.171	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.172	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.173	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.174	



88 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.175	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.176	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.177	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.178	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.179	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.180	



91 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.181	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.182	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.183	

点検不足かな・・・ただし，違法性などを立証する必
要があるでしょう 
例えば，規定に対し大きく反している（重篤な逸脱） 
不適切性など，結果が好ましくないから不適切とは
言えない	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.184	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.185	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.186	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.187	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.188	

回避可能性：回避できなかった・・・ 
予測性：予測できなかった・・・	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.189	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.190	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.191	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.192	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.193	

法工学調査フレームワーク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.194	

不適切な施工	

施工・・・	
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建設・土木業の特殊性 
	

　建設・土木業での大きな業務の流れは，次のよ
うになる．	

計画・調査⇒設計⇒施工⇒維持管理⇒解体	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.195	

法工学調査フレームワーク	

建設・土木業の特殊性 
	

　建設・土木業での大きな業務の流れは，次のよ
うになる．	

計画・調査⇒設計⇒施工⇒維持管理⇒解体	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.196	

法工学調査フレームワーク	

発注者・施工者・利用者・管理者など 
みんな違うのです．そして，時代も変化します	



99 

建設・土木業の特殊性 
	

◯施工時と便益享受時の時間的解離	

◯施工者と管理者の解離	

◯発注者とユーザーの解離	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.197	

法工学調査フレームワーク	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
【破損・故障メカニズム】 
▶過負荷・過度の変形による破損・故障	

▶疲労による破損・故障	

▶腐食および浸食による破損・故障 
▶環境誘因による破損・故障 
▶高温環境下でのクリープによる破損・故障	

▶放射線照射による破損・故障	

▶水素による破損・故障	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.198	

法工学調査フレームワーク	
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（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
【破損・故障モード】 
▶力による変位（応力）すなわち荷重変位（応力）	

▶電磁気的作用	

▶化学的作用	

▶生物学的作用	

▶時間	

▶幾何学的配置または寸法	

▶温度・湿度および環境の作用	

▶材料の諸性質および特性	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.199	

法工学調査フレームワーク	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
【破損・故障モードとメカニズム判定の目的】 
求められるスキル，技術専門家，法工学技術者 
 
機序を明確にして，原因と責任を割り当てること 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.200	

法工学調査フレームワーク	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.201	

非対称だから・・・	

さらに，対象であっても
均等にかかるものではな
い	

設計・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.202	

不適切な施工	

施工・・・	
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（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
 
原因・メカニズム・要因などをシミュレーションする． 
原因解明，責任解明 
 
実験的シミュレーション，理論的シミュレーション，	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.203	

法工学調査フレームワーク	

（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の
経過の推定 
 
事故・故障の因果関係・工学的整合性などを確認
する→真っ白なジグソーパズルをつくるようなもの 
◯どのようにして事故・故障・破損などが発生したのか，
また，その原因は何かを推定するため	

◯製造物・製品，設計，生産者の手順，またはユーザー
の運転について，その改善あるいは是正を行うため	

◯損失，傷害，または損傷が関係しているならば，誰に
責任があったのかを推定するため	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.204	

法工学調査フレームワーク	
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（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の
経過の推定 
 
事故・故障の因果関係・工学的整合性などを確認
する→真っ白なジグソーパズルをつくるようなもの 
◯どのようにして事故・故障・破損などが発生したのか，
また，その原因は何かを推定するため	

◯製造物・製品，設計，生産者の手順，またはユーザー
の運転について，その改善あるいは是正を行うため	

◯損失，傷害，または損傷が関係しているならば，誰に
責任があったのかを推定するため	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.205	

法工学調査フレームワーク	

（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の
経過の推定 
 
事故・故障の因果関係・工学的整合性などを確認
する→真っ白なジグソーパズルをつくるようなもの 
◯どのようにして事故・故障・破損などが発生したのか，
また，その原因は何かを推定するため	

◯製造物・製品，設計，生産者の手順，またはユーザー
の運転について，その改善あるいは是正を行うため	

◯損失，傷害，または損傷が関係しているならば，誰に
責任があったのかを推定するため	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.206	

法工学調査フレームワーク	
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（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の
経過の推定 
 
事故・故障の因果関係・工学的整合性などを確認
する→真っ白なジグソーパズルをつくるようなもの 
◯どのようにして事故・故障・破損などが発生したのか，
また，その原因は何かを推定するため	

◯製造物・製品，設計，生産者の手順，またはユーザー
の運転について，その改善あるいは是正を行うため	

◯損失，傷害，または損傷が関係しているならば，誰に
責任があったのかを推定するため	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.207	

法工学調査フレームワーク	

（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の
経過の推定 
 
事故・故障の因果関係・工学的整合性などを確認
する→真っ白なジグソーパズルをつくるようなもの 
◯どのようにして事故・故障・破損などが発生したのか，
また，その原因は何かを推定するため	

◯製造物・製品，設計，生産者の手順，またはユーザー
の運転について，その改善あるいは是正を行うため	

◯損失，傷害，または損傷が関係しているならば，誰に
責任があったのかを推定するため	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.208	

法工学調査フレームワーク	
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（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
 

原因解析，責任解析 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.209	

法工学調査フレームワーク	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.210	

◯設計技術　−　設計技術者の責任	

◯不適切なソフトウエア　−　設計技術者の責任	

◯材料の選択　−　設計技術者，材料，金属学，または化学の技術者の責任	

◯欠陥材料　–　設計技術者もしくは材料供給者の責任	

◯不適切な成形・加工　−　組立から出荷までの生産工程の責任者の責任  
◯予測以上に大きく，局所化した経時的劣化　−　設計技術者の責任，運用と運
転の指示を行ったユーザー・オーナーの責任，運用と運転仕様書を供給した設計
技術者および発注者の責任	

◯不適切な運用と運転方法　−　ユーザー・オーナーの責任．もしくは，これらの
職務を実施した下請け契約者の関係者，およびその運用と運転仕様書を供給し
た設計技術者の責任	

◯不適当または不十分な保全と検査　−　ユーザー・オーナーの責任，もしくは，
これらの職務を実施した下請け契約者と設計技術者の仕様書に対する責任	

◯予測以上に厳しい環境要因　−　設計技術者の責任，運用と運転の指示を行っ
たユーザー・オーナーの責任，運用と運転仕様書を供給した設計技術者および発
注者の責任	

◯取扱等の情報不足（不適切な理解）による不適切な使用　—　ユーザー・オー
ナーの責任，運用と運転仕様書を供給した設計技術者および発注者の責任	

法工学調査フレームワーク	
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（７）報告書作成 
 
報告書作成　わかりやすく，報告を受ける人の立
場で書かれている，適度な量と詳しさと内容・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.211	

法工学調査フレームワーク	

（８）報告書における勧告・意見 
 
再発防止，安全・安心のために	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.212	

法工学調査フレームワーク	
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（１）事故・故障に関する背景研究	
　（ａ）物的証拠および観察に基づく情報等を記録した書類等 
　（ｂ）製造物・製品やサービスなどに直接的に関連する書類等	

（２）事故・故障した製造物・製品の実験室的検査	

（３）故障・破損モードと故障・破損メカニズムの判定 
（４）原因解明（シミュレーション／実証） 
（５）事故・故障などの再構成による事故・故障の経

過の推定 
（６）事故・故障などの原因・因果関係と責任の判定 
（７）報告書作成 
（８）報告書における勧告・意見 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.213	

　事故・故障・破損などがどのようにして発生し
たのか，そしてその原因は何か，また，誰に責
任があるのか，を明確にすることである． 
 
　また，調査・解析を通じて得た成果にもとづい
て，特に再発を防止する観点や，安全の確保に
関する観点などから様々な勧告・提案を提示す
ること ．	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.214	

法工学解析の目的 

どのようにすれば損害賠償できる
か？できないか？	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.215	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	

安全点検・改修工事を怠った責任	

点検の不備	

ボルトが外れていた→見落とした	

検査の方法・人員体制・耐久性	

構造上の欠陥・トンネルの構造	

誰が・どのように・
適切・不適切	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.216	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.217	

事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	

原告に過失
の立証責任	

無過失責任	
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事故・故障・破損に対する対応と法工学	
事故・故障・破損などの「原因」「責任」	

損害賠償の法的根拠	
　　民法　債務不履行に基づく損害賠償（415条以下）	
	
	
	
	
　　　　　　不法行為に基づく損害賠償（709条以下）	
	
	
	
　　製造物責任法（ＰＬ法）	

原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠
償する責任を負う（709条）	

債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合（同条前
段）、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなった場合（同条後段）に債権者は損害賠償請求をするこ
とができる（415条）	

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠
償責任	

原告に過失
の立証責任	

無過失責任	

原告とは，
犠牲者両親	
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平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.220	

法工学調査解析	

どのように役に立つのか？ 
	

▶安全・安心	
社会・製品・サービス・環境・・・・・	
	

▶適切な判決（えん罪）	
工学的解析に基づく判決・・・・・	
	

▶社会的負担の軽減	
損害保険による適切なリスク移転	
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法工学の導入	
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法工学調査解析	

最近のトラブルについて・・・	
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法工学調査解析	
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法工学調査解析	

神戸製鋼	 お客様 

出荷データ	

改ざん	
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法工学調査解析	

最近のトラブルについて・・・	
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法工学調査解析	
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法工学調査解析	

日産自動車	 お客様 

出荷データ	

（安全確認）	

改ざん	
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法工学調査解析	

日産自動車	

問題は何か？	

法工学的に考え，意見を述べよ	

神戸製鋼	


