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安心・安全関連の新たな研究プロジェクトが採択
学内で安心・安全に関連した研究プロジェクトが新
たに 3 件、採択されました。
まず、①平成 19 年度文部科学省グローバル COE に
本学の「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」
（代表：環境情報研究院 松田裕之教授）が採択されま
した。環境情報研究院を中心に、人口増加や経済発展
に伴う環境劣化が著しいアジアにおいて生態リスクの
適切な管理に貢献するための新しいリスク管理の理念
や方法を構築する 5 年間のプロジェクトです。
また、②文部科学省科学技術振興調整費科学技術連
携施策群の効果的・効率的な推進プログラムに「事業
者の化学物質リスク自主管理の情報基盤」
（代表：環境
情報研究院 三宅淳巳教授）が採択されました。環境情
報研究院と当センターを中心に、化学物質の自主管理
のために幅広いリスク関連情報を集積した情報プラッ
トホームの構築と、化学物質のライフサイクルにわた
る新たなリスク評価手法を構築する 3 年間のプロジェ

クトです。
さらに③文科省スポーツ青少年局子どもの安全に関
する情報の効果的な共有システムに関する調査研究に
「通学路データを活用した、高精度な子ども安全見守
り共有システムの効果に関する調査研究」（代表：安
心・安全の科学研究教育センター長 関根和喜教授）が
採択されました。当センターと教育人間科学部、環境
情報研究院とが連携して取り組む１年間のプロジェク
トです。子どもの安全は安全・安心科学技術の重要研
究開発課題としても着目されており、その成果や今後
の展開が期待されます。
なお、②③のプロジェクトは、当センターの教育研
究高度化経費を活用した成果の一部でもあります。当
センターでは、今後も本学のポテンシャルを活かした
幅広い安心・安全関連の研究・教育プロジェクトを企
画・推進していきます。このような取り組みにご関心
のある方は、ぜひご連絡ください。

文部科学省安全・安心科学技術企画室長らが安心・安全センターを訪問
文部科学省安全・安心科学技術企画室の井上諭一室
長らが 7 月 10 日に当センターをご訪問されました。
お互いのこれまでの取り組みについて情報交換を行う
とともに、今後の取り組みや連携について活発なディ
スカッションが行われました。特に、当センターにお

ける安全を安心へとつなげるための文理融合型の研
究・教育プロジェクトの推進に、大きな期待の言葉を
いただきました。今後も情報交換をしながら、本学の
安全・安心関連のアクテビティを活かした事業を企
画・推進したいと思っています。

センターの活動紹介
公開セミナー等実施報告
１．文部科学省科学技術振興調整費による新興分野人
材養成プログラム「高度リスクマネジメント技術者育
成ユニット」
の一環で次の公開セミナーを行いました。
「交通システムにおける安全マネジメント」 (6 月 28 日，
工学部講義棟 A201)
①日産自動車(株)総合研究所モビリティ研究所の井上
秀明氏から
「自動車安全技術の向上 日産自動車の取り
組みについて」
、②全日空(株)グループ安全推進部長の
田中龍郎氏から「航空会社の安全管理」について、ご

講演いただき、交通システムの安全確保のための研究
開発や安全管理手法などについて活発な議論が行われ
ました。学内外から 100 名の方が参加しました。
「ヒューマンファクタ -信頼性の見方から資産としての見
方まで- (The human factor From Liability to Asset)」(9
月 28 日，工学部講義棟 A107)
フ ラ ン ス パ リ 国 立 高 等 鉱 業 学 校 教 授 の Erik
Hollnagel 氏から「ヒューマンファクタ －信頼性の見
方から資産としての見方まで－ (The humanfactor
From Liability to Asset)について英語でご講演いた
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だき、つづいて当センターの丹羽雄二特任教員(准教
授)が日本語でフォローアップを行いました。ヒュー
マンファクタを人類の資産とするための考え方につ
いて説明、議論が行われました｡学内外から 82 名の方
が参加しました。
２．石油タンク安全管理学分野が中心となり次のよう
な講演会を行いました。
（会場はいずれも自然科学系総
合研究棟Ⅰリフレッシュ室）
「シングルデッキ型浮屋根を有する円筒液体貯槽の地震
時スロッシング応答」 （5 月 15 日）
名城大学松井教授からご講演いただき、学内外から
約 30 名が参加しました。
「地震時における浮屋根ポンツーンの断面力・モーメント
の算定法と耐震性評価方法について」 （7 月 6 日）
日陽エンジニアリング(株)の山内芳彦氏からご講演
いただき、学内外から 20 名が参加しました。

重要研究開発課題について」をとりまとめ、公表し
ました。これは、国民が｢安心｣できる社会の構築に
必要な科学技術や研究開発課題をとりまとめたもの
で、社会現象の研究や、大規模自然災害、子どもや
高齢者の安全確保等が大きく取り上げられています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/07/07072503/001.htm

安心・安全の科学研究教育センター教職員
（平成 19 年 10 月現在）

センター（社会人教育，研究開発ほか）担当
センター長（教授）
准教授
技術専門職員
事務補佐員
【併任教員】
国際社会科学研究科 教授
教育人間科学部 教授
教育人間科学部 准教授
工学研究院 准教授
工学研究院 特別研究教員
環境情報研究院 教授
環境情報研究院 教授
環境情報研究院 教授

安全 健康 快適フェアに参加（ブース出展）
「安全・健康・快適フェア －安全衛生総合展 2007
－」
（5 月 16～18 日、東京ビッグサイト、(財)全国安
全会議、中央労働災害防止協会主催）に、主催者の要
請でブースを出展しました。当センターや本学の安
心・安全関連の研究教育活動や「安心・安全関連の教
員と研究の概要」等の各種資料の配布や展示を行い、
来場者から社会教育などに期待の声が寄せられました。
フェアへの来場者は 20,210 名でした。

教育学研究科、国際社会科学研究科、
工学府、環境情報学府の大学院生の皆さんへ！
企業の不祥事が社会問題化している中、これからの企業
経営に必須のリスクアセスメントやリスクコミュニケーシ
ョンなどを実践的に学べます。
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藤森 立男
鈴木 敏子
安藤 孝敏
勝地 弘
鈴木 市郎
大谷 英雄
佐土原 聡
松田 裕之

高度リスクマネジメント技術者育成ユニット担当
特任教員（教授）
特任教員（教授）
特任教員（教授）
特任教員（准教授）
特任教員（准教授）
特任教員（講師）
非常勤講師
技術補佐員

田村 昌三
小林 英男
花安 繁郎
丹羽 雄二
村上 史朗
古屋 貴司
河野 龍太郎
林 夕香子

石油タンク安全管理学分野担当

小林英男教授が内閣総理大臣表彰
当センターの小林英男特任教員(教授)が 7 月 2 日に
首相官邸にて平成 19 年度安全功労者として内閣総理
大臣より表彰されました。我が国の高圧ガス保安、原
子力安全への貢献や人材の育成・指導などが高く評価
されたことによるものです。

関根
小林
鈴木
月山

特任教員（教授）
特任教員（教授）
客員教授
特任教員（准教授）

亀井
吉田
河野
橘川

浅道
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編集後記
｢学校安全｣が盛り上がってきました。大学は？（Ｔ）
10 月 1～7 日は全国労働衛生週間です。
（Ｙ）
センターに来て一年。今まで何気なく見聞きしてい
た「安心・安全」に敏感になりました。
（Ｔ）
『ご意見やお知らせ等の記事をお寄せ下さい』

文部科学省科学技術振興調整費新興分野人材養成プログラム
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説明会

：10 月 5 日 12：10～12：55
教育人間科学部講義棟 6 号館 101 室
登録期間 ：10 月 1 日～10 月 12 日
問い合わせ：TEL 045-339-3772
自然科学系総合研究棟Ⅰ 501 室
http://www.anshin.ynu.ac.jp/unit/home/
※先生方へ：ゼミや研究室の学生さんへの
周知をよろしくお願い致します。

安心・安全関連の学外の動き
文部科学省は 7 月 25 日に「安全・安心科学技術の
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安心・安全の科学研究教育センター
〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
TEL : 045-339-3775, 3776（社会人教育,研究開発ほか）
045-339-3772（高度ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術者育成ﾕﾆｯﾄ）
045-339-3797（石油タンク安全管理学分野）
FAX : 045-339-4294
URL : http://www.anshin.ynu.ac.jp
E-MAIL : anshin@ynu.ac.jp
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