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1　技術士と国際交流
日本技術士会は技術士の国際交流活動を奨励し

ている。これを推進するためには，海外の技術者
と触れ合うことが第一歩となる。2015 年に発
足した国際委員会は，技術士の国際交流に資する
サービスの充実と，実際の交流の場を広げること
を目的として活動している。そのため，FEIAP
のような多国間交流やその他の二国間交流 1）の
推進に携わっている。

日英二国間交流は，日本技術士会と英国機械技
術者協会間で友好協定が締結された 2015 年に
始まった。英国大使館での合同会議も計画された
が，諸事情により実現しなかった。その後，まず
駒を前へ進めようという試行精神に立ち，2018
年に合同セミナーの開催に至った。ここでは，日
英二国間交流の一環である合同セミナーの顛末に
ついて報告する。

2　英国機械技術者協会（IMechE）
1847 年 に 発 足 し た 英 国 機 械 技 術 者 協 会

（Institution of Mechanical Engineers； 
IMechE）は，英国における土木以外の全ての技
術分野を含む PE の団体である。初代会長は，蒸
気機関車で知られるスティーブンソン（George 
Stephenson）である。会員数は世界 141 カ国，
11 万と世界的ネットワークを持ち，このうち 4
万人が Chartered Engineer（CEng）である。
Chartered とは「王立の」という意味で，CEng

は日本の技術士に匹敵するものである。IMechE
の部門と活動グループを図1に示す。活動の主
要テーマは，Energy，Environment，Transport，
Manufacturing，Education の 5 つである。

2 年に一度，世界的な技術の進歩に貢献した人
に 贈 ら れ る ク イ ー ン エ リ ザ ベ ス 賞（Queen 
Elizabeth Prize of Engineering；QEPrize）は，
技術のノーベル賞ともいわれ，IMechE は受賞者
の決定に関して重要な役割を演じている。

3　合同セミナー
合同セミナーの形式や内容ついて，いくつかの

重要ポイント（両国に共通な技術内容，技術士の
興味，英語使用，儀礼主導ではなく技術主導，聴
衆の議論参加）を設定した。

2018 年 12 月 6 日（木），日本工営（株）の大
講堂で，「Smart City の役割と展望」をテーマと
した The 1st IPEJ and IMechE Joint Seminar
が開催された。参加者は 89 名，100 名収容の
講堂がほぼ満席となった。

セミナーは，パネルディスカッション形式を基

図1　IMechEの部門と活動グループ
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英国機械技術者協会との合同セミナー
The Joint seminar with the Institute of Mechanical Engineers（IMechE）

英国と日本とは，インフラの老朽化等多くの分野で共通の問題を抱えている。英国機械技術者協会
（IMechE）と日本技術士会（IPEJ）とは交流を行っており，その一環としていま世界中で話題となっている
スマートシティをテーマとし，2018 年 12 月に東京で合同セミナーを開催した。

UK and Japan share the same kind of issues in many fields such as deterioration of infrastructure. 
Both organizations of IMechE and IPEJ are exchanging partners.  As part of their activities a joint 
seminar was held in Tokyo in December 2018.  The theme was ‘Smart City’, which is currently one 
of the most remarkable social topics.
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にした。講師と演題は以下の通りである。
（1）特別講演

「スマートシティの役割と展望（日本語）」，関
信郎氏（国土交通省都市局 都市計画課 都市計画
調査室課長補佐），内容：スマートシティに関す
る政府方針と，これまでの個別分野特化型から分
野横断型の取り組み事例，および標準化の動向を
紹介
（2）基調講演

「Smart Cities-Engineering in Social 
Context（英語）」，Tim Fox 氏（IMechE, CEng），
内容：スマートシティに関する英国の取り組み
と，スマート化がもたらす利益（利便性等）と問
題（人間性の壊失等）に関する議論を紹介
「Smart Community as seen from in 

Meta-Engineering（英語）」，鈴木浩氏（日本
経済大学教授，工博），内容：スマートさの定義
と，イノベーションを継続的に生み出すプロセス
であるメタエンジニアリングを紹介
（3）パネリスト話題提供

「Hydrogen Society and Challenges（英
語）」，中村富士夫氏（IMechE），内容：スマー
トシティに対する水素エネルギーの役割について
紹介
「Concept of Smart City and International 

Standard（日本語）」，西中宏氏（BSI），内容：
英国の機関である BSI が取り組むスマートシ
ティの標準化について紹介
「Build of Smart City with Sustainability

（日本語→英語，自動翻訳）」，池田大亮氏（金属
部門），内容：スマートシティ成立の要であるエ
ネルギー効率改善に対するリチウム電池開発につ
いて紹介
「Utilization of Waste heat from City 

Sewage System（英語）」，小酒欽弥氏（建設
部門），内容：スマートシティ成立の要であるエ
ネルギー効率改善に対する下水廃熱利用について
紹介 
（4）ディスカッション（英語）

スマートシティの概要的な内容から具体的な事
例に関するまで，広範囲な質問が出され，多くの

人が参加する活発な討議が行われた。
（5）懇親会

セミナー参加者の約半数が参加し，日本工営の
社員食堂で立食形式の懇親会が実施された。形式
張らない環境で，さらなる活発な議論と情報交換
が行われた。

4　今後の交流方針
第 1 回の合同セミナーでは活発な議論が行わ

れ，一応の成果を収めた。その反面，会議の結論
がなかったことと，英国人参加者がほとんどいな
いという問題点も指摘された。

成熟した近代国家である英国と日本には，イン
フラの老朽化を初め，多くの共通課題がある。ま
た，産業革命以来，世界の舞台で活動してきた英
国には国際感覚が備わっており，国際交流を推進
しようとする日本技術士会にとって学ぶべきとこ
ろが多い。このような状況から，日英交流を継続
して推進するとともに，他国も含めた広範な活動
に発展することを目指したい。
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