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1.化 学部会概要

化学部会は会員 411名、準会員 156名 (20年 3月

31日現在)か ら構成されている。部会活動の中核は

毎月の例会 (第4木 曜 日)に 開催される講演会、見

学会などの CPD活動と会員間の情報交流会であるが、

支部の会員には講演会 (10回/年)の映像記録を CD R

(最近では DVD)に 収録 して送付、活用に供 してい

る。この実績は 6年 前から続いてお り、蓄積された

コンテンツも 100を越えるに至った。講演会の他に

春と秋には見学会を実施 している。

CPD行 事の企画は幹事会で決定される。 しかし、

月 1回 の幹事会だけでは情報交換が不十分であるの

で、幹事会のメー リングリス トを活用して迅速な対

応に心掛けている。

本稿では、定例の講演会並びに若手会員が企画 し

た交流会及び特に印象的な見学会の例を紹介する。

2.講 演会等

講演会は原則 として外部と技術士各 1名 の講師の

組み合わせによつて実施 している。外部講師では普

段なかなか聴講できない大物ゲス ト、例えば日本化

学会会長経験者やいわゆる旬の技術を開拓された先

生方にお引き受け頂き好評を博 している。技術士の

講師についてはベテランに限らず、新合格者にも講

演を依頼 している。

講演テーマはナノテク、環境、エネルギー、機能

材料、化学装置、基盤技術、経営等、専門の化学分

野だけでなく、境界領域や倫理も含め広く産官学の

さまざまな分野にまたがつている。以下に、代表例

を紹介する。

2.1 代表的な講演会

2008年 5月 22日 (木)午 後に新入歓迎会を兼ね

た講演会を実施 した。講演会の様子を写真 1に示す。

当日の演題は、(1)「IT研 究 :私の歩んだ道 :事

始めと研究のこぼれ話」穂坂衛氏 (東京大学名誉教

授)、(2)「潤滑油商品の研究開発における発想点と

その成果」藤田稔氏 (石油分析化学研究所所長 ・名

写真 1  講演会の様子(2008年5月 22日 )

誉会員)、(3)「顔料用酸化チタンの技術を応用した

機能材料の展開」宮崎裕光氏 (石原産業 ・会員)で

ある。今回は性格の異なる3つ の講演を企画 した。

穂坂先生は東京大学航空学科卒業でありながら、

戦後間もなくコンピュータ時代の到来を予測 して

ITの 分野に転身された異色の経歴をお持ちである。

まさにこの分野の開拓者といえる。後に旧国鉄 「み

どりの窓口」のシステムを確立される等の幅広い業

績をあげられて日本学士院賞を授与されている。講

演ではご苦労された時代を中心に分かりやすくお話

しされた。化学とは異質の内容の素晴らしさもさる

ことながら 85歳 を超えるご高齢にもかかわらず 1

時間半の講演を立ったままで行われて聴講者一同に

深い感銘を与えられた。

藤田氏はかつて石油会社の新製品開発を担当され

た。当時の企業ではあまり重要視されていなかつた

分析化学の手法をいち早く取 り入れて開発に成功さ

れた事例を具体的に講演された。若手の技術士には

刺激になる含蓄に富んだ講演であつたと思われる。

宮崎氏は現役の企業内技術士である。現在、光触

媒で脚光を浴びている酸化チタン触媒の開発等に取

り組んでいる。酸化チタンはもとより、新 しい機能

性材料の開発状況をお話しされた。新人にとつて身

近な技術士として共感を持たれた講演内容であつた。

2.2 若手会員企画の交流会

化学部会の特徴は青年委員会で中核 となつて活躍



している会員が多いことである。当会は今後の技術

士会を担 う彼 らを積極的に支援している。

先の 6月 21日 (土)に 部会若手有志の企画による

合格祝賀会を開催 した。内容は、(1)セミナー 「化学

部門の技術士を目指す人たちへ」、(2)パネルディス

カッション 「技術士になつた人、目指す人へのメッ

セージ」、(3)懇親会であり、通常の例会とは異なる

斬新な企画であつた。新合格者の参加数は 20名 (一

次 18名、二次 2名 )で ほとんどがウィークデーの行

事に出席 しにくい企業内技術者であり、特に一次合

格者から二次試験の心得等についての質疑が出る等

大変な盛況であつた。また、このような行事を継続

して欲 しいという要望が強かつたので、今後も年に

数回実施 していく予定である。

3.見学会

ここ数年間に実施 した見学会の概要を表 2に 示す。

約半数は他の部門にも関連することが分かる。実際

に、化学部門以外からも多数の参加を頂いた。

代表的な見学会の様子を写真 2に 示す。化学技術

や材料は経済や社会の発展に多大の貢献をしている

半面、アスベス ト、PCB、フロン等に見られるように

負の影響をもたらした事例もある。環境に関するテ

ーマは化学部門と密接に関連 している。

国立環境研究所 (つくば市)は環境を扱 う日本を代

表する研究機関である。 したがつて、同研究所を見

学することは技術士が環境問題に更なる関心をもつ

きつかけになると考えて企画した。

見学当時(2004年)から地球温暖化は大きな懸念す

べき問題であり、また、環境ホルモンやオゾンホー

ルも大きなテーマであった。これ らに関する最先端

の研究成果を聴講 してから、展示及び施設を見学 し

た。通常の条件では安定であると考えられた化学物

質が地球環境を悪化させるとい う事例を見聞して改

めて身の引き締まる思いをした。

その後も、表 2の ように環境に関連する諸施設を

見学対象に選定している。最近、講演会でも国立環

境研究所の藤野純一主任研究員をお招きして地球温

暖化に関する最新の研究成果をお話 して頂き、低炭

素社会の実現へ向けて化学部門の技術士が重要な役

割を果たしていく責務を強く認識 した。

また、他部会共催 として金属部会主催の物質材料

研究機構 (NIMS)(つくば市)の 見学を実施 した。

表 2  最近実施 した見学会(主催分のみ)

写真 2 見学会写真 (国立環境研究所)

4. おわりに

化学部会では、今後とも会員の皆様に喜んで頂け

る企画を積極的に提案 していきたい。他部門の方に

もお気軽に参加 して頂くことを歓迎致します。皆様

方のよリー層のご理解、ご協力をお願い致します。

伊東  亮一 ωとう りょういり

技術士 (化学部門)
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年月 日 見学先 概 要

2KX14

4.23

国立環境研究所
(つくば市)

地球温暖化等の諸課題に関する

講演及び施設見学。

2004.

10.28

三菱化学横浜研

究所 (横浜市)

先端分野の R81D成果、化学物質

の生物毒性評価施設等の見学。

2005.

4.27

三菱重工業 (横浜

市)

環境対応大型設備及びディーゼ

ル機関製造現場の見亀

2005.

10.20

新日本石油

(横浜市)

国内最大規模の根岸製油所及び

中央研究所の最先端 RtD成 果の

講演及び見乳

2006.

4.26

鉄道総合技術研

究所 (国分寺市)

鉄道の重要課題 と化学の接点講

演、リニアモータ開発状況見学。

2006.

10.26

」HFC水 素ステー

ション(横浜市)

次世代水素ステーション見学及

び燃料電池搭載自動車試乗。

2007.

4.26

理化学研究所

(和光市)

世界に誇る先端材料、バイオ等

の最新技術の講演と施設見学。

2007.

10.25

防衛省航空装備

研究所(立川市)

航空機、航空機用機器等の展示、

試験設備等の見学。

2008

4.24

ペットリバース

(川崎市)

廃 PETボ トルをモノマに分解し

PET樹 脂を再生する商用プラン

トを見学。


