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一方、プラトン学派の意味の承継者として使

われるようになったアカデミーには、いろいろ

な専門分野の指導的立場の人々が集まって、学

問や技術芸術等の分野で相互にその業績や指導

的立場について認証しあい、切礁琢磨しつつそ

の分野の発展をはかる組織にアカデミーの名が

仙川されるようになってきた。ただこの種の組

織も常にアカデミーと呼ばれるわけでなく、有

名なものでは英国の王立学会(RoyalSociety

l662)のようにアカデミーと呼ばれないものも

ある。

最初からアカデミーの名を冠して成立した古

いアカデミーで有名なものには、フランスアカ

デミー(Academiefran9aise)、（英国)王立桧画・

彫刻・建築アカデミーなどがあり、フランスや

英国では単にアカデミーというとこれらのアカ

デミーを指すことになるといわれている。フラ

ンスアカデミーは政府の主導により、文学界の

リーダーが集まりフランス語の標準を作成する

団体である。英国の科学者は王立協会に推挙さ

れ入会したが、米国の科学アカデミーは、当時

のリンカーン大統領が政府の行政に関し科学者

の助言を得るために特別の法律を作り結成され

たとのことである。

一方、２０世紀に入って、帝政ロシアが共産主

義のソ連邦に変わって国の全ての生産活動や研

究活動が中央政府の直轄事業になるに伴い、国

内の科学、技術の全ての研究開発活動を管理す

る組織として科学アカデミーが設立され、第２

次大戦後は他の共産圏諸国もこれにならって、

科学技術に関連する全活動の集中管理機構とし

日本工学アカデミーも法人化されて社団法人

日本工学アカデミーとなると、社会的な認知度

が高まると共に、多数の関係先、友人・知人か

ら、工学アカデミーとはどんな団体で何をする

ところかと質問を受けるケースが増えてきた。

一方、“アカデミー”という言葉から人々が考

える定義も、国により、立場により相当に異な

っており、人々が皆同じ定義の名詞とは考えて

いない面がある。会員各位がこれからの工学ア

カデミーのあり方を考えて頂く御参考にもなる

と思い、アカデミー、特に日本工学アカデミー

について筆者が業務を行いながら学んできたこ

とや、感じたことをまとめてみたい。

“アカデミー”という名詞が紀元前４世紀の

ギリシャの哲学者プラトンが学問を講じたアテ

ネ近くの森林公園の名にはじまることは議論の

余地のないところであるが、それが現在用いら

れている幾つかの定義に分化してきたのは、１６

世紀から1711止紀以後のようである。当初はプラ

トン時代と同様に、学問を教授する場所の意味

が中心であったが、哲学でのプラトン学派の意

味にも川いられた。その後学問を教授する場所

や組織についての名詞がその性格に応じて大学

(university,College)、学校(school)等分化して

行くに従い、一部の地域（スコットランドなど）

では中等学校の意味に用いられたが、一般には

通常の学問(liberalarts)でない特殊な分野の教

育・訓練機関の名に用いられるようになった。

特殊な分野として、現在も学校がアカデミーの

名で呼ばれるものの多いものは軍事、芸術、乗

馬などである。

アカデミーについて思うこと

桜 井宏 ／



工学アカデミー連合(CAETS）メンバーとなっ

ているものだけでも日本を含め16ｹ国となり、

それぞれの国情にあった活動を続けている。

前述のように、アカデミーなる概念が各国

様々であり、何を目的としてどんな活動をして

いるかが一般に充分に理解されていないのが悩

みで、科学、工学の両アカデミーがワシントン

に立派な建物を持ち、両アカデミーと医学協会

が合同で設立した国家研究評議会(NRC)を通

じて大統領や議会から多数の問題について諮問

を受けている米国でも、単にアカデミーと呼ぶ

と、一般には、有名なアカデミー賞を出してい

る米国映画芸術科学アカデミーを考える人の方

が多いのは事実であろう。

我が国においては、前述の日本学士院が顕彰

組織としてのウェイトが高くなりすぎ、政府の

諮問機構として適当でないことから、戦後にな

って学者から選出された会員からなる日本学術

会議が発足したが、種々の事情から所期の機能

を全うしなかったため、さらに総理大臣の諮問

機関として科学技術会議が置かれた。しかしⅡ

本の最大の貿易相手国であり、またいろいろな

面で最も関係の深い米国側の体制との整合性に

欠けるところがあるため、1980年代に入り貿易

摩擦が激化すると共に、米国側より貿易摩擦を

技術摩擦、さらに国家間の不和に拡大しないた

めの民間レベルでの話し合いの相手先を求める

圧力が強くなってきたのが、それ以前から底流

として存在した工学アカデミー結成の願望を実

現する引き金となって、1987年に設立されたの

が我が日本工学アカデミーである。

従って、任意団体としてアカデミーの名を冠

して創立はされたものの、当初の活動は日米関

係を工学関係者同士で技術摩擦へと進まないよ

うに意志の疎通をはかる仕事が最重要とされ、

そのために、当時技術摩擦の対象となりそうで

あった材料、電子通信を含む情報、及びバイオ

の３専門部会が最初に設置されている一方、強

力な国際委員会が日米相互の意志疎通の場とし

て、日本工学アカデミーに３年程先立ってスタ

ートした'二|本学術振興会第149委員会と殆ど同

じ構成で始まった。

日米技術関係者間の理解も進み、他の経済関

係からも日米技術摩擦の危険性が遠のくに従

い、米国側の熱意も下火になる一方、日本工学
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ての科学アカデミーが設立され、この組織運営

のための諮問に応ずる、科学技術上の貢献の顕

著な学者がアカデミー会員として選ばれ顕彰組

織と行政組織が一本化されたようである。

他方、日本では、1879年(明治12年）に諸外

国の例にならい、現在の日本学士院の前身であ

る東京学士会院が創立されたのがいわゆるアカ

デミー的な顕彰、諮問機関の始まりと推測され

る。

何れにしても各国とも学術や技芸について顕

著な実績を挙げた学者を顕彰し、またそれらの

方々に行政上、文化上の各種の問題について政

府が諮問する組織の必要を感じ、いろいろな組

織ができたが、各々の国の伝統、慣習、政体等

から国々に応じた組織形態のものができ、その

多くのものがアカデミーの名を冠するようにな

った。

時代の推移と共に、科学ばかりでなく我々が

現在技術とか工学とか呼んでいる専門分野が発

展拡大し、当初設立された時に比し、学問分野

も応用分野も分化し、これを専門とする学者や

技術者も増えてくると、科学者と工学者の間の

物の考え方の違いによる組織内部での問題が発

生したのに加えて、顕彰組織の通弊としての固

定的な分野別の会員定員についての新興分野の

不満も高まり、科学のための組織に加えて工学

のための同種の組織ができてきた。

最も早くこの動きが具体化したのがスウェー

デンで、1919年に産業界が主導権を取って、ス

ウェーデンの産業競争力を改善するための諮問

機関としてできたのが(スウェーデン）王立理

工学アカデミーである。スウェーデンには古く

王立科学アカデミーが存在し、ノーベル物理学

賞、化学賞の受賞者を詮衡していることは広く

知られているが、応用面を扱い経済学的なアプ

ローチに重点を置く理工学アカデミーが、我々

の分野で世界で最初に設立されたアカデミーで

あることはあまり知られていない。

米国や英国でも第２次大戦後に科学アカデミ

ーや王立学会とは別に工学アカデミーが設立さ

れ、現在この英、米、スウェーデンの工学アカ

デミーがその活動、規模等からみて世界の３大

工学アカデミーとなっている。その他の国々に

ついてみると、科学アカデミーから独立した工

学アカデミーのある国は現在30ｹ国近く、世界
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真のアカデミーとしてのあるべき姿を求める動

きが強くなってきた。

（63号に続く）

”|,先中の｜材が|･龍浅井滋生理事

磁プロセッシング」について講演された。

電場と磁場の印加によって誘発されるローレ

ンツカを利用して、わが国の全消費エネルギー

の0.2％を節減するという頼もしい国家プロジ

ェクトの紹介からはじまり、金属の介在物除去

にまつわる「電磁アルキメデス力」の発想、溶

融状態では極めて活性な金属を高周波の電磁力

で浮揚して安定的に保持する装置「コールド・

クルーシブル｜についての解説があった。

１０テスラ級の強力磁場は、水、木、プラスチ

ックといった非磁性体でも磁化させることがで

きるという話を理論的根拠を示しながら説明さ

れた。その実例として、強力磁場によって凹ん

だ水面や変形した蝋燭の炎の写真を示され、最

後に、この磁化力を使った、材料の結晶配向制

御の可能性について最近の研究の成果を紹介さ

れた。

この興味深い二つの講演について、懇親会の

席でも活発な質疑が続けられ、研究の第一線を

卒業した先輩会員は、「中部のニューリーダー、

頼もし」と心強く感じた。

今年も例年通り年３１且Ｉの講演会を催すことに

して閉会した。

区新春講演会
ＰｌトＩト 画巨■画■ｇ

ｙＯＦＩ〃/Ｍ〃ﾉ?Ａ中部地区担当理事藤村 哲夫／TETwo

EAJNEWSNo､611998.43

中部地区の新春

講演会は、１月１３

日、本部より近藤

良夫叫事をお迎え

して、名111筆屋市内

のルブラFElllで催

された。このたび

は、この地区の新

空機の欠航によっ

て、帰国が遅れ出

席できなくなった

ために、急避、代

役として、名古崖

大学大学院工学研

究科教授の浅井滋

生理事が、現在、

研究中の「材料電

割鐸
附
匙

凶、

小 林猛会員 進会員の方にwf究

中の最先端技術についての講演をお願いするこ

とにした。

最初の講演者、名古屋大学大学院工学研究科

の小林猛教授は、「バイオテクノロジー－その

発展と今後の展望一」という題で、バイオテク

ノロジーの定義から、これまでの発腿の経過、

今後の展望に至るまでを分かりやすく紹介され

た。

バイオテクノロジーが２１世紀に期待される理

由として、環境問題、食料問題など世界が抱え

ている最大の課題を解決する有力な技術である

こと、最近のこの分野の進歩は著しく、その成

果が迅速に社会に還元されつつあることを挙げ

られた。特に、増え続ける二酸化炭素の削減に

は、植物や藻類の光合成効果を高める必要があ

ること、増え続ける世界人口を賄う食料の増産

には、動植物の品種改良を強力に進める必要が

あることを強調された。

バイオテクノロジーを人類の幸せのために発

展させる鍵となるのは、優れた遺伝子資源の確

保、遺伝子組替技術や細胞融合技術の拡大、高

性能バイオリアクターの開発、これらの技術を

活用した生産性の向上であると締め括られた。

もう一人の講演予定の方が、海外出張先の航

唾

鱗

アカデミー側でも日米関係だけでなく、工学界

のリーダーの方々の団体として国内での活動を

充実し、また、国際的にも米国以外の各国との

交流に力を入れるべきであるとの方向に進み、

炉

蕊｣
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第９４回談話サロン「アメリカの技術史教育とスミソニアン
ー計測技術博物館コレクションの構築一」

ｰ画画廼畝遥関ロ

／710』Ｗ”KＯＯＺ４大門 利彦

日時：1998年２月16日（月）

場所：弘済会館

講師：松本栄寿氏(横河電機株式会社技術館

準備室長）

鯵

今回は、横河総合研究所の山崎会員の司会に

より、横河電機が計画している計測の技術館の

開設に必要な技術の習得と、電気計器の歴史の

研究を目的に、1993年末から1994年の夏まで、

スミソニアン協会、国立米国歴史博物館に客員

研究員として滞在された松本氏のお話を伺っ

た。

滞在中に撮られた多くのスライドを中心に、

科学技術系博物館の系譜、その背景にある技術

史、そしてこれから日本で何を展示するかコレ

クションの紹介があった。

先ず、科学技術系の博物館にはキャビネット

(王侯貴族の宝物)、科学技術博物館、サイエン

スセンターの三つの性格があり、これらは混在

しているとして、1683年設立のオックスフォー

ド科学史博物館に始まる各国博物館の概観、そ

して1964年設立のアメリカ歴史博物館の他、航

空宇宙博物館、自然史博物館、フリーア美術館

などを有するスミソニアン協会の生い立ちが紹

介された。「知識の増大と流布に寄与する組織

を創設する」目的で、一度もアメリカを訪れた

ことのないイギリス人、ジェイムス・スミソン

が全財産50万ドルを寄贈したことの真意は謎め

き、これを基金とした協会の発足は興味深い。

スミソニアン博物館では奇妙なものの陳列、

時系列の発展からストーリーへ社会とのつな

がりを見せるといった展示思想の変化がある

が、博物館は素材を提供し、判断は観客に任せ

鼠噺
塔．》

‐卵
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新年賀詞交歓会
一 一 画 、 画 ■ 可 国 費

新春恒例の新年賀詞交歓会が、１月１４日、100余精の会員の皆様の参加を得て、虎ノ門パストラル

で開催された。

会の冒頭、岡村会長より、１月５日付で社団法人としての設立許可を得たことが出席者に報告され、
その後平山顧問の御発声で乾杯、和やかな懇談の一時に入った。

分野（１，７）

（２）

（３，４）

（３）

（３）

（５）

（５）

（６，１）

赤松

向殿

谷口

田村

吉田

荒木

井口

谷林

映明

政男

宏

昌三

敏臣

健治

泰孝

英毅

新入会員鰯紹介

摂南大学工学部教授（機械工学科）

明治大学理工学部教授（情報科学科）

久留米工業高等専門学校校長

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）

大阪大学生物工学岡際交流センターセンター長・教授

日本鋼管株式会社技術開発本部特別主席

東北大学大学院工単研究科教授（金属工学専攻）

玉川大学工学部長・教授（機械工学科）

以上８名
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1997年度事業報告及び決算報告

1998年度事業計画及び予算

役員の選出

社団法人となったことにより定款上必要とされる事項の承認

その他

、
～

圭
我

一
一
一
一
口

総会後、例年通り各委員会・専門部会報告、特別講演並びに懇親会を予定しております。また、

特別講演は、㈱東芝相談役佐波正一会員にお願いしてございます。

社団法人日本工学アカデミー

第１回通常総会開催通知

会員各位

社団法人日本工学アカデミー

1998年５月２１日（木）午後２時より、東京都港区虎ノ門４－１－１，虎ノ門パストラルにおいて、下記

議題により本会第１回通常総会を開催致します。

尚、正式通知は、別便にてお届け致します。

以上

一、
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事務局からのお知らせ

《協賛のお知らせ》

シンポジウム：工学教育の現状と将来

一次の時代を担うエンジニア教育における

グローバルスタンダードと産学連携一

●開催日時：1998年５月191二'（火）

１３：００～１７：００

●会場：大阪大学コンベンションセンター

会議室１（１階）

（大阪府吹田市山田丘１番1号大阪大

学吹田キャンパス内）

●主催：(社)日本工学教育協会・関西工学教

育協会

●共′催：大阪大学工学部

●後援：文部行(予定)、日本学術会議(予定）

●協賛：科学技術と経済の会、（社)日本工学

会、（社)日本工学アカデミー他

●参加費：無料、資料代：2,000円

〈プログラム要ﾉ‘!､(＞

講演１３：３０～

☆「エンジニア教育におけるグローバルスタン

ダード」

講師：大阪大学工学部教授大中逸雄氏

☆「大学の工学教育プログラムに対する企業ニ

ーズに関する調査研究について」

講師：群馬大学長赤岩英夫氏

☆「工学教育におけるインターンシツプについ

て」

講師：豊橋科学技術大学教授小林俊郎氏

☆「学生・技術者への能動的・創造的人材育成

のための産学連携について」

講師：三菱電機株式会社技術研修所技師長

島田 桶氏

懇親会１７：１０～（会費：1,000円）

<問い合わせ先〉

〒565-0871大阪府吹田市山田丘2番1号

ＴＥＬ：

関西工学教育協会事務局（大阪大学工学部総務課庶務掛）

06-879-7206ＦＡＸ：06-879-721(）
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謹んで御冥福をお祈り11.1し上げます｡

中島敏会員

綜研化学㈱相談役

1998年１月20日逝去享年85歳

岡上明雄会員

日本エヌ・ユー・エス㈱取締役社長

元日揮㈱専務取締役

1998年１月291二|逝去享年64歳

林毅会員

東京大学名誉教授

1998年２月２１１逝去享年86歳 ~熟

林泰造会員

中央大学名誉教授

1998年２月９日逝去享年77歳
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