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1　海外での経験
1.1　はじめに

私事だが，1969 年（20 歳）アメリカ，オ
ハイオ州ウースター大学（早稲田大学交換留学），
1971 年（22 歳）スウェーデン，ストックホ
ルム，カール・クリスティアンソン建築事務所に
技 術 研 修 留 学（IAESTE），1974 年（25 歳 ）
アメリカ，テキサス州ヒューストン，ライス大学
建築大学院に留学（アメリカ政府のフルブライト
奨学生）と 3 度海外で勉強した。

その後，国際会議，海外の大学での講演，海外
都市の視察で頻繁に海外出張し，海外の建築家，
エンジニア，行政関係者と多く交流してきた。

実体験すると驚きの連続だった。特に我が身と
いうことで，建築家，エンジニア，文化芸術分野
の専門家の報酬の高さと労働環境の快適さに愕然
とした。

安倍総理が働き方改革を主唱しているが，この
分野で日本は欧米から 50 年遅れである。

1.2　1971 年のスウェーデン，デザイン事務
所の月給と労働時間

1971 年は私の学年の卒業年，当時の大卒の
初任給は 3 万円。スウェーデンの設計事務所で
私が研修生としていただいた月給は 12 万円（資
料1）。税金を引かれ，手取りは 8 万円。家賃（家

具付きホテルアパート，共同キッチン付）約 2
万円，食料費 2 万円。手許に 4 万円残った。イ
ンテリアデザインの図面作業でこんなにお金が頂
けるのかと驚いた。ちなみに，スウェーデン政府
の給与に関する統計資料によると，文化芸術分野
の月給は一般の事務員より高額である。俳優，音
楽家，ダンサーなど日本ではほとんど食えない仕
事だがスウェーデンでは高給取りである。専門家
に対する評価，職能別労働組合が強固な地盤を
持っていること等が理由と思われる。私が勤めた
分野はデザイン領域。デザイナーの給与も高額で
ある（資料2）。

労働時間について 1971 年当時で朝 8 時から
夕方 17 時まで，残業は一切なし。17 時になる
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資料1　スウェーデンの源泉徴収票1971年 9月 
月給 1,690 クローナ，税金 400 クローナ，手取り
1,290クローナ。1クローナ＝約70円
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と所員は直ちに帰宅した。午前 10 時に 15 分の
コーヒータイム。午後 3 時からは 30 分のコー
ヒータイムがあった。

労働基準法など法律的な裏付けは承知しない
が，専門職の健康，生産性などに配慮していると
感じた。

労働環境について，今日，日本の厚生労働省が
快適職場を主唱しているが，職場に観葉植物を置
き，グラフィックデザインの装飾品を置き，机の
配置も作業の流れに対応したフレキシブルな配置
だった。日本の職場環境は欧米から 50 年遅れて
いる。

1.3　1975 年アメリカの研究所での月給と労
働時間

1975 年ライス大学大学院に留学中，夏休み
に（6 月から 8 月）インターンとして（単位が
取得できる）ライス大学のコミュニティデザイン
研究所で勤務した。月給は 800 ドル（当時の交
換レイト約 1 ドル 300 円）で 24 万円。日本
の同期生のおそらく 4，5 倍だった。勤務時間は
朝 8 時から夕方 5 時まで。特に決まった休憩時
間はないが，午前，午後，適時コーヒータイムが

あった。5時になると研究所全員が一斉帰宅した。
残業は一切なし。

1.4　日本での現実
1976 年帰国後，某国立研究機関にアルバイ

ト勤務した。時給 350 円。机はグレーのスチー
ル製。いわゆるアイランド型レイアウトで満員電
車と同じで，机もオフィス内にギューギュー詰め。
緑も芸術的な備品は一切なしだった。

これが日本の現実かと思い知った次第。ちょっ
と勇気と度胸があれば欧米で高い報酬と快適な労
働環境で頑張ろうという気持ちにさせられた。

2　技術士は年収1,500万円を目標に
2.1　アメリカのエンジニアの年収

2016 年 の ア メ リ カ の 専 門 誌 に よ る と
（https://www.comparably.com/blog/
engineering-salaries-by-city/）幹部エンジニ
アの平均年収はニューヨーク市では 149,451
ドル（約 1,500 万円，1 ドル＝ 100 円として） 
東京 23 区の副区長，区議会議長の年収と同じで
あ る。 別 の 専 門 誌 に よ る と（https://www.
usnews.com）機械分野のエンジニアの平均年

資料2　スウェーデン政府資料職業別給与例　1968年（1クローナ＝約70円）



24

技術士 2018.3

収は 83,590 ドル（約 840 万円），上位 75 %
で平均 105,110 ドル（約 1050 万円），下位
25 % で 66,540 ドル（約 665 万円）である。

高度な専門知識を駆使しクライアント（あるい
は組織内で）に対する助言活動を勘案すると技術
士の年収 1,500 万円を目標とすることは妥当な
額である。

2.2　日本の技術士の平均年収
インターネットで調べたら日本の技術士の平均

年収は 2015 年で 597.5 万円（https://nenshuu.
net/shoku/cnt/shoku.php?shoku_id）。直接の
比較は困難だが，上記のアメリカの機械分野のエ
ンジニアの平均年収の 72 ％である。また，イン
ターネットで調べると東京都庁職員の平均年収は
814 万円である。技術士の平均年収は東京都庁職
員の年収の 74 ％である（http://heikinnenshu.
jp/komuin/tocho.html）。

技術士は専門家の国家資格で，かつ，豊富な経
験と高度な知識への評価としての資格だから報酬
の面から高い評価がされてしかるべきである。

2.3　技術士業務の報酬面からの実態
私事であるが技術士の資格で仕事をして体験し

たことである。技術士が自分の技術を安売りする
事例が見受けられ，残念で，忸怩たる思いである。

年収 1,500 万円ということは実働 200 日と
して 1 日 7 万 5 千円，家賃など事務所の運営経
費を加えると 1 日 15 万円必要となる。さらに
利益を加えるとそれ以上の額となる。私は NPO
組織を作り，自治体の技術監査の支援活動をして
いる。愛知県 T 市が公表した入札結果によると
某組織は日当 4 万 7,800 円で入札，落札した（資
料3）。経費を除き人件費半額として 23,900 円。
実際は 2，3 日要する業務だから日当が 8,000
円程度となる。

2.4　専門家としての誇りと専門家団体としての
アクション

知識の安売りは技術士の正当な知的サービス業
務報酬に反する行為である。自己卑下も甚だしい。
こうした技術士は技術士の資格返上し廃業すべき
である。また，発注者 T 市は知的業務の対価に
ついて学習すべきである。また，こういう事態に
本来専門家団体として日本技術士会がアクション
を起こすべきである。

3　専門家に相応しい服装と言動
3.1　人間見てくれ第一

専門家として知的サービスを生業とする技術士
は 30 万円のスーツ，3 万円のシャツ，3 万円の
ネクタイ，6 万円の靴を身に付けるべきである。

医者は糊のきいた白衣を着て患者に対応，警察
官は糊のきいた制服を着て住民対応する。もし医
者が黒ずんでよれよれの白衣を着ていたら患者は
信頼感を抱かない。警察官も薄汚れた制服を着て
ネクタイが曲がり，制帽を変にかぶっていたら住
民は信頼感を抱かない。見栄を張るということで
なく相手に対しての敬意の表明である。

3.2　専門家に相応しい言動
見てくれに加え専門家に相応しい言動が求めら

れる。敬語や謙譲語が少ない英語でも，専門家は
その立場に相応しい英語を使う。親しさが高まれ
ば別だが，お互い専門家として敬意を表し Mr.
あるいは Dr. など称号を使う。

3.3　港区長時代の体験，公共事業での打合せの
体験

2000 年から 2004 年私は頼まれ港区長を務
めた。区長室に来訪される方は皆スーツ，ネクタ
イ姿で，言葉遣いも丁寧であった。

私自身，30 歳で独立自営し今日まで 9 割方公
共発注の仕事をしてきたが，仕事の打ち合わせの
ため担当職員と面会する際スーツを着用し，丁寧
な言葉遣いで対応してきた。

資料3　愛知県T市技術士日当報酬入札結果
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3.4　アメリカ，フィリップ・ジョンソン建築事
務所のマナー

1960 年代から 2000 年までアメリカの建築
界をリードしたフィリップ・ジョンソンという建
築家がいた。学生時代，氏に面会する機会を頂い
た（1975 年 11 月ジャパンインテリア誌に寄
稿）。所員は全員スーツ，ネクタイ着用であった。
発注者は名門企業やセレブ達で，いつ打合せに呼
び出されてもよいようにスーツとネクタイがユニ
フォームであった。

4　大学，国政で技術政策を
4.1　アメリカ，ジョージタウン大学教授との面会

2016 年 7 月 六 本 木 に あ る 政 策 大 学 院 で
ジョージタウン大学名誉教授チャールズ・ワイス
氏の講演を聴く機会があり，その際直接会話した。
氏は科学・技術政策分野の教育，研究者である。
ジョージタウン大学は外交政策が有名だが，その
中に「技術政策」というカリキュラムがあるとの
説明で驚いた。日本の大学では聞いたことがない。
これから重要な学問分野である。大きな技術政策
というフレームの中で技術の開発研究が大切であ
る。

4.2　ジョージタウン大学技術政策研究
ジョージタウン大学のカリキュラムを見ると

「従来に増して科学・技術が国際政治の中核に位
置し，国際分野，企業の指導者になるために，エ
ネルギー，環境，成長，開発，生物化学，健康，
安全等の分野の基礎知識が必要とされる」と記述
されている。国際政治の専門課程で一見理工学部
と見間違えるような理工系の授業が多く記載され
ている（https://sfs.georgetown.edu/stia/）。

4.3　アメリカの技術特区
技術革新というと孤立立地型のシリコンバレー

が有名であった。最近「技術特区」という都市型
のモデルが生まれ，都心で，技術，研究開発機関
を中心に住宅や商業施設との混合開発で，経済発
展，都市デザイン，社会ネットワーキングの構築
が特徴である。アトランタ，バルティモア，ケン

ブリッジ，クリーブランド，デトロイト，ヒュー
ストン，フィラデルフィア，ピッツバーグ，セン
トルイス，サンディエゴ市などで技術をテーマに
した都市開発が生まれている。

一例だが，フィラデルフィア市は市内の大学な
どと連携し様々な研究所を誘致し，快適な都市空
間を整備し，世界の技術革新をリードしようとし
ている。

4.4　日本でも技術特区作れ，技術士は貢献せよ
2017 年 12 月 25 日政府は経済成長を促す

ための新たなイノベーション（技術革新）戦略を
来年 6 月までに策定すると発表した。結構なこ
とだが，日本独特の縦割り，年功序列，学閥といっ
た閉鎖的環境を破壊し，技術論で議論を深め，立
地した地域が栄え，ひいては国家が栄え，世界に
貢献できるようになるとよいと思う。技術士，日
本技術士会も大いに貢献すべきである。
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