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化学工学会資格制度の紹介とその利活用の
勧め�

令和2年度資格制度委員会 委員長　猪股　宏

（東北大学大学院工学研究科）

　化学工学会では，2006年度に

独自の資格制度を開始しておりま

す。運用開始時は化学工学修習

士，化学工学技士，上席化学工学

技士の3つが徐々にステップアッ

プするような仕組みとしておりま

した。この中で化学工学修習士は

JABEE日本工学教育認証機構での「化学工学コース」に相

当するものとし，化学工学系の大学卒業生が具備すべき知

識の学習を判断・認定してきましたが，ニーズと周囲状況

の変化から現時点では停止しております。一方，2011年

に独自の基礎資格の試験により資格認定を開始したのが化

学工学技士（基礎）で，現在は，化学工学技士（基礎），化学工

学技士，上席化学工学技士の3種の資格が運用されていま

す。化学工学技士（基礎）は，化学工学の基礎知識を有して

いることの証明として位置づけされます。さらに実務経験

を修得して化学工学技術者としての問題解決能力を有する

と化学工学技士，さらに対応専門分野を拡大して総合力・

指導力を発揮できるようになると上席化学工学技士と認定

されるわけです。（各資格の詳細・情報は，10号の化学工学年鑑

2020の1.2.4項及び1.2.5項をご参照下さい）

　今年は，2020年ですので資格制度開始から15年目にな

ります。資格制度が会員の皆様に認知されているとは思い

ますが，資格者の累積数をみると必ずしも周知が十分かと

いえば，さらなる努力が必要かと思われます。そこで，本

委員会では各資格の間を繋ぐような活動も増やし，円滑な

るキャリアアップが具現化するように努力しております。

最近では，2019年には「化学工学技士」保有者を対象にし

た，プレミアム講座「化学技術者の知的生産性を追求する

プログラム」（「しごとの常識塾」と「特別教室」で構成）を開講しま

した。また，「化学工学技士（基礎）」では2年ぶりに満点者
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が出ており，受験学生の意識も高くなっています。このよ

うな状況下，今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に

より，「化学工学技士（基礎）」と「化学工学技士」の2つの試

験を中止せざるを得ませんでした。

　そこで，2021年度に向けて会誌上で資格制度ならびに

関連する活動例を紹介し，会員の皆様の理解と挑戦意欲の

向上に結び付けたいと，今回の企画になりました。具体的

に活動に参加されている会員の直接のご意見ですので，是

非ご参考にしていただきたいと存じます。

� 化学工学技士（基礎）での満点取得にあたり�

名古屋大学大学院工学研究科　関下 紘介

（化学工学技士（基礎））

　はじめにこの度の満点取得にあ

たり，私個人ではなく日頃よりご

助力頂いております多くの方々の

お力に依るものであることを念頭

に感謝の意を申し上げます。

　昨年より名古屋大学でようやく

研究をおこない始めた私が，記事

を寄稿するにあたり何を書くべきかと非常に悩まされまし

た。この度の満点取得を今日までの努力が現れた一つの区

切りとして，初めての研究に身を投じる中で感じたことと

合わせ寄稿させて頂きます。

　私の所属する川尻・矢嶌研究室では吸着関連のプロセス

についてモデリングや推定，最適化計算をおこなってお

り，私は疑似移動床について最適化とその実証実験を同時

に進めております。何が目標で何をすべきかも分からない

状態から進み続けてきた数ヶ月は，一方で新鮮な体験に溢

れた毎日でもありました。例えば，非常に時間コストのか

かる実験を終えた際に「コンピュータ上で推定した1万点

のうちの1点が今自分の終えた実験なのか」と強く再認識

した計算技術の有用性は忘れられません。

　その中でもようやく分かってきたことが基礎知識の重要
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性です。本試験に出題されるような内容をも疎かに研究を

進めては，考えの方向性を誤っても中々気づくことができ

ないと感じます。卒業研究も大詰めの時期にあるミスが発

覚した際には，私の吸着に関する基礎知識が足りないため

に原因究明まで非常に遠回りをしたように思います。これ

が基礎と括られる知識の重要性かと昨年の受験を思い出し

ました。

　基礎知識のレベルが目に見える形でフィードバックされ

る本試験は，気を引き締め直す良い機会であると思いま

す。過去の結果に慢心せず，基礎の重要性を忘れずに今後

も邁進していきたいと考えております。貴重な機会を頂き

ありがとうございました。

� しごとの常識塾へのお誘い�

味の素（株）　金子 雅哉

（化学工学技士）

　昨年11月21日に上席化学工学

技士の集いで，化学工学技士プレ

ミアム講座である「しごとの常識

塾」について講演した。その内容

について，宣伝も兼ねて寄稿させ

ていただく。

1． 「しごとの常識塾」への参加動

機と経緯

　私は入社以来，研究開発畑を歩んできた。管理職を拝命

してからは他部門との連携は多くなってきたものの，生え

抜きの事業部門などの社員らと比較し，会社内での視野が

狭いのではないかと感じる。一般的に社内の常識は社外で

は非常識とも言われ，社外で活躍されている方に比べると

大分視野が狭いと自認してきた。最近，研究所で顧客価値

を主軸とするテーマ提案が推奨され，社外まで視野を広げ

ないといけないと悶々としていた中で，化学工学会誌に目

を通したときに「しごとの常識塾」の記事が目に留まった。

本会の「常識」という言葉に惹かれた。しかも2015年度に

技術者としての力試しにと思い，取得した化学工学技士限

定プレミアム講座である。受講しない理由はない。塾への

参加の目的を①自身の常識を改めること。②社外のコネク

ションを作ること。③自己研鑽のためのモチベーションを

高めること。の3つに定めて，早速，2019年2月に開催さ

れた説明会を経て，受講することにした。

2．「しごとの常識塾」での学び

　これまで2回，2019年4月20日（第1回「感受性」），10月5

日（第3回「ボトムアップ」）に参加した。

　テーマは回ごとに決まっており，塾生は3～5名。それ

に対して，伊藤真一郎氏（ここでは尊敬の念を込めて，塾長と呼

ばせていただく）がエピソードを交え，分かりやすく解説す

る。エピソードには，多くの書籍も紹介されるので，その

書籍をメモしつつ，私は受講後に読んでみることもやって

いる。本塾での根底にあるテーマは，「どうすれば本質的

な仕事を作り出せるようになるかを考え尽くすこと」と理

解している。扱っているテーマは違えど，さながら，松下

村塾はこのような形だったのだろうかと思いを巡らした。

　第1回では，「感受性」をテーマに，どうすれば業務上の

課題を発見できるのかを議論した。現場課題発見のために

何が基本か，報告はどのようにすべきか，などの内容であっ

た。一つ一つの内容は，誌面の都合上，割愛し，是非受講

いただきたいのだが，最も印象に残った言葉は，「プロと

は①準備されていること，②不特定多数の批判に耐えられ

ること」である。①に関しては，プロのスポーツ選手らの

インタビューでも良く耳にする。②に関しては，自らの研

究開発での事例を振り返り，自戒する部分が多い。

　議論と言っても，第1回は，塾生に対して，時折質問が

投げかけられたものの，塾長の話が8割で，塾長の熱い「講

義」で終わってしまった。第1回の後にアンケートがあり，

他の受講者から色々質問や要望があったのか，後日，講義

で用いたスライドと共に，塾長の「議論ではなく講義になっ

てしまった」という反省の弁と8枚に渡る質問の回答が記

されてあった。塾長の並々ならぬ意気込みを感じ，圧倒さ

れた。

　第3回では，「ボトムアップ」をテーマに，事前課題をベー

スに塾生同士の議論からスタートした。部下の評価の仕

方，組織論（組織においての役割分担など），時に哲学まで多岐

に渡り，非常に勉強になった。時代ごと，役割ごとに具体

的に何を勉強すべきかの事柄は異なってくるであろう。そ

れよりは，言葉の定義や普遍的なプロセスの重要性を再認

識，体系化することで，自分の仕事のやり方を再点検でき

るというメリットを感じる。

　毎回感じるところだが，塾長は相当な準備をされてい

る。さらに，11月21日の上席化学工学技士の集いの懇親

会において，「しごとの常識塾」の現在の形になるまでに

数々の議論を積み重ね，ようやく今の形になったという経

緯や，本塾が学会関係者の多くの皆様に支えられているこ

とを知ると，こちらも本気で取り組まざるを得ない。

3．「しごとの常識塾」のお誘い

　塾への参加の目的は最初に述べたとおり，①自身の常識

を改めること。②社外のコネクションを作ること。③自己

研鑽のためのモチベーションを高めること。であり，何れ

も達成できている。
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　昨今のVUCAの時代の中で，今の自分が，会社の中で，

松下村塾を出た明治志士のごとく，先導役のようになれる

か，もしくはその志士を少しでもサポートできる立場の人

間になるか分からない。しかし，少なくとも本塾に参加す

るたびに新しい気付きが得られ，触発されることは間違い

ない。ご興味ある方は参加いただき，是非共に学ぼうでは

ありませんか。

　最後に少し宣伝。本誌読者は，学生会員，個人会員，法

人会員の何れかの立場であろう。学生会員は就職後に会社

が法人会員として入っているので，個人会員を辞めてしま

うとよく耳にする。しかし，毎月個人宛に送付される学会

誌を読むことで，情報をアップデートしたり，本塾のよう

なキャリア育成などの講座（企業経営幹部による熟議も含む）に

参加することで，自分のキャリアを見つめ直すことは，一

技術者として，大切なことに誰しも異論はないだろう。社

会人になっても個人会員として，化学工学会を利用してみ

てはいかがだろうか。

自己啓発のきっかけとなった「しごとの常
識塾」

宇部興産（株）　中島　純

（化学工学技士）

　「資格は取ってからが肝心」とよ

く言われますが，化学工学技士の

資格を取得後，しごとの常識塾に

1年間参加してまさにそのとおり

だと実感しています。私は化学工

学を専門とする技術者（化学プラン

トのプロセスエンジニア）であり，

2011年に新設された化学工学技士（基礎），さらに2016年に

化学工学技士の資格をそれぞれ取得しました。当時の私に

とって，これらは自身の力量評価および自己満足のための

資格という認識でした。化学工学技士の資格取得と前後し

て，社内で管理職を拝命し，プレイヤーからマネジャーへ

の成長過渡期に入りました。これまでSTEM（科学，技術，

工学，数学）一辺倒の自己研鑽で突き進んできた私は，今後

の社会人としてのライフサイクルにおいても現役力（知的生

産性）を発揮し続けるためには組織的モノづくりの原理原

則（＝しごとの常識）を体系的に理解して実践することが必要

だと考えるようになりました。

　しばらくの間，試行錯誤の孤軍奮闘が続いていました

が，2019年2月に化学工学技士限定のプレミアム講座「化

学技術者の知的生産性を追求するプログラム」の説明会が

開催されると知って，飛びついて参加しました。そのとき

の資格制度委員会の説明によると，化学工学会としてこれ

まで十分でなかった化学工学技士取得者への支援を強化す

ることや，経営ゼミナールのようにしごとの常識塾を通じ

て塾生同士の繋がりを強化することが目的ということでし

た。そして，資格取得者のさらなるキャリアアップを後押

しする対話形式で，「自分で育つ」ことを基本として自己啓

発を促し，知的生産性を追求するという内容に感銘を受け

て，しごとの常識塾への参加を決意しました。

　前置きが長くなりましたが，肝心のしごとの常識塾につ

いて，これまで基本編の全3回に参加し，2019年11月に

開催された化学工学技士（基礎）・化学工学技士・上席化学

工学技士の集い（以下，技士の集い）で報告させていただいた

内容を簡単ですが紹介します。具体的な内容は割愛します

が，各回は感受性，チームワークおよびボトムアップといっ

たテーマが一つ設定されており，これに沿って対話が進め

られます。各回はほぼ独立で完結した内容となっているた

め，どの回からでも受講可能です。類似の催しに「企業経

営幹部による熟議」がありますが，違いは双方向の対話で

進められることです。話を聞いていて疑問に感じた点は即

座に質問して皆で議論することができます。

　講師の伊藤真一郎氏（以下，塾長）は研究，開発，製造，お

よび企画などの様々な分野を渡り歩かれて豊富な知識と経

験をお持ちです。大手企業で役員経験のある塾長の成功や

失敗の体験談は非常に重みと説得力があり，塾生の事前課

題発表後に塾長から講評や解答例の紹介がありますが，こ

れを聞くと塾長の目線の高さが我々塾生とは大きく異なる

ことを思い知らされます。しかしながら，私にとってはこ

の体験こそが自己啓発の推進力になります。また，塾生の

事前課題発表についても，自身が思いも及ばない考えを披

露されることがあり，自分の常識は他人の非常識だと気付

かせてくれる一助となります。しごとの常識塾への参加は

自身の成長だけではなく，会社の後輩への教育や指導，さ

らには他社の方々との人脈形成に役立てることができそう

です。

　技士の集いでは終盤に交流懇親会がありました。ありが

たいことに多くの方々に声をかけていただき，お話しする

ことで様々な刺激を受けました。私が自身の名刺に化学工

学技士を記載していなかったこともあり，ぜひ記載しま

しょうとのご提案や，上席化学工学技士をお持ちの方でも

わざわざ化学工学技士を名刺に記載されている方がいらっ

しゃって，化学工学技士という資格の価値を再認識しまし

た。また，化学工学技士（基礎）を取得された学生の方々も

参加されており，恥ずかしながら私よりもはるかに高い点

数で合格されていることに衝撃を受けました。私も若い
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方々に負けないよう，企業名という看板ではなく自身の実

力で現役力を発揮できる，自由な企業人であるプロの技術

者を目指そうと改めて心に誓いました。

　終わりに，新型コロナウイルスの影響により，社会では

学校の授業や会社の会議だけではなく，飲み会，診療およ

び採用面接などにおいてもオンライン環境の導入および利

用が急速に進みました。しごとの常識塾においても例外で

はなく，2020年5月に初の試みとしてオンライン懇談会が

開催され，同8月には応用編の第1回もオンラインで開催

されるなど，オンライン方式での開催が定着しつつある状

況です。今後，従来の対面方式に加えてオンライン方式で

の開催も上手く活用できれば，距離，時間および費用の問

題でこれまで参加をためらっていた方も参加しやすくな

り，しごとの常識塾はますます盛り上がるのではないかと

期待を寄せています。化学工学技士の資格は取得しておし

まいではなく，化学工学会の支援を利活用できることにそ

の価値があると考えます。しごとの常識塾を通して自身の

自律的成長や人脈形成を促すことができると確信していま

す。私はこれから開催予定の応用編および上級編にも可能

な限り参加したいと考えています。それでは，次回以降の

しごとの常識塾でより多くの，新たな方々にお会いできる

のを楽しみにしています。

三菱ケミカル（岡山）における人材育成プロ
ジェクト「桃太郎プロジェクト」について

三菱ケミカル（株）　岡崎 正寿

（上席化学工学技士）

　企業にとって人材育成は永遠の

命題であり，我々化学工業界に

あっては次代を担う技術者（生産技

術系スタッフ）の育成は喫緊の課題

である。この方法に関しては，各

社，工夫を凝らしているが，完全

な正解が発見されているわけでは

なく，試行錯誤の連続であると言っても良いのではないだ

ろうか。

　当社岡山事業所においても，技術者育成に関しては危機

感を抱いているものの，これといった特効薬があるわけで

はなかった。指導者側の問題として，近年，業務の多様化

による多忙，目的意識の希薄化・自己啓発不足によるスキ

ルの不足により，おざなりにされている嫌いがあった。こ

のような背景の中，中堅の生産技術系スタッフを中心に指

導を強化し，技量を向上させることにより製造現場の能力

を総合的に向上させようという考えに至った。

　そこで，2016年度より，選抜された中堅スタッフを体

系的に指導・育成するプロジェクト（以下，PJ）を発足させ，

活動を展開してきた。2ヶ年計画で研修や集合講座等を活

用しつつ，システマティックに指導することにより，技術

力・論理的思考力・マネジメント力を鍛え，成長したメン

バーが自部署で後輩を指導するという連鎖により，事業所

の人的競争力（協奏力）を向上させる狙いである。

　この，通称「桃太郎プロジェクト」（岡山の地にちなみ）の取

り組みについて紹介する（図1）。

　PJメンバー（桃太郎）は，現場（実家）から上司・同僚（おじい

さん，おばあさん）に送り出されPJに参加する（旅に出る）。PJ

ではまず，課題解決のための手法（刀や黍団子）を習得するた

めの研修や講座を用意する。

　①キャリアプランを描き（戦略を立て），②ロジカルライ

ティング・ロジカルプレゼンテーション・ロジカルシンキ

ングにより論理的な思考の基礎を固め（徳を積み），③MOT

（Management of Technology）により課題解決のために必要な技

術を効果的・効率的に用いる手法を理解する（武器を磨く）。

さらにこれと連動して，④経済産業省の白書等を用いて，

自らの従事する事業の環境を認識し，その認識に立脚して

為すべきことの優先順位を考え（敵を知り己を知る），⑤海外

JOB講座によりグローバルな視点を養うとともに，自己の

可能性を認識し，将来の海外業務への夢を描く（意欲を上げ

る）。

　そして，物事を俯瞰的に考察できる人材となり，課題解

決（鬼を退治）し，成果（金銀財宝）を持って帰る。

　また，個別指導にも力を入れ，週に一度の個別の週報会

において指導者数名で報告や悩みを聞き，方向性やヒント

を伝授し，叱咤激励し，課題解決に導く。その成果を年に

数度，幹部の前で報告する晴れの場を設定する。ここで幹

部は質問・意見・コメントを返すものの，最後は労をねぎ

らい，各人の励みとして次の課題に向けて頑張るための推

進力を皆で付けることも大切にする。こうした一連のプロ

グラムを定型化し，2年がかりで支援することにより，メ

ンバーの成長と大きな自信に繋げてきた。

　波及効果として，重点的に指導している論理的な思考に

基づく課題解決のためのツールであるOODA注1）やissue注2），

MECE注3）といった考え方も，PJでの定着を通じて事業所

内へ浸透し，今や共通の概念として認識されるに至った。

　一方，PJとは一過性のものであり，本来，部下の育成

は各職場の管理職に委ねられるべきである。一人ひとり

が，会社，社会の宝である『人財』を育成する責任を再認識

し，主体性を持って取り組むためには，システムとスキル

とマインドを充実させる必要がある。
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　システムとして定着させるためには，現状の育成スキル

を上げる必要があり，指導者層全員にその手法を伝授し熟

達させる。PJで実効を上げている手法獲得のための講座・

研修をより効果的な受講時期に再設定して事業所の人材育

成プランとして体系化して実施する。

　ここで，少し視点を変えるが，課題解決の手法を追求す

ることも大事だが，課題を作らない管理方法がもっと大事

であることは言うまでもない。事前準備を怠れば，もぐら

たたきの対症療法になる。近年，製造現場において現場パ

トロールを軽視する傾向がある。このような部分も多忙を

免罪符にしたプロ意識（自分に対する厳しさ）の希薄化ではな

かろうか。設備の音，臭いなどを五感で確認し，設備の癖

を把握し，異常時にはその兆候をいち早く察知できるよう

に先行準備すべきである。その意識が三現主義の基本であ

る。何が起こらなかったかではなく，自発的に何をやった

かが重要である。

　このようにして，管理職・スタッフがスキルを持ち，シ

ステムがそれを補完することで製造課での人材育成が実行

できる素地ができあがる。それに加えて，管理職・スタッ

フが真のプロとして熱意（マインド）を持って指導に当たれ

るようになれば，真の安全・安定操業に支えられた

KAITEKI注4）な事業所が実現できる。

　PJの良いところは，指導者が週に一度，検討の進捗を

聞き，理論的アドバイス，叱咤激励をするところである。

現場でも，直属の上司が同様な指導をおこなえば，良好な

関係が構築できスタッフは伸びる。また，モチベーション

アップとブレークスルーの機会としての対外発表等の他流

試合にも臨んでほしい。

　業界全体においても，コロナ禍により働き方改革が促進

されている現在，既存業務を見直し，時間を捻出し，人材

育成に向き合う絶好の機会であると捉え，過去そうであっ

たように，活発な議論を通じた濃密な人づくりがおこなわ

れ，活気ある製造現場が蘇ることを切望する。

注1） 米空軍の軍事戦略から生まれた概念で，Observe／認知
→Orient／理解→Decide／対策立案→Act／実施と進める課
題解決手法

注2） 考え，論じる目的
注3） 漏れなくダブりなく網羅された状態
注4） 人・社会・地球の持続可能な発展に貢献する三菱ケミカルの

ビジョン

図1　桃太郎PJのイメージ
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