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2022年８ 月１ 日 

2023年 

機械安全エンジニア (MSE) 

能力審査試験 受験要項 
 

機械安全エンジニア能力審査試験のご案内を申し上げます。 

2023年は次の「機械安全能力審査試験」を行います。合格者には認定証を交付します。 

■ 機械安全エンジニアＡ（MSE-A） ※ C1～C7及びA1～A5の12講座修了者対象 

機械安全（電気・制御安全を含む）に関する知見、機械設備設計、機械安全に係るリスクアセスメ

ント、その結果に基づくリスク低減と高度な妥当性検証ができる能力を有することを評価認定するも

のです。 

■ 機械安全エンジニアＢ（MSE-B） ※ C1～C7の７講座修了者対象 

機械安全（電気・制御安全を含む）に関する知見、機械設備設計、機械安全に係るリスクアセスメ

ント、その結果に基づくリスクの低減ができる能力を有することを評価認定するものです。 

■ 機械安全エンジニアＣ（MSE-C） ※ C1～C5の５講座修了者対象  

機械安全に関する知見、機械設備設計、機械安全に係るリスクアセスメント、その結果に基づくリ

スクの低減ができる能力を有することを評価認定するものです。 

■ 機械安全エンジニアＤ（MSE-D） ※ D1,D2の２講座修了者対象 

機械安全に関する知見と、生産設備のリスクアセスメントを実施し生産技術の安全化を

行う能力を有することを評価認定するものです。 

 

１．受験資格 

【機械安全エンジニアＡ（MSE-A）】 

受験資格は、次のいずれかの方です。 

① ５年以上の機械安全に関する実務経験があり、当会が開催したMSE-A(30時間)5講座、MSE-

C(C1～C7：42時間)７講座（計12講座）のすべての講習を修了している方です。 

② 上記に該当しないが企業、団体、大学、研究機関などで機械安全に関わる業務に従事し、指

定のMSE-A、MSE-C(C1～C7)の講習を受講したと同等の能力があると認められた方（勤務先、上

長あるいは団体等の確認書と活動実績報告書を安全技術普及会に提出してください。安全技術

普及会で判断させて頂きます）。 

③ MSE-A(30時間)修了者でMSE-Aの受験を希望する方については、①に準じて受験資格を判断し

ますので当会事務局までお問い合わせください。 

 

【機械安全エンジニアＢ（MSE-B）】 

受験資格は、３年以上の機械安全に関する実務経験があり、当会が開催したMSE-C(C1～C7：42

時間)７講座のすべての講習を修了している方、または当会が講習修了者と同等と認める次の方

です。 

上記に該当しないが企業、団体、大学、研究機関などで機械安全に関わる業務に従事し、指定
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のMSE-C(C1～C7)の講習を受講したと同等の能力があると認められた方（勤務先、上長あるいは

団体等の確認書と活動実績報告書を安全技術普及会に提出してください。安全技術普及会で判断

させて頂きます）。 

 

【機械安全エンジニアＣ（MSE-C）】 

受験資格は、３年以上の機械安全に関する実務経験があり、当会が開催したMSE-C(C1～C5：30

時間)５講座のすべての講習を修了している方、または当会が講習修了者と同等と認める次の方

です。 

上記に該当しないが企業、団体、大学、研究機関などで機械安全に関わる業務に従事し、指定

のMSE-C(C1～C5)講習を受講したと同等の能力があると認められた方（勤務先、上長あるいは団

体等の確認書と活動実績報告書を安全技術普及会に提出してください。安全技術普及会で判断さ

せて頂きます）。 

 

【機械安全エンジニアＤ（MSE D）】 

受験資格は、２年以上の機械安全に関する実務経験があり、当会が開催したMSE-D(D1,D2：15

時間)２講座のすべての講習を修了している方、または当会が講習修了者と同等と認める次の方

です。 

上記に該当しないが企業、団体、大学、研究機関などで機械安全に関わる業務に従事し、指定

のMSE-D講習を受講したと同等の能力があると認められた方（勤務先、上長あるいは団体等の確

認書と活動実績報告書を安全技術普及会に提出してください。安全技術普及会で判断させて頂き

ます）。 

 

 

２．試験日と会場 （東京、富山にて開催します） 

 

１）試 験 日 ２０２３年２月１３日(月) 9：30～17：30 

（受付は 9：00 開場） 

       終了時刻は受験する種類により異なります。  

試験を開始して 30 分経過しますと入室は出来ません。 

 

２）試験会場  ① 品川区立総合区民会館（きゅりあん）大会議室（６F） 

          東京都品川区東大井5-18-1 

（JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 ｢大井町駅｣ 徒歩約2分） 

② 入善まちなか交流施設うるおい館（２F） 

             富山県下新川郡入善町入善5232-5 

           （あいの風とやま鉄道入善駅より徒歩5分） 

       ※ ①②とも MSE-A、MSE-B、MSE-C、MSE-Dの試験を行います。 

             いずれの会場もお申込みいただけます。 

 

３．試験の内容 

  試験１～試験３は記述式、選択式、穴埋め式など様々な形式での出題となります。 

  なお、当会ＨＰの「能力審査試験」の「参考試験問題」もご参照ください。 
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３．１ 機械安全エンジニアＡ（MSE A）能力審査試験  

試験1(60分間)  機械安全基礎と法令・技術者倫理 

試験2(60分間)  機械安全 

試験3(60分間)    電気・制御安全 

試験4(180分間）  リスクアセスメント・リスク低減・妥当性確認の実践 

 動画を見て危険源の同定からリスク分析・リスク評価と保護方策

の策定及び策定した保護方策の妥当性確認の根拠までの報告書作成。 

 リスク低減・妥当性確認に関する記述問題 

口述試験（約20分間） 

機械安全エンジニアＡ(MSE-A)の能力審査筆記試験に合格されると、後日口述試験が

あります。（日時は筆記試験合格者に合格通知時にご案内いたします。） 

 

３．２ 機械安全エンジニアＢ（MSE Ｂ） 

試験 1(60 分間) 機械安全基礎と法令・技術者倫理 

試験 2(60 分間)  機械安全 

試験 3(60 分間)  電気・制御安全 

試験 4（180 分間）リスクアセスメント・リスク低減・妥当性確認の実践 

 動画を見て危険源の同定からリスク分析・リスク評価と保護方策

の策定及び策定した保護方策の妥当性確認の根拠までの報告書作成。 

 リスク低減・妥当性確認に関する記述問題  

 

３．３ 機械安全エンジニアＣ（MSE Ｃ） 

試験 1(60 分間) 機械安全基礎と法令・技術者倫理 

試験 2(60 分間) 機械安全 

試験 3(60 分間) (ありません) 

試験 4（180 分間）リスクアセスメント・リスク低減・妥当性確認の実践 

 動画を見て危険源の同定からリスク分析・リスク評価と保護方策

の策定及び策定した保護方策の妥当性確認の根拠までの報告書作成。 

 リスク低減・妥当性確認に関する記述問題  

 

３．４ 機械安全エンジニアＤ（MSE Ｄ） 

試験 1(60 分間) 機械安全基礎と法令・技術者倫理 

試験 2(60 分間) 機械安全 

試験 3 (ありません) 

試験 4（90 分間）リスクアセスメントの実践 

 イラスト又は写真を見て危険源の同定からリスク分析・リスク評

価までの報告書作成。 

 

３．５ 合否の基準 

能力審査試験の合否は、試験１、試験２、試験３(MSE-A、MSE-B のみ)及び試験４のそれぞれ

の試験すべてに合格することで合格となります。試験全体の総得点のみではありません。科目

合格した科目は、2 年間（翌年とその次年）の試験では受験免除になります。 

（注）機械安全エンジニア A は、能力審査筆記試験に合格すると口述試験を受けていただき，最終
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合否判断をいたします。（別途、合格通知と合わせてご案内いたします。） 

 

 

４．試験の申込みから合格発表まで 

 

1）申込み 

受験申込書に必要事項を記入し１月３０日(月)（当日消印有効）までに郵送で事務局へお申

込みください。 

宛先： 〒140-0011 東京都品川区東大井５丁目４−１９ 三井第３ビル 

          一般社団法人 安全技術普及会 事務局 宛 

 

2）受験費用 

\22,000（税込）：機械安全エンジニア A・B・C・D 共通 

振込先：三菱ＵＦＪ銀行 大井支店 普通預金 口座番号 0230270 

口座名：一般社団法人 安全技術普及会 

カナ ： シヤ）アンゼンギジュツフキュウカイ 

１月３０日(月)までにお振込みください。 

（機械安全エンジニアＡ（MSE A）の筆記試験合格後の口述試験料も含まれています。） 

 

3）試験当日の持参品 

① 受験票 

② 筆記用具・電卓（できれば関数電卓。スマホ、携帯電話等は使用不可） 

③  テキスト、規格書、手書きノートは持ち込みが出来ます(試験中の参照を許可しま

す）。 

 注）詳細は、「能力審査試験(注意点とお願い)」を確認ください。 

 

4）受験票 

受験票は申込到着後、受験番号を記載の上、郵送にて返送致します。 

 

5）合否の通知 

2022年3月(中旬)に当会ホームページに掲載するとともに、ご指定の宛先に郵送します。試験

の結果は、合格、科目合格を問わず受験された皆様にお知らせします。 

 

以上 
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５．試験の時間割 

５．１ 機械安全エンジニアＡ（MSE-A）  

時 間 内 容 

9：25 ～ 9：30 （5） オリエンテーション 

 (10) （問題配布等） 

9：40 ～10:40 (60) 試験 1 国内機械安全関係法令・技術者倫理と機械安全基礎 

 (15) （休憩（解答用紙回収,問題配布を含む）以下同じ。） 

10：55 ～11:55 (60) 試験 2 機械安全 

 (15) （休憩） 

12：10 ～13:10 (60) 

 

試験 3 電気、制御安全 

13：10 ～14：00 (50) （昼食・休憩） 

14：00 ～14：30 (30) 試験 4 オリエンテ－ションとビデオ映像の内容説明 

14：30 ～17：30 (180) 試験 4 ビデオ映像等によるリスクアセスメント、リスク低減の実践 

 

 

５．２ 機械安全エンジニアＢ（MSE-B） 

時 間 内 容 

9：25 ～ 9：30 (5) オリエンテーション 

 (10) （問題配布等） 

9：40 ～ 10:40 (60) 試験 1 国内機械安全関係法令・技術者倫理と機械安全基礎 

 (15) （休憩（解答用紙回収,問題配布を含む）以下同じ。） 

10：55 ～ 11:55 (60) 試験 2 機械安全 

 (15) （休憩） 

12：10 ～ 13:10 

 

(60) 試験 3 電気、制御安全 

13：10 ～ 14：00 (50) （昼食・休憩） 

14：00 ～ 14：30 (30) 試験 4 オリエンテ－ションとビデオ映像の内容説明 

14：30 ～ 17：30 (180) 試験 4 ビデオ映像等によるリスクアセスメント、リスク低減の実践 
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５．３ 機械安全エンジニアＣ（MSE-C） 

時 間 内 容 

9：25 ～ 9：30 (5) オリエンテーション 

 (10) （問題配布等） 

9：40 ～10:40 (60) 試験 1 国内機械安全関係法令・技術者倫理と機械安全基礎 

 (15) （休憩（解答用紙回収,問題配布を含む）以下同じ。） 

 
10：55 ～ 11:55 (60) 試験 2 機械安全 

11：55 ～ 14：00 (125) （昼食・休憩） 

14：00 ～ 14：30 (30) 試験 4 オリエンテ－ションとビデオ映像の内容説明 

14：30 ～ 17：30 (180) 試験 4 ビデオ映像等によるリスクアセスメント、リスク低減の実践 

 

 

５．４ 機械安全エンジニアＤ（MSE-D） 

時 間 内 容 

9：25 ～ 9：30 （5） オリエンテーション 

 (10) （問題配布等） 

9：40 ～ 10:40 (60) 試験 1 国内機械安全関係法令・技術者倫理と機械安全基礎 

 (15) （休憩（解答用紙回収,問題配布を含む）以下同じ。） 

 
10：55 ～ 11:55 (60) 試験 2 機械安全 

11：55 ～ 14：00 (125) （昼食・休憩） 

14：00 ～ 14：30 (30) 試験 4 オリエンテ－ションとビデオ映像の内容説明 

14：30 ～ 16：00 (90) 試験 4 イラスト又は写真等によるリスクアセスメントの実践 

 

 

以上 
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