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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。国際委員会では，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おり，アジア太平洋地
域技術者協会連盟（FEIAP）のような多国間交
流やその他の二国間交流の推進に携わっている。

IES と IPEJ の技術者は，2016 年に IPEJ の
衛生工学部会がシンガポールで海外見学会を実施
して以来，相互交流を通じて数年来地道な活動を
行ってきた。本年は，IES が主催する隔年開催の
WES2019 において，IES と IPEJ で SDGs を
テーマとして合同分科会を設けた。8 名の日本人
技術者が，エネルギー，環境・安全，教育，情報，
政策，及びインフラについて，専門的立場から発
表を行い，両国に共通する技術的課題の意見交換
を行ったので報告する。

2　シンガポール技術者協会（IES）及び世界技術者会議（WES）について

（1）IES について：シンガポールの技術者団体
として，国を代表して活動する非政府組織。政府
組織は PEB（The Professional Engineers 
Board Singapore）が存在するが，対外活動は
IES が実施している。

（2）WES について：シンガポールの IES が主催し

て隔年開催する国際会議で，2013 年を初回とし今
年で 4 回目を迎える。これまでの延べ参加者数は
2 750 人で，平均1000 人程の参加者になる。参
加者の地域内訳は，アジア 32 ％，極東（日韓）
16 ％，北アジア（中港 台 ）25 ％，南アジア
13 ％，欧米 8 ％，中東 6 ％である。本年は，サンテッ
ク・シンガポール国際会議展示場を会場に 8/28

（水）～29（木）の 2 日間にわたり開催された。

3　WES2019について
（1）オープニングセレモニー：シンガポール外務
大臣（Minister for Foreign Affairs of Republic 
of Singapore）の Vivian Balakrishnan 氏の挨拶
に続き，在シンガポール日本国大使館の山﨑純特命
全権大使より挨拶がなされた。山﨑大使のご挨拶
の中で，今回の WES2019 では IES と IPEJ の合
同分科会が設定されており，SDGs をテーマに 8
名の日本人技術者が参加した。両国間にとり有効な
意見交換を期待しているとのご発言をいただいた。

（2）IES からの提案について：オープニングセレ
モニーに続いて，時事通信社のシンガポール支局
よりインタビューの申し出があり，山﨑大使，Tan 

シンガポール技術者協会とのWES2019での合同分科会
The collaboration with The Institution of Engineers, Singapore （IES） in World Engineers Summit （WES） 2019

日本技術士会（IPEJ）は，昨年 9 月にシンガポール技術者協会（IES）本部を初めて公式に訪問して，“Smart 
National-Technological Exchanges between IES and IPEJ”をテーマに情報交換を実施した。今年は
さらに発展して，シンガポールでの世界技術者会議 （WES2019） で合同分科会を開催した。8 名の日本人
技術者が参加して，持続可能な開発目標 （SDGs） について意見交換を行った。

In last year IPEJ made the first official visit to the head office of IES.  During the visit, we discussed 
theme of “Smart National-Technological Exchanges between IES and IPEJ”.  In WES2019 at 
Singapore, with the collaboration between IES and IPEJ, Japanese eight engineers joined the 
collaboration that the theme was Sustainable Development Goals （SDGs）. 
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Seng Chuan 氏（IES 元会長）及び都築の 3 名で
取材を受けた。取材内容は，これまでの IES と
IPEJ の交流の経緯と，合同分科会を開催する目的
について質問された。こちらからは，シンガポール
と日本には共通する技術的課題が多いため技術交
流が有効であることを説明した。IES 元会長の
Tan 氏からは，シンガポールでは Professional 
Engineer（PE）の国内資格に加え，英国の制度に
倣って Chartered Engineer（CEng）を制定して
いる。CEng は，国際資格として二国間での相互
認証を進めており，日本の技術士とも，是非，相互
認証について検討してほしいとの見解が示された。

4　合同分科会について
2 日間にわたり，SDGs をテーマに合同分科会

Track-7（WES2019 全 7 セッションのうちの
1 セッション）を開催した。IES から 7 名，IPEJ
からは表1に示す 8 名の計 15 名が発表した。
基調講演は，IES は Tan Seng Chuan 氏による

“Building sustainable cities”で，IPEJ は都築
による“Geothermal Resource Development 
for Sustainable Energy Supply in JAPAN – 
Activity of JOGMEC”であった。セッション
チェアマンはIESのDalson Chung氏が担当し，
サブテーマごとに議論の場を設けて，聴衆と闊達
な意見交換を行った。

5　合同懇親会について
WES2019 参加者のうち約 400 名が参加し

て，全セッション合同で懇親会が開催された。懇
親 会 に は， 環 境 水 資 源・ 厚 生 担 当 上 級 大 臣

（Senior Minister of State Ministry of the 
Environment & Water Resources Ministry 
of Health）Amy Khor 氏を迎えて，IES 技術者
や大学生の技術者の表彰を兼ねて執り行われた。

表1　WES2019合同分科会参加の日本人技術者と題目
No. 氏名 題目
1 都築　雅年 持続可能なエネルギーとしての地熱資源開発（JOGMEC の取り組み）
2 黒澤　　之 地方自治体の環境アセスメント制度と SDGs について
3 掛川　昌俊 持続可能なスマートエネルギー社会の実現
4 檜枝　俊輔 開発事業における環境・社会・人権デューデリジェンスの理論と実践
5 曽武川　淳 両国の安全管理の相違と目指すゴール（持続可能な目標 8,9 の達成）
6 箱田　利明 構造物の 3D データと地下情報を統合した基盤モデルの構築
7 永野　　澄 若手技術者の IPD（初期専門能力開発）に対する支援の取組
8 神田　　淳 航空機を気象から守る WEATHER-Eye 研究プログラムの概要

合同懇親会の最後に，IPEJ のための演目時間が
割り振られ，合同懇親会参加者全員からスタンデ
イング・オベーションを受けて，今後の二国間交
流の更なる発展を熱望された。

6　今後の交流方針
シンガポール共和国は，国土面積 719 km2 で

日本の琵琶湖と同程度，人口は 560 万人で日本の
20 分の 1 程度の島国であり，自国内では有望な
地下資源も水もない。こうした状況下で国が存続
するために，今回の WES2019 においても技術に
関する情報収集や学生技術者の教育に力を傾注し
ていることが見て取られた。今回 IES から提起さ
れた IPEJ の技術士資格と IES の CEng 資格との
相互認証について，APEC エンジニア・IPEA 国際
エンジニアとの関係性を含めた，CEng の仕組み
の確認，活動分野，業務独占資格の業務範囲や責
任範囲等を深耕すると共に，相互の部門組成や産
業界や学会との関係性などの調査を進めて，二国
間協定の具体化に向けた検証を進めてゆきたい。

7　最後に
今回の WES2019 での合同分科会では，前出

の 8 名の日本人技術者が参加した。いずれの皆
様も業務多忙の中，WES2019 事務局への論文
投稿手続きに始まり，合同分科会での闊達な意見
交換と交流を行っていただいた。この場をお借り
して，心より敬意を表する次第である。
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