
日本技術士会 中部本部 岐阜県支部 

平成 28年度 5月講演会議事録 
 

日時：平成２８年５月１４日（土） １３：００～１７：００ 

場所：ワークプラザ岐阜（岐阜県勤労福祉センター）４階 ４０１会議室 

後援：岐阜大学工学部、岐阜工業高等専門学校 

出席者：支部員２９名、他支部員３名、一般２名、学生１名（岐阜高専）計３５名 

 

司会：富田 

岐阜県支部 第 2回年次報告会 

・来賓挨拶：渡邉・中部本部長、水野・愛知県支部長、平田・三重県支部長 

・第 1号報告 平成 27年度事業報告：配布資料により森川支部長が説明 

・第 2号報告 平成 28年度事業計画並びに収支予算：配布資料により森川支部長が説明 

・第 3号報告 岐阜県支部運営における個別事項を定めるモデル手引き：配布資料により森川支部長が説明 

    
             年次報告する森川・支部長 

登録防災支援員の説明   

・大谷社会貢献委員長が配布資料「防災支援員現地支援活動ガイドブック（案）」により説明。 

・現在、中部本部の登録防災支援員は 39名。更に増員するために募集中。 

 

講演会 

会員講演１ 

演題 「自由でスリルと冒険の趣味の仕事人生」 

講師：エムシー技研有限会社 中平 真一 氏 （機械部門） 

講師紹介： 1970年に工作機械メーカーに入社したが、20年前に退職してエムシー技研を創業。エムシーと

は Machine Control のＭＣ。その後に技術士資格を取得。 

講演内容：社会に出てから挫折と失敗の連続。それでもライフワークを定めて人生を歩む冒険に挑戦。決して成

功事例とは言えない自分自身の体験談。 



   

         中平 真一 氏 

 社会人になってから挫折と失敗の連続。①就職した工作機械メーカーで組合活動を行って会社に睨まれ

る ②25歳で原因不明の病気 ③設計から現場に配置転換 ④昇給・ボーナス最下位 10年 ⑤やっと

行き着いた生産技術で仕事を干される ⑥会社始まって以来の大損害を出す 

 35歳の時に将来独立してクレーム解決・発明・研究・実験・技術評価などのプロになることを目指して、

工学博士と技術士に挑戦。 目指した選択肢は ①45歳までに会社役員 ②大学教授 ③商品開発でメ

ーカー ④成功までのつなぎとして技術士 

 しかし、目指した選択肢はことごとく失敗。独立については家族中が猛反対。そうこうしながらも会社

では品質保証リーダーとして、重大クレームの解決、海外大型案件の受注成功、高精度化の開発と信頼

性向上、ISO9001のリーダーなどで大成果を出した。つまり、仕事がよくできることと出世は無関係。 

 47歳で会社を辞めて友人と商品開発して創業したが、受注ゼロで苦境に。翌年、友人と別れて本格的に

独立し、iSO9001/14001取得。技術士試験に合格。次の商品を開発。しかし、貯金が底をつく。 

 独立して 3年目以降は、コンサルタント、ISO審査など技術士資格を活かした活動とともに事業を展開。

そしてＰＤＣＡを回すことによりエンジンが始動した。特に技術士会の紹介で始めたポリテクセンター

の講師は苦しい時に安定した収入源になったが、20年経った今も続けている。 

 まとめ「独立技術士に贈る言葉」：①肩書きはチャンスを増やす程度の効果と覚悟する ②優れた成果

は 40 代までに如何に生きてきたかで決まる ③技術・技能は引き出しを増やし年月をかけて強化する 

④プライドで仕事はしない。顧客の目線に合わせて寄り添う ⑤いくつからでも勉強はできる。あきら

めず、努力を怠らない ⑥説得力は自我を捨てることで発揮される ⑦論理性と実績の両方がなければ

実現の可能性はない ⑧パフォーマンスでなく、結果につながる行動を起こす ⑨継続性のある事業・

顧客を探してパートナーを組めれば理想的 

 

会員講演２ 

演題「定年後の独立を目指して － 第二の人生でもう一度花を咲かせよう －」 

講師：安田技術士事務所 安田 義美  氏（経営工学部門） 

講師紹介：1972年、同志社大学工学部電子工学科卒業後、川崎重工業（株）に入社してプラント事業部にて

プロセス制御システムの開発設計を担当。1980年、航空宇宙事業部に異動して航空電子システムの生産技術

業務を担当後、787開発、生産管理基幹システム開発等を主導。生産本部副本部長(理事)、（株）ケージーエ

ムの社長を歴任。1996年、技術士登録。2005年～2007 年、川重技術士会会長。長年勤めた会社からの継続

雇用依頼を敢えて断り独立技術士として開業。 

講演内容：定年退職した後の独立を考えておられる技術士のために、自分自身の経験に基づいて、独立準備、



営業活動、業務への取り組み等を紹介。 

     

                安田 義美 氏 

 定年後に何をやるか。会社を退職しても社会を退職したくない。社会に貢献する「やりがい」を感じた

い。この答えは「シニア起業」。 

 シニア起業の形態は ①月収は数十万円 ②プライベートも重視 ③一人で起業 ④自分にできるこ

とをして人のために役立つ ⑤「やりがい」を重視 ⑥小さく生んで長く続ける 

 シニア起業の領域は、在職時の分野を中心にして、更に趣味の分野や新しい分野に展開できる。また、

個人的取組み（個人事業）にするか、社会的取組み（法人）にするか、の選択がある。 

 起業に際しては、在職時の「サラリーマン脳（企業脳）」から「起業脳」に切り替えねばならない。例

えば、仕事とは、サラリーマン脳では自分の意志に関係なく割り当てられ押し付けられるものだが、起

業脳では自分で見つけて成し遂げて楽しむもの。事業とは、サラリーマン脳ではナンバーワンを目指す

が、起業脳ではオンリーワンを目指す。 

 自分の場合は、在職時のノウハウを活用できる中小企業向けのコンサルティング業務に絞り込んで開業

準備。 

 営業活動でやったこと。人脈を通じての企業訪問、売り込み用のパンフレットとプレゼン資料作成、技

術士会を通じた業務紹介の活用、公的機関への登録など。企業訪問では、人脈を通じた紹介と在職中の

ポストや実績による能力アピールの効果が大きく、技術士の資格は大きく寄与しない。技術士会の業務

紹介ではスポット的な業務を確保。公的機関への登録は受動的に待っているだけで仕事は来なかった。 

 在職時の「しがらみ」で仕事をするのは本当の実力ではないと考えて在職時とは全く無関係の中小企業

をターゲットに営業活動。 

 企業訪問での営業活動について。「生産現場の改善を介した管理監督者の育成」をテーマに中長期的な

コンサルティング受注を目指した。試行期間中に短期間で成果を出せる現場を選択して高評価を得て受

注につながった。売上が増加傾向の中小企業から受注できたことで長期的なコンサルティング契約にな

った。 

 コンサルティングを通じて分かった中小企業の実態。①結果優先でノウハウや技術の蓄積を考えてない 

②管理を重要視していない ③教育が不十分 ④教育を実施しても実行が伴わない 

 コンサルティングを通じての反省。①在職時とは関係ない新しい領域では知識の取得が必要 ②指導の

ための体系化された知識とノウハウの集積が必要 

 中小企業のコンサルタントに求められるもの。①「コンテンツ」より現場中心の「プロセス」コンサル

ティング ②現場に入り込んで職場が一丸となって成果を引き出す「現場力」③クライアント自身が答

えを出すことができるように「場」のお膳立て 



 まとめ【定年を迎える技術士の方たちの第二の人生に向けて】：①一番望ましいのは、やりたいことを

始めること ②自分にできることをして、人のために役立つこと ③技術士としての能力を中小企業の

活性化に役立てて結果として日本の産業発展に貢献すること 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ：最初に企業診断から入る方法は誰かに聞いたのか、それとも本などで知ったのか？ 

Ａ：コンサルタントの話を聞いたり、本を読んだりして色々な方法があることを知ったが、その中で自分に

適したものを選んだ。私のオリジナルではない。 

Ｑ：中小企業でアドバイザーをしていると、「あなたのいた会社は大企業だから」とか「あなたは技術屋だ

から」とか言われて壁につきあたる時がある。そのような時にはどうすればよいのか？ 

Ａ：自分の領域でやってきたので、そのような経験はないが、クライアントに接するときに如何に魅力的な

言葉でアピールするかにかかっている。うまくアピールすれば 1～2日で解消すると思う。 

中平氏のコメント：この点に関しては、相手が本当に分っていないことをしっかり聞いて理解した上で、相

手の目線に合わせて徐々に引き上げてあげることが肝要。現場の人に設計の立場からものを言っては聞

いてくれない。 

 

来賓講演 

演題「大気環境研究における大気輸送モデルの役割 －約 40年の個人ヒストリー」 

講師：豊橋技術科学大学 特命教授/名誉教授 北田 敏廣  氏 

   岐阜工業高等専門学校 前校長  

講師紹介：1948 年、兵庫県生まれ。1970 年に京都大学工学部衛生工学科を卒後、同大学院、同大学助手を

経て、1994 年に豊橋技術科学大学教授に就任。2011 年から今年 3 月まで岐阜工業高等専門学校校長。この

間、米ケンタッキー大学（客員助教授）、独ハノーバー大学、スウェーデン・ヨーテボリ大学などで海外経

験。2009年に「大気環境現象の数理モデルに関する研究」で大気環境学会学術賞を受賞。海外経験を活かし

て岐阜高専をグローバル高専拠点にして海外の大学と学生交換インターンシップ、共同セミナーなどを主導。 

講演内容：我々は地球大気の下層で生活しているが、その大気の流れによる降水、有害な化学物質の濃度等

を予測することがしばしば必要になる。例えば大都市の沿道環境、光化学スモッグ・ＰＭ2.5、酸性雨、事

故による放射性物質放出などの影響を考える時である。これらのトピックスについて講師の個人的な研究ヒ

ストリーを絡めつつ紹介。 

      

            北田 敏廣 氏 

 これまで行ってきた研究の目的は、大気中で生じている大気汚染に関わる物理や化学現象の数理モデル

化とその応用を通じて社会のアクティビティを計画すること。 

 福島原発事故による放射性有害物質セシウム 137の地表面沈着量のシミュレーションが行われたが、航

空機による観測値の定量的な再現性には問題があり、数理モデルに含まれる「湿性沈着」等の大気プロ



セスの研究が重要な要素であることが再認識された。 

 「湿性沈着」については、かつて、中国から日本列島に流れてくる硫酸塩が原因の酸性雨について、日

本海上での当該酸性物質の生成機構、沈着量分布等の研究を行った。福島原発事故からの放射性物質の

沈着にも同様の手法が使えるはず。更にこのシミュレーションを全地球モデルに拡大。 

 ネパールからの留学生を指導してカトマンズの大気汚染をシミュレーション。近年、経済発展の影響で

カトマンズの大気汚染は悪化しているが研究されたことはなかった。カトマンズ盆地に西と南から流入

する気塊には温度に差があり、相対的に冷たい南風の上層に暖かい西風が層を成し、安定な大気成層が

形成されることが大気環境悪化の背景にあることが分かった。最近では、ネパール中部で小型旅客機が

墜落した時の大気状況を計算した所、地表面から 1kmの厚みを持つ大規模な東風（重力流）の生成が関

係していることが推測された。 

 インドネシアの留学生はジャカルタの大気汚染をシミュレーション。乾季と雨季の季節変化や山の地形

を盛り込んで計算。ここも工業化と人口増加で汚染がひどくなっている。 

 日本中央部の局地風と大気汚染の研究では、濃尾平野から日本海側にかけて高オゾン濃度気塊が形成さ

れる様子を、セントレア建設にあたって行われた大規模な大気の立体調査の結果を含めて再現。7,8 年

前、大陸からの影響と喧伝されたが、最近、排出規制の結果、愛知県では大気汚染の原因物質である非

メタン炭化水素(VOC, NMHC)と窒素酸化物(NOx)の排出量が減り、高オゾン濃度(Ox)イベントは急減して

いる。 

 熱環境の予測と制御の研究では名古屋の都市化に伴う周辺地域の気温への影響をシミュレーション。名

古屋の東北に位置する多治見が日本最高気温になるのは名古屋を含む濃尾平野の都市化の影響である

ことが判った。そこで 50％芝生、50％樹林、33％樹林等、名古屋への緑被の導入がどの程度内陸の気温

を下げるかを検討した。 

 まとめ（おわりに）：①大気汚染の数値モデルをテーマに面白いと思ったことを学生たちと自由闊達に

やってきた。 ②地球温暖化の予測など地球規模の問題のみならず、都市規模でも有限の地球環境の下

で人間社会の行く末を予測し、不都合な未来を避けることが益々必要になる。③大気・海洋・生態系は、

この予測モデルのパーツであるが、重要なパーツであり、精度を高めるために不断の改良がなされてい

るし、それらを用いた応用研究も多く行われている。 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ：このようなシミュレーション技術はどこまで現実と合致してきているのか？ 

Ａ：原発事故のシミュレーション事例では湿性沈着の扱いの他に放射物質の排出量が不確定だったという問

題も重なった。湿性沈着に関しては昔に比べてよく判ってきている。 

Ｑ：天気予報の数理モデルに近いと思いますが、このようなソフトは公開されているのか？ 

Ａ：カトマンズやジャカルタの例では米の NCAR(National Center for Atmospheric Research)が公開してい

るモデルを使った。このモデルは世界中の協力を得て改良が続けられている。このウェブサイトにアク

セスすれば誰でも使うことができ、個人天気予報ができる。カトマンズやジャカルタの例を含め、すべ

ての化学反応を伴う大気拡散・沈着計算に用いた大気化学輸送モデル（150 を越える化学反応式を組み

込み、50本近い連立非定常空間三次元非線形編微分方程式系からなる）は、筆者が開発したものである。

また、濃尾平野の熱環境解析のために用いた日本中央部を対象とした気象モデルは筆者が開発したもの

である。 

Ｑ：エントツは拡散効果に基づいて高さが規定されているが、その根拠の公害対策基本法ができた時に比べ

て窒素酸化物など公害物質の排出量は随分少なくなっているので将来はエントツを低くできるのか？ 

Ａ：確かに公害物質の排出量は技術の進歩で少なくなっているが、やはり地元との話し合いで合理的な根拠

を示して納得してもらう必要がある。 

Ｑ：IPCCが発表した炭酸ガス排出量と地球温暖化との関係について信頼性の評価は？ 

Ａ：個人的には、地球温暖化そのものの研究は行っていないが、IPCCの膨大なレポートにも示されているそ

れぞれの専門家群による科学的な研究および専門論文誌に発表された大方の結果には疑いを持ってい

ない。温暖化の予測には、“炭酸ガスの排出量予測”と予測排出量を用いた“地球の大気・海洋・生態

系システムの応答の予測”という二面がある。IPCCのレポートを見ると、これまでの炭酸ガス排出量の



経年変化は予測モデルにより、良くトレースできているという印象がある。地球システムの応答につい

ては、ピア・レビューを経た世界のモデル群を同じ条件で動かし、得られた結果の平均値、分散から、

母集団平均を予測するという手法が一般にとられている。この意味で IPCC レポートには、現在のベス

ト・ノレッジが書かれていると考えている。近年の、世界規模での気候変動は、地球温暖化に関するこ

れまでの研究が、ほぼ正しいことを示していると思う。何万年、何十万年規模の太陽系の一員としての

地球の変化は、今の温暖化の問題とは別次元の話だと思う。 

 

懇親会 １７：３０～１９：３０  於 炭火焼だいにんぐ「わたみん家」名鉄岐阜駅前店 

参加者：１５名 

 

                                  以上     田島 記 


