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巻頭言

蔵前技術士会創立 25 周年にあたって
蔵前工業会理事長 S34 電気

庄山 悦彦

この度、蔵前技術士会が創立 25 周年を迎えられたことに対し、心からお祝いを申し上げます。歴代の
会長をはじめ役員、技術士の方々のご努力に敬意を表します。
日本は、残念ながら天然資源の乏しさに加えて、少子高齢化が進み、人口の減少やグローバルな大
競争時代の進展により、世界市場での存在感が薄れつつあります。しかし、日本には先輩の皆さんや私
たちが一緒になって築いて来た良き伝統があります。創意工夫された製品を優れた使用者が厳しく確認
し、より使いやすく、品質に優れた製品・商品・事業に育て上げることが、高い評価となっています。これか
らも、世界から尊敬され、国民が安心安全で健康な生活を営むには、「技術」とくに「先端技術」を次々と
生み出し、豊かで快適な世界の実現を先導する科学技術立国が必要であると考えています。
昨今、イノベーションが強く言われています。産業界にとってのイノベーションは、製品やシステム、サ
ービス、いわゆる広い意味での“モノづくり”が、市場で受け入れられてはじめて実現するものです。“モノ
づくり”の力は、勤勉でチームワーク良くなんとしてもやり抜く忍耐力が大切ですが、さらに独創力やベン
チャースピリットを育成することが必要です。よく“モノづくりは人づくり”と言われる所以です。技術立国とし
て、技術や“モノづくり”を競争資源として生きていこうとしているわが国にとっては、中長期的な視点での
生涯教育が大切です。国家資格としての技術士資格はその一つでもあり、今後益々重要となります。
最近、現場主義が少し薄れてきたのではないかという懸念があります。デジタル化は非常に便利になり
ましたが、やはり「モノづくり」にはアナログ的な面もあり、机上だけでなく、泥臭く、現場主義を大切にする
必要性があります。また、お客様の発想が大きく変わってきています。従来だと、具体的にこういうものが
欲しいと言われましたが、最近はグローバル展開になり、資金も含め夢の実現のようなプラント全体をまと
めるようなことも増えてきています。このような事業になると、技術士がお持ちの幅広い横断的な技術力が
必要となります。私は以前から、T 型を二つ重ねたΠ型人間を言ってきましたが、どうもΠでは足りなくな
って、足がいっぱい生えていて上の方にも欲張ってすごい丸太棒がいっぱい乗っているような大きなΠ
型人間を組織作りしないと、これからのビジネスはうまくいかないようです。これに是非蔵前技術士会の
方々が先頭に立ってやっていただけるようお願いします。
以前、私が総合科学技術会議議員だったときに、子供達の理科離れの遠因として、日本人の大人の
科学技術に対する関心度を調査したデータがありました。結果は、25 ヵ国中下から 3 番目の 22 位という
データでありました。確かに、新聞雑誌での科学技術の記事は少なく、日本の大人向けの科学技術雑誌
は売れないと言われ、全般に関心が薄いようです。技術士会の皆様は、是非とも子供達や後輩に科学技
術のおもしろさを伝え、“感激・感動”を与えるようにしてください。“くらりか”等は良い例です。
蔵前技術士会の皆さんは、各々の産業において国際的なレベルで活躍する旗振り役であり、相互に
連携を強めてレベルアップを図ってほしいと思います。皆様方がそれぞれの分野で活躍されることを期待
しております。
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１

発刊にあたり

１．１ 蔵前技術士会創立２５周年に寄せて
蔵前工業会理事 科学技術部会長 S40 化工 S42 修化工 中島 邦雄
蔵前技術士会（以下「技術士会」）が創立２５周年を迎えました。
技術士会の会員の数は、年々ふえております。それは東工大の卒業生・在校生で技術士の資格を有す
る者、今後技術士を目指す者、あるいは技術士の考え方、発想に関心を有する者が自由に技術士会に
加入することが可能となっているからだと思います。技術士資格の有無にかかわらず門戸が開かれている
こと、ならびに技術士資格の取得推進をしてきたことで何人もの方が技術士会入会後に技術士資格を得
ているとのことです。また技術士制度に関心を持つ若い人も入ってくることになったと聞いております。
現在、技術士会は蔵前工業会では科学技術部会の中にありますが、同部会は、技術士会のほかに、
「蔵前理科教室ふしぎ不思議（通称：くらりか）」と「蔵前ベンチャー相談室」があります。「くらりか」は、技術
士会から発展してきました。「ベンチャー室」は、東工大のベンチャーの発展、中小企業の育成発展など
に力を注いでいます。このほか、蔵前工業会にはいくつかの部会があり、単に科学技術部会だけでなく
他の部会との接触で質的にも、量的にも発展の方向にあります。
技術士会では、①会員の資質の保持、向上のため講演会、見学会、情報交換、人脈づくりなど、②社
会貢献のため技術相談会、技術講座、科学技術セミナーなど、③社会との接点のためホームページ、広
報、他の大学との技術士会連絡協議会などの活動を行っております。
技術士の試験が大変難しいことは、理・工学部の出身者には周知のことです。
しかし、技術士になった時に“排他的特権”がないことが大きな問題です。たとえば弁護士、医師、公認会
計士等がその資格を有していないとその領域での社会活動ができないことです。土木、建築関係にはあ
る程度の排他的特権があります。今後の技術士会としての課題は種々あると思われますが、電気、機械、
化学といった分野の技術士ということで既存の資格の獲得などの検討も必要ではないかと考えます。例え
ば、電気関係の資格は、経産省関係が、機械関係の資格は、経産省、総務省関係が、また、化学関係は、
経産省、厚労省関係が多いのです。それぞれの資格の目的が必ずしも技術士と一体になっていない点
については申すまでもないことであります。今後の「技術士」としての在り方として、関係省庁との意見交換
を密にして技術士の活動範囲を拡大していくことも大きな課題と思われます。ところで、平成 23 年 8 月 19
日に閣議決定された第４期科学技術基本計画では、「国は、技術士など、技術者資格制度の普及、拡大
と活用促進を図るとともに、制度の在り方についても、時代の要請に合わせて見直しを行う。また、産業界
は、技術士を積極的に評価し、その活躍を促進していくことが期待される」となっています。
このためには、技術士会が他の大学の技術士会などとの連携を密にしながら関係省庁との粘りのある展
開がどうしても重要ではないかと思うのであります。
末尾ながら蔵前技術士会が創立 25 周年を迎えたことを祝し、今後益々発展することを願っております。
以上
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１．２ 蔵前技術士会 25 周年誌の発刊にあたり
当会会長 技術士（理学） S40 化工 S48 博 齋藤 隆則
大学技術士会連絡協議会(現在 20 の大学技術士会が加盟)の中で真っ先に創立 25 周年を迎える本
会を誇りに思います。四半世紀も前に蔵前技術士会を立ち上げた市川英彦初代会長ほか諸先輩の先見
の明に敬意を表します。蔵前技術士会は創立以来二三の変遷を経て、社団法人蔵前工業会の部会制
度発足に合わせ平成 18(2006)年 6 月に科学技術部会に所属し、平成 21(2009)年 5 月に蔵前技術士会
から蔵前理科教室ふしぎ不思議(くらりか)が独立して科学技術部会の直轄組織となり、平成 22(2010)年 3
月に蔵前技術士会は社団法人蔵前工業会の連結決算対象となりました(何れも当該年月の蔵前工業会
理事会議事録に拠る)。
その他の経緯は 5 年毎発刊の記念誌に記載されており、蔵前技術士会ホームページに公開されておりま
す( http://krpe.net/kinenshi )。
なかでも大きな変革は、平成 24(2012)年 4 月 1 日付で蔵前工業会が一般社団法人へ移行するに伴う
組織と事業内容の見直しでした。 蔵前工業会の定款に依拠する蔵前技術士会規程の作成(平成 25 年
度より規則と改称、本誌参考資料)、予算・決算書の本部事務局様式との整合、そしてこれまで以上に公
益性を重視した事業計画の立案などを行い、新たな蔵前技術士会の事業がスタートしたことです。 その
際には、蔵前工業会理事本房事務局長をはじめ事務局の方々にきめ細かいご指導を仰ぎました。また
東工大との連携に関しては大学院理工学研究科土木工学専攻の竹村次朗准教授、大学院理工学研究
科工学系長・工学部長の岸本喜久雄教授から示唆に富むご意見を拝聴いたしました。併せてここに記し、
厚く御礼申し上げます。
なお岸本先生には平成 25(2013)年 5 月 13 日の蔵前技術士会総会において当会の顧問にご就任頂き、
ご助言を賜わることができるようになりました。感謝の念に堪えません。そのほか多くの方々からのコメント
を参考にして事業計画を立案し、幹事一同が協力して運営に携っている次第です。
顧みれば平成元(1989)年に 12 名の登録会員で発足した当会の会員数はその後 5 年毎に、68 名、92
名、119 名、164 名と推移しました。そして 25 周年誌を発刊するに至った現在の会員数は 203 名です。会
員構成は蔵前工業会会員であって、技術士・技術士補、そして技術士資格の有無を問わずに技術士制
度に関心を寄せる方、あるいは本会の活動趣旨に賛同する方々です。会員には種々の技術分野の専門
家が多数いることが特長です。
一般社団法人蔵前工業会に所属する蔵前技術士会の活動方針は以下の通りです：
１)社会貢献・公益事業を推進する。
科学技術等に関する公益性を加味した講演会や講座等を単独ないし共同で開催、会員はもとより学
生ほかの多くの人々へ向けて有益な情報を発信して、社会に貢献する。
２)資質の保持および涵養・向上を目指す。
科学技術に加えて社会科学に関する時宜を得た学びの場、会員のプレゼンテーションの場および見
学会等の機会を設ける。それらの事業を通して社会の中の一員としての資質の保持および涵養・向上
に資する。
３)広報活動により社会と身近な関係を築く。
蔵前技術士会のホームページ、蔵前ジャーナル、その他のネットワーク等を有効に活用して学内をは
じめ近隣および広く社会に蔵前技術士会を PR し、相互の身近な関係を築く。
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４)交流・交歓の場を提供する。
蔵前技術士会の会員同士、会員と学生や企業人ないしは他組織の方々との交流・交歓の場を提供し
て、蔵前技術士会の活性化と会員相互の親睦ならびに人脈形成を図る。
上記活動方針に基づく事業内容の詳細は本誌の各論で紹介されますのでここでは触れませんが、新
機軸としては東工大の学生サークル支援や蔵前技術講座の開設を図ったことです。 講演会(例会)の開
催数は以前よりも減らしましたが、蔵前工業会の支部等が主催する講演会に参加頂くことを期待し、各組
織主催の講演会開催数を調整する意味もあります。また事業の開催案内と報告を共に蔵前ジャーナルに
掲載することにしております。本 25 周年誌と併せて蔵前技術士会の活動に親しみを覚えてもらうのに役
立てば幸いです。
平成 24(2012)年４月以降の新活動方針と新役員体制での蔵前技術士会は歩き出して間もなく、未だ事
業を模索し諸々と試行しているところです。そのような訳で、蔵前技術士会会員各位の絶大なるご支援と
ご指導を心からお願い申し上げます。そして多くの会員がそれぞれの分野で活躍され、社会に貢献し、
成果を収められること、あるいは特技・得意と蔵前技術士会の人脈を活かしてより豊かに楽しく過ごされる
こと、を祈念してやみません。
以上
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２

担当幹事より

２．１ 企画活動
企画幹事 技術士（電気） S48 修制御 豊田 順一
・企画担当は、蔵前技術士会が主催する年次総会や例会・講演会、講習会、見学会などの企画および他
部門と共同開催するセミナー等の企画の立案・検討、全体取り纏めを担当します。
・具体的には、下記の作業を行います。
①講演会等の目的、講演内容、講師候補者の立案および幹事会への提案
②講師との交渉・依頼・講演資料ファイルの受領
③式次第、来賓候補者の提案、来賓への挨拶状の原案作成
④交流会の内容提案
⑤作業分担表の提案
⑥関連部門（蔵前工業会など）への連絡
⑦開催案内状の原案作成・提案
⑧蔵前技術士会ホームページ掲載用原稿の作成
⑨蔵前ジャーナル掲載用原稿、学内案内用ポスター原稿の作成
⑩会場の選定（手配は別）
⑪講演会参加者勧誘案内状の原案（文章＋フォーマット）作成
⑫講師謝金金額の幹事会への提案、講師への振込先確認
⑬講演録作成の講師への事前依頼、講師からの講演録案の受領
⑭講演会の司会・パソコン操作
⑮会場での配布資料原稿のまとめと印刷
⑯講演録原稿の取り纏め
など
・企画業務を進めるうえで苦労した点として、以下の様なことがありました。
①時流にあった、興味深いテーマの選定（なるべく偏らない内容とする）
②蔵前技術士会側の目的・意図と講師側の意向・要望のスリ合わせ
（両者をほぼ一致させる迄に、数回のやり取りが必要なことがある）
③講演実施時のパソコン操作（音声や動画再生のある場合は結構注意が必要）
④講演会プレゼン資料の受領と内容確認
（メールでの交信が主体だが、講師からの返信をなかなか戴けないことあり）
⑤講演録原稿の内容確認（講演録原稿の短縮作業が必要な場合がある）
など、
泥くさい作業が多く結構大変ですが、うまくやり遂げたときは満足感があります。
以上
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２．２ 財政状況
会計幹事 技術士（情報） S42 経営 吉田 康夫
過去の決算資料を、現在の収支報告書の書式に変更して、比較できるようにしました。詳細な出納管理
台帳を精査したわけではないので、多少の費目の違いがあるかもしれません。
項
収

目

207,595

438,940

本部からの支援金

600,000

300,000

19,100

7,200

564,900

511,100

参

加

費

寄

付

金
78

雑

収

入

収

入

合

H23 実績

H24 実績

449,886

219,865

188,688

360,391

250,000

550,000

200,000

321,500

449,000

329,000

275,500

計

旅費交通費

83

64

38

77

53

1,397,273

1,257,323

725,450

791,403

1,188,128

889,444

315,000

372,000

280,493

201,665

265,261

257,878

12,000

24,594

75,105

139,000

82,000

84,000

700

90

4,345

3,194

78

98

76,800

108

5,715

17,201

7,505

249,309

361,112

299,954

1,260

1,260

972

17,300

6,800

12,320

6,994

28,900

1,000

14,650

6,000

520,028

604,937

834,949

666,605

14,443

16,665

23,877

205,422

172,023

336,514

198,962

14,443

16,665

23,877

23,877

219,865

188,688

360,391

222,839

通信運搬費
消耗品費

5,540

印刷製本費

128,239

718

支払負担金(交流会)

470,186

396,945

支払手数料
寄

付

金

17,800

雑費+雑給
業

6,800

6,800

26,108

費

99,652

840

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ運営費
事

計

958,333

807,437

前期未送金精算

収

支 差

額

438,940

449,886

本部への未送金
次期繰越金

H26 予算案

5,600

講師への支払報酬

出

H25 実績

363

受取利息

支

H22 実績

前期繰越金
支部補助金(蔵前 C.)
入

H21 実績

438,940

449,886

以下、財政状況を述べます。私は平成 24 年 2 月に引き継いだ会計幹事です。蔵前工業会の一般
社団法人化の影響で、次期繰越金が事業規模に比べて多いとのことで、平成 23 年度の本部からの
支援金は無にしました。平成 25 年度の次期繰越金が予算より多い理由は、技術交流会等の実施見
送りで 110 千円残、交流会の費用減 125 千円などです。
以上
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２．３ 広報活動
広報幹事 技術士（機械） S45 機械 S47 修機械 三谷 明男
広報担当は、蔵前技術士会が主催する年次総会や例会・講演会、講習会等の企画、及び他部門と共
同開催する企画などの企画内容を、蔵前技術士会会員の皆様にお知らせするとともに、会員外の皆様
への広報を担当します。
それぞれの企画および開催案内について、事前の案内と開催記録を作成します。また、企画担当幹事
と連携して、講演会の企画内容および講師となる先生の候補者を立案し、幹事会に提案します。
各種企画案内として、例会・講演会の開催案内は、蔵前ジャーナルに掲載するとともに、東工大総務部
総務課のご協力で案内ポスターを東工大学内掲示板に掲載します。
また、蔵前技術士会のホームページを活用しての広報については、ホームページ担当幹事と連携して
進めています。
各々の企画実施後に、開催記録を作成し、蔵前ジャーナルに掲載します。
以上
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２．４ ホームページ（ＨＰ）と情報管理
情報管理者 技術士（電気） S45 電子 S47 修電子 杉本 行正
当会 15 周年誌と 20 周年誌によれば、蔵前技術士会自前のＨＰは 2004 年 2 月末に始まり、現在の URL
http://krpe．net/になったのが、2007 年 8 月からとのことです。
前任者の田草川氏が「くらりか」の活動で忙しくなり、私（杉本）が引き継いだのが 2012 年 2 月 5 日から
です。その後、一般社団法人蔵前工業会の傘下の組織としての体制を整えるため 2012 年度から情報管
理者という役職を置くことになり、2012 年 4 月 8 日に会員名簿の管理も佐鳥会長（当時）から引き継ぎまし
た。この結果、現在 情報管理者としてＨＰと会員名簿の維持管理を担当しています。なお、メーリングリス
ト（ＭＬ）の登録管理は石黒幹事が担当しています。
（１）会員情報の管理について
会員名簿の記載事項を拡充しています。「興味ある分野」と「信条・座右の銘等」の欄を追加し、また連
絡いただいた方の技術士登録番号を「技術士部門」に追記しています。記載内容の追加・修正をご希望
の方は随時ご連絡ください。
会員情報の正確で効率的な管理を目指した最近の改善策について、やや自慢話になりますが、報告
しておきます。
会員の技術分野の集計をＨＰに載せています。これを手作業で行うのは大変なので自動計算するマク
ロを作成しました。会員名簿の EXCEL にこのマクロを添付しています。
2013 年 4 月末のことですが、たまたま会員名簿とＭＬのメールアドレスに食い違いがみつかりました。外
にも不整合があるのではないか、またＭＬの中に無効なメールアドレスがあるのではないかという疑念が
浮かんできました。そこで、名簿とＭＬのそれぞれのメールアドレスを同じＥＸＣＥＬシートにコピーした上で、
両者を比較するマクロを作って確認しました。また、ＭＬに宛先不明の無効なアドレスがあると、送信後
管理者として登録したメールアドレスにエラーが返信されてくるので、管理者のメールアドレスを新たに登
録して、これをチェックしてみました。
これらの結果、誤りや、取り消されたメールアドレスが数個みつかり、修正することが出来ました。1 年に
一度程度、この作業を行うことにします。
現在、ＭＬのアドレス krpe@krpe．net に毎日数十個の不正メールやスパムメールが来ています。いず
れ、ＭＬのメールアドレスを変更しなければならなくなると思われます。
（２）ＨＰの維持について
蔵前技術士会のＨＰはホームページビルダーを使って作られ、表示範囲全体を表の枡目（セル）で区
切り、これに文字を埋める方式（テーブルレイアウト）を採用していました。しかし、当時人気のあったこの
方式は現在では推奨されていません。構造とデザインを分け、文章構造はＨＴＭＬ、レイアウトや文字飾り
といった表示方法はスタイルシート＝ＣＳＳ（Cascading Style sheets）で設定するＣＳＳレイアウト方式が
2006 年頃からデファクトになっています。
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ホームページビルダーは未経験でしたが、この一年半でかなり慣れ、ＨＰの仕組みの理解もできてきま
した。そこで、トップページや新規作成ページはＣＳＳレイアウト方式に変更してみました。また、幹事会専
用ページを作成し、運営基準などの共有情報を置くことになりました。ＩＤとパスワードで幹事だけがログイ
ンできます。
昨年来、社会貢献の一つとして、ＨＰ上で技術相談に応じる仕組みを構築しようと試みています。技術
相談に応じる会員有志のデータベースを作って公開し、受けた技術相談には関係者専用の非公開掲示
板を立ち上げて掲示板上で議論を出し合うことを想定しています。この目的に NetCommons というフリー
のＨＰ構築ソフトを採用しました。
これを機に部分的な使用にとどめるのではなく、ホームページビルダーから全面的に NetCommons に
移行する検討も進めています。
NetCommons は国立情報学研究所が開発したオープンソースのＣＭＳ（Contents Management
System）です。 学校など 3500 以上のサイトで使われており、2013 年 9 月現在 Ver．2．4．2．0 ですが、２
年後リリース目標で Ver3．X も開発中です。汎用データベースや掲示板や登録フォームなど多数の機能
モジュールをあらかじめ用意しているので、これを利用することで、容易にホームページを構築できます。
（３）ＨＰの今後の課題
ＨＰの維持管理が容易で長期間持続できるようにすること、管理者の引き継ぎが容易になるようにする
ことを目指しています。
ＨＰを作るソフトウェアにも変遷が見られ、ツールによる作成補助から、予め用意したテンプレートを選
ぶ方法へ、更には機能モジュールを組み合わせる構造をシステムとして提供する方式（ＣＭＳ）へという流
れがあります。ホームページビルダーも WordPress というＣＭＳをサポートするようになりました。ＣＭＳは技
術的な知識がなくても、簡単にホームページで情報発信が出来るというのがうたい文句です。管理者以
外の人でも内容の更新が出来るようにするため、今後はＣＭＳを使いたいと考えています。
オープンソースの CMS には NetCommons 以外に、WordPress、Joomla、Xoops、Drupal などがあります。
世界シェアは WordPress が 1 位、Joomla が 2 位ですが、WordPress は個人ブログベースで会員サイト向
きでない、Joomla は日本語情報が少ない、Xoops と Drupal はサポートの継続性に不安があるという弱点が
有り、NetCommons が無難な選択になります。NetCommons をここ半年程試用した結果、MySQL というデ
ータベースを使用するためサーバーの負荷が重くなることや、管理者にとって最初にかなり慣れが必要で
うたい文句ほどには易しくないことも分かってきましたが、これはＣＭＳに共通する課題です。会員サイトを
運用し、内容更新を何人かで分担するにはホームページビルダーで手作りするのは難しく、今後を考え
て NetCommons による運用を試したいと考えています。
蔵前工業会のＨＰが 2012 年 4 月にＲＣＭＳというＣＭＳを利用するシステムにリニューアルされました。
蔵前工業会のＨＰとの連携をどのように行うか（講演会の案内を一本化するかなど）も今後の課題となって
います。
以上
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２．５ 大学技術士会連絡協議会
事務局長 技術士（理学、技監） S４8 化学 S50 修化工 原 眞一
【設立までの経緯】
大学技術士会連絡協議会の設立についての具体的な話は、今から約 8 年前、2006 年に持ち上がっ
た。大学技術士間の連携を考えた柏門技術士会（武蔵工業大学-現東京都市大学）佐伯勲氏、稲門技
術士会（早稲田大学）岡孝

フジサンケイ ビジネスアイ

2006/5/20

夫氏、白門技術士会（中央
大学）鈴木薫氏により、5 月
15 日に日本技術士会会議
室で合同講演会が開かれ
た。この講演会には当時日
本技術士会副会長の永田
一良氏が出席された。また
都丸会長より大学技術士会
の組織化を要望されたとの
ことである。講演会は、2006
年 5 月 20 日付フジサンケイ
ビジネスアイ誌で紹介され、
連携の意向も紹介された。
この年の秋になり、10 月
16 日に連携を具体化する
ための意見交換会が開かれた。蔵前技術士会からは当時の内田潤一会長が出席した。この会合には他
に理窓技術士会（東京理科大学）平野輝美氏が加わり、５大学となった。各技術士会の活動を活性化す
るため、合同の後援会の参加や相互交流を進める大学技術士会連絡協議会（仮称）を設立することで合
意した。また、このあと各技術士会に持ち帰って議論した結果の意見は、協議会の性格を緩やかなものと
し、活動をイベントなどに限定するというものであった。この時の考えは現在も受け継がれており、各大学
の「上部組織」という位置づけにはしていない。
翌 2007 年 1 月 27 日の日本技術士会の技術士一次試験合格祝賀会において、桜門技術士会（日本
大学）と千葉工大技術士会（千葉工業大学）が加わった 7 大学技術士会の紹介チラシを合格者に配布し
た。同様に 3 月 17 日開催の技術士二次試験合格祝賀会においてもチラシを配布した。この活動はその
後も続けられている。2008 年技術士一次試験合格祝賀会には、工学院大学技術士会、東北大学技術士
会、大阪工業大学学園技術士会が加わり、合計 10 技術士会、技術士二次試験合格祝賀会にはさらに、
摂南大学技術士会、名城大学技術士会、芝浦工業大学技術士会が加わり、合計 13 技術士会となった。
この 2007 年の最初のチラシ配布に前後し、2 月に 7 大学技術士会の連絡者が発起人となり、各大学
技術士会会長宛に設立趣意書を出し、賛同を得た。連絡協議会は発足していないが、このころから徐々
にではあるが各大学技術士会で各会に講演会への案内を出すようになってきた。
2008 年 11 月 20 日に、日本技術士会会議室において大学技術士会連絡協議会の設立総会が開催さ
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れた。この設立総会に参加したのは以下の 13 技術士会である。2008 年にチラシ配布に加わった技術士
会と参加数は同一であるが、摂南大学技術士会が抜け、慶応技術士会が入っている。目的としてほぼ趣
意書通りに、活動情報の交換、会員募集目的の共同情報収集活動、合同講演会の開催などの懇親活動
が承認された。他組織との関係強化などのさらなる活動については今後の検討課題となった。また、当面
は規約、世話人や顧問以外の役員、会費などは定めず、緩やかな組織として運営することになった。
蔵前技術士会
桜門技術士会（日本大学）
技術士稲門会（早稲田大学）
柏門技術士会（武蔵工業大学-現東京都市大学）
理窓技術士会（東京理科大学）
白門技術士会（中央大学）
千葉工業大学技術士会
工学院大学技術士会
技術士青葉会（東北大学）
大阪工業大学学園技術士会（大阪工業大学）
名城大学技術士会
芝浦技術士会（芝浦工業大学）
慶応技術士会（慶応義塾大学）

総会議事録掲載順

なおこの時、日本技術士会からは大谷邦博常務理事、JABEE 総務委員会から川畑真一氏、フジサンケ
イビジネスアイ編集局から倉義巳氏が来賓として出席された。
【設立後の経過】
2009 年 6 月 13 日に設立後最初の合同講演会が開かれた。会場は日本大学理工学部駿河台校舎で
あった。桜門技術士会山口豊会長の挨拶と日本技術士会高橋修会長の来賓挨拶の後、日本大学名誉
教授三浦裕二氏「舟運と都市の係わり方」と諏訪東京理科大学客員教授で技術士（応用理学）である西
澤紘一氏「日本のものづくりと技能オリンピック」の講演があった。この時には、摂南大学技術士会、水元
技術士会（室蘭工業大学）、技術士北翔会（北海学園大学）が加わり、計 16 技術士会となった。また、武
蔵工業大学は東京都市大学に名称を変更した。
2009 年 11 月 16 日、日本技術士会会議室にて第 2 回総会が開催された。この席で佐鳥会長から業
務依頼の相互紹介、イベントの相互紹介、技術士受験対策講座等の合同活動の提案があった。この時
点で、九州工業大学が設立準備中とのことであった。
2010 年 11 月 15 日に第 3 回総会が開催された。九州工業大学技術士会とごきそ技術士会（名古屋工
業大学）が加わり、計 18 技術士会となった。この時点で、大阪大学と愛知工業大学で技術士会を設立準
備中とのことであった。
2011 年 9 月 17 日に第 2 回目の合同講演会が開催された。会場は第 1 回と同じ日本大学理工学部
駿河台キャンパスであった。地震の後ということで、財団法人省エネルギーセンター診断指導部長駒井
啓一氏「緊急節電の夏を乗り越えて－－－これからが本番、本当の省エネ技術」の講演があった。さらに
各大学技術士会代表者によるパネルディスカッション「電力不足問題、徹底討論！巨大津波災害と福島
第一原発のメルトダウンによる電力不足をどのように対応すべきか？」があった。コーディネーターは山口
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豊氏（桜門技術士会会長）、パネリストは掛川昌俊氏（技術士稲門会）、須藤誠氏（桜門技術士会）、山崎
泰廣氏（九工大技術士会）、高石武夫氏（蔵前技術士会）であった。
2011 年 11 月 14 日には第 4 回総会が日本技術士会会議室で開催された。来賓として日本技術士会
内村好会長が挨拶された。17 技術士会が活動報告した。
2012 年 11 月 13 日には第 5 回総会が日本技術士会会議室で開催された。日本技術士会内村好会
長が挨拶の中で技術士の現状について話をされた。また、技術士試験センター長の横山治良氏が試験
制度の見直しについて説明された。
2013 年 10 月 19 日に第 3 回目の合同講演会が開催された。会場は東京都市大学世田谷キャンパス
で、柏門技術士会佐伯勲会長の挨拶のあと、東京都市大学環境学部教授涌井史郎氏「工学におけるレ
ジリエンス～いなしの思想～」の講演があった。
そして、2013 年 11 月 11 日に第 6 回総会が日本技術士会会議室にて開催された。京都大学技術士
会と東京電機大学技術士会が発足し、この協議会の会員となった。技術士北翔会（北海学園大学）が抜
けたため、会員は以下の 20 技術士会となった。
蔵前技術士会
桜門技術士会（日本大学）
早稲田大学技術士稲門会
東京都市大学 柏門技術士会
理窓技術士会（東京理科大学）
中大技術士会（中央大学）
千葉工業大学技術士会
工学院大学技術士会
技術士青葉会（東北大学）
大阪工業大学学園技術士会（大阪工業大学と前身校）
名城大学技術士会
芝浦技術士会（芝浦工業大学）
慶応技術士会（慶応義塾大学）
摂南大学技術士会
室蘭工業大学同窓会 水元技術士会
九州工業大学技術士会
名古屋工業大学ごきそ技術士会
大阪銀杏技術士会（大阪大学）
京都大学技術士会
東京電機大学技術士会
総会は、日本技術士会吉田克己会長の挨拶で始まり、新入会員となる京都大学技術士会と東京電機大
学技術士会の挨拶、一部であるが各技術士会の近況報告と続いた。会の名称の前に「全国」を付ける提
案及び一次試験問題に関する意見書の提案があり、一度は承認の形となったが一度各技術士会に持ち
帰って検討することとなった。総会には未加入の横浜国立大学と電気通信大学も出席していた。
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以上が、2013 年までの概略の経過である。日本技術士会も本活動に注目しており、今後の連帯が期
待できる。
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３

会員寄稿

３．１ 戦争の思い出
当会初代事務局長 技術士（機械）S16 旧制機械 永易 憲三
当会は平成元年に蔵前工業会神奈川県支部内で、鈴木虎太郎氏（大正 14 機械）の発案で創立され
25 年の歳月を経た。今日蔵前工業会を支える柱となるまで発展したのは、会員各位の努力の成果と思
う。
私は母校の機械工学科を、太平洋戦争勃発のため、昭和 16 年 12 月に３カ月早く繰り上げ卒業し陸軍
に入隊。短期現役の将校になり陸軍技術中尉に任官、関東軍に配属、満州国境の野戦兵器廠で勤務後、
ハルピンの関東軍技術部教育隊で幹部候補生隊の隊長を務めた。昭和 20 年 8 月 14 日ソ連軍と対峙し
たが、翌 15 日に終戦を迎え幸運にも戦火を免れた。
終戦後、「日本に帰国させる」と言って乗せられた貨物列車は、日本と逆方向に 20 日間走り続け、着い
たところはモスクワより西のウクライナ共和国ラーダ。ここでドイツ、イタリアなどソ連と戦った国々の捕虜た
ちと同じ収容所に入れられ、ソ連復興の労働に従事させられた。8 ヵ月後、モスクワに近いエラブガ（現タ
タールスタン共和国内）収容所に日本人将校のみ移され、約 9000 人が３年近く自活させられた。電灯は
バラック内に一つという劣悪な環境であった。昭和 23 年 11 月にナホトカから船に乗り函館経由で東京の
自宅に帰国したが、自宅は爆撃で焼けバラック住まいの家族と会えた。
平成 22 年にシベリア特措法が成立し、抑留生存者に 25～150 万円の特別給付金が支給された。その
際同封された書類には「戦後酷寒の地において長期間にわたって劣悪の環境の下で強制抑留され、過
酷な強制労働に従事し、多大の苦難を強いられた御苦労に対し、政府として衷心から慰藉の念を表しま
す。 平成 23 年 1 月 内閣総理大臣 管直人」とあった。戦争末期、満州駐在の日本軍は約 70 万人。そ
の内約 1 割が終戦間際に侵攻して来たソ連軍との戦闘で戦死し、残りが現地で抑留された。
日本と同様にソ連に約 240 万人抑留されたドイツは、50 年代に個人補償を終えていた。ソ連抑留中ドイ
ツ人捕虜たちと話す機会があったが、彼らが「今回はドイツが負けたが次回はやりかえす」と言うのを聞き
驚いた。当時の我々にはその元気は全くなかった。今日の日本は終戦後の元気を取り戻し、再度技術立
国を目指す努力が必要と感じる。
以上
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３．２ 古希を過ぎての技術士受験
元当会例会司会担当 技術士（金属） S21 旧制金属 若狭 仙治
先日、蔵前技術士会の佐鳥顧問より技術士会 25 周年記念誌に私の技術士取得の経過談の文章提出
の依頼が有った。私は間もなく 91 才になる。さて、20 年程前の事かと一瞬ためらったが、幸い、30 年程前
から日記帳替りに小手帳の記録表に毎日の記録を書いていたので過去を振り返る機会かとお受けした。
私は 70 才の 6 月に退職したが、その二、三年程前、当時、当会会長の市川氏、副会長の永易氏より突
然呼び出され、技術士会の司会と講演者の紹介の幹事役を依頼された。私は技術士でなかったので一
応、お断りしたが、毎年 10 月蔵前旅行会で懇意であったのでお受けした。毎回、新橋の蔵前会館の技術
士会で 30 名程の同窓、技術士の皆様の前で技術士でない私が司会を勤めた。
70 才の退職後、市川会長より技術士の受験、数年かかるだろうがとの御指示があった。私は一回だけ
受けてみますと応じた。早速、受験の論文提出があり、受験用の参考資料を求め勉強に入り、翌年 8 月
25 日筆記試験（9 時―12 時、午後 1 時―5 時）ですっかり疲れた。10 月初め筆記試験合格。次いで 12
月 9 日、口頭試問の予定がある。然し、受験の疲れがでたのか 10 月 10 日、病院に入院した。
入院一カ月との事、口頭試問の為、特別に院長に事情を話し、10 日間で退院させて戴いたが、フラフラ
の状態で 12 月 9 日の口試を受けた。翌年 2 月 2 日、無事合格。技術士として当時、科学技術庁の長官、
田中真紀子大臣（田中総理の娘さん）より立派な技術士登録書を戴いた。今日、私の居間の額縁に入れ
保存している、
その後の技術士会では技術士として司会、講演者の紹介を続けた。会員の一部より技術士になって貫
禄がついたとのこと。その後現在まで、努めて蔵前技術士会、日本技術士会神奈川県支部の会合に出
席し、新知識の吸収に努めている。
以上
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３．３ 理工俳句蔵前吟の系譜
技術士（機械） S26 旧制化工 高瀬 昭三

蔵前工業会誌に毎号俳句欄を設け会員の作品が掲載されております。
大正五年５月号に洗鑛所反射炉を囲んで桜咲き誇っているという風景句があります。蔵前子がおおらか
に精錬をたたえた好句であります。

洗鑛所精錬所花咲きにけり

太以字

反射爐の圍り降り盡く櫻かな

梓 渓

昭和二年九月の蔵前工業会誌に精錬所の句が出てきます。

昭和の始め精錬所が黒煙上げる産業時代になり煙はそのシンボル。これを俳句にした作者の十字は
蔵前電気出身、虚子の師系をひく蔵前俳句会のリーダーでありました。
次は平成二十年夏の韮山旅行俳句でありますが日本の製鉄技術を偲ぶ好句であります。
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次は平成二十年夏の住金鹿島製鉄所見学の現場俳句のご紹介です。

第三句は鋼板の圧延を鯉幟と捉えた高吟であります。
皆様もどしどし句作挑戦のほどお待ちいたします。
蔵前俳句会 高瀬昭三

以上
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３．４ 科学と技術について
技術士（経営） Ｓ27 旧制化工 上杉 伸二
私は2004年9月内田潤一会長のご紹介で入会しましたが、2011年6月佐鳥聡夫会長からの会員メール
で、化工卒の会員が昭和24年から28年まで連続した、(千田成之、岩田喜惇、高瀬昭三、上杉伸二、佐
久間精一)、と知らされ、続いて東工大化学工学科の変遷について、佐久間さん・岩田さんより「化学工学
科創立５０周年記念誌」の紹介がありました。上杉は化工第11回の卒業で、藤田重文教授から11を漢字
で書いて、日本復興の「士」(さむらい)と鼓舞されました。後年の「技術士」に結びついたわけです。終戦
の翌年旧制高校に入り東工大に進んだので、陸海軍復員者も多かったです。佐久間さんは海軍経理学
校39期、上杉は海軍兵学校78期ですが、共に予科生徒と称される同期生（海軍用語でコレス）です。
東工大では教養課程(半年)中に専門を選択するということで、当初電気と思っていたのが、内田俊一
教授(後、学長)のケミカルエンジニアの講義に触発され「よし、吾はケミカルエンジニアとなろう」と考える
に至ったのです。「engineer の語源は、(engine とは関係なく)、ingenious(巧妙な工夫) genius(天才)、巧
妙な工夫のできる人の意だ」。「解き得る問題を解くのが科学者、解かねばならぬ問題を解くのがエンジ
ニアだ」（アインシュタイン)。先輩からも、東工大の工業の工は「工夫」の工であり、「工」の語源は「天(理
想)と地(現実)を人が結んで役立つものを創る」で、理想と現実のgap fill がエンジニアの仕事だと聞かさ
れました。化学工学は、米国の石油精製プラントあたりからの発祥で、化学者、応用化学者に対し、プラ
ント設計・運転の技術者が求められたようで、具体的には、各化学工業の工程を共通の単位操作という概
念で、横断整理し確立した工学でした。
藤田教授から「化学工学とは化学工業の術と科学との間隙を渡す橋だ」(O．A．Hougen)。化学工学の
定義は「化学+機械→単位操作→単位操作+単位反応→基本原理+応用技術」と変遷してきており、化学
工学の基本原理とは、Kirkbride,C．G．(1947) “Chemical Engineering Fundamentals” の本から、
(1) Material balance (物質収支)
(2) Energy balance (エネルギ－収支)
(3) Static equilibria (化学平衡をも含む平衡関係)
(4) Rate of transfer (化学反応速度も含むエネルギ－・物質移動の速さ)
(速さ=推進力/抵抗．オ－ムの法則y(電流)=β(1/抵抗)×M(電圧)のアナロジー)
(5) Economic balance (経済収支) 必要経費と避けられる損失の期待値とのバランス
の5項目、と教わりました。(実はこれが今、上杉の専門とする、田口玄一博士(1924-2012)創始「タグチメソ
ッド」(品質工学)と同根の原理だと考えています)。 (参考) 2005/8/1 蔵前技術士会98回例会・講演会、
上杉資料「品質工学タグチメソッドの今日的価値」 PP計40頁)。
丁度日本の高度成長期に当たり在工場24年間に8プラントの設計建設から稼動増改を担当、品質管
理も実践、1966/10 (第9回)技術士(生産管理部門－品質管理)の資格を得、その後、田口の教示を受け
(経営工学部門－品質工学)を専門とし、台湾、韓国、日本の多業種の企業を指導しました。
品質工学は、各分野の専門技術を縦糸とすると、横糸の汎用技術(技略)の1つです。田口は、戦略・戦
術・戦闘に対し、技略・技術・技闘を定義。技術は具体的テーマの達成を目差しますが、技略は広範囲の
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科学技術分野に共通で、しかも、長期に使える機能性(機能のばらつき)の評価方法で、R&D の仕事の
生産性と、社会生産性の向上を目差します。(若手士官・下士官・兵の戦闘力が精強でも、戦略・戦術が
拙ければ勝てないのです)。
さて、科学は自然現象の解明、技術は自然にない役に立つ物事の創造と、役割が大きく違うのに、技
術士の勧進元である旧科学技術庁も、明治以来の伝統で、科学と技術を区別せず一緒に扱っていまし
たが、文部省と科学技術庁が統合したことで、科学技術基本計画の第3期(2006) 第4期(2011)で、ようや
く科学と技術が分離して議論され行政に生かされるようになってきました。しかし大学の工学部で教えて
いるのは技術の基礎となる科学が主で、技術の考え方取り組み方についてあまり教えていないのではな
いか。
我田引水ですが、「品質工学」(私も5年間新潟大学で非常勤講師をした)を、選択科目でなく、全大学
工学部の必須科目とするとよいと考えます。
端的に言うなら、科学と技術の違いをしっかり教え込むことが大事です。例えば、研究室での少量規模
(テストピース、ビーカースケール)や数値シミュレーションの実験でうまくいき再現性があれば、科学として
は十分なのですが、技術としてはまだ不十分で、量産のスケールアップと市場の環境使用条件でもうまく
いくという、下流再現性とロバスト性が必要です。
また、R&D の研究開発で、試作品をいじわるテストしてトラブルを出し、その原因を解明し対策して、完
成度を高めてゆく科学的方法は、往々にして工期が長くなりコストも増えて国際競争に勝ち続けることは
困難です。
品質工学の「パラメータ設計」は「トラブルを出す前に直す」未然防止の技術的方法です。実現したい理
想機能(先ず目的機能、次に技術的手段の基本機能、多くの場合y=βM、エネルギー変換保存則など科
学の基本法則) を明らかとし、理想からのズレ・ばらつきを、田口のSN 比(Signal 信号、Noise ノイズ=ば
らつき原因)で評価し、できるだけ理想に近づける設計をすればトラブルを出さなくともその前に直せるわ
けです。設計パラメータを内側直交表、市場ノイズ・信号を外側に配置する、少量・シミュレーションの直
積実験と確認実験で、下流再現性とロバスト性を確かめます。
戦後、米国の圧倒的な力に対しどう戦うかが日本技術者の課題だった時、1957年NTT電通研田口らが
クロスバー交換機リレー寿命10億回を達成、米国ベル研は研究を断念し全量日本より輸入、ハイテク分
野で戦後日本が初めて米国に勝った製品です。金・人・物に遥かに優るベル研の科学的研究開発法に、
田口のロバスト設計の効率良い技術的方法が勝ったのです。
1980年田口はベル研を訪問「一番困っている問題をお手伝いしたい」と申し出、256K-RAM リソグラフ
ィ穴あけの得率が33%しかなく、原因不明で手詰まりだったのを1カ月で87%に改善、ベル研は3年間機密
保持の後、論文を発表、世界を驚かせ、Taguchi Methods と名付けられたのです。
「原因」を解明して直すだけでなく、原因不明でも「縁」(ノイズとパラメータの交互作用)を活用する「佛教
の因縁の法」です。(種がなければ芽は出ないが、種があっても水がなければ芽は出ない。ノイズがあって
もトラブルとならぬよう、ノイズとトラブルの因果をなくす縁を探せばよい)。
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1980年米NBCテレビは、戦争に勝って30数年経ったら、技術競争で日本に遅れてしまった。「なぜ日本
に出来て我々に出来ないのか」を放送。MIT レスター教授らの研究報告「メイド・イン・アメリカ」は、日米
自動車産業の発売までのリードタイムは、日本43カ月:米国62カ月で1.5倍だと指摘、米国自動車業界は
早速田口を招いて指導を受け、1997年には一応マスターでき日本に追いついたと、田口を「米国自動車
殿堂」に顕彰したのです。
ドラッカーは「近代を生み出したものは何か」(技術と文化誌、1961)で、「この200年の人間社会の爆発的
な変化は何によってもたらされたかとの問いに、通常は科学の進歩によると答えるが、それは違う。
正しい答えは、技術の体系化だ。経験則による実践が科学の先を行き、技術が科学を引っ張ったのだ。
例えば、ワットの蒸気機関の運動の科学的な説明は、75年も後の、クラウジゥスとケルヴィンによってだっ
た」と述べています。
明治の陸海軍の脚気論争も、海軍の遠洋航海の比較臨床実験で米麦併用の食事改善の効果があっ
たのに、陸軍森鴎外らが細菌原因説に固執、先ず脚気菌を見つけて根本的治療法を考えるべきだと反
対して、日清・日露の戦争で多数の脚気死亡者を出し、後ビタミンB1の発見で因果関係が解明された。
妥当な手順を踏んで得られた実験事実を既知の理論から説明出来ない限り認めないのは全く誤りで、
先ず対策に採用し後科学的解明をする。(基本的な科学法則は既知だが、具体的な現象には未解明な
法則が多く残っている)。技術が先行し後追いで科学が因果を明らかにするのが普通です。
更に田口は、製品の品質とは、出荷後社会に与える損失、但し機能そのものによる損失は除くと定義。
田口の品質損失の2乗則L=k(y－T)2 で、物性y と目標T の差の2乗に品質損失L が比例するとして金
額(円)で表す。
エンジニアは自然にない物事を創造主に成り代わって作るので、開発する技術や製品の価値は社会
の要請によるものですが、その不具合や副作用による社会損失は100%開発技術者の責任であるので、
品質損失L を推定し、開発コストC との合計をできる限り減少させるよう努めるべきだとして、[コストC +品
質損失L]の減少=[社会生産性]の向上、を目差します。顧客だけでなく、第三者への公害を含めた社会
全体のリスク最小化です。
実は、この田口の品質は、顧客の望まない「技術品質」を指し、顧客の望む「商品品質」(機能と外観)は
別としています。価値・効用は主観的なもので、1人ひとりで違い、平均損失を考えるオン・オフ品質工学
(製造段階に適用するのがオンライン、パラメータ設計・許容差設計などがオフライン)では扱いません。
1人ひとりの好み・価値・商品品質を扱うのは品質工学のもう1つの手法、MTシステム
(Mahalanobis-Taguchi、単位空間(と信号)を基準とするパターン認識の科学的方法)で、原因究明にも使
います。
等々、品質工学には、技術者の教育・実務に役立つ内容が多いのです。
企業の事例は機密上発表されないのも多くありますが、1993年品質工学会設立以来20年を越え、毎年
の研究発表大会、隔月の学会誌に多数の実施例が発表されており、参考になります。
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ところで、米国で2009年”Engineering & Technology”(Cengage Learning 社)という工学と技術の広い
分野を概念的に教える高校-大学1、2年生向け教科書(750頁弱)が発行され、そのChapter5．
Manufacturing, Section2 のp.192-193 を開くと、左上に図5．16 E．T.エジソン(孤高の天才の典型で、
彼の発明品を完成するため多くの人々の助けを借りた)、右上に図5．18 G．田口(日本のエンジニア・
統計家で、製品の品質を改善するため統計解析を用いる汎用技術を開発した)と、2人の写真が左右に
対峙して載っています。理系文系を問わず全生徒対象のようで、日本も見習う必要を感じます。
日本海軍は日米海空戦において米軍のレーダーに敗れましたが、戦後、技術開発の新レーダー田口
のSN比によって一時期米欧を凌駕したのです。タグチメソッドは日本で生れた世界に誇る独創的方法
(技術の哲理と具体的な手法)です。米欧は勿論、韓・台・中などアジア諸国も活用しています。日本海軍
がハワイ・マレー沖で戦艦から空母への転換という独創的戦法を示したのに、いち早く活用した米海軍機
動部隊に圧倒されました。我々はこの失敗の教訓を忘れる事なく、技術開発競争に勝ち抜くよう一層励ま
なければならないと思っています。日本の若い人達が科学技術に関心を持ち、科学と技術の違いをしっ
かり認識することが大事と考え、この機会に投稿させて頂きました。
以上
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３．５ 海軍軍歌・ゼロ戦・風立ちぬ
技術士（化学） S28 旧制化工 佐久間 精一
平成 22 年 4 月 14 日蔵前工業会神奈川支部の定期総会では、議事終了後に永易憲三氏「私の歩んだ
道（ソ連抑留記他）」、市川英彦氏「魚雷の歴史」が講演された。お二人は蔵前技術士会の創立者である
が工業会神奈川支部の運営にも多大の貢献をされたからである。
永易氏の卒業時の就職は軍による割り当てで日本製鋼所に入社するが結局は陸軍に入隊（昭和 16 年
12 月の機械工学科卒業生 40 名中 38 名が軍に入隊）、旧満州で関東軍将校として終戦、2 年 3 ヶ月のソ
連軍による抑留生活を経てやっと帰国したと話された。
市川氏は在学中に海軍委託学生となり、終戦時は魚雷組立工場の先任部員として九一式魚雷の改良
に励まれた。それより先の蔵前技術士会の講演会の後の懇親会で市川氏は「荒城の月」を歌われたが、
私は次の機会に海軍軍歌を歌いましょうと先輩をそそのかしてこの定時総会の懇親会で実行した。歌は
市川氏も好きな「艦船勤務」とした。
一、 四面海なる帝国を 守る海軍軍人は 戦時平時の別ちなく 勇み励みて勉むべし
二、 如何なる堅艦快艇も 人の力によりてこそ その精鋭を保ちつつ 強敵風波に当り得れ
私のクラス 39 人のうち軍関係学校在籍者は 10 人（海軍６、陸軍４）なので、支部総会出席者で何人か唱
和してくれるかと期待したが、歌ったのは二人だけだった。
さて今話題の宮崎駿監督の「風立ちぬ」を見た。名簿からピックアップした様に、ゼロ戦の設計者の堀越
二郎と作家堀辰雄の作品「菜穂子」「風立ちぬ」の主人公を組み合わせた奔放な発想にまず感心した。
最近のテレビのドキュメンタリー番組は下手なドラマ仕立てで見る気がしないが、アニメ作品なので却って
抵抗なくみられた。
詳細な資料調査現地調査で定評のある吉村昭の作品に「零式戦闘機」がある。その書き出しはゼロ戦
試作機を名古屋工場から岐阜県各務ヶ原飛行場まで長時間かけて牛車で運ぶところから始まる。このシ
ーンはアニメに取り入れられ当時の劣悪なインフラ状況がやがての敗戦を暗示している。アニメには出て
こないが吉村は大学出の異色のテストパイロットとして新谷春水氏（昭和 11 年電気工学科卒）の名をあげ
ている。ゼロ戦のテストパイロットだった氏の存在はいかにも蔵前らしい。最近横浜に鉄道模型博物館を
開き賞賛を博した鉄道マニアの原信太郎氏（昭和 17 年機械工学科卒）や、恐らくヒコーキヤローだった。
新谷氏らは蔵前の誇であると思う。
散文の詩人と称された堀辰雄は大正 10 年に旧制一高に入学した。其の時は何と理科であった。旧制
中学では数学が全校でトップだったので将来数学者になるつもりで 4 年終了で一高に入学した。しかし中
学 5 年で習う三角法や立体幾何がよく分からず、結局大学は国文科に進み、フランス語は独学だったと
いう。最近工学部入学者でも高校で物理が未修であったりするのが問題視されているが、昔の興味ある
事例である。
宮崎監督は私より一回りも年下である。このアニメ作品には数多くの意図が込められているようであるが
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果たして今の若い人に伝わるか心配である。作中イタリアの飛行機製作者カプローニが堀越の夢の中で
度々話す言葉「力を尽くしているかね」が作品を貫くテーマであるという。
戦時中の当時は兵役と結核とが大問題であった。これを心配しなくてよくなったシニア世代の技術者で
ある我々は何をなすべきであろうか。私は（１）技術、特に特許などに記載しえないノウハウの伝承と（２）フ
ロンテイア部門への絶えざる目配りにより既知技術のニッチ分野として捕らえる可能性の追求とを提案し
たい。
（１）の例として子供の理科離れ防止活動の「くらりか」をあげたい。「くらりか」のメンバーのかなりは蔵前
技術士会員と重なる。私もたった一度であるが市川氏のご依頼を受け氏の地元の日吉地区センターで
「家族で星空のお散歩」を催した。環境省のスターウオッチングの方法に準じて子供たちに織女星付近の
指定区域の星を双眼鏡で数えて貰った（平成 20 年 8 月 2 日）
（２）については、幸い母校にも地球惑星科学科も出来、深海魚のシーラカンス研究も母校で進展して
いるのは頼もしく、宇宙や深海などのフロンテイア部門の講演テーマも増えている。企画委員に感謝する
次第である。
特攻兵器となってしまったゼロ戦で戦死したり、国内外の各地での多数の戦争犠牲者によってもたらさ
れた日本の繁栄を維持するため、今後も技術立国に貢献したいものである。
「風立ちぬ。いざ生きめやも」
以上
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３．６ 向嶽寮の思い出 － 炊事委員奮闘の記
くらかず

よしろう

技術士（機械、技監） S28 旧制機械 倉員 嘉郎

（１）はじめに
昭和 25 年 3 月、私は東京工業大学に合格した。その時、（旧制）福岡高校時代にアルバイトでお世話に
なった「おかず屋」さんから、私は用事を託された。
おかず入れの経木の見本を 4 種類（各種類 1 個）築地で購入することで、500 円と通信販売の経木の見
本カタログを渡された。
そして、「大学試験がんばりやい・・・、経木の見本は代金を取られても、築地までの交通費を入れても、
正味 400 円は残ろう、それが餞別たい・・・、
こげなことを言うのも何やけど、万が一不合格の場合、ここさへ戻ってきいな・・・」
入学試験終了後、福岡に戻ると、父が電報を握っていた。「お前、受かったとバイ・・」
どうやら、新店町の「おかず屋」さんへの就職の道は絶たれた。
（２）入寮の手続き
受験のための上京中の話に戻るが、台北第一中学校、（旧制）台北高校時代に御一緒した K 氏が、既
に向嶽寮の住人であったこともあり、お世話になったが、入寮に関しては、とくに奔走して下さった。実は、
入学試験が終わるや否や、試験の合格、不合格の発表前に、入寮予定の面接が行われる仕組になって
いるのである。
数名の面接員（向嶽寮生）から、「向嶽寮は自治寮である」ことの説明があり、入寮希望者は、寮生活の
態度を問われた。私は、「楽しい日々を送ることによって、社会人生活への準備を進める・・・」という趣旨
の発言をしたような記憶がある。 お蔭様で大学の入試合格の時点で、東京での生活の場である向嶽寮
への入寮が決定した次第である。
（３）炊事員の選挙
さて、生活費の基本は奨学金である。私の場合は、1 ヶ月 2100 円を頂戴した。寮費は、1 ヶ月当り、１400
円（朝、昼、夜 3 食付）であったと記憶している。食事の内容たるや、極めて乏しく空腹は免れなかった。
標準的な内容は、
・朝食：麦飯丼～1 杯及びうすい味噌汁～お替り自由
・昼食：コッペ パン～1 個或るいは 1 たま分の素うどん～1 杯
（朝食時に昼食も同時給食可能）
・夕食：麦飯丼～1 杯及びうすい味噌汁～お替り自由、おかず～1 皿
程度であった。
従って、各寮生は夫々個人の事情に応じて空腹対策を行っていた。私としては、向嶽寮内南寮の日照
の良い土地を畳 10 畳ほど、厚生係の許可を得て借り、薩摩芋を植えた。大岡山駅の北口の路上で販売
している苗を購入した。源氏の赤がお勧めであったので、これを求めたが、苗屋さんの言葉どおり、品質、
量貫目とも素晴らしい薩摩芋を収穫することが出来た。
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そして 9 月に、予想だにしなかった貢献を果たすこととなった。向嶽寮では、5 月に前期の寮役員の選
挙が行われるが、私は炊事委員の選挙に立候補した。炊事委員はアルバイト的性格があり、任期は半年
で、選挙結果の、獲得投票数の上位 4 名を委員として選出した。
4 名の役割分担は次のとおりである。
統括：炊事委員の取り纏め
会計：寮費の内から割当てられた食費の管理
米穀通帳：通帳（寮生約 150 名の米穀通帳）の管理と米穀配給事務所との連絡・折衝
米穀の現物管理：米櫃内の米穀量の管理
私は選挙に当たっては、出身中学校の 2 年下の S 氏と合同で、博多仁輪加＊を演ずることにした。簡単
ではあるが、舞台装置・ナレーションは、向嶽寮入寮に際し大変お世話になった K 氏にお願いした。母親
役は佐賀高校出身の建築工学科Ｎ氏にお願いした。N 氏は、実家が私の本籍の八女に近いということで、
私の入寮直後から何かと声かけて下さったので、御好意に甘え、博多仁輪加への御出演をお願いしたと
ころ、快く、引受けて頂いた。
（注）＊博多仁輪加：『仁輪加』⇒座興のためのおどけた即興の狂言劇。博多・肥後・佐賀等で行われてい
る。

15 分の博多仁輪加はＳ氏と倉員の知名度を上げるのに効果があり、炊事委員の当選を見事果たした。
結局、委員の担当は次のように決定した（敬称略）。
統括：倉員 嘉郎
会計：C
米穀通帳の管理：S
米穀の現物管理：M
会計は、長年に亘りＲ女史が会計事務を担当されていたので、C 氏が何も心配することはなかった。余
談になるが、R 女史は建築工学科のＴ先輩と結婚されていたこともあり、我々一年生は、「年下の男の子」
であった。毎日の献立、料理等に関しては、４名の炊事婦さんのチームワークにより、順調に運営されて
いるかに思われた。定員４名であったが、1 名の方が自己都合で退職されるということで、後任者を早く補
充しなければということで、私は焦っていた。
（４）米櫃の管理の失態
9 月の夕方、晩飯を終わって、部屋にいた私に、M 氏が叫んで飛び込んできた。「くらかず・・・、米櫃に
米がない・・・」明日の朝食に、何を食べさせるか・・・
M 氏は興奮して、言葉も普通に出ない状態であった。とにかく、炊事現場、米櫃を見たが、午後 7 時 30
分頃の炊事場は、M 氏と私以外は誰もいないし、普段と異なることはないように思えた。早急に明日の準
備をしなければならいので、会計の C 氏及び米穀通帳管理の S 氏に、私の部屋へ御足労願った。
その場で、私は次のことを申し上げた。
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・本件は、我々4 名で処置する。
・一切口外しないこと。
・大岡山北口で、米を 1 斗 5 升購入。明日の朝食、夕食に 2 分して使用。
・薩摩芋、７貫目程掘って、明日の朝食、夕食に 2 分して使用。
・米の購入費を 4 人の均等負担とする。
・今晩使用する米代金の調達は M 氏と倉員で実施。
・今夜、米確保後、4 人で薩摩芋を掘るので、部屋で待機して欲しい。
・明日、S 氏が、関係の米穀配給事務所と１５日分前借の件を交渉する。
以上のことを指示して、一旦解散した。
M 氏と私は M 氏と松江高校同窓の B 氏と会い、事情を説明し借金を申し入れた。B 氏は快く即座に手
持ちの現金を貸して下さった。大岡山北口では、円滑に 1 斗 5 升を購入できた。向嶽寮に戻り、待機中の
C 氏と S 氏を呼寄せ、炊事委員 4 人で、薩摩芋を掘った。
私は昭和 21 年の台湾からの引揚以来、毎年薩摩芋を植えていたので、その道の経験者であった。折し
も、満月で、夜ではあったが、月明かりで芋堀には、好都合であった。私が 1 人で、薩摩芋に傷を付けな
いように、慎重に鍬を振るった。一晩で掘り尽くしてしまうが、5 月に苗を植えた時点で、計らずも、こんなこ
とで、役に立つとは予想もしていなかったので、感無量であった。他の 3 人も、黙々と蔓や泥を取り、炊事
場に運び解散した。
そして、明日朝 4 時に出勤する早出当番の炊事婦 Z さんに、倉員から事情を、必要事項のみ最小限説
明し、朝食及び夕食の準備を進めるよう、指示することとした。余りの名月の夜に薩摩芋を掘ったので、語
呂の似た「故事ことわざ」を思い出した。
★月夜に薩摩芋を掘る ⇒ 月夜に釜を抜かれる
翌日、或る寮生は、「炊事委員は１年生ばかりだが、センスあるな！白米に芋飯、久し振りにうまかった
ぜ・・・」と褒めてくれた。
（５）コンパとスコッチエグ、羊羹作り、握り寿司等
向嶽寮では、寮費が安い割に、コンパが多かった。
・新入生歓迎
・前期役員改選
・後期役員改選
・向嶽寮祭
・卒業生お別れ
の 5 回が行われた。
その都度、御馳走らしい料理を提供するのが、炊事委員として悩みの種でもあったし、生き甲斐でもあ
った。 スコッチエグ、羊羹作りは向嶽寮独自の献立で、炊事委員統括担当者が引継いだ。
握り寿司は雑用を担当している Y 氏が、私に提案して下さった料理である。 Y 氏は、若い頃、寿司屋を
目指して修行されたが、事情があって断念されたという。「コンパの料理の添えものとして、提供されては
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いかがでしょうか」との提案である。Y 氏は、1 人前 8 貫、150 人前 1200 貫を握ると仰るので、炊事委員 4
名と会計事務担当の R 女史と打合せのうえ、食費の状態を見て、可能な範囲で、種類、数量を調整して
実施することとした。
★スコッチエグ
スコッチエグは殻を剥いた茹卵を、挽肉の皮で包み油で揚げ、包丁で 2 つに開くと、開かれた卵が、恰
も一組の目玉のような感じになる料理である。殻を剥いたツルツルの茹卵と、挽肉の外皮との密着がなか
なか難しく、工夫・練習を必要とした。
★羊羹作り（150 人前、向嶽寮炊事場設置鋳鉄製ガス釜使用）
①材料
・寒天 150 本（1 人 1 本の目安）
・小豆 1 斗 5 升（1 人 1 合の目安：北海道十勝大納言級の上質の小豆）
・砂糖 1～1.5ｋｇ（グラニュー糖等）
②調理
・寒天を水に漬ける。
・小豆を水洗、異物除去。
・柔らかくなるまで煮る。
・柔らかくなった小豆を摺鉢で摺り潰す。
・あんこ玉を作る。（摺鉢の小豆を水で流し布巾にとり、布巾を絞り、

握拳大のあんこ玉を作る）

③羊羹の仕込み
・②の寒天とあんこ玉をガス釜に入れる。
・最小のガス釜火焔で温める。
・寒天とあんこ玉が溶け、ドロドロになる。
・砂糖を玉杓子で、1 杯宛追加。
・羊羹が焦げないよう、砂糖に戻らないよう、大きな木の櫂でかき廻す。
（危険を感じた時は、中形鍋 1 杯水を入れ櫂でかき廻す）
④ガス釜火焔の切り方
上記作業（③羊羹の仕込み）の中で、突然光沢が出る瞬間がある。
この瞬間にガス釜の火焔を切る。⇒羊羹作りのなかで最高の注意点。
⑤羊羹の流し込み
羊羹が固まらないうちに、木製の枠に羊羹を流し込む。1 昼夜放置（凝固）。
⑥羊羹の切り出し
木枠の目盛に従って、T 定規と包丁を使用し所要の寸法に羊羹を切出す。
★握り寿司
この機会に、私は Y 氏に弟子入りして寿司を握ることとした。
右利きの場合の、
・左手の使い方、
・右手の人差指・中指の使い方、
・左手・右手の連動等・・・
舎利の掴み方及び右手の親指・人差指・中指を使って、船底形に仕上げる方法も教わった。Y 氏のお
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手伝いの心算で握ったら、やめられなくなり、600 個握り終わったが、・・・左・右の掌がブヨブヨになった。
（６）おわりに
（６．１）舎監 安藤 暹（のぼる） 先生
向嶽寮は自治寮ではあったが、舎監として安藤先生が御健在であった。舎監の住宅としての、昔風の
立派な住宅があり、奥様を始め子供さんも住んでおられた。偶に、寮の各種委員が 集まって、四方山話
をした。安藤先生を囲んでお話を伺うことは、楽しかったし、若い私には、精神的な支えとなった。なかな
か含蓄のあるお言葉で、流石、安藤先生のお言葉だなと、86 歳の私は思う。
（６．２）M 氏のその後
M 氏は東京工大を卒業後、大手の自動車部品メーカーに就職された。然しながら、就職後、病魔に侵
され、入院された。その頃私は北海道炭礦汽船（株）夕張鑛業所第一礦北上坑の坑内係員であったが、
はからずも、Ｍ氏から便箋 10 枚に及ぶ長文の手紙を拝受した。入院して手術待ちの悩みを縷々記載さ
れていた。後から考えると死を覚悟されてのお別れの手紙であったとも思われる。
年末に御家族から、「Ｍ逝去のため喪中欠礼」との御連絡を頂いた。
月夜の晩には、昭和 25 年 9 月のあの晩、向嶽寮で薩摩芋を M 氏と共に掘ったことが思い起こされる。
以上
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３．７ 続：雑感～ＫＲＰＥ２５周年に寄せて～
元当会副会長 技術士（化学、技監） S28 化工 4 S60 博 植村 勝
「継続は力なり」古来、言いならされている古くて新しい語録ですね、「これ本当でしょうか？？」。 今、こ
こで蔵前技術士会ＫＲＰＥの２５歳にあたり、「続：雑感」と題したのは、15 周年のとき、20 周年のときと同じ
雑感を使っているからです。この雑感には、自由な発想で、拘束される引力にこだわらない雰囲気が感じ
られるから好ましく思っています。「奴さん、また雑感か」と言われそうですが、そんなこと気にする人は、ま
ず、いないでしょう。
20 周年の雑感では、日本技術士会の認知度の低いことについて、子供達の言葉を借りて表現しました。
その後、関係者の諸官庁への働きかけや一般広報などの継続的ＰＲ活動が功を奏し、最近はかなり一般
社会に知られてきています。
蔵前技術士会 KRPE は前会長の佐鳥さん、関係幹部の努力により「大学技術士会連絡協議会」ではトッ
プバッターとして、その基盤つくりをしております。「ヘー そうなんですか」が一般認識でしょう。これも、継
続的に活動を発信することで認知向上は明らかです。しかし、まだまだ継続努力が必要でしょう。
先日、たまたま「日経ＢＰの名言欄」を観ていたら、「一枚の名刺に沢山の肩書があるのは気持ちわる
い！！」との記述、 「エー、それ本当？？」気持ち悪いの表現にビックリ仰天、 でも、なんとなく納得でき
るんですね、観る人にとっては何がポイントか判断できないし美的感覚に乏しいということらしいです。これ
は、認知度との兼ね合いもありますので、一概に決めつけられませんが、「ＰＲの表現やデザイン、洗練さ
れた言葉の選び方に注意せよ」との警告かな・・・・KRPE のＰＲ活動への励ましと受け止めましょう。
さて、「25 歳といえば、何を連想されますか？」、小生さっぱり分かりません、「九星に因る厄年」だそうで
す。しかも本厄とか・・・「さあー大変、予防策あるのかなあ～」、 実は、佐鳥前会長に「植村さん、記念誌
になにか書け」といわれ、25 は何かあったはずと思い巡らしました。「確かにありました。が、それが厄年と
は・・・」、これも因縁と思いなおし、早速、「大宮八幡宮」に参拝。いやはや、大勢の人が厄祓い？？さす
が大宮八幡ですね、
小生自身は、厄年にはもう関係ないのですが、KRPE の厄年はやはり気になりますよ、・・・いよいよ「お
みくじ」、さあー何とでるか、「やったー 、大吉だ！！、but, but これで慢心は禁物、も一度、本殿に向か
い「お賽銭」、これで万事 ＯＫ、「祝詞のりと」まではやらなかったが、厄予防と、先行き夢への発展は期
待できそうだ。でも、これ神様か仏様か？？ まあ～どちらでもよい、
神仏混淆で行こう、これこそ、わが大和民族のすばらしい文化だ、「先に希望・夢をもつこと」・・・ＫＲＰＥに
幸あれ！
以上
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３．８ 工学とエンジニアリング
S29 化工 1 H5 博 小松 昭英
2011 年 3 月 11 日の東関東大震災と誘発された福島第一原子力発電所の事故を忘れることはないが、
当時のテレビ報道でもたらされた原発事故の緊迫感は忘れされつつある。とはいっても、私にはテレビに
登場する文書を読み上げるだけの文系公式発表者はもちろんのこと、いわゆる学識経験者の頼りなさも
未だに忘れることできない。そもそも、プラントの設計も運転もしたこともない人たちが学識経験者として登
場し、まともな技術者が学識経験者、いや専門家（プロフェショナル）として登場しないのかと義憤を感じて
いたからである。
話は変わるが、最近村上陽一郎の「工学の歴史と技術の倫理」(2006)1を読む機会があり、かねがね自
分が考えていたことが間違っていなかったことがわかった。
それは、「一般には、工学とエンジニアリングは同意語と考えられているが、わが国の化学工学会（前身
は化学工学協会、英名は Society of Chemical Engineers, Japan）と米国の AIChE, (American Institute of
Chemical Engineers)の「Chemical Engineering」に対する意識には相当な違いがある」と考えていたからで
ある。
我が国の化学工学会2では、化学工学を、「化学を主とするプロセスの総合工学である。すなわち、原
料や製品はもちろん、エネルギー、環境、安全、資源、さらには法律、経済、社会までを総合的に考え、
そのための手法を与える総合学問である」としているのに対し、米国の AIChE3では、
“Chemical engineering is the profession in which a knowledge of mathematics, chemistry, and other
natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop economic
ways of using materials and energy for the benefit of mankind．”
としている。両者の主な相違点は、我国では化学工学を学問として定義しているのに対し、米国では「職
業」として定義し、さらに数学、化学と他の自然科学の知識が、「経済的方法」を開発すべく適用されるとし
ていることである。
ここで、「職業」について、村上陽一郎（(2006)、前出）によると『こうした知的職能者は、多くの場合確か
に自分達だけでつくられた閉鎖的な集団、同業者集団を形成したが、彼らには、必ずその外部に、自ら
の知的成果を信頼し、その専門的な知識を使って援助されることを望む依頼者、クライアントが存在した
のである。その上に、西欧では、神の計画実現の代理人として、神から依頼をうけ、かつ自らも神の前に
その約束をした上で、初めて成立するものであるという了解が成り立っていた」というのである。
さらに「英語の”vocation”あるいは”profession”という言葉が、その事実を裏書きしている。当初はこうし
た「職業」にのみ用いられた言葉は、”vocation”は「神からの呼びかけ」の意味であり、また”profession”は

1 村上陽一郎、工学の歴史と技術の倫理、岩波書店、2006
2 化学工学会：http://www.scej.org/RN_pages/gaiyou_yakuwari.html
3 American Institute of Chemical Engineers：
http://www.aiche.org/about/governance/constitution
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「（神の前に）約束する」の意味であることからも明らかなように、まさしく「神」を媒介として初めてそれらの
職業が成立したことを物語っている」というのである。
もう一つの「経済的方法」に関しては、著名な”Chemical Engineers’ Handbook4”でも、収益性
(Profitability)の章が設けられており、各種経済性指標の計算式、詳細な用語集と累積キャッシュフロー図
も含めた経済性要約表(Economic Summary)まで述べている。いずれにしても、往々にして技術と経済は
別物としているわが国とは大いに異なるところである。また、たとえば「工業生産の場合の設備という立場
に立った機械的側面は、これはいわゆる労働手段であって、本来経営者が用意するもので、当然資本財
であり、生産はそれを上手に稼動させることで、そのために是非必要なのが製造化学や工業化学であっ
た訳である」と、我国における化学工学の創立者の一人である東工大学長内田俊一(1980)5が述べてい
た一般的な認識があったことからも覗われることである。
また、村上陽一郎（(2006)前出）は工学一般について、『1996 年、主要八大学の工学部が組織した「工
学における教育プログラムに関する検討委員会」が、98 年に発表した工学の定義では「数学と自然科学
を基礎とし、時には人文科学の知見を用いて、公共の安全、健康、福祉のための有用な事物や、快適な
環境を構築することを目的とする学問」とされている。・・これまで、述べてきた日本語の「工学」ついての
記述はそれとして、しかし、それを”engineering”という言葉と重ねてしまうことには留保が必要である。例え
ば、アメリカの工学関係の認証機関である ABET における”engineering”の定義や、イギリスの工学関係の
評議会(Engineering Council, UK)の定義を見ると、どちらも明確に「エンジニアリングとは職業(profession)
であって・・」と書いている。つまり、「学問」の一つとは見なされていないのである。念のためにイギリスの
技術評議会が与えている定義の全文を掲げておこう、
Engineering is a profession directed towards the skilled application of a distinctive body of knowledge
based on mathematics, science and technology, integrated with business and management, which is
acquired through education and professional formation in a particular engineering discipline． Engineering
is directed developing and maintaining infrastructure, goods and services for industry and community．
「エンジニアリングとは一つの職業であって、数学、科学、技術を基礎とし、かつビジネスや経営に呼応し
て築かれた、一つの明確な知識体系は、ある特定のエンジニアリングの分野での教育と職業的訓練のな
かで獲得されたものである。エンジニアリングは産業と地域社会のためのインフラや、財、サーヴィスを発
展させ、あるいは保全することを目的としている」と述べている。
一般に、我国の工学系技術者は、その是非はともかく「理科系冷遇社会－沈没する日本の科学技術」
（林幸秀(2010)6）という著書が出版されても可笑しくない状況に加えて、さらに理学系より劣る存在と思わ
れているのではなかろうか。いたずらに被害妄想に陥ることはないが、このような状況を変えていくのは、
我々技術者自身が負わなければならない課題なりではなかろうか。
一方、そもそも、我が母校東工大は、村上陽一郎（(2006)、前出）によると、ワーゲナー(G． von
Wagener(1831-92))が明治 14 年(1881)に創立した「東京職工学校」を祖にするもので、一時期帝国大学
4 Perry, R．H．, Chilton, C．H．, Chemical Engineers’ Handbook 5th Ed．, McGraw-Hill, 1973
5 内田俊一、エンジニアの道、工業調査会、1980
6 林幸秀、理科系冷遇社会―沈没する日本の科学技術、中公新書、中央公論新社、2010
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（東京大学）の一部局になったこともあったが、結局は曲折を経て、今日に繋がっているという。なお、社
会科学者のマックス・ウェーバー(M．Weber (1864 -1920)などは人文学や社会科学は、社会的価値から
自由ではないが、自然科学だけは、そうした価値に依存しない知識体系といっており、東京大学では理
科大学（理学部）の系統の工学教育の伝統があるという。
したがって、理系でない工学教育を目指したワーゲナーが繰返し述べていたという「日本の美術・工芸
における伝統的な成果を維持・保存する」ことも我々蔵前技術者が負うべき責務ではなかろうか。この新
たな困難な状況を乗り越えていくためにも。
文献
村上陽一郎、工学の歴史と技術の倫理、岩波書店、2006
化学工学会：http://www.scej.org/RN_pages/gaiyou_yakuwari.html
American Institute of Chemical Engineers：
http://www.aiche.org/about/governance/constitution
Perry, R．H．, Chilton, C．H．, Chemical Engineers’ Handbook 5th Ed．, McGraw-Hill, 1973
内田俊一、エンジニアの道、工業調査会、1980
林幸秀、理科系冷遇社会―沈没する日本の科学技術、中公新書、中央公論新社、2010
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３．９ 私の歩んだ道
技術士（化学） S30 化工 4 S44 博 村谷 俊雄
§１ はじめに
蔵前技術士会 25 周年記念誌ＷＥＢ版の作成に際し、私には年齢上投稿する最後の機会となると予想
されるので、会社員として技術蓄積した内容の概要、技術士受験申請の決心、技術士活動及び反省と後
続者への助言をまとめてみることにした。
私が技術士とは何をやる職業なのかを知ったのは、この法律の制定に尽力された本学機械科出身の
豊田龍三郎技術士著「コンサルタント」を 1960 年に購入し、詳細内容を知った時である。その後親族で、
かつ当県中規模造船会社（一族企業］の役員であった本学金属工学科出身のＦＩ氏が木造船建造から鋼
鉄船建造業を創製し、その経験で技術士（船舶）になり、他を圧倒する威勢であり、それを羨望した。後に
福岡造船社長になった彼は私に技術士になるよう要請した。結果的には先に工学博士になる機会を得
た。
私は石油工業の再開、新技術及び管理技術導入と事業拡大を追って過ごしてきた。仕事の内容が余
り変わらず且つ技術士に要求される専門科目が私の仕事そのものであった。これらから技術士を受験す
れば受かるはずと考えた。それならできるだけ遅く合格する方が最新技術の持主と顧客が思うだろうと考
え、定年直前の合格を狙った。めでたく 59 才で合格。すぐ日本技術士会へ登録した。
§２ 企業従業員としての体験技術
２－１ 主として日本石油時代、1955～1967 年
中央技術研究所に配属。その研究室では減圧蒸留留出油→溶剤抽出→溶剤脱蝋した精製基油にフ
ェノール系及びアミン系酸化防止剤を添加し、タービン油の長寿命化を達成、高級タービン油を開発、発
売し、意気軒昂であった。続いて石油アスファルト製造法の改善及び秋田、新潟両製油所で製造してい
た石油系電気絶縁油の高品質化を目指していた。
① 私は絶縁油の担当となった。絶縁油は電気特性が重要であり、微量の水分、異物の混入を避けなけ
ればならない。酸化劣化に対して酸化防止剤の添加で対処できない。酸化防止剤を用いた場合は、これ
が消費されると劣化が急速度に進むが、電気機器は辺境に所在するものも多く、すぐに油の入れ替え作
業ができないからである。これらの事から他の潤滑油の開発と根本的に異なる。
従来の絶縁油製造法は蝋分を含まない国産原油を減圧蒸留し、動粘度が適正な留分を原料とし、こ
れを多量の濃硫酸で処理し、アルカリ中和、水洗、活性白土処理して製品としていた。しかし需要が急拡
大中であったので、私は別の原油系にも着目し多数試製品を作り、それらを吸着クロマト法で、飽和炭化
水素分、芳香族炭化水素分、その他微量成分に大別し、前２者を種々の混合比で試製した油を作り JIS
酸化安定度試験を行い、その成績が最良となる比率を求めた。そして電気絶縁油の酸化は副生した過
水酸化物の分解工程が重要と考えた。この工程で熱分解により遊離基を発生させると、劣化が急速に進
むが、この工程をイオン反応に変えれば劣化が止まると考えた。クメンの液相酸化によるフェノールとアセ
トンの工業的生産では過水酸化物からフェノール等安定物質ができ、遊離基は発生して無いからである。
上記試製油のシリカゲルクロマト分別物は過水酸化クメンを分解する能力がある事を実験で確かめたの
であった。
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② ＮＧ製油所に転勤した。当時の主務は工業標準化と品質管理の推進であった。各職場で作業要領
や各プラント運転要領の制定を推進し、通商産業省の JIS マーク表示許可工場となった。1964 年新潟地
震に製油所で遭遇、貴重な経験をした。
生産能力拡大から適正な原油油種で芳香族分／飽和分の比が好都合な減圧留出分を選び、公害対
策上接触水素精製法を採用した。
製品の長寿命化、無公害、回分製造法から連続製造法に転換、コストダウン、製品品質均一化、熟練
者不要、社員の一部を大製油所へ移す命題を一挙に達成する成果を得た。
この遂行には 5 名が指名され設備計画、運転管理、製品検査、特許出願を役割分担して実施し、1965
年新製造法による製品を工業化した。
私は母校の桜井教授の指導を受け、上記を纏めて 1969 年 3 月母校工学博士を取得した。
私が退社後原料油の変更、又 JIS 改定により電気機器に用いる絶縁油には流動帯電抑制剤ベンゾトリ
アゾールを添加する事になった。この物質は銅の酸化力を抑制する力もあり、更に品質が向上した。その
後新潟は製油所業務を止め、北陸地方の輸送基地となった。
③ 鉱油系絶縁油でも動力ケーブル油は高電界下で水素ガスが発生し、故障をきたすことがある。この
課題に関しては、分岐型アルキルベンゼンが絶縁油に使えるのではと思案し、サンプルを米国から取り
寄せた。輸入試料を適正割合混合すると思いがけず水素発生しない事が判った。この化成品はほどなく
姉妹会社で生産開始したので、この課題はあっさり解決し、電力の高圧送電の普及に寄与できた。
主務であった製品品質の管理・保証業務、製油所全体の標準化推進に加えて、当時は技術開発にも
多くの労力を当てることができた。
2－2 日本石油精製時代その１ 1967～1971 年
① 1967 年ＹＨ製油所に転勤。潤滑油タンクの用途大幅変更とＷＡＸ増産の設備計画が主務であった。
前者は部下が実施した。私は前任者が新規開発した石油 WAX の箱型発汗装置の 60ton から 180ton バ
ッチ生産への強化を図った。ＮＫ技師及び運転のＫＭ氏と共同して、既存設備を加え月産能力 3600ton
に増強した。またＷＡＸの成型は従来加圧濾過器により人力で行っていたが、ＷＡＸ自動成形機を我が
国で初導入し成功させた。アンモニヤ冷凍機で冷水を作り冷却室で固化、成型する方式である。
② 微結晶 WAX（micro crystalline wax）を商品とする事は長年日石の夢であったが、これまで実現できて
なかった。新規稼働したＮＳ製油所の新鋭設備で良質の粗蝋が得られるようになった事に着目し、これを
原料とし、既存溶剤脱蝋装置の運転条件を大幅に変えて脱油し、それを硫酸、活性白土処理し、高融点
ＭＷを 1969 年に我が国で初国産化した。また MＷ も自動成型に成功した。WAX 関係技術開発はＮＫ
師の技術貢献と KＭ氏の運転技術貢献が大であった。これらの製造能力は融点 180Ｆ-ＭＷ月産 100ton、
155Ｆ-MＷは月産 200ton である。この 30 才後半の時期、私は全くのエコノミックアニマルだった。
③ 1970 年 NS 製油所に転勤。ＣＲＣ式間接脱硫装置を含む第２期拡張設備（原油処理能力 34,974Ｋ
Ｌ）が 1968 年 10 月稼働、さらに３期拡張工事が進行中であった。よって製油所から公害を出さないことが、
常務所長の絶対命令であった。所内雰囲気の急変化に私は当初とまどった。工事騒音、原油荷揚げや
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積出時及び装置操業に伴う臭気などが当面近隣住民に対する主課題だった。各課から適材を選び対策
チームが結成された。初めて大気中の微量Ｎ、Ｓ化合物を FID＆FPD ガスクロを使って分析する経験を持
った。実務はＭＭ技師（後に副社長）が担当した。ここで１年の後、ＮＧ製油所に戻り１年の後また転勤し
た。
２－３日本石油精製時代その２

1972～1992 年

① 1972 年 7 月北海道のＭＲ製油所に転勤した。ここでは精製設備の大拡張工事に着手した時期であ
った。私はこの時 40 才、転勤で初めて飛行機に搭乗した（羽田→千歳空港）。
ここはわが社初めての computer control による原油処理能力 23,847kl/day の integrated fuel refinery
だった。私は Lab の検査・分析設備棟の設計、測定機器類の選定、発注、検収業務、検査棟の検収、お
よびこれらの機器、特に自動検査機器使用の訓練、女子化学検査員の採用および自動試験機の取扱い
やプラント運転に必要な高級機器分析計を扱うトレイ二ングに、直接指導に当たる技術員と共に訓練の
進捗に力を注いだ。
稼働直後は原油の仕入が困難な状況にあり、各精製装置並びに公害防止設備の諸負荷での実性能
把握テストに多くの労力を費やした。
製油所の品質管理制度の整備面では、JIS マーク表示および防衛庁規格品の納入に関し、各製造設
備及び製品品質、品質検査設備、社内品質規格、検査方法、不合格品の処置方法、これらの作業標準
書について実地検査を受け合格した。
② 特殊経験としては通産省指導で、1975 年 2 月に石油会社は一斉に並級ガソリン(オクタン値 90-91)
の無鉛化実施を体験したことである。この時需要の比率は少なかったが、高オクタン価ガソリンはエンジン
のバルブ材質問題があり、無鉛化は延期された。（注、無鉛化とは製油所にてオクタン価向上剤のアルキ
ル鉛液を添加しない事を言う） ついでであるが国内需要減少により、2014 年春にはここも石油化学製品
の一部を製造する工場に転換する。
③ 1975 年 11 月ＮＳ製油所に再勤務。ここは第３期の拡張工事を終え,燃料油及び潤滑油を製造する東
洋一の製油所(原油常圧蒸留能力 52,463kl/day)となった。 社員約千名、協力業者約 700 名であった。こ
こでは常務所長（後に社長）の強力指揮下に当所全体で小集団活動（ＱＣサークル）による総合的品質
管理活動に着手した。最初は試験研究的発表であったが、順次本格的活動となり、事務系、協力業者か
らの発表も本格化した。私はその事務局を兼任した。この活動はその後販売部門にも普及し、更に現在
でも型を変えて継続実施されている。
④ 製品面ではガソリン及びデーゼル軽油の自動車用高級潤滑油の商品化、世界各地から輸入した各
種原油の各装置のパフォーマンステスト、中間留分増産のための各留出油の品質限度検討、JetＡ-１燃
料輸入増大に伴う発注品質基準の厳格化、高速自動車道路建設の進捗に伴う道路舗装用直留アスファ
ルト製造用適正原油の品質検討、大気汚染防止対策のため超低硫黄Ａ重油の製品化等を行った。
技術開発面では次の 2 件は貴重な経験であった。通産省依頼バイオエタノール混合ガソリンの実車走
行試験と高オクタン価ガソリンの無鉛化の実施である。ＱＣ業務との兼務で体力的に相当な過労だった。
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高額政府補助金を得た場合の帳簿、資料の管理体験である。
⑤ 通産省は原油価格の高騰化対策として、1980-81 年度にアルコール類 10 と並級ガソリン 90vol%混合
した燃料の実車走行、貯蔵法、液分離防止剤検討等を野村総合研究所に委託し、各石油会社は諸課題
の再委託を受けた。日石はバイオエタノール混合燃料（所謂ガソホール）の構内実車走行試験を担当し
た。出光は合成メタノール混合ガソリンについて担当した。
わが国は戦前エタノールを自動車燃料として実用していたが、その技術は既に忘れられており、これら
混合燃料で公道を走行する事は認められてないことと、実験中事故発生の場合を考慮して製油所構内
走行試験とし、17 台の乗用車で実施した。製油所構内を一周すると 10km ある。夏には沖縄、冬には北海
道の製油所構内でも走行テストした。ガソホール走行で心配になるトラブルの発生は無かった。→このテ
ストが終了した時原油価格は予想に反し安値で安定したので、成果の活用には至らなかったが後にこの
経験は役立った。
⑥ 実際のビジネスとして、当時ガソリン販売量の 95%程度は無鉛並級ガソリンであり、ガソリンはこの 1 品
種しか売る商品が無いに近い状態が続き、特約店から高オクタン価ガソリン(オクタン価 98-100)の無鉛化
を図り、その比率を高めるよう強い要求が出ていた。我々はこれを秘密裏に進めた。重質改質留分、軽質
接触分解留分が主材料であるが、並級ガソリン組成、石油化学姉妹会社に送る芳香族留分の量が関係
するので簡単ではない。主要装置の運転条件を変えて得た各留分の性状、各種ガソリン材による調合テ
ストを繰り返し、1983 年に商品化した。
初期には社品ガソリンの５％を無鉛高オクタン価ガソリンにする目標をたて、その全量を当所で製造し、
全国の基地に出荷した。配管、タンカー、油槽所や給油所のタンクのどこでも鉛が検出されなくなるには
日数を要した。これにより日石ガソリンの全量が無鉛化された。他社もこれに追従し、約１年で我が国のガ
ソリンは全量無鉛化した。鉛が検出されなくなるにはさらに時間がかかったが、米欧よりも我が国は早い快
挙であった。これが、私が主責任を持って日石・日石精で実施した最後の仕事となった。
⑦ ある時スエ―デンの技術訪問団が来所され、同国では新規の技術を開発、商品化に成功した場合
は利益の半分を開発者に支払うが、貴社ではいかがかと質問された。特許の発明者にはなるが権利は会
社に属し、特に報酬は無いと私は答えた。後年青色ダイオード発明の億単位の報酬問題が発生し、我々
の「知」に対する権利意識の低さを思い知った。ついでであるが、今年ＮＳ製油所は操業開始から 50 年を
迎えた。
２－４ 千代田化工建設時代

1984～1992 年

① 1984 年 3 月 52 才で日石を休職、千代田化工建設株へ期限付き派遣となった。技術協力部では来社
したナイゼリア技術者の排水検査法実習訓練、タイ肥料工場トレイ二ング計画作成、上海石化会社のプ
ラント拡張計画に対し、千代田技術のＰＲを数名で行った。
② 1987 年 55 才で千代田化工へ転籍。総合研究所で有機性排水処理設備の担当となった。研究所で
は従来から微生物濃度を高くする各種の担体を開発して使ってきた。
我々は新規にポリオレフィン不織布を円筒状に成型した微生物担体を商品化した。これは生物反応槽
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内で空気により搖動しており、余剰汚泥の発生が無い特徴がある。建設省は土浦市の下水処理場の排
水を各社に配り、各社がその技術で処理する性能比較を企画した。このバイオフォーカスＷＴへ参加した。
また通産省のアクアルネッサンスにも参加。後者は日清製油㈱横浜工場の排水にて含油脂の排水処理
と処理排水の再利用に関する実証実験であった。
③ 政府助成金によらないものではこの特許微生物担体を用いてファミリーレストラン用排水処理設備の
商品化を行ない、㈱スカイラークへかなり納入した。
また新設案件の他、既設生物反応浄化槽の能力アップにこの微生物担体を販売するビジネスは外国
需要家も含めて営業部が推進した。
この時期石油、石油化学ビジネスは世界的に少なくなり、非炭化水素事業の開発に会社の力点が置
かれていたのである。しかし、その後千代田化工は天然ガス大型プラントの受注に軌道を戻し、成功して
いる。
§３ 科学技術庁技術士国家試験の受験
① 定年が近づき且つ担当業務もやや落ち着いてきたので、1990 年元旦技術士受験を決心し公表した。
専門論文の書き方は麻生 PE（電気）と星野 PE（化学）の添削・助言を得た。
石油技術関係は不安が無かったが、過去問題を見て新化学問題を短文で説明するのが苦手であった。
昼食時その分野の千代田の若い社員に教えを乞うた。彼らはすぐに学会誌などから詳しい解説のコピー
を届けてくれた。当時は化学全域から 20 名前後が合格していたが、出願後燃料及び潤滑油科目の前年
合格者は 1 名だったと知り身震いした。しかもその方は私の机の前席にいるＩ社員で、潤滑油経験のない
人であった。同年には一緒に情報交換、研鑚した水川氏（当会会員 S40 化工）も合格、総員 20 名であっ
た。1991 年 1 月 31 日合格の官報公示。狙い通り 59 才で一発合格。
私はすぐ技術士業を始められるように（社）日本技術士会に登録手続きし、同年 3 月登録。登録番号は
25128 である。また資本金 300 万円のパナス石油技術㈲（Pan asian oil technology Ltd）を同年 7 月横浜
市に設立した。雇用保険受給の都合上取締役にはならなかった。代表取締役は学生だった三男で登記
した。会社が軌道に乗り、不動産を会社に買取らせれば、相続税を払わずに済むとの思惑があった。
1992 年還暦を迎え、定年で千代田化工建設㈱を退社した。
② この時思ったことは、
ア）自らの全力を尽くす必要がある場合、それに適する時期を得る事は生涯少ない。自分の気力、業務
の負荷、両親及家族皆が健康で、なんら不安がない時期は滅多にないものだ。私も少しでも延ばしたな
らば、父の死期が近づき、受験どころではなかったのである。
イ）30 才前後の若い年齢で技術士になるのは考え物だ。常時専門分野で顧客から相談を受ける状態で
なければ体得技術でも陳腐化する．医師は毎日簡単な心配でも客が来院する。その程度の診察でも診
察料を得ることができるから、早くから自立できている。
ウ）会社在職中でなければ、知りたい技術内容につき、すぐ教えて下さる人が身近にいない。退職後の受
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験は不合格になりがちである。
§４ 技術士取得後の活動と反省
① 技術士取得後は当面企業内技術士として活動すると科学技術庁に届け出た。
定年後横浜戸塚職安にて雇用保険失業給付を受けながら職探しした。また千代田友人の紹介で某社か
ら「石炭火力発電の技術開発の発展状況に関する調査」や、「塔内充填物使用による蒸留塔の効率向上
可能性の市場調査」の依頼を上記新会社が受注し、私はそこからの依頼で仕事をした。本当の発注者は
知らないままだった。きっさき良い展開ではあった。
退職時千代田図書室を利用する許可を得ていたので、ここで雑誌論文を有料複写して入手、家で精読、
手書き原稿を作成すると、発注者が取りに来て PC 印刷した。報酬はよかった。人気文士気分の生活だっ
た。年間に３～4 ケ月必死に働いて、他の期間は自由な暮らしもよいなと思ったが、実態は年間総収入が
少なく、急ぐとき体力がもたない感じもした。
この経験から、国から数億円以上の補助金を得て実施する研究開発は、毎年次計画時及び成果報告
書作成時、関係分野の技術士の技術審査押印を要するルールにすべきとの意見を持った。会計検査だ
けでは不十分であろう。日本技術士会にもこの意見を上申したと思う。
私は今でもこの考えを持っている。
② 千代田子会社がチュジニアの案件で油脂ビジネスの feasibility survey に応募する事になり、私を誘
ってくださったが、使用言語は実際の所英文の読解力だけである事は私の大きい弱点である事を知った。
当時は強気の見積もりだった。結局これは受注できなかった。
千代田在職中アジア地域、インド洋沿岸に私が経験した規模の石油製油所新設計画がある事は知っ
ていたので日本向け製品の製造上の考慮すべき点の助言など私が大きく役立つ業務があると考えてい
たが、計画が延びたり、マレーシア製油所建設案件では小差の金額で競争会社に負けたなどで、この種
のビジネスは技術士としての私の仕事として期待するのは無理と考えるようになった。
③ 燃料やプロセス工業は大企業である。還暦を過ぎた技術士個人事務所が助言できる余地は国内で
は無い。それぞれ自社社員で用が足りる。外国石油会社への指導ならばある。
また現役の時取締役か上級部長の地位にあり、海外顧客企業と接触し、技術の売込み、技術導入の
仕事を語学力、社交力を含め常時円滑な関係がある場合や、海外顧客企業のアジア地区事務所となる
場合は独立事務所を持ち得る。同級生にこれらの具体例がある。また減圧蒸留塔の処理能力を 10-20%
向上させる塔内充填物の構造、形状などに特許を持つ場合など外国人コンサルタント事務所の例があ
る。
④ 大学教授の場合は専門分野に関し諸国の論文、特許を博士課程学生の協力も得て、諸国で行われ
る講演会、特殊機能製品展示会への出品を行うと共に、和文、英文の著書を公刊する場合はコンサルタ
ントとして存立できるであろう。県内講演活動などは頻繁に行っても、聞き流し聴講者が殆どであり効果は
少ない。要するに global に活躍する能力が必要。
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§５ 私が選んだ道
５－１会社を還暦定年後取得した資格をどのように生かすか考えた事
① 私が 60 才時横浜の戸塚職安に求人はあるにはあったが技術士レベルに相応しい求人はこれらの役
所にはない事に気づいた。失業給付金の支給を受ける必要上出頭していた。
自分にいかなる可能性があるのか自問していた時、ふとよい事に気づいた。社会人になって数年間電
気絶縁油研究会の定例会に出席していた。電気機器会社の方々とも知り合いになった。その年上の方の
多くは工博となり、定年後私大教授となられた。私の郷里にも産学一致を建学精神とする私大の日本文
理大学が開学しており、工業化学科に 70 才定年に近い方が複数居られるのを全国大学教員録で見つけ
た。
同学庶務部長は高校時代の同級生であったので早速履歴書と私の希望を郵送した。採用可能性有
無の返信はなかなか来なかった。石油関係の学会会長をされていたＳ教授の推薦状を御願いしようかと
思っていた矢先 1993 年 1 月学長が面接するとの書信を受信した、教授会の審議を経て、1993 年度から
常勤の有機工業化学担当教授となった。なお 1997 年度から 2001 年度末定年まで同学環境科学研究所
長を兼任した。
（備考：近年知事で業績を上げた人が有名私大教授になり、ＴＶでもよく見かけますね）
父の死後母の一人暮らしであったので、1993 年 3 月住居を横浜市から大分市に移した。
祖父母の時代小規模家内工業を営み、親族が経営する海運会社(台湾高雄市)の大株主になってい
た。私は自営業を再興すべく、化学コンサルタント業を営む心構えであったが、安全なサラリーマン稼業
に戻ってしまった。これは厚生年金を満額受給し私学共済には加入して教授の報酬を得たのだから、企
業に再勤務する場合より経済的に有利であった。加えて九州東自動車道の建設で私有地が公的買収さ
れ、所謂不労所得が加わった。健康面では過労になる可能性を避ける事ができた。設立した有限会社は
休眠状態となった。
② 大学人は公平な立場が必要なので村谷技術士事務所代表と自称した。
大学では我々が会社で取得が必要となる技術分野の国家資格所有者が極少ない。機械工学や固体の
みを扱う高分子の方でも危険物取扱主任者の免状を持たない。環境問題にも弱く、水質汚濁関係はとも
かく、大気関係第 1 種公害防止管理者はいない。
斯かる状況から大分市環境審議会委員、県産学官交流会議化学・環境・エネルギー主任、県産業廃
棄物審査会委員、県バイオテクノロジー懇談会理事、県エコサポーター、九州地方建設局九州中道路環
境影響評価委員、日本技術士会大分県協会顧問などなど多くの組織で委員としての意見を述べた。北
九州技術士会とも交流し会議出席、講演引受けの機会もあり、幅広く諸技術部門の技術士、環境カウン
セラーと交流した。また当県や九州全体に派遣する専門家として認定する組織に登録し、活用させてい
ただいた。
国際ボランテイア団体であるライオンズクラブにも加入し、中小企業者や医師と交わった。彼らは大企業
のトップクラスの年収を楽に得る者もおれば、百万円水準の支払いに困る者もいた。私は短期間との口約
束で金を貸し、結局十余年たっても返済なしに遭遇したことがある。
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③ 地方の大学に在籍した状態で調査、実験し、有益な結果が出れば企業とタイアップして県外にも展
開できる事業テーマにはどのようなものがあるか考え次の案件を試みた。
ア。琉球大学農学部開発の混合有用微生物（ＥＭ菌）などを利用する生ごみ処理技術→技術・設備もで
きたがリサイクル法施行によっても購入する会社、団体、店舗は少なかった。
→通常の生ごみだけでなく、油脂分の多い揚げ物廃棄物の処理は難しい。これに適する微生物の選定、
またそれの強化剤としてリパーゼやセルラーゼを若干検討したが、専門学識が不足により未完成となった。
この問題はいずこの生ごみ処理設備にも言える課題である。
排水量 50ton/day 以上のバイオ反応槽への普及を目指す場合この点の解決が必要である。
イ。公共ごみ焼却場の悪臭除去。生ごみ焼却場には建物の壁や内部諸設備、ごみ受入ピットに悪臭が
漂う。作業員の衣服にも付着し労働衛生上良くない。→或るＥＭ菌を仕事始めと終了時に一定量噴霧す
れば 2 ケ月後程度で悪臭がしなくなることを当市の実設備にて産学共研で実施した。
ウ。大気の炭酸ガス吸収対策の一つとして高速度成長植物ケナフ（葵科）の栽培を学生と実施した。→成
長は早く花もきれいであるが、秋の刈り取り時種袋にとげがある。刈り取りに労力がかかる。茎の置場に困
り放置すると腐敗し、虫が湧く。連作障害がある事がわかった。→国内で発展して行く植物ではない、森
林育成の方がよいと判断した。
５－２ 定年後に及ぶ活動
① バイオディーゼル燃料油(BDF)研究：廃食油を排水系に流さず、鹸化反応により脂肪酸 Na 石鹸とし
ての利用は長年主婦団体活動の定番であった。1995 年頃から廃食油をメタノールとエステル交換すると
脂肪酸メチル（BDF）とグリセリンが生成する。前者はトラック等のエンジン燃料や発電機燃料となり得るの
で、通産省の３Ｒ推進活動の目玉として、廃油収集業者や中小都市役所の環境保全事業として流行し始
めた。
私もこの波に乗った。1999 年にレストラン廃油を入手し、約 4500g とメタノール約 900g を反応させ、反応
の再現性を確認すると共に繰り返し合成して数量を確保し、市販軽油 80%試製バイオ軽油 20%の混合油
を日産の軽油車に給油し、学内路、県内公道、高速長崎道を走行、ほぼ順調なことを確かめた。その後
バイオ軽油単独利用では軽油税が免除されるので、このような使い方が小企業のトラックでは一般的であ
った。製造装置は、能力 100 ㍑／batch(8hr)で製造条件および順序を設定した設備が数社から 700 万円
前後で販売されていた。素人が事務業務と兼任でも運転できると宣伝されていた。経産省、環境省ともか
なりの補助金を供与した。
私の退職後であったが 2005(Ｈ17)年の車排気ガス規制により PM、NOx 規制値が強化され（所謂新長期
規制）トラック、バスはコモンレールエンジン搭載車となった。超精密機械となり、燃料中に微細粒子が共
存すると詰りが起こり燃料噴射に差し支えが生じる現象が発生するようになった。国は軽油と 5％の混合
油利用を認めている。中小企業では BDF のみで利用しており、時に軽油だけで利用する事を繰り返す方
式、非コモンレールエンジン車のみに利用する方式、燃料濾過器、燃料噴射ノズルを頻繁に更新又は掃
除する方式で対処している。→製造の最終工程で減圧蒸留し、軽質分と重質分を除去すればよいが投
資できる企業は少ない。外国では大企業が水素化処理して製品化する動向にある。
私の推定では BDF の現年間製造量１万ＫＬ、製造事業所 270 ケ所前後と小企業の林立。
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② 2003 年に九州経産局は国際ビジネスアドバイザーを作り、技術士、弁護士など 30 名を委嘱した。
私も選ばれ、経済の国際化を図りたいので、外国技術の導入も考えるよう依頼された。元が石油技術者
同士で知り合い 20 余年付き合っていた、建築材料とビル屋根の雨漏れ防止工事が、韓国と米国で実績
のある㈱Ｆ建化の金代表理事を思い出した。→Ｓ建設新規技術開発部長と訪韓の予定であったが、Ｓ社
長は従来の下請け企業ならトラブルが起きても処置事例があるが、外国の新技術では話し合いに手間取
るわけだし、それに手を出さなくてよいとの指示で許可を得られなかった。また元勤務先のビル雨漏れ工
事に対し見積もりを取り安価な事が判ったが、持ち込建材の保管場所の準備が無い、工事中韓人工夫と
言語が通じないと仕事にならない等からこれも実施に至らなかった。
③ 銅の精錬スラグを道路材に使えないかと、知人の依頼を受け、日石系の日本鋪道㈱に評価を依頼し
た事がある。これは安価であるが大量に売れる可能性が有る材料である。→ 各サイズの砕石が必要であ
るが、これはその 1 種で 10%の使い道に当たる。他のサイズは無いか。また海塩が、付着しているが,水洗
して供給できるかと指摘され、今後の問題となった。
類似案件で宮崎県のニッケルスラグの利用問題、近所の地層の砂を海浜道路の埋立材へ利用などの
相談を受けたことがある。いずれも実ビジネスとして収益に結び付いた事はないが種々の課題が身近にも
ある事を知り得た。
④ ビジネスとして具体化するには資材、土地、資金、人材の多様な関連条件が整備されている事が必
要であり、技術知識、技術経験があるのはそれら必要条件の一部でしかない。
研究一筋の大学教授が学識には啓発されるが、経済問題と責任を伴う実業の役に立たないのはこの
ためである。
独立技術士になろうと意思する方にお伝えしたい。
55～60 才から始めないと必要条件のどこかに欠ける部分が発生しがちである。
私の例では国内産業の製造経験のみであり、工事や商品の売り込みや契約をしたことがない。他人に頭
を下げる必要が無かったことが時に言動に出ると指摘されたことがある。麻雀、ゴルフ、飲食接待のタイミ
ングなど全く判らないし、年齢が進むと体力的にこれらの付き合いが出来にくくなるものである。
連絡先 090-4348-4035

村谷 俊雄

oiltech.murayat@oct-net.ne.jp
主要体験技術の大部分は技術論文として印刷しています。
昭和 7 年大分市生まれ、現在 81 才、工学博士、技術士(化学部門)
現在 村谷技術士事務所代表。 日本文理大学客員教授。
昭和 30 年 3 月東工大 工学部 化学工学課程卒
昭和 44 年 3 月論文提出により工学博士
昭和 30～62 年日本石油㈱、日本石油精製㈱
昭和 62～平成４年千代田化工建設㈱。平成 3 年技術士登録。
平成 5～13 年度日本文理大学工学部。平成 14 年 4 月以降現職
以上
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３．１０ 当会諸先輩のご指導に感謝
元当会企画幹事長 技術士（経営、技監） S32 化工 6 尾島 正男
蔵前技術士会の創設 25 周年を迎えられて心から嬉しくお慶び申し上げます。私は H4 年（1992 年）１月
経営工学部門技術士に合格して、同年 4 月 13 日の例会に初参加させて頂き、以来 20 年間お世話にな
っております。この間実に多くの会員の皆様との密接な交流やご指導を頂き、お陰でこの９月 12 日満 80
歳を迎え、今も元気にコンサルタントを務めさせて頂いております。
その中でも一番目に大きな影響を頂いたのが、初代会長の市川英彦先輩（T8 年３月生）です。同年 9
月 25 日・26 日の日本技術士会機械・経営工学共催の新潟県長岡市日本精機㈱見学旅行に御一緒し、
温泉宿への往復隣の席で蔵前技術士会の抱負を伺い、「君は未だ現役だ！一生現役で今の会社に活
躍できる仕事を開拓して当会の技術士に先鞭をつけろ！」と激励されました。当時 59 歳で定年直前なの
で「はて？」と驚きました。しかし先輩の言には「世の中に極めて役立つ仕事をすれば、会社が手放さない
よ！」の意味があったのです。－ 実はこれは後日ほぼ実現しました。
その後に急速にニーズを増した ISO9000・14000 の指導コンサルタントとして、会社の多くの事業所、そ
れに傘下の・子会社・下請け中小企業を１０年間指導し、それが現在の（有）尾島につながりました。また
当会内では企業内技術士ワーキング・グループを設立し、その後企画幹事長として、定例行事・見学会・
等の企画展開を担当させていただきました。振り返り大先輩の構想と情熱の素晴らしさに感謝申し上げま
す。
二番目には亡くなられた尾山久蔵先輩（T13 年１月生・S２１年金属卒）です。尾山先輩の独立コンサル
タントとしての品質経営・JIS 工場指導の卓絶な方策と実績に魅せられ、ご指導された実戦手法を詳しくご
指導頂いた上、そのテキストまで頂きその後のコンサルタント実務の貴重な道しるべとなりました。その外
ご指導頂いた項目は筆跡に尽くせません。今や全国大学技術士会で一目置かれる当会を創立された先
輩諸氏にお礼申し上げたい。
以上

H４年日本精機での市川先輩と尾島

翌日・温泉旅館前の市川先輩
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３．１１ 放射性廃棄物の処分、その未来技術
技術士（電気） S32 電気 麻生 和男
１．はじめに
2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故後、原子力発電に対して次の二つの意見がある。
（１）全原発の運転停止を：大きい危険性(大事故発生で死の灰放出)と放射性廃棄物処分不能(深地層処
分に住民が反対)
（２）原発の再稼働を：安価な電力の安定供給が急務、核燃料サイクル継続を含む原子力利用技術向上
で国際貢献を
現在、原発の再稼働を求める電力会社、産業界、原発設置地方自治体の声を受けて再稼働に向けて
の動きが活発化してきた。 原発運転、廃炉いずれのケースにおいても、放射性廃棄物の処分が大きい
課題となる。
原発を運転すると、燃料のウランが核分裂を起こして核分裂生成物ができる。これが燃料の中に溜まる
と原子炉の運転を阻害するので、多く溜まった燃料を原子炉から取り出して新しい燃料と交換する。この
取り出した燃料(使用済み燃料)は原発の中で最も強い放射能をもっている。 この高レベル放射性廃棄
物はいろいろな物質が混ざったもので１万年を越えて放射線を出し続けるものもあり、その処分が大きい
問題となっている。
２．現在考えられている使用済み燃料の取扱い方法
高レベル放射性廃棄物の取り扱いには次の二つの方法があるが、下記（２）の再処理を国の方針として
いる。
（１）使用済み燃料をそのまま廃棄物として捨てる。 この場合使用済み燃料全体が高レベル放射性廃棄
物となる。
（２）使用済み燃料を再処理して。燃料の中からウランとプルトニウムを取り出して再利用する。この場合の
廃棄物量は使用済み燃料の５％である。 我が国では使用済み燃料の再処理に伴って発生する高レベ
ル廃棄物は、全量をガラス固化し 30 年間から 50 年間の貯蔵の後、数百メートルより深い地層に処分する
ことを基本としている。
３．放射性廃棄物の処分、その未来技術
３．１ 「再処理 → 群分離 → 核変換」で最終廃棄物量の縮減と有用資源の再利用
高レベル廃棄物中の元素や放射性核種を半減期、元素の化学的性質、利用目的に応じて分離し(群
分離)、有用な元素（白金族元素群）の利用を図る(高レベル廃棄物の資源化)とともに、放射能が高く発
熱性をもつストロンチウム・セシウム群（半減期約３０年）は熱源、ガンマ線源として利用する。
超寿命の核種（超ウラン元素群）は高速炉、加速器駆動未臨界炉で中性子や陽子照射などによって核
反応を起こさせ、短寿命または非放射性の核種に変換させてしまう(核変換)という放射性核種の環境へ
の負荷低減に結びつく技術の研究開発が、日本(ＯＭＥＧＡ計画)及び世界主要国で国際協力で進めら
れている。 安倍首相は実現に向けての研究開発推進の姿勢を表明している。この群分離・核変換により、
最終廃棄物の量は再処理から出る量の約１/５となり、放射性廃棄物の処分場所が少なくて済む。また、
半減期を短くすることにより、数万年を要する放射線の減衰を数百年で、安全なレベルに減衰させること
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ができる。
３．２ 宇宙エレベータを利用して放射性廃棄物を宇宙に放出
ロケットを使用した放射性廃棄物の宇宙処分は過去にも検討されたが、ロケットの信頼性が問題視され
て取りやめになった。 近年、宇宙エレベータの実現性が高くなり、「放射性廃棄物の宇宙への放出」構
想が発表されている。 実現に向けての課題も多く、実現時期は不明確であるが、核変換による廃棄物の
半減期短縮や冷却にも数十年を要することから５０年～１００年後に実現できればよいと考える。
３．２．１ 大林組の宇宙エレベータ建設構想
宇宙エレベータはロシアや米国で開発・研究が進められてきたが、日本では昨年２月に大林組が高さ
96,000km の宇宙エレベータの建設構想を発表している。高度 36,000km の静止軌道（地球自転による遠
心力と、重力が釣り合って上空に静止）上のステーションに大型の太陽電池パネルを取り付けて、発電電
力を地上に送電する。 また、静止軌道ステーションにターミナル駅を造り、30 人乗りのエレベータ籠がエ
レベータ軌道を伝って時速 200km で片道７日かけて地上とターミナル駅間を往復する。完成すれば、貨
物１kg あたり、５千円～１万円（ロケットの１/100～1/200）で宇宙に物体を送れる。2050 年完成予定、総工
費１０兆円。
３．２．２ 宇宙エレベータを利用して放射性廃棄物を宇宙に放出
物体を地球の重力圏外へ脱出させる投射機としての機能を持つ宇宙エレベータを利用して、放射性廃
棄物を収容したキャニスターを宇宙空間に放出するという処分方法の開発研究が進められている。宇宙
エレベータ協会は、太陽系外への脱出コース、天然の核融合炉である太陽への突入コースに乗せる次
のような提案を発表している。
（１）太陽系外への放出：高度 165,000km に、廃棄物放出台をもつ宇宙エレベータを建設する。この放出
台から地球の公転方向に放出されたキャニスターの速度は 12.49km/sec となる。これに地球の公転軌道
速度 29.78km/sec が加わり、速度 42.27km/sec となって太陽系からの脱出速度(42.12km/sec)を超える。
（２）太陽への投入：地球から太陽に物体を投入するには、公転軌道速度を 2.3km/sec まで落とさなけれ
ばならないので、エレベータの静止軌道(高度 36,000km)に直径 8.6km の回転円板(円周に沿ってキャニ
スターを配置)を設け、加速して１回転/秒（円板の円周速度 27.5km/秒）に達したら、公転と逆方向にキャ
ニスターを放出する。
４． おわりに
昭和 32 年三菱電機入社 OB 会(神武会)有志で、原発の安全化と核廃棄物の処分に関する技術調査・
検討を行ない、１００年先の原子力エネルギー利用について提案、書籍「原発の安全性と核廃棄物の処
理」を出版した。本文はこの内容を参考にして作成したものである。
以上

46

３．１２ 技術士制度活性化の課題
技術士（電気） S32 電気 古賀 高志
私は昭和 44 年度に合格/登録しましたが、会社を離れてからはともかく、会社在勤中は技術士らしい業
務の機会はあまり多くありませんでした。折角のこの制度を何とか拡大したいと思い、会社内に技術士会
を作り、後輩達にも受験・取得を推奨しましたが、余りよい成果は得られませんでした。
たまたま、私が推奨して技術士取得しましたものが次期社長に決まりましたので、多少は良くなるかと期
待しておりますが、技術士制度の振興のためには、改善すべき課題が多々あるように思います。蔵前技
術士会としてもご考慮戴きたいと希望しております。
１．企業内での理解を高める
会社では研究開発畑でスタートしましたが、突然、検査課長へ転勤となりました。当時は［設計で落第す
ると現場へ出される］との噂があり、些か落胆しました。現場で必要になった電気主任技術者の資格取得
のため通産省へ出向いた際、同じ庁舎にあった科学技術省の掲示を見て、これまでの仕事の区切りにな
るかと思い、受験を思い立ちました。たまたま当時は先端技術であったパワーエレクトロニクスに関係して
いたため、具合良く合格はしましたが、とたんに［彼奴辞めるのか？］との噂が拡がりました。
技術士制度についての企業内の理解は依然として宜しくないように思われます。技術士の予備軍は企
業の技術屋ですから、受験者拡大の為にも、技術士制度に対する企業内の理解を更に深めることが肝
要と思います。
２．企業内での改善の手がかり
専門分野は電気鉄道と諸工業向けの電動力制御でしたが、このような専門技術分野では、そのムラに
特化した熟達した知見と経験が求められ、技術士だから・・と言うことが殆どありませんでした。たまたま、
当時共産圏だったポーランドの合成繊維プラントの大きなプロジェクトに参画しました際、国際折衝の場
で団長の次の処遇を得て極めて好都合でした。また、海外よりの来客より高い信任を得たことが度々でし
た。
国内ではあまり際立った記憶は少ないのですが、田中角栄総理の手前味噌である［建設業法］が出来
てから、官公需関係では新たな評価が出来たかと思います。例えば、工事業の認可条件や入札資格評
価で技術士は高い評価点を与えられるようになりました。これらの事例は、有力な手がかりを示唆している
ように思います。
３．技術士業の問題
企業在勤中重要顧客の求めで、在勤中より技術相談を受けることが多々ありました。企業を離れてから
は、力量不足にて既知の顧客の依頼業務の消化が精一杯で、新規顧客開拓の経験が極めて乏しく、全
くお恥ずかしい次第ですが、技術士業務で最大の問題は営業機能にあるかと思います。企業を離れて
独立された技術士業は、形態は判り易くそれなりのポジションはあると思います。しかしながら、結局、自
分で仕事を集めるしかありません。
４．活性化のためには
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上記のように、国際的な業務（特に、西欧向け）にはかなり有益です。一方、国内的には技術士が評価
されることはあまり多くありません。
学会では全く評価されず、公的な諮問機関の対象にすら考慮されていませんし、法的には電気主任技
術者などがよほどはっきりした評価を得ており、技術士は名だけの箔付けでしかありません。これを改善す
ることがまず必要と思います。
個人の努力では出来ないことなので、 試験委員を担当した際、日本技術士会へも何回か具申したの
ですが全く駄目で、呆れて退会しました。関係組織の力を集めて、孜々営々と取り組む必要があると思い
ます。
蔵前技術士会では業務紹介が随分活発になり結構なことと存じますが、一歩進めて緩やかな組織か企
業を作り、営業面の業務流通を高めることなども効果的かと考えます。
以上
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３．１３ この２５年を顧みて
当会元記録担当 技術士（電気） S32 電気 佐分利 昭夫
創立２５周年！ その間に会員も増え、事業の幅も広がり、発展を続けて居ることをお慶び申し上げると
共に、関係者のご努力に敬意を表します。本会が神奈川技術士会として蔵前工業会神奈川県支部の下
に発足したのは平成元年(1989 年)8 月。私は創立時のメンバーではありませんが、その頃からの出来事
の幾つかを思い返して見ました。
★ 県支部バス旅行
私にとっての発端は平成元年秋、県支部のバス旅行に参加したことで、伊香保温泉に泊まり、近くの企
業や史跡などを見学しました。約 30 名程の参加者の殆んどがご高齢の先輩方でしたが、皆さんが未だ未
だ大変お元気で活躍しておられることを知り、感銘を受けたことを覚えて居ます。
その中に初代会長の市川英彦さん、事務局長の永易憲三さんも居られ、この時に「技術士」の話を伺
ったと思います。私も資格に関心を持ち始めた頃であり、早速準備に取りかかって、翌・平成２年夏の技
術士２次試験を｢電気電子部門｣で受験しました。結果は残念乍ら不合格でしたが、これを良い体験として、
翌３年に再挑戦し、何とか合格できました。
★ 見学受入れと例会初参加
平成２年秋のバス旅行にも参加し、市川さん・永易さんともお話しさせて頂きましたが、そんな縁もあって
か平成３年の初め、神奈川技術士会から私の勤務する日本電気（ＮＥＣ）横浜事業場の見学希望が寄せ
られました。この事業場は無線・衛星通信機器や科学衛星などの開発・製造を担当しておりましたが、製
品が全て特定顧客からの特注品のため、非公開が原則でした。
しかし「技術士は秘守義務を課せられた国家資格保有者であり、単なる見学ではなく、専門家ご一行
のご視察である」との口実で社内の了解を取り、特例として見て頂くことが出来ました。当日（7/4(木)）は
14 名のご来社を頂き、見学後は事業場勤務の同窓生約 10 名も懇親会に参加させて頂きましたが、これ
が本技術士会と関わる最初の出来事となりました。これを機に、翌月、川崎カメリアホールでの技術士会
例会に初出席し、以後、例会や見学会などに参加させて頂くようになりました。
★ 技術士受験者支援
技術士会内の WG の活動にも参加させて頂きましたが、具体的な作業としては平成 6 年以降、同期の
麻生氏が力を入れていた技術士受験者支援活動に関わらせて頂きました。
先輩の皆さんはかなり昔に資格を取られた方が多かったので、ホヤホヤの経験をした我々でもお役に
立つ事が多く、特に試験に落ちた体験は有益でした。
なお、改築中だった蔵前工業会館が完成し、活動の拠点が移されたのもこの頃で、この年の技術士受
験勉強会もこの新会場で開かれました。具体的には２月中旬に 20 名弱の受験希望者を集めて開催し、
私も受験希望者 5 名を受け持って、業務体験論文の作成や模擬試験などで支援させて頂きました。また
秋には技術士受験一日コースが開催され、私も講師として体験を話させて頂きました。
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以後、毎年類似のコースが設けられ、お手伝いさせて頂きましたが、時と共に試験内容の変更などによ
り、私も対応出来なくなって平成 14 年頃には支援グループから外させて頂きました。
★ 例会等の議事録作成
技術士会も平成 12 年(2000 年)には蔵前工業会の下部組織となり、名称も蔵前技術士会に改名されま
した。会長も市川氏から前田勇氏にバトンタッチされましたが、その新会長のご指名で、幹事会や例会の
議事、講演の議事録を担当する事になりました。
当時は事前に講演の内容梗概を頂くようなことも無く、当日の配付資料（OHP 図面のコピーなど）だけ
が頼りでしたので、テープレコーダーで全講演を録音し、それを参考に議事録を作成しました。しかし専
門外の話では先ず内容の理解が先決。録音から講演の全容を把握し、それを要約して議事録を作ると云
う作業になりました。これは中々時間の掛かる作業で、特に秋の大会は講演数も多く、相当の時間を要し
ましたが、恐らく聴衆の中で一番勉強させて頂いたのは私であったと自負しております。
★ 環境変化
当時、佐鳥聡夫氏等のご努力で幹事や会員を繋ぐメーリングリストも開設され、議事録の確認、承認、
配布などに活用しましたが、コンピュータ・ウイルスが蔓延した時期でもあり、小生のパソコンも感染して御
迷惑をお掛けした失敗もありました。
平成 13 年秋に前田会長が急逝され、内田潤一氏が新会長に就任されました。また、平成 15 年には新
橋の工業会館が使えなくなり、八重洲の事務所の会議室を借りるなどで、幹事さん達もご苦労をされまし
たが、平成 17 年には田町の CIC（キャンパス・イノベーション・センター）が使える様になり活動も転機を迎
えた感があります。
この頃になると、私も大分疲れて来たので、議事録担当を代わって頂き、会計監事を勤めた後、幹事も
引退させて頂きました。
その後、体調を崩し、技術士会の行事から遠ざかって現在に至ってしまいましたが、幸い体調も安定し
て来ましたので、かっての大先輩達の元気さを見習って、また、会員の皆様とお会いする日が来ることを
期待して居るところです。
以上
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３．１４ 90 過ぎてもお元気な大先輩の健康法（市川さん、永易さんに助けられた顛末記）
当会元事務局長 技術士（化学、技監） S33 化工 松平 忠志
まえがき
市川・永易両大先輩が、本会の創設者であり、本会の発展に並々ならぬ情熱を注がれて来たことにつ
いては、会員の皆さんが良くご存じのとおりである。しかしお二人の健康法の極意についてはご存知だろ
うか。私は 7 年前に妻が他界し、体調を崩した時にお二方から健康法の基本を教えられ、適切なアドバイ
スを頂き、立ち直ることができたので、以下にご披露したい。
男は伴侶に先立たれると、立ち直るのに 3 年かかるが、女は 3 カ月で立ち直ると言われているようだ。実
は私も妻が他界して 2、3 年というもの、体調を崩した。乗り越えられたのは、3 年ほど前に永易・市川両先
輩から頂いたアドバイスだった。お陰さまで 81 歳で、まだゴルフをやれるので、満足しているが、未だ悟り
の境地には程遠く、調子が良くなると気が緩み、悪い食習慣が少し戻り、また懲りては修正している。
さて蔵前技術士会の大先輩、永易憲三さんと市川英彦さんは、90 歳を越えても実に元気だった。今は
体調を崩し例会にもお出にならないが、つい最近までは活発に活動されていた。是非また顔を出して頂
きたいものだ。
蔵前工業会の神奈川県支部と蔵前技術士会の会合にはほとんど出席し、東京支部関係の会合にも出
ておられたらしい。市川さんはクラリカ（蔵前理科教室）のメンバーでもある。永易さんは東京ビッグサイト
などで開かれる展示会にもよく出かけている。
長寿社会になったといっても、90 歳前後になると、会合などに出る人は急に減ってしまうが、お二方は
やはり飛びぬけて元気な方である。
ところで私は妻が他界して 2、3 年目が、最悪期だった。食卓に出されたものを食べるという生活から、
すべてを自分で選んで決める生活への転換がうまく行かない。決めるべきファクターが多すぎて優先度
や重要度がわからないのである。ハラの具合が安定せず、体重の減少傾向が続いていた。薬を飲んでも
あまり効かない。薬に頼るのではなく、生活習慣の方を整えることによって改善したいと思っていた。
健康法については書物、テレビ、インターネットなど、情報が多すぎてきりがない。
たまたま永易さんに会って体調の話になったとき、「君、オナカを壊したら駄目だよ。体力・気力がなくな
ってしまう。胃を休ませることが大切だ。私は夜 8 時以後は絶対に何も食べない」と言われた。
寝しなに飲んだり食べたりするのは良くないことは常識なのだが、睡眠薬代わりに少量のアルコールと
「おつまみ」などを摂っていた私にとって、とても重い一言だった。
そこでこれを機会に、両大先輩の生活や健康法について話を伺うことにした。スーパーマンの健康法
が、私にそのまま適合するとは思えないが、ターゲットとしては最高である。少しでもお二方にあやかれれ
ばありがたいと考え、いろいろとお聞きした。
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お二人の話は、マスコミの寵児、日野原重明さんともかなり似ているところがあるが、本やテレビと違っ
て face-to-face は良いもので、同じことでも重みが全然違った。私には非常に参考になった。すぐ夜の飲
食は完全にやめた。
永易さんの話
東工大を卒業されたのは昭和 16 年で、日本がハワイの真珠湾を攻撃し太平洋戦争に突入した年であ
る。満州のハルピンで技術教官として終戦を迎えたが、終戦が 1 週間遅かったら、戦死していただろうとい
う。関東軍の主力は本土決戦のためと称して早々と撤退してしまい、戦力にならない兵や民間人は取り残
され多くの悲劇を生んだ。
氏はモスクワに近い収容所に送られて抑留された。昭和 22 年 11 月 3 日ナホトカを出港するまで、2 年
3 カ月に及ぶ過酷な抑留生活を強いられた。帰国した時、体はボロボロで、今でも思い出したくないし、話
したくもないそうである。
帰りついて喜んで、すぐに寿司を食べた人は死んでしまったという。体が寿司を受け付けないほどに衰
弱していたのである。この間、歯を磨くこともできず、ひどい歯槽膿漏になりほとんど総入れ歯らしい。抑留
生活で胃が小さくなり、少し食べると満腹になるという。しかし今は至って健康で、このところずっと風邪を
ひいたこともないし、ハラをこわしたこともないとのことである。
健康法といえば、まず第一は歩くことだ。毎日、約 1 万歩を目標にしている。いつも万歩計を付けてい
て、直近 1 週間のデータが保存されている。食事の量は少なく、また夜 8 時以後は絶対に何も食べない。
胃は休ませることが非常に大切だという。昼もごく少食であり、間食はしないとのことだ。歯が悪いので硬
いものは食べられない。肉はほとんど食べず、魚中心の食事である。
日課としては、朝 5 時起床し、若い時から乾布摩擦をしているが、風邪を引かないのは乾布摩擦による
という。それから 4、50 分間歩く。80 歳ころまではジョギングしていたが、さすがに 80 歳以後は歩くようにし
た。水分補給が大切なので、はちみつレモンを作って、コップに 2、3 杯ほど飲む。
薬は飲まない主義である。血圧が 160 程度で高めであるが、以前、血圧降下剤をのんだら、副作用に
よりめまいがしたのである。以後薬は完全にやめた。原則として副作用のない薬など存在しない。医者に
行くとすぐ薬をくれるが、薬を出さないと医者は収入が得られず、経営的になり立たないような仕組みにな
っているからだ。長年月飲み続けても副作用のない薬などないという。
なお義兄がお医者さんであり、「薬はすべて副作用がある。長期間飲むと影響が出てくる可能性がある
ので、薬は飲まない。」と言う考えを実践しているのだそうだ。決して永易さんの個人的な考えや偏見では
ない。
朝のウォーキングから帰ってきて軽い朝食を摂る。
パン・紅茶（レモンと砂糖入り）・タマゴ・チーズ・野菜
昼食はごく少量で、
サンドイッチ・紅茶（レモンと砂糖入り）
夕食は比較的しっかり食べる。若い時はアルコール類も飲んだが、今はゼロ。果物は少々。
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夜 8 時以後は絶対に何も食べない。胃を休ませるための時間を充分に取る。
10 時頃に寝る。夜中は 1 度トイレに起きる程度で、良く眠れる。5 時には目が覚めるので、すぐ起きて乾
布摩擦をする。ウォーキングにゆく。
体を動かすのが健康法の基本である。体を動かしていれば体調も良い。体調が良い時は少食で満足で
き、間食など食べたくないし、快便になり、快眠になるのだそうだ。
本当は夜のウォーキングが良いのだろうが、住まいが環状八号線に近いため空気が悪い。やむなく比
較的空気のきれいな早朝になっているが、冬は暗いうちに歩くことになる。
私が睡眠障害で困っており、医者に精神安定剤を出してもらっていることに対しては、体の動かし方が
足りないか、あるいはストレスだろう。健康にはストレスが一番悪い。君は奥さんを失ったストレスがまだ残
っているはずだとのこと。また薬は止めたほうが良いとアドバイスされた。
市川さんの話
近親者にはお医者さんが多いらしい。御舎弟もお医者さんである。
1．健康の基本は第一に食事である。そして消化器がちゃんと栄養を吸収することによって、エネルギー
が供給されるのだ。エネルギーの供給ができなくなったり、量が足りなくなればもう終わりである。体も頭も
使うことができなくなる。体力・気力が出るはずがない。簡単な原理である。
胃腸の状態が悪いと食べても吸収されないので、体調も悪くなる。胃腸を良い状態に保つことができれ
ば、少し多めに食べても吸収される。このとき、体調が最も良いという。このためには消化器に負担をかけ
ないことが大切であり、胃腸を休ませることが大切なのである。たまに付き合いでたくさん食べたり、飲んだ
りするのは良いが、日常的には規則正しく、同じような種類で同じくらいの量を摂るのが良い。胃腸を休ま
せることが大切なので、夜 8 時以降は食べない、日常的には昼間も間食はしない。
年とともに、たくさん食べたいとは思わなくなる。美食したいとも思わなくなる。今は食事の量は少ない。
若い時もアルコールはそれほど飲まなかったが、ワインの味にはこだわったときがあった。今は、あれば味
わう程度で、あまり飲みたいとも思わない。
便通は大切で、いつも医者からもらった便秘薬を飲んでいる。また万一にそなえて、いつも浣腸薬をも
っているが、これは使ったことはない。
年をとってから太るのは良くない。ゆっくりゆっくり、少しずつ少しずつ体重が減ってゆくのが良い。
2．体を動かすことが大切。身体機能の老化を遅らせ、血液循環を改善する。
毎日 15 分位ずつ 2、3 回歩いている。以前は 15 分位のウォーキングはどうという事はなかったが、最近
は 15 分ほど歩くと疲れてくる。しかしそれだけでは運動量が足りないので、15 分ずつ 2、3 回に分けて歩く
ことになる。大雨ならやめるが小雨くらいなら歩く。歩きだすと気持ちも良くなって、体も軽くなってくる。15
分くらいで疲れてくるが、無理をして歩くとまた快適になる。倍くらい歩いた翌日は疲れが残るかと心配す
るが、かえって調子がよい。ただし、やりすぎはいけない。
パソコンは姿勢が悪いので体には一番良くない。長時間やってはいけない。しかし昔から好きだし、脳
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の刺激にもなるのでやっている。最近も VISTA を買ったが難航している。方々へ電話をしたり、メールをし
たり、店に行ったりして使い方を覚えるのは大変だが、脳の刺激にはなる。
３．頭を使うことが大切
記憶力が落ち、なかなか思い出せなくなる。使わないとぼけてしまう。蔵前工業会や日本技術士会関係
の会合にはなるべく出席している。専門外のことなど理解できないことも多いが、知らないことを聞くことは
頭の老化防止には最適だと思って出席している。週に 2、3 回は何かの会合に出ている。音楽会や歌舞
伎などの芸術・芸能鑑賞も、別の形の頭の刺激になる。いわゆる右脳と左脳を刺激する頭の健康法とい
えるだろう。
いろいろなことに好奇心・知識欲を持っておられる。
割安な切符を探すこともしておられる。切符が手に入ったからとコンサートに誘って下さることもある。90
歳になっても実にこまめである。私にはとてもできないことだ。
4．体温の維持
年とともに発熱しなくなる。基礎代謝が落ちる。体が冷えないように注意しなければならない。外出する
ときは、ザックに着替えを入れている。いつでも着たり、脱いだりして調節する。汗をかいたときは要注意で
ある。夜は、秋も早くから電気毛布を使っている。
5．血液循環
数年前に、心臓の血管に一か所狭窄がみつかり、カテーテル手術によりステントをいれた。以後、とく
にウォーキングと体を動かすことに留意しているために、だいたい落ちついている。万一、心筋梗塞が起
こったときに備えて、医者から血管拡張剤（ニトロ）を持たされているが、使ったことはない。
6．鍼とマッサージ
年をとると、あちこちの関節や筋が痛くなったり、手先の動きが悪くなるとか、指先が曲がったり、指の関
節部が太くなったり、故障も起こる。鍼医に通って治したこともある。指先の故障などは、自分でマッサー
ジしたり、動かしたりすると治るとのこと。体の隅々まで良く動かして日頃メンテナンスをしておられる。
７．サプリメント
医学的に効果の証明されているサプリメントは存在しない。根拠のないものには一切頼らない。
まとめ
永易さんは、健康そのものでどこも悪いところはないが、長年の節制の賜物なのだろう。市川さんは悪
いところもあるが、薬も鍼もマッサージも利用し、きめ細かく体の隅々まで、丁寧にメンテナンスとコントロー
ルをされているようだ。お二人の健康法は正反対のようにもみえる。
しかし健康法のセオリーは共通していて、分かりやすくシンプルである。少食、運動、および頭を使うこ
とである。宇宙飛行士は飛行 1 週間で筋肉が弱くなり骨が軽くなってしまうという。体に負荷をかけることの
必要性は良く知られていることだが、年をとるほどに重要性がますます高くなるという。
なお「胃腸を休ませる」ことが、優先度が非常に高いことは特筆すべきことである。筋肉細胞・心臓細
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胞・脳細胞などは怠けさせるな。逆に胃や消化器の細胞は休ませろ、ということになる。
男は年齢を重ねるにつれて、内臓の老化が目立ってくるのだろうか。男女の性差も広がってくるのかも
しれない。女は妊娠と授乳という重荷に耐えるために、二人分の内臓を授けられているという。男にはそん
な余裕は与えられてはいないだろう。
筋肉・心臓・脳神経などの細胞は、生まれて以降、ほとんど細胞分裂することはなく、死ぬまで働き続け
るのだが、怠けさせず、負荷をかけ続けなければならない。これに対して、胃・消化器・皮膚・造血器官な
どの細胞は活発に細胞分裂を繰り返しているが、休養させて穏やかな環境を保つことが望ましいのだろう
か。
ところで化学物質によるダメージの受けかたは、細胞分裂の活発な器官ほど激しいことが知られている
（例：妊娠初期の胎児、造血細胞、精巣細胞など）。また女性の肌には紫外線が悪く、年をとってからＵＶ
クリームを塗っても手遅れで、紫外線の悪影響は蓄積・積算されて行くという。勿論この点では、男も同じ
である。
細胞分裂は非常に複雑で精緻なプロセスであり、きれいで穏やかな環境が望ましいというのはよく理解
できることだ。それからすると胃腸には特に休養・休息が必要だというのもまた、良く理解できることだ。
放射線障害についても、全く同じことが言える。DNA は二重螺旋の状態だと安定であり、切断されたり、
組み換えが起こることはないが、細胞分裂の途中では、二重螺旋が一旦ほどかれる。この時が不安定な
ため、切断されたり損傷を受け易いのだ。
貝原益軒の養生訓以降、多くの健康法に関する情報があるが、寡聞にして、これだけ明確に「胃腸を
休ませること」を最優先事項だとして強調されている例を知らない。
これはお二方が、いくつもの難関を乗り越えて来られたから言えることなのだろう。
私も優先度の第一が胃腸であり、胃腸を休ませることだと、実感できる年に近付いて来たらしい。最近、
また胃腸の機能が落ちて米飯の消化が悪くなった感じがしている。そこで澱粉質を減らし、代わりにたん
ぱく質で補うようにしているが、具合が良いようだ。
体調や限度が判っているので、たまの付き合いにも、限度を超えることはなくなった。
以上

55

３．１５ 蔵前技術士会２５周年を祝して
技術士（化学、技監） Ｓ33 化工 廣川 一男
先輩方々の継続の力により、各種リ－ダ－シップ的活動を拡大して居られる憧れの的の会の２５周年に
当たって、想い出と感想を述べさせて頂きます。
１．神奈川県技術士会のご支援で千葉県技術士会が発足
千葉県内の新しい住民が千葉都民と言われており、技術士の殆どが該当していました。纏まりが悪く、
県内より、東京近県、海外の業務が主で有りました。
技術士をまとめる会の結成と千葉県内での知名度向上のため、千葉県で開催されることになった中小
企業問題研究・懇談会のチャンスに結成することを考えました。そのため平成 4 年 4 月 10 日にちば共済
会館で、神奈川県技術士会の支援者と共に千葉県関連技術士 13 人と第 1 回発起人会を開催して、会の
結成が合意されました。官公庁などに知名度が低い技術士の会を認知させるためには、(社)日本技術士
会の下部機関として、官庁に分かり易い千葉支部にすることでありました。神奈川県技術士会も下部機関
にする申請をして失敗されたので、その経過を伺って、役立つ、有益な良い参考資料を沢山提供頂きま
した。
早速規約類を作成して 7 月に千葉支部設立の申請を行いました。しかし、理事会でもめにもめて、千葉
支部の設立を断念すると共に中小企業問題研究・懇談会の開催スケジュ－ルも有るので、千葉県技術士
会設立総会を 10 月 2 日に千葉グランドホテルで開催しました。沢山の慈愛あふれた祝辞、祝電を頂き、
千葉県技術士会は力強く羽ばたいて誕生しました。これは神奈川県技術士会からの並々ならぬ支援の
お陰でした。感謝申し上げます。本部の理事会の承認は平成 5 年 1 月に実施されて「(社)日本技術士会
千葉県技術士会と称して宜しい」と言うことでありました。
関東地方には支部機能がなく、本部も人手不足で手が廻らず、会員は多いにも拘わらず、地方自治体
とのコミュニケ－ションは十分とは言えませんでした。この改善のために調査報告書を地方自治体関連、
中央官庁関連について作成し、地方自治体などのご指導を頂きました。これらの準備を十分にしまして、
中小企業問題研究・懇談会には多数の参加を頂いて、千葉県として第 1 回目でしたが、沢山の慈愛あふ
れた祝辞、祝電を頂きまして、成功裏に開催されました。
その後中小企業問題研究・懇談会が持ち回りで実施されるチヤンスに本部の下部機関の各県技術士
会が 8 件できまして、最近県支部に変換されました。
２．蔵前ベンチャ－相談室
きっかけはハッキリしませんが、平成 16 年創立頃から参加しまして、稲生武相談室長らと共に田町のイ
ノベ－ションセンタ－ビル内で議論したり、大岡山で総会や懇親会を開催されたりしていました。数年して
も中々お呼びが掛からないことや面接が有ったりで、欠席勝ちになりました。それは石油化学産業・その
環境分野や石油危機以後の省エネ・エルネルギ－分野などの化学工学屋が対応できそうにないことを感
じたからで有ります。２年程前の総会に参加しました所、当初のメンバ－が殆ど居られませんで、世代交
替が進んだと感じました。
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３．蔵前技術士会
まだ新参者でして、内田潤一会長の時の第 84 回 6 月例会・平成 15 年度総会からの参加であります。
最近どうなったのか分かりませんが、秋の［蔵前技術士会「科学技術セミナ－」］には面白かったので何回
か参加しました。また、特別の講習会で WORD によるホ－ムペ－ジの構築を受講したのですが、構築し
た後の対応が心配で、着手しておりません。通常の定例会に出来るだけ参加して居ますが、話題の範囲
が広く、理解に苦しむものも有ります。しかし、高齢化による時代遅れ解消と時代の変化を知るためと思っ
て聴きながら、若返りを計っています。このような消極的な参加・活動であるため、恐縮しています。
活動趣旨に、「科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の研鑽と親睦を図ることを目指しま
す」とありますが、前者は難しいですね。講演会や講座の実施のみでなく、技術指導などを想定されて居
られるのでしょうか。
しかし、本会から蔵前工業会に移管され、更に成長している「クラリカ」のような理科教室を出前するのみ
でなく、現在我が国は輸出国から、輸入国に変わり、貿易収支が赤字化する傾向であるため、日本経済
復活が必要で、成長戦略にとり組む必要があります。そのためには、大学、企業と当会のコラボレ－トが
大切で、新しい日本に生まれ変わらせて、過去と断絶した科学技術及び工業を創り、発展させることです。
夢、夢と笑わず、ガラパゴスから 3K 立国へと、変化恐怖症を捨てて構造転換しないと、新興国の後塵を
拝することになります。
煙突のある所に蔵前あり、産業のある所に蔵前技術士会ありに!!
「前進し続けられたのは、自分がやることを愛していたからだ」
「週９０時間、喜んで働こう」

(ステイ－ブ・ジョブスの名言)

４．私の健康法
私は過去の病歴などにより、医者の薬が必須であります。しかし、安いことと長い使用実績から薬害も可
成り判明しているジェネリックにしています。 最近、ベストセラ－で 100 万部突破したという「近藤 誠 医
者に殺されない 47 の心得－医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法－」があり、「一度に 3 種類以
上の薬を出す医者を信用するな」と忠告されています。しかし、私は 5 種類も服用し、15 年以上経過して
います。家内は千葉大学附属病院に行っていますが、薬価は私の 10 倍です。サプレメントも 3 種類を長く
服用しています。その一つはクロレラですが、台湾の製造現場を見学してからで、20 年以上経過していま
す。夫婦で服用していて、共に薬効はあるものと信じています。
もう一つは運動であります。私は最近、距離を短くして 10Km のマラソン大会に年 8 回参加し、1 日おき
に練習しています。運動には糖尿のように運動量のみ問題にするものと、コレステロ－ルのように運動強
度を考えなければならないものがあります。後者は激し過ぎると膝や腰などを痛めることがあります。私より
早く走って居た友人がいますが、最近膝や腰が痛くて、歩くのが漸くになっています。特に膝痛は全国で
1800 万人に上ると推計され、膝関節の軟骨がすり減って痛むようになると、要介護に移行するリスクが 5.7
倍高くなるため、65 歳以上に限ると 35%が膝痛で悩んでいます。私も 2 年前膝が痛くて、途中でマラソンを
棄権したりしていました。しかし、膝に関しては各種の治療方法がありまして、医者に行かず、本や雑誌や
NHK の健康放送テキストの方法などで自宅療養し、ほぼ直って、軟骨対策用のサプレメントを服用し、爆
弾を抱えながらチャレンジしています。別にウォ－キングのグル－プに参加して月 1 回近くの名所を約
10Km 程散策しています。名所の由来の解説を聞きながら楽しんでいます。ウォ－キングは楽ですから、
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コレステロ－ルや循環器系に対して不充分でも、一般の方には推奨致します。これは膝痛の予防にも良
いのです。
この他に規則正しい、食事の量・時間・速度(特に老人は咀嚼)、水分補給、睡眠(時間・時刻)などは前
述より大切ですが、守るのには覚悟が必要であります。
以上
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３．１６ 蔵前でつながる縁
中小企業診断士 S33 化学 鹿子木 基員
思いがけない展開で、蔵前技術士会 25 周年誌に投稿することになり幸せです。2011 年 11 月 6 日、蔵
前技術士会の講演会で、村口昌之さんの講演があると言うので聴きに行った際に、佐鳥会長から入会し
ないかと勧めて頂いたご縁で会員になりました。客員というところでしょうか。
自己紹介ですが、1953 年に入学、5 年を大岡山で過ごして、1958 年化学コース卒業、三菱化成（現三
菱ケミカル）に 40 年勤めて、いくつかの事業の問題解決（カイゼン）に貢献した後、その経験を生かして、
中小企業診断士の資格を取り、爾来、国際協力分野で、経営管理、生産・品質管理、中小企業政策など
の専門家として活動しています。
中小企業診断士協会関係の仲間とは、勉強したり、協働したことがありましたが、技術士の方とはそのよ
うな機会はありませんでした。蔵前技術士会に入会してからは、興味ある講演会や見学会に参加させて
頂いています。もっとも、会員になる以前にも、技術士会の催しには参加させて頂いていました。尾島正
男さんや村松多喜男さんは、在学中から友人です。会員になったお陰で、人脈の幅が広がり、広い年齢
層の、いろいろなことに関心を持っていらっしゃる方々との愉快な交流の機会が生まれています。
外山さんとは、偶然の邂逅の機会が多く、非常に効率の高いやり取りがあります。例えば、鹿子木「韓国
のサムソンに、日本の企業がやられていますが、仕事のやり方の違いを教えてください」、外山「ふたつあ
ります。ひとつはトップのリーダーシップ、もうひとつは、スタッフの俯瞰能力です」といった具合です。蔵前
技術士会のお陰で知り合いになった石黒東洋さんから誘われて、工大祭に係る科学技術立国を考える
会プロジェクトの会合に参加し、藤井先生、外山さん、石黒さん、当時学生でプロジェクト・リーダーだった
増山さんらと話し合う機会も良い思い出です。2010 年 6 月 27 日のことでしたから、入会以前のことになり
ます。
HEART の会にも一度参加して、シルクロードについての大変有益な講演を伺いました。山内会長や村
口さんから入会を誘っていただいていますが、私の持ち時間の余裕を考えて思案中を継続しています。
クラリカの高橋淳吉さんとは、同じ会社にいましたので、顔見知りですが、大変意義のある活動を主導的
な立場で推進しておられるので、こちらも励まされます。大学技術士会の講演会の講師に、省エネルギー
協会の駒井部長をご紹介したこともありました。そのご縁で話していたら、佐鳥さんも、駒井さんも石炭液
化技術の開発に深く関係されたそうで、東日本大災害後の我が国のエネルギーの動向について、熱気
を帯びたお話合いを聞くことができました。東北電力女川発電所の大災害前後のお話も非常に興味深く
伺いましたし、四国電力でその分野の専門経験をなさった藤井さんから、関連する資料を送っていただい
たりしました。今後もそのような機会を持ちたいと思っております。
私は、学生時代から、今に至るまでバスケットボールと深く係っていまして、今は、東工大バスケットボー
ル部同窓会の会長をしています。今年の 4 月に、同窓会の仲間と協働して東京工業大学バスケットボー
ル部 85 年史を発刊しました。編纂しようと思い立ったときに、丁度、中小企業診断士の仲間に、ヨット部の
卒業生がいたのがご縁で、佐鳥さんや山岸さんが編纂されたヨット部 50 年史を参考にさせて頂きましたの
も技術士会のご縁です。85 年史の保存版は 100 部制作して、国会図書館や秩父宮記念スポーツ図書館
にも寄贈しました。85 年史を発刊する目的は、過去の歴史を記録に残すことと、その記録を将来の価値
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創造に活用すること、更に発刊の作業への参加者が有益な経験をすること、の三目的を掲げています。
今は、将来の価値創造への挑戦を具体的な活動にしていく段階です。同窓会の活動の大事な部分に、
現役の部活動の支援があります。資金、技術、精神面のささやかな支援をしていますが、最近の蔵前ジャ
ーナル誌の池上彰教授とパックンの対談によれば「東工大学生の８０％がコミュニケーション障害を自覚」
ということですので、これは一大事、「バスケ部同窓会活動の中にコミュニケーション障害予防活動」を入
れることが東工大の人材育成面の強化に貢献すると考え始めました。
部活の対象技術は、科学技術と違って、技術自体の進歩はなくて、進歩するのは人間です。それで、
同じ技術体験をする人の集まりである同窓会のネットワークは維持活用し易い面があります。部活動の中
には、多様なコミュニケーション機会がありますので、少しだけ工夫するとよい経験を伝承する機会が沢山
あります。コミュニケーション能力は、T 字型能力の横軸ですから、なくてはならないものです。学校の首
脳にも、出版のご報告とともにそのような趣旨をお話ししております。
佐鳥前会長の会員数アップ戦略のお陰で会員になった、技術士ではない異色会員のＰＲをさせて頂き
ました。宜しくお願いします。
尚、「東京工業大学バスケットボール部 85 年史」のウェブ出版は、次の URL からご覧いただけます。
http://db.tt/IsTeane2
以上
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３．１７ 蔵前技術士会と過ごした 24 年間
当会顧問・前会長 技術士（機械、電気） S36 機械 佐鳥 聡夫
私が長年務めた会社を辞め自営の道に踏み切ったのは 51 歳、昭和 63 年の春でした。（その経緯は翌
年の蔵前工業会誌 12 月号に、随想「独立への道－専業技術士の勧め」
http://www.ksplz.info/+sunshine/archive/Pdf/indepent.pdf と題して寄稿しました）
当会には平成２年に入会しました。参加の動機は自営業にとって大切な人脈形成です。入会当座の例
会（偶数月）は十数人の会員が集まって食事をし、その後で会員が話題提供のスピーチを行う、正に同窓
の集まりという雰囲気でした。
当会初代の市川会長・永易事務局長は、創立後 12 年の長きに渡り会の運営に尽力されました。市川会
長からは「自営するなら仕事の間口を広げ、何でもやらなければダメだよ」と教えられました。（市川会長の
自伝は http://www.ksplz.info/+sunshine/archive/ichikawa/index.htm にあります） 私がいつから会の世
話役を務めたか記憶が定かでありませんが、当会５周年誌を見ると平成３年あたりから活動記録に名前が
出てくるので、その頃から下働きを始めたようです。
二代会長は前田さん（S28 旧制化工）、事務局長は松平さん（S33 化工）です。前田会長は残念ながら平
成 13 年に亡くなられましたが、ご自分の特許とノウハウを販売するという、自営業としての技術士業務を実
践しておられることに感服しました。
松平事務局長が辞任された後、私が後任を拝命しました。それまでは日本技術士会で、機械部会の幹
事、部会長、理事を務めましたが、当会の倉員さん（S28 旧制機械）が入会時の部会長で、その指示に従
っただけです。蔵前技術士会の事務局長になると会務が多忙で、日本技術士会の役職はすべて辞任し
ました。
前田会長の後を受けた内田会長は、情報工学がご専門だけあって、会の運営にＩＴ技術を導入され、そ
のお陰で会務が大いに能率化しました。それ以前は会の連絡をすべて郵便や FAX に頼っていたので、
会員数の増大に伴い事務局の負担は増える一方です。それがすべてＥメールとホームページになったの
ですから、会務がずっと楽になり、通信費の節約にもなりました。しかし、「どうしてもＥメールは苦手」という
会員には、やむなく「郵便代の実費をいただく」条件で別枠としましたが、それも数年で解消できました。
事務局長時代の大きな思い出は理科教室の発足です。平成 17 年春、蔵前工業会本部から突然「今後
は公益事業を行わなければならぬ。予算を付けるから技術士会で何か企画し早急に実施せよ」との指示
が来ました。急に「金をやる」と言われても、当然成果を求められるので困ります。さてどうしようと苦慮して
いるうち、ふと気付いたのは当時問題化していた「子供たちの理科離れ」です。早速当会の人脈を辿り、
理科教室のノウハウを集めました。何回か準備会合を重ね、当時私の孫が通っていた近くの児童館で第
一回教室を開きました。（詳細は当会 20 周年誌 P6-7 参照） 幸い教室は成功し、そのときの見学者から
口伝えに評判が広がり、歴代代表ならびに会員方の努力が現在の活況をもたらしました。
理科教室の成功に喜んだのも束の間。翌月に長年連れ添った妻が病に倒れ、看病のため会務も理科
教室もできなくなりました。そのとき理科教室を引き受け、「くらりか」という愛称を発案されたのは田中満生
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さん（元くらりか代表、Ｓ３７化工）であり、今でも深く感謝しております。
翌平成 18 年妻が他界して会務に復帰し、内田会長の後任をお受けしました。私が会長を務めた６年間、
心がけたことは次の諸点です。
１）公益事業の活性化
蔵前工業会本部の意向に従い、会の活動を広く一般に知らせ、会員外の参加者を増やすよう努めまし
た。そのため講演会も専門技術だけではなく、旧約聖書、宮沢賢治など教養系の演題も含めました。また、
だれでも気軽に参加できるよう、講演会・交流会参加費をそれぞれワンコイン（500 円）としました。 蔵前
工業会公益活動の一環として始めた「くらりか」が順調に伸び、当会から独立するに至ったのはまことに喜
ばしいことです。
２）科学技術部会としての活動
当会は蔵前工業会科学技術部会のメンバーですが、ＫＶＳ、くらりか、技術士会が相互に何の関連もな
く活動していることに気付きました。そこで部会共通の事業として科学技術セミナーの開催を提案しました。
科学技術セミナーは当初蔵前工業会本部と地方支部が隔年交代で主催する決まりでしたが、いつの間
にか本部開催が行われなくなっていたのです。その復活が本部から承認され、毎年３グループが共同で
企画。実施する体制ができました。
３）他大学との連携
平成元年創立の蔵前技術士会は大学別技術士会の第一号として知られています。平成 20 年に 14 大
学による大学技術士連絡協議会が発足し、当会は幹事校として参加しました。年一度の総会と時折の講
演会程度の活動ですが、メーリングリストを通じ、当会の行事予定を積極的に知らせています。それにより
他大学から当会の行事に参加する方が出始めましたが、本格的な連携はまだこれからです。
４）会員数の増加
「大きいほどよい」のではありませんが、存在感と発言力を保持するには、ある程度の会員数が必要です。
20 周年誌発行の時点で 160 人強であった会員数は皆さまのご協力のお陰で 200 人の大台に乗りました。
これからは学生会員など次の世代が増えることを期待しております。
この機会に会運営の苦労話を二三記しておきます。
以前は例会で食事を提供しておりましたが、これは当会が少人数の懇談会であったことと、その後も会
社から例会に直行する忙しい世代のために弁当を用意したのです。ところが毎回弁当が余ったり足りなか
ったり、幹事の悩みの種でした。初期の例会では余った弁当を先輩から「君は若いのだから二人前食べ
ろ」と押し付けられ閉口したものです。逆に足りないと「早くから申し込んでおいたのに何だ！」と叱られま
す。長い間弁当手配を担当した高林幹事には苦労をお掛けしました。食事提供を止め現在の交流会方
式になったときは重荷が一つ降りた感じでした。
講演会で配布するコピー準備も事務局にとって大きな負担でした。講師から分厚い論文を渡され、「こ
れをコピー配布するように」と言われると、「論文を会場で読む時間は無いのに・・」と思いながらも準備し、
終了後大量に残った資料を持ち帰ることがよくありました。カラーページ原稿を提供された講師に、恐る
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恐る「予算が限られているのでモノクロコピーでいいですか？」とお伺いし、「絶対にカラーでなければダ
メ！」と一蹴されたときは、何部準備すべきか参加者数の予測に頭を悩ませたものです。現在のようにホ
ームページからのダウンロードを主体としてから、毎回多量の無駄を作ることから解放されました。
事務局には会員から相反する要求が舞い込みます。忙しい現役世代からは、「例会開始時刻は会社が
終わってから会場に到着するまでの時間を見込んでほしい」。高齢世代からは、「夜の会合はきついので
例会は昼間開催にしてもらいたい」との相反する要求があり、現在の「寒い間は土曜午後開催」は両者の
折衷案として生まれたのです。
会長にはいろいろな新規事業提案が持ち込まれます。たとえば「講演会や見学会だけでなく、営業活
動を積極的に行い会員に業務を斡旋せよ」などは、日本技術士会の機械部会長時代も、何度となく提案
されました。それに対し、「それは大変結構なご提案です。では旗振り役をやってくださいますか？」とお
聞きすると、例外なく「それは・・」と尻込みされます。新規提案には「発起人がご自分で活動しなければだ
れもついて来ませんよ」とお話しするのが常でした。
いつまでも元気のつもりでいましたが、後期高齢者の仲間入りをすると、やはり気力・体力が減退します。
また、企業・大学との人脈が乏しくなったとも感じました。老害にならぬ内にと、幹事団を昭和 40 年卒以降
とすべく交代を進め、ほぼ完了した時点で会長任期が満了となりました。振り返ると蔵前人脈に支えられ
た 24 年間の技術士人生でした。これまでご指導・ご支持くださった皆さまに改めて御礼申し上げます。
以上
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３．１８ 蔵前技術士会の技術士受験講座
当会元技術士受験支援ワーキンググループリーダー 技術士（電気、技監） S37 電気 鶴岡 寛治
蔵前技術士会の技術士受験講座は、平成 5 年に初代の市川会長の企画で始められ、平成 22 年までの
18 年間に亘り、技術士資格取得の支援をして参りました。しかし、平成 22 年 5 月の講習会をもって、開催
を中止しました。この間には平成 13 年度に総合技術監理部門が新設され、その受験に重きをおいた講
習を元会長の内田さんが中心になって実施し、平成 15 年度版～平成 17 年度版の「技術士試験 総合技
術監理部門 受験・合格マニュアル」を出版しました。平成 19 年度に再び技術士受験制度が改正され、
試験内容が大きく変わりました。当講座が最も重きを置いていた業務経験論文の比重が軽くなり、試験内
容が記述問題中心から、択一問題も出題されるようになり、講習内容もそれに対応するものに変更しまし
た。重きを置いていた業務経験論文の比重が軽くなったため、当講座の意義も軽くなりました。
ワーキンググループ活動として、テキストの作成と講習会を行っていましたが、このころよりメンバーが少
なくなり、対応できない技術部門が多くなるとともに、メンバーが高齢化して健康上からも講師の若返りが
必須と思われました。例会や総会等の機会に何度か参加を呼びかけましたが、メンバーへの参加者はな
く、社会的にも責任のある活動を続けることは困難と判断されました。
受講された多くの方々から後日、合格した旨のご連絡を頂きました。講座を通じて蔵前技術士会の会員
や会員以外の技術士の方々のお役に立てたものと思っております。このような技術士の仲間を増やす活
動は今後も必要であろうと思われます。蔵前技術士会の益々の発展を祈念しております。
以上

講習会の講師席

講習会の風景
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３．１９ 蔵前技術士会を回顧して
技術士（経営） S37 機械 渡辺 秀也
◆蔵前技術士会における先輩の皆様との出会い
会社（三菱電機）定年後はどんな生活を送ろうかと考えた中の一つに、三十余年の会社生活での経験
を生かして、少しでも世の中に役立てることはないかと考えたとき技術士他の資格を取得し中小企業のお
手伝いは如何なものかと、平成 6 年、技術士試験（経営工学部門）を受験しました。運よく 1 回目で合格し、
平成 7 年の経営工学部会合格者歓迎会で、大先輩で初代会長の市川様にお会いし、蔵前技術士会へ
お誘いを受け入会することになりました。蔵前技術士会では、会社在籍のころとは違って、専門分野の異
なる多くの先輩方とお会いし、それぞれの生き方、考え方を勉強させて頂き、会社定年後の処し方に大い
に参考にさせて頂きました。
例会での講演の聴講、工場見学など多くの機会に出席しそれぞれの分野で活躍されている皆様に接
することができ、いろいろと学ぶことができたのはおおきな収穫でした。
◆蔵前技術士会で関わったこと
大先輩の市川様はもちろん、蔵前技術士会の企画・運営に携わっておられた企画幹事長の尾島様は、
技術士資格が同じ経営工学部門ということもあり、蔵前技術士会の内外で公私に亘り何かとお世話になり
ました。技術士業務や海外旅行に関する楽しい話題は、私の仕事や家族旅行に参考にさせて頂いたも
のでした。
蔵前技術士会では、尾島様が企画幹事長をされていた企画グループに所属し会の運営に参加させて
頂きました。そこでは隔月に開催される例会の会場手配や、例会の予定や実施状況報告の蔵前ジャー
ナルへの投稿などを通して、蔵前工業会事務局ともお付き合いさせて頂きました。ここで印象に残ってい
ることは、当初は新橋の蔵前工業会館の会議室を会場に例会が行われていましたが、工業会の拠点の
変遷及び当会の会員数の増加に合わせて新橋の蔵前工業会館から蔵前工業会八重洲会場、田町の
CIC（キャンパス・イノベーション・センター）、そして大岡山の東工大蔵前会館ロイアルブルーホールへと
会員数や取り組み内容が大きく発展してきたことを実感しています。
◆蔵前技術士会への期待
私は今蔵前技術士会の他「○○技術士会」と称するいくつかの会に所属し会務に携わっていますが、
「技術士」の知名度がいま一つを感じています。
その中にあって全国に広まりつつある蔵前技術士会の「くらりか」の活動は本当に素晴らしい活動だと実
感しています。又蔵前技術士会が牽引役を務める大学技術士会連絡協議会、その他対外的活動は、蔵
前技術士会の知名度向上、ひいては技術士の知名度向上に寄与すると期待しています。会の益々の発
展を祈念しています。
以上
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３．２０ 市川大先輩を通して学んだ台湾のこと
技術士（機械、船舶） S38 機械 塩田 潔

市川大先輩は、私が、技術士受験講座を受けた時の直接の指導教官で、その時以来お付き合い頂い
ている。もう十数年になり、私とは２０歳位の年齢差だが、とてもとてもそんな感じがしない若々しさには感
心するばかりである。
何時のことだったか、何の話があってのことか、はっきり記憶にないが、台湾の市川さんのお友達（T さん
としておく）からの手紙を見せて頂くことになった。「塩田君、またもらったよ」とコピーして送って頂き、10 通
余りになる。
・日露戦争後、敗戦国ロシア将軍に対して示した日本の武士道精神のこと、
・日本旅行の折、明治神宮で教育勅語の原本を見た時の感激（今でも時にふれ教育勅語を口ずさむと
ある）、
・車窓から見る富士山の美しさ、
・小倉で食事を御馳走になった時、おかみさんが食事中顔を出さないのは、「日本では食べるところを人
さんに見られるのは恥ずかしい」という文化によること、
・漢字、ひらがな、カタカナの３種類の文字を用いる日本語の美しさ、
・歌舞伎女形については面白い感想と、「女」という文字を含む女性を表す言葉を 20 数個並べ、それぞ
れに発音が違うことを「女という字の折鶴七変化」として記述（これなど我々日本人でも相当勉強しないと
分らない）
・明治維新を支えた精神は、江戸時代に培われた武士道精神で、維新を成し遂げた元勲達の偉大さは、
自己の政治特権を子孫に譲らなかったこと
等々この程度にしておくが、内容は多岐にわたり、私が知らない、多分多くの日本人が知らないと思う内
容が溢れ、外国の一般の方の手紙かと驚くばかりである。
T さんの知識は台湾統治時代の日本の教育の賜によるのみでなく、今でも日本の書物、テレビ等で知
識を重ねられているその結果らしいが、それにしても日本についての知識の豊富さには驚くし、何よりも戦
前の教育と我々が聞いているそのものの姿が感じられ、文面からは、市川さんからの「ご丁寧な御芳書」
にたいする感謝の気持ち、それに日本に対する尊敬の気持ちが読み取れる。
現役時代に、仕事の出張で何度か台北に行くことが有って、日本語も堪能で、親日的な方にお会いす
る機会があり、或程度は認識していたが、T さんの書簡を読み、台湾にはこういう方もおられるという思い
をあらたにした。
その後、昨年９月、家内と５日間の台湾一周旅行を楽しんだ。バス、汽車を使い、十数人位の小グルー
プで、ガイドは若い活発な現地の女性。日本語は、１年位、日本の学校に通って勉強したらしいが、十分
堪能であった。２日目、台中から高雄に向かうバス旅行中、彼女が、「八田與一」を知っていますかと問い
かけた。一人だけ手を上げた。高校の先輩に当るとのことであった。私を含め、他に誰も知らない。実は八
田與一とは、日本の台湾統治時代に、水利技術者として、苦労の末に台湾中部に烏山頭ダムを完成し、
これによって嘉南平野が台湾最大の穀倉地に変わったという、それを成し遂げた人物である。
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帰国後八田與一について調べてみた。司馬遼太郎の「街道を行く」にも詳しく書かれているが、完成後
に作られた彼の銅像は、蒋介石による日本が残した顕彰碑等の破壊命令に対しても、現地の人が隠して
守り通し、今では元のダムを見下ろす場所に設置され、彼の命日には、今も現地で慰霊祭が行われてい
るとある。
その他にも、台湾との友好、発展に貢献した日本人の名前が幾つか出た。稲の改良に携わった磯栄吉、
製糖の発展に貢献した新渡戸稲造等々。
日本人旅行団体を相手にしてのご機嫌取り、ということだったのかもしれないが、それにしても、かって
の日本にはこのような誇るべき明治人が居たということを想い、戦争を知らない若い世代が、過去の日本
への感謝を淡々と話してくれる台湾という国に、妙に親近感を覚える旅であった。
先の東日本大震災の折には、国民一人当たりで断トツの義援金を送ってくれたのは、台湾であった。そ
れに対する日本の対応が、政治の渦の中で、失礼なことであった事が報じられたりした。
かくて、私の頭の中では、台湾と日本との過去の歴史の係わりが、矛盾なく繋がって、腑に落ちている。
歴史の評価、殊に日本の近代史についての評価は、敗戦というかってない無い経験をした後だけに、半
世紀以上経過した今でも様々である。まだ暫く時間をまたなければならないのかもしれない。
市川さんから送って頂いた T さんの手紙は、私なりに近代の歴史の一齣を納得するに十分なものであ
る。
以上
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３．２１ 蔵前技術士会とくらりか
くらりか代表 当会元事務局長 S38化工S40修化工H6博 山岸 千丈
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した。窯業同窓会・蔵前技術士会共催の講演会でヨット部の先輩
である前会長の佐鳥さんにお会いし、顧問という閑職で暇を持て余している旨を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りました。技術士会入会の
成果は、久しぶりに例会で顔を合わせた同期の持田氏からお茶の水女子大の社会人コースでセメントの
講義担当を頼まれ、その引受け母体となっている化学工学会傘下のＳＣＥ－Ｎｅｔに参加したこと、また、
「蔵前理科教室ふしぎ不思議 （略称くらりか） 」に参加したことです（現在、前代表の高橋さんの後をつ
いで４代目のくらりか代表を務めさせてもらっています）。
そうこうしているうちに事務局長だった佐鳥さんが会長になられることになり、事務局長の引受手がない
のでお前やってくれないかとの依頼、「技術士でもなく幹事の経験もない私には事務局長は無理です、
会計位ならお手伝いします」と申し上げましたが、結局はヨット部の大先輩のお申付けで、事務局長と会
計の両方を引き受けざるを得なくなりました。事務局長としての思い出は総会ごとの資料の印刷・製本（現
在は合理化しやっていないようですが、一人編集から総会参加人数分をコピーし綴じるのは結構大変な
作業でした）、会計をやりくりしてくらりかにＰＣとＰＪを各２台提供したこと、それに２０周年誌の編纂でしょう
か。２０周年誌の編纂には何しろ私の入会以前からの活動記録を集めなければならず、ＰＣの故障などで
データーが残ってないと言われる方も多く編集（データ集め）には苦労しました。
しかし、お陰様で、退職後にどう時間をつぶそうかと悩み、ハッピーリタイアメントとは程遠い心境だった
のが、一転うそのような充実した生活が送れたのは有難いことでした。特にくらりか活動は「日本は資源貧
乏国、だから資源を輸入し加工し製品として輸出することが大事」と小学生の担任の先生に教えられた私
にとって、日本の将来を担う児童を理科好きにして科学技術立国とする人材育成で社会に貢献をしてい
るという満足感には大きいものがあります
ここで蔵前技術士会を母体としてＨ１７年に発足し、Ｈ２１年に蔵前技術士会から離れ、科学技術部会
直属となった「蔵前理科教室ふしぎ不思議 (略称くらりか) 」の２０周年記念誌以降の活動を記載しておき
たいと思います。
くらりか活動の仕組みは図‐１に示しましたが、創設以来の出前方式の寺子屋式理科教室の形を現在
でも続けており、基本方針は多少表現を変えて以下のようにＨＰに記載していますが、発足当時からの方
針を踏襲しています。
①【簡単】 身近な材料を使った工作と実験を、参加者全員が行います。
②【楽しく、分り易く】 テーマの科学的な原理・法則や動作の仕組みなどを、分かり易く説明します。
③【安全、安心、丁寧に】 シニア世代や現役で活躍中の技術者・研究者・教育者が、参加者５～６名
に１名ついて懇切丁寧に指導します。
④【皆で楽しむ】 参加者が工作した教材を持ち帰りますので、ご家族が一緒に実験の再演ができま
す。
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図‐１ くらりかの理科教室の運営方式
理科好き児童育成教室では必ず児童一人一人にもの作りをさせ、併せて原則の説明を行い、工作・実
験で落ちこぼれを作ると理科嫌いとなるので児童５～６名に１名の指導者をつけるということは今後も継続
していきたいと考えています。また、教室や保護者向けの持ち帰り資料では蔵前工業会（東京工業大学
の同総会組織）の支援を受けている旨を記載し東工大の宣伝をも意識して活動しています
しかし、次頁の図‐２、図‐３に示すように、教室数・参加児童数はくらりか創設以来年々増加しておりま
す。現在、くらりかの会員数は、ＨＱ（くらりか本部）と称している東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏で９３
名ですが、その１/３は休眠会員であり、活動の５割は十数名の会員で維持されている状況です。 関西
では会員が１０名と少ないので、協力員という制度を設けて燕友会や関西５支部で２４名が協力員として
登録していますが、ほとんどの活動は会員でなされています。静岡ではわずか５名の会員で活動が維持
されており、いずこも活動メンバーの高齢化も進んでいるので、若いメンバーの増員が喫緊の課題です。
以前から助成金を受けていた科学技術振興機構（ＪＳＴ）関係ではＨ２１年にはメンバー１０名が「地域科
学技術理解増進活動推進事業・地域活動支援」に申請し助成金を１３件受け（一人で複数件助成を受け
ているメンバーがいる）、Ｈ２２年度には「地域の科学舎推進事業・地域活動支援」の「機関型」の助成金
を蔵前工業会名で申請し４件が採択され、同事業の「草の根型」ではメンバー１１名が助成金を受けまし
た。Ｈ２３年度は「地域の科学舎推進事業」が「科学コミュニケーション連携推進事業」と変わり、蔵前工業
会名で申請した「機関活動支援」は不採択でしたが、個人申請の「草の根型」助成事業ではメンバー１0
名が採択されました。その後Ｈ２４年度以降は我々のような教室形式の活動は科学技術振興機構の助成
には全く採用されなくなりました。
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また、科学技術振興機構が日本科学未来館で主催するサイエンスアゴラに出展し、Ｈ２３年にはサイエ
ンスアゴラ賞、Ｈ２４年には来場者特別賞を頂きました（Ｈ２５年は２年続けての助成申請が不採択だった
ので、手間暇かかるサイエンスアゴラへの出展は見送りました）。
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図‐２ 開催教室数（イベントも含む）の推移

図‐３ 参加児童数の推移

東京応化科学技術振興財団の「科学教育の普及・啓発活動」では、平成２０年度以来毎年続けて助成
対象に採択されており２５年度も助成金を頂いています。 また、同財団の声掛けで、くらりかが理科教室
で行っている２１テーマについて、工作・実験の要領と原理や科学史などの解説を記述した「ふしぎ不思
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議の理科教室 楽しくできる実験と工作」という本をメンバーの共同執筆で東京書籍よりＨ２４年８月に出
版しました。
科学技術館で毎年７月に行われる科学の祭典にはＨ２２年度より電気・電子・情報通信産業経営者連
盟に協力し、本年まで４回参加しているほか、科学の祭典の千葉大会にもＨ２４年より参加、千葉大会は
ブース形式で原理・原則の説明が出来ないのでＨ２５年度は不参加としていたところ、主催側から部屋を
用意するので是非参加してほしいとの要請があり今年は教室形式で参加しました。また、昨年は科学技
術館のサイエンス友の会の実験教室に協力し浮沈子をテーマに４回連続のシリーズの教室を企画・実施
し好評をえたので、本年度も振動をテーマに、４回連続のシリーズ教室を計画しています。
Ｈ２３年にはくらりか関西代表の篠田さん、くらりか静岡代表の釜洞さん等の努力により関西圏・静岡県
での活動も軌道に乗りました。蔵前工業会の関係支部との連携で香川県、鹿児島県、秋田県でも教室を
開くなど地方展開も進みました（図‐２、図‐３ではこれらの教室はＨＱ：くらりか本部の教室数に含めていま
す）。
Ｈ２４年度には全国で理科好き児童の育成教室を３５９教室（イベントも含む）開催し、参加児童数は１
万名を越え１０,５２３名となり、開催都道府県は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、大阪府、
兵庫県、島根県、鹿児島県、秋田県と広がりました。
また、ものつくり教育研究支援センター長の山田明教授のお名前をお借りし「作って実感する理科のふ
しぎ体験教室」として、東工大基金事業の「日本再生：科学と技術で未来を創造する」プロジェクト－もの
つくり人材の裾野拡大支援－」に応募し採択され、山田教授より蔵前工業会に事業委託という形をとって
くらりかが実施を担当しました。Ｈ２５年度も東工大基金事業に申請し採択されています。
Ｈ２５年５月の蔵前工業会総会で、「年間１万人を超える子供たちに科学技術の面白さすばらしさを提
供するまでに発展し、一般社団法人蔵前工業会の大きなミッションである科学技術の振興と教育の発展
に大きく寄与し、本会の声価を著しく高めた」として蔵前工業会特別表彰を受けました。
Ｈ２５年度から東北の被災地支援をものつくりセンターの職員の方から依頼された岩手県の大槌町大
念寺（大黒さんが町の教育委員を務める）の教室を皮切りに、福島県の南相馬市、岩手県の釜石市など
で教室を開催しております。
一般的な教室では小学校低学年が主体となってしまうので、小中学校の理科の正規授業に食い込め
ないかと考えています。ＨＱの実績では大田区の「おもしろ理科教室」でＨ２４年度には５校、５・６年生を
対象に１７教室を開催、神奈川科学技術アカデミー（ＫＡＳＴ）の「なるほど！体験出前教室」で３校・９教
室、埼玉県の私立中学校２校・８教室の合計３４教室で、本年も同程度の開催を予定しています。しかし、
地方では小学校の授業への食込み比率は高く、関西では２４年度は特別授業として５校・１３教室、２５年
度は８校.１３教室と伸びる見込みで、静岡でも２４年度は３校・１２教室、２５年度は６校・１６教室と伸びて
おります。
以上
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３．２２ 福島原発事故について（原子力部門の技術士からみて）
技術士（原子力、技監） S44 応物 S46 修原子核 横堀 仁
初めにお断りしておきます。刺激的な表題にしましたが、ほとんどが自己紹介のようなものです。あらか
じめそのつもりで読んでいただけると幸いです。福島事故のことも最後に少し触れています。
母校への入学は東京五輪の年でしたので、そろそろ 50 年になります。大岡山に、7 年間在学し、応物と
原子炉研に籍をおきましたが、余り学んだという記憶がありません。野球部とオーケストラ部に所属し、昼
間はグランドで夜はオケの部室での日常でした。理工学部○○科ではなく、体育学部音楽科物理学専攻
みたいな学生生活でした。全共闘による安田講堂陥落事件の前々年に同講堂において行われた国公立
音楽祭でシンバルを客席に吹っ飛ばすという大失敗をしたことや、東都大学の公式戦で 28 点を奪われる
という屈辱的大敗をきっしたこと等々、振り返ると楽しい思い出が山積みです。
卒業後は、三菱重工（含関連会社）で原子炉の炉心設計と遮蔽設計を担当しました。設計に関与した
プラントは、FBR 実験炉（常陽）、原型炉（もんじゅ）、高温ガス試験研究炉といった次世代向けの原子炉
です。未だに、「もんじゅ」が止まったままでいるのがとても残念です。ほとんど技術畑を歩んできたにもか
かわらず、技術士制度には関心が薄く、また、当会の存在も知らずにおりました。
平成 16 年に原子力・放射線部門が新設されたのがきっかけで、技術士受験を思いたちました。内田元
会長や諸先輩による技術士受験講座を受講したことで当会を知ることになりました。たまたま、二人の息
子達が分野は異なるものの１次試験を同時に受験することとなりました。共通科目は同じ問題なので親子
３人で点数を競いました。当時は冷や汗ものでしたが、今となっては楽しい思い出です。おかげさまで、１
次、２次と続けて合格できました。ご指導いただいた、諸先輩に深く感謝しております。
平成 18 年頃から、講演会などの会合に参加させていただくこととなり、佐鳥前会長の不思議なマジック
に惹かれ、また、活動的な運営に共感を覚えました。日産追浜や新日鉄君津の工場見学は大変有意義
でした。当初受けた当会の印象は、功なり名を成し遂げた技術士が集うサロンというものでした。日本技
術士会の下部組織ではなく、蔵前工業会の下部組織なので同窓会的サロンであるのは当然かと思いま
す。
居心地の良い状態で、このまま平穏な技術者人生を終えることが出来れば良かったのですが、平成 23
年 3 月 11 日の大震災と福島原発事故によって事態は大きく変わりました。事故を未然に防げなかったこ
とや、もっと悪いことに、防ぐ必要性すら考えてもこなかったことについては、原子力部門の技術士として
全く返す言葉がありません。暫くは、贖罪意識から抜け出せずにおりました。その後、環境省除染情報プ
ラザの派遣講師や小学校への出前授業、お茶の水女子大での社会人向け放射線講座の講師を努める
ことで心の平衡を保つことが出来ています。ほとんど微力な活動ではありますが、決して無力ではないと
感じています。
福島の復興なくして、原子力の復活はなく、原子力の復活なくして我が国の再生はないと信じており、
昨年から母校の原子炉研 OB 会（核友会）の会長を、今年から日本技術士会原子力・放射線部会の幹事
を引き受けました。技術士とは何を目指すべきか、技術士制度はどのように活用できるのかなどに思いを
巡らしています。既に 25 年を経験している当会の活動から教えていただけることが少なくありません。真
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摯な活動のみならず、サロン的雰囲気の良さも併せ持つことが重要だと思います。当会の活動を通じて、
楽しい母校とつながりを深めることができることを願っております。最後になりましたが、これ迄の 25 年にお
いて当会の発展に尽力されてきた諸先輩に心から敬意を表します。また、これからも末永くご活躍いただ
けることを祈念しております。
以上
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３．２３ 初代会長 市川英彦氏を偲んで
当会顧問・前会長 技術士（機械、電気） S36 機械 佐鳥 聡夫
当会を創立された初代会長市川英彦さん（S18 機械）が昨年末(2013 年
12 月 24 日)に逝去されました。
本記念誌 3.10 「当会諸先輩のご指導に感謝」 を寄稿された尾島さん
（Ｓ32 化工、元企画委員長）は、まず最初に市川さんのお名前を挙げてい
ます。
私も独立直後、平成２年以来市川さんの謦咳に接し、専業技術士しとし
ての心構えや仕事のやり方を教わりました。
市川さんは大正８年（1919 年）生まれ、くらりか発足当時すでに８０代後
半のご高齢でしたが、数少ない頼りになる常連メンバーでした。子供たち
2006 年 8 月撮影
の前に立つと、背もまっすぐに伸び、まるで現役の海軍士官に戻ったよう
でした。(海軍時代の回想録は
http://www.ksplz.info/+sunshine/archive/ichikawa/index.htm にあります。）
蔵前技術士会の会合で市川さん
とお話した家内は、「さすが昔の海軍
さんは会話も洗練されている」とファ
ンになり、再会を心待ちするようにな
りました。市川さんが入居された介護
ホームを、昨年１１月家内と訪問した
際、ご丁寧にホーム入口までお見送
りくださったのに、それから一月足ら
ずで訃報に接したのは驚きです。
ここに心からご冥福をお祈り申し上
げます。
本記念誌の完成が間に合わなか
ったのは残念ですが、蔵前技術士
会会員からの謝意とご冥福を祈るし
るしに全文をプリントしてご遺族様に
お届けする所存です。
合掌

くらりかで”浮沈子”を教えるありし日の市川さん(市川さん
の左後方に筆者)。小学館「駱駝」2006 年 10-11 月号より
転載(田川哲也氏撮影)
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４

活動報告 例会・見学会その他開催行事実施記録
事務局長 技術士（理学、技監） S48 化学 S50 修化工 原 眞一
平成２１年度（第１２３回～第１２９回）
平成２２年度（第１３０回～第１３６回）
平成２３年度（第１３７回～第１４２回）
平成２４年度（第１４３回～第１４６回）
平成２５年度（第１４７回～第１５０回）
********************平成２１年度（第１２３回～第１２９回）********************
第１２３回例会（総会）・講演会
平成21 年4 月6 日(月) 田町ＣＩＣ806号室 出席者：会員34 名、会員外1 名
「世界遺産になった日本の鉱山～その技術と文化」
鈴木 一義氏（（独）国立科学博物館理工学研究部研究主幹）
講座 平成２1年度技術士受験講習会
平成21 年5 月2 日(土) 田町ＣＩＣ806号室 参加者：7 名
第１２４回例会
平成21 年6 月1 日(月) 田町ＣＩＣ806号室 出席者：会員32 名、会員外3 名
「ウォーキングで健康ライフ」
泉 嗣彦氏（（社）日本ウォーキング協会副会長）
「放送技術の今昔」
田草川 武氏（会員 S42電子）
第１２５回見学会 日本工業大学 工業技術博物館 他
平成21 年7 月18 日(土) 出席者：会員24 名、会員外0 名
第１２６回例会
平成21 年8 月3 日(月) 田町ＣＩＣ806号室 出席者：会員33 名、会員外6 名
「ブラックボックスは語るー航空機事故解明のカギー」
本房 文雄氏（蔵前工業会事務局長 S43電子）
「半導体産業における粘着製品」齋藤 隆則氏（会員 S40化工S48博）
第１２７回例会
平成21 年10 月5 日(月) 田町ＣＩＣ708号室 出席者：会員42 名、会員外7 名
「地球温暖化問題と２１世紀の気候変動予測」
丸山 茂徳氏（東工大大学院理工学研究科地球惑星科学専攻教授）
「我国製造業の生産性－金融危機の衝撃」
小松 昭英氏（会員 S29化工1 H5博）
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第１２８回例会（科学技術セミナー）
平成21 年11 月7 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員43 名、会員外27 名
「創世記を読む 西欧文化理解の出発点」
橋爪 大三郎氏（東工大世界文明センター副センター長教授）
「がんの遺伝を考える」
恒松 由記子氏（こども教育宝仙大学教授、元国立成育医療センター血液腫瘍医長）
「原子力発電プラントの環境対策」
乙葉 啓一氏（日本原子力発電ＫＫ参与）
第１２９回例会
平成22 年2 月6 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員32 名、会員外8 名
「東京モーターショー（ＴＭＳ）の舞台裏」
寺澤 勉氏（拓殖大学名誉教授）
「大田区おもしろ理科教室」
安永 隆志氏（会員 S39機械）
********************平成２２年度（第１３０回～第１３６回）********************
第１３０回例会（総会）・講演会
平成22 年4 月12 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員25 名、会員外7 名
「国産旅客機開発などで注目される民間航空機産業の話」
佐藤 晃氏（中菱エンジニアリングＫＫ特別顧問）
シンポジウム「科学技術立国日本を考える」 蔵前工業会東京支部との共催
平成22 年4 月30 日(金) 東工大蔵前会館くらまえホール
基調講演 「日本の科学/技術はどこへいくのか」
中島 秀人氏（東工大大学院社会理工学研究科教授）
講演１

菅

直人氏（副総理・財務大臣）

講演２

藤末 健三氏（参議院議員）

講演３

斉藤 鉄夫氏（衆議院議員・前環境大臣）

講座 平成２２年度技術士受験講習会
平成22 年5 月8 日(土) 田町ＣＩＣ806号室 参加者：11 名
第１３１回例会
平成22 年6 月7 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員41 名、会員外14 名
「大規模経済データから何が観測できるか－経済物理の最前線で」
高安 美佐子氏（東工大大学院社会理工学研究科准教授）
「クラウド：ＩＣＴ最終バトルの最前線」
林 滋氏（会員 Ｓ48修経営）
第１３２回例会
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平成22 年8 月2 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員38 名、会員外5 名
「３Ｄ映像に関する話題から－感覚・知覚と映像技術の関係」
桑山 哲郎氏（キヤノン株式会社/千葉大学非常勤講師 S48機物S50修機物）
「複雑な経営を克服し、スピードアップするITが支える基幹技術－躍進するサムソン、
現代自動車などの隠れた基本技－」
外山 咊之氏（会員 Ｓ33電気）
第１３３回見学会 （独）海洋研究開発機構 地球シミュレータセンター
平成22 年9 月10 日(金)
講演

出席者：会員31 名、会員外13 名

地球シミュレーションセンタープログラムディレクター 渡邊 國彦氏

第１３４回例会
平成22 年10 月4 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員36 名、会員外7 名
「宇宙・航空機産業に関する私見と新無人垂直離着陸機」
森下 直路氏（（有）イーテック運営委員）
「くらりか活動の現況ーケーブル・テレビ等による取材の紹介」
高橋 諄吉氏（くらりか代表 会員 S37化工4 S39修化工）
第１３５回例会（科学技術セミナー）
平成22 年11 月13 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員34 名、会員外31 名
「インドネシア文化と宗教」
青山 亨氏（東京外国語大学教授）
「わが国の宇宙開発の現状と将来」
池上 徹彦氏（文部科学省宇宙開発委員会委員長）
「銀塩カメラからデジタルカメラへの変遷」
川井 靖元氏（日本山岳写真協会理事長）
第１３６回例会
平成23 年2 月5 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員38 名、会員外12 名
「政府開発援助（ＯＤＡ）円借款発電事業について」
三賢 賢治氏（東電設計（株）海外事業本部嘱託）
「「無農薬は安全」の虚構」
本山 直樹氏（東京農業大学研究所客員教授）
********************平成２３年度（第１３７回～第１４２回）********************
第１３７回例会（総会）・講演会
平成23 年4 月11 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員36 名、会員外8 名
「現代日本政治と有権者の選択」
谷口 尚子氏（東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授）
第１３８回例会
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平成23 年6 月6 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員44 名、会員外98 名
「電子顕微鏡とナノ物質研究」
高柳 邦夫氏（東京工業大学大学院理工学研究科教授）
「人間・時間・空間 ＥＣＯハウス・ＥＣＯキャンパス」
村口 昌之氏（会員 S34建築）
第１３９回例会
平成23 年8 月1 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員41 名、会員外9 名
「東京における運河ルネサンス運動」
小泉 武衡氏（国際物流総合研究所主任研究員）
「地上から宇宙空間へ～ロケットの技術～」
太田尾 純吉氏（会員 Ｓ40電子）
第１４０回見学会 三菱重工業株式会社横浜製作所金沢工場
平成23 年9 月27 日(火)

出席者：会員23 名、会員外9 名

第１４１回例会
平成23 年10 月3 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員38 名、会員外14 名
「東工大大岡山キャンパスの形成史」
藤岡 洋保氏（東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻教授）
「導電性高分子の開発の現状」
小林 征男氏（会員 Ｓ41化工H1博）
第２５回蔵前科学技術セミナー 主催蔵前工業会、後援東京工業大学
主催が上部組織蔵前工業会（東工大同窓会）になったことで、例会の番号から外す
平成23 年12 月3 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：講演会123名、交流会58名
「日本のエネルギーの現状と将来」
柏木 孝夫氏（東京工業大学統合研究院教授）
「原子力の現状と将来」
有冨 正憲氏（東京工業大学原子炉工学研究所長）
「自然エネルギーの現状と将来」
松原 弘直氏（環境エネルギー政策研究所理事）
第１４２回例会
平成24 年2 月4 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：講演会54 名、交流会45 名
「ワグネルと東京職工学校」
道家 達将氏（東京工業大学博物館 特命教授・名誉教授）
「蔵前技術士会の運営方針」
佐鳥 聡夫氏（当会会長 Ｓ36機械）
「磁気ディスク装置と磁気テープ装置の話」
杉本 行正氏（会員 Ｓ45電子Ｓ47修電子）
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********************平成２４年度（第１４３回～第１４６回）********************
第１４３回例会（総会）・講演会
平成24 年4 月9 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員58 名、交流会46 名
「化学兵器禁止国際機関（OPCW）での条約設立活動の実務体験」
大西 信三氏（S44応化）
「製薬会社における新薬開発とシステム対応の話」
吉田 康夫氏（会員 S42経営）
第１４４回例会
平成24 年6 月11 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 出席者：会員51 名、交流会40 名
「蔵前ベンチャー相談室での中小・ベンチャー企業の支援活動」
三谷 明男氏（会員 Ｓ45機械S47修機械）
「光を紡ぐ：ホログラフィーアートの世界」
石井 勢津子氏（ホログラフィーアーティスト Ｓ45応物Ｈ17博情報理工）
学生サークルIDA(国際開発サークル)支援-高校生を対象にした「ものつくりワークショップ」
平成24 年8 月17 日(金)大田区立石川町文化センター
平成24 年8 月18 日(土)、平成24 年8 月19 日(日)東工大大岡山キャンパスものつくりセンター
大学生十数名で運営し、高校生が16名参加
電池駆動の模型自動車を組み立て、悪路、急坂、ジャンプ、直角路などの障害を走破する
模型自動車には制御機構がないので、車体形状や動力系の工夫で競う
当会からは4人メンターとして参加協力
第２７回蔵前科学技術セミナー 主催蔵前工業会、後援東京工業大学
第26回セミナーには蔵前技術士会は関与していない
平成24 年9 月15 日(土) 東工大蔵前会館くらまえホール 参加者： 103 名
「理工学と医学の融合による医療エンジニアリング」
大倉 一郎氏（東工大名誉教授）
「低侵襲外科手術のためのメカノマイクロ工学」
小俣 透氏（東工大大学院 総合理工学研究科教授）
「温度制御された低温プラズマの医療分野への応用」
沖野 晃俊氏（東工大大学院 総合理工学研究科准教授）
第１４５回見学会 公益財団法人 鉄道総合技術研究所
平成24 年11 月20 日(火)

出席者：会員27 名、会員外4 名、学生6名

総務部長 奥村 文直氏（S56土木、技術士建設部門）
第１４６回例会
平成25 年2 月16 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 参加者：81 名、交流会60 名
「東京スカイツリーの建設 ～世界一の高さへの挑戦～」
堀池 隆弥氏（(株)大林組 担当課長 一級建築士）
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「鉄道高速化の歴史」
谷野 利夫氏（会員 S39電気）
********************平成２５年度（第１４７回～第１５０回）********************
学生サークルIDA(国際開発サークル)支援
平成25 年4 月13 日(土) 東工大大岡山キャンパス内講義室
IDAcademy フォーラムでの講演
三谷明男氏（会員 S45機械S47修機械）
蔵前技術士会に講師の要請があり講演
第１４７回例会（総会）・講演会
平成25 年5 月13 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 参加者：会員62 名、交流会53 名
「環境経済学における人間の心理や行動意識」
肥田野 登 氏（東工大大学院 社会理工学研究科教授、S48社工）
講座 技術士への招待
平成25 年6 月8 日(土) 東工大蔵前会館3F手島精一記念会議室 参加者：6名
① 技術士制度について
小林征男（会員 S41化工H1博）
② 技術士試験：受験から合格まで
杉本行正（会員 S45電子S47修電子）
③ 技術士業務の実際(1)
小林征男
④ 技術士業務の実際(2)
佐鳥聡夫（会員 S36機械）
第１４８回例会
平成25 年7 月1 日(月) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 参加者：55 名、交流会40 名
「海岸事業と津波防災：釜石湾口防波堤と東日本大震災」
片岡 真二氏（日本海洋コンサルタント(株)顧問 会員 S43土木S45修土木）
「人工脳 SOINN とその活用」
長谷川 修氏（東工大 像情報工学研究所 准教授）
講座 知財戦略：攻めの特許戦略に有効なパテントマップ作成法
講師 小林征男（会員 S41化工H1博）
第Ⅰ講：パテントマップの種類とその作成法
平成25 年7 月24 日(水) 東工大蔵前会館2F小会議室
第Ⅱ講：パテントマップの戦略的活用法（自社戦略への活かし方）
平成25 年8 月28 日(水) 東工大蔵前会館2F小会議室
第Ⅲ講：パテントマップの戦略的活用法（自社特許の弱点の補強と強化）
平成25 年9 月25 日(水) 東工大蔵前会館3F手島精一記念会議室

参加者：5名
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学生サークルIDA(国際開発サークル)支援-高校生を対象にした「ものつくりワークショップ」
平成25 年8 月15 日(木) 、平成24 年8 月16 日(金)大田区立石川町文化センター
平成25 年8 月17 日(土)東工大大岡山キャンパス講義室
大学生8名で運営し、高校生が11名参加
電池駆動の模型自動車を組み立て、悪路、急坂、ジャンプ、直角路などの障害を走破する
模型自動車にはマイクロスイッチを用いモータを正逆回転する制御機構が搭載される
車体形状や動力系の工夫とセンサによる制御で競う
当会からは5人メンターとして参加協力
第２９回蔵前科学技術セミナー 主催蔵前工業会、共催東京工業大学
第28回セミナーには蔵前技術士会は関与していない
平成25 年10 月5 日(土) 東工大蔵前会館くらまえホール 参加者： 220 名
「材料科学で世界をリード～今こそ材料開発立国＝日本～」
基調講演「材料開発が産業を支え、環境を守る ～東工大からの発信～」
三島 良直氏（東工大学長）
特別講演「世界の中における日本の材料産業の現状と将来」
渡邊 良直氏（経済産業省大臣官房 技術総括審議官）
「強くて優しい社会基盤材料をつくる～資源を活かし環境を守るプロセス技術と材料の開発～」
熊井 真次氏（東工大理工学研究科 材料工学専攻 教授）
「世界初の素材をありふれた元素から創る～鉄系高温超伝導体の開発を中心に～」
熊井 真次氏（東工大理工学研究科 材料工学専攻 教授）
第１４９回見学会 港湾空港技術研究所
平成25 年11 月6 日(土)

参加者：15名

1. 三次元水中振動台
2. 大型構造実験施設
3. 水中ロボット水槽
4. 大規模波動地盤総合水路
5. デュアルフェイスサーペント水槽
6. 暴露試験場
第１５０回例会
平成26 年2 月15 日(土) 東工大蔵前会館ロイアルブルーホール 参加者：23 名、交流会１９ 名
「社会インフラのためのモニタリングの状況：橋梁を中心に」
小林 彬氏（次世代センサ協議会副会長／社会インフラ・モニタリングシステム研究会代表、
東工大名誉教授）
「金融マーケットの世界を科学する ～金融の中で取引される価値とはなにか～」
土屋 清美氏（株式会社Ｓｏｕｎｄ－Ｆ 代表取締役、S57応物）
（前日からの記録的大雪と交通機関の乱れのため、参加予定の４割が欠席となった）
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５

参考資料

５．１ 蔵前技術士会規則
一般社団法人 蔵前工業会 蔵前技術士会 規則
第 1 条

平成 25(2013)年 5 月 13 日

当会は、一般社団法人蔵前工業会の科学技術部会傘下の組織であり、蔵前技術士
会と称し、以下の条件を満たす会員をもって組織する。
(1) 蔵前工業会会員で蔵前工業会会費を納入している者

２） (2) 技術士若しくは技術士補の資格保有者又は技術士制度に関心を持つ者
第 2 条

当会は、事務所を一般社団法人蔵前工業会に置く。

第 3 条

当会は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目
的とする。

第 4 条

当会は、一般社団法人蔵前工業会の定款の目的を達成するため、適宜次の事業を
行う。
(1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に
資する事業
(2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業
(3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業
(4) 講演会、見学会、交流会等の事業
(5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業

第 5 条

当会の事業年度を 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。

第 6 条

当会は、以下の技術士会役員を置く。
会長

1名

技術士会事務局長

1名

企画幹事

1名

広報幹事

1名

会計幹事

1名

情報管理者

１名

幹事

若干名

技術士会監事

2 名以内

ただし、上記の他に副会長を置くことができる。なお、会長、副会長及び技術士会事
務局長と幹事の兼務並びに幹事と情報管理者の兼務は可とするが、技術士会監事
及び幹事は、相互に兼務を不可とする。
第 7 条

1 会長は、一般社団法人蔵前工業会科学技術部会長が指名し、会の活動を統括す
る。また、会長は会の活動報告を一般社団法人蔵前工業会本部事務局長（以下「本
部事務局長」という。）及び科学技術部会長へ適宜行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長又は幹事会が必要を認めたときに、会長の職務を代
理する。
3 当会は、会長、技術士会事務局長及び幹事から成る幹事会を置く。
4 幹事は、会長を補佐し、技術士会総会で承認された事業計画他を遂行する。
5 会計幹事は、会の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。
6 情報管理者は、本部事務局長と連携し、会員データを維持・更新する。
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7 技術士会監事は、会計の内部監査を担当する。また、技術士会監事は幹事会に出
席し意見を述べることができる。決算報告は技術士会総会及び本部への報告前に、
技術士会監事の監査を受けなければならない。
第 8 条

１ 会長の任期は、2 年とし重任を妨げない。ただし、最長 3 期とする。
2 会長以外の技術士会役員の任期は、2 年とし重任を妨げない。 2 期を目途とする
が、重任を妨げるものではない。
3 任期中に当会役員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

第 9 条

当会の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び行事ごとに徴収する参加
費をもって支弁する。

第 10 条

1 当会は、毎年１回技術士会総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。
ただし、必要な場合には臨時技術士会総会を開くことができる。
(1) 事業報告及び決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 会長及び技術士会役員人事
(4) その他会の運営に関する事項
2 技術士会総会における決議事項は、出席会員の過半数の賛成をもって決議する。
3 技術士会総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告する。
4 決算及び予算については、技術士会総会で報告・決議される以前であっても、幹事
会の承認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。

第 11 条

入会及び退会は本人又は代理人から担当幹事あての申し出による。申し出の手続
きは別に定める。

第 12 条

1 当会に顧問及び名誉顧問を置くことができる。
2 顧問及び名誉顧問は、幹事会によって推薦され、技術士会総会において承認され
た者とする。
3 顧問及び名誉顧問は、技術士会の運営に関して意見を述べることができる。

第 13 条

この規則の改廃は、技術士会総会の決議を経て、科学技術部会長の承認をもって
行う。また、本部事務局長に届出るものとする。

附則

この規程は、平成 24 年（2012 年）4 月 9 日から施行する。

附則

この規則は、平成 25 年（2013 年）5 月 13 日から施行する。

83

５．２ 幹事と役割分担
平成 21 年度～平成 25 年度の役員体制
平成 21 年度（2009 年度）蔵前技術士会役員及び役割分担 （総会後）
グループ
会長
事務局

氏名
佐鳥聡夫

会の統率

山岸千丈

事務局長、会員の入退会処理

高林純一

例会会場手配、 例会案内、 出欠確認、郵便振替管理

田草川武

ホームページ管理

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

渡辺秀也
企画

会計
監事

顧問

名誉顧問

役割分担

行事記事、 講師への連絡、 講演概要とレジュメ受領
（HP での公開可否確認）

高橋諄吉

クラリカ WG リーダー

鶴岡寛治

受験支援 WG リーダー

宇高克己

知財権 WG リーダー

原眞一

他大学技術士会との連絡

齋藤隆則

他大学技術士会との連絡

雨谷俊彦

配布資料のコピ－準備

山岸千丈(兼務)

会計幹事長

高林純一（兼務）

会計幹事

佐分利昭夫

会計監査

高石武夫

同上

内田潤一

前会長

植村勝

前副会長

神藤賢

前幹事、 元環境 WG リーダー

市川英彦

当会創立者、初代会長

永易憲三

当会創立者、初代事務局長

上記のほか KRPE メーリングリスト担当：

岡部淑夫
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平成 22 年度（2010 年度）蔵前技術士会役員及び役割分担 （総会後）
グループ
会長
事務局

氏名
佐鳥聡夫
内藤紘
高林純一

企画

会計
監事
顧問

名誉顧問

役割分担
会の統率、 会員の入退会処理、 名簿管理、 CPD 参
加票準備、他大学技術士会との連絡
事務局長、 行事準備統括
例会メール案内、出席申し込み受付・確認、懇談会材料
調達、郵便振替管理

齋藤隆則

懇親会手配、 講演会配布資料の準備

田草川武

ホームページ管理、 さくらインターネットとの契約

岡部淑夫

KRPE-ML、幹事会ＭＬ管理

内藤紘（兼務）

企画幹事長、企画全般統括

鶴岡寛治

技術士受験対策講座 WG リーダー

雨谷俊彦

行事記事の蔵前ジャーナル投稿、臨時行事担当

樋口大奉

会計幹事長

高林純一（兼務）

例会会場受付け （釣銭準備含む）

高石武夫

会計監査

原眞一

同上

内田潤一

前会長

植村勝

前副会長

神藤賢

前幹事、 元環境 WG リーダー

尾島正男

前企画幹事長

市川英彦

当会創立者、初代会長

永易憲三

当会創立者、初代事務局長

（注 1）

注 1 ： 幹事会出席不能のため未記載であったが、 ML 担当として新たに記載
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平成 23 年度（2011 年度）蔵前技術士会役員及び役割分担 （総会後）
グループ

企画・広
報

役職名

情報管理

会計

その他

正

副

会長

会の統率、他大学技術士会との連絡

佐鳥聡夫

高石武夫

企画幹事長

企画全般統括

高石武夫

佐鳥聡夫

行事立案・準備

例会・セミナー･見学会立案準備

高石武夫

佐鳥聡夫

行事広報

行事の広報

三谷明男

佐鳥聡夫

資料準備

講演レジメ、 当日資料作成

内藤紘

小林征男

学生向けＰＲセミナー開催

杉本行正

三谷明男

行事報告

蔵前ジャーナルへの投稿

三谷明男

伝田六郎

事務局長

行事準備統括

内藤紘

佐鳥聡夫

会場準備 1

会場の確保

内藤紘

小林征男

会場準備 2

例会器材準備

田草川武

内藤紘

行事参加受付

事前および会場での参加受付

太田尾純吉

吉田康夫

名札管理

行事ごとの名札準備・回収

大谷昌弘

内藤紘

交流会準備

交流会手配・準備

吉田康夫

ＣＰＤ参加票

参加票の作成・掲載

佐鳥聡夫

田草川武

会員名簿

会員入退会処理、名簿台帳更新・配布

佐鳥聡夫

内藤紘

田草川武

岡部淑夫
田草川武

技術士受験ガ
イ ダンス

事務局

役割分担

ホームページ

ホームページ更新、 プロバイダー契約更
新

メーリングリスト

KRPE-ML、幹事会ＭＬ管理

岡部淑夫

会計幹事長

会計処理、講師謝金準備

樋口大奉

行事会計

行事会場での会計（釣銭準備含む）

太田尾純吉

監事

会計監査

原眞一

顧問

前会長

内田潤一

当会創立者、 初代会長

市川英彦

当会創立者、 初代事務局長

永易憲三

名誉顧問

太田尾純
吉

吉田康夫
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平成 24 年度（2012 年度）蔵前技術士会役員及び役割分担
役名

氏名

役割

代行者

会長

佐鳥聡夫

会の統率、他大学技術士会との連絡

齋藤隆則

技術士会事務局長

齋藤隆則

事業統括、講演司会

佐鳥聡夫

企画幹事

豊田順一

企画全般統括、事業立案・準備

齋藤隆則

広報幹事

三谷明男

行事広報、講演レジメ・配布資料作成

小林征男

蔵前ジャーナルへの投稿

豊田順一

会計幹事

吉田康夫

会計処理、講師謝金準備、交流会準備

情報管理者

杉本行正

ホームページ管理、名簿管理

石黒隆

石黒隆

幹事会・KRPE メーリングリスト管理

杉本行正

飯田一彦

例会器材準備・写真記録

太田尾純吉

行事参加受付

小林征男

名札管理、 交流会準備

飯田一彦

会場確保

齋藤隆則

幹事

大谷昌弘
→谷野利夫
小林征男
技術士会監事
顧問

-

大谷昌弘
→谷野利夫

原眞一、宇高克己

内田潤一（前会長）

名誉顧問

市川 英彦（初代会長）、永易 憲三（初代事務局長）

幹事代行
大谷昌弘氏海外駐在予定のため、谷野利夫氏が代行（6 月 17 日）
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平成 25 年度（2013 年度）蔵前技術士会役員及び役割分担

2013 年 5 月 15 日現在

役員

氏名

会長

齋藤隆則

会の統率、渉外・連携

原眞一

事業統括・推進、財務

企画幹事

豊田順一

事業企画、 講演要旨・配布資料

広報幹事

三谷明男

会計幹事

吉田康夫

会計処理、 経理、講師謝金、交流会

情報管理者

杉本行正

ＨＰ、 会員名簿、 技術相談システム

石黒隆

kanjikai-ML、 krpe-ML 管理

河北慶介

例会会場設営、写真撮影

太田尾純吉

行事参加受付、入退会窓口

小林征男

会場予約・使用手続き

技術士会事務局長

幹事

谷野利夫
片岡真二
技術士会監事

顧問

名誉顧問

宇高克己
名雲文男

役割の例示

行事広報・掲示、蔵前ジャーナルへの投稿

会の活動戦略
会計の内部監査

内田潤一

元会長

佐鳥聡夫

前会長

岸本喜久雄

東工大 工学系長・工学部長

市川英彦

当会創立者、初代会長

永易憲三

当会創立者、初代事務局長
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５．３ 会員名簿

蔵前技術士会会員名簿（平成26年1月21日現在）
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

氏 名
青山 祐造
青山 芳之
赤井 諭
赤城 協
浅見 秀司
麻生 和男
阿部 津和男
雨谷 俊彦
荒井 宏幸
荒木 昭太郎
荒牧 國弘
安藤 巌
飯田 一彦
五十嵐 千秋
生駒 征雄
石井 陽一郎
石黒 隆
石森 義雄
和泉 忠美
伊藤 裕昌
稲垣 秀夫
犬塚 豪
岩田 真次郎
岩田 喜惇
岩松 幸男
植木 正憲
上杉 伸二
植村 文彦
植村 勝
宇高 克己
内田 潤一
江波戸 邦和
遠藤 信明
遠藤 穂積
遠藤 正昭
大久保 高秀
太田 高志
大谷 昌弘
太田尾 純吉
大塚 秀一
岡田 みゆき
岡部 淑夫
岡本 勤
小川 和夫

会員区分
S40化工S42修化工
S57修化環
H19電・電
S58生機60修生機H19博
S32電
S32電
S39金
S42応物S44修原S47博
S57修情工
S32金
S35化工1
S35電
S43土
H4博
S42電子
S29電
S52無機S54修化工S57博無機
S51高分子S54修電子化S57博電子化
S27旧機
S59機S61修機
S34化工4
S30化工4
学生会員 電気電子工学科 3年
S25旧化工
S31化工1
S48修金S51博金
S27旧化工
S60化
S28化工4 S60博
S45応化S47修化工
S32電
S32電
S42建
S47合化S49修化工
S34化工6
S55土S57修
H16修有・高
S43修電
S40電子
S45応物S47修化工
S56化工S58修化工
S45無機S47修化工
S49修化工
S29化

技術士部門
住所
化学
東京都
環境、建設、衛生、技監 神奈川県
東京都
機械、技監
東京都
神奈川県
電気、技監
神奈川県
機械、技監
神奈川県
神奈川県
電気、技監
東京都
金属
神奈川県
化学
神奈川県
千葉県
建設
東京都
水道
神奈川県
神奈川県
原子力
神奈川県
群馬県
生物
神奈川県
機械
神奈川県
建設
東京都
経営
神奈川県
経営
東京都
東京都
化学
神奈川県
機械
千葉県
化学、技監
東京都
経営
神奈川県
化学、技監
神奈川県
化学、技監
東京都
東京都
情報、技監
東京都
東京都
東京都
化学
東京都
神奈川県
建設
東京都
電気（補）
大阪府
機械
東京都
航空
神奈川県
理学
東京都
千葉県
神奈川県
化学
東京都
金属
東京都
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蔵前技術士会会員名簿（平成26年1月21日現在）
番号
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

氏 名
小川 彰一
荻野 和彦
奥野 敏
小沢 康彦
尾島 正男
乙部 孝
梶原 肇
春日井 敬彦
春日 桂一郎
片岡 真二
勝俣 賢二
加藤 友規
金井 隆雄
金子 康弘
金子 良一
鹿子木基員
鏑木 耕二
鎌田 正雄
河北 慶介
河島 茂男
川添 幸春
川名 英二
岸 敦夫
岸田 芳夫
窪田 純
倉員 嘉郎
黒谷 憲一
桑山 哲郎
解良 和郎
小池 一臣
古賀 高志
小坂 孝
小柴 卓
小西 達雄
此木 隆之
小岱 将志
小林 経明
小林 宏臣
小林 征男
小松 昭英
金野 春幸
斎藤 貞之
齋藤 隆則
坂内 恒雄
佐久間 精一

会員区分
S49修原
S28旧化工
S46応化S48修化工
S58修物情
S32化工6
S45修電
S37機
S32電
H2社H4修社
S43土S45修土
S53経S55修経
H15修精密機Ｈ18博
S56無機S58修材料H12博
S39金
S51修機物
S33化
S45電子S47修電子
S37電
S47土S49修土
S46電
S48修土
S44土
S43機
S34電
S48修電物
S28旧機
S50修制
S48機物S50修機物
H15博
S42建S44修建
S32電
S39化工
S38機S40修機
S35化
S30化工１
S32電
S44金S46修金
S28旧工化
S41化工H1博
S29化工1 H5博
S43土
S36機
S40化工S48博
S50修金
S28旧化工

技術士部門
理学
化学
衛生
情報
経営、技監
電気

建設
情報、技監
機械
化学、技監
機械
情報、技監
電気
建設、技監
電気、技監
建設、技監
建設
機械
電気
機械、技監
情報
情報、電気
電気
経営
機械
化学
電気、技監
金属
繊維
化学、技監
建設
機械
理学
金属、技監
化学

住所
神奈川県
東京都
神奈川県
茨城県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
千葉県
千葉県
千葉県
福岡県
神奈川県
東京都
千葉県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
埼玉県
茨城県
神奈川県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
茨城県
千葉県
東京都
東京都
神奈川県・長野県
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
埼玉県
千葉県
埼玉県
神奈川県
神奈川県
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蔵前技術士会会員名簿（平成26年1月21日現在）
番号
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

氏 名
佐鳥 聡夫
佐野 泰久
佐分利 昭夫
三宮 靖典
塩田 潔
東海林 裕一
新開 靖
神藤 賢
末永 卓也
杉本 行正
鈴木 達
高石 武夫
高瀬 昭三
高橋 諄吉
高橋 道郎
高橋 洋之介
高林 純一
高間 道裕
髙村 洋輝
田草川 武
竹田 清
武田 雅夫
田越 宏孝
辰巳 涼子
田中慶一
田中 満生
谷野 利夫
近森 順
津久井 潤
柘植 茂二
常光 康弘
鶴岡 寛治
手島 直明
手塚 光晴
寺田 哲朗
寺本 隆昭
伝田 六郎
東田 英毅
遠竹 明弘
外山 咊之
豊田 順一
虎谷 智明
内藤 紘
中川 治
中島 正明

会員区分
S36機
S45応物S47修応物H6博
S32電
S52電子S54修電
S38機
S53化工S55修化環
S62電物H1修電・電
S31機
H15修有・高
S45電子S47修電子
S44数
S37機H4博
S26旧化工
S37化工4 S39修化工
S45機H5博
S44応化S46修化工S49博化工
S47金S49修金
S52修生化S56博生化
学生会員 化工専攻修士1年
S42電子
S28旧電
S45化工
H2博電子化
H21博生命理工
H24博機物
S37化工6
S39電
S35機
S62機物H１修原
S26旧電
H18博電・電
S37電
H7博経
H3修原
S33電
H10修経
S44修化工
H2修生化
S50土52修
S33電H12博経
S48修制
H1制
S38電
S56制
S46制

技術士部門
機械、電気
電気
電気、技監
機械、船舶
原子力
機械
電気
情報
機械
機械
機械
化学
金属、技監

電気
経営、技監
化学、技監
（化学）
機械
金属
機械、電気
機械
航空、技監
電気
電気、技監
経営
電気、経営
情報1次
化学、技監
生物
建設、技監
電気
機械
情報
電気

住所
東京都
神奈川県
神奈川県
兵庫県・千葉県
神奈川県
神奈川県
千葉県
千葉県
栃木県
東京都
東京都
東京都
千葉県
神奈川県
神奈川県
静岡県
東京都
神奈川県
千葉県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
千葉県
神奈川県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
神奈川県
千葉県
千葉県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
神奈川県
東京都
埼玉県
東京都
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蔵前技術士会会員名簿（平成26年1月21日現在）
番号
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

氏 名
中田 英則
中村 孝太郎
中村 城治
中村 洋之
永易 憲三
長屋 稔
名雲 文男
西 武史
西村 丹子
西村 正俊
根木 茂人
野口 壽一
野平 英隆
長谷川 要
長谷川 昌昭
林滋
林 誠一
林 雅弘
林 保之
早房 長雄
原 眞一
原田 雅行
樋口 大奉
平田 賢太郎
平野 輝美
平山 毅
廣川 一男
弘中 裕司
広松 猛
笛木 学
藤本 浩
星野 昭平
堀尾 哲一郎
前川 仁
前田 知久
増田 弘生
松平 忠志
松田 孝司
松本 康男
三浦 大像
三谷 明男
三橋 忠明
光藤 昭男
水川 延彦

会員区分
S30機
S51修電H3博
S50修生機
S57修化環
S16旧機
S27旧機
S42電子44修電子
S29化工５
H16修原
S28旧電
S53修化工
S47電化
S39機41修機H10博
S20旧機
S37電
S48修経H21博ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝM
S44修化工S47博化工
S54情科S56修情科
S51機物S53修材料
S20旧機
S48化S50修化工
S46金
S44修電子
S48修化工
H9博
H14修精密機
S33化工4
S62修機
S42建S44修建
H3修機物
S61修生化
S30化工4
S34化工4
S61制S63修制Ｈ9博
S42修制
S45応物S54博電子
S33化工4
S56化工
S45化工S47修経
S37電
S45機S47修機
S38機
S45制S47修制
S38化工S40修化工

技術士部門
機械
衛生
環境
機械
機械
電気
金属
原子力
電気
化学
機械
機械
電気
情報、技監
化学
情報
金属
機械
理学、技監
金属
電気
化学
化学
機械
化学、技監
機械
機械
生物
化学
機械
経営
電気
化学、技監
原子力
電気、技監
機械
経営
化学

住所
神奈川県
東京都
神奈川県
埼玉県
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
茨城県
東京都
茨城県
東京都
静岡県・東京都
東京都
神奈川県
千葉県
埼玉県
千葉県
新潟県
埼玉県
神奈川県
愛知県
神奈川県
三重県
東京都
千葉県
千葉県
埼玉県
東京都
埼玉県
神奈川県
新潟県
神奈川県
茨城県
東京都
東京都
神奈川県
青森県
千葉県
東京都
神奈川県
神奈川県
東京都
静岡県
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蔵前技術士会会員名簿（平成26年1月21日現在）
番号
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

氏 名
宮坂 正
村口 昌之
村松 多喜夫
村谷 俊雄
持田 典秋
望月 克巳
森 正春
森下 直路
安永 隆志
矢内 弘昭
山内 尚隆
山浦 富久美
山岸 千丈
山崎 嘉彦
山田 頼信
山中 仁
横関 丹
横堀 仁
吉田 光治
吉田 康夫
横山 康
若狭 仙治
脇田 俊昭
渡辺 徳栄
渡辺 秀也

会員区分
S47機S49修機
S34建
S32化工1
S30化工4 S44博
S38化工
S60修生化
S58生機
S26旧電
S39機
S42機
S23旧金門S26旧無機
S51情科S53修情科
S38化工S40修化工H6博
S36機
S47博化工
H6機H8修機
S47化工
S44応物S46修原
S48電S50修電物
S42経
H10修生機
S21旧金
S47電S49修電物
S32化工1
S37機

技術士部門
機械
機械
化学
化学
機械

経営
情報
機械
化学
機械
原子力、技監
情報
機械
金属
電気
情報
経営

住所
長野県
東京都
神奈川県
大分県
神奈川県
神奈川県
香川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
埼玉県
静岡県
東京都
埼玉県
神奈川県
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
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蔵前技術士会会員の技術部門
蔵前技術士会会員は 2014 年 1 月 21 日現在で 203 名です。その内、技術士資格保有者 152 名の技
術部門別構成を下記の表に示します。なお、複数部門有資格者（39 名）は複数回をカウントしています。

技術士部門
機械
船舶・海洋
航空・宇宙
電気電子
化学
繊維
金属
資源工学
建設
上下水道
衛生工学
農業
森林
水産
経営工学
情報工学
応用理学
生物工学
環境工学
原子力・放射線
総合技術監理
合 計

会員数
38
1
2
27
27
1
10
0
10
1
3
0
0
0
12
13
4
3
2
5
34
193
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編集後記
編集委員：佐鳥 聡夫、杉本 行正、吉田 康夫
当会では平成元年の創立以来、慣例として５年目毎に記念誌を作成しております。昨年がその五回目
に当たり、編集委員として吉田・佐鳥が任命され、原稿集めと編集作業を開始しました。今回は新しい試
みとして情報技術を活用したので、その分野に詳しい杉本が途中から参加、計３名で編集作業を行いま
した。
蔵前技術士会創立 25 周年記念誌の作成に当たり、次の編集方針を設定しました。
１）記念誌の電子版化
これまで記念誌の発行は事務局にとって大きな負担でした。まず、頭を悩ませるのは、適正な印刷部
数の見積もりです。足りない部数の追加印刷は面倒だし、余ると無駄になるし、見積もり作業は大変でし
た。最後に余った記念誌をゴミに出すのも心苦しいことでした。
記念誌作成で一番大変なのは原稿の校正作業です。何回繰り返しても、また新たなミスが見付かりま
す。完了までに 10 回程度全文プリントを重ねるのが常ですが、それでも印刷製本後にいくつかのミスが見
つかります。
記念誌が刷り上ると、運搬・発送・有料配付先からの代金回収など、多忙な事後処理が待っています。
このように記念誌発行は手間の掛かる仕事でした。
上記問題の解決策として、今回はＩＴを活用し、電子版記念誌とすることにしました。これは情報工学部
門技術士の内田前会長が、会の連絡業務をＥメールに切替え、経費と事務局負担を大幅に削減した例
に倣ったものです。
２）自由な原稿
印刷冊子はあまり分厚くならぬよう、原稿の文字数を制限する必要があります。ネット上に掲載する電
子版記念誌は、原稿の長さを制限する必要がありません。この利点を生かし、年齢の離れた世代間の交
流を図るため、皆さまにご趣味や昔の思い出話など、自由なテーマで執筆をお願いしたところ、予想以上
に多くの原稿が集まりました。
３）編集上の追加・修正が可能
編集の過程で臨機応変に原稿の挿入ないし修正を行うことができ、より良い記念誌に仕上がったと感
じております。
本誌の編集終盤に市川英彦氏の訃報に接し，ご冥福を祈る会員の思いを表すべく市川初代会長を偲
ぶ記を本文中に追加いたしました。
今回の記念誌編集は、当会における最後の大仕事であり、感慨深いものがあります。以前幹事会や例
会で親しくお話した諸先輩も、最近お見受けしない方々が増えました。今回諸先輩に寄稿をお願いしたと
ころ、多くの方々が応じてくださったのは嬉しいことです。記念誌への皆さま方のご協力に深く感謝いたし
ます。
平成２６年２月 佐鳥(記)
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蔵前技術士会２５周年誌
編集発行人： 一般社団法人 蔵前工業会 蔵前技術士会

2014 年 2 月 16 日 初版発行
2014 年 4 月 11 日 2 版発行
２．２ 「財政状況」の H25 年度見込を実績に更新、H26 年度予算案の数値を更新
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