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ごあいさつ 技術士事務所として継続して活動をさせていただいております．クライアントの皆様と連
携を持たせていただきなかで，さらなる展開や成果を得るための機会を創出するために情報をご提
供することを考えました．弊事務所とその関連先の保有する様々な資源，技術ノウハウ，人材，連携
先などなどを相互にご活用いただくため，実績に関する情報などを共有するためのベースとさせて
いただきたく，弊事務所通信を作成しました．皆様，ご活用のほどよろしくお願いいたします．

ります．
加飾技術の大きな領域である鍍金技術は，最近の環境の観
点から様々な制限がかかってきています．新しい鍍金類似の技
術が求められます．また，もう一つの大きな分野である塗装は，
ＶＯＣなどの制限からやはり大きな技術的発展が求められてい
ます．機能の観点を考えましょう．ダイヤモンドコーティングなど
新しい技術の胎動が始まっていることは間違いありません．
加飾技術研究会は，多くの可能性とビジネス的な発展の可
能性を持った新加飾技術を探索して，社会の要請に応えるべく
活動します．

加飾技術研究会へのお誘い（2009.10.1）

２００８年後半から，世界の経済環境が激変しました．この変
化は凄まじいものですね．たくさんのクライアントの方々からいろ
いろなご相談を受けるのですが，厳しい環境についてのお話が
圧倒的です．経済のみならず，政治も大きく変化しました．でき
れば政治と経済の連携の元に，再生の動きが出てきますように
希望します．
そんな環境の中，市場に出回っている多くの製品について，
消費者の厳しい選択の目を経て自社製品を買ってもらう，これ
が肝心ですね．消費者がどの品物を買うのか，そのキーは何で
しょうか？製品の訴求性，そして出来を左右する大きな要因は，
見た目でしょう．いろいろな製品，例えば電気製品や耐久消費
材などの最終工程は，塗装のような加飾であることが多いもので
す．このような最終的な外観を左右する装飾技術を総称して，
加飾技術という定義をさせて頂きました．
当面の連絡先は弊事務所とさせて頂いております．まずは，
２００８年の１０月に，いろいろな加飾技術を総括的に研究し
て，市場調査やビジネス展開などの活用技術を念頭において メールでご質問ください．E-mail info@ce-hirano.com です．ぜ
活動する研究会を立ち上げました．加飾技術研究会と称してお ひ皆様，ご参加いただきたく，よろしくお願いいたします．
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銀鏡塗装システムのご紹介（連携：(株)表面化工研究所）
弊事務所では，銀鏡反応を利用した金属調塗装システムの
開発を継続しております．２００６年頃から塗装技術やコンバーテ
ックという雑誌に記事を書かせていただきました．一例を示しま
す．【橋本智，平野輝美，銀鏡塗装の開発と応用事例，塗装技
術，Vol.46, No.10, pp.107-112 (2007)など】．また，「新コーティ
ングの全て」という成書にも書かせて頂きました．
近年のノンクロムへの要請など，表面処理に関する技術につ
いて，環境への影響に厳しいご評価を頂くことが多くなってきまし
た．優しい金属調の意匠性薄膜形成技術が求められています．
ＲｏＨＳ指令なども世界的な動向へと発展してきました．銀鏡めっ
き塗装技術はこれらの要望に対する一つの回答であると考えて
おります．
図に加色処理の一例をお見せします．金属調の高い光沢感
をもつ加飾処理が可能です．また，ドライフラワーに処理した例
の写真をお見せします．このように，植物などの普通では考えら
れないものに金属調の処理を行うことができます．さらに，Ａｇで
すから抗菌機能等の優れた特性を示します．
色調としては，黄金色の金属調表面を簡単に形成することが
できます．全てを金に変えたと言われるギリシャ神話のマイダス
王のごとく，あらゆるものを『黄金色』に変えることができます．ま
た，いろいろな色調の金属調に処理することも容易です．
また，水圧転写フォイルも独自の技術展開を図っています．

左に示したものは一例ですが，ホロ
グラムフォイルを立体に転写したも
のです．これ以外にも，パソコンで
印刷した画像を転写するシステムも
事業展開しています．このシステム
であれば，１品ものを転写技術で作
製することができるわけです．
転写フォイルとしては，普通のホログラムフォイルやアルミ蒸
着フォイルも展開しています．皆様が目にする機会が多いのは，
書籍の金文字タイトルなどに使われています．固体塗装技術の
一つとして，環境に優しい塗装として捉えることもできますね．ぜ
ひご活用ください．
以上，それぞれの技術について詳細情報が必要な方は弊事
務所までご請求いただきたくお願いいたします．
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埼玉県技術士会での活動
埼玉県技術士会(http://www.sai-ipej.com/)の理事として埼
玉県に密着して活動しております．中小企業にとって，いろいろ
な技術リソースや営業リソースを独自に保有することは，なかな
か難しいのが現状と思います．中小企業の皆様が，それぞれの
ネットワークを活用して，チームとして活動することが事業発展

のキーと思います．中小企業の皆様が，それぞれＷｉｎ−Ｗｉｎの
状況を意識して創造すること，これこそ，皆様自身の利益の源
になるものと思います．
□埼玉産業人クラブ：
日刊工業新聞社/埼玉産業人クラブ（http://www.sangyojin.
org/）会員としていろいろな行事に参加しております．また，積
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極的にセミナを提案させて頂いております．今期は，ものつくり
体質強化研究会として，『中小企業ものつくり力向上マニュアル』
を編纂し，その活用に向けて研究会を開催しました．さらに発展
させたく，次回のセミナも計画しています．
□さいたま市商工会(http://www.saitamacci.or.jp/)：
商工会は，地場に密着したたくさんの企業や個人事業主の
方々が参加されています．それぞれの相互連携も重要ですが，
さらに周辺の商工会などを含めた連携先を模索することも重要
と思います．弊事務所としても今後活動を進めたく思っておりま
す．
□さいたま新都心イブニングサロン：
北与野駅前の新都心ビジネス交流プラザで隔月開催されて
います，産学，産産連携を念頭にしたサロンです(http://www.
innovationpartners.jp/nonagase/evening.htm) ． 活 動 的 な 野 長
瀬教授が積極的に参加者（社）を集めています．最近は１００人
を超えるような人数（社数）となっていると思います．連携構築の
機会としては得難い環境を提供されています．ぜひ，皆様ご参
加ください．次回以降の予定などは，サイトを参照ください．
□埼玉県技術アドバイザ：
埼玉県産業技術総合センターが登録派遣している制度で，
様々な分野の技術的な経験をお持ちのアドバイザを，要望に応
じて派遣するシステムです．県と国から助成がありますので，比
較的費用負担がすくない状況でお使いいただけます．弊事務
所は技術アドバイザとして登録していますので，要請いただけま
したら出向かせていただきます．詳細は，埼玉県産業技術総合
セ ン タ ー ， 技 術 ア ド バ イ ザ 担 当 の 麻 生 様 （ 048-265-1311,
asoh@saitec.pref.saitama.jp）までご照会ください．
□埼玉県産業技術総合センター：
埼玉県では，川口市に産業技術の開発支援機能を担う施設
である産業技術センター（http://www.saitec.pref. saitama.lg.jp/）
を保有しています．例えば，材料の表面電子顕微鏡観察や組
成の分析や光学特性，機械特性，耐久性などの各種の測定や
評価を実施していただくことが出来ます．しかしながら，中小企
業では測定結果の解析や実務への展開など，技術開発担当が
行う部分が弱いのが現状と思います．そんなとき，ぜひ弊事務
所をご活用ください．御社の技術担当として，機器分析結果の

解析や，業務への展開などを分担いたします．
□埼玉県技術士会の活動計画：
埼玉県技術士会の活動計画をご紹介します．表記は，Ａ：期
日，Ｂ：場所，Ｃ：概要，Ｄ：参加費，その他，Ｅ：連絡先です．
・技術士研究・業績発表大会と埼玉県技術士会新年会
Ａ：平成２２年１月９日（土）１３：００〜１７：００（終了後，埼玉県技
術士会新年会） Ｂ：浦和パルコ１０階，浦和コミュニティセンター
第４会議室 Ｃ：①「我が国の省エネ技術のアジア展開支援」巽
孝夫，②「長周期地震」石黒正樹，③「技術面での情報の活用」
浅見薫，④「次世代温度計測機器の研究開発と事業化」田澤勇
夫，⑤「ＭＯＴとコア・カリキュラム」黒澤兵夫，⑥「風化花崗岩地
域の表層崩壊」戸邉勇人 Ｄ：４，０００円（資料代，新年会費）
Ｅ：企画委員長 黒澤兵夫：kurosawa@peach.ocn.ne.jp
・建設関連部会ミニ発表会・１月度連絡会議
Ａ：平成２２年１月２３日（土）１３：３０〜１７：００ Ｂ：ＷｉｔｈＹｏｕさい
たま４Ｆセミナー室４（さいたま新都心） Ｃ：八木伸明氏（八木技
術士事務所所長，技術士／電気電子） テーマ：「インバータ制
御について」 Ｄ：５００円，Ｅ：與良 yora@ideacon.co.jp/松井
s-matsui@kyowanet.jp
・ＳＣＮネットワークセキュリティセミナー
Ａ：平成２２年２月１日（月） １３：００〜１７：００ Ｂ：浦和コミュニテ
ィセンター９階（第１５集会室） Ｃ：最近のセキュリティ事情（Ｄｍｏ．
実演含む）．主催：埼玉県コンピュータ・ネットワーク防犯連絡協
議会（ＳＣＮ） Ｄ：無料 Ｅ：企画委員長 黒澤兵夫：
kurosawa@peach.ocn.ne.jp
・平成２２年度技術士制度説明会
Ａ：平成２２年３月２０日（土）１３：００〜１７：００ Ｂ：浦和パルコ（予
定） Ｄ：３，０００円（資料代含む） ５．企画委員会委員長 黒澤
兵夫：kurosawa@peach.ocn.ne.jp
・ＧＫＣ（技術士会＆経営士会コラボ）農業ビジネスについて
Ａ：平成２２年３月２２日（月）１３：００〜１７：００ Ｂ：浦和パルコ（予
定） Ｃ：農商工連携について Ｄ：１，５００円（資料代含む） Ｅ：
企画委員長 黒澤兵夫 kurosawa@peach.ocn.ne.jp
□さいたま市産業技術創造財団技術専門家：
さいたま市は地域活性化の一環として産業技術創造財団
（http://sangakukan.jp/index.html）の有しています．独自の技

株式会社技術経営機構の人材ご紹介事業

労働安全コンサルタント業務ご紹介

企業にとり最大の財産は，人材・人財であるといわれます．製造業にとって，適
切なスキルをもった適切な人財を適切なタイミングで得ることは，非常に重要なこ
とでしょう．株式会社技術経営機構では，技術に関する豊富な経験を有する人
財を適切なタイミングでご紹介いたします．必要なコアスキルと経営マインドを兼
ね備えた技術経営責任者（ＥＴＯ： Executive Technology） や技術士資格保有
者，博士，修士，等のエンジニアリング教育を受けた人財など豊富なネットワーク
を基にサーチいたします．ご要望をお聞かせください．<http://www.tomi.jp>を
ご参照ください．また，技術スタッフや技術経営スタッフに経営マインドを導入し
ていただくための講習・セミナ・教育もお受けいたしております．詳しくは，株式
会社技術経営機構(03-5640-2791，担当 田吹，大塚)までお願いいたします．

技術経営責任者（ＥＴＯ）のご紹介

労働環境は，労働安全衛生法により適切に
保つべく規定されています．労働環境を適切
に保ち，快適な労働環境下で効率的に作業
を進めることは，生産性の効率向上に直結す
る重要な問題と思います．気合いで労働環境
を克服して効率的な生産活動を行うことは，
継続的な活動として維持することは不可能と
思われます．
適切な労働安全コンサルタントの環境診断
を受け，適切な労働環境を維持することが総
合的な効率化の近道と思われます．
弊事務所では，労働安全コンサルタント（化
学）としての活動を始めさせていただいており
ます．５Ｓなどの生産環境改善を出発として，
品質向上を図っていくような成果を伴った改
善が有効と思います．労働環境診断，そして
環境評価，改善など，ぜひ，ご検討ください．

厳しい経営環境において，特に製造業では経営トップの技術的な能力により
大きく影響されます．ＮＰＯ日本技術経営責任者協議会では技術経営責任者
(ETO:Executive Technology Officer)を認定しています．ＭＯＴなど，いわゆる技
術経営大学院教育が盛んですが，本来であれば経営レベルでの技術的な素養
を認定すべきなのです．このような実務的な能力はＭＯＴのような大学院教育で
は得ることができません．ＥＴＯ資格は経営レベルの経験と，技術的な専門能力
を兼ね備えた方を認定するものです．キャリアスタートの資格ではありません．経
追加：作業環境測定士資格も保有しており
験に裏打ちされた即戦力の技術経営責任者を認定するものです．詳しくは ます．作業環境測定についても御相談いただ
<http://www.cea.or.jp>をご覧ください．
きたくお願いいたします．
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術リソースを確保していますので，その活用も可能と思います．
□コラボ産学官埼玉支部：
産学連携活動組織，コラボ産学官の埼玉支部（http://www.
collabosgk-saitama.com/）の連携活動に協力しております．中
小企業と大学等の間をとりもつのですが，７月２３日に草加商工

会議所で技術課題相談会 in 草加が開催されました．弊事務
所も参加しました．いろいろな業種の方と面談させていただきま
した．ぜひ連携にむけて活動したく思います．秋にも開催される
予定です．皆様ご参加ください．
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合化する職業の必要性，仕事を生むこと，原爆抜きの抑止力，
などなどです．
これらの課題は，社会的にも活発に議論されていますが，将
来を見据えた達見を読むことは，いろいろと触発されることが多
いものです．
□本田顧問技術士壮行会：
本田顧問技術士は，２００９年１２月に鹿児島に引っ越しされま
した．その壮行会の様子を紹介しています．特に，記念品として
創造工学研究所の旗を作製し
てお送り致しました．
□創造工学研究会のご紹介：
創造工学研究所では，主に
技術士を目指す方々（そして
技術士の方々）の勉強会を開
催しています．毎月，第三土曜
日の１４時からいろいろなテー
マについて議論しています．一例をご紹介しましょう．
①「合意形成の倫理学」加藤尚武著を読む，②テクノロジーアセ
スメント（ＴＡ）勉強会，③“技術士”を考える，④サービスサイエ
ンス勉強会，⑤熱電変換の科学，⑥スターリングエンジン研究，
⑦堆肥化装置の調査などなどです．ご興味をお持ちただいた方
は，ぜひご参加ください．

創造工学研究所における活動
弊事務所は創造工学研究所と連携をもって活動しています．
今期の２００９年８月からは，創造工学研究所の体制が大きく変
わりました．
顧問技術士 本田尚士氏，所長技術士 平野輝美，副所長技
術士 清水隆男，副所長技術士 沖津修の４人にて活動してま
いります．
創造工学研究所では，半年ごとに報告を作成しております．
最新号は第３号になります．内容を簡単にご紹介します．

□ごあいさつ：
所長，副所長からのごあいさつです．
□日本の選ぶべき新産業（顧問技術士本田尚士）：
本田氏からの日本の今後についてのご提案です．現状につ
いての解析，そしてその結果を踏まえての今後の産業について
のご提案であり，かなり含蓄の大きな内容になります．かなり読
み応えがあります．
項目を挙げてみましょう．（１）廃棄物処理産業／食料廃棄物，
汚泥の肥料としての活用，稀少元素回収産業，（２）農業振興／
新農業の提案，新循環産業の構築，（３）水処理産業／世界的
水不足，日本の水処理技術，海水中の元素回収，（４）現代社
会の問題点／経済成長の是非，工業社会の構造と問題点，融

創造工学研究所報告をご要望の方は，ぜひ，弊事務所までご
一報いただきたくお願いいたします．
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□ＳＩＧ技術評価センター
裁判所や弁護士などの要望を受け，第三者の立場から技術
日本技術士会のプロジェクトチームとして，ＷＴＣ（西東京業
評価を行っております．このような評価は，損害保険や銀行など
務開拓センター）が活動してきました．日本技術士会が公益社
団法人として活動の軸を変更して行くのにわせて，ＷＴＣは解 の技術評価などのご要望へと展開しております．事業評価など
散され，そして，その活動を発展的に継続する主体として，一般 の観点からも，技術士の意見書をご活用ください．
□ＳＩＧ技術者資格取得支援センター
社団法人東京技術士会が設立されました．
弊事務所では，東京技術士会の活動と連携をもっております． 技術士資格に限らず，技術者のスキルアップを支援するため
に活動しています．日本の将来は，技術者が担っているものと
ご紹介させて頂きます．
自負し，将来へとつながる活動を支援いたします．
□ＳＩＧ表面処理技術研究会
加飾技術研究会と連携をもち，表面処理技術の開発を進めて
このような活動以外にも，様々な活動を行っております．詳細
おります．特に，加飾を考えて，銀鏡メッキ塗装の事業展開を支
は，東京技術士会のサイト<http://www.tokyo-gijutsushikai.jp/
援しております．２０１０年のたま工業展（２月１９，２０日／立川市
index.htm>をご覧ください．
国営昭和記念公園）において出展します．ぜひご覧ください．

一般社団法人 東京技術士会

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

の方々とも連携構築が基礎であろうと考えています．日韓委員
会の委員の方々は，それぞれの地元でご活躍されている方が
日本技術士会と韓国技術士会では，４０年にわたる共同会議
たくさんいらっしゃいます．このような技術士の方であるからこそ，
を開催しています．日本と韓国の国内にて，交互に主催してき
国際会議を切り盛りできるのであろうと実感していますね．
ました．２００９年は１０月にソウル近郊の仁川（第３９回仁川大会）
今後も，日韓会議の委
にて開催されました．例年の通りに，青年委員会同士の懇親サ
員としての活動を通して，
ッカーゲームも開催されました．写真の通りです．
たくさんの良い経験を積
弊事務所としては，６年前から実行委員として参加させてもら
ませて頂けるもの思って
っています．この様な国際会議を準備することは，なかなか大変
おります．
で，近い国とはいえ文化や考え方やビジネスマナーなど，いろ
いろと違います．それぞれが意識して，連携するように心がける
ことこそ，長い共催の実績の基礎であろうと思います．
技術士業務もまた意識や考え方の異なるたくさんの中小企業

(社)日本技術士会 日韓技術士会議実行委員会
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著書紹介
創造工学研究所のメンバーにて執筆協
力させていただきました,「技術士への誘
い」改訂版です．旧版を読んで技術士へ
と挑戦された方は多いかと思います．技
術士を業としてとらえ，技術コンサルタン
トとしての考え方の一つを指針としてまと
めたものとして改訂させていただきまし
た．新版もよろしくお願いいたします．【本
田尚士著，新技術開発センター，
ISBN:978-4-915151-16-3】

弊事務所代表平野にて，「射出成形
加工の周辺機器 選び方・使い方」の
分担執筆をさせて頂きました．本書は，
射出成形設備に関連した周辺機器に
ついて，その使い方や選択の時の注
意点などを述べたものです．現場にて
機器選択における参考となるように，実
務に沿って書いてあります．
【内田守彦編，日刊工業新聞社，
ISBN-13: 978-4526057601】

あらゆる製造現場で品質向上の努力が
傾けられています．品質を妨げるもの
は・・・微粒子状態の「ゴミ」なのでは・・・
工場現場を見回すと，微粒子状の良から
ぬものがたくさんあります．例えば，塗装
処理では“ヌケ”“ブツ”の多くは微粒子状
の『ゴミ』が原因でしょう！「ものづくり現場
の微粒子ゴミ対策」では，良からぬものを
「ゴミ」と捉えてゴミ掃除の極意をまとめま
した．【微粒子問題専門委員会，日刊工
業新聞社，ISBN:798-4-526 -06110-3】

コーティングというものを基材に対す
るなんらかの膜を形成することと捉え，
そのプロセスや資材，機材など極めて
広い範囲にわたって網羅的に解説した
書である．コーティングにおける課題な
ど，例えばいかにして機能性薄膜を形
成するのか・・・など，機材に対して価値
を付加する技術としてコーティングを捉
えています．【加工技術研究会編】

国境なき医師団に寄付させて
いただいております

あしなが育英会を支援しております
あしなが育英会の活動に賛同させて頂
き，寄付させて頂くことにいたしました．事務
所としての費用負担として，弊事務所の売
上の約１％相当を寄付させていただきま
す．苦しいですがなんとか処理します．前
期の途中からご支援を始めさせて頂いてお
ります．

弊 事 務 所 で は ， 国 境 な き 医 師 団 （ http://www.msf.or.jp/
index.php）の活動に賛同し，契約高の約１％相当を寄付させて
いただきます．寄付金１００円で，１００人にきれいな水を供給す
ることができます．５０円で８０人に基礎医療を提供することがで
きます．弊事務所の活動の成果の一部として医療の支援がで
きればうれしく思っております．

事務所紹介 ：弊事務所は，新橋にあります創造工学研究所 ＧＥＦの御紹介 ：弊事務所では，毎月の第一土曜日に技
内です．ネットワークとコミュニケーションを優先して，業務上の最
も重要なことであります「信頼」を得るために，真摯に活動させて
頂いております．地図を載せます．右端の駅が新橋です．上が東
京方向です．近くまでお越しの際はぜひお立ち寄りください （訪
問前には電話をご一報ください．０９０−３６９４−７８６４です）．

術者の交流会を主催させて頂いております．場所は，有楽町
の「びいどろ」（地図参照）です．第一土曜日の１７時から，必
ず 集まっております．お時間が空きましたら，直接お越しいた
だいてもかまいません．予約不要です．ぜひともご一緒いたし
ましょう．おいでいただく前に，０９０−３６９４−７８６４まで一報く
ださい．
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