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1．はじめに

中国の国家指導部では多くの理工系出身者が活躍してい

る。しかし日本では理工系出身者は，文系出身者に比べて

多いにも拘らず，企業や官庁できつい言葉ではあるが，そ

こそこ何でもできる便利屋であり，必ずしも適切な活躍の

場やポジションが与えられていない。例えば中央官庁で

リーダーシップを発揮できる次官，審議官や局長クラスな

どで理工系出身者は殆んどいない。技術立国が叫ばれてい

るが，この様な状況が続けば，理工系を志望する優秀な人

材は少なくなる。

しかし教育課程の創意工夫により，本来科学的・論理的

思考力を有する理工系出身者の活躍の場は飛躍的に広がる

可能性がある。ここではケミカルエンジニアリング教育に

焦点を当て，教育現場が抱える現状の問題点を摘出し，今

後の課題と方策及び目指すべき将来像を提示して，有識者

の議論の叩き台としたい。

2．ケミカルエンジニアリング教育の問題点

日本の化学工学課程の履修プログラム（「化学工学科標準

履修課程の推奨履修フロー」）から，三つの問題点があげら

れる。

①�経営的視点に立った総合的プロセス開発力養成教育の不

足

現在の履修科目は数学，無機・有機化学，物理，物理化

学や英語などの基礎学習に加えて，化学工学独自の化学プ

ロセス単位操作（移動現象，拡散分離，反応，粉体，プロ

セス制御など）の科目が主流である。単位操作の習得はも

とより重要であるが，それだけでは十分ではない。

目的製品を生産するプラント設備は各単位操作の有機的

な結合から成り立っている。品質，コスト，スケジュール

及び環境の四要素を念頭に，目標を達成する為，全体最適

化の観点から各工程をどの様に組み立てるかが問われる。

また企業や官庁の組織は個別人材機能の集合体であり，組

織目的に適合させて，如何に人材を適材適所に配置するか

が極めて重要である。

経済性を厳しく問うのは創造性を阻害するという見方が

あるが，基礎研究や慈善事業は別として，全ての組織や事

業活動では，制約条件の下で投入コストに対する効果，コ

スト／パフォーマンスを考慮する必要がある。

しかし現状の履修科目には，単位操作を有機的に結び付

けて，プロセス全体を鳥瞰的観点から最適設計し，目的製

品生産の為の初期投資や操業後の製造コストはいくらか，

目標コストを達成する為に，どの様な方策が必要かを考え

る機会が少ない。履修科目にプロセス設計はあるが，最適

設計，人材組織，損益試算や経済性評価などを取り入れた

総合的プロセス開発力養成教育は殆んどない。

②戦略的思考力や根源的考察力養成教育の不足

企業や官庁を問わず，グローバル規模の大競争時代には，

国境を超えた競争は避けられない。かかる環境下では，従

来の改善や積み上げ的な思考法では通用しない。企業間や

国家間で相互補完的な共生関係は必須であるが，企業も国

家も勝ち抜く為には，自らの強みを生かし，将来を見据え

た，高い目標設定とそれを実現する為の競争戦略が必要で

ある。

企業や官庁で現場・現物・現実をよくわきまえずに，机

上で考えた場当たり的な戦術対応がしばしば散見される

が，問題の根本的解決に繋がらない。

履修科目に技術知識教育はあるが，視点を変え物事を多

面的観点から捉えて，現象の本質や原理・原則を深耕し，

体感しながら考察する演習の場が少ない。

③グローバルの場で通用する人材養成教育の不足

企業や国家の持続的成長の為には，為替変動に関係なく，

需要がある地域への事業展開は必然である。グローバルに

事業展開する際，合弁会社設立契約，プロセス選定，立地

選定，原料購入，製品販売交渉などの場で，外国人との事

業交渉，契約書の作成，技術交流などは欠かせない。その

際，コミュニケーション手段となる実戦的英語は大きな武
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器となる。履修科目に科学英語はあるが，ビジネス英語は

殆んどない。もちろん英語ができるだけでは，グローバル

な事業環境で通用しない。科学的・客観的思考法（Six Sig-

ma，実験計画法など）を駆使して，思考をロジカルに説明

し，相手を納得させる能力が必要となる。

国内で通用する，一見優秀な人材をグローバルな事業活

動の現場に送ると，精神的疾患に罹ったり，極端な場合に

は自殺する事例がある。肉体的健康だけでなく，困難に打

ち勝つ精神的なタフさが欠かせない。アジアでは，従来か

ら華僑の活躍が顕著であるが，韓国の人口は日本の半分未

満にも拘らず，近年韓国人の活躍には目を見張る。日本人

の存在感が薄くなっているのは残念である。これは教育課

程に外部との交渉力，外向き（顧客）指向の大胆な構想力や

実行力，強い精神力を養成する実戦的訓練の場が少ないこ

とも一因である。

3．今後の課題と取るべき方策

上記の問題点を踏まえて，今後の課題と取るべき方策を

三項目に絞って提言する。

①�総合的プロセス設計力と経済性評価力／提言力養成教育

の充実

原料投入から製品充填まで一貫したプロセス設計とコス

ト試算／経済性評価は多面的な総合力を養成する為に有効

である。この演習は社会の現場で役立つので，化学工学課

程で実践する価値がある。対象プロセスは化学品製造，食

品製造や廃棄物の処理・資源回収など，何でもよい。演習

では以下の手順を踏むが，自ら実践することにより，化工

演算の基本的考え方だけでなく，プロセス調査能力，プロ

セス選定能力やコスト意識などが磨かれる。更にプロセス

を多面的・総合的に把握して判断することにより，全体最

適を見据えた経営資源（人／物／金／情報）の配分センスが

養成される。

・製品の生産プロセス比較・選定（情報調査）

・物質及び熱収支試算

・主要機器の概略仕様決定（材質，圧力／温度，サイズ）

・仕様に基づく主要機器費推算

・主要機器費から経験則によるプラント建設費推算

・プラント操業後の効率的な人材組織構想

・経年別の製品販売量，売上高試算

・製造コスト（比例費／固定費／総原価）試算

・経済性評価（損益計算，投資効果，変動因子の影響）

・ プロセス技術の総合評価（品質，コスト，信頼性，柔

軟性，経済性など）

経済合理性の観点よりコスト競争力あるプロセス技術の

導入は必須である。損益計算の基礎として，原単位，製造

コストや損益分岐点などの概念を把握する。更にプラント

建設費，製品販売量や原料コストなどの変動による経済性

への影響分析及び経済性改善策（例：収率向上，プロセス

簡素化，少数精鋭化など）の立案訓練が望ましい。

演習後に稼働プラントを見学し，技術者と対話して聞き

取り調査することは，机上と実地との違いを，体験・実感

しながら理解する上で効果がある。「百聞は一見に如かず!」

である。

技術革新は全ての分野でスピードが問われる。特に「製

品・技術の革新」を効率的，効果的におこなう為には，物

質（製品）の創造と商業生産するプロセス技術の開発を並行

的に推進することが望ましい。研究者と技術者との協働と

融合により，中試験を経ずに小試験データのみで商業プラ

ントへスケールアップすることが必要である。ケミカルエ

ンジニアリング専攻者は事業全体を見据えたリーダーとし

て大いに活躍できる（「製品・技術の革新」参照）。

②�現場に根ざした戦略的思考力と根源的考察力養成教育の

充実

10％や20％程度の製造コストや廃棄物発生量の削減，

売上高の増加は改善レベルの域を出ていない。少なくとも

30％以上のコスト削減や売上高増加，又は他社との協働

により新しい事業展開や技術革新を実現して，初めて戦略

的な仕事をしたといえる。

設定目標は積み上げ式（帰納的思考）ではなく，演繹的思

考により，競争に打ち勝つ挑戦的な目標とする。もちろん

目標は付加価値の拡大に繋がるものである。組織の叡智を

結集し，戦略を総動員して目標を達成する必要がある（「演

繹的思考」参照）。

プレゼンス強化の為に，従来の慣習や考え方にとらわれ

ることなく，柔軟な思考方法を駆使する。ボトムアップで

積み上げる帰納的思考やトップダウンで目標設定する演繹

的思考だけでなく，飛躍的思考（突飛思考）によりパラダイ

ムを変革し，圧倒的に強いポジションにワープすることが

必要である。特に創造力が必要な研究者は培われた経験（成

功／失敗），情報や直観に基づく飛躍的思考により新しい

パラダイムへのジャンプが期待されている（「思考の革新」
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参照）。

物理，化学の教育では個々の事象の知識だけでなく，根

底に流れている原理や原則の学びが大切である。その為に

は，狭義の3現（現場・現物・現実）主義に，2ゲン（原理・

原点，原則・顕在化）主義を追加した「広義の5ゲン主義」

に立った根源的考察力が欠かせない。「5ゲン主義」を踏ま

えて表面的現象だけでなく，水面下に隠れた事実や真実の

発見が，場当たり的対応では処理できない課題の解決に繋

がる。「5ゲン主義」は全ての課題に適用出来る基本的考え

方である（「3現主義から5ゲン主義へ」参照）。

上記能力の養成には，科学原理史，人材組織，組織経営

（運営）や競争戦略などの基本原則の学習や設定課題に対し

て，現場データを踏まえたグループ討議や仮想演習は効果

がある。

③グローバル展開対応力養成教育の充実

組織の良し悪しは人材で決まる。グローバル人材には，

忍耐，執念と努力を前提に，肉体的な健康だけでなく，メ

ンタル的なタフさ（規律／根性）が求められる。メリハリの

ある知・徳・体の獲得が必須となる。特に以下の三つの人

材力が必要である。

・外部との交渉力

交渉の場では，困難な場面で発揮できる粘り強い，ロジ

カルな交渉力やコミュニケーション力（特に質問力と応答

力）が求められる。今後の成長市場である，アジア，南ア

メリカや中近東などで活動する際，共通のコミュニケー

ション手段として「生きた英語」は必須である。

基礎英語を踏まえて，ビジネス英語（契約書，技術文書

など）を「聞き，話し，読む，書く」の四要素をバランスよ

く習得することが望ましい。更に業務とリンクした短期留

学制度（2～4ケ月）はモチベーション向上になる。

・外部指向の大胆な構想力と実行力

内向きで閉鎖的な指向でなく，外向き（市場／顧客）指向

の大胆かつ豊かな発想力・構想力と構想を能動的に具体的

活動に移す実行力・実現力が求められる。着想大局／着手

小局の実践が必要となる。

技術革新は極めて重要であるが，必要以上に過剰な品質

を求めることは禁物である。競争優位ポジション獲得の鍵

は，地域毎に市場（顧客）の真のニーズ（含むクレーム・コ

ンプレイン）を把握し，ニーズに合致した製品をタイムリー

に，かつ市場が受入れ可能な価格で供給できる新ビジネス

モデルを構想し，実現することにある。

・外部潜在力の活用力とユーモアある遂行力

周囲や外部関係者（顧客，競合他社，研究機関など）の潜

在力を活用し，相乗効果を上げる業務推進力が目標達成の

近道となる。自社技術に固執せず，他社技術を導入するこ

ともスピードアップに貢献する。

協働作業の場では，どんな時にも楽しく，ユーモア精神と

遊び心を持って，柔軟に業務をアレンジし遂行することが，

周囲の信頼獲得と良い成果に結びつく。共生により相互に

付加価値が勝ち取れるウィン／ウィンの関係を構築できる。

グローバル展開対応力は実際に直面する難しい課題の解

決過程で，自分の眼で見て，自分の頭で考え，調査・比較

し，判断し，行動し，学び，記録に残し知識化する中で培

われる。他者による働きかけ，研修会などは動機付けには

なるが，補助的手段である。教育現場で実戦的な課題を設

定し，個人やグループで課題を解決する訓練課程を取り込

むことにより，必要な能力の獲得は可能であり，国際人の

養成に繋がる。技術力だけでなく，グローバル活動力を有

する人材の成長・能力開発は民や官を問わず喫緊の課題で

ある（「人材の成長・能力開発」参照）。
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4．ケミカルエンジニアリング教育の 
目指すべき将来像

上記の提言内容をベースに，ケミカルエンジニアリング

教育が今後目指すべき将来像を纏めた。

「基礎的化学工学能力」，「総合的プロセス開発能力」と「グ

ローバル展開対応能力」の三つの能力を，身の丈に合せメ

リハリをつけて養成する。教育内容の見直しと強化科目の

効果的実践による抜本的変革が急務である（斜体字：今後

の強化科目）（「ケミカルエンジニアリング教育の将来像」参

照）。

①基礎的化学工学能力

数学／無機・有機化学／物理／物理化学，化学プロセス

単位操作／化工実験，基礎英語／科学英語，基礎論理学／

技術文書，損益の基礎（原単位，コスト，損益分岐点など），

科学原理史

②総合的プロセス開発能力

プロセス設計／総合的プロセス開発・最適設計，プラン

ト建設費／製造コスト推算，人材組織，経済性評価（要因

分析，経済性革新策提言など）

③グローバル展開対応能力

発想法／構想展開，交渉／コミュニケーション，組織経

営／競争戦略，科学的・客観的思考法（国際共通ツール），

課題解決型演習，ビジネス英語（契約書，技術文書，短期

留学など）

5．おわりに

今回の提言はケミカルエンジニアリング教育の将来像の

全貌ではなく，強化すべき項目に焦点を当てた。方策の持

続的実行により，化学工学専攻者の活躍の場が飛躍的に広

がると確信する。今後の成長分野（自動車／航空機／建設

機械，半導体／エレクトロニクス，情報／通信，ヘルスケ

ア，環境及びエネルギー）で，化学工学出身者はリーダー

シップを十分に発揮できる。

因みに，2011年3月11日の東日本大震災（大津波）を機

に起った原子力発電所の事故により，原発は危険で悪の様

に言われているが，一面的な見方である。事故の原因は原

子力発電所のリスク設定条件と多面的・本質的安全対策が

十分でなかった為，技術力を活用できなかったことにある。

今回の事故を軽々しく「未曾有」とか「想定外」と言うべきで

はない。もちろんバランスのとれたエネルギー源の多様化

は追求しなければならない。オールジャパンとして，世代

を超えて民と官の協働は必須である。

化学工学出身者には現状の批評や解釈だけでなく，企業

や官庁の場で積極的に活動領域を広げ，情熱をもって仮説

や対応策を大胆に提言・実行し，政治的にも経済的にも落

日傾向にある「日出づる国」，日本の現状を打破して存在感

を高めてもらいたい。ケミカルエンジニアリング分野に携

わる人達への応援メッセ―ジになればと思い投稿した。
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