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はじめに

【伊藤委員長】　本日は日韓両国の技

術士会会長による対談を企画しまし

たところ，ご多忙のなかお時間を割

いていただき，ありがとうございま

す。第42回日韓技術士会議も多数

の参加者をお迎えして盛大に開催さ

れました。

私は，本日の会長対談の進行をさ

せていただきます，日本技術士会日

韓技術士交流実行委員会委員長の伊

藤でございます。また，本日は韓国

技術士会韓日技術士交流委員会の朴

慶夫委員長にもご同席して頂いてい

ます。

【内村会長】　第42回日韓技術士会

議に，韓国から100人を超える皆

様を名古屋にお迎えすることができ

たことを大変うれしく思っており，

心から歓迎します。韓会長とは，去

年10月のテグ（大邱）での日韓技

術士会議でお会いして以来ですけれ

ども，日本へは何度目の来日でしょ

うか。

【韓会長】　内村さんに面接されてい

る感じで，少々不安になりますね

（笑）。本対談が良い時間になること

を願っています。42回目の日韓技

術士会議の開催に当たって，日本側

の内村会長，伊藤委員長に尽力いた

だき御礼申し上げます。日本へは

10回目程度になりますが，名古屋

訪問は今回が初めてで楽しみにして

いました。

【内村会長】　日韓技術士会議での両

国会長の正式対談は近年ではなかっ

たかと思います。短い時間ですが，

互いにいい情報交換ができれば幸い

です。初めに，韓会長のご経歴を簡

単にお聞かせいただけますか？

【韓会長】　私は1963年ソウル大

学の天文気象学科を卒業したのち，

軍隊（予備役将校訓練課程）に2年

間勤めました。その後，公務員試験

を受けて，教育部の国立科学館に勤

務しました。原子力の技術開発が発

展を始めた頃に科学技術處へ移り，

77年にアメリカのNRC（Nuclear 

Regulatory Commission） が 留

学生を募集した際に，運よく留学生
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に選ばれました。帰国後，韓国で初

の原子力事業に係わり，アメリカで

勉強してきた人材として注目されま

したが，天文気象学科を出た者に原

子力について知識がどれだけあるの

か疑問視されました。そこで原子力

関連の技術士試験に挑戦したので

す。

試験合格時には所管の部署から合

格者が出たことを大臣が大変喜んで

くださり，私は同期380人を代表

して直接合格証を授与されました。

天文気象学科卒業にもかかわらず原

子力技術を習得し，さらに技術士資

格を取得した結果，原子力技術が発

展した時期と重なったこともあり，

早く要職に就くことができました。

また，公務員には行政のマネジメ

ントも重要と考え，ソウル大学の行

政専門の大学院で2年間の課程を修

了し，行政学の修士も取得しまし

た。その後，国際原子力機構（本部

ウィーン）の委員になりました。そ

のときの4年間は自分の人生の中で

本当に黄金期だったと思います。本

国に戻り，原子力局長，次官補，次

官など，リーダーとして働くことが

でき，大統領のもとで国家科学技術

委員会の委員長として活動をしてま

いりました。自慢話のようになって

しまい申し訳ありません。（笑）

両国の技術士制度

【内村会長】　日韓の技術士制度は，

大変よく似ていますが，異なる点や

互いに理解が不足している部分もあ

ると思います。そのようないくつか

の点について，お伺いしたいと思い

ます。

初めに，韓国における工学教育と

技術士制度の関連はどのようになっ

ているかお聞かせください。

【韓会長】　韓国では工業系の大学を

卒業後，6年の実務経験を積むと受

験資格が得られます。他の方法とし

ては，ABEEK（Accreditation 

Board for Engineering Educa-

tion of Korea）課程を経て4年間

の実務経験を積むと，技術士の受験

資格を得られる制度を検討中です。

加えて，工業系の大学を卒業後，

技師の試験を経て4年間の実務経験

を積むと技術士の受験資格が得られ

ます。また，専門大学を卒業し，産

業技師の試験に合格すると，5年の

実務経験後に技術士試験の受験資格

を得ることもできます。

【内村会長】　日本では技術士は7万

5千人が登録されており，毎年3千

人程増加しています。韓国では技術

士が約4万人と聞いていますが，最

近の増加数はどの程度でしょうか。

【韓会長】　韓国の技術士の数は，現

在約4万2千人程で，最近は毎年1

千人程増えています。

【内村会長】　日本にはない韓国の技

術者資格の特徴として，技術士のほ

かに技能長などがありますが，その

役割と技術士との違いをご説明いた

だけますか。

【韓会長】　その説明は簡単ではあり

ません。技術者は技術系と技能系で

2つに分かれます。技能系は，工業

系の高校を卒業すると，技能士の受

験資格を得ることができます。技能

士になると産業技師の受験の資格が

受けられます。また，工業系の2年

または3年制大学を卒業すると，産

業技師の受験の資格が受けられま

す。産業技師を取得後，高度な職人

になれば，試験に合格することで技

能長になれます。
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【内村会長】　韓国の技術者資格制度

というのは非常に複雑だということ

がよくわかりました。

日本では道路やダムをつくる調

査・設計を行う建設コンサルタント

企業において，技術士が国や地方公

共団体のプロポーザルによる企業選

定の要件やプロジェクトの管理責任

者として活用されています。従っ

て，建設コンサルタントの各企業は

技術士資格の取得を大変重要なこと

と考えています。このことが，日本

の技術士では，建設部門が半分を占

める理由の大きな1つになっていま

す。しかし，建設以外のほとんどの

部門ではそうした公的優遇措置があ

まりないために技術士を取得するイ

ンセンティブが働きにくい状況にあ

ります。韓国における技術士の活用

状況はいかがでしょうか。

【韓会長】　韓国においても，4万2

千名程の技術士のうち約半分が建設

部門です。

朴正煕大統領時代の話ですが，第

1回の技術士試験の合格者を大統領

は青瓦台の官邸に招いて，食事会を

開催しました。大統領は，国家の発

展のために技術士の存在を重要視

し，技術士を応援してくれました。

時代の流れで，企業でも社会的にも

技術士は良い待遇を受けるようにな

りました。しかし，技術士の数が少

なかったことから，一時期，一定の

学歴と経験さえあれば，面接で技術

士として認めてもらえる「認定技術

士」という制度が作られました。し

かし，5年程の間に20万人の新た

な認定技術士が生まれ，技術士の社

会的な地位が落ちる結果となりまし

た。

【内村会長】　20万人ですか。

【韓会長】　そうです。国もこのよう

な状況を知って，認定技術士という

制度を廃止しました。現在では，公

共施設の工事において必ず技術士の

サインを必要とするよう，技術士資

格者の待遇改善を図ろうとしていま

す。電気部門の技術士は，排他的な

特権を持つようになっていますが，

他の部門の技術士たちは，社会的に

優遇されていないのが実情です。

【内村会長】　朴大統領に青瓦台に招

待されたと聞き，技術士の社会的地

位が大変高いことを理解できまし

た。

【韓会長】　大統領が合格者を招いた

際に「こんな優秀な皆さんを何と呼

んだら良いか」と質問したそうで

す。「技術士」という言葉だけで

は，皆さんの能力を表するには足り

ないので，もっと良い名称を研究し

ては，との発言もありました。朴正

煕大統領が，技術士の能力を高く評

価したこともあって韓国の工業が発

展できたと思います。

【内村会長】　わかりました。では話

題を変え，技術士資格の国際化のこ

とについてお伺いしたいと思いま

す。2000年にAPECエンジニア

の制度ができ，日本でも約2千名が

登録をしています。韓国は米国と

FTA協定を結び，技術者資格の同

等性が求められていることから，

APECエンジニアの数が増えてい

ると聞いていますが，いかがでしょ

うか。

【韓会長】　韓国とアメリカのFTA

締結後，特に若い人たちが技術士に

興味を持ち始めたと思います。また

韓国では，アメリカのPE資格取得

試験が実施されており，受験者の数

が増加する傾向にあります。韓国の

日韓技術士の比較

日本の技術士 韓国の技術士
部門数 日本技術士会沿革 分野数 韓国技術士会沿革

21技術部門
96選択科目 1951年 6月　日本技術士会設立

1957年 5月　技術士法（法第124号）公布
1958年 7月　第1回技術士試験実施
1959年 3月　（社）日本技術士会発足
1971年10月　韓国技術士会との技術交流の覚書交換
1983年 4月　技術士法全面改正（法第25号）
1984年 2月　技術士試験・登録機関の指定
2000年 4月　技術士法一部改正
2000年11月　APECエンジニア申請受付開始
2008年 3月　EMF国際エンジニア申請受付開始
2009年 7月　中国国家外国専家局との協議書締結
2010年 7月　日本国外務大臣から表彰
2010年12月　大韓民国外交通商部長官から表彰
2011年 4月　公益社団法人へ移行（公益社団法人日本

技術士会となる）

22職務分野
84技術種目

1963年11月　技術士法制定・公布（No.1442）
1965年 3月　韓国技術士会　設立
1971年10月　日本技術士会との技術交流の覚書交換
1997年 5月　Engineers Australiaとの協力協定の締結
2001年 6月　EMF（Engineer Mobility Forum）のメ

ンバー（韓国の代表組織）となる。
2002年 8月　NSPE（全米PE協会）との覚書
2002年12月　APECエンジニア審査登録機関とCPD

の機関に指定される。
2007年 1月　技術士法改正（No.8268）
2009年 9月　Institution of Engineers, Pakistan

との相互協力協定の締結
2010年 7月　日本国外務大臣から表彰
2010年10月　ABEEKとの協力のための覚書
2010年12月　大韓民国外交通商部長官から表彰
2011年 6月　Chinese Institute of Engineersとの

協力協定の締結

総人数 総人数
74 694人 42 800人

会員数 会員数

正会員
14 125人

準会員
3 644人
賛助会員
162社

（2012年
3月現在）

18 400人
（生涯会員
4 136人を

含む）
（2012年
10月現在）
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政府は，この資格制度に関するワー

キンググループを立ち上げ，2年以

内に方向を提示して，報告すること

になっています。

【内村会長】　我が国の技術士の日本

技術士会への加入は任意です。7万

5千人の技術士のうち，会員は1万

4千人で大体2割にとどまっていま

す。韓国の技術士の韓国技術士会へ

の入会条件や会員の動向はいかがで

しょうか。

【韓会長】　韓国でも技術士会に加入

する割合はあまり高くありません。

日本と同じく，加入することは任意

であり，それでも全体の約半分程が

加入しており，会員数は1万8千4

百人程です。

防災への取り組み

【伊藤委員長】　一 昨 年， 日 本 は

1000年に一度ともいわれる巨大

地震による大災害を被りました。両

国における自然環境等の違いによる

自然災害の特徴，また防災の基本方

針及び技術士会としての防災への取

り組み等についてのご意見をお聞き

したいと思います。まずは，日本に

おける防災の視点について内村会長

のご意見をお願いいたします。

韓
H a h n  Y o u n g  S o u n g

榮 成
技術士

（放射線管理）
1939年生

1963年　ソウル大学校天文学科（天文学），学士
1975年　ソウル大学校行政大学院（行政学），修士
1977年　アメリカ原子力規制委員会（USNRC）派遣
1984年　国際原子力機構
1991年　科学技術處原子力室長（次官補）
1993年　科学技術處次官
1996年　国家科学技術諮問会議委員長（長官級）
2006年　韓国原子力安全技術院理事長
2010年　韓国技術士会会長
2010年　原子力委員（長官級）

図1　【参考資料】韓国技術士会の組織概要
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【内村会長】　はい，では図2をご覧

いただきたいのですが，日本では戦

後の約15年間は毎年数千人規模の

死者が発生していましたが，その後

は，各種の防災対策が進み，数百人

という時代が長く続きました。

しかし，95年の阪神大震災と11

年の東日本大震災では大変多くの方

が亡くなりました。このように日本

では各種の自然災害が発生してお

り，また，最近では地球温暖化によ

る都市型の水害も発生しています。

韓国における災害の状況等について

はいかがですか。

【韓会長】　韓国は幸いにして地震は

少ないです。韓国で大きな被害が発

生する災害といえば，台風と豪雨が

挙げられます。さらに，白頭山の噴

火を指摘する学者もおり，緊張感が

高まっています。気象異常によって

干ばつが続いたりすることもありま

すが，日本と大きな相違はありませ

ん。

【内村会長】　少し長くなりますが，

日本の災害に対する基本的な考え方

についてお話します。自然災害に対

内
U c h i m u r a

村　好　
技術士

（建設／上下水道／森林／
総合技術監理部門）
1950年生

1972年　九州大学工学部水工土木科卒業
1972年 九州大学工学部　助手採用
1974年 （株）建設技術研究所　入社
2000年 同社　取締役
2003年 同社　常務取締役
2010年 同社　取締役・専務執行役員
2011年 同社　代表取締役・副社長執行役員　現在に至る

2009年 社団法人日本技術士会　副会長
2011年 公益社団法人日本技術士会　会長　現在に至る

図2　日本の自然災害による死者・行方不明者の推移（資料：平成23年版防災白書）
� 出典：内閣府，平成23年版防災白書，http://www.bousai.go.jp/hakusho/h23/bousai2011/html/zu/zu010.htm

K o n o m u
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しては一定の事象を想定して予防対

策を立てて，防災施設をつくり災害

を防止するということを基本に置い

ています。

しかし，東日本大震災のように，

予測できない大きな力や想定を超え

るような外力が発生することもあり

ます。東日本大震災の後に，策定さ

れた国の災害基本計画では，「災害

の発生を完全に防ぐことは不可能で

あるが，衆知を集めて効果的な災害

対策を講じるとともに，国民1人1

人の自覚及び努力を促すことによっ

て，できるだけその被害の軽減を目

指すべきである」と謳っています。

韓国における災害対策の基本的な考

え方もお伺いしたいと思います。

【韓会長】　韓国の防災計画は，民防

衛基本法によって策定され，担当機

関として消防防災庁が運営をしてい

ます。12年の消防防災庁の政策で

は，「国民の安全」をスローガンと

し，防災対策の立案，地震対策の検

討を行っております。この問題につ

いては，朴委員長の方から補足をお

願いします。

【朴委員長】　基本政策は日本と似て

いますが，今までの災害対策といえ

ば，災害の後，国家の予算を使って

復旧することに力を入れていまし

た。事後対策には多大な金額を費や

すので，復旧よりも予防措置を行う

ように変化してきており，予防策を

施すための事業着手前に，その事業

の防災についての評価を実施するよ

うになりました。その結果，4大河

川でも洪水がなくなりました。ま

た，保険で農民が支援を受けられる

ようにする制度も考えています。

【内村会長】　日本は東日本大震災で

大きな被害を受けましたが，そこか

ら得た教訓も大きなものがありま

す。日本では100年から数十年に

1回発生するような外力，洪水とか

そういったものに対しては，基本的

に被害を発生させないという対策を

とっています。東日本大震災のよう

に1 000年に1回発生するような

巨大な外力に対しては，できるだけ

被害を減少させて，最低限，人の命

を守るという2段階の計画を立てる

ことにしています。そのために，単

に構造物によるハードな対策だけで

はなくて，予報，警報，避難誘導，

といったソフトな対策と組み合わせ

て対策するということを考えていま

す。東日本大震災の震源地に近い釜

石市では津波によって多くの犠牲者

がでましたが，授業中であった学校

では一人の犠牲者もでなかったこと

から「釜石の奇跡」と呼ばれていま

す。これは東日本大震災の前から，

大きな地震が来たら自分の判断で高

台に逃げるという学校での教育を徹

底してきたことによります。従って

私は，これは奇跡ではなく，防災教

育がいかに重要であるかということ

を示している事例だと思っていま

す。

韓国における100年，1000年

に一度発生する災害に対する防災対

策の基準や防災教育についてはどの

ように取り組まれていますか？

【朴委員長】　韓国は，日本に比べる

と地震は少ないのですが，しかし決

して安全とは言えません。構造物の

設計時に耐震設計は，今まではあま

り行われてこなかったのですが，今

日では耐震設計の徹底を図ろうと取

り組んでいます。また，災害危険地

域に対するハザードマップといった

住民避難のための地図を策定してお

ります。

【内村会長】　それはどういう災害に

対するハザードマップでしょうか。

【朴委員長】　土砂災害や豪雨が中心

です。韓国では津波はあまり発生し

ないと考えられていますが，韓国の

トンヘ（東海）／日本海側で可能性

があるので，有事の際の避難用にハ

ザードマップを策定しています。韓

国は不幸な話ですが北と南で別れて

いるため，民防の訓練を毎月1回

行っています。これまでは化学戦に

ついて訓練していましたが，これか

らは災害や地震についても訓練を行

います。

【内村会長】　日本技術士会では，防

災支援委員会を設置して，災害予防

や発生後の調査，並びに各種提言を

行っています。大きな災害が発生し

た時には防災会議を設置し，技術士

を派遣して災害調査や復旧への支援

を行うこととしています。東日本大

震災の時にも防災会議を設置しまし

たが，あまりにも災害が大きくて，

技術士のほとんどが，所属する企業

とか団体での活動を優先されたため

に，初期においては十分な対応がと

れませんでした。韓国技術士会で

は，防災に対してどのような取り組

みをされていますか。

【韓会長】　韓国技術士会では，防災

に関するシステムはまだ整っていま

せん。今日お聞きした話から，韓国

技術士会も防災対策ができるような

チームを組むことを考えてみたいと

思います。韓国には災害の発生後，

技術士のボランティア団体，消防技

術士たちを現地に派遣して支援をす

るような制度があります。幸いにも



10

韓国では，今まで大きな被害をもた

らした災害がなかったので，一応

チームは存在しますが，まだ活動事

例はありません。

エネルギー問題

【伊藤委員長】　ありがとうございま

した。では次に本日の基調講演でも

いくつかお話がありましたエネル

ギー問題について，両会長のご意見

をお伺いしたいと思います。

【内村会長】　このテーマは韓会長の

ご専門の部分ですけれども，まず初

めに日本の状況をお話ししたいと思

います。日本では福島第一発電所の

事故以来，一時は50基以上あった

原子力発電所全てが運転を停止し，

将来のエネルギーのあり方について

の国民的な大きな議論が巻き起こっ

ております。日本政府は，30年代

に原発稼働ゼロを可能とするよう，

グリーンエネルギーを中心にあらゆ

る政策資源を投入すると表明しまし

たが，その具体的な実現性について

は，これから検討することが多くあ

ります。韓国におけるエネルギー政

策，特に原子力発電について，どの

ような基本方針であるか，あるいは

福島第一原子力発電所の事故以来，

その方針に変更があったかについて

お伺いしたいと思います。

【韓会長】　まず，日本の想定外の巨

大地震災害と，その後の原子力発電

所の事故により不幸な事態がもたら

されたことに心からお見舞い申し上

げます。

日本全体で，発電の30 ％を占め

ている原子力を停止したにもかかわ

らず，大きな不便なしでこれまで過

ごされていることは，日本の底力だ

と思います。日本国民の節電意識

や，国家の施策に沿って皆様が意識

を持って対処していることを，高く

評価したいと思います。もし韓国で

同様の事態が発生したら，日本のよ

うな対策，対応は取れなかったので

はないかと思います。

現在，韓国には22基の原子力発

電 所 が あ り， 全 体 の 発 電 電 力 の

34 ％を占めています。福島の事故

以降に，韓国国民も原子力の安全性

について大きな懸念を持っています

し，反対運動もあります。しかし，

韓国にはドイツや日本とは違って他

の選択肢はない（原子力発電以外へ

の転換はない）と言われており，大

きな政策変更はないと思います。し

かし，今後は国のエネルギー政策に

関しては大変苦労することが予想さ

れます。

【内村会長】　22基の原子力発電所

のうち，現在稼働しているのは何基

でしょうか。

【韓会長】　ほぼ全部稼働していま

す。

【内村会長】　発電量に占める原子力

の割合が現在34 ％とおっしゃいま

したが，将来計画はどうですか。

【韓会長】　30年までに59 ％程度

に引き上げる計画になっています。

両国技術士会の協力促進

【伊藤委員長】　エネルギー問題では

まだいろいろとお話しが尽きないと

思いますが，そろそろ最後の話題に

入りたいと思います。日本技術士会

と韓国技術士会，それぞれ組織構成

は若干違うかもしれませんが，今後

の両国の技術士会また技術士の協力

促進ということにつきまして，両国

会長のご意見を賜りたいと思いま

す。

【内村会長】　日韓技術士会議も42

回を迎えており，発足当時の先人た

ちの苦労に敬意を払いつつ，次の世

代へ引き継いでいく時期と考えてお

ります。技術に国境はありませんの

で，私たちは技術者としてお互いの

国の発展に寄与する交流を促進した

いと思っております。そのために，

年に1回のこのような日韓技術士会

議を継続するということと，あわせ

て日常的に日本と韓国の技術士会の

事務局間の情報交換や人の交流，あ

るいは技術部門や若者の交流が実現

できれば，両国の友好が一層深まる

のではないかと考えています。韓会

長のお考えはいかがでしょうか。

【韓会長】　日本と韓国の技術士会議

も42回目を迎えましたし，両国の

技術士の交流はほんとうに意義ある

ものだと思います。しかし，日韓両

（左から：伊藤徹委員長，尹惠鈴通訳，内村好会長，韓榮成会長，朴慶夫委員長）
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国の技術士会の協力・交流は，手応

えのある結果をまだ十分に出しきれ

ていないと思っており，ちょっと残

念に思います。

韓国と日本は，ともにエネルギー

輸入国です。例えば極東地方のエネ

ルギーに注目することで，何か答え

が見いだせるのではないかと思いま

す。極東は，ガスなどの地下資源の

埋蔵量が大変豊富な地域です。両国

の技術士たちが協力して技術的な問

題を解決し，良い方向で一緒に進め

ていくことは，チャレンジする価値

のあるプロセスだと思います。ま

た，突飛な考えかもしれませんが，

下関と釜山をトンネルで結ぶことも

可能ではないかと思います。難しい

問題で，時間も長くかかると思いま

すが，両国の技術士が一緒に検討，

研究できれば素晴らしいと思いま

す。下関と韓国が結ばれ，シベリ

ア，パリ，ロンドン，ローマまで，

欧米の隅までつながれば，第2のシ

ルクロードができます。

もう1点，日韓技術士会議での英

語の講演発表は，約5分の1ぐらい

だと思うのですが，その割合を今後

はもっと高くできるように検討する

べきと考えます。特に，若い世代の

参加を期待するのであれば，今まで

の日本語・韓国語では発展が難しい

と感じます。

【内村会長】　韓会長から極東のエネ

ルギー連携や第2のシルクロードと

いう大変大きなテーマについてのお

話しいただきましたが，ファースト

ステップとして，もう少し小さな

テーマでもいいので，日本と韓国の

技術士が一緒に勉強したり提案した

りする場ができていけば良いと思っ

ています。英語の発表についても，

確かに通訳を介さないで直接話がで

きるというのは，大変重要なことだ

と思っています。

【韓会長】　大きな事業も大事です

が，小さなことからでも手応えのあ

る交流等ができるよう，何かありま

したら提案してください。韓国側の

私たちも実際に何ができるかを考え

ます。

おわりに

【伊藤委員長】　とても大切な示唆を

いただきました。ありがとうござい

ます。では，対談の最後に当たりま

して，改めて両会長からのご感想を

お伺いしたいと思います。

【内村会長】　今日は短い時間でした

けれども，大変有意義な情報交換が

できたと思います。韓会長ほか，韓

国の皆さんには短い滞在ですけれど

も，日本の先端技術の見学，また文

化や秋の風情，食事などをお楽しみ

いただいて，無事帰国されるように

お祈りいたします。また，次に対談

するときには，ぜひ英語で対談でき

るようにみんなで努力したいと思っ

ております。

【韓会長】　このような意義ある時間

が持てるようにアイデアを出して頂

いた方々にお礼申し上げます。来年

の日韓技術士会議は，韓国のスウォ

ン（水原）で開催予定ですが，今日

のような対談ができるように韓国で

もしっかりと準備したいと思いま

す。ありがとうございました。감사

합니다（カムサハムニダ）。（拍手）


