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平成23年度（2011年）
1 原著論文 島田行恭， 北島禎二， 凌元錦（2011）化学プラントのフォールトツリー自動解析とリスク低減対策

立案，第7回構造物の安全性・信頼性に関する国内シンポジウム (JCOSSAR 2011)，（掲載決定）

2 高木元也(2011)中小企業の安全活動支援に関する産業横断的調査分析， 安全工学（投稿中）

3 研究所出版物 島田行恭（2011）生産業務と安全管理業務との協調による労働安全衛生マネジメントの推進， 労
働安全衛生総合研究所安全資料， JNIOSH-TD-No.1， 106p

4 国内外の研究集会発表 島田行恭（2011）運転業務プロセスモデルの構築と活用， 安全講演会， 化学工学会中国四国支
部広島地区安全講演会

5 島田行恭， 北島禎二， 渕野哲郎， 尾藤清貴（2011）化学プロセス産業の製造現場における
SQDC工程管理表による安全

6 島田行恭（2011） [展望講演] プロセス産業における安全管理の体系化の試み， 化学工学会第
43回秋季大会， P121

7 総説ほか (査読有無を問わ  
ず）

島田行恭（2011）化学工学年鑑2011 （14.2　安全技術），化学工学，Vol.75， No.10，（掲載決定）

8 高木元也(2011)低層住宅建築工事におけるヒューマンエラー防止対策， 安全工学， Vol.50，
No.4 （掲載決定）

9 著書 ・ 単行本 高木元也（2011)ヒューマンエラー災害と対策 第１巻ヒューマンエラーの原因を知ろう！ （ＤＶＤ），
労働調査会

10 高木元也（2011)ヒューマンエラー災害と対策 第２巻ヒューマンエラーを防ごう！ （ＤＶＤ）， 労働調
査会

11 その他の専門家向け出版物 島田行恭（2011）化学プラントの運転業務プロセスモデル-モデル構築の概要と活用方法-， 配
管技術， 工業調査会， Vol.53， No.8， p.48-54

12 その他 （表彰／報道等） 高木元也(2011)住宅建築工事で高年齢労働者の安全ガイド， 朝日新聞ネット配信， 2011年6月
15日付

13 高木元也(2011)高年齢労働者安全ガイド 身体能力低下を労使双方で認識， Builder Net， 2011
年6月30日付

平成22年度（2010年）
1 原著論文 梅崎重夫， 清水尚憲， 濱島京子 (2010)人間機械作業システムにおける危害の発生確率の定量

的評価手法の提案－英国ＨＳＬが示したリスク管理目標の達成手法に関する考察－， 労働安全
衛生研究誌， Vol.3, No.1， p.27-36

2 宮川高志， 梅崎重夫， 三平律雄(2010)安全に関する対投資効果の評価指標の提案， 日本機
械学会論文集， Vol.76, No.770, C編

3 加部隆史， 門脇敏， 和田有司， 野田和俊， 天野久徳， 梅崎重夫(2010)爆発予防と防護の基
本概念と方法論－機械安全の視点からの予防概念とその課題－， 安全工学， Vol.49, No.3，
p.145-154

4 研究所出版物 高木元也(2010)低層住宅建築工事　高年齢労働者のための安全ガイド， 社団法人住宅生産団
体連合会との共同出版

5 国内外の研究集会発表 Takashi Miyakawa, Shigeo Umezaki and Ritsuo Mihira(2010)Study for Return on Investment 
by Safety Protection Measures, TENCON 2010, IEEE, USA

6 宮川高志， 梅崎重夫， 三平律雄(2010)安全に関わる対投資効果の算出手法の考察， 安全工学
シンポジウム2010， p.250-253

7 Shimada, Kumasaki, Kitajima, Takeda, Fuchino and Naka (2010), Reference Model for Safety 
Conscious Production Management in Chemical Processes, 13th International Symposium on 
Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Vol.1, p.629-632

8 島田行恭， 北島禎二， 武田和宏， 渕野哲郎， 仲勇治（2010）プロセス安全管理のための業務
モデルの基本形， 安全工学シンポジウム2010， 6-4， p.394-397

9 島田行恭（2010）業務プロセスモデル構築に基づく 論理的な安全管理の仕組み作り －業務の
見える化を目指して－， ㈱千代田アドバンスドソリューション， ChASフォーラム

10 凌元錦， 島田行恭， 北島禎二（2011） HAZOP解析情報を利用したフォールト ・ ツリーの自動生
成， 化学工学会第76年会， P.207

11 高木元也(2010)建設業におけるリスクアセスメント導入期の課題と定着期に向けた改善策につい
て， 2010安全工学シンポジウム， p.314-315

研究業績リスト
課題名：災害多発分野におけるリスクマネジメント技術の高度化と実用化に関する研究
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12 高木元也(2010)中小建設業者のリスク適正評価支援のための土木工事各種作業別等労働災害
データ分析， 土木学会全国大会第65回年次学術講演会プログラム， CD-ROM

13 高木元也(2010)低層住宅建築工事におけるヒューマンエラー防止対策， 第43回安全工学研究発
表会， p.163-164

14 総説ほか (査読有無を問わ  
ず）

島田行恭（2010）化学工学年鑑2010 （14.2　安全技術）， 化学工学， Vol.74， No.10， p.607-608

15 著書 ・ 単行本 高木元也(2010)建設業実務の手引き追録第268号， 269号， 大成出版社

16 その他の専門家向け出版物 梅崎重夫， 濱島京子(2010)ICTを活用した安全衛生管理システム構築の手引き， 労働安全衛生
総合研究所安全資料SD-No.24 (2009)， 89p

17 梅崎重夫(2010)機械安全の国際標準化と労働安全分野での対応， 労働安全の国際標準化とリ
スク低減特集号， 電気評論 Vol.95, No.5, p.9-13

18 梅崎重夫， 濱島京子(2010)ICTを活用した安全衛生管理システム構築の手引き， 実務＆展望，
Vol.43, No.4, p.35-42

19 清水尚憲(2010)残留リスクについての使用上の情報提供， ボイラ研究， Vol.(360, p.24-28

20 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(04) 前提条件となる「制限の決定」と
「危険源 ・ 危険状態のリストアップ」 (1) ， 安全と健康， Vol. 61， No.4, p.351-353

21 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(05) 前提条件となる「制限の決定」と
「危険源 ・ 危険状態のリストアップ」 (1) ， 安全と健康， Vol. 61， No.5, p.461-463

22 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(06) 食品機械を対象とした危険源 ・
危険状態のリストアップ， 安全と健康， Vol. 61， No.6, p.566-568

23 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(07) リスクの見積り ・ 評価手法(1) ，
安全と健康， Vol. 61， No.7, p.670-672

24 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(08) リスクの見積り ・ 評価手法(2)，
安全と健康， Vol. 61， No.8, p.774-776

25 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(09) 設計 ・ 製造者が行う保護方策の
適用手順と留意点， 安全と健康， Vol. 61， No.9, p.878-880

26 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(10) 保護方策策定時の留意点と代
表的な保護方策 ， 安全と健康， Vol. 61， No.10, p.982-984

27 清水尚憲(2010)こうして進める機械設備のリスクアセスメント(11) 安全防護等の選択方法と制御
システム安全関連部の安全性能検証， 安全と健康， Vol. 61， No.11, p.1086-1088

28 島田行恭 （2010）化学プラントの安全管理～現状の課題と具体的対策～， 労働安全衛生広報，
Vol.42， No.985， p.6-21

29 島田行恭 （2010）リスク低減対策Ⅰ，化学物質リスクアセスメント専門研修 (爆発・火災防止コース）
テキスト， 中央労働災害防止協会， 18p

30 島田行恭（2010）化学プラントでのリスクアセスメント手法，化学物質リスクアセスメント専門研修(爆
発 ・ 火災防止コース）テキスト， 中央労働災害防止協会， 30p

31 高木元也(2010)立木の伐採 ・ 伐倒作業等による死亡災害５１事例の分析， 林材安全， No.734，
p.2-7

32 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第６回リスク適正評価支援の必要性
と土木工事編特に重篤度が高い作業その６， 労働安全衛生広報， Vol.42， No.984， p.38-46

33 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第７回リスク適正評価支援の必要性
と土木工事編特に重篤度が高い作業その１， 労働安全衛生広報， Vol.42， No.986， p.36-43

34 高木元也(2010)中小建設業者を対象としたリスクマネジメント推進アクションプログラム， 安全衛
生コンサルタント， Vol.30， No.94， p.43-49

35 高木元也(2010)移動式クレーンの転倒事故の背景と防止対策，クレーン，Vol.48，No.7，p.20-27

36 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第８回リスク適正評価支援の必要性
と土木工事編特に重篤度が高い作業その２， 労働安全衛生広報， Vol.42， No.988， p.40-47

37 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第９回リスク適正評価支援の必要性
と土木工事編特に重篤度が高い作業その３， 労働安全衛生広報， Vol.42， No.990， p.42-50

38 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第１０回リスク適正評価支援の必要
性と土木工事編特に重篤度が高い作業その４，労働安全衛生広報，Vol.42， No.992， p.38-45

39 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第１１回リスク適正評価支援の必要
性と土木工事編特に重篤度が高い作業その５，労働安全衛生広報，Vol.42， No.994， p.50-57
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40 高木元也(2010)中小 ・ 中堅建設業者のリスクアセスメント支援　土木 ・ 建築工事における各種作
業別の労働災害データ分析， 全建ジャーナル， Vol.49， No.584， p.15-25

41 高木元也(2010)”ローコスト時代”を乗り切るためのヒューマンエラー対策「設備の本質安全化
や安全教育の徹底でエラーを抑制し安全文化の醸成を！」， 労働安全衛生広報， Vol.42，
No.991， p.20-31

42 高木元也(2010)不安全行動の事故直結を防ぐ抜本策，日経コンストラクション，No.502，p.46-49

43 高木元也(2010)なぜ起きる？移動式クレーンの転倒事故～その背景と防止対策について～， 労
働安全衛生広報， Vol.42， No.995， p.6-17

44 高木元也(2010)中小建設業者のためのリスク適正評価ガイド第１２回リスク適正評価支援ツール
建築工事編特に重篤度が高い作業その６， 労働安全衛生広報， Vol.42， No.996， p.44-51

45 高木元也(2010)建設現場における労働災害損失コストの計測， 建築コスト研究， Vol.18， No.4，
p.33-36

46 高木元也(2011)作業別にみた建設現場の頻発労働災害とヒューマンエラー対策， そら， Vol.5，
No.23， p.7-15

47 高木元也(2011)林業におけるヒューマンエラー防止対策～安全のルールを守る雰囲気づくりが事
故防止には大切～， 林材安全， No.743， p.6-11

48 高木元也(2011)中小建設業者のリスク適正評価支援のための各種作業等別労働災害データ分
析， 建災防ちば， No.108， p.12-13

49 高木元也(2011)現場の安全対策 安全ルールを守る雰囲気作りと「死角」をなくすことから， 電気
と工事， Vol.51， No.2， p.26-30

50 特許の出願取得 凌元錦， 島田行恭， 北島禎二， 仲勇治， 朱正華（2010）プロセスリスクアセスメント支援装置，
特願2010-244439

51 その他 （表彰／報道等） 高木元也(2010)元請け所長ら書類送検 クレーン横転業過致死傷容疑， 毎日新聞　平成22年10
月19日付

52 高木元也(2010)ヒューマンエラー防止対策ガイドブックを発表， ＮＥＴＩＢ　ＮＥＷＳ， 平成22年7
月21日付

53 高木元也(2010)労働災害防止へガイドブック， 原因分析や対策提示， ＢＵＩＬＤＥＲ　ＮＥＴ， 平成
22年7月21日付

54 高木元也(2010)工務店の現場を考える～安全な現場のために「ヒューマンエラー防止対策ガイド
ブック」 ～， 新建ハウジング， 平成22年8月10日付

55 高木元也(2010)転換期の建設業界　第２部ゼロ災への道のり②リスクアセス， 電気新聞， 平成
22年11月4日付

56 高木元也(2010)転換期の建設業界　第２部ゼロ災への道のり③コミュニケーション， 電気新聞，
平成22年11月5日付

平成21年度（2009年）
1 原著論文 濱島京子， 梅崎重夫(2009)情報伝達と変更管理に着目した産業機械の労働災害分析手法の提

案， 労働安全衛生研究， Vol.2, No.1， p.33-44 

2 梅崎重夫， 濱島京子， 清水尚憲(2009)機械安全で使用する安全情報と労働安全衛生マネジ
メントシステムで使用するリスク関連情報の基本特性の比較， 土木学会安全問題研究論文集，
Vol.4, p.17-22 

3 島田行恭， 北島禎二， 武田和宏， 渕野哲郎， 仲勇治（2009）労働災害防止を目的とした化学プ
ラント安全運転管理業務モデリング－運転管理業務のための参照モデル－， 労働安全衛生研究，
Vol.2， No.2， p.91-98

4 高木元也(2010)中小建設業者のリスク適正評価支援のための各種作業等別労働災害データ分
析， 労働安全衛生研究， Vol.3, No.1， p.17-26

5 研究所出版物 高木元也(2009)， ヒューマンエラー防止対策ガイドブック　低層住宅建築工事， 社団法人住宅
生産団体連合会との共同出版

6 国内外の研究集会発表 梅崎重夫， 濱島京子， 清水尚憲(2009)労働安全でのリスクベースドアプローチ， 日本機械学会
2009年度年次大会， p.348-349

7 梅崎重夫， 清水尚憲， 濱島京子(2009)人間機械作業システムを対象としたリスクの定量的評価
手法の提案， Vol.109, No.43, p.13-16

8 宮川高志， 梅崎重夫， 三平律雄(2009)安全に関する対投資効果の評価指標の提案， 日本機
械学会第18回交通 ・ 物流部門大会， p.207-210. 

9 梅崎重夫， 濱島京子， 清水尚憲(2009)人間機械作業システムにおける機械安全と安全管理の
評価手法の提案， 安全工学シンポジウム2009， p.274-277
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10 梅崎重夫， 清水尚憲， 濱島京子(2009)機械安全分野におけるリスクアセスメント技術の動向と
安全設計支援システムの開発， 安衛研重点研究シンポジウム

11 梅崎重夫(2009)機械安全と労働災害防止に関するリスクマネジメント， 2009産業安全対策シン
ポジウム， 日本プラントメンテナンス協会他， S5-1-1-17

12 梅崎重夫(2009)機械安全 ・ 設備安全 ・ 労働安全の統合運用にあたっての諸問題について， 機
械安全分野における安全専門家育成と有効活用並びに機械設備の安全確保に関するシンポジ
ウム， 日本機械工業連合会

13 島田行恭， 北島禎二， 渕野哲郎， 仲勇治（2009）化学プラントのライフサイクルにわたるHSE業
務の分析と整理， 安全工学シンポジウム2009， 9-3， p.390-393

14 島田行恭， 北島禎二， 武田和宏， 渕野哲郎， 仲勇治（2009）化学プラント安全のための運転
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