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講義1　竹内技術士 

▶︎活動内容の具体例を聞けて良かった。「自己責任で開業を！」が印象的でした。興味最
優先での仕事受注が活き活きのした活動の秘訣であり、そうなるように得意を磨き、横展
開（別枠報酬）を図ることが大切と感じました。 
▶︎竹内様は、精力的に技術士として活躍されており、具体的な業務の拡大の方法などたい
へん参考になりました。 
▶︎同じ機械部門で開業された竹下様のご講演から、コロナ禍の厳しい環境を乗り越え、技
術顧問、セミナー講師、事故調査の３業務が、むしろ余裕を感じるほどにしっかりと成長
し確立している姿を、実感をもって理解できた。 
▶︎特にありません 

▶︎コンサルタント、セミナの連携による仕事の確保、会社設立、事務所による業務分担は
参考になりました。 
▶︎定年後を見据えた取り組みとても参考になりました。 

▶︎独立の面白さ、自分の武器が明確でそれを活かした貢献が素晴らしかったと思います。 

▶︎仕事をどんどん広げられている様子が分かりました。多くの技術士はこのようにうまく
行かないと思うので、ノウハウがあるのだと思いました。 
▶︎どのような業務をされているか、具体例を伺うことができ、とても参考になった。 

▶︎13時30分頃からの参加となってしまいました。できれば全部お聞きしたかったなと残念
に思っています。 
▶︎主催者が撮影したビデオを視聴させていただくことはできないでしょうか。 

▶︎技術士の手本のなる業務内容です。 

▶︎講師の方がすばらしく、このレベルまで行ける方は少ないと思いました。一方で、目標
を達成するとの思いの強さもあると思いました。 
▶︎開業してからの収入の変動などが大変参考になりました。現実的な苦悩など、なかなか
聞かれない内容や弊社も新規事業の開設を考えており、勉強になりました。 
▶︎国内第一人者である得意分野をベースに仕事の幅を広げていくやり方が良く分かりまし
た。 
▶︎非常に興味深い内容で、たいへん参考になりました。 

▶︎独立してからの活動や、どのように仕事を発展させたのかよくわかりました。 

▶︎起業後の様々な実情を教えていただけました。ありがとうございました。 

▶︎自分のことを専門家と称するのに少し躊躇があるのですが、お話を聞いて腑に落ちまし
た。 
▶︎自分のブランドを作るという言葉に感銘を受けました。簡単ではないことと思います。
また、企業の庇護下にない厳しさや煩雑さも実感しました。 



▶︎実体験に基づいた、生々しいお話を伺うことが出来、とても参考になりました。今後の
活動に活かしていきたいと思います。やはり、土台がしっかりとされている方は強いもの
だと感じました。 
▶︎コロナ禍に対応した業務展開、大変参考になりました。 

▶︎①講演2及び3も同様であるが良くやっておられるなと感じた。ただ講演者の健康を危惧
します。②事故調査について、依頼されたのか、どのようにして原因を調べ、対策をとっ
たのかを聞きたかった。具体例を述べていただけたらと思った。 
▶︎技術士事務所開業の計画的な取り組み、「自動設備のチョコ停対策」を中心に自分の強
みを活かしたコンサルタントからセミナーへ、セミナーからコンサルタントへの展開等が
素晴らしいと感じました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。 
▶︎合同会社にした理由がよく分かりました。 

▶︎貴重な講演に感謝申し上げます。成功する開業の秘訣をどのようにすれば自分に馴染む
ようなsスキルに消化・昇華するのかのハードルは相当高く感じました。利活用できそう
な方法は自分にあったスタイルに修正し試行錯誤しながら稽古したく考えます。がむしゃ
らに仕事をすることと適度のお休み（自分時間をもつこと）のバランスには気を付けてい
きたいものです。 
▶︎私は、今年技術士試験に合格し、技術士登録した者です。竹内先生が最後におっしゃっ
ていた『クライアントの要求と自分の専門分野との相違が発生すれば、業務を進めている
途中でも仕事を断る。』とのスタンスに感銘を受けました。『（有能性の重視）技術士
は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。』ですね。 
▶︎単価向上がポイントになると理解しました、 

▶︎業務が広がっていく様子、業務獲得の心構え、実際の業務内容などについて参考になり
ました。 
▶︎なし 

▶︎参考になります。ありがとうございます。 

▶︎仲間に入ることが仕事受注の早道ということか。参考になりました。（畑仕事で視聴で
きませんでした。事前資料からの感想です。） 
▶︎仕事を取る方法が参考になりました。 

▶︎開業されてからしばらくは仕事が来なくても生活出来る蓄えが要ることを痛切に感じま
した。 
▶︎ご講演ありがとうございます。独立開業難しさが少し理解できたのと、専門性の必要性
とかなりの努力が必要 
だとわかりました。 
▶︎業務獲得方法、集客方法、事業実績のイメージが掴め、今後の開業に向けた活動の大変
参考となりました。 
▶︎具体的な内容でとても参考になりました。 



▶︎独立開業後の業務形態の詳細が開示されており、イメージが把握できて大いに参考にな
りました。 
▶︎技術士らしい専門分野を活かした取組で参考になった。セミナー・講演の活用展開が素
晴しい。 
▶︎業務独占士業をレッドオーシャン、名称独占士業をブルーオーシャンと捉え、踏み込む
先の世界を一言で教えていただきました。「言った者勝ち」も心に刺さりました。 
▶︎技術士事務所を開業するには、ＨＰ開設とセミナー開講ということが近道なのだという
ことがよくわかりました。▶事故調査と言うのが何なのかがよく理解できませんでした。
また、金属分野の技術士と意外に専門分野が被らないということ、自らの得意分野をセー
ルスポイントとして打ち出すことが重要であることは参考になりました。 
▶︎今まで別物と考えていたセミナーとコンサルで相乗効果が得られるという提言は新鮮で
した。 
▶︎独立までの経緯を具体的にお話されて大変参考になりました。 

▶︎技術士事務所を開業して働く，ということについて，これまで漠然としたイメージしか
持てていませんでしたが，具体的に知ることができました。セミナーとコンサル業務の双
方向で仕事を生む出すことは，とても合理的に感じました。 

講義2　大薗技術士 

▶︎On-Line中心でもワーク型の講義をやられるとのことでしたが、写真のような付箋を張
り付けるようなワークは難しいと拝察いたします。どのようなワークをやられるのか、テ
クニック的な質問で恐縮ですが、可能であればご教示下さい。（あるいはこの本に出てい
るということでも構いません。） 
▶︎若手ならではの悩みを聞かせてもらえてよかった。「自分なりの方法をみつける！」が
印象的でした。息子と同年代で、益々の活躍を帰隊しています。 
▶︎起業前にもしっかりした下準備をされていて、感服いたしました。若くして、独立され
た技術士ですので、調査研究と将来の方向性などすばらしい人生設計であると感じまし
た。　技術士は、企業を相手ですのでエンジニアリングだけではなくマネージメントが重
要と思われます。診断士、経理（簿記）、マーケティングまで知識を広めておられるのは
感心いたしました。 
▶︎若手世代で技術士として事務所を開業された過程を、丁寧にご説明いただき、現在の業
務活動が、さらに学びや成長につながることが、大薗様のご講演からよく理解できまし
た。 
▶︎特にありません 

▶︎業務確保の考え方、事前準備の開業決断の取り組みが参考なった。 

▶︎若い視点での独立についてよく理解できました。 

▶︎年齢や同じような立場であったのに自分が全く思ってもいない世界を見ることができま
した。自分を見直します。 



▶︎若くして独立されたとのことで、羨ましいです。私の年でも独立の決断は勇気が必要で
す。 
▶︎若くして独立された方の話を伺うことができ、とても貴重だった。ブレークアウトルー
ムで質問への回答でも、自分が知らなかった気付きをいただくことができた。 
▶︎40歳代で技術士事務所を開業する決断をされた経緯をさらりと説明されていましたが、
実際は相当苦労なされたのではないかと勝手に思いました。 
▶︎これから、成長して行くものと感じました。特に、リスクの分析もしており、経営につ
いても勉強しているとのことで、今後が期待できると思いました。 
▶︎４４歳のお若さで事業をやっておられるということで、こちらも大変励みになりまし
た。内容もわかりやすく素晴らしかったです。 
▶︎若い段階で独立を決断し、その後着々と業務の幅を広げていく歩みがわかりました。 

▶︎非常に興味深い内容で、たいへん参考になりました。講演中の雑音が気になりました。
講師のPC操作の音だったかも。 

▶︎独立前の話が長すぎたました。独立後の活動をたくさん聞きたかったです。 

▶︎起業の決断をなさる前に様々な準備をされているのが印象的でした。技術士の開業だけ
でなく、転職など人生の転機にも通じるお話だったかと存じます。ありがとうございまし
た。 
▶︎起業に際しての不安を別の視点から見てプラスに転じたpptに感銘を受けました。一方、
楽天的に物事を捉えつつも、具体的なプランを綿密に立てて起業し運営なされていること
が重要と感じました。 
▶︎お若いのに、リスクを背負ってのチャレンジ、素晴らしいと思いました。大薗様のよう
な方が、これからの時代を切り開いていくものと感じました。応援しています。 
▶︎講師の事業展開が参考になった。 

▶︎同じ生産技術を仕事にしている点で共感が得られました。技術士業務の拡大のポイント
では同業の方との情報交換・共有、引き合い件数を増やすこと等が参考になりました。あ
りがとうございました。 
▶︎先端分野領域は常に顧客が得られないような先端の情報収集をしなければならず、コン
サルタントは大変だなと感じています。 
▶︎私の経歴等を振り返りながら聴講させて頂きました。開業の経緯は大変参考になりまし
た。その知見を消化・吸収し自分のスタイルにするのかが当面の課題となりそうです。 
▶︎大薗先生の開業のご苦労が、お話の中から犇々と伝わりました。コピー機ひとつにして
も経費が掛かるなどの点は、実際に開業されているからこそお話できるのだと思います。
先生のお話を参考にさせて頂きます。 
▶︎顧客を意識したマーケティング志向の活動されており、参考になりました、 

▶︎開業にあたっての準備(事業計画を含む)、進め方、留意点などについて参考になりまし
た。 
▶︎なし 



▶︎参考になります。ありがとうございます。 

▶︎顧問契約での収入が約3分の一あり、それが安定した収入源になるのか。自分のブラン
ド化は参考になります。（畑仕事で視聴できませんでした。事前資料からの感想です。） 
▶︎開業するまでの経緯が参考になりました。 

▶︎自分自身を他人のように見つめ直すことは、独立後に良くも悪くも直接に影響すること
からも必須と感じました。 
▶︎貴重なご講演ありがとうございます。独立・開業には、事業計画などの準備だけでなく
最後は、思い切って独立する意思も必要だとわかりました。 
▶︎技術士業務拡大のポイント、具体的な開業グループでの活動の事例は、大変参考になり
ました。 
▶︎若手の方の開業の大変さについてよくわかりました。 

▶︎独立開業後の業務形態の詳細が開示されており、イメージが把握できて大いに参考にな
りました。特にブレークアウトルームでの質疑/応答が参考になりました。 

▶︎マーケティングに注力しているのが良くわかった。どこにお金を払うかをかんがえてい
て参考になった。 
▶︎診断士を目指されていたり、方向性に共感するところが多かったです。ブレークアウト
ルームで様々な質問をさせていただきました。ありがとうございました。 
▶︎若くして事務所開業はすごいと感じました。　また、技術士としての開業は東京での開
業が有利なのでしょうかね。 
▶︎起業を考えている身としては不安ばかりですが、何が起きるか具体的にイメージすると
怖くなくなるとのこと、なるほどと思いました。 
▶︎若くして独立を決意された経緯と現状について赤裸々にお話され、大変参考になりまし
た。 
▶︎独立を決心するまでの気持ちの変化，具体的な準備・検討の内容など，企業内技術士で
ある自分にとって，とてもリアリティのある内容であり，とても刺激になりました。 

講義3　松下技術士 

▶︎会社での仕事と独立後の仕事の関係性を聞かせてもらえてよかった。 

▶︎「正しい想いは必ず実現する！」を実践されていることに頭がさがりました。さらなる
活躍を願っています。 
▶︎日本の世界的埋没に対する熱い思いが伝わってきて、自分も頑張らねばと感じました。
「自分の営業はしない」はまさしく王道と思います。 
"▶︎若いころ、工作機械の担当で京セラさんの切削工具には何度もたすけられました。午
後８時頃、東京支店まで在庫を取りに伺ったこともあります。　松下さんの開発した工具
で、苦難を何度も乗り越えた思うと驚きです。 
▶︎松下さんの熱い技術への思い工具を通して伝わります。また本日の技術者（士）精神的
なよりどころをお聞きしとても参考になりました。 



▶︎企業でも６５歳定年が普通に、さらに高齢まで仕事継続に違和感の無い日本、グローバ
ルな活躍の場を求め人材の育成など、社会問題を課題として捉えた松下様の熱意ある活動
の実践と、それを披露されたご講演に、前半だけで圧倒され、また自身への励みを感じる
内容でした。 
▶︎会社との関係維持ですが、退社時の在籍中の技術情報秘密保持についてはどうなってい
ますでしょうか？契約書に署名で完了でしょうか？ 
▶︎独立技術士としての考え方が大変参考になりました。 

▶︎日々の出来事の一つひとつを大切にされている様子がよくわかりました。 

▶︎人の繋がりの重要性を感じました。技術士の志、おっしゃる通りです 

▶︎発信に力を注いで頂いているようで感謝致します。もう少し技術士が知られるようにな
ればよいと思います。 
▶︎60歳で定年退職後の開業ということで、年代的には多いケースかなと思いました。技術
士の認知度向上に向け諸活動をやられていることに感心いたしました。 
▶︎技術士として生きて行くとの気持が強く感じられました。定年で会社を卒業し、独立し
て生きて行く姿は、技術士として手本でもあり憧れです。 
▶︎メンタル的な内容が主とおっしゃてましたが、技術士のみならず、事業を展開する上で
は大変重要な要素と思うので、こちらも大変勉強になりました。熱い思いがひしひしと伝
わってきました。 
▶︎会社の顧問を軸に業務を行うやり方がとても良く分かりました。 

▶︎非常に興味深い内容で、講師の熱い思いが伝わってきました。 

▶︎やはり起業・開業する上では理念が重要と思い知らされました。社会全体の幸福が自分
の幸福でもある、という点とても共感します。現在の所属企業にここまで大切にされてい
るとは感じられませんので、それは逆に自分の行動が何か不足しているのだと今更ながら
に痛感も致しました。ありがとうございました。 
▶︎「出身企業とのコネクションは起業後も非常に有効」とのご意見がとても印象的でし
た。なお、今回発表されたお三方とも技術者として長く活躍された後に技術士を取得さ
れ、そこから間を置かずに起業されています。企業内業務のため早期に技術士を取得する
人間とは資格への捉え方が異なると感じ、とても刺激を受けました。 
▶︎9項で仮に評価を付けましたが、当方の時間的な都合により聴講しませんでしたので、
上記評価は無視して下さい。 
▶︎とても分かり易いお話でした。一言ひとことに説得力があり、なるほどなと思いながら
聞かせていただきました。今後の活動に対する勇気をいただいたような気がしています。 
▶︎ますますのご活躍何よりです。 

▶︎独立開業に向けて、とても貴重なご意見を聞くことができました。これからも、他の開
業した方にも講演してもらいたいです。 



▶︎技術士事務所のコンセプトが明確でグローバルに前向きな取り組んでいる状況に敬服致
します。顧問業務の実績も多く大変参考になりました。司会もお疲れさまでした。ありが
とうございました。 
▶︎熱い情熱でしょうね。 

▶︎シニア創業論に関する講話を複数回聴講していますが、毎回新しい話題もあり、興味深
く聴講できました。松下さんはパワフルな精神力と行動力の持ち主なので、他者がどこま
でその神髄を真似る（学ぶ）ことができるのかやや疑問を感じるところもあります。講話
最後のメッセージ「Butterfly Effect!」は、心に響く言葉になりました。感謝申し上げま
す。 
▶︎松下先生の『シニア創業論』は、近々に私の人生にも降りかかるであろうお話で参考に
させて頂きます。 
▶︎先生は素晴らしい会社や同僚に恵まれていらっしゃって羨ましく思いました。人間関係
を良好維持するのは難しくもあります。 
▶︎やや精神論的な内容であった。 

▶︎ブレークアウトルームで直接質問させていただきました。 

▶︎開業のノウハウの話にとどまらず、視点を高く社会貢献への想いまでご講演頂き、大変
参考になりました。 

▶︎なし 

▶︎参考になります。ありがとうございます。 

▶︎3講演の講師いずれもコンサルタントとして真剣に取り組んでいる様子が伝わり感服し
ました。なお、一部自己紹介や自己PRの時間が相対的に長かったケースもあり、時間配
分面での改善が必要かと思われます。 
▶︎夢、目標に向かって日々努力しないと脱落する。夢も目標も達成しない。厳しいがその
通りだと思います。（畑仕事で視聴できませんでした。事前資料からの感想です。） 
▶︎私事のため、聴講できませんでした。 

▶︎血は争えないと言いますか、ご本人のモチベーション維持の方法は大変参考になりまし
た。 
▶︎ご講演ありがとうございます、とても勉強になりました。独立・開業には会社員時代の
専門性や特許などが必要で、人とのつながりがとても重要だということがわかりました。 
▶︎専門家登録など、顧客獲得までプロセス、心構えを教えて頂き、開業初期に必要な活動
として大変参考になりました。 
▶︎来年は独立を考えているため、とても参考になりました。 

▶︎講演者の熱い思いが十分伝わったと思います。 

▶︎技術士として新商品開発・産業化に注力していて良いと思う。情報発信含め、活動が多
岐にわたっていて良いと思う。(手前味噌、すみません。反面、会員の考えていることと
乖離が大きく、あまり参考にならなかったかも・・・です。) 



▶︎強い信念で様々な活動・活躍をされている事を拝聴させていただきました。不確実性へ
の耐性について、会社勤めでも必要ですが、独立してやはり必要なんだなと思いました。
種類は多少違うのでしょうが、受け留める側は同じなので、納得しました。 
▶︎独立前の会社で実績、つながりが必要ということかと感じました。 

▶︎独立に向けて、また、技術士としての心構えについて参考になりました。 

▶︎技術士活動の熱意と生涯現役の情熱を感じ参考になりました。 

▶︎技術士として独立し，幅広く活動されている松下様の熱い思いを感じました。 

講師を囲む会について（ブレークアウトルーム） 
ブレークアウトルーム討議と全体討議のやり方についてのご提案については次回以降のセ
ミナで取り入れます。ご提示ありがとうございます。 
▶︎良かったと思います。 

▶︎講師の先生を指名して具体的なお話ができるので、大変良かった。 

▶︎急用で途中で失礼して申し訳ありませんでした。 

▶︎詐欺等反社会的輩からの防衛は、やはり自衛しかない。 

▶︎臨場感があり良い方法です。次回もお願いします。 

▶︎討議の中で、個人での技術士事務所開業に対する反社や違法性などのリスクについて
も、質疑があったことに、興味がありました。技術を社会に役立てる上での責任の側面に
ついても考えさせられた討議でした。 
▶︎本形式で良いと思います。 

▶︎直に講師に質問できて良かった。 

▶︎時間の関係で出席できませんでした。 

▶︎最初に3人全員に同時質問できる時間と、その次に個別のブレークアウトルームの時間
のように、両方の時間を取って欲しい。 
▶︎参加できませんでした。 

▶︎特にありません。 

▶︎ＣＰＤの講演会で初めてみる機能でした。 

▶︎所用があり退出しましたので、参加できませんでした。 

▶︎時間の都合で参加できませんでした。 

▶︎より具体的・詳細なお話が聞けて参考になりました。 

▶︎当方としましては、個々の部屋に分かれるのではなく、全体で実施していただいた方が
良かったと思いました。その理由は、それぞれの質問に対し、各演者がどのようにお考え
になられるのかを知りたいと思ったからです。ただ、内容によっては、深掘りしたお話も
必要になるため、部屋を分ける方式を選択されたのも良く分かります。 
▶︎不参加 

▶︎少人数となり良かった 



▶︎時間の都合で16:30で退席させていただきました。 

▶︎3つを時間でローテーションしたら面白かったですね。 

▶︎田中様、ブレイクアウトルームの設定、大変お疲れ様でした。オンラインの様々なツー
ルの取扱いは、慣れないと難しいです。情報工学の友人からアドバイスですが、「ツール
の手順を覚えるのではなく、ツールの機能を理解することが大事」、その点を意識しなが
ら道具として慣れることです。大薗講師のルームに参加しました。ルーム参加者も質問か
ら多くのことを学ぶことができました。有難いものです。 
▶︎時間都合によりブレークアウトルームは退出させて頂きました。 

▶︎特になし 

▶︎講師に質問しやすく、よい方法だと思います。今回は3名の講師の各部屋に１０～１５
名程度均等に人が入っていたようなですが、人が入らなかった時が心配です。過去に、技
術士会とは無関係のオンラインセミナーで講師に直接質問ができる３０分のブレークアウ
トルームが設けられたことがありましたが、入室した人が私一人でしたので、私が退出し
た後、講師一人がブレークアウトルームに残ってしまうことがありました。 
▶︎なし 

▶︎不参加 

▶︎不具合は気にせず、続けてください。 

▶︎参加できませんでした 

▶︎講師に気軽に質疑応答が出来る意味でも有用な試みです。 

▶︎色々の意見が聞けて良いのですが、質問時間まで参加できたのですが、ブレイクアウト
ルームには参加できませんでした。 
▶︎今回は、別用のため、参加できませんでした。 

▶︎質問し易く、回答も理解しやすくてとても良かった。 

▶︎非常に有益な場の提供と思います。 

▶︎活発に発言して下さり、良かったです。 

▶︎都合により参加できませんでした。 

▶︎今回のように、全体質問の後、深堀のための個別質問(ブレークアウトルーム)の流れは
大変良かったと思います。 
▶︎ブレークアウトルームに入る前の、３講師の方への同じ質問へのご回答を聞けたのが良
かった。共通質問が出尽くした後でブレークアウトルームに移行するやり方を今後もして
は如何でしょうか。（都合により大変残念でしたが１６時で退席しました。） 
▶︎とても有意義でした。 

▶︎今回の講師はどのかたも熟達者の話でしたので、身近に感じられないアドバイスもあり
ました。平凡な独立事業主技術士の失敗談を交えた講演の企画も希望します。講演後のブ
レイクアウトルームでの講師との意見交換の場は大変貴重な時となりますので、30分の時
間は確保して頂ければ助かります。 



今後のテーマ 
＜＜独立・起業・新事業は来年も講師を変えながらやりたいですね。データサイエンス・
マテリアルインフォマティックス・SDGsは技術士会の新しいPDの技術リテラシーで上げ
られていますので考えます。また人材育成も技術士のスキルですね。なんだかセミナが毎
月か各月に必要になるかもしれません。来年は今回のご意見を聞いて、セミナを企画しま
す。 
▶︎今回の起業は非常に参考になったので、続編で他のかたの話も聞いてみたい。 

▶︎特になし。（機械部会の所属ですが、ぜひ今後も参加させて頂きたいと思います。） 

▶︎シミュレーション技術 

▶︎状態図計算ソフトの解説 
＜＜8月の定例部会の講演はエリンガムダイアグラムの利用ソフトの講演です 

▶︎AMの実情と水素利用拡大にかかるインフラ設備材料（特に水素脆化対応策）の開発状
況 
▶︎今後も金属部門の独立技術士の成功例を取り上げてください。 

▶︎いつも大変ありがとうございます。建設部門ですがとても新鮮で極端な乖離はなくあり
がたい企画です。 
▶︎国の施策と技術士との関わりなど。 

▶︎金属分野へのIT、AI、データサイエンスの活用、適用事例 

▶︎金属焼結3Dプリンター 

▶︎部品生成（鋳造など）での、省エネ（高効率化や熱損失削減など）技術があれば、聞い
てみたいと思います。 
▶︎１．金属部門の海外との交流や国際競争力について 
２．金属部門での日本がおかれている現状や課題 
▶︎金属技術に加え、今回のような起業独立などの技術士全体で汎用性のあるテーマを希望
します。 
▶︎独立・起業に関するテーマを定期的に取り上げていただきたいです 

▶︎小生は機械屋(機械部門所属)であり仕事柄金属分野の知識が必要となる場合が多く有り
ます。腐食、表面処理、疲労破壊、溶接・熱処理、など多彩です。　よって、機械に密接
に関連する金属分野での技術に関して その現況や技術開発の状況についてセミナで取り
上げて頂ければ有り難いです。 
▶︎今回のようなセミナーを希望します。 

▶︎①　AI技術を活用した材料技術開発 
②　金属4材料での事故とその対策について" 

▶︎「宇宙開発を支える金属技術の現状と今後について」使用材料と加工技術（接合・表面
処理・熱処理）等" 

▶︎各分野毎に少し深いお話が聞けたら良いと思っています。 
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▶︎人材教育 

▶︎他専門から参加ができる、今回のような事案ですね。 

▶︎マテリアルズインフォマテクス 

▶︎鉄鋼産業の発展による日本の歴史の変遷 

▶︎引き続き、開業に向けたセミナーがあれば、参加したいと思います。 

▶︎技術者倫理。 

▶︎海外との交流促進 

▶︎特になし。 

▶︎AI X 金属の取り組みについて 

▶︎二次電池とリサイクル 

▶︎「開業・新事業」と関連して，技術士資格と他の資格を組み合わせた働き方を実践され
ている技術士の方のお話をお聞きしてみたいです。 

今回の技術セミナ全般について 
＜＜突然ミュートが外れて雑音や生活音、会話が入ってしまう件のご指摘は真摯に受け止
めます。主催者も常にミュート状況を確認しており、ミュートが外れている場合は強制的
にミュートにしていましたが、突然外れるミュートで処置するまでの間に雑音が入ってし
まい申し訳ありませんでした。なお、ミュートが外れて強制ミュートにした件数は、雑音
トラブルに至った件数より一桁多い数で、まさにハインリッヒの法則を地でいく状況で
す。毎回の事です。今回のような講演ばかりが3時間も続く場合はなおさら雑音事故に至
りました。ZOOMで発言規制の方法ってどなたかご存知でしょうか。「ミートにしてくだ
さい」だけでは「交通事故を無くしましょ」と同じ標語だけなんですね。 
▶︎講演中に発表者以外の声が入っていました。事務局側で参加者の音声を強制的にOFFに
してもらえないでしょうか。 
参加メールを当日田中部会長にご送付いただき、助かりました。ありがとうございまし
た。 
▶︎お盆休みのタイミングで、貴重なご講演をいただきました講師の皆さまに感謝申し上げ
ます。また企画運営に当たられました部会の方々のご苦労に、お礼申し上げます。長時間
でしたが、自宅からリラックスしてセミナーを拝聴できましたことは、Zoomでの開催の
良かった点と感じます。 
▶︎特に有りません。 

▶︎ノイズや談話が聞こえて聴き苦しい時がありました。改善ください。 

▶︎特にございません。 

▶︎特にありません。 

▶︎今回は、他部門からの参加でしたが、独立開業について大変勉強になりました。こうい
うテーマの講演会はなかなかありませんよね。お三方ともお話がうまく、話に引き込まれ



るような感じがしました。運営も全く問題なく、素晴らしかったです。参加させていただ
き、ありがとうございました。 
▶︎講演者以外のマイクが入っていて公園が遮断される事がありました。 

▶︎本人は気づいていないと思いますので、強制的にミュートをできないものでしょうか。 

▶︎私自身も気を付けていますが、稀にミュートが外れていて焦ったこともありましたの
で。 
▶︎いつもありがとうございます。途中で参加者した方がミュートになっていないことがあ
り、雑音（話声、電話音）で講師の話が遮られたり、講師が気にされたりすることが何度
かありました。 
▶︎途中で10分休憩を入れてほしかったです。 

▶︎音声が突然乱れる場面がありました。 

▶︎（1）　時間にもし余裕があったら、講演者同士で悩んでいること及びそれに対して回
答をする座談会をもうけていただいても良かったと思う。 
（2）各講演者ごと（ブレークアウトルーム）に分けて質問できたのは良かったと思う。" 

▶︎開催日についてですが、WEB開催と云えどお盆（8/13～16）中の開催はできれば避け
て欲しかったです。 
▶︎雑音が多かったので、講師の説明中はホストが強制的にミュートにしてよいかと思いま
した。 
イレギュラーなことが多くハイブリッドは難しいですね。 
▶︎講演時の異音等の指摘がチャットに書かれていました。確かに異音がありましたが、こ
れは講演運営者側の原因もありますが、聴講者側の不慣れや不注意による原因も考えられ
ます。さらに申せば、聴講側の技術士ならば情報通信ツールリテラシーを学び、他者に迷
惑をかけない等の配慮も必要ではないでしょうか。例えば、他の講演会では、講演案内が
来ないといって苦情を述べる方もおられます。Gmailアドレスの場合、迷惑メールファイ
ルに案内メールが届いている場合があり、未確認のまま苦情を述べられています。異音の
場合、聴講者側のマイクオフ忘れ等も多々あります。技術士ならば各自で学んで頂きたい
ところです。そのような情報通信ツールリテラシーに不慣れな方を前提に、情報工学の専
門家に、情報技術ツールのリテラシーの研修もあってもよいのかもしれません。偉そうな
ことを申しました。そのようなことを言っている私も問題児の一人で、情報通信ルールリ
テラシーをしっかり学ばなくてはいけないのかもしれません。お恥ずかしい次第です。 
▶︎円滑な運用で良いと思います 

▶︎申し訳ございません。急な用事で欠席させていただきました。 

▶︎各人、1時間よりは30分位にして、言いたいことを絞られたらどうでしょう。開業に関
係ないと思われることも含まれているような気がします。御3人方、準備も大変だったと
思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。 
▶︎今回の研修映像、再視聴できる機会がありますでしょうか。 

▶︎今の所、特にありません。 



▶︎ホストが１名だと大変なので、ホストを他の方にも割り振り（マルチホスト）、マイク
がONの方を見つけたら直ぐにミュートするのが良い方法だと思います。 

▶︎ブレークアウトルーム開設時の若干の不手際以外には、特に思い当たりません。 

▶︎質疑応答がスムーズに行かなかった。3グループに分けて、各講師巡回が良かったかな？ 

▶︎上手くいけば、こんなにいろいろな分野で活躍ができるというのは大いに参考になりま
した。ただ、そこまではひとっ飛びに行けない人たちが聴講しているので、後に続く後輩
に、自分の経験上、開業するなら「最初の一歩としてまずこれをやるべし」を指南してい
ただければ良かったかなと思いました。質問をさせていただきました。 
▶︎特にありません。ありがとうございました。 

▶︎聴講者のマイクが不意にオンとなり雑音を拾う場面がしばしば発生し，若干ストレスを
感じました。（何か，改善方法があれば良いのですが…）


