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ご 挨 拶
月日の経つのは早いもので、蔵前技術士会は今年で創立 20 年を迎えました。会員数も発足当
初の 9 名から現在は 160 名を超えるまでになりました。当会は蔵前工業会神奈川県支部の長老、
故鈴木虎太郎氏（Ｔ12 機械）が発案され、その意を受けて永易憲三氏（16 機械：初代事務局長）
と市川英彦氏（18 機械：初代会長）が、平成元年８月に第１回の会合を開催されたものです。今で
は他大学の技術士会から「蔵前技術士会はわが国最初の大学技術士会」と認められていますが、
これはすべて諸先輩の「先見の明」によるものです。神奈川県支部内の活動グループであった当
会は発展を続け、平成 16 年には蔵前工業会の独立組織として認知されました。この成長を支え
てくださった蔵前工業会本部、東京支部、神奈川県支部および当会幹事・会員の皆様に御礼申
し上げます。
当会設立の主な目的は「同窓生が助け合い技術士活動を活性化する」ことにありましたが、その
後社会に対する貢献、すなわち公益事業が加わりました。これにつきましては平成 17 年に開始し
た「くらりか－蔵前理科教室ふしぎ不思議」が大きく育ち、本年度当会から独立組織として分離し
ました。育てた子供が巣立ったのは嬉しいことですが、今後当会として次の社会貢献の道を考え
ねばなりません。そのためには学外・学外の他団体と情報を交換して外からエネルギーを頂き、ま
た私たちの力を他に提供して、「外に開かれた組織」として生き生きと活動を続けたいと存じます。
当会をご支援くださる皆様方のご指導・ご鞭撻と、会員各位のご協力をお願いいたします。
平成 21 年秋
蔵前技術士会会長

佐鳥聡夫

１． 現状と将来
１．１

５年間の活動と今後の展望
会長

佐鳥 聡夫（３６機械）

１．活動の総括
私が当会に入れて頂いたのは会が発足して間もない平成２年。幹事、事務局長を勤めた後、会
長を引き継いでからはや二年経ちました。今回 20 周年誌の編纂にあたり、前回 15 周年誌からの
活動状況を振り返ってみます。
1） 定常活動
以前からの定常的な活動である年間 5 回の例会（講演会）、科学技術セミナー、ときおりの見学
会は順調に推移しております。例会は当初会員の研修に力点を置いたため、講演内容が専門的
過ぎるとの声もありましたが、最近はより一般的な演題を増やすよう心がけております。毎回の参
加者は 30～40 人で中サイズの会議室にちょうど収まる人数です。内田前会長が始められた IT 技
術の活用は軌道に乗り、会合の案内などすべてメーリングリストで行われるようになりました。以前
は通信費が年に７万円以上掛かっていましたから大幅な経費削減です。また、独自ウェブサイト
による広報活動も実現いたしました。
2） 公益事業
過去５年間の活動で強調されたことは、蔵前工業会からの要請による公益事業です。当会は以
前から公益事業として技術士受験対策講座を毎年開催し、現在も継続しております。それに加え
平成 17 年に「蔵前理科教室ふしぎ不思議」が発足しました。これは子供向けの理科教室で、通称
「くらりか」として知られるようになりました。幸い首都圏の小学校や児童館で好評を博し、年々７～
８割増しの勢いで規模が拡大しています。平成 20 年度は 156 教室を開催し、児童約４２００人強
が参加しました。
3） その他
・大学技術士会連絡協議会：
平成 20 年 11 月、14 大学による大学技術士会連絡協議会が発足し、５大学（東京工業大学、
中央大学、東京理科大学、東京都市大学（元武蔵工業大学）、早稲田大学）が幹事校となりま
した。まだ、時折情報交換を行う程度のゆるい組織ですが、いずれ目的を定めた活動が始まる
ものと思います。
・新現役チャレンジ支援事業：
平成 20 年に蔵前ベンチャー相談室（ＫＶＳ）は、経験豊富な人材を求める中小企業に大企業
ＯＢを紹介する事業を開始しました。当会はこの事業に人材を供給し運営に協力しています。
２．今後の展望
1） 例会、科学技術セミナー
1

例会の役割を会員の知的活動の活性化と位置付け、知的好奇心を満たす面白い演題の発掘
に努めます。科学技術セミナーは「外部に開かれた講演会」という建前ですが、まだ外部参加者
が少ないのが実情です。皆様から知人・友人への PR をお願いします。
2） 公益事業
当会の公益事業の中心であった「くらりか」は、蔵前工業会の独立組織になりました。つまり、当
会の傘下から離れ、蔵前工業会内で技術士会と同等の地位となりました。活動助成金は当会を
経由せず本部から直接支給されます。外部からの寄付受け入れも今後容易になると思います。し
かし、今後とも「くらりか」と技術士会は、人材の供給源として相互補完関係を続けるでしょう。
当会のもう一つの公益事業、技術士受験対策講座は参加者が少ないのが悩みですが、後述の
ように他大学との連携により活性化を図ります。
3） 業務開拓
企業を退職した会員から「業務開拓を会として積極的に行うべし」とのご意見が寄せられることが
あります。しかし、会として実施するには、営業活動、依頼元の信用調査、受託希望者の適否判
定、活動資金の捻出など課題山積です。よって本件は KVS の新現役チャレンジ支援事業に全面
的に依存・協力することにいたします。この種の事業に対する官庁予算は３年ごとに見直されます
が、成果が上がれば別の企画として継続されるのが通例です。会員諸兄も求人情報の収集にご
協力ください。
4） 大学技術士会連絡協議会
本組織は昨年１１月に発足したはかりですが、今後以下のような発展が期待されます。
・業務開拓：
大学技術士会の情報を集約すれば依頼元と受託者が出会う機会が増えます。これは各大学
のメーリングリストを活用することにより容易に実現できるプランです。
・技術士受験対策講座：
複数の大学で共同運営し、多くの窓口で募集すれば十分な参加者を確保できると思います。
大学間の交流も深まることでしょう。
以上のように本組織は大きな可能性を秘めています。当会も積極的に提言し、かつ行動すべき
と思います。
以上
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１．２

企画分野 5 年間の歩み
企画幹事長

尾島 正男（３２化工）

この 5 年間に会員が 119 名から 42 名増加して 161 名に達し順調な発展です。毎年、半年前か
ら次年度（4 月～3 月）の活動行事カレンダーを作成して、幹事を中心に外部講師の紹介と会員
講師の候補を決めて運営してきました。偶数月毎の例会・講演会は H１６年度第８９回（H16/4/5）
から、H２０年度第１２２回（H21/2/7）間に３４回開かれ、科学技術分野のみならず、文化系・医学
等広い分野の斯界の権威に登場いただきました。
見学会については、H１７年度の住友化学に始まり毎年１回づつ行い、日産自動車・新日鉄・キ
ャノン電子に続き本年は日本工業大学を見学しました。一般ルート外の専門的紹介や同窓との
懇親会など会員の啓蒙と交流を図りました。更に見学会の充実策として窯業同窓会との共同で科
学未来館や太平洋セメント秩父工場、東電福島第１原子力発電所を見学し、更に本年 3 月の旭
硝子モノづくり研修センターの見学など対象分野を広げ学習の機会を作りました。
毎年 11 月には、半日科学技術セミナーを霞ヶ関 33 階の東海大交友会館を主に利用して行い、
本年度は新装の東工大蔵前会館ロイヤルブルーホールの利用を予定しています。
蔵前工業会の公益事業として重要な技術士資格取得支援の受験講座を毎年 5 月に開催したお
ります。最新の試験内容を反映した指導は好評です。
年度始めの 4 月度第１月曜日に総会を開催して、1 年間の成果と反省や決算そして当年度の活
動方針や活動計画と予算を出席者に図り全員の合意を受けます。ここで会員の活性化の為には
若手の入会促進が必要です。母校の産学連携推進本部やベンチャービジネスグループとの交
流・連携を模索しています。
又外部技術士会として大学系技術士会や日立技術士会との交流・連携を今後益々蜜接に行い、
講演会・見学会・セミナーの共同主催を図り会の活性化と発展の鍵としたい。
その点、くらりかワーキンググループの活動との連携が目下最大に効果を果たしておりグループ
の皆さんに感謝しています。
これらの行事・活動の広報が命であり、IT・HP グループのホームページ管理が良く活用されて
いて、今後共に企画活動の支えとなり会の成果と思われます。
以上過去 5 年の活動を振り返り現状の反省も踏まえて次の 5 年の飛躍を検討致したく皆様の支援
をお願いします。
以上
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１．３

財政状況
事務局長・会計幹事長

山岸 千丈（38 化工）

蔵前技術士会は会員からは年会費を徴収せずに、蔵前工業会の補助金（Ｈ16 年度までは神奈
川支部と東京支部よりの補助金）と例会参加者より徴収する参加費をもって活動しています（この
ため入会申請を受けた時には蔵前工業会に会費納入をしているかどうかを申請者本人に確認し
ています）。
表 1 に総会決算書を取りまとめ一覧表としたものを示した（ただし、Ｈ18 年の総会決算書はどう
いうわけか工業会の補助金のみでなされ、例会・研修会関係の入金と支出の一部が除かれてい
たので、整合性を保つために残った資料によりこの部分を追加・作成しなおした。また他年度でも
支出項目を統一すべく仕分けを変更したため、合計は変わらないが各項目では総会決算資料と
一部異なる部分がある）。

項

収

目

H16 実績

H17 実績

H18 実績

H19 実績

H20 実績

H21 予算

前期繰越金

646,387

302,335

5,595

2,243

138,856

207,595

例会・研修会会費

639,500

660,500

627,000

693,100

440,800

565,000

86,000

25,000

30,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

33,800

31,200

講習会会費他
蔵前工業会補助金

入

8,500
500,000

1,000,000

800,000

カード割引補填金
寄付

12,989

預金利子
収 入 合 計

支

12

467

358

400

1,794,387

1,962,835

1,445,596

1,815,610

1,691,214

1,402,995

例会・研修会費

878,432

1,080,112

1,184,834

765,427

714,487

865,000

会議費(幹事会等)

248,124

64,000

51,300

30,000

27,000

30,000

493,759

50,420

780,874

670,628

150,000

278,916

142,971

62,459

55,924

43,104

60,00

49,200

40,933

6,909

3,150

20,000

7,380

7,260

4,130

1,300

2,250

3,000

112,245

60,000

9,850

7,250

10,000

15,960

30,210

26,470

15,750

60,000

302,335

5,595

2,243

138,856

207,595

204,995

1,764,387

1,962,835

1,445,596

1,815,610

1,691,214

1,402,995

公益事業費
資料作成印刷費
消耗品費
通信費

出

55,000

HP・事務費等
予備費
後期繰越金
支 出 合 計

以下に財政について言及するが、私自身が事務局長・会計幹事長に就任したのでＨ１９年から
で、それ以前については残っている資料が少なく、若干不正確な点があるかもしれないが、ご容
赦願いたい。
4

収入については、従来神奈川支部と東京支部から頂いていた合計 50 万円の補助金も、Ｈ１７年
から工業会から直接頂くようになり１００万円に増額された（Ｈ１７年より蔵前技術士会の公益活動
を認められ神奈川支部傘下から蔵前工業会の直属となった）。翌年のＨ１８年度は 80 万円に減額
されたがＨ１９,２０年度は１００万円に戻り、Ｈ２１年度からは「くらりか」の分離独立に伴い、「くらり
か」分として４０万円を移譲し６０万円となっている。例会・研修会（科学技術セミナー）の参加費収
入は６０万円台を維持してきたが、２０年度は４４万円となった。これは全般的な参加者減少傾向と
２月の例会が昼間開催となり食事付きがなくなり収入減となったためである。この他の収入として
は受験講習会や、Ｈ１９年度からの蔵前カード割引の補助金（補填金）がある。
支出の最大の物は例会・研修会費で、Ｈ１７・１８年は工業会からの補助金が増えたこともあり、
会場費の高いＣＩＣの国際会議場で例会を開催、講演者も外部講師を多くしたので夫々１０８万円、
１１８万円の支出をし、この間に余裕資金を食いつぶし後期繰越金が著しく減少した。この結果、
工業会からの補助金が入るのは８月なので、それまでの活動資金不足分は会計幹事長が立替え
る状況がＨ１８年からＨ２０年まで続いた。Ｈ１９年より支出を抑え繰越金を残すべく、会場費のい
らないＣＩＣの８０６号室に変え（定員が４０名と少ないのが問題ではあるが）、科学技術セミナーを
除き通常例会の講演者は外部講師を１名、内部講師１名として講師謝金の削減を図った。また、
佐鳥会長の英断で従来事務経費として支払っていたＨＰ作成費・例会事務費・ＣＰＤや領収書、
市川有功賞賞状などの作成費をなくし、すべて幹事のボランティアで行って頂くことにした（市川
有功賞は廃止した）。また、幹事会も出来るだけメールで打ち合わせることにし会議費の削減を図
った。この結果、本年（Ｈ２１年度）からは繰越金を約２０万円持て会計幹事長が立替える状況は
ほぼ解消されている。
公益事業費は受験講習会と「くらりか」の費用であるが、「くらりか」にはＨ１７年は約３５万円、Ｈ１
８年は５万円、Ｈ１９年は３５万円、Ｈ２０年度は３０万円を交付した（「くらりか」は神奈川支部、東京
支部のほか外部団体からも補助金をもらっており当会とは別会計にしている）。さらに「くらりか」の
開催教室数の増加に対応するためＨ１９・２０年度はＰＣとプロジェクターを購入し現在２セットを「く
らりか」に貸与しており、この購入資金も公益事業費に計上している。資料印刷費は総会資料と例
会の講演資料のコピー代であり、予備費は各大学の技術士会に招かれた場合のご祝儀と会員の
慶弔に伴う費用である。工業会の補助金は基本的に前述の公益事業と例会の講師謝金・資料印
刷代に充当することにしており、残余を若干事務経費の一部に充当している。
今後の課題は「くらりか」が蔵前技術士会傘下から離れ、公益事業が従来基準でいくと受験講
習会だけになり減少するので、各大学技術士会との連携により例会講演・科学技術セミナーへの
会員外参加者を多くし公益活動と広く認知してもらう必要がある。この場合、例会会場としてＣＩＣ
の８０６号室では狭く他会場に移す必要があり、会計としては会場費をどう抑えるかが問題となる
（東工大会館が工業会傘下の組織の行事として無償で使えれば一番ベターである）。
以上
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１．４ 蔵前理科教室 （くらりか）の活動
１．４．１

蔵前理科教室の始まり
くらりか顧問

佐鳥 聡夫（３６機械）

当会の理科教室「くらりか」は蔵前工業会の独立組織となりましたが、創立に関与した者として後
日のために記録を残す次第です。
１．発端
私が当会の事務局長を務めていた平成１７年の春、蔵前工業会事務局から「新規公益事業」の
ために予算が付きました。当時蔵前工業会は社団法人として存続するため公益事業の強化に努
めており、傘下団体の中で公益活動「技術士受験対策講座」を行っていた当会が指名されたの
です。そこで、当時問題となっていた子供たちの理科離れ対策として、「理科教室」をテーマとして
思いつき、蔵前技術士会のワ－キング・グル－プとして発足させました。
２．開設準備
理科教室を始めようと思い立ったものの、何から手をつけてよいやら分かりません。まずは皆さ
んの知恵を借りようと蔵前技術士会の人脈に呼びかけました。するとさすが東工大、たちまち 10
人ほどのメンバーが集まり５月９日から数回の検討会を行いました。その中にはすで理科教育を
実践しておられた江口宏明さん（32 電）、尾島さんご紹介の近藤敬さん（京大 36 化）、高校理科教
諭の神崎夏子さん（44 化、46 修、50 博）がおられ、次のような貴重なコメントをいただきました。
１） 教室の PR が大変で人集めに苦労する。公共施設にポスターを貼るだけでは効果が薄い。
２） 小学生も高学年になると塾通い等で自由時間がない。むしろ低学年が狙いどころ。
３） 全員に工作をさせる場合、一人の指導者が面倒を見られるのは５人程度。
４） 教室の会場確保に手間と費用が掛かる。無料で使える場所を探すこと。
５） 教室での事故に備え保険が必要。
さて、これらの条件を満たす方策を思案中、近くに放課後の小学生が通う田園調布二丁目児童
館なる施設があることを知りました。館長さんに会ったところ、「理科教室を始めようとスタッフと相
談中だったので、そちらでやって下さるなら大歓迎。東工大は地元の大学なのでそのＯＢなら父
兄の信頼も厚い」と、たちまち前向きに話がまとまりました。児童館は東京都の公的施設であり、近
くの小学校と密接に結びついているので、広報は自動的に行われます。会場費や事故保険の心
配もありません。
次はテーマの選定です。参考書やインターネットで先行例を調べ、ペットボトル利用の浮沈子が
一番安上がりと見当をつけました。100 円ショップで金魚形容器（たれびん）を買って糸ハンダを
巻き、水を満たしたペットボトルに封入してボトルを押してみました。金魚が沈み始めたとき、「わっ、
これは面白い！」という小さいときのわくわくした気分がよみがえり、これなら子供たちに受けるに
違いないと確信しました。ついでに「他のものではどうか？」と糸ハンダを小さな桐板に巻いてみる
と、これも上下するではありませんか！これでは「パスカルの原理で圧力が伝わり、空気が縮んで
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浮力が減る」という説明ができません。しかし、浮沈子を上下させているうち、桐板の切断面に気
泡が現れては消えるのが見えました。つまり、糸ハンダを巻いた桐板をペットボトルに封入し、ペッ
トボトルを押しますと、桐の気孔内外の空気が圧縮され、空気量が減少して浮力が減り, 糸ハンダ
を巻いた桐板が沈むのです。頭だけの準備ではダメで、教える前に自分の手で確認することが大
事と悟りました。
なお、工業会からの助成金はノートパソコンとプロジェクターの購入に充てました。
３.最初の教室
平成１７年８月２４日午後、前述の児童館で、浮沈子をテーマに第１回理科教室を開催しました。
参加児童は小学３年生を主体に１６人。教える側は江口さん（３２電）、尾島さん（３２化工）、荒牧さ
ん（３５化工）、海老名さん（３８化工）、田中さん（３７化工）それに私の 6 人です。準備段階で得た
アイデアを生かし、かつ、蔵前技術士会の特色を出すため、次のような基本路線を設定しました。
1）参加児童一人一人に工作をさせ達成感を味合わせる。
2）面白い現象の裏にある原理・法則について分かりやすく説明する。
3）完成した作品や余分な材料を持ち帰らせ、家族や友達の前で再演できるようにする。
この教室に「蔵前理科教室ふしぎ不思議」と名前を付けたのは田中さんです。ただし、正式名称
は長いので「くらりか」を略称としました。準備会からグループ名を募集し、児童館で読み上げたと
ころ、スタッフ一同が田中さんの案を選びました。「ふしぎ」が新鮮に響いたのだそうです。後で知
ったことですが、「くらりか」は岡山県下津井地方の方言で「驚いた」という意味だそうで、まさにこ
の教室にぴったりです。
前月の７月６日に皆でリハーサルを行い準備万端のつもりでしたが、初めてのこととて当日は何
かと慌しく準備に追われました。たとえば小学校低学年で教わっていない漢字に気付き、パワー
ポイントの画面に振り仮名を振るなどです。さて、始めてみると大成功！子供たちは嬉々として工
作を楽しんでいます。ボトルの中の浮沈子は一つと想定したのに、二三匹の金魚を入れ、上下す
る速さを競わせたり、逆に子供たちから教わることもあります。
終わってから館長さんに「これまで工作教室は何回かやったが、ただ楽しいで終わっていた。今
回のように原理・法則まで教わるのは初めて」とお礼を言われました。この教室には他の児童館か
らも見学者があり、早速次の教室開催を頼まれました。
４.代表の交代
このように滑り出しは上々だったのですが翌月に妻が病に倒れ、看病のため活動から退かざる
をえなくなりました。困惑の最中、田中さんが代表を引き受けてくださり、グループで活動すること
の有難味を実感しました。その後クラリカの皆様のおかげで活動が発展し本当に嬉しい気持ちで
す。
以上
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１．４．２

蔵前理科教室の発展
くらりか顧問

田中 満生(３７化工)

くらりかの活動が軌道に乗り始めてまもない２００５年１１月に理科教室の発案者であり、代表を
務めておられた佐鳥さんの個人的なご事情から代表を引き継ぐことになりました。まだ諸先輩にく
らべて圧倒的なキャリア不足で、どう運営したらいいのか皆目見当が付かない状態でしたが、佐
鳥聡夫さん(36 機)と荒牧國弘さん（35 化工）には引き続き副代表として助けていただけるとのこと
で思い切ってお引き受けしました。まず、私自身が活動をよく理解することから始めようと思い、次
のようなことを一つ一つ実行していくことにしました。
１．組織と運営
くらりかは、会社組織のような固定的な組織がない、いわば自由人の集まりですから、毎週や毎
月メンバ－が集まって運営方法や実行計画を話し合うことは億劫なことです。さいわいにして技術
者の集まりですから、老兵といえども最新の通信手段である E-mail を使うことには抵抗がない人
がほとんどです。開催教室の予定月日、場所、テ－マ等を記載した「くらりか予定表」を作成してメ
－ルでメンバ－に配信し、参加者やリ－ダ－を募集することで運営の効率化を図りました。リ－ダ
－には、教材の準備、説明用パワ－ポイントの準備、助手の役割分担設定などをお願いしました
が、助手として数回の経験を経た人には順次、リ－ダ－を割り振りました。さらにリ－ダ－の教材
準備や教室での進行方法の共有化を図るため、テ－マ毎に「くらりか用教材」、「標準手順書」、
「パワ－ポイント資料」を作成してホ－ムペ－ジ上でメンバ－は自由に閲覧できるようにしました。
リ－ダ－を一度でも務めると、理科の現象を児童にわかりやすく教えることが如何に難しいか実感
し、次の機会に備えて説明用語やデモ用器具についての工夫をする喜びを味わうことが出来ま
す。最近「科学コミュニケ－タ－」が注目されていますが、まさにその実践者です。
２．テ－マの開発
初年度の平成１７年のテ－マは、佐鳥さんが見つけた「浮沈子」と神崎夏子さん(44 化、50 博化)
の著書「親子で楽しむ おもしろ科学実験館」（日刊工業新聞社）の中から「電気ペン」を取り上げ、
２年度には江口宏明さん(32 電)、故日下田九十九さん（32 電）からご紹介いただいた「備長炭電
池」もテ－マリストに入れました。その後 2006 年 10 月、川名英二さん（44 土木）が提案した昔の玩
具「ポンポン蒸気船」の検討会を行うことになり、高橋諄吉さん（37 化工、39 修）の牛乳パックによ
る船体作り、安永隆志さん（39 機）の組み立て式大型水槽製作によって、2007 年 5 月に新テ－マ
として横浜市大鳥中コミュニティハウスでデビュ－しました。その他平成１８年１２月から荒牧さん提
案の「ヘロンの噴水」、平成１９年４月の山田一夫さん（38 機）提案の「はかる」、大澤達哉さん（35
機）提案の「紙飛行機」と新しいテ－マの開発が進みました。浮沈子についても田中が提案した
「リモコン浮沈子」、川名さんの「水中エレバ－タ」、その後の関谷完夫さん（42 電子）の「舞ストロ
－」と改良版が出て、依然として人気がある基本的な教材です。
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３．活動メンバ－集めとくらりかの広報
平成１７年５月の発足時に集まったメンバ－は、１１名でしたが平成１８年 5 月には３２名に増加し
ました。しかし、前年は８月からの活動開始で１１回の教室開催だったものが、平成１８年には４０
回を超える見込みとなり、活動メンバ－の不足が予想されました。そこで荒牧さんには蔵前工業
会神奈川支部の会合の度にメンバ－募集に努めていただき、雨谷俊彦さん（42 応物、47 博原）
はワンダ－フォ－ゲル OB 会で元気と好奇心がありそうな人を一本釣りしてもらい、若手のメンバ
－が大幅に増加したのです。
また蔵前ジャ－ナルに活動状況を投稿し、会員募集を呼びかけました。その掲載記事を現代表
の高橋さんが目にして平成１８年 8 月に入会されたのは幸運なことです。
一方、くらりかの活動を「理科離れを食い止めようと奔走する理系シニア」／日本経済新聞（2006
年 4 月 8 日）あるいは「企業の元技術者、研究者が理科出前実験を出前」／小学館発行の「駱駝」
（2006 年 10 月 10 日）で紹介されました。その中で最高齢メンバ－の市川英彦さん（18 機）が「技
術者同士の言語を使っても、子供たちにはまったく伝わりません。共有できる日本語や話術を探
すのが面白いです。」と述べておられたことが印象に残ります。
４．活動資金
くらりかの活動は、基本的には教材の費用は一部、教室開催の依頼元にお願いをし、交通費の
負担など会員のボランティア精神によって支えられていますが、不足する資金は蔵前技術士会か
ら援助に頼りました。さらに荒牧さんや佐鳥さんのご尽力で、蔵前工業会の神奈川支部と東京支
部からも支援をいただくことができました。しかしそれでも、活動の幅が広がるにつれて不足して、
会計担当の雨谷さんはいつも資金繰りに悩んでいたようです。
しかし、中島正明さん（46 制）のお陰で日立製作所から「日立協賛理科教室ボランティア支援」と
「日立ボランティア支援プログラム 大きくなる樹」の支援をしていただき、まさに「干天の慈雨」の
感じでした。さらに江口さん（32 電）のご紹介で日本科学技術振興財団の「理科大好きボランティ
ア事業」や神奈川科学技術アカデミ－の「なるほど！体験出前教室」に応募し、多額の助成をし
ていただけるようになりました。
５．活動の広がり
くらりかの活動対象は、最初の発端である田園調布二丁目児童館の横のつながりから大田区内
の児童館でしたが、特別会員の近藤敬さん（36 京大）が属しておられる三菱系企業 OB の集まり
「ダイヤかながわ交流会」と連携することになり、横浜市教育課程開発実践推進校であった横浜
市立本牧南小学校での授業参観やくらりか教室の実施、横浜市本牧地区コミュニティハウス、あ
るいは横浜市都筑区のフォ－レストパ－クでの教室開催へと発展してきました。
また、田園調布二丁目児童館の道路を隔てた真向かいにある、田園調布学園中等部・高等部
から依頼があり、同校の外部講師による特別授業「土曜プログラム」の一環として平成１９年２月か
ら毎年実施しています。中学生を対象とした唯一の教室です。ご担当の荒川知子先生の息子さ
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んが東工大の学生で、送られてきた蔵前ジャ－ナルに掲載されていた記事を目にしてくらりかの
活動を知ったとのことでした。
さらに平成１９年２月に荒牧さん、安永さん、雨谷さんが東工大の三木、関口両副学長、鈴木副
学長補佐と面談して、東工大が大田区と連携して進めている「おもしろ理科教室」への協力と、東
工大構内の「ものづくり教育研究支援センタ－」の利用が可能になり活動の幅が広がりました。
６．日本技術士会での講演
折から文部科学省でも、特に小中学生、一般市民に対する科学技術知識の普及活動について
関心を持ち出し、日本技術士会に科学技術基本計画への支援協力を要請してきました。それを
受けて日本技術士会では科学技術基本計画支援実行委員会をつくり、技術士会としての施策を
検討し始め、蔵前技術士会での活動内容を参考にしたいとの依頼があり、平成１９年１２月に講演
をしました。
瞬く間に約２年が過ぎた頃、私の連れ合いの入院と業務が多忙になったという個人的な事情か
ら、代表の任務を充分に全うできない心配がでてきました。やむを得ず高橋さんに代表代行をお
願いしたところ快諾していただき、引き続き平成２０年４月には代表に就任していただきました。そ
の後のくらりかの活動は蔵前工業会の人たちも目を見張るばかりで、出前理科教室の先駆者とし
て発展の一途を辿っています。
以上

１．４．３

蔵前理科教室の現状
くらりか代表

高橋 諄吉（３７化工）

くらりかには平成１８年８月に参加しました。初めて教室に参加しましたのは同年８月２５日の藤
沢市片瀬公民館における浮沈子教室でした。正味７０分程の教室でしたが、児童の個性の多様
さと､それぞれの児童が熱心に取り組んでいるのに感心しました｡我々も真摯に対応しなければと
感じた次第です。
平成２０年２月初めに代表代行を仰せつかり、同年４月からは代表を務めさせいただいておりま
す。以下に、現在までの概ね４年間の活動の概要を含め、現状につき記します。
１．基本路線
蔵前理科教室の始まりに佐鳥顧問が記された次の基本路線を踏襲し、寺子屋式出前理科教室
を標榜して現在に至っています。
１）身近な材料で参加児童・生徒全員が教材を作り、達成感を味わってもらう。
２）完成した作品を家に持ち帰ってもらい、家族や友達の前で再演出来るようにする。
３）面白い現象の裏にある科学的な原理・法則について分かり易く説明する。
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４）参加児童・生徒全員が教材を作るのを手助けするため、参加児童・生徒５～６人に１人の指
導者を付ける。
理科教室を通して、「道具を扱ったり、手足を動かしたりすることを厭わない」ようにし、「苦労（多
過ぎてはいけないが）を乗り越えた達成感」、「新しい経験・体験から受ける感動」を感じられるよう
に教室を展開し、実験を通じて感動を得､更に不思議を実感し､ それらが好奇心につながること
を期待しています｡
２．活動の概要とそれを支える活動メンバーおよび設備：
くらりかの教室開催数は発足しました２００５年度は１１教室、参加児童・生徒数は２０７名でした
が、２００６年度４４教室、２００７年度８２教室と伸び、２００８年度には１５８教室、参加児童・生徒数
４，２００名強に達しました。２００９年度も既に予定表に掲載されております分だけでも１８０教室を
越えております。 地域的には神奈川県、東京都に加えて埼玉県での活動が急拡大しております。
教室数の推移および教室数の都県別分布を図１および図２に、開催場所のタイプ別分布を図３
に、参加児童・生徒数の推移を図４に示しました。
活動メンバーは発足当初は１１名でしたが、現在では５７名とかなりの所帯となりました。
理科教室の開催に当たりましては、教材の事前準備が必要ですが、東工大構内の「ものづくり
教育研究支援センター」の利用が２００８年度から可能になり、活動の幅が大いに広がりました。
３．テーマのブラッシュアップと新規テーマの開発：
発足しました２００５年度における教室は浮沈子と電気ペンの２テーマにより行われました。その
後逐次テーマ数が増え、２００９年度に実施を予定しておりますテーマを加えますと合計１６テーマ
に増加しています。
２００７年４月１８日に締結された、東京工業大学と大田区との連携・協力に関する基本協定書の
精神を踏まえ、２００７年度は同年１２月から大田区おもしろ理科教室に参加、大田区立の４小学
校１４教室で正規授業の中で理科教室を実施しました。これに先立ち、小学校における単元等を
考慮し、テーマのブラッシュアップ・チームを立ち上げました。
さらにメンバーからの提案を基に、新規テーマの開発をテーマ毎にチームを立ち上げる形で継
続的に行っています。
４．組織と運営：
メンバー全員が参加する年４回の運営会議の下に幹事会があり、代表１、副代表５、会計正副
幹事３、幹事３、顧問３から構成されています。ＩＴ担当の田草川幹事がホーム・ページを管理して
おり、説明資料等についても集積を図っています。テーマのブラッシュアップと新規テーマの開発
は大澤副代表と剱持幹事が、テーマの提案者と共に主導しています。
なお、２００９年５月１４日付けでくらりかが蔵前工業会・科学技術部会直轄の組織となることが決
まりました。
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図１. くらりか教室数推移

図２. くらりか教室数推移・都県別分布
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図３. くらりか教室開催場所・タイプ別分布

図４. くらりか教室 参加児童・生徒数推移
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５．活動の広がり：
1） 教室：
２００５年度における教室は児童館で８回、科学館で１回、小学校で２回実施されました。
２００８年度においては児童館等で７９回、科学館で７回、小学校等で４９回、中学校で１９回、東
工大ものつくりセンター・すずかけ台分館で４回実施され、多様化しています。
2） コンテンツの日立理科クラブへの提供：
２００７年度に日立技術士会の理科教室ボランティアへの支援を受け、１４教室を開催し、更に同
じく２００７年度に㈱日立製作所の第１０回日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」の支援
を受けました。これらの支援を通じて日立技術士会との縁が出来、それを背景に 2009 年 5 月に日
立技術士会他が、㈱日立製作所の創業１００周年を記念する事業の一つとして日立理科クラブを
立ち上げるに際し、”くらりか”のコンテンツ・実施要領を日立理科クラブに提供しました。
３） 蔵前工業会各支部への情報提供：
２００８年１１月７日の蔵前工業会支部長会において、くらりかの活動につき紹介しました。その際
或いは別の機会に静岡県支部、大阪支部、宮城県支部等から照会があり、ホーム・ページにある
情報を提供しました。
６．東工大ＳｃｉｅｎｃｅＴｅｃｈｎｏ、ダイヤかながわ交流会との連携：
東工大ＳｃｉｅｎｃｅＴｅｃｈｎｏは、現役の東工大から構成されるグループで、出前理科教室を推進し
ています。２００９年３月３０日以降機会をとらえて連携して年間数回程度ですが理科教室を共同
で開催するようになりました。
この他、特別賛助会員の近藤敬さん（Ｓ３６京大・化学）が属しておられる三菱系企業 OB の集ま
り「ダイヤかながわ交流会」との連携が続いており、横浜市本牧地区コミュニティハウス、或いは横
浜市都筑区の子どもクラブでの教室開催について相談したり、相互の教室を見学しています。
７．蔵前ジャ－ナルへの活動状況の投稿：
蔵前ジャ－ナルには２００８年盛夏号、２００９年春号、２００９年初夏号に活動状況が掲載されま
した。今後も積極的に投稿して掲載を働き掛け、会員増につなげたいと考えます。
８．活動資金：
くらりかの活動は、蔵前工業会技術士会（２００９年度から科学技術部会）、神奈川県支部、東京
支部の助成を基礎に、教室開催場所からの謝金、前述の日立技術士会からの支援、会員からの
寄付等の他、交通費の負担など会員のボランティア精神によって支えられていますが、幸い２００
８年度には(財)東京応化科学技術振興財団の第３回「科学教育の普及・啓発助成」部門におい
て、”くらりか”の“寺子屋方式による理科教育の推進”が選ばれ、助成を受けました。これを活用し
て理科教室を開催すると共に、既存テーマのブラッシュアップと新規テーマの開発を進めることが
出来ました。更に、㈱ＮＴＴデータより２００８年度下半期から協賛を受けることになりました。
この他、財団法人神奈川科学技術アカデミ－の研究者・技術者等学校派遣事業の支援を得た理
科教室の開催も実施しています。
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更に、会員は独自に独立行政法人 科学技術振興機構の「理科大好きボランティア支援」ない
し「地域活動支援」を受け、くらりかのコンテンツを活用しくらりかの仲間の応援を受けて、活動を
実施しています。
以上

１．５

技術士試験受験支援ＷＧの活動
技術士試験受験支援ＷＧリーダー

鶴岡 寛治（３７電気）

技術士受験講習会は、市川英彦氏と永易憲三氏が蔵前工業会の行う公益事業の一環として蔵
前工業会の会員のみでなく、会員以外の方も対象として計画された。平成 5 年 10 月 15 日に第１
回講習会が蔵前工会館で開催された。その後 15 年間に亘り開催されてきた伝統ある講座であ
る。
平成 13 年度に総合技術監理部門が新設されたのに伴い総合技術監理部門の講義を加えて、
一段レベルの高い技術士の育成のため講義内容の充実を図った。講習会テキスト、特に最近総
合技術監理部門のテキストの要望が多く寄せられたため、内田潤一氏を中心に内容の充実を図
り、平成 15 年度に初版を発行し、平成 16 年度版と平成 17 年度版を出版した。
平成 19 年度より試験方法の改正が行われ、当講座の中心的な講義内容であった第二次試験
の「専門とする事項に関する専門知識の深さ、技術的体験及び応用能力」の業務体験論文試験
の方法が変更になった。従来の試験会場での筆記試験ではなくなり、筆記試験合格後の口頭試
験時に論文を提出し、論文と業務経歴より試問するようになった。
平成 19 年度よりテキストの出版を取りやめ、本講習会独自のテキストを用いることになった。テキ
ストは、新たに技術士受験を目指す方と実質上の高級技術士である総合技術監理部門取得を目
指す方への必要な基礎知識を殆ど網羅するように、第一次試験と第二次試験の受験方法や問
題解説を加えた。
平成 19 年度は新しい試験制度での試験であり、出題傾向が掴めなかった。平成 18 年度の受
講者は 11 名であったが、平成 19 年度は新制度についての講義を聴くため受講者が 16 名に増
加した。
平成 20 年度から講義内容の一層の充実を図るため合格者による受験体験談を加えた。しかし、
受講者数は 5 名と低調であった。
本年度より、技術士資格を取得することによるメリットを広く PR する講義も加え、受講者を増やす
よう努めている。
当講習会の発足の経緯については、平成 21 年 2 月 7 日の蔵前技術士会第 122 回例会の市川
英彦氏講演資料「蔵前技術士会創立の経緯」に詳しく述べられています。また、平成 16 年度まで
の活動状況については、平成 16 年度の「蔵前技術士会 15 周年誌」に麻生和男氏が詳細に記述
されている。
以上
15

１．６ 大学技術士会連絡協議会の発足
幹事

原

眞一（50M 化工）

今回の大学技術士会間で連携を図る具体的な動きは 2006 年に始まった。5 月 15 日に武蔵工
業大学（現東京都市大学）柏門技術士会、早稲田大学技術士稲門会、中央大学白門技術士会
の合同講演会が開催された。その講演会へ蔵前技術士会として参加した。来賓の日本技術士会
都丸会長は大学技術士会組織化を要望された。このこともあり、懇親会の席上で三大学幹事の
方々とお会いした時、大学技術士会のあり方について話が弾んだ。この三大学の活動に蔵前技
術士会も参加し、大学の技術士会同士連絡し合い、合同での行事を検討していくこととなった。
おぼろげながら連携の方向は出来たが、最初は具体的な活動には至らないでいた。しかし講演
会を新聞（フジサンケイビジネスアイ）が取り上げたこともあり反響があることから、その年の 10 月
16 日、首都圏 7 大学の技術士会で連絡協議会を作ろうと会合が持たれた。中心になったのは岡
孝夫氏（技術士稲門会）、佐伯勲氏（柏門技術士会）、鈴木薫氏（白門技術士会）らである。これ
に加わったのは当蔵前技術士会（当時の内田会長出席）と東京理科大学理窓技術士会、以下会
合には参加されなかったが千葉工業大学技術士会、日本大学桜門技術士会である。日本技術
士会の支援もあった。各大学技術士会それぞれの活動を基本とする事から、この協議会は穏や
かな組織とし、役員は置かずに世話人という形で運営することにした。
まず次の 2007 年から技術士一次二次各試験合格者に対し、大学技術士会の案内を配付する
所から活動を開始した。日本技術士会には技術士試験合格者歓迎会において、七大学技術士
会の連絡先を書いたパンフレットを配付してもらうことにした。パネルも展示して各大学技術士会
へ勧誘した。連携を広げるため各大学技術士会が開くＣＰＤ講座は互いに紹介しあい、参加出来
るようにもした。
2008 年には、７大学の技術士会が発起人となり、正式に大学技術士会連絡協議会を設立する
ことになった。新たに工学院大学、東北大学、大阪工業大学、名城大学、芝浦工業大学、慶応義
塾大学を加え 11 月 20 日に設立総会が開かれた。ここでは下記の目的が決定された。
① 活動情報の交換を進めるための諸活動を実施する．
② 大学技術士会の会員募集を目的に、共同して情報収集活動を実施する．
③ 合同講演会の開催等の諸活動を実施し，懇親を深める．
これに協力を表明していた摂南大学技術士会と、設立総会後に参加した室蘭工業大学水元技
術士会および北海学園大学技術士北翔会を加え、参加大学は計 16 校となった。
設立後最初の行事として、2009 年 6 月 13 日にお茶の水の日本大学理工学部校舎で講演会を
開催した、日本大学生産工学部元教授の三浦雄二氏及び技術士諏訪東京理科大学客員教授
の西澤紘一氏を講師に招き、約４０名の参加を得て成功裡に終了した。
今後は佐鳥会長からの提案で、行動範囲を受験指導や業務斡旋などにも広げていこうというこ
とになり、現在も世話人活動が進んでいる。技術士会も地域や部門のつながりだけでなく、大学を
加えることにより厚みを増すことが期待される。ただしこれは一世話人や幹事だけで出来ることで
はなく、会員の積極的な参加を期待する次第である。
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１．７

ホームページの現状
ホームページ管理担当
〃

田中 満生（３７化工）
田草川 武（４２電子）

蔵前技術士会がホームページ(以下、ＨＰと表記)を立ち上げ、現在の形にまで育て上げてきた
経緯は、１５周年誌に担当の田中満生氏がくわしく記述されています。
５年前の２００４年２月２８日に、蔵前工業会の蔵前ネットの中に自前の Web Site を持ち、ＨＰ(当
時の URL は hppt://vs.kuramae.ne.jp/krpe) を公開しました。しかし、２００６年１月から突然、蔵前
ネットのシステム変更で ML が使用できないようになったので、２００６年４月には、蔵前技術士会
が「さくらインターネット」と単独でレンタルサーバ契約を行い、岡部淑夫さん（４5 無機）のご協力も
得てＨＰも移転をし、現在の運用形態になりました。現在、サーバ上に、ＨＰと会員相互間の情報
連絡用メーリングリスト(以下、ＭＬと表記)を設定しています。２００８年４月からホ－ムペ－ジの管
理担当は、田中から田草川に代わりました。
現在のＨＰ（URL は hppt://krpe.net/）は、２００７年８月１日からそのサーバ上に再構成したもの
です。サイトマップを次ページに示します。
蔵前理科教室ふしぎ不思議(くらりか)の活動開始にともない、新たなページとして、「蔵前理科
教室の活動」を載せました。また、非公開ページ「くらりかのデータベース」を設定して、くらりか活
動の情報共有に活用しています。
ＭＬは、蔵前技術士会会員用、蔵前技術士会幹事用、くらりか会員用およびくらりか幹事用を常
時設定し、また必要に応じて臨時ＭＬを設定し、情報連絡・情報共有に活用しています。
契約サーバ容量は当初１ＧＢでしたが、今年(2009 年)2 月に３ＧＢに増量されました。
今後とも内容の充実を図り、皆様に活用いただけるＨＰを目指します。会員の皆様の情報・資料
提供とご意見をお願いいたします。
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２． 会員寄稿
２．１

２０周年雑感・思いのままに
植村 勝（２８化工）

「おじいちゃん、今どんな仕事しているの？」との孫達の問いかけに「蔵前技術士会というところ
で、幹事や顧問をしているよ」、「何それ！くらまえ何とか・・・」というように、孫達の興味がなくなら
ないよう言葉をつづけるのは容易ではありません。けれども、この子供たちに今から＜くらまえ＞
の存在を意識してもらいたい一心からの行動なのです。
一般に大人の世界でも、技術士なるものが判っておりません。＜くらまえ＞と聞くと「あー、相撲
のあるところ（両国と混同している）」と返ってくる。それ故、蔵前技術士会を納得してもらうには相
当な苦労が必要ですね。
「くらりか教室」でも、講師（リーダ）の皆さんが子供たちにどうやって蔵前技術士会を説明する
か頭を悩ましておりますが、子供ら殆んどが理解していないようです。一般社会人の保護者（親た
ち）が判っていないわけですから、子供たちが理解できないのは当たり前のことです。
事ほど左様に、技術士や蔵前は社会的認知度が低いですね（蔵前・東工大は多少違うとみる
のは甘いかな！）。日本技術士会では、省庁をはじめ、学協会、地方自治体、地域産業界などに
対して広報活動を積極的に進めており、数年前よりはかなり認知向上されてきたと思いますが、ま
だまだ努力不足でしょう。最も手っ取り早いのは、技術士の職業資格化でしょうが、官公庁を動か
すのは大変なことです。
さて、1 月の第二月曜日は何の日でしょう？ 我々、高齢者蔵前人には、すぐ返答はできない
でしょうが・・・、日本テレビの＜みのもんた＞番組に出てくる「今日は何の日？」ではありませんが、
そう、「成人の日」です。蔵前技術士会も成人の日を迎えました。１０年一昔と言いますが、ふた昔
（Two decades）の２０周年という区切りの記念すべき年齢に達しました。創立にご苦労された永易
さん・市川さんをはじめ、会発展にご活躍の諸先輩に多大の敬意を表するとともに、２０年にわたり
会の運営発展に尽力された歴代会長や幹事諸氏、更に会員みなさんの鋭意努力に感謝したいと
思います。
私が蔵前技術士会に入会したのは、前田会長のときで、生前のご活躍が輝やかしい頃でした。
また、内田会長時代には、小職の日本技術士会理事選挙に対し、多大のご支援をいただきまし
た。それ以来、日本技術士会と蔵前技術士会との連携役をとってきましたが、たいした貢献もでき
ずにおります。
「将来何になりたいの」の問いかけは、２０歳学生への祝いの言葉と解されますが、蔵前技術士
会に対しても同様でしょう。現会長が方針を出されていますが、幹事会や会員皆さんとともにロマ
ンを歌い、「円弧が大きな円を描くよう」に夢をかなえたいものです。
以上
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２．２

蔵前技術士会回想
神藤 賢（３１機械）

何か役に立つ資格をと思い昭和４８年に技術士の資格をとった。平成４年の春、子会社に出、
時間の余裕も少し出来たので将来のことも考え日本技術士会に入会した。技術士会の機械部会、
環境部会、環境マネジメントセンターにも入れてもらい、テキストの執筆などにも加わった。昔工場
で品質や環境関係にも関係していたこともあり、ＩＳＯ関係の資格なども新しく取ったりした。
平成４年の大学祭で機械工学科の教授応接室でたまたま市川先輩にお会いした。いろいろお
話しているうちに蔵前工業会神奈川技術士会の話になった。市川さんがリーダーで６０人ぐらい会
員がいるが常時２０人位しか例会に出席していないので、是非入れとのことで、「私は千葉支部で
すので」と遠慮すると、「これからこの会を大きくしなくてはならないので入れ」とのことで、また「知
人に工大出の技術士がいたらぜひ勧誘をしろ」と云われた。
平成５年正式に蔵前工業会神奈川技術士会に入会した。その頃は例会も川崎駅前のホールで
行われたが、大体２０人ぐらいの出席者で先輩の方も多く見られた。見学会は有益で面白かった。
遠いのと時間の関係で私の出席率は５０％位だった。
平成６年新橋の工業会館も完成し例会もそこで行われるようになり、会員も増えた。当時ＩＳＯ９０
００やＩＳＯ１４０００が会員の話題の中心になり、平成６年初め市川会長から「お前詳しいようだから
リーダーになり環境関係のグループを作り立ち上げたよ」と云われ、平成６年６月、環境ＷＧが出
来た。興味のある会員を募り、７～８人が例会のない月に各自集った。各人が分担して調査、報
告したり、レポートをまとめた。私や村松氏から例会ではＩＳＯの解説とその背景、各種関係法律改
正の解説、官界や業界の環境関係の問題点等を話した。
平成７年には市川会長からもう順番だから何か講演しろと云われ、平成８年の第４０回例会で丁
度当時仕事に関係した「半導体（ＬＳＩ）産業と半導体薬品」と云う演題で話した。
環境ＷＧの方は一応目的を達したので、平成８年１１月、市川会長 永易事務局長、神藤、村松、
吉井が集まり今後の環境ＷＧの推進と活動について討論した。そして労働安全とか環境関係以
外の事項も扱うようにした。リーダーは村松氏に代わった。平成９年ＣＯＰ３が京都で開かれ地球
温暖化防止計画が作成され、新しい環境問題が話題の中心になったりすることが多かった。ＷＧ
のメンバーも１０人になり、皆熱心にいろいろ作業をした。例会でも毎回トピックス、政府の指針、
業務案内等新しい事項を発表した。私は縁があり平成１０年から省エネルギーセンターの仕事を
やっていたのでそこから入る官の情報を含めいろいろ伝えた。
特に第７３回の例会でＷＧとして地球温暖化のその後の状況について説明したらいろいろ質問、
意見が出てほとんどの出席者―４０人からの発言があり、１０分の予定が４０分になり，大討論会に
なり今までにない盛り上がりのある会になったのが印象的だった。
その後、例会や総会の講演会で１人は文化系の又は技術系でもユニークな経験を持つた方の
講演を聞きたいとの会長の依頼で、新聞社のデスクを初め、数人の講師を紹介した。
普段はいろいろユニークで面白い話をしてくれる人も、講演で高いところから話すと、もう１つと
なるのが多かった。

以上
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２．３

エンジン人生と蔵前技術士会
高石 武夫 （３７機械）

人生を四期に分けて考えることは、古代インドの昔から始まり、「学生期」「家住期」「林住期」「遊
行期」に区分できる。
目安として、「学生期」は誕生から２５歳まで、「家住期」は２６歳から５０歳まで、「林住期」は５１歳
から７０歳まで、「遊行期」は７１歳から死ぬ迄である。
小生は、５１歳になる１０月に三菱重工長崎研究所から横浜研究所に転勤を命ぜられた。任務
の一つは、戦後初の豪華客船「クリスタルハーモニー(現在の飛鳥Ⅱ)」が長崎造船所で建造が始
まり、その主機関の中型四サイクルディーゼル横浜 MＡＮ機関の完成であった。
一方、神戸造船所では、「にっぽん丸」「ふじ丸」が、小生の入社以来心血を注いで研究開発し
てきた純国産大型二サイクル低速ディーゼルＵＥ機関を搭載して完成に近づいていた。いよいよ
日本も客船クルーズ時代の幕開けを思わせるものがあった。
５６歳で役職定年になり、第二の人生のため技術士資格を取ろうと考え、丁度募集のあった当時
の蔵前神奈川支部の第一回受験講座に申し込んだ。先生は市川会長で、エンジンをテーマに論
文をまとめた。仕事の多忙から来る準備不足のため、やっと四回目に合格し、市川会長から「三寒
四温ですね」との皮肉まじりの祝いの電話と祝カステラを戴いた。
ほぼ同時に母校から論文学位を戴き、この二つの資格を生かして６０歳から週三日六コマの大
学講師による定収入とスポット的な技術コンサルとを合わせて技術士生活の見通しを得ることがで
きた。市川元会長は、小生にとって東京工業大学の機械工学科の先輩であるだけでなく、現在の
都立上野高校（旧制の東京市立二中）の大先輩で、昨年行われた８０周年の同窓会「東叡会」に
もお供をして出席した。その時に「コージェネレーションエンジンの信頼性評価」の宿題を戴いた。
これは、小生の横浜転勤命令の二つ目の任務で、その一部は、蔵前技術士会で「ディーゼルエ
ンジン特性論」で講演発表したが、後半の具体的な「信頼性」について、現在まとめており、機会
があれば発表したいと思っている。
技術士の大学での認知度に関しては、日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）が発足し、勤務先
のＭ大も認定を受け、技術士の第一次試験が免除され、技術士補となる資格を有することから、
技術士を目指す大学生が出てきたことは喜ばしい。
この三月で大学の７０歳定年終了を迎え小生も遊行期に入り、長年苦労を共にした妻の慰労を
兼ねて念願の地中海クルーズに出かけることにした。成田空港からヘルシンキ経由でバルセロナ
に飛び、外国の大型豪華客船に乗った。我々のツアー客３０名の日本人の他は、ほとんどが外国
人で、お客が約二千名、スタッフが約千名の約９万トン全長３００ｍの客船で、イタリア・ギリシャ・エ
ジプト・スペインを約２週間かけて地中海クルーズするものである。主機関は、ガスタービン二基と
スチームタービン一基発電モータの可変ピッチプロペラのため操船も楽で、スタビライザー付きで
船の安定性も良く、振動騒音はほとんどない。妻も船酔いは全くなく、デッキで外国人相手に得意
のエアロビクスを楽しんだ。横浜転勤以来２０年たって、やっと小生もクルーズ時代の仲間に入り
感無量であった。帰国後、佐鳥会長から、蔵前技術士会の監事就任の要請があり、これからの蔵
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前技術士会発展のために快く引き受けることにした。
「同窓の古稀のこの夜月の宴」

高石遊行（俳号）
以上

２．４

花形女性記者講演依頼顛末記
田中 満生(３７化工)

１．元村有希子記者のこと
元村記者は、前から気になっていました。
毎日新聞の朝刊には「発信箱」というコラムがあり、各部の記者が交代で担当しています。元村記
者は科学環境部記者として週に１回執筆しており、わずか８００字程度の短い文章は、起承転結
のめりはりが利いて、ユニ－クな視点から科学技術の問題点の核心をずばり突いていました。
一方で 2002 年から毎日新聞の長期連載「理系白書」の取材班キャップとして、文系優位の日
本社会における科学と社会のあり方についてさまざまな問題提起をしていたし、１日平均５,０００
件のアクセスがある大変な人気コ－ナ－の「理系白書ブログ」の管理人を２００４年秋から務めてい
ます。もう一つ付け加えるならば、著名な科学ジャ-ナリストが、文系出身（九州大学教育学部心理
学卒）であることと大変な美人記者であることも大いに気を持たせることでした。
なお、この後の出来事になりますが、優れた科学ジャ－ナリスト活動を顕彰する「科学ジャ－ナリ
スト賞」（日本科学技術ジャ－ナリスト会議）の第１回大賞を受賞し(２００６年５月)、選考委員の白
川英樹博士からトロフィ－を贈られ「ブログや新聞連載で科学技術を広く社会に伝え、理系の問
題を喚起した。」と讃えられました。
２．蔵前技術士会での講演依頼
２００５年の９月頃たまたま新聞で毎日新聞の記者が小学校を訪問する「記者派遣授業」があっ
たという記事が目にとまりました。ならば蔵前技術士会での講演者に元村記者をお願いできない
かと思い、企画幹事長の尾島さん、事務局長の佐鳥さんに相談して、私が毎日新聞に掛け合うこ
とになりました。毎日新聞横浜支社に電話しましたところ、小中学校には記者派遣講演というボラ
ンティア活動をしているが一般団体については実施していない。しかし、念のために本社に問い
合わせするとのことで私の連絡先を知らせておきました。
その数日後に元村記者から直接、電話があり、「読者室からも、お送りいただいたメールが届き
ました。職業柄、突発事態で現場に駆けつけることもあり、お約束を果たせなくなる場合がありま
すが、それをご承知の上でよろしいということでしたら、お引き受けします。どうぞよろしくお願いし
ます。」ということでひとまずつなぎができました。それから東京に行ったついでにご挨拶をしようと、
上野広小路の菓子匠「うさぎや」のお菓子を手土産に毎日新聞社の本社を訪ね、蔵前技術士会
の内容や講演会の主旨等を説明して講演内容を整えていただけるようにお願いしました。
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その日のブログには、次の書き込みがありました。「きょう打ち合わせで来社した鵠沼の紳士から
は、上野・うさぎやの「喜作最中」をお土産にいただいた。うさぎやといえばどら焼だけど、最中は
皮のパリパリ感がほどよくておいしい。」
その後、「理系白書シンポジウム 科学技術をどう伝えるか～ジャ－ナリズムの可能性」（２００６
年４月２１日 早稲田大学、毎日新聞社主催 基調講演：養老孟司、パネリスト：西村吉雄、松本
敏博、元村有希子、湯本博文、横山広美、司会：瀬川至博）、「理系白書シンポジウムＩＮ横浜～
未来を拓く科学技術教育」（２００６年９月２４日 毎日新聞社、横浜市教育委員会主催 基調講
演：ハロルド・クロト－、パネリスト：荒瀬克己、大島まり、的川泰宣、手老貞行、司会：元村有希子）
に参加して元村記者の追っかけを続けました。
３．講演
元村記者の予定を見ると、その週は川崎、京都、滋賀、金沢と出張が続き、同じ日にはつくばか
ら代々木に来て、それからお台場の日本科学未来館での科学コミュニケーション文化祭「サイエ
ンスアゴラ２００６」（主催科学技術振興機構）に出席という多忙さなので、前日まで予定通りに講演
していただけるものか、気をもんでメ－ルで確認しましたら、掛け持ちなので講演終了後すぐに次
の会場に向かい、懇親会には出席できないが講演は大丈夫とのことで一安心しました。
講演は、蔵前技術士会「科学技術セミナ－」（２００６年１１月２５日 新日鐵代々木研修センタ－）
において行われ、華やかな雰囲気の中でも「科学・技術を伝える」という題名で、科学記事は、成
果だけではなく「人」、「ドラマ」、「その先」を書くこと、科学記事を多様な「年代」、「関心」、「知識レ
ベル」、「ニ－ズ」を持つ読者を対象に「時間」、「字数」の制約の中で満足してもらえる情報伝える
ことは、寺田寅彦の言葉「ものを怖がらなさ過ぎたり、怖がり過ぎたりすることは易しいが、正当に
怖がることはなかなか難しい。」と同じく難しいことではあるが、科学コミュニケ－タ－は、科学技術
と社会とを橋渡しする役割があり、これは研究者・技術者にも共通の立場であると強調され、会員
に強い共感を与えました。
写真は、田中による講演者紹介と内田会長からの感謝状贈呈の様子です。
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４．その後
元村記者の講演が好評であったために神奈川支部からも講演を申し込んで欲しいと依頼されま
したが、ちょうどその頃、元村記者は１年間の英国留学が決まり、残念ながらとお断りがありまし
た。
元村記者は、２００７年９月から英国及び欧州のサイエンスコミュニケーションの現場を見て参加
して歩きつつ、温暖化外交の現場を日本の外からウオッチした情報を精力的に発信していました。
２００８年８月から本社に復帰し、科学環境部デスク兼記者として活躍されています。
以上
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３.

活動報告

３．１ 例会・見学会実施記録
以下に時系列で例会（含む総会・科学技術セミナー）、見学会の概要を示すが、「講演題名」の
後に付けた記号は以下のことを表している。
□

は蔵前技術士会ＨＰにパワーポイントの pdf ファイルが保存されている、

○

は蔵前技術士会ＨＰにパワーポイントの印刷資料の pdf ファイルが保存されている、

☆

は蔵前技術士会ＨＰにレジメの pdf ファイルが保存されている、

●

は蔵前技術士会ＨＰにパワーポイントのファイルが保存されている。

平成１６年度（第８９回～第９４回）
第８９回例会
平成 16 年 4 月 5 日 八重洲会場

出席者：会員 39 名、会員外 0 名

「化学物質の有害性」

松平忠志氏（技術士）

「超伝導技術の動向」

古戸義雄氏（東京大学講師）

第９０回例会（総会）
平成 16 年 6 月 7 日 八重洲会場

出席者：会員 40 名、会員外 0 名

総会
「エネルギーマネジメントとパワーエレクトロニクス」□
深尾 正氏（武蔵工大教授、東京工大名誉教授）
第９１回例会
平成 16 年 8 月 2 日 八重洲会場

出席者：会員 31 名、会員外 1 名

「製造物責任と技術者倫理」 □

植木正憲氏（技術士、工博、東京農工大客員教授）

「日本国ヤリクリのカラクリ」

荒牧国広氏（技術士）

第９２回例会
平成 16 年 10 月 4 日 八重洲会場

出席者：会員 42 名、会員外 0 名

「特殊な射出成形について」□
「技術革新のための知的財産マネジエント」

荻野和彦氏（技術士）
□

渡部俊也氏（東京大学教授）

第９３回例会（科学技術セミナー）
平成 16 年 11 月 27 日

東海大学校友会館

「欧米の農業戦略と日本農業の現状と将来」

出席者：会員 43 名、会員外 32 名

□

小袋将志氏（技術士）

「電力の自由化と分散型発電の現状」□

塩田潔氏（技術士）

「DＲ＆Ｄ型優良企業はなぜ利益がでているのか？」
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□

高橋富男氏（東北大客員教授／研究推進・知的財産本部長補佐））
「技術経営（ＮＯＴ）とは？」☆

森 欣司氏（東京工大大学院教授）

第９４回例会
平成 17 年 2 月 7 日 CIC 田町会場
「スミソニアンは何を展示してきたか」

出席者：会員 42 名、会員外 3 名

○

栄寿氏（スミソニアン客員研究員）

「人工衛星を用いた航法の現状と将来」□

植茂二氏（技術士）

平成１７年度（第９５回～第１０１回）
第９５回例会（総会）
平成 17 年 4 月 4 日 CIC 田町会場

出席者：会員 42 名、会員外 3 名

総会
「東工大法人化の現状と今後のビジョン」□
「国際特許とベンチャ－ビジネスについて」

下河辺明氏（東工大副学長
□

宇高克巳氏（弁理士）

第９６回例会
平成 17 年 6 月 6 日 CIC 田町会場

出席者：会員 40 名、会員外 5 名

「太陽活動の長期変動から見た気象変動の現在」○

桜井邦明氏（早稲田大学教授）

第９７回見学会
平成 17 年 7 月 1 日

住友化学㈱千葉工場

出席者：会員 40 名、会員外 5 名

工場長 鈴木孝利氏の工場説明・工場見学後、懇親会を実施
第９８回例会
平成 17 年 8 月 1 日 CIC 田町会場

出席者：会員 名、会員外 名

「脊椎動物に四肢を獲得させたボディプランの解明」□
田中幹子氏（東工大大学院生体システム専攻助教授）
第９９回例会
平成 17 年 10 月 3 日 CIC 田町会場

出席者：会員 29 名、会員外 2 名

「ミリ波大面積平面励振高効率平面アンテナの研究」□
廣川二郎氏（東工大大学院電気電子工学専攻助教授）
「乱流の普遍的微細構造に基づく高効率燃焼制御系」□
店橋 護氏（東工大大学院機械宇宙ｼｽﾃﾑ専攻助教授）
第１００回例会（科学技術セミナー）
平成 17 年 11 月 26 日 東海大校友会館

出席者：会員 51 名、会員外 12 名

１００回記念蔵前技術士会会長表彰
古賀高志氏（３２電気）、小岱将志氏（３２電気）、松平忠志氏（３３化工）の３氏を表彰した。
25

「マイクロ部品の自立的位置あわせ」☆

佐藤海二氏（東工大大学院ﾒｶﾉﾏｲｸﾛ工学専攻助教授）

「地球最深部の物性測定」☆
「ロボットの心」

廣瀬 敬氏（東工大大学院地球惑星科学専攻助教授）

□

「再生医療と臓器移植」

松原季男氏（元静岡文化芸術大学教授）
赤池敏宏氏（東工大大学院生体分子機能工学専攻助教授）

第１０１回例会
平成 18 年 2 月 6 日 CIC 田町会場

出席者：会員 31 名、会員外 8 名

「イノベ－ションが日本を再生する」
藤末健三氏（参議院議員、精華大・早稲田大学客員教授）
「マスメディアに対して IT が今後どのような影響を及ぼすか」
大軒由敬氏（朝日新聞ｂｅ編集長）
平成１８年度（第１０２回～第１０８回）
第１０２回例会
平成 18 年 4 月 3 日 CIC 田町会場

出席者：会員 34 名、会員外 3 名

「新規な磁性ﾆｯｹﾙﾅﾉﾁｭ-ﾌﾞを利用した電子素子材料」
中川 勝氏（東工大資源化学研究所助教授）
「薄膜微細加工技術の発展」

原 眞一氏（技術士）

第１０３回例会（総会）
平成 18 年 6 月 5 日 CIC 田町会場

出席者：会員 34 名、会員外 4 名

総会
「日本の省エネ政策の課題と展望」○
秋鹿 研一氏（東工大名誉教授、（財）理工学振興会 専務理事）
第１０４回見学会
平成 18 年 7 月 7 日 日産自動車㈱追浜工場

出席者：会員 48 名、会員外 名

見学と懇親会を実施
第１０５回例会
平成 18 年 8 月 7 日 CIC 田町会場

出席者：会員 33 名、会員外 3 名

「コンパクトな人工心臓」

進士 忠彦氏（東工大助教授）

「中国における製紙コンサルタント業務」

早房 長男氏（技術士）

第１０６回例会
平成 18 年 10 月 2 日 CIC 田町会場

出席者：会員 31 名、会員外 6 名

「スピンエレクトロニクス（エレクトロニクスと磁性の融合）」□
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吉野 淳二氏（東工大教授）

｢デジタルカメラ：その成長の軌跡」

前田知久氏（技術士 ４２修）

第１０７回例会（科学技術セミナー）
平成 18 年 11 月 25 日 新日鐵代々木研修センター
「発電用火力設備基準の解釈」□
「同期式回路の革新的な設計方法」

出席者：会員 名、会員外 名

木村一弘氏（物質・材料研究機構 工学博士）
□

高橋 篤司氏（東工大助教授）

「科学・技術を伝える」□

元村 有希子氏（毎日新聞社 科学環境部記者）

第１０８回例会
平成 19 年 2 月 5 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 名、会員外 名

「真空スクイ－ド状況の原子アンサンブルへの転写と再生」
「世界の地震予知の実情」

上妻幹男氏（東工大 准教授）
矢部 五郎氏（技術士）

平成１９年度（第１０９回～第１１５回）
第１０９回例会（総会）
平成 19 年 4 月 2 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 39 名、会員外 3 名

総会
「有機合成化学で生命を探る」

細谷 孝充氏（東工大大学院理工学研究科 准教授）

第１１０回見学会
平成 19 年 5 月 25 日 新日本製鐵 ㈱ 君津製鉄所

出席者：会員 36 名、会員外 2 名

工場見学と懇親会を実施
第１１１回例会
平成 19 年 6 月 4 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 33 名、会員外 1 名

「コンサルタント業務の実態と業務斡旋」／パネルデスカッション
内田潤一氏、佐鳥聡夫氏、尾島正男氏、小谷野清氏
「蔵前理科教室くらりか活動の紹介」

田中 満生氏（技術士 37 化工）

第１１２回例会
平成 19 年 8 月 6 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 35 名、会員外 0 名

「微細加工における毛管現象と制御」

瀬川 浩代氏（東工大大学院理工学研究科 助教）

「原子力エネルギーを考える」

石井陽一郎氏（29 電気）

第１１３回例会
平成 19 年 10 月 29 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 33 名、会員外 0 名

「現代版故きを温ねて新しきを知る～私のア－カイブ術～」
中島 正明氏（技術士 46 修 制御）
「豊かな社会とシステムデザイン」

青山 祐造氏（技術士 42 修 化工）
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第１１４回例会（科学技術セミナー）
平成 19 年 11 月 17 日 東海大学校友会館

出席者：会員 41 名、会員外 5 名

「奈良・鎌倉の大仏様」

庄司 一雄氏（文化財研究所 顧問）

「CD-R の発明と新商品企画」

石黒隆氏（太陽誘電㈱ S58 博）

「６０歳過ぎて学んだ技術的に面白い話 ～天然の原子炉とマグネシア固化材～」
雨谷 俊彦氏（47 博 原子核）
第１１５回例会
平成 20 年 2 月 4 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 32 名、会員外 7 名

「デイーゼルエンジン特性論」

高石武夫氏（S37 機械 工博）

「機能性色素の新展開」

高橋 洋之介氏（技術士 49 博 化工）

平成２０年度（第１１６回～第１２２回）
第１１６回例会（総会）
平成 20 年 4 月 7 日 田町 CIC806 号室

出席者：会員 38 名、会員外 4 名

総会
「人力飛行機の設計と製作」□

其田 聖史氏（東工大Ｍeister 人力飛行機部門代表）
稲川 貴大氏（東工大Ｍeister 機体設計部門代表）

第１１７回例会
平成 20 年 6 月 2 日 田町 CIC806 号室
「究極の光閉じ込めを目指して」

☆

出席者：会員 30 名、会員外 13 名

柴田 修一氏（東京工業大学院理工学研究科 教授）

「セメント産業の資源循環型社会への貢献」

山岸 千丈氏（工学博士 38 化工）

第１１８回見学会（東京支部と共催）
平成 20 年 7 月 11 日 キャノン電子 ㈱

出席者：会員 20 名、会員外 39 名

酒巻久社長の講演で「改善」を学んだ後に工場見学
羊山公園「やまとーあーとみゅーじあむ」見学。
第１１９回例会
平成 20 年 8 月 4 日 田町 CIC806 号室
「糸川博士とペンシルロケット」
「外資系企業出向体験談」

☆

出席者：会員 32 名、会員外 3 名
金澤磐夫氏（ダイナミック・アート研究所長）
高橋諄吉氏（37 化工）

第１２０回例会
平成 20 年 10 月 6 日 東工大百年記念館第一会議室

出席者：会員 28 名、会員外 6 名

「シーラカンスはどのようにして東工大に輸入され解剖されたか？」□
岡田 典弘氏（東工大大学院生命理工学研究科教授）
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「弁理士になった」☆

遠藤 信明氏（弁理士 42 建築）

第１２１回例会（科学技術セミナー）
平成 20 年 11 月 15 日 東海大学校友会館
「宮沢賢治２１世紀宇宙の旅」

出席者：会員 35 名、会員外 17 名

ロジャー・パールバース氏（東工大世界文明センター長）

「物理学からみた環境問題の本質－ゴミをなくせば持続社会が実現する－」●
広瀬立成氏（早稲田大学理工学術院総合研究所教授）
「我が人生と健康に対する私見」

●

山内尚隆氏（（有）山久代表取締役他 26 応化）

第１２２回例会
平成 21 年 2 月 7 日 田町 CIC806 号室
「レアメタルの現状と課題」□
「蔵前技術士会の発足と経緯」

出席者：会員 36 名、会員外 5 名

田中和明氏（新日本製鐵（株）君津製鐵所グループリーダー）
☆

永易憲三氏（技術士 16 機械）、 市川英彦氏（技術士 18 機械）
以上

３．２ 例会・見学会議事録
平成１６年度
第８９回例会・講演会
日 時：2004(平成 16)年 4 月 5 日(月) 18:00～20:00
場 所：東京都中央区八重洲 蔵前工業会事務所 第一、第二会議室
議 事：（植村副会長の総合司会で進行）
Ⅰ．会長報告 内田会長
１）蔵前技術士会規約を作った。
講習会の会費納入などのため、郵便局に振替口座を作ることにしているので、郵便局の要求する
形式に合わせている。6 月の総会で承認を求めるので、ご意見の有る方は事前に会長へメール
で連絡して欲しい。
２）ホームページが出来た。
田中幹事のご努力で蔵前工業会のホームページの中に蔵前技術士会のホー ムページを作っ
た。URL は http://vs.kuramae.ne.jp/krpe/ 。
３）会員の講演者の選定基準を作った。
４）4/19 にパワーポイントの講習会を計画しているが、既に満員になっている。
５）会運営に必要な機器やソフトを会の予算で購入できるよう明確にした。
６）技術士講習会を 4/20(火)と 6/12(土)に計画している。
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蔵前技術士会で作成したテキストを使用する。
７）次回例会は６/７日(月)18 時よりこの場所で第三回の総会と第 90 回の例会(講演は一件)を行う
(それ以降の例会は田町になる可能性が有り、会場に注意して欲しい) 。なお、総会の資料準備
のため 4/26(月)にこの場所で幹事会を行う。
８）本技術士会の 15 年誌を作ることになっているが、第 60 回～67 回の議事録が不明なので、お
持ちの方があったら連絡して欲しい。
Ⅱ．新人紹介
①中村 城治氏：Ｓ５０年に生産機械の修士を出、建設機械の小松に入った、１５年前から環境関
係をやり、今の専門は衛生工学。
②根木 茂人氏：Ｓ52 年に化学の修士を出、エーザイ(薬)に勤め化学の研究に携わっている。昨
年技術士に合格した。
Ⅲ．エコアクション２１

神藤・環境ＷＧリーダー

中小事業者のために、環境省が ISO14000 の簡易版を作成し推奨している。詳しくは環境省
のホームページを見て欲しい。この審査員になるには試験がある。小論文と一次試験、二次試験、
これに合格すると審査員としての資格が貰えるので皆さんにもお勧めしたい。また、私が先月末ま
で勤めていた省エネルギーセンターで非常勤の嘱託職員を募集している。年齢制限があるが、
関心の有る方は応募して欲しい。
講 演：
●「グリコールエーテル類の生殖毒性」

講師：松平忠志氏（３３化工）

５年程前に日本化学会から頼まれて調査したことがある。化学製品の健康被害と云う点では、す
べての方の関心事だろうとこのテーマを選んだ。
グリコールエーテル類は有機溶剤であり、毒性は少ないと見なされていた。以前、環境許容濃
度は各国とも同じ値(２５ppm)が使われていたが、その根拠は１９３８年に作業者が白血球の減少
や体調不良を起こしたと云う古い事例である。１９７７年に長野嘉介等が精巣に対して顕著な毒性
があることを報告し、これが契機となって欧米の政府機関やメーカーが大々的に毒性試験を開始
した。１９８２年には欧州の ECETOC がレポートを発表し、１９８４年には米国が許容濃度を５ppm
に引下げた。日本も大騒ぎになったが、欧米からの情報を入れるのが精一杯だった。産業界では
代替品への切替えが進み、使用量は激減したが、法改正は諸外国より大幅に遅れ、１９９５年に
日本の労働省告示２６号で労安法を５ppm に改訂。更に５年遅れて２０００年に日本化学会が防
災指針を発行した。
以下、最も毒性の強いエチレングリコールモノメチルエーテル(EGME)につき、ECETOC のレ
ポートに基づいて説明する。毒性の検証の代表的な方法は蒸気吸入試験でラット、ラビット、マウ
スに対して動物実験を行い、増殖の早い組織に対する障害が明らかであり細胞分裂阻害作用が
強いと結論づけられた。精巣萎縮、血液障害、催奇性に対する NOEL(影響を与えない許容限
度)が求められ、その内の最も低い値を適用した。児に与える神経学的・行動的影響、被曝経路
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が異なるときの被曝量、工場での調査など多方面の調査も行われ、人に対しては最も障害を受け
やすい動物種の NOEL を採用した。化学構造と毒性・代謝の研究も行われているが、EGME は
動物の体内で分解され易く、また排出もされ易いので、長期的な蓄積性はないとしている。
精巣萎縮のメカニズムの究明も精力的に行われた。人では毎日１～２億個の精子が約７０日か
かって生産されているが、その過程で精母細胞の成熟段階の或る時期にある細胞の損傷が顕著
であった。しかし、本質に関する議論・考察はなかった。研究すればするほど判らないところが出
てくるのかも知れない。胎児が弱いとは云え、卵子に対しては試験されていないのは気になるとこ
ろである。
この調査で、私はかなりインプレッションを受け、またヨーロッパの化学工業界のふところの深さ
を感じた。一方、日本発の論文が欧米の産業界、学会を動かしたことは大きな国際貢献であっ
た。
●「超電導技術の動向」

講師は古戸義雄氏（３３電気、３５修）で、古河電工で３０年間超電導

関係の仕事に従事、工学博士、現在、東大講師。(紹介：寺田幹事)
超電導現象は次の三つの特徴に整理できる。①完全導電性(零抵抗)、②完全反磁性(マイスナ
ー効果)、③巨視的量子効果（磁束量子化、ジョセフソン効果)。超電導体は磁界の中に在っても
磁束を排除し、内部磁界をゼロに保つ。これが完全反磁性(マイスナー効果)で、これは内部磁界
を打ち消すように表面にシールド電流と云う永久電流が流れるためで、この性質は磁気浮上とか
ベアリングに使える。
超電導体で作られたリングの内側には最小単位(量子磁束)の整数倍の磁束しか入れない。こ
れが磁束量子化で、超電導が巨視的量子現象であることを示す。超電導は、電子の存在が結晶
格子イオンを歪ませて正電荷を形成し、これが他の電子に引力を及ぼす結果、２つの電子が電
子対(クーパー・ペア)を作ることにより生じ、一つの電子がイオンと衝突してエネルギーを失っても、
もう一つの電子がエネルギーを受取るので損失が生ぜず、電気抵抗が発生しない。(ＢＣＳ理論)
超電導体は臨界温度、臨界磁界、臨界電流密度を上限とする領域の内側で超伝導状態を保て
るが、外部磁界が臨界磁界を越えると直ちに常電導に転移してしまう第一種超電導体と、外部磁
界が下部臨界磁界を越えると磁束が量子磁束線の形で内部に侵入し、上部臨界磁界に達するま
で完全導電性を保つ第二種超電導体があり、現在実用されているのは第二種超電導体である。
また、格子欠陥などがあると、これが量子磁束線を捕まえるピン止め効果があり、実用上重要な役
割を果たす。
超電導材料は元素、合金、金属間化合物、酸化物など合わせて 2,000 種位知られている。
1986 年に高温酸化物超電導体が出現するが、水銀酸化物超電導体で臨界温度 136K を達成し
ている。現在実用されているのは Nb-Ti、Nb3Sn、V3Ga の３つだけであるが、このままでは不
安定なので、Nb-Ti では 41 ミクロン位(髪の毛の半分)、Nb3Sn では８ミクロン位に細くすると安定
になる。また、銅やアルミの安定化材に埋め込むことで更に安定化する。
具体的には冶金技術、電線製造技術を総合して超電導線材が作られている。核融合装置や加
速器に使用するため 100 トン位の材料を納めたことがある。電力用には発電機、電力貯蔵、送電
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用長尺電力ケーブルも開発中である。医療用には超電導磁石を用いたＭＲＩが広く使われている。
またＭＥＧ、ＳＱＵＩＤ磁束計として脳や心臓の診断にも使われる。磁気浮上のリニアーモーターカ
ーは宮崎や山梨で実験が行われているが、エレベータをリニアモーターで作れば１ｋｍ位の高さ
のものも出来る。
第９０回例会（総会）・講演会
日 時：2004(平成 16)年 6 月 7 日(月) 18:00～20:00
場 所：東京都中央区八重洲 蔵前工業会事務所 第一、第二会議室、談話室
議 事：
１．総会

進行役：佐鳥事務局長

内田会長を議長として昨年度の活動状況等を報告し出席者の拍手で承認が得られた。
次いで新会長選出に移り、他に候補がないため、内田潤一氏が次期会長に再選された。
改めて、内田新会長が議長となり、新役員の紹介、蔵前技術士会の新規約、新年度の活動計画、
予算案などの説明があり、何れも出席者の拍手により承認された。
２．講演会案内 尾島企画幹事長
来る６月２６日(土)に窯業同窓会と蔵前技術士会が共催して行う講演会「２１世紀の東工大産学運
営のビジョンを語る」の説明と勧誘が行われた。
３．新人紹介
①大谷 昌弘氏 S41 電気、S43 修士卒 国鉄、東海旅客鉄道を経て現在は台湾高速鉄道のコ
ンサルタント。技術士は機械部門。
② 平田賢太郎氏 S48 化工修士卒 三菱化学(四日市)勤務。専門は化学工学、コンピュータシ
ミュレーションなど。技術士は化学部門。
講 演：(紹介：植木幹事)
●「エネルギーマネジメントとパワーエレクトロニクス」

講師は深尾 正氏（３９電気、４１修、４４

博）、現在、東工大名誉教授、武蔵工大機械システム工学科教授。
地球上の人口増加、資源エネルギーや食料問題、地球環境、の互いに矛盾する問題をどう調
和させるかというトリレンマは、電気エネルギーを取り巻く環境にも当てはまる。電気エネルギーは
使い易く、日本の全エネルギー消費に占める比率(電力化率)は２５％位である。日本人一人当た
りの電力消費量は２０００年時点で８，５００kWh／年で、これは一人一人が四六時中１KW を使い
続けている計算になる。
二酸化炭素など、温室効果ガス排出削減のため、新エネルギーの利用が奨励され、電気事業
者が販売する電力量の一定割合を新エネルギーから供給しなければならない、とする特別措置
法があり、昨年度の目標値は総ての電力会社で達成された。しかし、2010 年度の目標値 1.35%
の達成は難しいとの懸念もある。一方、ヨーロッパに比べてあまりにも少ないとの批判もある。
太陽光発電では日本は世界一であり、発電量で４８％、太陽電池の生産量でも世界の半分を占
める。これは、屋根に取り付ける家庭用が圧倒的に多い。風力発電は圧倒的にドイツが多いが、
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日本は適地が少なく１.２％位であり、設置場所も北海道、東北に集中している。
今後は水素を使う燃料電池が普及するであろうが、特に、燃料電池で走る自動車が期待される。
搭載する燃料電池の容量は２０KW～５０KW で、世界中の車が全部燃料電池を積んだら、総発
電量は２５０億 KW と全世界の総発電量の１０倍になる。
新エネルギーを考えるとき、ＬＣＡ(ライフサイクルアセスメント)、即ち、関連装置の製造・使用・廃
棄における資源の消費や排出物の環境への影響も評価せねばならない。発電量とその装置を製
造・維持するに必要なエネルギーの収支を考えると水力が圧倒的に良く地熱、原子力、石炭、石
油がこれに続き、太陽光、風力は遙かに劣る。つまり太陽光エネルギーがクリーンだと云っても
太陽電池を製造するのに多量の化石燃料を使っていることを忘れてはならない。
ここで、エネルギーの有効利用のためのパワーエレクトロニクスの話に移りたい。パワーエレクト
ロニクスとは、電子バルブデバイスによるスイッチングにより電力変換・制御および電力開閉を行う
技術とその応用分野である。
電力変換とは、電圧、電流、周波数(直流を含む)、位相などの電気的特性の内の一つ以上を実
質的に損失なしに変えることである。スイッチングによる電力変換の例として直流チョッパがあり、
これで９０％位の電力変換効率が得られる。
バルブデバイスは、１９５７年にサイリスタが出現し、以後オンオフ制御デバイスの大容量化が進
み、１９７０年以降、安価で信頼性の高いものが出てきた。
パワーエレクトロニクス技術により、電力の分野で自由に周波数を変えることを可能になり、利用
領域が大幅に拡大された。パワーエレクトロニクス機器の大きな特徴は大型化による改善効果より
も量産による効果が高いことである。例えば新幹線で使われるのと同じ技術が家庭用空調機にも
使える。パワーエレクトロニクス応用の代表例として、可変電圧、可変周波数電源を用いた交流電
動機の可変速駆動があり、保守が容易と云った交流機の特徴も生かせる。違う周波数（５０Hz／６
０Hz)の電力系統を接続して電力の融通を図ったり、可変速揚水発電システム、新幹線などの交
通システム、ハイブリッド自動車などにも応用されている。
２１世紀はエネルギーと環境の世紀であり、クリーンで制御の容易な電気エネルギーの重要性
がますます高まる。その中で電気エネルギーの発電から消費までパワーエレクトロニクスが大きな
役割を担うことになる。
第９１回例会・講演会
日 時：2004(平成 16)年 8 月 2 日(月) 18:00～20:00
場 所：東京都中央区八重洲 蔵前工業会事務所 第一、第二会議室
議 事：（総合司会：佐鳥事務局長）
１．挨拶 植村副会長
（１）訃報：内田会長のご身内の方が亡くなられ本日欠席された。また、会員の日下田九十九氏の
ご令室が亡くなられた(明日、告別式)。
（２）幹事会報告：本日開かれた幹事会での議事内容を紹介する
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ａ．例会の会場として来年から田町の施設が使えるようになった。詳細別項。
ｂ．15 年記念誌の発行準備が佐鳥事務局長を中心に進んでいる。皆さんからも積極的に投稿し
て欲しい。
ｃ．講演会を長期的視点で計画したい。特に会員講師の選定につき皆様にもお願いして行くこと
になるのでよろしく。
（３）日本技術士会臨時総会：松並氏除名に関わる臨時総会が開催される。臨時総会成立要件は
会員総数の１/２以上の出席及び委任状、除名決議要件は出席者及び委任状数の２/３以上の賛
成が必要。分厚い議案書が会員に配布されるので内容を理解し、必ず出席又は委任状を提出し
て欲しい。
２．会場の件 尾島企画幹事長
田町の駅前に出来たキャンパス・イノベーション・センター(CIC)の会議室が使える事になり来
年 2/7、4/4 の例会の会場として確保した。同建物は文科省の施設だが、７～９階を東工大が借
りているのでそこを使わして頂けることになった。ただし、東工大の産学連携推進本部との共催の
形を採ることになる。
会場は９１３号の階段教室で約５０名収容できる。なお、８階の８０３号室では簡単な飲食が出
来る。
講演：
●「製造物責任と技術者倫理」
京農工大客員教授。

講師は植木正憲氏（51 博金属） 技術士(化学、技監)、現在東

(紹介：高林幹事)

日本技術士会に「技術士による製造物責任技術相談センター」と云うプロジェクトチームがあり、
平成９年に入会したが、ここ数年、私が代表者となっているのでその活動を紹介する。具体的に
は例会での研修、勉強会の開催などの他、「事故原因の技術的究明」を中心として鑑定業務を会
員に斡旋している。
形として共同受注体制を取り、多分野の技術士３０余名が参加している。各技術分野に属する
多種類の案件を引き受け、メーリングリストを利用して迅速に希望者を募集したり、客先との調整
などのコーディネーター役を設定して運営している。客先は損保、弁護士、メーカー等である。
昨年６月から始め、今年の４月末現在で５６件の受注があったが、その内９０％は損保関係の某
社である。これは前々からの繋がりにもよる。受注案件には、中間製品(部品)の問題が多く、最近
は公共施設などの不良事故(ゴミ発電事故など)も多くなった。なお、自動車関係などはそれを扱う
専門グループもあり、我々の処への相談は余りない。
製造物責任(ＰＬ)制度とは「欠陥製品による被害に対して、メーカー等が負うべき損害賠償の責
任について定めたルール」であり、世界共通の基本用語は「欠陥」「製品(製造物）」「損害賠償」
「メーカー等」の４つである。
欠陥には、製造上の欠陥、設計上の欠陥、警告・表示上の欠陥の三種類がある。具体例として、
横浜にある超高層ビル内のホテル客室の窓ガラスに日照調整フィルムを張ったところひび割れが
生じた事例を取り上げる。このフィルムは太陽光を反射したり吸収したりして屋内の温度上昇を抑

34

えるものであるが、ガラスの温度上昇が不均一だと熱割れを生じる危険性があり、ガラスメーカー
もその危険を警告していた。調査の結果、同ホテルの建物は四隅が出っ張った特別な形状をして
いるため、東側のガラス窓に建物自体の蔭が映り、日照により不均一に加熱されたガラスに熱割
れが生じたことが判明した。つまり、施工業者の調査不足とフィルム選定のミスと判定された。結局、
２枚のガラスが割れたことで工事全体が中止されたが、施工業者は保険を掛けているので、この
結論が損保の判定に反映されることになる。
こうした事故・紛争に拘わる原因の技術的究明においては、社会正義・倫理感、高度な専門知
識・解析能力、総合技術監理的全体俯瞰能力など、中立・公正なる思想に基づく高度な技術的
判断能力が技術士に要求される。
●「日本国ヤリクリのカラクリ」

講師：荒牧国広氏（35 化工） 元興亜石油、技術士(化学)。(紹

介：永井幹事)
日本の財政の問題は３年前に退職してから調べ始めた、最近、演題と同名の本を出したのでそ
の内容を紹介したい。（本を回覧）
日本の国及び地方財政は平成１５年度末で７００兆円もの借金を積み上げた。これは過去３０年
近くの間、歳入の不足を国債で穴埋めしながら景気対策や内需拡大のための歳出を膨らませ、
かつ国民が減税を望んだ結果である。 この問題に関しては断片的な記事や数字が流布されて
いるが、系統だって問題の全体像を明らかにするものがない。この本では財政危機の現状と何故
借金が積み上がってしまったかの説明と問題提起をした。
国の予算規模は昨年度は８１兆円だったが、歳入の税収は４５兆円で不足分３６兆円を国債で
穴埋めしている。この問題を救済するには借金を止めることが第一。次に税収を２倍にし借金の
返済を進めなければならない。
政治経済専門家の見方が、景気サイクル論者と歴史的転換論者に別れており、それぞれ処方
箋が違う。前者は構造改革より景気対策を優先する立場で、今まで何度も景気対策が実行され
膨大な資金が投入された。大不況は免れたとはいえ、目に見える景気対策に繋がらなかったの
はご承知の通り。後者は短期的な対症療法でなく、長期戦略で社会構造改革を推進することを
主張するもので、私もこの立場を支持する。日本の改革が遅れたのは、官僚や自民党のやり方が
時代遅れであり、構造改革に消極的であり、アメリカ追従のツケであり、そして日本人的考え方が
組み合わさった結果である。
現在、先進各国では政府の借金をＧＤＰの半分くらいに抑えている。日本では現在、ＧＤＰの１４
１％もあるが、これを５０％位に下げるのが財政目標となる。財政建て直しとは財政支出の削減と
増税であり景気の更なる悪化は避けられない。しかし、今までの政権を選び、減税を望み、新幹
線や高速道路を欲しがった国民にこそ責任がある。消費税を２５％位に上げても借金の返済には
２０年以上かかるが、先ず先送りを止めることから総てが始まる。具体的な長期戦略や短期戦術を
国民に分かりやすく説明し、支持と理解を取り付けることが先決。過去の誤りを総括し、ムダの多
い制度を抜本的に改革することが前提だが、改革に反対する勢力を選挙で厳しく選別し、駆逐し
て行くのは国民の責任である。
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今こそ国民が税の高負担に耐え、不景気にも耐え、そして財政の改革を決断する時。ただし、
日本には人材があり、技術があり、最大の対外資産がある。自信を持って楽観的に考えることも必
要である。
第９１回例会・講演会
日 時：2004(平成 16)年 10 月 4 日(月) 18:00～20:00
場 所：東京都中央区八重洲 蔵前工業会事務所 第一、第二会議室
議 事：（総合司会：植村副会長）
1）挨拶 内田会長
蔵前工業会は現在公益法人としての適格性を経済産業省から問われている。法人格を失うこと
は所有する資産の放棄など不利な事態が生じるので、早急に公益活動の実績を上げる必要があ
る。本日午後、内田・佐鳥の両名が蔵前工業会の中里事務局長に会い、当会の現状と今後の活
動方針について説明を行った。事務局長は当会の公益活動に関心を示され、蔵前工業会にお
ける当会の地位と助成金額の引上げを示唆された。
2）新人紹介
最近入会された上杉さんの自己紹介。「まだ見えないトラブルを回避できる」 田口メソッドがご
専門。
3）理事会報告
植村副会長より、９月 29 日に開催された日本技術士会臨時総会において、M 理事の除名提案
が圧倒的多数で賛成されたことが報告された。
3）１５周年誌進捗状況
佐鳥事務局長より、原稿はほぼ出揃い１０月中にＰＤＦ化が完了する見通しとの報告があった。
また日本技術士会倫理委員として、臨時総会成立に向けた会員諸氏の協力に対し謝意表明が
あった。
講演
●「技術革新のための知的財産マネジメント」 講師：渡部俊也氏（57 無機、59 修、H7 博） 現在
東京大学先端科学技術研究センター教授。(紹介：田中幹事)
知的財産の重要性が高まるにつれ、東大へ来る前に民間企業（東陶）で働いた経歴を買われ、
産学技術移転の推進を任されている。知的財産の管理・活用や大学発ベンチャーについて過去
にいろいろ発言したが、最近の政府の施策にはそれらの多くが採用されるようになった。企業の
固定資産には有形と無形があるが、無形固定資産の価値が近年有形固定資産の価値の数倍に
なった。無形固定資産の主体は特許やブランドなどの知的財産権である。日本は知的財産権の
管理・活用の面でアメリカに比べ大きく遅れをとったが、短期間に発展させる野心的なプログラム
を発動しており、いずれかなりのレベルまで追いつくであろう。知財権の管理・活用で大事な要素
はこれに関わる人材である。現在の裁判官は理系の知識がなく、特許関係を扱える弁護士は数
が少ない。弁理士も増員が必要である。理系の大学卒業生が法科大学院に進むことを勧める。
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●「特殊な射出成型について」

講師：荻野和彦氏 （28 旧化工） 元(株)興人、現在荻野技術

士事務所所長、技術士(化学) （紹介：植村副会長）。
射出成型技術は一般にプラスチックの成型に用いられているが、それ以外の材料にも応用でき
る技術である。材料と射出成型機は共に大企業が製造しているが、成型作業は中小企業の分野
である。実例として金属、セラミック、セメント、マグネシウム合金、プラスチック磁石が挙げられる。
セラミックは樹脂を混ぜ、流動性を与えて成型し、高温下で樹脂を揮発させた後焼結する。マグ
ネシウム合金はペレット状の材料を加熱溶融して射出成型する。プラスチック磁石は通常の磁石
より磁力は弱いが、形と磁化方向が自由にできるのが魅力だ。
以上のように、各種射出成型技術の概要と特長について説明があり、いろいろな成型品サンプ
ルが回覧された。
第９３回例会・講演会（最新科学技術セミナー）
日 時：2004(平成 16)年 11 月 27 日(土) 13:30～17:30
場 所：東京都千代田区霞が関 霞ヶ関ビル 33 階東海大学校友会館「富士の間」
議 事：（総合司会：尾島企画幹事長）
1）内田会長挨拶
本日の「最新科学技術セミナー」は半日研修会として平成 13 年度から行っており、今回、第 4
回目を迎えました。大勢の方々のご協力、ご参加に感謝します。
以下、蔵前技術士会の概況と最近情勢の説明あり；(1)平成 14 年 2 月に国立大学法人法が成
立し、東工大も国立大学法人として再出発する。(2)日本技術者教育認定機構(JABEE)が設立
され、技術士資格を得る過程にも変化が生じた。(3)公益法人改革(公益性のある非営利法人)で
(社)蔵前工業会も抜本的見直しが必要になった。(4)日本技術士会でも技術士ビジョン２１を掲げ
アクションプランを作成中。これらの変化に対応するため、本技術士会も従来の同好会的なもの
から技術士を中心とする技術集団に変貌し、東工大、蔵前工業会、社会一般に役立つよう務める
必要がある。この「最新科学技術セミナー」もその一環である。今後も本技術士会の活動に皆様
のご支援とご鞭撻をお願いしたい。
講 演：(総合司会：尾島企画幹事長）
●「欧米の農業戦略と日本農業の現状と将来」 小岱 将志氏（３２電、筑波大修）、元富士電機、
技術士(電気電子、技監)（講師紹介：内田会長）
この１０年、百姓をしながら農業と工業はどんなバランスに立つべきか考えてきた。日本は工業
製品を輸出し、食料を買うという裏腹の関係にある。工業製品は自由貿易で恩恵を受けたが、農
業は非効率な産業として批判され、その功罪の正しい認識が必要である。
農業問題の欧米対立と日米紛争を見ると、1986 年よりガットのウルガイ・ラウンドで妥協の道を
求め、1995 年に設立されたＷＴＯの農業協定で定式化された。結果として EU と米国は輸入国
の利害を無視した形で妥協し、日本は米国の力に屈した形で決着した。
ＷＴＯの農業協定は輸出国利害に立っており、輸入国の自給率向上政策を否定されている。Ｗ
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ＴＯメキシコ閣僚会議(H15.9)でＥＵと米国は「例外なき関税化」で妥協したが、これは非関税障
壁を関税相当額と云う金額に置き換え、いづれ廃止して自由化を目指すものである。この中で日
本が理念とした「多用な農業の共存」は否定され、既に決着済みと云ってよい。
農業にはＷＴＯのように工業製品と同様と考える見方があるが、他方、環境とも関わり、洪水防
止機能、河川流域安定機能、保健休養・安らぎ機能なども重視する見方がある。
また、農業は唯一のエネルギー生産産業であり、持続可能な農業生産力が期待できる。評価と
して「エネルギー産出／エネルギー投入」比をとると、焼き畑農業は１０程度、米国のトウモロコシ
生産で２～３となる。ところが日本の稲作では１.１～０.４と減少する。これは化学肥料やコンバイン
の使用、品質保持のための低温貯蔵で大変なエネルギーを使うためで、日本の農業はエネルギ
ー生産産業から消費産業に変わってしまった。
次に日本の農村を考えると、日本人の食変化と自給率の低下、自由化を求める海外からの圧力
で衰退を余儀なくされた。特に減反政策は、生活保護政策に変わり、日本の稲作農家の生産意
欲を減退させた。また１９９３年の米不作(７４％)では平年作９００万トンに対し３０％を輸入し、歯止
めが外れて日本農業の衰退を決定付けた。こうした中で農家数の減少と兼業農家の増加、後継
者不足が顕著になったが、これは農業所得の低さも一因で、稲作農家１町歩から得られる収入は
大卒初任給程度である。こうして、区有林(里山)の荒廃や農村共同体の崩壊、農村文化の衰退
が起きている。
一方では不必要な貯水池の建設など税金の無駄遣いもあり、公共工事体質から技術開発への
転換が必要である。農業技術開発は土や農家に学ぶことが基本で、従来の学識「無」経験者は
役に立たない。持続可能な農業を追求し、エネルギー消費産業から有機農業、バイオ産業など
エネルギー生産産業へ転換を図り、農村コミュニティを再生する必要がある。一方、最近の世界
の食料の将来予測は爆発的な人口増加で悲観論に傾斜している。
結論として、日本の一億数千万人が生きて行くためには「科学技術の開発による持続的な外貨
獲得が必要」である。これを科学技術開発への応援歌として申し上げたい。
●「電力自由化と分散型電源の現状」塩田 潔氏（３８機）、元三菱重工、技術士(機械、船舶) (講
師紹介：持田幹事)
現在、三菱重工業の産業エネルギー部門で発電プラントの営業の支援をしており、その中で得
た知識を紹介する。先ず、現在の電気料金をみると、自由化前の平成 12 年 10 月時点で、家庭
用は２２～２３円/kwh、業務用大口料金は１３.１７円/kwh、産業用は１１.４円/kwh で、日本は国
際的に見て高く、米国の３倍もあった。
ここで電力自由化の推移をみると、平成７年に電気事業法改正で民間が電気を売って良いこと
になった。具体的には(1)「卸供給入札制度」の導入で自家用発電設備の余剰を持つ独立発電
事業者(ＩＰＰ：Independent Power Producer)の発電事業への参入が拡大された。(2)「特定電
気事業」の創設で自前の発電設備で発電した電力を自営線で供給する小売事業への参入条件
が整備された。(3)「特定供給」の緩和で自家発代行が認可され、オンサイト型発電ビジネスが可
能となった。この結果、電力会社は設備投資せずに安価な電力を購入できるようになり、設備投
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資は減少し、重電メーカーは熾烈な価格競争にさらされた。現在、ＩＰＰは日本の全発電設備の２.
７％、特定電気事業は０.００１％である。
平成１２年の部分自由化で特定規模電気事業者(ＰＰＳ:Power Producer and Supplier)の創
設が可能となり、自社の発電設備の電力や他社の余剰電力を調達しての転売が可能となり、この
送電のための託送制度も整備された。平成１６年１０月現在でＰＰＳへ乗換えた需要家は全国で１
８０万 kw 超。これに対し電力会社も業務用電力の大幅値下げ(２０％)で対抗している。
分散型電源とは、自家発、オンサイト電源、コージェネレーションがあるが、最近は分散型電源
の形態が変わってきた。従来、自家発電装置は所有が常識だったが、電力自由化で自家発代行
業が認可され、ＥＳＣＯ事業者のオンサイト電源ビジネスが本格化した。
ＥＳＣＯ(Energy Service Company)事業では、発電設備は企業の敷地に建設するが、企業の
所有でないのでバランスシートに乗らない。そして省エネに必要な技術、設備、人材、資金などす
べて包括的にサービスを提供するので、企業にとってアウトソーシングになる。
ＥＳＣＯ事業は０３年度は前年度比２.６倍と増えており、機器は事業者所有でユーザー側へ設置
し、電気と熱を供給し成果報酬を得るシェアード・セイビング契約が９０％を占めている。
その他、パイロット着火方式の希薄燃焼ガスエンジンの説明や、番外として電力ビジネスを行っ
ている幾つかのユニークな会社の紹介があった。
●「Ｒ＆Ｄ型優良企業はなぜ利益がでている？」

高橋 富男氏（３９東北大金属）、工学博士、

元住友金属鉱山、現・東北大学研究推進知的財産本部長代理、技術士(経営、金属)、(講師紹
介：神藤幹事)
私は、研究開発マネジメントに長く携わり、学位もＭＯＴで貰った。技術士の方は、何故うちの会
社は利益が出ないか…と相談を受けることもあると思い、このテーマを選んだ。先ず、どんなＲ＆
Ｄをしたらムダになるかと云う話をしたい。
バブル期に素材系企業の新規事業への参入が相次いだが、その多くが失敗した。新規事業に
は、国の主導で新素材、エレクトロニクス、バイオテクノロジーなどの先端技術分野が提唱されたこ
ともあり、堅実な市場開拓型、技術開発型の多角化とは異なり、本業とは異なる新市場・新技術分
野への落下傘降下型参入による非関連多角化が多かった。
この多角化戦略失敗の理由は、経営判断のミスであるが、市場成長予測と現実も乖離して売り
上げが伸びなかったり、基盤技術、コア技術の不足で急激なコストダウンや品質要求に追随でき
なかったことなどが挙げられる。
「研究開発の生産性向上」のためには、良いテーマを選び、目標を絞り込み、不確定要素を先
読みした実施計画を立て、成果を事業化することである。
私の基準でＲ＆Ｄ型優良企業を選び、研究開発戦略の特徴を調べたが、そうした企業に共通
の特徴は、“きらりとした光り物”つまり他社が真似できないコア技術を持ち、顧客ニーズを商品に
徹底展開し、研究開発を経営戦略の中枢に据え（研究予算の削減などしない）、トップが分かりや
すい研究開発方針を打ち出し、研究者の活性化に努めていることである。
研究開発を企業業績向上に寄与させるには、研究開発戦略を経営戦略・事業戦略と整合させ、
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コア技術の強化を図ることである。企業収益の大半はコア事業から得られるので、異分野への落
下傘型参入を避け、周辺市場や周辺技術領域までの中で、勝負することが大切である。
●「技術経営ＭＯＴとは？」

森 欣司氏（４４早大電気）、工学博士、元日立製作所、現・東工大

大学院情報理工学研究科教授

(講師紹介：田中幹事)

東工大では来年 4 月から新しくＭＯＴ(Management of Technology)の大学院を発足すべく準
備中である。ＭＯＴは技術経営を教えるが、内容、教え方、講師・学生の関係が従来と違う。日本
は技術は進んでいるが、技術からの新マーケットの創造や、新マーケットからの新技術の創出が
苦手だった。それが出来る人材の育成がＭＯＴ教育の目的である。
経営工学では経営を“戦略”(ステラテジー)、“管理”(マネジメント)、“実行”（オペレーション)の
三つに分け、マネジメントとオペレーションに重点を置いていた。それは知識重視と云える。しかし
今、日本では新マーケットの創造などの戦略を立てることが求められる。そこで技術経営では戦略
をどう構築するか、そのための人材をどう育成するかが問題で、知識だけでなく、如何に知恵を働
かせ、アイデアを創出するかが問題となる。
東工大のＭＯＴは“３Ｃ”で特徴を出そうと考えてる。第一のＣは Cohesive Relation“実践”。従
来はシミュレーションが主体だったが、東工大は諸先輩が産業界で広く活躍しており、この関係を
利用して現場での教育をやる。教育の素材・内容も新鮮な(我々は生鮮食料品といっている）今動
いているテーマを取り上げる、と云った将に“実践”をやらせようと考えている。第二のＣは
Comprehensive Field“分野”。従来はベンチャーの育成を目指したが、今、日本が立って行く
には、ベンチャーのみならずエンタープライズ、インフラに対しての技術経営が大きな課題で、そ
ちらも取込む。第三のＣが Cultural Diversity“文化”。従来は教材・教え方も米国流だったが、
本当の技術経営はマーケットや企業が持つ文化を知らねばならぬ筈。幸い東工大には多くの留
学生が来ているので、留学生がＭＯＴに入り、教育を受け、本当の文化を知った上で技術経営を
学ぶことにしている。
我々は経済産業省の支援で、生きたテーマを素材としたケース教材を１４件作っており、日立、
東芝、などの大企業・インフラから始めて、最近ではベンチャーもやっている。日本ではケース教
材に技術経営戦略といえるものが殆どなかった。教材作りに経産省のプロジェクトに６０～７０大学
が参加したが、これだけの教材を作ったのは我々だけと自負しており、高い評価を受け、国内はも
とより米国、中国からも使いたいと希望がきている。
技術経営戦略は企業の方向を決めるトップのディシジョンであり、ケース教材を作るのが非常に
難しい。そこで先ず企業のトップと会談し、技術経営に理解があるかどうか、もし理解があれば、そ
の企業が今進めている一番大事な技術経営戦略は何かをお聞きする。
例えば日立は先頃、ＩＢＭのディスク部門を買収したが、これはかっての日本には無かったことで
小が大を飲んだと云われた。そこでの技術経営戦略の本音は何かを聞き出して教材にする。その
ため最初に弁理士、弁護士を雇って守秘義務契約をし、著作権の所在を明確にし、その後、企
業のトップにインタービューするが、その際も教員以外に編集員(技術系の経験者)や学生も入れ
て話を聞く。こうして教材を執筆するが、その後、企業のチェックを受け、ここまでは出して良い、こ
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こは数値を変えて、といった話になる。これは作る側の論理だが、受ける側の論理も考慮して、東
工大とか一橋の学生にチェックしてもらう。その後、実習講義を経てケース教材が出来上がること
になる。
講義では教材を二週間前に学生に配布して読ませる。そして講義は教材の説明ではなく、質問
を受ける形。講師は事業部長以上など実際に企業の技術経営に携わった人です。
MOT 講義の特徴はケース演習で、学生をチームに分け、チーム内で討議して具体的な提案
をさせ、発表させる。従来の日本の教育は小学校から大学まで個人に点数を付けたが、この場合
はチームに点数を付ける。と云うことはチームが一体とならねばならぬし、輪番のチームリーダー
はチームを纏めないと点数が良くならない。この場は真剣勝負であり、企業の講師も本音を云うし
学生も真剣です。一週間に一度は徹夜するくらい皆一生懸命やります。そこで出されたアイディ
アの特許化なども当然やらねばなりません。
次は実践インターンで、演習でやったことを企業の中でやる訳です。今までのインターンシップ
は企業紹介が主ですが、ここではテーマを明確にし学生がインタービューをして提案する場です。
このやり方が現在、学生からも内外からも非常に評判が高い。
こういったＭＯＴ教育を出来る人も非常に少ないので、これも経産省から云われて、各企業から
マーケットも経済状況も分かる人に来て貰って、教材が作れ、学生に教えられ、学生・企業の関係
を育てられる人の育成もやっている。
日本のＭＯＴは現物・現場から得られた教材を使い、現場でインターンすることが必要です。空
理空論で駄目だし、米国の教材だけで分かったような気になってもいけない。米国のはベンチャ
ーを作り、個人のキャリアになれば良いという感じですが、日本は技術とマーケットを循環・連鎖に
することを教え込まなければいけないし、組織力に貢献できなければいけない。それが東工大の
ＭＯＴの目標です。
先生の講演の後、ＭＯＴ教育を体験した学生より、高尾君「講義の流れ」、山口君「演習の流れ」、
沖田君「実践型インターンシップ」、高石君「ベンチャーへの参加」を語って貰った。
講演の後 17:40～19:30 「三保の間」に席を移して懇親会を行った。
第９４回例会・講演会
日 時：2005(平成 17)年 2 月 7 日(月) 18:00～20:20
場 所：東京都港区芝浦ＣＩＣ 9 階 913 講義室
議 事：（総合司会：植村副会長）
Ⅰ．臨時総会
蔵前技術士会規約の改定： 本技術士会が社会一般に寄与する団体であることを、明確にする
ために「目的」を改訂する。また、在学中の学生も会員として認めるため「学生会員」を新たに規定
する。しかし、規約の改定は総会に諮る必要があるため、本日の会合を「臨時総会」とする。
「目的」の表現は下記のように改定する。
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第２条(目的) 本会は次の事項を目的とする。
(1) 広く社会一般の文化及び科学技術の発展に資すること。
(2) 会員の倫理の保持、能力及び品位の向上を図ること。
(3) 会員に共通の課題を処理すること。
上記に関しては出席者の拍手多数で賛同が得られ、即日、適用することになった。
Ⅱ．幹事会報告
１．平成１７年度の行事予定
尾島企画幹事長より、下河辺副学長推薦の若手研究者の講演を 8/1 の例会以降に配分したこ
と、11 月の半日研修会を除き平成１７年度もこのＣＩＣで開催すべく会場を予約したとの説明有り。
２．来年度の技術士受験講座とテキストの改訂
今年も 4 月 23 日（土）に「一次、二次、総合監理部門受験講習会」を、6 月 11 日(土)に「総合技
術監理部門受験講習会」を企画し、あわせてテキストの改定も行う。
３．見学会
7 月 1 日(金)午後、住友化学千葉工場の見学会を計画する。場所は内房線の姉ヶ崎近く、東京
駅から快速で１時間位である。内容につき神藤幹事より説明があった。
４．例会での食事の件

佐鳥事務局長

会員より例会に食事を出すことが必要か？との意見があり、皆の意向を確認するとして、次の二
つの選択肢につき挙手を求めた。
(1) 2,000 円の会費で弁当と飲み物(缶ビール、ウーロン茶)を出す。
(2) 1,000 円の会費で飲み物(缶ビール、ウーロン茶)のみとする。
この結果、(2)は３名、で(1)が圧倒的多数を占め、本日同様弁当を用意することになった。なお、
弁当は 5 時半頃に会場に届く予定であり、早めに来場すれば、開会前でも食事することが可能で
ある。
５．新人紹介
本日の初参加者として次の５名が紹介された。
浅見 秀司氏（３２電気）、メカトロニクス、オーディオシステム、
滝

康嘉氏（機械物理博士課程在学）、H14 技術士一次試験合格：修習技術者、

中島 正明氏（46 制御）、日立製作所勤務
笛木

学氏（H１機械物理、H３修)

須賀田武男氏（４２修化工)
講演
●「スミソニアンは何を展示してきたか」 松本 栄寿氏、スミソニアン客員研究員、東工大非常勤
講師、工学博士 （紹介：佐鳥事務局長）
この表題は私の翻訳書の題名でもあり、アメリカ歴史博物館、航空宇宙博物館、自然史博物館
の専門家 26 人の著者全員にインタービューもした。
スミソニアンには１８の博物館があり、今も拡張を続けている。最近ではワシントンのモール地区

42

にアメリカインディアン博物館、ダレス空港の傍に航空宇宙博物館の新館が出来た。元々は英国
人スミソンが１７０年前、５０万ドル相当の屋敷を遺贈したのが始まり。スミソン自身はアメリカに来た
こともなく、ワシントンも今の面影は無い時代のことであった。
初代長官は電磁石の研究で有名なヘンリーで学術情報の交換機関を目指した。２代目以降に
なって博物館を指向し、９代目までは科学者が続いたが、その後は法学者、銀行家が長官を継い
でおり、拡大した施設のマネジメントが重要になってきたことを物語っている。現在６，０００人の職
員、６，０００人のボランティアが働いているが、休日は 12/25 日のみで年中無休、入場無料で公
開されている。
アメリカ歴史博物館に例を取ると、これは１９６４年に歴史技術博物館として生まれ、世界の技術
史センターを目指したが、１９８０年に名前と共に方針も変わり、アメリカの歴史を前面に打ち出し
た。昔はガラスケースなどを使った「キャビネット展示」が主だったが、最近は実物、パネルやマネ
キン(人形)などを使った「ストーリー展示」が中心である。例えば「エジソンと照明」の展示では、当
時、白熱電灯の実用化に期待が持たれ、３０名もの人々が発明を競っていた様子や、エジソンの
発明の中でエジソンソケットだけが現在もデファクトスタンダードとして残っている様子がコレクショ
ンとともに展示され、１００頁ものカタログが出来ている。珍しいモノとしてはニクソン失脚の原因と
なった盗聴器なども展示されている。
航空宇宙博物館は３０年前と意外に新しい創設であり、リンドバーグの「セントルイスの魂」号な
ど英雄を表に出した展示がある一方、第一次世界大戦のストーリー展示は反戦的な内容となって
いる。新館にはエノラゲイの全機体が展示されているが、１９９５年の終戦５０周年記念の計画では
「原爆は戦争を終わらせた」とする在郷軍人と、「原爆は冷戦の始まりである」とする博物館の主張
が対立し、結局、論評を付けずに展示し、長官、館長は辞任すると云う結末になった。
一番古いのは自然史博物館(1912)であるが、これもより生きた展示を目指して変貌を続けてい
る。新博物館の建設計画はとめどなく続いており、現在はアフリカ系アメリカ人博物館が計画され
ている。
●「人工衛星を用いた航法の現状と将来」

柘植 茂二氏（技術士） （紹介：尾島企画幹事長）

第二次大戦後の航法、位置測定にはロラン、デッカ、オメガ、などが使用されたが、その後、人
工衛星が利用されるようになった。ＮＮＳＳ(トランシット衛星航法)は一個の衛星を使用するだけで
位置の測定が出来るが測位時間の間隔が１～２時間必要で、希望する時に測位ができない欠点
があった。NAVSTAR/ＧＰＳは傾斜角５５度の６つの軌道にそれぞれ４個、計２４個の衛星を打ち
上げ、常に４個の衛星を用いて三次元の位置決定が可能なシステムである。総ての衛星は同じ
周波数で信号を送信するが、個別に異なった暗号(疑似雑音符号)を用いているので識別出来る。
利用者は基本的には３つの衛星からの距離が測定できれば、三角測量で位置が判るが、衛星と
利用者が持つ時計の誤差がそのまま距離の誤差となるので、４つの衛星からの距離(疑似距離)
を測定し、時計の誤差による影響を取り除くことで正確な距離を求めている。
位置の判った地点(基準局)でＧＰＳの測位を行い、その誤差を補正値として放送すれば、基準局
の近くではより精度の高い測位が出来る（ＤＧＰＳ）。また、衛星から送られる電波の位相差を利用
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すると更に正確な測量が可能である。
ＧＰＳは元々軍用のシステムであり、民間での利用も認められていたものの、米国の安全保障上、
故意に精度を下げるＳＡと云う機能があった。これは 2000 年 5 月に廃止され、一般での利用が更
に広まった。しかし、こうした不確実性があるためロシア、ヨーロッパ、中国などで独自のシステムを
作ろうとしている。
なお、天頂近くに一個の衛星があり、出来るだけ低仰角に 120 度間隔で３つの衛星があると、測
位の精度が高まるので、日本では準天頂衛星を 2008 年に打ち上げる計画が進んでいる。
平成１７年度
第９５回例会・講演会
日 時：2005(平成 17)年 4 月 4 日(月) 18:00～20:10
場 所：東京都港区芝浦ＣＩＣ 9 階 913 講義室
議 事：（総合司会：植村副会長）
１．会長挨拶 内田会長
当蔵前技術士会は蔵前工業会の直属組織となり、１００万円/年の助成金を戴くことになった。一
方、期待されるものも多く、全国展開を図ることや、 公益事業を活発に行うことが要請される。一
例として理化学実験セミナーなどが考えられる。具体的にはＷＧを作って実施することになる。や
ってみたいことがある方はどんどん提案して頂きたい。
２．日本技術士会の状況

植村副会長

日本技術士会ではビジョン２１が設定され、臨時総会で承認された。今、具体的なアクションプラ
ンを作成中で、４月末までにまとめ、６月の総会に諮る予定である。
３．今後の行事予定

尾島企画幹事長

１）会場：この会場は手狭だが、次回からは１階の国際会議室を借りることにして手続き中である。
そこなら 100 名近く入れるし設備も満点である。
２）講演予定：H17/6～H18/4 の予定が大体決まった。下河辺副学長のお陰で若手研究者の方
６名を紹介して頂き、講演をお願いし、ほぼ皆様の了解が得ら れた。
３）見学会： 7/1(金)、神藤さんのご好意で住友化学千葉工場を見学できることになった。また見
学後、同じ場所で懇親会を行う。なお、この見学会を当技術士会の第 97 回行事と位置づける。こ
の結果、11/26(土)の半日研修会は第 100 回記念の行事となる。場所は昨年と同じく東海大校友
会館とし、４名の方の講演と懇親会を予定している。
講 演：
●「東工大法人化の現状と今後について」

下河邉 明氏 東京工大・理事・副学長・産学連携

推進本部本部長（紹介：佐鳥事務局長）
今日は、法人化された東工大の現状、実力、将来についてお話ししたい。パンフレットにある「ス
パイラルアップに進化する」と「世界最高の理工系総合大学の実現」が今の東工大の合言葉。「世
界に通じる人材の育成」、「世界に誇る知の創造」、「知の活用による社会貢献」が三つの柱。どう
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なったら世界最高と云えるか？だが、特に他と比較して云々するのでなく、東工大に来た方がこ
の大学は良い大学だね、世界最高だね、と思って帰られるようになったら良いと思って居る。
法人化とは学長が社長になり、学長のリーダーシップで大学経営をすること。しかし、教員は誰
れも学長の部下だとは思っていないだろう。これは大学では大事なことかも知れない。私は大学
は零細企業の集まりで、教授は零細企業の社長だと思っている。
運営組織としては学長の下に、理事・副学長からなる役員会、監事、学外の方のご意見を伺う
経営協議会などがある。以前は教授会が運営に係わったが、法人化になって役員会が大学を運
営する体制になった。学長は今までは教員の選挙で決めていたが、これからは学長選考会議が
決める。
なお従来、国立大学には予算という概念がなく、法人化になって始めて予算を作成した。収支
は４３５億円。収入は政府から運営費交付金が２５０億円、授業料などが５０億円、他は政府系・受
託研究費、企業からの奨学寄付金等、支出では人件費が約２００億円といったところ。
現在、学生数は１０,０００名。内訳は学部５,０００名、修士３,５００名、博士１,５００名。１学年の学
生数は学部は１,２５０名に対し、修士が１,７５０名で学部より５００名も多く、東工大は修士の大学と
云う位置付けになっている。なお最近の合格者は７割が関東出身者で、東工大は関東地区の大
学になっているとも云え、何とか打破しなければいけないと思っている。
研究教育組織としては、大学院に 4/1 からイノベーション・マネジメント研究科(ＭＯＴ)が加わり６
研究科になった。教授の選考方式も変わり、２年以上の学外経験が要求される。
教育面でのアクティビティとして、「四大学連合」(東京医科歯科大、東京外語大、一橋大と結成)、
「清華大学との大学院合同プログラム」(修士は両方の大学院の学位がとれる)、科学技術高等学
校の設置などがある。
今までの東工大工学部付属工業高等学校が、今年の 4/1 から東工大付属科学技術高等学校
になり、特別枠で大学に入学させる制度もスタートさせた。今年は１０人が特別枠で入学したが、
入った学生が優秀ならば、今後、枠を増やす計画である。
世界最高水準の研究教育拠点の形成の良い例が「２１世紀ＣＯＥプログラム」。これは文部科学
省が平成１４年からスタートさせたもので、日本の大学から３年間で９３校、２７４の拠点を選び、そ
の分野では日本のトップだと云うお墨付きを与え、年間数千万円から２億円を５年間支給する。東
工大は１２件が採択された。他大学と比較すると、東大２８件(１位)、京大２３件(２位)、東工大１２件
(６位)。工学系だけの比較では３位になる。
英国で行った世界２００大学総合力の評価では東大１２位、京大２９位、東工大５１位。工学とＩＴ
分野の１００大学の評価では東大７位、東工大１１位であった。印度、中国、シンガポールなどの
大学の国際評価が高い理由の一つは英語で論文を書くかどうかも関係が有る。なお、東工大の
英文略称は“Tokyo Tech”にすることになったので、先輩方もご承知頂きたい。
また、「東工大挑戦的研究賞」として挑戦的な研究をしている若手教員を学長が表彰する制度
をつくった。貴技術士会での講師に推薦した６名は、この賞に選ばれたか、候補になった人達で
ある。
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国際連携では今年から、中国、タイ、フィリピンに東工大の海外オフィスを作った。産学連携で
は、大学の持つ知的資産を社会に役立つ形に変えて行くことが大切。特に重視しているのは組
織型産学連携で、大学と会社のトップが合意して行う方法である。或程度の規模(数千万円)の研
究費と間接経費を戴いて推進する。現在、製造業６社、非製造業２社と提携している。
推進体制としては研究戦略室の下に産学連携推進本部があり、産業界に対する一元的な窓口
になっている。東工大ＴＬＯ(理工学振興会)もあるが産業界から見て判り難いとの批判が強く、３
年後に吸収統合し一本化する。
産学連携推進本部は私が本部長で総勢６０人の体制だが、知財・特許の関係の仕事以上に、
研究費を戴く共同研究を作るところで働いている。特許で千に一つの幸運を狙うよりは、企業から
沢山研究費を戴いてそれでシッカリ研究をやるほうが余程良いと考えている。
東工大の目指す道は研究と教育と社会貢献、国際的に開かれた学校になることで世界最高の
総合大学になること。また大学の使命は「知の創造と伝承」、産学連携は教育をシッカリやった上
でのこと。いずれも相当お金のかかることなので、卒業生の皆様のご支援をお願いしたい。
●「知的財産について」

宇高 克己氏（４５応化、４７修)、 宇高国際特許事務所・弁理士、（紹

介：植木会計幹事長）
特許は、昔は、大企業の出願が多かったが、最近はベンチャーも積極的に出願するようになっ
た。外国にも積極的に出願している。しかし何が発明なのか判らないベンチャーも多く、こんな物
を作ったと云うだけで持込まれるので、私共が出願に耐えるように骨格を作る必要があり、非常に
手間暇がかかる。 先ず、特許は「新規性」が要求される。新しく考えたモノには必ず新しい要素
が有る筈だが、新規な点に気が付かない。仕方なくこちらで見付けることになる。
例えば「青色ダイオード」の特許。多くの人が凄い発明だと思っているが、構成要件、即ち、発
明のエッセンス(クレイム)のみを見ると、その凄さは全く判らない。出願時に考えられた発明は「…
基盤表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基盤の表面に…反応ガスを噴射すると共
に、基盤に向かって押圧拡散ガスを噴射する」と云うものだったが、公知例があって特許に認めら
れないと云うことであった。そこで押圧ガスを「反応ガスを含まない不活性ガス」に限定することで
特許になった。これで実際に、青色ダイオードの効率的生産が出来、これに代わる技術が出て来
なかったので、発明者には２００億円の価値があると云うことになった。
「IC カード」の有村さんの特許は「IC をカードに埋め込む」と云うだけの発明。しかし、有村さん
は、会社を辞めて、自分の名前で出願した訳で、その当時に会社を辞めると云うことは、余程勇
気がないと出来ない。それが凄いと思う。この IC カードの出願も磁気カードから容易に類推できる
として拒絶された。ここで実用新案に変えるか、審判で争うかの二つの道がある。実用新案の権
利は１０年間、特許は１５年間で５年間の差がある。有村さんは、初志貫徹で、特許の権利を得て、
この５年間の差で、数十億を稼いだ筈で、今なら２００億円にも匹敵する金額と思う。
特許の要件として「新規性」の他に、従来技術では容易に出来ないという「進歩性」も必要。この
基準は日本の方が米国より厳しい。日本で特許になれば米国でも特許になると考えても良い程で
ある。
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もう一つの重要な要件は明細書。特許法第３６条に明細書に書くべき内容が規定されており、こ
れは、非常に論理的であると思うが、中々書いて頂けない。日本能率協会が「技術者に不足して
いる能力ベスト１０」というのを発表しており、この能力を身につけた技術者はスーパースターにな
れるという内容らしい。ところがこの技術者に不足している能力ベスト１０と明細書の記載に要求さ
れる内容がオーバーラップしている。従って、スーパースターになる為には、明細書を書くことは
非常に良い訓練になる筈です。
ロシアのアルトシュラーが膨大な数の特許を解析して、発明には原理があると述べている。発明
の９割は「置換の原理」に基づいており、既にＡ＋Ｂと言うモノが有った場合に一方を別のモノで
置き換えたりすることで特許になっている。次は「結合の原理」、よく知られているＡとＢを組み合わ
せることで特許になる。その他「分割の原理」「抜擢、除去の原理」…などがある。
ところで、ベンチャーにあっては、特許を取るのが目的ではなく、利益を上げることが一番の大
事なことで、特許は防衛手段と云う場合もある。特にソフト関係は或る程度シェアを固めてしまえ
ば権利を取らなくても十分と云う場合がある。そこで、取り敢えず出すだけ出そうと云う話になるが、
ソフト関係は、アイディアを示してくれても、具体的な構成は私どもが考えることが多いので、中々、
疲れることも多い。
第１００回例会・講演会（記念大会）
表記の第１００回記念大会が、平成１７年１１月２６日（土）13 時半より４時間余に亘り、東海大学校
友会館でご招待者を含め総勢６３名と多数の参加を得て盛大に行われた。１８時より引続いて開
催された参加者による懇親会も大いに盛り上がった。
会は窯業同窓会の会員等東工大の関係者の他、今後蔵前技術士会がお互いに交流を約束し
た企業を代表する日立技術士会の永田一良副会長以下日立技術士会の会員の方々のご出席も
頂いた。永田副会長は日本技術士会の副会長でもあり、蔵前技術士会の今後の活躍・発展も大
いに期待される。
記念大会は、内田会長の挨拶・蔵前技術士会の紹介に引続き、次の 4 名の方々にそれぞれ専門
分野の異なる次のようなご講演を頂いた。
●「マイクロ部品の自律的位置合わせ」のテーマで佐藤梅二氏（東京工業大学大学院総合理工
学研究科メカノマイクロ工学専攻助教授）に微小機械システムを実用化するためのマイクロ部品
の組み立てシステムについて講演頂いた
●「ロボットの心」と題して松原季男氏（元静岡文化芸術大学教授）に長年携わられた豊富なロボ
ットの研究のご紹介と共に人間の手足から始まって心に至るお考えを伺った。
●「地球最深部の構造とダイナミクス」と題して廣瀬 敬氏（東工大大学院地球惑星科学専攻助教
授）に地球最深部の構造を探る最先端の研究内容を紹介していただいた。
●「再生医療と臓器移植－命を守る－」と題して赤池敏宏氏（東工大大学院生体分子機能工学
専攻助教授）に今話題の ES 細胞など細胞工学に関する最新の研究についてご講演頂いた。
それぞれ要領よく纏められ専門外のものにも分かり易くお話し頂いたが、1 時間の講演時間はも
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ったいない内容であった。
平成１８年度
第１０３回例会（総会）
日時：２００６年（平成１８年）６月５日（月）１８：００～２０：３０
場所：東京都港区芝浦 CIC １F 国際会議室及び８F 談話室
出席者：会員３４名、会員外３名、外部講師１名、 計３８名
Ｉ．総会 （司会 原真一事務局長代理）
１）平成１７年度の総括、蔵前技術士会のペ－パ－レス運営システム、社団法人蔵前工業会（東
工大同窓会）蔵前技術士会の紹介、日本技術士会活動報告につき会長から説明があり、了承さ
れた。
２）平成１７年度会計報告につき会計幹事長及び監事から報告があり了承された。
３）会長に内田潤一氏が再選され、役割分担の説明があった。
４）会長から蔵前技術士会規約改正案の説明があり了承された。
５）平成１７年度行事実績、平成１８年度行事予定につき企画幹事長から説明があった。平成１８
年度は６月から平成１９年２月までとし、平成１９年度は４月から翌３月までとする。また、７月７日の
日産自動車㈱追浜工場見学会について詳細な説明があった。
６）平成１８年度予算案につき会計幹事長から説明があった。財源不足のためにクラリカ等ワ－キ
ング・グル－プ活動費を削減する。公益事業活動を控える方針かとの質問に対して技術士会本
来の活動を優先させるためにやむを得ないと回答有り。
７）ホ－ムペ－ジとメ－リングリスト紹介につき事務局幹事から説明。決定後の独自ドメインを資料
に記載すべしとの意見があり、資料作成時期の点から間に合わなかったと回答があった。
８）くらりか活動を報告。経費詳細よりも開催場所の詳細記載が欲しいとの意見があり、今後の参
考として承った。
９）新規会員の紹介
青山 祐造氏， 42 修化工（化学部門）
石井 陽一郎氏、29 電気（原子力部門）
金井 隆雄氏， 56 無機 H12 博（化学部門）
中川 治氏，

56 制御（情報部門）

横堀 仁氏

44 応物 46 修（原子力部門）

II. 講演 （司会 持田企画幹事）
●「日本の省エネ政策の課題と展望」
東工大名誉教授 財団法人理工学振興会専務理事 秋鹿（あいか）研一氏 （東工大 S39 化工
卒、S44 同博修了）
１９９３年より、省エネ法制定に関連する委員会（総合資源エネルギー調査会、省エネルギー基
準部会）で活躍され、イランの石油省のアドバイザ-も勤められたたご経歴である。省エネ法はどの
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ような目的で始まったか、その施策原理は何か、その効果などを解説すると共に課題と展望を解
説され、特に、民生用エネルギー変換商品（エアコン、冷蔵庫、ガス湯沸かし器など）の消費エネ
ルギー基準作りでの背景の話、省エネラベリング制度（本年４月施行）制定での裏話などを紹介さ
れた。また、日本の省エネ法は世界を先導する施策として評価すると共にその課題を述べられ、
最後に、真の省エネを目指すべき、原理、産業の変革についての私見を述べられた。詳細はホ
－ムペ－ジに掲載のレジメを参照。
Ⅲ．懇親会 （司会 尾島企画幹事長）
８階談話室で懇親会を実施。日立技術士会、柏門技術士会（武蔵工大出身者）、稲門技術士
会（早大出身者）からの参加者の挨拶もあり、今後、各技術士会の連携した活動を進めたい旨の
話があった。また、昨年来、当会の講演会に参加していただいている岸本産業（株）の大谷晋氏
からもご専門のバイオ以外の技術分野についての関心が深く勉強になるとのご挨拶があった。
第１０４回例会（見学会）
平成１８年７月７日（金）に日産自動車（追浜工場）の見学会実施した。総勢４８名の参加を頂き中
身の濃い見学会を催すことができた。参加者は、田中蔵前工業会新理事長、日産自動車の元副
社長でもある遠藤元白星会会長など多彩な方々の出席を得て行われた。工場見学に先立ち、木
村工場長による会社概要、追浜工場の概要、及び最先端の生産技術日産生産方式（NPW：
Nissan Product Way）の説明と活発な質疑応答が行われた。
工場見学は、部品集積所から始まり加工、組み立てライン、完成車の検査、完成車の積み出し埠
頭の物流拠点など一連の流れを見学することが出来た。見学後も当社で進めている開発期間短
縮を狙いとしたデザイン、設計、生産技術、サプライヤーの各段階で情報を共有するデジタルエ
ンジニアリングの説明と質疑応答は引き続いて行われた懇親会の席でも盛んであった。
この懇親会の席で詠まれた蔵前俳句会高瀬会長の一句
「夏工場 強ものどもの 背筋のび」
は当日参加したものの共通の思いであった。
第１０５回例会・講演会
平成１８年８月７日(月)に開催した例会･講演会、東工大精密工学研究所の進士忠彦助教授と会
員の技術士早房長男氏にそれぞれ次のような講演を頂いた。
●「磁気浮上技術を応用したコンパクト補助心臓の研究開発」のテーマで、進士助教授は東京医
科歯科大との共同研究で、医療にマイクロマシンを取り入れた最先端の研究開発の紹介をされ
た。
●「中国における製紙コンサルタント業務」と題して、早房氏には中国を主とした海外の技術指導
業務の中から 30 年に亘る中国の製紙事業のコンサルタント業務について紹介頂いた。
第１０６回例会・講演会
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平成１８年１０月２日（月）18：00～20：30 の２時間半に亘り、田町キャンパス・イノベーション・セン
ター（CIC）国際会議場で総勢３７名の参加を得て開催された。
例会の部では内田会長の挨拶・幹事会の報告（講演会、見学会など来年度行事計画及び運営
方針など）に引き続き、(社)蔵前工業会の公益活動のひとつとして活動している「くらりか（蔵前理
科教室ふしぎ不思議）」の活動状況を田中代表より、11 月 25 日（土）に開催する「科学技術セミナ
ー」の紹介を尾島企画幹事長より、(社)日本技術士会本部の動向について植村副会長より報告さ
れた。
講演の部では、東工大教授の吉野淳二氏、会員技術士の前田知久氏のお二方にそれぞれの専
門技術分野について次のような講演を頂いた。
●「スピンエレクトロニクス」と題して吉野淳二氏には幾つかの研究テーマの中から半導体スピン
エレクトロニクス、特に磁性半導体における磁気輸送特性に関する研究の一端を紹介頂いた。現
在の計算機や通信システムに欠かせない高速・大容量の素子や磁性体の発展の可能性を持つ
新しいスピンエレクトロニクスを支える物理、材料開発、デバイス開発の現状についてご紹介頂い
た。
●「デジタルカメラその成長の軌跡」と題して、前田知久氏には富士写真フィルム㈱において携わ
れた技術開発、商品開発、特にデジタルスチルカメラの誕生(1988 年)から最近の市場まで、その
要素技術や利用技術など、デジタルカメラ業界の動向なども織り込み、紹介頂いた。また前田氏
の商品開発の経験をベースに考察した新商品の開発パターンを提示、紹介頂いた。
第１０７回例会・講演会（科学技術セミナー）
例年 11 月に実施している半日研修会（科学技術セミナー）が、平成１８年１１月２５日（土）13：30
～17：30 新日鉄代々木倶楽部の講堂で日本技術士会や日立技術士会からも含め総勢 43 名の
参加を得て開催された。
講師は、今それぞれの分野でご活躍されている次の方々で、以下にその講演概要を紹介する。
●「数十年の長時間クリープ試験による高温機器の安全性確保」と題し木村一弘氏（独立行政法
人 物質・材料研究機構 共用基盤部門 ﾃﾞｰﾀｼｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ長 ）には、①破壊事故による経済的
損失は GDP の４％を超える統計があるとして安全･安心の意義と経済性について、②物質・材料
研究機構で行われている仕事の内容、③高温機器の高効率化と信頼性について発電ﾌﾟﾗﾝﾄや
宇宙機器の信頼性との関係など社会基盤を支える研究の紹介を頂いた。
●「同期式回路の革新的な設計方法」のテーマで高橋篤司氏（東京工大 大学院理工学研究科
集積ｼｽﾃﾑ専攻 助教授）には、半導体チップ内のﾄﾗﾝｼﾞｽﾀの数が年率５８％、３年で４倍に増え
ているのに対し半導体の設計生産性は年率２１％しか増えていない現状に対し、それを打破する
同期式回路の革新的な設計方法の研究内容の一端を紹介頂いた。
●「科学・技術を伝える」と題し元村有希子氏（毎日新聞社科学環境部記者、今年度「第 1 回科学
ジャーナリスト大賞」を受賞）から、科学・技術報道記者としてどのような課題をもって、どのようなス
タンスで、報道記事やコラムを執筆されているか大変興味深い話を伺った。元村氏が担当された
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コラムは「理系白書」の名で出版され今も続いている。
又講演に引き続いて行われた、懇親会では、講師を始め、普段お目にかかれない諸先輩方との
交流を深めることが出来た。
第１０８回例会・講演会
平成１９年２月５日（月）18：00～20：00、田町キャンパス・イノベーション・センター（CIC）国際会
議場で総勢４０名の参加を得て開催されました。
例会の部では内田会長より、4 月から始まる平成 19 年度について、会長を佐鳥事務局長に交代
すること、来年度の運営組織、行事予定についてなど概要報告が行われました。正式には 4 月に
予定されている総会で決定されます。
講演の部では、東京工大助教授の上妻幹男氏、産業科学研究所所長の矢部五郎氏のお二方に
それぞれの専門技術分野に関する次のような講演を頂いた。
●「原子を止める 光を止める」と題して上妻幹男氏には現在取り組まれている最先端の実験物
理学の研究についてご紹介していただきました。20 世紀の後半から盛んに研究されるようになっ
た、レーザーを利用して原子を冷却する「レーザー冷却」と呼ばれる技術の可能性について大変
興味深い話を伺った。原子にレーザー光を当てると運動している原子を止めることができるという。
レーザーで冷却された原子集団は記憶装置として使うことが出来、これより新しい量子情報ネット
ワークの構築が可能になるなど耳新しい内容でした。
● 「地震予知はどこまで可能？」と題して、矢部五郎氏よりは現状の地震予知の可能性について
紹介がありました。地震は地殻内の断層がずれることにより起こる現象であるが、地震前後に起こ
る地学的現象及びそれに誘発される動物などの異常行動が観測され、それら予兆と地震の関係
がいろいろと研究されていて、地電流、電離層変化、気象観測、前兆現象その他地球科学現象
による地震予知の研究事例が紹介されました。
平成１９年度
第１０９回例会（総会）・講演会
平成１９年４月２日(月)に田町キャンパスイノベーションセンター（CIC）で総会･講演会・懇親会を
開催した。総会では、佐鳥新会長の承認、平成１８年度の事業・会計の実績および１９年度の計
画が承認された。蔵前工業会の下で活動する蔵前技術士会の公益活動の柱は偶数月に開く例
会・講演会、子供たちに対する理科教室「くらりか」、対中小企業の知的財産権取得に関する支
援、技術士受験支援について夫々の活動の概要が紹介された。
講演会では東工大大学院准教授 細谷孝充先生に
●「有機合成化学で生命を探る」と題して DNA、RNA,蛋白などの生体高分子の複雑な生命現
象を有機合成化学の低分子化合物を足がかりとして解明していくことが最近行われている。この
分野の生命科学研究の例として細谷先生が開発された光親和性標識プローブ法について分かり
やすく紹介された。学生時代に戻って聴く講演は知的好奇心を十分に満足させてくれる内容であ
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る。
第１１０回例会（見学会）
平成１９年５月２５日（金）には新日本製鉄株式会社君津製作所の見学会を実施した。総勢３８名
の参加を得、中身の濃い見学会を催すことができた。
参加者は、新日本製鉄の元副社長田中蔵前工業会理事長始め、市川大先輩（蔵前技術士会初
代会長 １８機械）他多彩な方々の参加を得て行われた。新日本製鉄からは小谷副所長、島田生
産技術部長他ご出席頂き新日本製鉄の概況、工場見学、質疑応答と時間いっぱい対応頂いた。
工場見学は、世界最大級の高炉工場、ppm オーダーの精錬制御を行う製鋼工場（転炉）、ダイ
ナミックな熱間圧延工程（厚板）の三つの工程を見学した。１９７０年代には７０００人を超える社員
で年７００万トンの粗鋼生産を現在は３０００人未満の人員で年１，０００万トンを超える生産を実現
している。見学者の多くは、過去に夫々見聞した製鉄所と比べその違いを、驚きをもって実感して
いた。
工場見学、質疑応答の後、席を移しての懇親会では、新日本製鉄の君津製作所、富津研究所か
ら、約２０名の東工大同窓生にも参加頂き、盛大な会となった。この懇親会の席で詠まれた蔵前
俳句会高瀬会長の一句
「クレーン下スチールマンの兜紐」
世界のトップ企業になっても「勝って兜の緒を締めよ」と言うことか。
第１１１回例会・講演会（蔵前ベンチャー相談室共催）
６月４日（月）キャンパス・イノベーション・センター（CIC）国際会議室で例会に引き続いて開催さ
れた蔵前ベンチャー相談室と共催の講演会には総勢 69 名（技術士会 35 名、相談室 34 名）と多
数の参加を得て盛会であった。講演会では、
●「くらりか活動の紹介」と題して会代表の田中満生氏より蔵前工業会の公益活動の一つとして
多方面から注目されている活動の発足から最近の活動状況や子供たちを相手にした「理科教室」
のメニューの紹介などがあった。
●パネルディスカッション：「コンサルタント業務の実態と業務斡旋」は蔵前技術士会にとっては、
初めての試みであり、蔵前ベンチャー相談室と共催して実施した。蔵前技術士会佐鳥聡夫会長
をコーディネータとして、蔵前技術士会の内田潤一前会長、尾島正男企画幹事長及び蔵前ベン
チャー相談室関係者として㈱泉技研の小谷野清代表取締役の三人がパネリストとしてそれぞれご
経験と業務斡旋に対する考えかたなどを内容とする講演と、会場の聴講者を交えた討論を行っ
た。
内田氏は「日本技術士会情報工学部会の取組みと NPO の設立」と題し部会長時代の業務開拓、
業務斡旋に関する「IT 業務開拓 WG」及び NPO「IT プロ技術者機構」の活動内容を紹介され
た。
尾島氏は「技術コンサルタント－その実態と使い方」と題し、親交のあった(財)大阪 ATAC 業務斡
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旋の成功事例に学ぶとして一流企業 OB によるコンサルタント活動状況の紹介があった。
小谷野氏は「技術コンサルタント－その実態と使い方」と題し、小谷野氏の持つ技術、ベンチャー
企業立ち上げの過程での外部協力者（技術コンサルタント）を如何に活用したかの視点で経験を
紹介された。
コーディネータ佐鳥氏は、技術を保有するコンサルタント業、業務依頼者の間で業務斡旋を行う
上での注意事項など業務のコーディネートについて全体を取りまとめられた。
講演会終了後、CIC８F 東工大・産学連携談話室で行われた、名刺交換会兼懇親会の席には総
勢５４名（技術士会 24 名、相談室 30 名）の参加を得て時間いっぱい懇談が続いた。
第１１２回例会・講演会
平成１９年８月６日（月）キャンパス・イノベーション・センター（CIC）８F 806 会議室で総勢３５名の
参加を頂き開催されました。
例会の部では佐鳥会長の挨拶・幹事会の報告の後 6 月 16 日に実施した蔵前技術士会公益活
動の一つ「技術士受験講座（講習会）」の実施状況が鶴岡幹事より報告された。技術士試験制度
が変わり、新制度に合わせた対応が必要で、新制度を経験された若い講師の参加を期待してい
る。その他「くらりか活動」について田中幹事より、また、尾島企画幹事長より講演会、見学会など
これからの行事予定と平成 20 年度の行事予定の概要が紹介された。
講演の部では、東工大大学院理工学研究所／物質科学専攻助手の瀬川浩代氏と東工大の先
輩技術士で元東電原子力開発研究所副所長の石井陽一郎氏のお二方にそれぞれの専門技術
分野について次のような講演を頂いた。
●「微細加工における毛管現象と制御」と題して瀬川浩代氏にはレーザー光を感光性材料に露
光することにより得られるサブマイクロ～マイクロメートルオーダーの周期構造体についてその挙
動とその制御の可能性について、最新のナノテクノロジー研究概要の一端を紹介頂いた。専門外
のものにとっても、周期構造体の SEM 像は大変興味深いものであった。
●「原子力エネルギーを考える」と題して石井陽一郎氏には、化石燃料と原子力エネルギー、原
子力発電の安全対策、核燃料サイクル、環境対策・地球温暖化対策など原子力エネルギーに関
する幅広い内容について、７月１６日に発生した中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所の
対応などにも言及されながら、ご講演頂いた。
第１１３回例会・講演会
平成１９年１０月２９日（月）キャンパス・イノベーション・センター（CIC）８F 806 会議室で総勢 33
名の参加を頂き開催されました。例会の部では佐鳥会長の挨拶・幹事会の報告の後、尾島幹事
長より今後の講演会の計画について紹介された。従来は先端科学技術の動向などを講演テーマ
としてきたが、来年度の講演会では人文系のテーマも取り上げていきたいとの説明があり、昨年４
月に発足した東工大世界文明センターのセンター長ロジャー・バルバース教授による、「宮沢賢
治２１世紀宇宙の旅」と題しての講演計画を紹介された。公益活動の「くらりか」については田中幹
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事より今活動が大変好評で多忙、多くの会員の皆様の参加を得たいと協力要請があった。
講演の部では、会員の中島正明氏（技術士／電気 ４６制御卒）と青山祐造氏（技術士／化工４２
化工修卒）のお二方にそれぞれのご経験を基にした次のような講演を頂いた。
●「現代版 故きを温ねて新しきを知る 私のアーカイブ術」と題して、中島正明氏には現在情報
が氾濫している中、如何に必要な情報を保存（アーカイブ）しているかについて、氏が所属する日
立技術士会の活動情報を遠隔地の会員に提供する仕組みや、必要な情報を電子化し、文字認
識処理による全文検索を実施し利用している状況などを具体例をもって紹介された。
●「豊かな社会とシステムデザイン」と題して、青山祐造氏には地球システム、社会システム、人間
システムの中で大きな問題となっている環境問題、人口問題、食料問題など多面的に捉えて、技
術立国日本が目指すべき姿と世界と共生できる豊かな社会とシステムデザインについて「見えな
い未来」の開拓を提言された。
第１１４回例会・講演会（科学技術セミナー）
蔵前技術士会の活動の一つとして例年 11 月に実施している平成 19 年度半日研修会（科学技
術セミナー）が、１１月１７日（土）13：30～17：30 霞ヶ関ビル東海大学校友会館で総勢４６名の参
加を得て開催されました。講師は今夫々の分野でご活躍されている次の方々で、以下にその講
演概要を紹介します。
●「国宝 奈良、鎌倉の大仏様はどのようにして造られたのか」と題して、庄司一雄氏（財団法人
日本科学技術連盟講師、ISO14000 審査員、警察大学校講師他）には、氏が在職中に経験され
た文化財調査の中から奈良・鎌倉の大仏様の製作経緯と現在の情況について紹介された。奈良
東大寺の大仏（盧舎那仏坐像）の製作経緯、鎌倉大仏（高徳院阿弥陀如来坐像）の表面腐食の
現状、文化財保存の課題など大変興味深い話題を提供頂いた。
●「60 歳を過ぎて学んだ技術的な面白い話－天然の原子炉とマグネシア系固定材－」のテーマ
で雨谷俊彦氏（（有）笹野台テクノ代表取締役）話された。一つは興味をもたれた１９７２年９月フラ
ンス原子力庁の発表に端を発するウラン鉱床で自然発生的に連鎖反応を起こした「天然の原子
炉」の話、いまひとつは KVS（蔵前ベンチャー相談室)で係られた｢マグネシア系固化材｣マグネシ
アセメントの性質や活用今後の技術動向などについて紹介された。
●｢CD-R の発明と新商品企画｣のテーマで石黒 隆氏（太陽誘電株式会社 新商品開発企画担
当）には氏が発明･開発・商品化に係り商品の名付け親でもある CD-R の発明から量産に至る苦
労話を CD-R の特性などとともに紹介された。更に CD-R の進化のフレーズで記録速度の高速化、
大容量化、コスト、市場などにも言及され、新商品開発に対する考え方、そして現在取り組まれて
いる新商品について紹介され締めくくられた。
又、講演に引き続いて行われた、懇親会では、講師を始め、普段お目にかかれない諸先輩方と
の交流を深める又と無い機会となり時間の尽きるまで歓談し懇親を深めることができた。
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第１１５回例会・講演会
平成２０年２月４日（月）キャンパス・イノベーション・センター（CIC）８F 806 会議室で総勢３９名の
参加を頂き開催されました。例会の部では恒例の佐鳥会長の挨拶・幹事会の報告の後、尾島企
画幹事長より平成２０年度の行事計画について、４月には昨年優勝を果たした東京工大現役の
学生による「人力飛行機の設計と製作」、１１月には昨年４月に発足した東工大世界文明センター
のセンター長ロジャー・バルバース教授による、「宮沢賢治２１世紀宇宙の旅」と題しての講演、ま
た７月には「キャノン電子㈱見学会」など「面白くてためになる行事」の計画が紹介された。
講演の部では、会員の高石武夫氏（技術士／機械 工学博士 S37 機械卒）と高橋洋之介氏（技
術士／化学 印写工学専攻博）のお二方にそれぞれのご経験を基にした次のような講演を頂い
た。
●「ディーゼルエンジン特性論」と題して、高石氏には三菱重工業㈱、三菱自動車工業で舶用エ
ンジン、発電用エンジン、自動車用エンジンなどの研究開発に長年携われた幅広いご経験を基
にディーゼルエンジンの利用分野やディーゼルエンジンの構造上の優位特性や燃焼性能などデ
ィーゼルエンジンを理解する上で多面的な説明と、その省エネ・低ＣＯ２排出、石油エネルギー成
分の有効利用など他の動力源からの優位性を説明頂いた。
●「機能性色素の新展開」のテーマで高橋氏には「色素」が Googl 検索で太陽電池、半導体等の
先端事項より高いヒット件数を得ている背景について説明頂いた。色素は古代エジプトの遺跡か
らも出土しているが、現在注目を集めている機能性色素はその特異的な物性、反応性により、情
報表示、情報記録分野その他での利用が考えられ、今後色素型太陽電池の機能材としての活用
が期待されているなど将来の方向について説明頂いた。
平成２０年度
第１１８回例会（見学会）
平成２０年７月１１日（金）も見学会は、蔵前工業会東京支部との共催で行ったが、バス満員の大
人気で技術士会関係２０名を含む総勢５９名で実施した。
８：００品川高輪口を出発して首都高から関越高速を北上して花園インターを降り国道１４０号線で
秩父駅を抜け市南部で石灰岩の武甲山の麓にある下影森のキャノン電子工場にやや早めの１
０：３０に到着。高名な酒巻久社長自らの体験や方針を伺い６班に分かれて２時間にわたる現場
見学では椅子を撤去して事務系・製造系ともに立ち作業・立ち会議の実態を目の当たり見て、７
年間で売上１．３倍で経常利益１２．８倍の実績の秘密に触れることが出来て全員驚嘆の連続と今
日の経営不安解消の元気を与えられた。広い敷地内建物は４０年前のものだが、一切不要物なく
山水の庭園に埋められた工場は将に徹底した「５S の実践」・「ムダの排除」、そして「おいしい社
員の食事」カレーライスをご馳走になり、「社員の心を掴んだ経営」が最大の｢目から鱗｣となった。
ついで市郊外の芝桜で有名な高台の羊山公園内の「（財）やまとーあーとみゅーじあむ」を拝観
した。ここは秩父の大地主である館長の富田孝氏が私的に集めた書画(棟方志功)や梅原龍三郎
はじめ多数の名画そしてわが東工大窯業科先輩浜田庄司・河井寛次郎・島岡達三３氏の傑作陶
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芸作品の多数が展示されている。そして富田さん自身のご説明により現代美術史の中核を作品
を通して学んだ。
第１１９回例会・講演会
平成２０年８月４日（月）キャンパス・イノベーション・センター（CIC）８F 806 会議室で総勢３４名の
参加を頂き開催されました。例会の部は、今回から会長又は企画幹事長による幹事会からの連
絡事項、ワーキンググループの活動など１０分間の情報提供に留め、講演の時間を増やすことに
なりました。主要報告事項は次の通りです。①本会の発足は平成元年で、２０周年を迎える。２０
周年誌発行にあたり会員からの原稿募集する。②日本技術士会発行「独立を目指す人の技術コ
ンサルタントガイドブック」の紹介。③見学会：キャノン電子、満員のお詫びと多摩川精機見学会の
案内など。
講演の部では、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ・ｱｰﾄ研究所長金澤磐夫氏と会員の高橋諄吉氏（39 化工修／化学工学
専攻）のお二方にそれぞれのご経験を基にした次のような講演を頂いた。
●「糸川博士とペンシルロケット」と題して、金澤氏にはペンシルロケット、逆転の発想、バレエ、ヴ
ァイオリン、チェロの音楽界などが連想される糸川英夫博士との出会い、糸川研究室の時代から
金澤氏が糸川博士とかかわった時代を通して糸川博士の様々の側面をエピソードを交えて紹介
された。
●「外資系企業出向体験談」のテーマで高橋氏には氏が入社された三菱化成工業（株）での経
験と子会社と米国企業の合弁会社アルコア化成㈱でアジア・太平洋地域の地域マネジャーとして
のご経験から見聞された、・従業員の学歴（文系、技術系）と社内での職種との関係、・従業員の
職歴、・新しい商品開発への取組などの違いについて紹介された。
第 121 回例会・講演会（科学技術セミナー）
平成２０年１１月１５日（土）に霞ヶ関ビルの東海大学校友会館で、科学技術セミナーを他大学技
術士会関係者の参加も得て、総勢５２名の盛大な会として開催することができました。セミナーは
蔵前技術士会が本年度創立２０周年を迎えることもあり、従来の科学技術一辺倒でない人文系の
先生を講師に迎えて、以下のような大変興味深いセミナーにすることが出来ました。
セミナーに先立ち佐鳥会長より、蔵前技術士会の 20 周年に当たり会の立上げに尽力された大先
輩の市川初代会長と永易事務局長のご紹介とともに会の状況説明と挨拶がありました。
セミナーの講師は次のお三方で、それぞれ 70 分の持ち時間ではもったいない内容の話でし
た。
●「宮澤賢治２１世紀宇宙の旅」と題してロジャー・パルバース氏は宮澤賢治の世界観について
著作の「英語で読み解く賢治の世界」とともに紹介された。氏は米国でお生まれになりオーストラリ
アの国籍を持つ作家、劇作家、演出家で、東京工業大学教授で東京工業大学世界文明センタ
ーセンター長を現在務められている。ロジャー・パルバース氏は昭和４２年に来日し日本文学特
に宮澤賢治の研究には思い入れが深く今年９月には花巻市から第１８回宮沢賢治賞を送られて
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いる。沢山の著作があるパルバース氏については WEB を覗かれることをお勧めする。
●「物理学から見た環境問題の本質－ゴミをなくせば持続社会が実現する－」のテーマで、早稲
田大学教授の広瀬立成氏には燃やして埋めるは大間違い、物理学の基本法則（エネルギー保
存の法則、エントロピー増大の法則）を例にゴミ問題を捉え、昨年代表として係わられた「町田市
ごみゼロ市民会議」の活動状況・成果についてご紹介頂いた。
●「わが人生と健康に対する私見」のテーマで、蔵前技術士会会員で大先輩の山内尚隆氏には
学生時代から日本セメント入社以来の企業でのご経験その時々での対応など大変豊富なご経験
のご紹介とともに現在 80 歳を超えてなおご健康な秘訣をお伺いすることができました。
又、講演に引き続いて行われた懇親会では、他大学技術士会関係者の参加、挨拶もあり、講師
を始め普段お目にかかれない諸先輩方との交流を深めることができました。
以上
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４． 会員データ
４．１ 幹事と役割分担 （2008 年 8 月現在）
グループ

氏

名

会 長

佐鳥 聡夫

会の統率

山岸 千丈

事務局長、会員の入退会処理、名簿管理

高林 純一
事務局

役

割

郵便振替管理
他大学技術士会との連絡

原

同 上

田草川 武

ホームページ管理、 kanjikai メーリングリスト管理

尾島 正男

企画幹事長、企画全般統括

寺田 哲朗

副企画幹事長、幹事長業務の補佐・代行、講師への連絡、
講演要旨とレジュメ受領（HP での公開可否確認）

齋藤 隆則（兼務） 配布資料のコピ－準備
企 画

会 計

監 事

渡辺 秀也

例会会場手配、行事記事投稿

高橋 諄吉

クラリカとの連絡

鶴岡 寛治

受験支援ＷＧリーダー

内藤 紘

行事記事、講師への連絡など

宇高 克己

知財権ＷＧリーダー

雨谷 俊彦

配布資料のコピ－準備

山岸 千丈（兼務）

会計幹事長、会計処理

高林 純一（兼務）

例会会場受付け（釣銭準備含む）

佐分利 昭夫

会計監査

高石 武夫

同 上

内田 潤一
顧 問

植村 勝
神藤 賢

名誉顧問

担

例会メール案内、出席申し込み受付・確認、例会食事手配、

齋藤 隆則
眞一

分

市川 英彦
永易 憲三

上記のほか KRPE メーリングリスト担当： 岡部 淑夫
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４．２

会員名簿

（平成 21 年 8 月現在）

技術士部門略称
電気：電気・電子 経営：経営工学

技監：総合技術監理 情報：情報工学 理学：応用理学

生物：生物工学

航空：航空・宇宙

衛生：衛生工学

原子力：原子力・放射線

（）付きは一次試験合格者
番号

氏

名

卒

年

技術士部門

住

所

1

青山 祐造

42M 化工

化学

東京都大田区

2

青山 芳之

57M 化環工

環境、建設、
衛生、技監

神奈川県川崎市中原区

3

浅見 秀司

32 電

4

麻生 和男

32 電

電気

神奈川県横浜市栄区

5

阿部 津和男

39 金

機械、技監

神奈川県横浜市青葉区

6

雨谷 俊彦

44M 原子力､47D

7

荒井 宏幸

57M 電

電気、技監

東京都中野区中野区

8

荒木 昭太郎

32 金

金属

神奈川県海老名市

9

荒牧 國弘

35 化工

化学

神奈川県横浜市都筑区

10

安藤 巌

35 電

11

五十嵐 千秋

H4（D）

12

生駒 征雄

42 電子

13

石井 陽一郎

29 電

14

石黒 隆

52 無機､54M､ 57D

15

和泉 忠美

27 機

機械

神奈川県横浜市都筑区

16

市川 英彦

18 機

経営

神奈川県横浜市港北区

17

稲垣 秀夫

32 化工

経営

神奈川県横浜市栄区

18

犬塚 豪

30 化工

経営

東京都練馬区

19

岩松 幸男

31 化工 1

機械

千葉県千葉市緑区

20

植木 正憲

48M 金､51D

化学、技監

東京都杉並区

21

上杉 伸二

27 化工

経営

神奈川県横浜市泉区

22

植村 文彦

60 化

化学、技監

神奈川県横須賀市

23

植村 勝

28 化工､60（D）

化学、技監

東京都世田谷区

24

宇高 克己

45 応化､47M 化工

25

内田 潤一

32 電

26

江波戸 邦和

32 電

東京都板橋区

27

遠藤 健一郎

22 機

千葉県松戸市

28

遠藤 信明

42 建築

東京都世田谷区

神奈川県横浜市港南区

神奈川県横浜市旭区

千葉県四街道市
水道

神奈川県藤沢市
神奈川県横浜市緑区

原子力

神奈川県横浜市栄区
群馬県高崎市

東京都千代田区
情報、技監

59

東京都杉並区

番号

氏

名

卒

年

技術士部門

住

所

29

遠藤 穂積

47 化工､47M

化学

東京都町田市

30

大久保 高秀

55 土木、57M

建設

東京都町田市

31

太田 高志

H16M 有・高

32

大谷 昌弘

43M 電

33

大山 順彦

30 電

東京都目黒区

34

岡田 みゆき

56 化工､58M

千葉県千葉市中央区

35

岡部 淑夫

45 化工､47M

神奈川県横浜市港北区

36

岡本 勤

49M 化工

化学

東京都東久留米市

37

小川 和夫

29 化

金属

東京都文京区

38

小川 彰一

49M 原子

理学

神奈川県横浜市港北区

39

荻野 和彦

28 旧化工

化学

東京都世田谷区

40

奥野 敏

46 応化､48M 化工

衛生工学

神奈川県横浜市栄区

41

尾島 正男

32 化工

経営、技監

神奈川県横浜市港南区

42

乙部 孝

45M 電

電気

神奈川県横浜市保土ケ谷区

43

春日 桂一郎

H2 社会､H4M

東京都千代田区

44

春日井 敬彦

32 電

神奈川県川崎市高津区

45

勝俣 賢二

55M 経

46

加藤 太朗

26 有機

47

加藤 友規

H15M 精機､18D

機械

東京都品川区

48

金井 隆雄

56 無機､58M､H12D

化学、技監

神奈川県藤沢市

49

金子 康弘

39 金

50

金子 良一

51M 機物

機械

千葉県我孫子市

51

鏑木 耕二

45 電､47M 電

情報、技監

神奈川県横浜市神奈川区

52

鎌田 正雄

37 電

電気

埼玉県所沢市

53

河島 茂男

46 電

電気、技監

東京都青梅市

54

川名英二

44 土木

建設

埼玉県白岡町

55

岸 敦夫

43 機

機械

茨城県ひたちなか市

56

岸田 芳夫

34 電

電気

神奈川県横浜市保土ヶ谷区

57

倉員 嘉郎

28 旧機

機械、技監

東京都多摩市

58

黒谷 憲一

50M 制御

情報

東京都日野市

59

古賀 高志

32 電

電気

神奈川県綾瀬市

60

小柴 卓

40M 機

機械

千葉県千葉市花見川区

61

小西 達雄

35 化学

62

此木 隆之

30 化工１

大阪府大阪市淀川区
機械

情報、技監

東京都新宿区

千葉県浦安市
東京都小平市

東京都稲城市

東京都小金井市
化学
60

東京都練馬区

番号

氏

名

卒

年

技術士部門

住

所

63

小岱 将志

32 電

電気、技監

神奈川県横浜市戸塚区

64

小林 経明

46M 金

金属

東京都大田区

65

小林 宏臣

28 工業化学

繊維

神奈川県逗子市

66

小林 征男

41 化工

化学、技監

神奈川県相模原市

67

小松 昭英

29 化工､H5 論 D

神奈川県 横浜市港南区

68

斎藤 恭平

29 機

神奈川県横浜市磯子区

69

斎藤 貞之

36 機

機械

千葉県千葉市中央区

70

齋藤 隆則

40 化工､48（D）

理学

埼玉県三郷市

71

坂内 恒雄

50M 金

金属、技監

神奈川県横浜市金沢区

72

佐久間 精一

28 化工

化学

神奈川県川崎市麻生区

73

佐鳥 聡夫

36 機

機械、電気

東京都大田区

74

佐野 泰久

45 応物､47M､H6D

75

佐分利 昭夫

32 電

電気

神奈川県横浜市旭区

76

三宮 靖典

54M 電

電気、技監

兵庫県神戸市垂水区

77

塩田 潔

38 機

機械、船舶

神奈川県横須賀市

78

東海林 裕一

65M 化学環境

原子力

神奈川県横浜市港北区

79

新開 靖

62 電子物理､H1M

80

神藤 賢

31 機

81

末永 卓也

H15M 有・高

82

杉本 行正

45 電子､47 電子（M）

電気

東京都府中市

83

千田 成之

24 化工

化学

東京都世田谷区

84

高石 武夫

37 機､H4(D）

機械

東京都調布市

85

高瀬 昭三

26 化工

機械

千葉県鎌ヶ谷市

86

高橋 諄吉

37 化工､39M

87

高橋 道郎

45 機､H5（D）

機械

神奈川県中郡

88

高橋 洋之介

49 化工

化学

静岡県伊豆の国市

89

高橋 宜孝

H5 情報

情報

茨城県日立市

90

高林 純一

49M 金

金属、技監

東京都目黒区

91

滝 康嘉

D 在学

機械１次

東京都目黒区

92

田草川 武

４２電子

93

竹田 清

28 電旧

電気

神奈川県川崎市多摩区

94

武田 雅夫

45 化工

経営、技監

神奈川県横浜市戸塚区

95

田越 宏孝

H2（D）

化学、技監

千葉県我孫子市

96

辰巳 涼子

H21D 生命理工

（化学）

神奈川県川崎市多摩区

神奈川県足柄上郡

千葉県市川市
機械

千葉県千葉市花見川区
栃木県宇都宮市

神奈川県鎌倉市

神奈川県川崎市麻生区
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番号

氏

名

卒

年

技術士部門

住

所

97

田中 満生

37 化工

金属

神奈川県藤沢市

98

谷野 利夫

39 電気

機械、電気

東京都三鷹市

99

近森 順

35 機

機械

東京都新宿区

100

津久井 潤

62 機物､64M 原

航空

神奈川県藤沢市

101

柘植 茂二

26 電

電気

東京都品川区

102

常光 康弘

H18D 電気電子

103

鶴岡 寛治

37 電

104

手塚 光晴

H3M 原

105

寺田 哲朗

33 電

電気、経営

千葉県千葉市稲毛区

106

伝田 六郎

44M 化工

化学、技監

東京都狛江市

107

外山 咊之

33 電､H12（D）

神奈川県川崎市宮前区

108

内藤 紘

38 電

東京都三鷹市

109

中川 治

56 制御

情報

埼玉県さいたま市大宮区

110

中島 正明

46 制

電気

東京都大田区

111

中田 英則

30 機

機械

神奈川県横浜市戸塚区

112

中村 孝太郎

51M 電､H3（D）

113

中村 城治

50M 生機

衛生

神奈川県鎌倉市

114

永易 憲三

16 機

機械

東京都世田谷区

115

長屋 稔

27 機

機械

東京都品川区

116

名雲 文男

44M 電

電子

神奈川県横浜市港北区

117

並木 浩

36 機

機械

千葉県松戸市

118

西 武史

29 化工５

金属

神奈川県川崎市宮前区

119

西村 正俊

28 電旧

電気

東京都所沢市

120

根木 茂人

53M 化工

化学

茨城県つくば市

121

野平 英隆

39 機械､41M､H10D

機械

静岡県三島市

122

長谷川 要

20 機

機械

東京都中野区

123

長谷川 昌昭

37 電

電気

神奈川県横浜市泉区

124

林 滋

48M 経

情報、技監

千葉県浦安市

125

林 誠一

47D 化工

化学

埼玉県上尾市

126

早房 長雄

20 機

機械

埼玉県和光市

127

原 眞一

50M 化工

理学、技監

神奈川県横浜市戸塚区

128

樋口 大奉

44M 電子

電気

神奈川県横浜市都筑区

129

平田 賢太郎

48M 化工

化学

三重県四日市市

130

平野 輝美

H9（D）

化学

東京都港区

東京都三鷹市
電気、技監

神奈川県鎌倉市
神奈川県横浜市青葉区

東京都港区
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番号

氏

名

卒

年

技術士部門

住

所

131

廣川 一男

33 化工

化学、技監

千葉県千葉市稲毛区

132

弘中 裕司

62M 機械

機械

埼玉県飯能市

133

平山 毅

H14M 精密機械

機械

千葉県市川市

134

笛木 学

H3M 機物

機械

埼玉県さいたま市西区

135

藤本 浩

61M 生化

生物

神奈川県相模原市

136

星野 昭平

30 化工 4

化学

新潟県新潟市

137

堀尾 哲一郎

34 化工 4

138

前川 仁

61 制御､63M､Ｈ9D

機械

茨城県つくば市

139

前田 知久

42M 制御

経営

神奈川県秦野市

140

増田 弘生

45 応物､54 電子(D）

電気

東京都西多摩郡

141

松平 忠志

33 化工

化学、技監

神奈川県平塚市

142

三浦 大像

37 電

電気、技監

東京都中野区

143

三谷 明男

47M 機械

機械

神奈川県鎌倉市

144

三橋 忠明

38 機械

145

水川 延彦

40 化工

化学

静岡県富士宮市

146

村松 多喜夫

32 化工

機械

神奈川県横浜市金沢区

147

村谷 俊雄

30 応化

化学

大分県大分市

148

持田 典秋

38 化工

化学

神奈川県横浜市栄区

149

森 正春

58 機械

機械

香川県三豊郡

150

安永 隆志

39 機械

東京都大田区

151

矢内 弘昭

42 機械

神奈川県川崎市麻生区

152

山内 尚隆

23 金､26 無機

経営

東京都目黒区

153

山浦 富久美

53M 情工

情報

東京都世田谷区

154

山岸 千丈

38 化工､40M､H6（D）

155

山崎 嘉彦

36 機械

機械

神奈川県藤沢市

156

山中 仁

H6 機械､H8M

機械

広島県尾道市

157

横井 弘文

集積システム D3

電気

東京都足立区

158

横堀 仁

44 応物､46M 原子核

原子力、技監

埼玉県さいたま市北区

159

吉田 光治

50M 電

160

吉田 康夫

42 経営

情報

東京都多摩市

161

若狭 仙治

21 金

金属

神奈川県藤沢市

162

脇田 俊昭

49M 電物

電気

神奈川県横浜市青葉区

163

渡辺 徳栄

32 化工

情報

神奈川県横浜市港南区

164

渡辺 秀也

37 機械

経営

神奈川県鎌倉市

神奈川県横浜市青葉区

神奈川県茅ケ崎市

東京都杉並区

神奈川県横浜市緑区
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４．３ 会員構成
４．３．１ 住所別会員構成

（2 住所を持つ者 2 名あり）

地域

東京

神奈川

千葉

その他

総数

53

69

18

26

1

青山 祐造

滝 康嘉

青山 芳之

佐久間 精一

矢内 弘昭

安藤 巌

石黒 隆

2

荒井 宏幸

谷野 利夫

浅見 秀司

佐野 泰久

山崎 嘉彦

岩松 幸男

太田 高志

3

犬塚 豪

近森 順

麻生 和男

佐分利 昭夫

吉田 光治

遠藤 健一郎

鎌田 正雄

4

植木 正憲

柘植 茂二

阿部 津和男

塩田 潔

若狭 仙治

岡田 みゆき

川名英二

5

植村 勝

常光 康弘

雨谷 俊彦

東海林 裕一

脇田 俊昭

勝俣 賢二

岸 敦夫

6

宇高 克己

伝田 六郎

荒木 昭太郎

高橋 諄吉

渡辺 徳栄

金子 良一

小岱 将志

7

内田 潤一

内藤 紘

荒牧 國弘

高橋 道郎

渡辺 秀也

小柴 卓

齋藤 隆則

8

江波戸 邦和

中島 正明

五十嵐 千秋

田草川 武

山崎 嘉彦

斎藤 貞之

三宮 靖典

9

遠藤 信明

中村 孝太郎

生駒 征雄

竹田 清

三宮 靖典

末永 卓也

10

遠藤 穂積

永易 憲三

石井 陽一郎

武田 雅夫

新開 靖

高橋 洋之介

11

大久保 高秀

長屋 稔

和泉 忠美

辰巳 涼子

神藤 賢

高橋 宜孝

12

大谷 昌弘

西村 正俊

市川 英彦

田中 満生

高瀬 昭三

中川 治

13

大山 順彦

長谷川 要

稲垣 秀夫

津久井 潤

田越 宏孝

根木 茂人

14

岡本 勤

平野 輝美

上杉 伸二

鶴岡 寛治

寺田 哲朗

野平 英隆

15

小川 和夫

増田 弘生

植村 文彦

手塚 光晴

並木 浩

林 誠一

16

荻野 和彦

三浦 大像

岡部 淑夫

外山 咊之

林 滋

早房 長雄

17

春日 桂一郎

安永 隆志

小川 彰一

中田 英則

平山 毅

平田 賢太郎

18

加藤 太朗

山内 尚隆

奥野 敏

中村 城治

廣川 一男

弘中 裕司

19

加藤 友規

山浦 富久美

尾島 正男

名雲 文男

笛木 学

20

金子 康弘

山岸 千丈

乙部 孝

西 武史

星野 昭平

21

河島 茂男

横井 弘文

春日井 敬彦

長谷川 昌昭

前川 仁

22

倉員 嘉郎

吉田 康夫

金井 隆雄

原 眞一

水川 延彦

23

黒谷 憲一

鏑木 耕二

樋口 大奉

村谷 俊雄

24

小西 達雄

岸田 芳夫

藤本 浩

森 正春

25

此木 隆之

古賀 高志

堀尾 哲一郎

山中 仁

26

小林 経明

小岱 将志

前田 知久

横堀 仁

27

佐鳥 聡夫

小林 宏臣

松平 忠志

28

杉本 行正

小林 征男

三谷 明男

29

千田 成之

小松 昭英

三橋 忠明

30

高石 武夫

斎藤 恭平

村松 多喜夫

31

高林 純一

坂内 恒雄

持田 典秋
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４．３．２ 技術士部門別会員構成
（複数部門所有者は重複計上）

部

門

人 数

部

門

人 数

総合技術監理

28 衛生工学

3

機械

35 経営工学

10

船舶・海洋

1 情報工学

10

電気電子

24 応用理学

3

化学

27 生物工学

1

金属

8 環境

1

建設

3 原子力・放射線

3

上下水道

1 航空

1

合
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計

159

５． 参考資料
５．１ 蔵前技術士会規約
平成１０年 ４月 ６日制定
平成１２年 ４月 ６日改定
平成１６年 ６月 ７日改定
平成１７年 ２月 ７日改定
平成１７年 ６月 ６日改定
平成１７年 ８月 １日改定
平成１８年 ４月 ３日改定
平成２０年 ４月 ７日改定
第一章 総則
第１条（名称）本会は、社団法人蔵前工業会 蔵前技術士会と称する。
第２条（目的）本会は、広く社会一般の文化及び科学技術の発展に資すること、会員の倫理の保
持及び能力の向上を図ること、会員の共通の課題を処理することを目的とする。
第３条（所在地）本会は、事務所を東京都港区の社団法人蔵前工業会事務所に置く。
２ 本会の事務のために「蔵前技術士会」を口座名称とする銀行口座を設け、その届 先住所は
会計幹事長の住所とする。
３ 本会の事務のために「蔵前技術士会」を口座名称とする郵便振替口座を設け、その届出所在
地を本会の会計幹事長または会計幹事長が承認した郵便振替担当幹事の住所とする。
第二章 会員
第４条（会員） 本会の会員は社団法人蔵前工業会会員または東京工業大学の在学生で、技術
士または技術士制度に関心のあるものとする。
２ 会員はメールアドレスを所有し電子メールによる連絡が可能なものとする。
第５条（入会） 入会希望者は次の事項を記載して会長に書状、ＦＡＸ、E―メールのいずれかで
申込む。
項

目

内

容

①氏名
②蔵前工業会会員区分

卒業または修了年、専攻名、学位取得年等

③技術士の技術分野

(技術士のみ)

④技術分野
⑤所属

企業名、技術士事務所名等

⑥住所

連絡先として用いるもの

⑦電話・ＦＡＸ番号
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⑧メールアドレス
⑨申込年月日
⑩趣味

任意記入

第６条（退会） 退会希望者は会長に書状、ＦＡＸ、E―メールのいずれかで申し込む。
２ メールアドレスの変更届が事務局になくメーリングリストによるメールが不通になった者は退会
届が出たものとみなし自動退会とする。
第三章 役員
第７条（役員） 本会に次の定員・役割を持つ役員を置く。
役 職

定 員

役

割

会 長

1名

本会を代表し会務を総理するとともに総会、幹事会、５役会の議
長となる。

副会長

3 名以下

本会を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ、会長の定めた
順位により、その職務を代理する。

事務局長

1名

本会事務全般の統括・運営をする。

企画幹事長

1名

本会の企画全般の統括・運営をする。

会計幹事長

1名

本会の会計全般の統括・運営をする。

監 事

2 名以内

本会の会計監査をする。
監事は幹事会の出席しその職務に対して意見を述べることがで
きる。

郵便振替担当幹事

1名

会計幹事に含む。（郵便振替口座の管理。郵便振替添付通信に
係わる処理等）

幹事

若干名

事務局・企画幹事会、会計幹事会に所属する。ワーキンググル
ープリーダを含む。

２ 事務局長、企画幹事長、会計幹事長は、補佐を置くことができる。
３ 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
４ 役員は無報酬とする。但し幹事会の承認を得た業務については実費相当分を支給することが
できる。
第８条（役員の任期） 会長・役員(郵便振替担当幹事を除く)の任期は２年とする。原則として役員
は、２～３期務めるものとする。ただし、会長の任期は３期迄とする（但し期の中間からの期は含ま
ない）。郵便振替担当幹事の任期は会長が別に定める。
第９条（役員の選任）会長は総会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。
第１０条（顧問） 本会に顧問を置くことができる。
２ 顧問は会長が委嘱する。
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第四章 会議
第１１条（会議）本会の会議は、総会、例会、講演会・幹事会とする。これに加え会長は必要に応
じて会長・副会長・事務局長・企画幹事長・会計幹事長等からなる５役会を開くことが出来る。
第１２条（総会）総会は定時総会及び臨時総会とする。
２ 定時総会は、毎年４月に開くものとする。
３ 臨時総会は、幹事会または５役会で必要と認めた時に開くことができる。
４ 定時総会は、当期の年間計画・人事・重要事項について審議する。
５ 総会は会長がこれを招集するものとする。
６ 総会の議決は出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところと
する。
第１３条（例会）例会は原則として隔月１回開催する。
第１４条（講演会等）講演会は随時に行う。
２ 定時講演会は、例会に引き続き行う。
３ 年１回半日の研修大会（シンポジューム）を行う。
４ 年１回程度の見学会を行う。
第１５条（幹事会）幹事会は原則として月１回会長がこれを招集する、ただし、必要に応じ臨時にこ
れを開催することが出来る。幹事会欠席者は事前に会長に届けねばならない。
２ 幹事会は次の事項を議決する。
（１）総会に付議する事項
（２）総会の議決した事項の執行に関する事項
（３）その他重要事項
第１６条（５役会）会長は、必要に応じ会長・副会長・事務局長・企画幹事長・会計幹事長、その他
会長が必要と認めた者により５役会を開くことができる。
第１７条（ワーキンググループ）会長は、必要に応じワーキンググループを設置することが出来る。
ワーキンググループリーダは、会長が幹事に委嘱する。
第５章 資産及び会計
第１８条（事業年度）本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
第１９条（経費） 当会の経費は会合参加費及び蔵前工業会より交付の補助金その他をもって支
弁する。
第２０条（規約改正） この規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意をもって改正す
ることができる。
第２１条（附則） この規約は平成２０年４月７日から適用する。
以上
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５．２ 蔵前技術士会内規
平成１８年５月８日制定
平成２１年４月６日改定
１．慶弔内規
（１）会員が逝去の場合は、会長名で弔電を打つ。
（２）現幹事が逝去した場合は会長名で生花または花輪または相当品を贈る。
（３）前･元五役または相当者が逝去した場合は会長名で生花または花輪または相当品を贈る。
相当者についての判断は会長が行う。
（４）現五役の配偶者が逝去した場合は会長名で生花または花輪または相当品を贈る。
２．ワーキンググループ
（１）ワーキンググループリーダ、サブリーダは会長が幹事に委嘱する。
（２）ワーキンググループには、会長の承認を得た場合は会員外の専門家を加えることができる。
３．蔵前技術士会の対外業務の窓口
（１）蔵前工業会・東京工業大学およびマスコミ関係等の窓口は、会長・事務局長・企画幹事長・
企画広報担当幹事とする。
（２）日本技術士会の窓口は会長または副会長とする。
（３）他の大学技術士会の窓口は、会長・副会長・事務局長及び会長が委嘱した者とする。
（４）その他の窓口は必要となった場合は会長または会長が委嘱した者とする。
以上

５．３ 蔵前技術士会のルール
会長 佐鳥聡夫
（H19.5.16 制定、 H21.8.6 改定）
1）会費等
当会は入会金や年会費を徴収せず、主として蔵前工業会の助成金で運営しております。
ただし、例会や見学会については実費相当分を集めます。したがって、有料行事に参加を申込
み無断欠席された方には、事務局より後日実費を請求いたします。
（助成金を無断欠席の損失補填に充てては蔵前工業会に対し申し訳ありません）
2）行事案内と申込み
例会や見学会、臨時行事などは KRPE メーリングリストでご案内します。申込みはメールの返信
ボタンを押さず、高林幹事のメールアドレス（jun-ichi.takabayashi@kuramae.ne.jp）に直接お送りく
ださい。返信ボタンを使うと全員に同じメールが届くので煩雑に感じる方が多いのです。
行事実施日が近付くと、事務局が申込者をメーリングリストで告示しますから、ご自分の名前が
あるか確認してください。
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3）メーリングリスト（以下 ML と略記） krpe@krpe.net の利用法
以下の事項をよく読みお守りください。
・本ＭＬの目的
事務局から会員への案内の他、会員相互の交流の場としてご利用ください。著書やイベン
トの紹介、趣味の会への勧誘なども結構です。
・禁止投稿
個人攻撃や批判、特定宗教や政治信条の宣伝は禁じます。これらの投稿が現れた場合は
無視し、投稿者との論争は避けてください。禁止投稿が続く場合、幹事会で協議の上、一
時的に投稿者のメールアドレスを配信リストから外します。
ＭＬや会の運営に疑問・苦情のある方は、会長に個別メールをお送りください。
・投稿形式
テキストファイル形式で、適当な長さで折り返します。添付ファイルは自由ですが、なるべく
100KB 程度に収まるよう工夫してください。
最新ソフトで作成されたファイルは、受け手のソフトで開けないことがあります。旧形式ファ
イルで添付ください。
・ウイルスの予防
アンチウイルスソフトのインストールと管理はＭＬメンバー全員の個人責任です。ウイルス付
きメールを頻繁に投稿するメンバーは、一時的にＭＬから外します。
・開封確認付き投稿の禁止
開封確認付きの投稿は禁じます。投稿前にメールソフトの設定をチェックしてください。
・出欠確認への返信
出欠回答を求めるイベントは回答先を分かりやすく表示し、メンバーはそれに個別メールで
回答してください。
・和の精神
上記ルールに外れる投稿がときたま現れても、寛容の精神をもって対応しましょう。メンバ
ーのＩＴ会技術レベルは様々です。自分のレベルに達していないと、居丈高に叱るのは絶
対に止めましょう。
4）提言と質問
当会の運営方針や約束事について提言や質問がある方は、以下の宛先に送ってください。
メールには「〇〇の件について質問」など具体的な表題を付けてください。最近は自動振り分
けフィルターを使うことが多く、無題や「お願い」など spam メールと紛らわしい表題では、自動
的にごみ箱に行く恐れがあります。
★基本方針：佐鳥会長 satori@keisoplaza.info
★一般的連絡・問合せ：山岸事務局長 yamagishi@kuramae.ne.jp
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★行事企画：尾島企画幹事長 ojm@c3-net.ne.jp
★行事参加申込み：高林幹事 jun-ichi.takabayashi@kuramae.ne.jp
5）個人情報の利用法
皆様方の個人情報は会員名簿に記載されております。この情報は外部に出しませんが、唯
一の例外として、母校の産学連携推進本部には提出しており、それによって母校のニュース
が配信されます。
6）メールの管理
当会からの連絡はすべて E メールによります。「メールボックスを毎日開かないから知らなか
った」と言われても困ります。
ウイルス対策は会員各自の責任です。ご自分のパソコンにアンチウイルスソフトを入れ、ウイ
ルス定義ファイルを常時最新のものに更新してください。
メールアドレスを変更された場合は事務局にご連絡ください。上記の産学連携推進本部で
は、発信したメールが宛先不明で戻ると、当会の事務局に問い合わせます。皆様の新しいアド
レスを知るために、事務局が電話や FAX で調査しているのが現状です。音信不通が長く続く
と自動退会となります。
7）会員名簿
入会時に会員名簿を事務局よりお送りします。開くためのパスワードは＊＊＊＊です。＊＊
＊＊と入力するともう一度パスワードを求められますが、「読み取り専用」ボタンをクリックすれ
ば開きます。名簿を修正する場合は、もう一度＊＊＊＊と入力します。
名簿の変更はメーリングリストで随時お知らせし、総会の前に最新版を配布いたします。個人
情報が含まれていますので、外部に転送せぬよう取扱いにご注意ください。
8）蔵前カード
これは決して強制ではありませんが、宜しければ蔵前カードにご加入くださるようお願い申し上
げます。詳細は http://www.kuramae.ne.jp/about/card/index.html をご覧下さい。加入もその
ページから行います。本カード提示者には行事参加費を１０％割り引くことを現在実施してい
ます。
以上
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編集後記
事務局長

山岸 千丈（３８化工）

技術士でもない私が蔵前技術士会に入会したのは平成１６年、会社の退職１年前でこれからの
有り余る時間をどう過ごそうかと悩んでいた時であった。ヨット部の先輩である現会長の佐鳥さんに
窯業同窓会・蔵前技術士会相乗りの講演会でお会いし、顧問という閑職で暇を持て余している旨
お話したら蔵前技術士会への入会を勧誘され、以来技術士会の例会（講演会）に顔を出すように
なった。ここで久しぶりに顔を合わせた持田氏からお茶の水大の社会人コースでセメントの話をす
ることを頼まれ、その引受け母体となっている化学工学会傘下のＳＣＥ－Ｎｅｔにも顔を突っ込むこ
とになった。また、蔵前技術士会の「くらりか」の活動、そのほか窯業同窓会の幹事にも参加した。
更には佐鳥先輩が蔵前技術士会の会長になられるおりに、誰も引受け手がいないので事務局長
をやってくれないかとのお話、学生時代お世話になった先輩の頼みなので、むげにも断れず「私
は技術士でないし蔵前技術士会の幹事の経験もありませんから事務局長は無理、会計くらいなら
お手伝いできます」と返答したら、最終的には事務局長と会計幹事長の両方を引き受けざるを得
なくなった。しかし、お陰様で退職前のどう暇をつぶそうかという悩みとは全く関係のない生活が
送れたのは幸いであった。
前置きはこれ位にして、佐鳥会長より本年が蔵前技術士会の結成２０周年にあたり、従来５年ご
とに作成してきた記念誌を以下の要領で作成するので取りまとめを頼むとの指示が２月にあった。
1） 当会の活動を 5 年毎に振り返ることを主目的とする。
2） 同時に当会の将来への展望も示す。
3） 当会の広報誌としての役割も期待する。
4） 会員から回想、所感、提言などの原稿を募る。
ただ、私が事務局長として関与したのは５年間のうち２年だけ、みなさんＰＣで仕事をしておられ
るのでＰＣのトラブルなどでデータが飛んでしまったりしていて、果たして活動報告の部分が集め
られるかどうか心配でした。実施記録は総会資料からほぼ落ちのない形でまとめられたが、例会・
見学会議事録には幹事の皆さんにデータを提供頂いたが、かなりの抜けがあります。しかし、蔵
前技術士会のホームページ上には講演会で使ったパワーポイントやレジメのデータが残っていま
す。これら全てを記念誌に収録するのは無理なので、実施記録の講演題目の後に小さな記号を
添字で付け、どんなデータがホームページにあるかを示し、例会・見学会議事録の抜けを補いま
した。
言い訳ですが１５周年誌の発行も秋（１０月）となっていたとの意識もあり、個人的に窯業同窓会
の名簿作成、くらりか活動で科学技術振興機構の補助金を３企画も取ってしまったこと、その他個
人的にも忙しく、会長の意思に反し原稿を集め出してから完成まで半年もたってしまったことをお
詫びし、末筆ながらご協力いただいた幹事の方にお礼を申し上げます。また、表紙の写真は岡部
淑夫氏が撮影したものを使わせていただきました。
なお、本誌は http://krpe.net/kinensi.html からもダウンロードできます。
以上
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