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報　　告

第48回日韓技術士国際会議は，2018年10
月17日（水）から19日（金）までの3日間，
兵庫県県神戸市中央区波止場町，ホテルオークラ
神戸を主会場に開催された。

神戸市は，人口150万人超の大都市でありな
がら，北に六甲山系の豊かな自然と，開港150
年を迎えた神戸港から多様な外国の文化を取り入
れてきた街である。

今回の会議テーマは，「次世代スマートシティ
の展望と技術士の役割 ～経済・社会・技術要素
の融合～」である。1995年に阪神・淡路大震
災で被った大きな被害から，23年の月日が過
ぎ，復興した姿を多くの日韓の技術者に見ていた
だけることは，大変意義のあることだと思う。

AIやIoTといった新しい技術のもとに，両国の
技術士がどのようにかかわり，新しい未来を描い
ていくのかは，大いに興味の湧くことである。

平成最後の年は，地震や台風など自然災害が多
かったが，この3日間は秋晴れの中で，親善サッ
カー大会，レディースコース，研修視察などのイ
ベントも滞りなく終えることができた。

参加者数（技術士，事務局）は，日本から230
名（203名），韓国から94名（70名）であった。
■プレイベント（10月17日 午後）

第12回 日韓女性技術士交流会
第14回 日韓技術士親善サッカー大会
前夜祭・サッカー交流会，両国会長夕食会

第12回女性技術士交流会は，日本13名，韓国
8名が参加し，両国活動報告の後，青木治子氏

「プレキャストコンクリート部材を用いた組立式
PC桟橋」，李承憙氏「未来の都市，釜山」の論文
発表が行われ，活発な質疑が交わされた。その

後，会場を移して会食を行い神戸の夜を楽しんだ。
第14回親善サッカー大会は，神戸王子スタジ

アムで開催された。好天の下，白熱した好ゲーム
が展開され，1-1でタイムアップ。大会ルールに
よりアウェーの韓国の勝利となった。試合後の交
流会では双方が健闘を称えあった。

■式典・全体会議（10月18日 9時～12時）
式典では両国会長による式辞に続き，来賓から

祝辞をいただいた。荒木兵庫県副知事，志水神戸
市経済観光局経済部長からは，「兵庫県の魅力と
可能性，そして，阪神淡路大震災から復興した神
戸が医療技術や未来の水素社会を目指すエネル
ギー・環境技術で日本を牽引していること，その
ためには技術を熟知している技術士の役割が重要
であり，日韓技術士が集う会議に期待しているこ
と」などご挨拶を頂戴した。その後，日本技術士
会長から韓国技術士（安永浩氏，李芝衡氏，尹錫
龍氏）に国際貢献賞が授与された。引続き，基調
報告と基調講演が行われた。

日本は，この会議で初めて，女性技術士河野千
代理事が基調講演を行った。
両国会長挨拶 高木茂知（日本）　金在權（韓国）

来賓挨拶 兵庫県副知事　荒木一聡，
神戸市経済観光局経済部長　志水達也

両国委員長報告 室中善博（日本）　李康建（韓国）

基調講演

日本：「技術士が叶えるSociety5.0～アントレナ
ーシップを発揮して～」　河野千代（建設）
韓国：「韓国スマートシティの展望，今後の専門家
の役割」　李康建（都市計画）
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■分科会（10月18日 13時～17時）
午後は五つの分科会を開催。逐次通訳（英語発

表除く）を交えて，36名の日韓技術士（日本
17名・韓国19名）が発表し，会議テーマに
沿った内容もあり実のある分科会であった。
第1分科会　基盤分野 座長：金仁周　　　　共同座長：孫元杓
日本：「日本と韓国の森林事情とその課題解決への提言」綾木光弘（森
林／総合），「鋼線直接水冷法利用乾式潤滑伸線による最高強度吊橋用
鋼線の開発」，山田凱朗（金属）「大規模下水道管きょ等における水理
的課題と水理模型実験による検討事例」井藤 元暢（上下水道／総合）
韓国：「韓国における道路整備事業の必要性と推進方向」孫元杓（道
路及び空港，交通），「朝鮮時代の温突から現代の韓國式床暖房までの
歴史的考察」南光元（建設機械），「韓国景観計画の発展とビジョンに
関する研究」劉完鍾（都市計画），「都市部道路での炭素吸収源確保方
案の研究」崔興淳（道路及び空港，交通）
第2分科会　エネルギー 座長：小田切明広　　共同座長：李芝衡
日本：「バイオマスによる地球温暖化問題，エネルギー問題の解決策
提案」濱崎彰浩（機械／環境／総合），「全学をあげたスマートキャン
パス構築による省エネの推進」坂内正明（機械／総合），「東南アジア
における火力発電所の状況」小林政徳（機械）
韓国：「農水産物乾燥用の熱風・冷風ヒートポンプ乾燥機と冷風乾燥剤
乾燥機の開発」朴承泰（空調冷凍機械），「水循環型スマートシティ実
現のための分散型雨水管理の動向と拡大案」洪淳明（廃棄物処理），

「結合形弗素排水処理の事例」崔源德（水質管理），「集団エネルギーシ
ステムの温室効果ガスの低減効果に関する考察」沈範輔（廃棄物処理）
第3分科会　技術監理 座長：須賀幸一　　　共同座長：尹錫龍
日本：「男女共同参画の実践3」石田佳子（建設／衛生工学／総合），

「組織の中で技術士が果たすべき役割」細谷陽三（金属），「国際活動を
通した若手技術者の育成」萩尾友治（機械），「Knowing the original 
concept of Risk Management」坂井剛太郎（建設／経営工学／総合）
韓国：「浦項 地震」尹錫龍（土木構造），「地下駐車場の制煙方法に
対する考察」金眞洙（建築機械設備，消防），「4次産業革命時代の
技術士倫理と事例の研究」金永煥（土木施工，土木品質試験），「I&C 
Procurement Process in Nuclear Power Plant Project」李成
喜（産業計測制御）
第4分科会　先端分野 座長：間中康幸　　　共同座長：劉恩淑
日本：「日本における第4次産業革命の取り組み」本宮裕二（電気電
子），「化学品最先端素材“現在，これまで，及び今後の姿，新商品，
新事業開拓，市場及び研究開発”の観点から」宮澤千尋（化学），

「CSR Reportや統合Reportに見られる有力企業の ESGやSDGs
の要求事項に対する解決方法や目標と今後，国内で求められる改善諸
項目」外山榛一（機械／総合）
韓国：「車両の窒素酸化物（NOx）浄化装置（SCR）の清掃サイクル
選定及び低減效率の耐久性に関する研究」金炯俊（産業機械設備，
車両），「スマート時代が要求する電気分野のジェンダー革新」奇裕景

（建築電気設備），「4次産業革命時代における新しい雇用の創出」朴
浩慶（土木施工，道路及び空港）
第5分科会　英語発表 座長：室中善博　　　共同座長：金永川
日本：「How to make drinkable or usable water from treated 
wastewater」野々部顕治（上下水道／衛生工学），「Action of the 
air conditioning company contributing to the smart city」上
田泰史（環境／総合），「Social Framework and Environmental 
Innovation for a Sustainable Society in Asian Communities」
小 松 英 司（ 環 境 ），「Energy carriers for the next generation 
smart city」室中善博（環境）
韓国：「Smart Parking Lot with Peer-to-Peer Energy Trading 
among Electric Vehicles」金永川（コンピュータシステム應用）

「Urban Regeneration of Namwon City」，柳忠鉉（都市計画），
「Smart Grid for Smart City and VPP by the Fourth Industrial 
Revolution」金誾起（建築電気設備，電気安全，電気応用），「The 
Role of Professional Engineer in Radio Frequency and IoT 
technology for Smart City Implementation in The Age of The 
Fourth Industrial Revolution」安孝春（情報通信）

■ポスター展示（10月18日9時～17時）
神戸市関係，近畿本部関係，大学研究室等による

ポスター展示，情報・意見交換が行われた。内容は
大会テーマに関連した環境関連が目立ち，展示数は

9。喫茶サービスもあって，休憩時間を中心に参加
者が立寄り，展示の詳細資料も多数配布された。
■レディースコース（10月18日9時～16時）

日韓併せて33名が参加し，神戸ポートタワー
と今回会場のホテルオークラ神戸をバックに写真
撮影したのち，神戸港をクルージングした。南京
町を散策の後，中華料理の昼食を楽しんだ。

午後から，布引のハーブ園へロープウェイに乗
り，山頂まであがり，抜けるような青空のもと，
神戸港や遠く大阪の景色も堪能した。神戸のお土
産も手に，晩餐会へ。
■親善晩餐会（10月18日 18時30分～21時）

夜の親善晩餐会は，両国技術士会会長，久元喜
造神戸市長，朴起準駐神戸大韓民国総領事の挨拶
の後，両国会長と来賓による鏡割りと伊藤仁志兵
庫県理事の乾杯で幕を開けた。

暫しの歓談後，サッカー試合で勝利した韓国
チーム代表と両国のMVPに記念品が渡された。

その後，会場内は「宇根崎緑トリオ」のJAZZ
演奏と「神戸ブラジル協会サンバチーム」のパ
フォーマンスで高揚感が高まり，サンバチームと
の「サンバトレイン」では日韓参加者が一体と
なって駆け巡り，懇親を深めた。

続いて次回開催地の高陽市の紹介がなされ，歓
迎の意気込みが会場
一杯に伝わった。終
りに，恒例の両国ご
婦人方がコーラスを
披露し，晩餐会の最
後を飾った。
■研修視察（10月19日9時～14時）

3台のバスに分乗して生田神社⇒相楽園⇒人と
防災未来センターを訪問した。「人と防災未来セ
ンター」では，再現フィルムや各種の展示によ
り，1995年に発生した阪神淡路大震災の経験
と教訓を分かりやすく伝えている。

最近になって複数の地震が発生している韓国の
技術士にとっても防災や減災の取り組みを知る良
い機会となった。
日本技術士会近畿本部　第48回日韓技術士国際会議 

運営委員会　委員長　萩原由起子

写真4　晩餐会での余興


