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“環境と持続的成長”をテーマとするシンポ

ジウムは、２３日の午前中に開会式、続いて午後、

24日、２５日の午前中に亘り、４つのセッション

に分けて実施された。

開会式は西津潤一CAETS会長、中原恒雄EAJ

会長の挨拶に続き、突然の所用にて欠席となっ

た、岸田文雄内閣府・科学技術担当大臣の挨拶

文の代読（飯塚幸三EAJ副会長、２００７CAETS

TOKYO組織委員会副委員長)、石原慎太郎東京

都知事、金津一 郎 日 本 学 術 会 議 会 長、

GoverdhanMehtalnternationalCouncilfor

Scjlence（ICSU）会長の歓迎挨拶があった。引き

続き、広中和歌子元環境庁長官。参議院議員、

茅陽一地球環境産業技術研究機構副理事長によ

る基調講演があり、それぞれの切り口で環境問

題に対する考え、地球的規模で我々が取り組む

べき方向についての貴重な提言がなされた。

午後からは、セッション１が“地球全体の環

境問題'’をテーマとして進められた。

翌24日は午前中が、セッション２で“限界拡

大のための技術的可能性”をテーマとして、同

日午後は、“持続的成長へのシナリオ”をテーマ

CoLmcilMeetmgについて

２６日は、西津CAETS会長、Salmon事務局長

をはじめ、アルゼンチン、デンマーク、ハンガ

リー、ウルグアイを除く２０カ国のアカデミーよ

り約60名の代表、更にオブザーバーとして、

Ｐｅｔｋｏｖブルガリアアカデミー事務局長、

Marzierskaニュージーランド代表、Grear

WFEO次期会長、BorightlAC代表、ＷＭＯを

代表して気象庁より小佐野氏と木村氏の参加が

あった。

西津ＣＡＥＴＳ会長の開会の挨拶があり、

Salmon事務局長の司会により議事は進められた。

専務理事隈部英一
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１０月23日から26日にかけて、約280名参加のも

と、東京・京王プラザホテルで開催された、日

本工学アカデミー主催による第171FICAETS

Convocationについて、その概要を報告する。

ご承知のようにConvocationはSymposiumと

CouncilMeetingの双方がセットとなっている。

但し、Symposiumについては、次号に詳しく報

告がなされるので本号ではCouncilMeetingを主
に報告する。

としてセッション３が持たれた。

先頃、ノーベル平和賞の栄に浴されたIPCC第

四次評価報告書作成に大きな役割を果たされた、

BertMetz第３作業部会の共同議長のご参加を

得たことは、大変有意義であった。

シンポジウム最終日の２５日午前中は、

"CAETSから世界に向けての主張”というテー

マのもと、クロージング・セッションが持たれ、

セッション１，２，３の討議を踏まえ、CAETS

より発信する声明に対する意見が述べられた。

以上でシンポジウムは予定通り終了した。

この声明の抄訳は３ページに後褐する。

シンポジウム終了後、テクニカル・ツアーと

して約60名の参加により海洋研究開発機構

(ＪＡＭＳTEC)横浜研究所の地球シミュレータの

見学会が催行された。

なお、この期間中に、ＥＡＪが今後更に充実を

模索している２国間協力を推進する手がかりと

して、英国とドイツのアカデミーとの打合せを

実施した。次章に報告がある。

Symposiumについて



まず、恒例の出席者の自己紹介があり、続

いて前回議事録の確認、BoardMemberの任期

２年についての提案、2008年度のオフイサー

構成についての提案、2006年度の収支報告、

2008年度の会費及び予算の提案が問題無く承

認された。

次に、昨年のCAETS声明は各国関係部門に

予定通り配布されたことが報告された。

続いて、次回以降のCAETSMeetingについ

て､2008年はｵﾗﾝダ･ヂﾙﾌﾄにてCouncil

Meeting及びシンポジウム“DeltaTechnology”

を開催する旨報告があり、2009年はカナダ・カ

ルガリーに於いて第１８回Convocationを開催す

る旨報告された。

次に、ＣＩＯ（国際協力委員会）の活動報告が

Zillman委員長からあり、関連して、ＷFEO、

IＡＣ、ＷＭＯからそれぞれCAETSとの今後の

連携強化に対する考え方が示された。最後に

Ｚｉｌｌｍａｎ委員長より、後任委員長を

Caunwenberghe前CAETS会長に託したいとの

意思表示があった。

また、ＣＣＭ（メンバーシップ委員会)の活動

報告がNatarajan委員長からなされた。残念な

がら実効は無かった。これに対して、各参加

者から、PotentialAcademyの発掘の方法、ア

プローチの仕方等について意見が出された。

予算の問題や、EngineeringとScienceの違いに

ついての意見の集約などすりあわせを要する事

項が多々あることの確認をするにとどまった。

午前中の最後に、EngineeringEducation／

CapacityBuildingについての討議がなされた。

まず、Natarajan氏から３月にチェンナイで開

催された、CAETSConferenceonlntemational

EngineermgEducationについての報告がなされ、

この報告を巡って、日本からの大橋秀雄EAJ会

貝、上野晴樹EAJ会員を含む各国参加者からこ

もごも自国の抱える問題点、今後の方向と方針

について意見が多数出された。本件については

来年のCouncilMeetingで継続討議とし、各アカ

デミーはコメントを提出することとなった。

午後は、今回のシンポジウムを受けての声明

について、事前に配布した案について各国から

意見を求めた。大きな変更項目はすでに数次に

わたって盛り込み済みであったので、ほとんど

意見は無く、Salmon事務局長が持ち帰り、最終

案を各国アカデミーに提示の上、正式に発行す

ることなった。

次に、スイスアカデミーより新エネルギー政

策について、スウェーデンアカデミーより都市

型の低周波騒音について、それぞれ検討の必要

性について提案がなされた。

ついで、前年からの持ち越しとなっていた

"原子力発電についての各国の立場'’について

討論がなされた。日本からは東京電力の武藤

栄氏にご出馬を願って、報告頂いた。各国か

ら世界的な原子力発電に対する現状報告が大

変柄発に行われ、関心の深さを揃感させられ

た。

以上、ごくかいつまんでご報告する。
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欧州との交流
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シと会合を持ったｃ

英国との交流

日本工学アカデミーでは米国、中国あるい

は韓国などと交流している。その他東南アジ

アやオーストラリアなどとも交流している。

これに比し、欧州とは交流の機会が少ないの

が現状であるが、今後はその活性化を図る計

画がある。CAETS2007大会中に英国及びドイ

英国のPSagara副会長、KDavis技術部門代

表、HSillem国際担当との会合を持った。英国

とは数年前から交流をしていたが直接会える
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ことが少なかったので、この機会に大いに協

力テーマについて議論した。当方からは中原

会長、飯塚副会長以下が対応した。今回は

InfbrmationSocietyandSecurityだけで合意が

得られ、その他FutureEnergy、Ｂｉo‐

technologyあるいはMedicalSubjectが話題に

なった。双方国内で検討を進める。来年９月以

降には、日英交流記念行事の一環として講演

会を日本で開催することにした。双方４名程

度の講師で実施することも決めた。

ドイツとの交流

ドイツは最近工学アカデミーの組織が整備

された。RKopp理事と中原会長、飯塚副会長

以下が対応した。アカデミーの活動の説明と

先方の希望を聞いた。ドイツでの各種プロジ

ェクトの説|ﾘlがあった。最初は資料の紹介、

続いて交流プロジェクトの提案となる予定で

ある。

国際工学アカデミー２００フ年東京声明（抄訳）

2007年東京大会において、アカデミー会員

および専門家230名が世界のエネルギーと環境

問題を展望し討議した。会議参加者は、エネ

ルギーの効率的利用、二酸化炭素排出量の削

減、原子力を含めた二酸化炭素無排出発電、

二酸化炭素の固定・廃棄などに関わる技術の

現状について、水資源、騒音を含めた環境公

害対策ならびに材料・機器のリサイクルも含

めた認識の下で、IPCCの警告する地球温暖化

の原因となる温雷室効果ガスを許容されるレベ

ルまで削減．制御すべきという要請を確認し

た。さらにＣＡＥＴＳ理事会は、自然環境の破壊

ならびに化石燃料の不足と減耗による危機に

ついて各国政府および国民に警告し、気候に

関わる人類の危険な干渉を避けるための新技

術の開発と改善を全世界的に進めることが、

工学アカデミーの責務であることを確認した。

化石燃料の使用と、それに伴う温室効果ガ

ス排出を削減しつつ、持続的成長を実現する

ため、CAETSは、政府および環境問題に経験

の深い国際機関との連携を含めて、十分に練

られた研究開発計画を通じて以下に示す手立

てを早急に採るよう勧告する。

①省エネルギー技術を大幅に改善し、できる

だけ早く先進国および発展しつつある国に

普及すべきである。短期的に最も有望な案

件は発・送電の効率向上、ヒートポンプの

活用、電気およびハイブリッド自動車、照

明用LEDなどである。

②情報。通信・制御技術の活用によるエネル

ギー消費の削減は、情報機器自身の省エネ

ルギーとともに強力に探求すべきである。

③再生可能および代替エネルギーの開発と応

用を促進すべきである。水力・原子力・ソ

ーラー・風力・バイオマス・地熱・高圧直

流送電と高周波電力変換組み合わせについ

ての技術革新を探索し、状況に応じた適切

な活用を図る。また海洋での遠隔資源探索

と採取技術の革新を奨励する。

④二酸化炭素の固定と貯留の技術がいかなる

条件下で有効で経済的に可能となるかを検

討すべきである。その他の排出抑制策も検

討する。当分の間の成長と生活の質の維持

のため、化石燃料の効率的かつクリーンな

使用の開発は必須である。

⑤原子力発電の利用は持続的成長の要である。

ＣＡＥＴＳは短'|｣期的には新世代発電炉、長期

的には核融合研究の促進を推奨する。実用

炉と核燃料サイクルのため、安全性、廃棄

物処蝿、経済的運用の尚度化ならびに核拡

散防止についての障害について研究が必要

である。

⑥そのほかの有望な技術として水素の製造、

輸送、貯蔵および車載用燃料電池の開発、

ガス水和物の探索と環境調和的利用も推進

すべきである。

⑦上記新技術の進歩と在来型のエネルギー源

の一脚有効かつ効率的な利用と併せて、経

済条件に対応した社会基盤の改変も真剣に

考慮するべきである。例えば自動車利用へ

の代替として-1-分に組織化された公共輸送

システムの開発が検討され利用されるべき

である。

lIjAJINEWSNo､11り2007.123



⑧各国は、温室効果ガス排出量を評価し、気候

変動のより信頼できる予測を可能とするな

ど、持続的成長のための地球、国家あるいは

地域規模の戦略に必要なデータと情報を用意

するため、地球気候観測システム（GCOS）

と全地球観測システム（GEOSS）の充実と

維持に共同で当たるべきである。

⑨すべての国の政府は、温室効果ガス排出抑制

のために必要な緊急かつ一致した行動を明文

化した、新たな“京都”後の気候変動の枠組

みに向けて作業すべきである。

ＣＡＥＴＳアカデミーは政府および各国社会に

よる上記問題の討議を助けるため、客観的なデ

ータを提供する十分な用意がある。また

CAETSアカデミーは各国リーダーと連携して

エネルギーに関する研究開発への投資の増加を

勧奨し、環境汚染と地球温暖化の回避と緩和を

進めるための政策を促進する。科学技術と工学

の指導性を通じてCAETSアカデミーは世界の

持続的成長というI皆|標への寄与を継続する。工

学者及び技術者は人類の利益のために協力して

働き、漢字の“工”が示すように自然からの恵

みの賢い利用を促進しなければならない。

北海道。東北地区講演会。意見交換会

平成19年９月18日（火）１５：３０より、上記の

講演会が釧路市生涯学習センターにて33名の参

加者（内会員５名）のもとで開催された。釧路

工業高等専門学校校長の岸浪建史（筆者）の司

会のもと、神山新一副会長の挨拶に続き、北海

道大学大学院工学系教育研究センター長の野口

徹氏から「大学における産学共同教育」につい

て講演を頂いた。講演において平成１７年に設置

した「工学系教育研究センター」における大学

院学生の「海外企業へのインターンシップ派

遣｣、産学連携講義としての「創造的人材育成

特別講義｣、社会人博士課程のための「社会人

教育プログラム」の事例が紹介された。海外企

業へのインターンシップ派遣において派遣先は

ヨーロッパ企業が多いこと、参加学生の人間力

向上における効果が大きいことが報告された。

続いて、「大学・高専における産学共同教育

の取り組み」に関する意見交換会を行った。最

初に、八戸工業高等専門学校校長の井口泰孝会

員から「地域資源と学寮を活用した人間力の育

成」と題して、地域との連携および高専の寮を

活用した高専学生の人間力育成に関する八戸高

専における新たなメンタープログラムの取り組

みが紹介された。続いて、釧路工業高等専門学

校教授の岩洲義孝氏より「釧路高専における

EA・INjIpWSNo､1192007.124
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ＪＡＢＥＥ教育」と

題して、釧路高

専におけるエン

ジニアリング・

デザイン能力育

成、技術と社会

性を体得させる

共同教育、地元

企業と連携に』く-ＬＬ－フ'三Ｌ一ＪここＪノリＶｰロ、

野口徹氏
るインターンシ

ッフ・教育の事例が紹介された。

これらの諦瀧および話題提供に対して、地元

企業関係者から、大学・高専における産学共同

教育に関する取り組みにおいて、学生が企業活

動におけるお客様として参加するのではなく、

企業活動の厳しさを実際に体験することが重要

ではないかとの厳しい意見もあった。また大

学・高専における産学共同教育プログラムが国

からの資金援助によって成り立っていることか

ら、継続的に産学共同教育を行う仕組みのあり

方に関する質問等､活発な意見交換がなされた。

講演会終了後、会場を移して22名の参加のも

と懇親会が開催され、北海道の珍味を味わいな

がら、情報交換の場が持たれた。

鐸弓、
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九州．近隣地区講演会

｢ブ鵬ラジルにおけるバイオエタノール生産の現状と今後の戦略」
８画

九州．近隣地区担当理事古崎新太郎／s""ｖ
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日時

場所

講師

2007年１０月１２日（金）１６：００～１９：３０

ホテルセントラーザ博多

日伯エタノール㈱取締役総務部長

掛林誠氏

最近、バイオエネルギーの話題がしばしば報

じられるようになってきた。バイオエネルギー

は燃焼時に発生する二酸化炭素と同量を植物が

光合成の際に吸収してくれるので、地球環境に

やさしいといわれるが、これは勿論バイオマス

から燃料を製造する際に発生する二酸化炭素量

が十分少ないことが前提になる。本年度の九

州．近隣地区講演会は、バイオエネルギーの問

題を取り上げることとなり、バイオエタノール

についての話題を伺うこととした。

そこで、バイオエタノールに関するブラジル

および諸外国の事情に詳しい掛林誠氏をお迎え

し、「ブラジルにおけるバイオエタノール生産の

現状と今後の戦略」と題する講演を行って頂い

た。同社は日本アルコール販売㈱とブラジルの

ペトロブラス㈱の50%ずつの出資会社ということ

であるが、このペトロブラス社は売上高がトヨ

タ自動車㈱に匹敵する大企業ということである。

講演は先ず、世界のエネルギーに関する潮流

の話題から、種々の話題を提供された。米国は

エネルギーのナショナルセキュリティの立場か

らバイオエタノールの推進に舵を切ったが、バ

イオエネルギーに熱心な国はこの他にブラジル

を含め、中国、インド、ＥＵ、南アフリカとい

うことである。ＥＵでは、当面20％を再生可能

エネルギーに切り替えることを目標に、フラン

スではＥ8５（エタノール85％のガソリン、以下

同様）を導入するそうである。

次いで、ブラジルの事情についてのお話があ

り、南北にも広いので１年'|:Iサトウキビが収穫

できること、生産鐘が多いので食糧と競合しな

いこと（但し、砂糖を作る方が収入が多い)、

同|聖l内においてサトウキビを利用すればEPR

(EnergyProfitRatio：全消費エネルギーに対

する獲得エネル

ギーの比）は８３

となることなど

を紹介された。

サトウキビ畑へ

の農地転用も可

能で、６億3000

万kＬのエタノー

ルを供給でき、ノン．４｜ナミfJl､口Ｌこう、
掛林誠氏

アルコール輸出

を軸に外交を進める戦略であるということであ

った（余談であるが、2010年以降はＦ１レース

もアルコールを575％含む燃料を使用しなけれ

ばならなくなるそうである)。

日本についてであるが、2007年にはバイオガ

ソリン（Ｅ３)が試験的に販売されているが、今

後は資源小国として技術力を世界に向けて活用

し、エネルギー源を多様化することが望まれる

と結ばれた。これには、国主導よりも民間主導

が望ましく、対外的には多様なチャンネルを形

成することも必要ということである。2008年は

G8サミット、東京アフリカ会議が日本で開催

され、ブラジル移民100周年でもあり、途上国

への支援という観点もあって何か動きがあるの

ではないかというお話であった。2007年７月に

開催された日伯戦略的経済パートナーシップ賢

人会議ではＥｌＯとE85の両面を考えていく提言

をまとめているが、この他にＥＴＢＲ(Ethyl-t‐

ButylEther)を利用する計間もあり、今後いろ

いろな角度からの検討がなされることになると

思われる。講演の後には予定時間を大幅に延長

して活発な質疑応答があり、参加者の関心の深

さを印象付けられた次第である。

以上の議論は、主にエネルギー効率EPRから

のものであるが、冒頭に記したようにエネルギ

ー源生産の際の二酸化炭素発生量についても考

慮すべきであり、エタノールの場合にも精製、

脱水の際の省エネルギープロセスについて更に

検討する必､要があると思われる。
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鯵
第１１回東アジアエ学アカデミー円卓会議(EA=RTM)および
シンポジウム出席報告

昨年わが国で開催した東アジアエ学アカデミ

ー円卓会議は、2007年は中国工学アカデミー

(中国工程院）が主催する番で、去る９月26から

28日に北京市内の中国工程院会議室で開催され

た。出席者は以下のとおりである。

日本：中原恒雄会長、飯塚幸三国際委員長

(筆者)、渡辺千側国際副委員長、上野晴樹会員

(メンバーに関するタスクフォース担当)、依田

直也会員、土井美和子会員、福西浩日本学術振

興会北京事務所長

中国：XuKuangdi会長、PanYunhe上級副

会長ほか約50名

韓国：ＣｈａｎｇＨｏＮａｍ副会長ほか６名

オブザーバーとしてオーストラリアのアカデ

ミーからGTegart教授、シンガポールから

ＬｉｍＭｏｎＫｉｎｇ教授が参加した。

1．シンポジウム（９月27日）
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国 際委員長飯塚幸

■■■■国電画画ロロ

三／KozozIz〔ﾉKＡ

２．円卓会議（９月28日午前）

川席者は本アカデミーから中原会長、飯塚、

渡辺会員、上野会員、依田会員の５名、中国

ＣＡＥはＰａｎ上級副会長、Ｄｕ副会長、Wang

Zhongtuo会員、ChengJiayi事務局国際合作局

副局長ほか１名､輪|玉lNAEKからChang副会長、

ChoBoHyUng国際委員長ほか１名であった。

議事はＤｕ副会長を座長として進められ、各国

アカデミーの活動状況報告の後、この円卓会議

のメンバーに関するタスクフオースの報告をも

とにメンバーの拡大について協議した。残念な

がら今回の会議までに正式な参加申し込みがな

く、また中国から拡大に慎重な姿勢が示された

ため、拡大の提案は今回は実らなかったが、引

き続き検討を継続することになった。次回の円

卓会議は韓国ソウルで来年９月に開催すること

を合意した。

３．見学会（９月28日午後）

北京市西側のサイエンスパークの一角にある

ベンチャー企業Vimicro（巾星微電子）社の見

学を行った。シリコンバレー仲間で立ち上げた

成功例である。

４．その他

今回のシンポジウ

ムについて初めて

(独）|_|本学術振興会

からの支援を受ける

ことができ、その結

果、本アカデミーと

、

:

しても東アジアエ学アカデミー円卓会議でこれ

まで以上の十分な存在感を示すことが出来た。

また同会の現地事務所とも交流ができ、今後

の日中協力に新たな足場が提供できたことは本

アカデミーと日本学術振興会の両方にとって大

変有意義な機会であったと考えられる。

スピーカーによる報告は次号に掲載する。

'侭雲、

'５１F弓ｈ
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第BB回スウェーデン王立科学工学アカデミー（iVA)年次総会と
｢ライフ。･サイエンス国際フォーラム」に出席して

創立90周年の歴史と伝統のあるスウェーデン

王立科学工学アカデミー（ＩＶＡ）の赤レンガの

風格ある建物で開催されたイベントに'１１席し

た。

(1)2007年１０月25日

「ライフ・サイエンス国際フォーラム」

（ストックホルム・lVA国際会議場)から

基調講演

主題テーマとして「生命科学における研究技

術とイノベーションを如何にして事業の成功に

結びつけるか｡」ＩＶＡ会長リナ・トレル博士司会

のもとに、基調講演が行われた。

①オーブ・グランドストランド教授（チャル

マーズエ業大学）：イノベーションによるハイ

テク技術の医薬、医療機器の分野は、医療、医

薬の基本特許権利化から企業化まで平均20～４０

年の長期事業開発の期間を要する。スウェーデ

ン医学研究と自然科学の境界領域との情報交

流、人物交流を促進する必要がある。②ベン

ト・ウェスターバーグ博士（元スウェーデン社

会福祉厚生大臣）：スウェーデン政府の社会福

祉分野の将来ビジョンについて講演があった。

政府の社会福祉政策および特異医療の新技術の

グローバル化に対応したＥＵ域内を含む医療科

学・社会福祉の情報交流について、未来ビジョ

ンの講演であった。③ナサン・ローゼンバーグ

教授（米国スタンフォード大学、ＩＶＡ外岡人会

員）：米国の医薬、医療政策の研究開発投資の

傾向分析の報告があった。生命科学のイノベー

ションは、広範な基礎科学の基礎研究に基盤を

おいている。とくに基礎物理学や、数学、情報

科学など、学際領域の進歩によって、はじめて

生命科学のイノベーションの創生が期待され

る。④アルビン・ロース教授（米国ハーバード

大学）：米国では慢性的な移植臓器の不足に対

応するため、具体策として、２ｗａｙexchange

方式や、提供臓器の血液型の組み合わせ（Ａ、

ヨー函産■定司 r可『１１！

国 際委員依田直也／Ｍ４ＯＸＡＹＯＤＡ

B，Ｏ血液型）の研究など、拒否反応防止研究

や、医学情報の交流とデータ収集の重要性が指

摘された。⑤スタン・メトカルフ教授(英国マ

ンチェスター大学)から、英国の生命科学の現

状報告があった。

パネル討論

司会者、マウリーン・マケルビー教授（イェ

テポリ大学、チヤルマーズエ業大学）により、

各講師によるパネル討論が行われた。司会者か

ら、理論物理研究によるレーザー光の脳手術の

新しい治療技術や、人1-1腎臓、心臓ぺース．メ

ーカーの開発など、将来の新規医学研究の基礎

分野には、自然科学、数学、放射線物理学、情

報ネットワーク・システムなど、広範囲の基礎

知識が欠かせないという報告があった。医療技

術のイノベーションを活用し、いまや新しい医

学発展への技術移転を重視すべき段階にきてい

ると問題提起がなされた。

①ベント・ウインブラド教授（カロリンスカ

医学研究所）：スウェーデン医学研究の場合、

米国の医学基礎研究政策において、広範な基礎

研究を医療のイノベーションに技術移転する必

要性が指摘された。これを受けて、基礎研究の

融合と研究者相互の人事交流の推進が提案され

た。優秀なスウェーデン医学研究者の海外への

転出（プレイン・ドレイン）の指摘があった。

②スタファン・ヨセフソン教授（インヴェスタ

ー．成長．キャピタル社顧問）：スウェーデン

の生命科学の研究とベンチャー起業への投資、

企業化の現状分析について講演があった。③マ

ーチン．ニクラセン博士（バイオビトルム社長）

から、自社の成功事業の紹介があった。④最後

に、オーブ．グランストランド教授から、情報

技術と医学研究の交流の重要性の指摘があっ

た。スウェーデンの医薬開発と製造コスト、生

産性向上の最適化研究の重視が強調された。

EＵ域内における生産財の原料購入、経済性の

最適化など、グローバルな経営政策の課題が指

EAJNEWSNo､1192007.127
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る｡」という主張にも合致する。

ヘクシャー博士の経済史と国際貿易理論は、

今日のグローバル化市場経済の視点から、とく

に注目されている。スウェーデンにおいてアル

フレッド･ノーベル以来、経済理論と社会科学

に基づくスウェーデン経済史の影響が市民社会

のなかに浸透している。サイエンスとテクノロ

ジーに関する社会評価が厳正、公正に培われて

いる点が注目される。

前日のシンポジウムとともに、たいへん興味

深い討論内容が印象的であった。スウェーデン

元社会福祉厚生大臣のウェスターバーグ博士の

｢神経生物学。医療科学。社会福祉の未来」|玉|家

プロジェクトには、スウェーデン政府の社会福

祉分野の将来ビジョンが色濃く反映されている。

今後、生命科学と医療技術開発のためのわが

国の研究投資の内容と規模等の将来像につい

て、米国やＥＵの動向を見極める必要があるで

あろう。今後、わが国の社会福祉政策や、生命

科学の基礎研究分野について、「日本工学アカ

デミーの政策提言」の主要項目として、スウェ

ーデンの医療のイノベーション動向や、社会福

祉の情報交流を挙げることも大切と思われる。

今後、関係機関の活動と緊密な情報の交流が重

要である。

(2)2007年１０月26日

第88回lVA総会（ストックホルム)から

ストックホルムのコンサート・ホールで、

IVA会長主催の総会に出席した。その後、恒例

の国王主催、正装による公式晩餐会がストック

ホルム・シティホールで開催された。日本の中

島特命全権大使をはじめ、科学技術関係の政府

高官や各国大使らが出席した。

総会では、ＩＶＡ会長リナ・トレル博士司会の

もとに、科学工学分野で顕著な業績を挙げた宇

宙飛行士など、５名の功労者の表彰式が行われ

た。つぎにストックホルム経済大学教授の故へ

クシヤー博士（1879‐1952年１９世紀のk'11際経

済学者）についての業績報ｆｌﾃが行われた。近代

経済学の基盤を築いた、由主義経済瑚論分野で

活躍した成果が顕著である。これは、Ａ・Ｊ・

シユンペーターの「経済発展の理論」（1922年）

や「景気循環論」（1939年)の著書に記されてい

る「イノベーションが経済発展の原動力であ
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摘された。

引き続き、ＩＶＡ本館で外国人会員約40名が晩

餐会に招待された。その席で、ＩＶＡ会長リナ．

トレル博士に筆者から、中原恒雄EAJ会長の親

書を添えて挨拶した。
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第８８回年次総会、著名業績者表彰式の風景

蟻一一
ゴ
桑
到



『

『

フォーラム「食の安眉割
一'’’’’昭’１口ひpＩＬ 守Ｉ画卜

東京大学名誉教授・日本学術会議第二部部長唐木英明／HｍＥＡ尺ノノRがＩＲＡﾉＷ

食中毒発生件数などから見て、輸入品を含め

て日本の食品は世界一安全といえる。ところが

BSE、遺伝子組み換え食砧、添加物、残留農薬

などに多くの消費者が不安を訴え、これに中国

食品、ミートホープ、’41い恋人、赤福などが追

い討ちをかける。安全と安心の距離が離れた原

因はなんだろうか。

最初に考えなくてはならないことは、消費者

の不安がどの程度深刻なのかである。アンケー

ト調査では消費者は食の安全に対して強い不安

を表明している。しかし、不安感から外食をや

めて家庭内調理にしたり、無添加・無農薬の食

品を購入する消費者はそれほど多くはない。こ

のような違いの大きな原因は、アンケート調査

にはどこかで読んだ知識で答え、買い物は自分

の損得の計算で行うことである。したがって不

安感が消費行動にどの秘度影群しているのかを

正確に知る訓喪が必要である。

人間は大昔から食中毒に苦しみ、食,h1Iの安全

性を自分自身で注意深く判断してきた。食中毒

の原因は食I+Ｉ毒菌やウイルス、天然化学物質で

あるフグやキノコの毒、そしてかつては農薬な

どの化学物質中毒もあった。そして食1拍は安全

と危険に二分できるのではなく、その中間に灰

色があることも経験的に知っていた。しかし最

終的には「食べるか、食べないか」の''1黒判断

をせざるを得ない。その葛藤の巾で安全な食品

を求めてきた。

輸入食品と加工食品と外食の時代になると、

食品の安全性を消費者自身が判断することが難

しくなり、企業が安全を守る責任を負った。科

学者は実験結果と確率論を用いてリスク評価を

行い化学物質の無毒性最を計算し、行政はこれ

をもとに十分な安全域を設けて規制を行った。

安全域は規制違反が直ちに11-1毒につながらない

ための予防措置である。このような「健康に被

害がないリスクは受け入れる」という現実論が

機能して食の安全が保たれている。しかし消費

者は「食品はゼロリスクであるべき」という理

想論に傾きやすく、「基準違反はすなわち危険」

という単純な白黒判断を行う。

企業はこれまで食品の安全性を経験で判断

し、それはほとんど間違っていなかった。その

自信からか一部ではあるが賞味期限などの基準

を軽視する企業が出ている。実際に輸入食品を

含め大多数の違反は安全域の範囲内であり、I-l-l

毒を起こすようなものではない。しかし内部告

発で違反は明るみに出る時代になってもなお違

反を続ける企業は信頼を失い、これが消費者に

不信と不安を広げる。

人間は危険情報と利益情報に敏感で安全情報

には無関心､そして信頼できる人の意見に従う。

信頼される存在であるメディアは社会に対する

警告だけでなく視聴率のために危険情報を流す

が安全情報はほとんど取り上げず、このアンバ

ランスが無用の不安と風評被害を起こす場合も

ある。

食の安全と安心を近づける方法は、企業の違

反をなくすこと、メディアを含む関係者が安全

を守る仕組みを理解するためのリスクコミュニ

ケーション、そして検証と改善であろう。

｡｡ロ｡ロ⑥｡｡ロ｡回｡｡｡｡｡Ｃａ｡⑨色画｡｡｡｡画⑥｡｡ロ｡⑰｡ロロ面｡０回｡■ ロ●｡、

広報委員会では、社会的話題で工学に関連深い

問題を積極的に取り上げ、これを「紙上フォーラ

ム」のかたちでアカデミー内部に投げかけ、会員

の個人的意見や主張を掲載することにいたしまし

た。会員諸氏からの活発な投稿を歓迎いたします。

原稿は1,200字以内で、郵送、ＦＡＸ、電子メール

にて事務局宛にご投稿ください。締切は偶数〃末

日です。

EAJNEWSNo､11り２()07.129



(独)情報通信研究機構ユニバーサルメディア研究センター長

1948年愛知県生まれ。東京工業大学工学部電子物理工学科卒業。同年

NHK入局。放送技術研究所にて映像信号処理、番組制作技術の研究に従

事。2004年から同放送技術研究所長。2006年から現職。ＩＥＥＥフェロー。

日本学術会議連携会員。工学博士。

えなみ力､ずまさ

樗並ボﾛ雅

のご紹介

広報委員会では、より親しみのもてる紙面づくりを目指して、
新入正会員ご自身から資料提供していただいております。

（２００７年９月入会者）

[第２分野］

あまみやまこと

雨宮真人 九州大学大学院システム情報科学研究院特任教授

1942年千葉県生まれ。九州大学工学部電子工学科卒業、同修士課程修了。

同年NTT研究所入所。NTT基礎研究所第一研究室長を経て、1988年九州

大学教授。2006年より現職。専門は並列分散処理、人工知能など。電子

情報通信学会、情報処理学会フェロー。工学博士。

:髪窪認憲

つだとしたか

津田俊隆
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戸騨､

東京工業大学大学院情報理]:学研究科教授（計算工学専攻）

東京大学工学部計数工学科卒業、同修士課程修了、NTT研究所入社。ベ

ル研究所客員研究員、NTT基礎研究所第四研究室長、ヒューマンインタ

ーフェース研究所音声情報研究部長、同古井特別研究室長を経て、現職。

紫綬褒章受章。種々の学会から業績賞、論文賞など‘受賞。工学博士。

EAJNEWSNo､1192007.1210

鐸唇雲ウリ
』

㈱富士通研究所常務取締役

1947年福岡県生まれ。1975年東京大学大学院工学系研究科電気科博士課

程修了、工学博士。同年㈱富士通研究所入社、現在常務取締役。専門は

ディジタル信号処理、ディジタル伝送、通信ネットワーク。ＩＥＥＥ／

IEICEフェロー。2007年IEICE副会長。

㈱東芝研究開発センター技監

1954年東京都生まれ。1979年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。

東京芝浦電気㈱（現在の㈱東芝)入社。ヒューマンインターフェースを専

門とし、Ｈ本語ワープロ、機械翻訳、電子出版、ＣＧ，道案内サービスな

どの研究開発に従事。博士(工学)。

r，

どいみわこ

土井美ﾛ子

ふるいさだおき

古井貞罵月



よしだすすむ

吉田進

みやはらひでお

宮原秀夫 (独)情報迦信研究機構理事長

４年間大阪大学総長として国立大学の法人化に取り組んできました。そ

の間は研究ということからは程遠く大学の運営管理に専念しましたが、

今後は情報通信研究機構において、少しは研究の仕事に戻ることができ

ればと順っています。

京都大学大学院情報学研究科教授（通信情報システム専攻）

1948年兵庫県生まれ。1973年京都大学大学院工学研究科電気系専攻修士

課程修了。京都大学助手、助教授を経て1992年京都大学工学部教授。

1998年より現職。その間ディジタル移動通信技術に関する教育・研究に

従ﾖｉ。電子情報通信学会フェロー。

１

むらかみとくみち

村上篤道 三菱電機㈱開発本部役員技監

1948年広島県生まれ。1971年東北大学工学部卒業。同年三菱電機㈱入社。

高能率符号化、DSP、マルチメディア通信・放送・蓄積・表示技術の開

発、ITU／ISO国際標準化に貢献。工学博士。IEEE、映像メディア学会、

電子情報通信学会フェロー。

『

蕊
翻

炉 もりけんいち

;南ミ健一 東京理科大学総合科学技術経営研究科陰教授

1938年東京都生まれ。1962年東京大学工学部応用物理学科卒業。東京芝

浦電気㈱(現在の㈱東芝）の総合研究所にて、パターン認識、日本語情報

処理の研究等に従事。常務取締役を経て東芝テック㈱社長に転出。電子

情報通信学会名誉会員、文化功労者。工学博士。

こしみつお

越光 男

EAJNEwsN０．１１９２()07.12血

東京工業大学大学院理工学研究科教授（物質科学専攻）

1945年中|玉|大連生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻雲博士

課程修了、理学博士。同大助手、助教授、理学部教授、1998年改組によ

り現職。2006年より附属科学技術高校校長を兼務。専門は物理化学、光

化学、レーザー化学、化学教育（環境科学)。

[第３分野］
いちむらていじろう

市ﾎｫ禎二目Ｂ

東京大学大学院工学系研究科教授（化学システムエ学専攻）

1947年長野県生まれ。1978年東京大学大学院工学系研究科反応化学専門

課程修了。工学博士。東京大学助手、講師、助教授を経て、1993年より

現職◎専門は化学反応論で、分子のエネルギー移動過程と反応、燃焼・

爆発や材料合成反応の研究、大規模反応シミュレーションなどを行って

きた。



にきえつお

二木鋭雄

蕊
(独)産業技術総合研究所ヒューマンストレスシグナル研究センター長

1939年大阪府生まれ。1968年東京大学大学院工学系研究科修了。工学博

士。スタンフォード研究所客員研究員。東京大学工学部、先端科学技術

研究センター教授を経て、2001年より現職。専門は反応生命化学、特に

i酸化ストレス、バイオマーカーなど。

[第６分野］
まついつれお

松井Ｉ恒雄

むらたみのる

村田稔

よしかわひでかず

吉１１１梁和

名古躍大学エコトピア科学研究所長･大学院工学研究科教授

(マテリアル理工学専攻）

1947年岐阜県生まれ。1975年名古屋大学工学研究科原子核工学専攻博士

課程修了。米|韮|ノースウェスタン大学、アリゾナ州立大学、㈱日立製作

所を経て1980年名古屋大学工学部助手。助教授、教授、評議員を歴任し、

2004年から現職。専門は原子力工学、エネルギー機能材料学。

ニッテツコラム㈱代表取締役社長

1946年東京都生まれ。1971年東北大学工学部精密工学科卒業。新Ｈ本製

織㈱入社。圧延・エネルギー設備の計画・設計・整備に従事。1979年英

閏マンチェスター大学大学院経営工学修士課程修了。2002年日鉄防蝕㈱

社長を経て、2007年より現職。日本エネルギー学会評議員。

特定非営利活動法人シンビオ社会研究会会長

1942年滋賀県生まれ。1970年京都大学大学院工学研究科博士課程修了。

京大原子エネルギー研究所助教授、教授、大学院エネルギー科学研究科

教授、科長を歴任し、2006年名誉教授。専門は原子力安全、ヒューマン

インターフェース。工学博士。日本原子力学会フェローなど。

UＲｎ庭r，Ｄｎｎハ■ｒｐｒ，、Ⅱ
ﾛロⅧⅡ－、四ｐｍｐＶｐＲｐｐＬ〃ロⅧ

三田勝茂会員

元㈱日立製作所取締役社長､会長

2007年７月28日逝去８３歳

三田さんは大正１３年東京都,Wi川区に生まれ、

昭和24年３月に東京大学第二工学部電気工学科

を卒業後、㈱|:1立製作所に入社され、取締役

社長、会長を歴任された。

三田さんのＨ立における功績は、一言で言

うなら、新たな基幹事業の育成に挑戦し続け、

｢重電の日立｣を｢エレクトロニクスの||立｣｢情

報のlFI立｣とも呼ばれるまでに発展させられた

ことであろう。

社業発展に尽くされる一方で、政府関係の審

議会委員等をはじめ、経済団体連合会副会長、

通信機械工業会会長、日本電機工業会会長、発

明協会会長など、多くの公職･諸団体の要職に

も就かれた。平成5年にはフランス共和国より

国家功労章オフイシエも受章されている。

厳しいなかにも優しくユーモアがあり、上

司･部下、社内･社外を問わず、皆から慕われ

る人柄であられた。「社会の進歩によって、変

えるべきものと変えてはいけないものがある。

日立は、その製品を通じて社会に貢献すると

いう基本を決して変えてはならない。」と教え

られた。まだまだご指導を頂きたかった。生

前の業績を偲び、謹んでご冥福をお祈り申し

上げる。

（会員金井務）
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‘織蕊識鳴 丹野毅会員

日立化成工業㈱名誉相談役
2007年７月30日逝去７２歳

丹野毅さんは、1959年に東京大学理学部をご

卒業になり、同年㈱日立製作所に入社されまし

た。1963年に同社化学部門が日立化成工業㈱と

して分離独立した際に新会社に転属され、以来

合成樹脂の研究開発と同分野の新事業開拓に主

導的な役割を果たされました。1985年取締役、

1987年常務取締役、1990年同社副社長、1991年

には同社代表取締役社長に就任されました。お

北郷薫会員

東京大学名誉教授

工学院大学名誉教授

2007年８月３日逝去８４歳

北郷薫先生は、松山高等学校から東京帯陸|大

学第一工学部機械工学科に進み、昭和19年に卒

業されました。昭和24年、新設された工学院大

学に招かれ、助教授、教授として17年間にわた

り大学の基盤固めに貢献されました。昭和41年

母校の東大機械工学科に移り、機械設計担当の

教授として定年までの１７年間教育と研究に専念

されました。

昭和58年再び工学院大学教授に復帰し、学長

９年、理事長１０年の在任期間を含め長らく大学

、､

､]ＭＯ

野 村東太会員

ものつくり大学学長

元横浜国立大学学長

2007年８月２１日逝去７７歳

野村東太先生は東京大学大学院を修了された

昭和36年に横浜国立大学へ赴任され、平成4年

の工学部長・工学研究科長就任を経て、平成６

年に第11代学長に就任、平成9年３月に学長の任

期を全うして退官されました。その後、ものつ

くり大学の設立に携わり、平成13年４月に同大

学の初代学長に就任されました。

ご専'''1は、建築計画学・建築設計学で、特に

医療・保健・福祉・生活施設の建築計画的研究

に多面的に取り組まれ、その研究成果は国や地

方|‘|治体の政策にも大きく反映されました。ま

りしも日本経済はバブル崩壊直前で、やがて

長期にわたる困難な状況を迎えたのでした。

丹野さんは持ち前の先見性により逸早く改革

を断行し、業績を目覚ましく向上させ、Ⅱ立

化成工業㈱を業界の雄へと導かれました。穏

やかな眼差しの風貌と強靭な意志を兼ね備え

た外柔内剛の人であり、無類の勉強家であら

れました。優れた技術者であると同時に明敏

なグローバル企業経営者として、内外多くの

関係者から尊敬を集めておられた丹野さん、

その早世は日本工学アカデミーにとって真に

残念なことでありました。故人のご冥福を心

からお祈りします。（会員武'1:Ｉ康嗣）

を牽引する役割を果たされました。この間多

くの困難を乗り越え、新宿新都心の一角に世

界でも珍しい高層ビル型大学を完成されたご

功績は特筆に値します。

島津藩の名家の出である先生は、寡黙で実

行を重んじ、信じることを曲げることはあり

ませんでした。研究は、機械要素の基本であ

るねじがLI-i心で、先生のモットー「まず基礎

を固めよ」を文字通り体現されました。野球、

ゴルフを楽しみながら質実剛健に徹し、まさ

に古武士の面影が祐俳とします。

苦楽織り交ぜて思い出が詰まった新宿校舎に

最後に足を運ばれてから２週間後、肺炎のため

突然帰らぬ人となられました。ご功績を讃え、

心からご冥福を祈ります。（会員大橋秀雄）

た、博物館建築の計画学的研究にも長年力を

注がれ、平成6年５月に「博物館に関する一連

の研究」により、Ｆ１本建築学会論文賞を受賞

されました。

撒浜国立大学学長としては２１世紀に向けた

大学将来像を策定し、学部から大学院までの

改組と新設に尽くされました。まさに現在の

|卦立大学法人を取り巻く状況を予見されて手

を打たれたのであり、大学の発展と改革の推

進に極めて大きな貢献をされました。また、

ものつくり大学学長として、特色ある大学の

創設と運営に情熱を持って尽くされました。

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

（会員長島昭）

８月２１日付で瑞牽重光章を受章されました。

EAJNEWSNo・'192007.1213



新潟中越沖地震で被災した東京電力の柏崎刈羽原子力発電

所を視察した。最初は、地震後約２週間後の８月６日に土木、

建築など関連５学会の一員として、２度'三|は１０月22日に日本

原子力技術協会に設立された委員会のメンバーとしての訪問

であった。最初の視察の時は、建屋外の道路、周辺地盤、火

災のあった変圧器や消防設備などの屋外施設への甚大な被害

状ﾙ,1,を11の当たりにして、改めて発生した地震の大きさを実

感した。Ⅲ麓重要度の低い設備と複数設備間の相対変形に被

害が集'|Iしたと言える。１０月の訪''１では、建屋内の重要度の

商い術造物や伽管、機器などを視察した。最も古い１号機の

内部に入れて頂きつぶさに視察したが、少なくとも構造に関

わる被害は皆ｊ１Ｕｉと言って良く、スナッバー、ハンガーなどの

支持装悩も健全であった。重要度分類に応じた日本の耐震設

計法の優秀性が実証されたと強く感じた。

多年にわたる、NUPＥＣ(現JNES、原子力安全基盤機術）

の多陛津耐震振動台を使って実施された耐震実証試験などの

研究成果が有効であったという認識を持った。

一方では、これらのポジティブな11Wでの評価はマスコミな

どではあまり取り上げられずに、変圧器の火災などの重要度

の低い設1jlliの被害が、極く希灘な放射性物質の漏洩と共に大

きく報道され、社会問題化した。商いレベルの知見を持つ工

学、関連技術の専門家による発生した被害についての説得力

をもつ説明の飛要性および社会科学、理学を含む他分野の関

連専門家との対話による共通認識の重要性を感じたところで

ある。（鈴木浩平）

編集後記

究所を設立、実際的な技術開発を実践し続け

ました。

先生の多大なご業績の中でやはり特筆され

るのは、不確定な地震動の到来に対し、崩壊

しなければよしとした従来の耐震構造に対し、

建物の揺れをも押さえて安全性はもちろん内

蔵する情報処理機能の維持までも狙いとした

｢制震構造」の研究と技術開発であります。

1950年代の大学時代の概念の発想にもとづき、

実業に転じて以降その実用化を図り、1989年

には世界に先駆けた制震ビルを東京に完成さ

せました。いまや制震は高層ビルに必須のア

イテムになっています。

ここに謹んでご冥福をお祈りいたします｡

（会員五十殿楕弘）

小堀鐸二会員

京都大学名誉教授

㈱小堀鐸二研究所最高技術顧問

2007年９月５日逝去８６歳

小堀鐸二先生は、1920年11月１５日に生まれ、

1945年に早稲田大学理工学部建築学科を卒業

後、京都大学に転じ工学部講師、助教授を経て

1962年教授に昇任されました。1984年退官する

まで33年間の長きに亘り耐震構造学、地震工学

に関する先駆的な研究を推進する一方で数多く

の門下生を育成しました。その後、工学の研究

は実際に役立ってはじめて完結するという信念

から､実業の場に身を転じることになりました。

1985年に鹿島建設㈱副社長に就任、さらに広く

社会に貢献するため翌1986年には㈱小堀鐸二研
〆璽9も

《
り

顕彰。叙勲

2007年度文化勲章および文化功労

者、秋の叙勲・褒章受章者が発表さ

れました。その栄に浴された会員に、

心よりお祝い申し上げます。

文化功労者の圃武豊喜会員・桐花

大綬章の豊田章一郎会員・瑞宝大綬

章の熊谷信昭会員のご業績について

は、次号に掲載を予定しております。

事務局年末年始休業

１２月29日（土）から１月６日（日）ま

で、事務局の年末年始休業といたし

ます。どうぞよろしくお願い|言|'し上

げます。 胡
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賀詞交歓会

2008年１月16FＩ（水）

虎ノ門パストラル新館５Ｆ

（理事会）１０:30～１２:００オーク

（懇親会）１２:00～14:００ミモザ
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