
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本田尚士前所長ご逝去 
（所長技術士 平野輝美） 

▶平成２９年３月１４日------------------------------- 

 平成２９年３月１４日，創造工学研究所を立ち上げ，長年

にわたって運営されてきました本田尚士前所長のご逝去の

ご一報をいただきました．謹んでご冥福をお祈り申し上げま

す． 

 

▶創造工学研究所------------------------------------- 

 思い起こすと，私が初めて本田前所長と出会ったのは，平

成１５年であったと思います．当時，私は，技術士事務所と

して活動を始めたノービスでありました．本田前所長は，多

くの経験をお持ちの偉大な先達で，日本技術士会の理事・専

務理事を務められたことや，多くの実績をお持ちであると聞

いていました． 

 その後，創造工学研究所が継続的に開催している創造工学

研究会（本報告にも継続的に紹介しております）に参加する

ようになり，いろいろなお話を伺いました．創造工学研究会

には，たくさんの方々が参加されていました．そして，全く

知らない領域の，みなさまのお話を聞く良い機会でした．今

考えると，これらは，とても貴重なご経験を直接お聞かせい

ただいたものとして強く印象に残っております． 

 その後，創造工学研究所に机をお借りして，徐々に技術士

事務所としての活動を始めたのが平成１８年頃からであっ

たと記憶しております．事務所として使わせていただく間に，

いろいろなお話をいただきました．一つだけご紹介させてい

ただきます． 

 

▶技術士の守るべきこと------------------------------- 

 本田前所長から繰り返しお話いただいたことは，実は以下

の一つ（３つ）です． 

・時間を守ること 

・きちんとした服装を心がけること 

・報酬を先に言わないこと 

 

 今考えると，これらは業務の基本（技術士業務に限りませ

んが）であると思います．これらを繰り返しお聞かせいただ

いたことは，とても貴重な，かつ身に沁みていると感じてお

ります． 

 その後，ご出身の鹿児島・国分に帰られました．私ども創

造工学研究所は，本田前所長技術士の系譜を引き継ぎ，活動

を継続しています． 

 

▶ご経歴--------------------------------------------- 

本田 尚士（創造工学研究所前所長・顧問技術士） 

鹿児島県出身．昭和３年，新潟県生まれ．東京陸軍幼年学校，

陸軍予科士官学校，早稲田大学を卒業後，早稲田大学にて助

手を勤める．昭和３９年技術士事務所設立，昭和５６年（１

９８１年）創造工学研究所に改組し，所長技術士を勤める．

テクノロジー・アセスメントの社会的導入，製造物責任法に

係る技術評価，初期の法工学の研究等を先駆的に手がける．

芝浦工業大学，宇都宮大学，東京農業大学講師，豊田短期大

学教授，公益社団法人 日本技術士会 理事・専務理事・副

会長，技術士審議会専門委員，ボーイスカウト東京連盟理

事・日本連盟中央審議会議員を歴任．創造工学研究所顧問技
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術士． 

技術士登録２８７８号（化学部門），労働安全コンサルタン

ト登録化９号 

 

▶ご冥福をお祈り申し上げます------------------------- 

 創造工学研究所・顧問技術士として所員に大きな影響を残

されました．技術士の業務として，大きな「自由」と「自己

責任」を指摘されました．技術士三次試験をどのように考え，

そして自己の活動をどのように実現するのか？ 根源的に

技術士の持つ可能性を示していただきました．深い洞察と，

矜持と，示唆をいただきました．しかし，もっとも大きな示

唆は，実は未だ理解できていないと思います．それは，「仁」

をどのように理解するか？という問いです．もうしばらくか

かると思いますが，なんとか理解したく努力します． 

 

 ご冥福をお祈り申しあげます．

  追悼 本田尚士先生 
（所員技術士 西角井造） 

 本田先生にお会いしたのは，創造工学研究会に初めて参加

させて頂いた時のことでした．技術士を目指して勉強し始め

たばかりの頃です．当時の研究会は，勉強したことを発表し

て，先輩技術士から指導を受ける道場でもありました． 

「いますぐ役に

たたないことで

も良い」「自分が

興味のあること

を発表する」とい

う趣旨とうかが

っていましたの

で，確か「技術，

科学，工学，技能

の違い」について

自分の考えると

ころを発表した

と思います． 

 発表の間，先生

は終始無言で机

の上で組んだ指をみつめられていらっしゃいました．“場違

いな話題だったかな…”と心配なまま発表を終えました． 

 先生は．ほんの少しだけ無言で指先をごらんになっていら

っしゃいましたが，すぐにニヤッっとして指先から視線を戻

され，「面白いことを考える人がいるもんですね～」と． 

 もう．ズギューンです． 

 多分，準備不足な状態で研究会に臨んだこともご承知いた

だいていたのでしょう．理論的には不十分でも，取り組み姿

勢について「悪くないよ」「もっと勉強しなさい」と遠回し

に言っていただいたのだと思います． 

 論理的にどのように的確なアドバイスより，魅力的
．．．

な評価

でした．点数評価といった類のものでなく，先生がお持ちの

“徳”によって気づきを与えて頂いたのだと思います． 

 私，もしくは私たちが本田先生できるご恩返しがあるとす

れば，次世代の技術者に対して「気づいてもらえるきっかけ」

となる場をどれだけ提供できるかだと思います． 

 想いは共に． 

 

 本田先生，ゆっくりとお休みください． 

 

  本田先生追悼 

技術士（化学）沖津修 

 私が本田先生に初めてお会いしたのは１９９３年の技術

士一次試験の合格祝賀会であった．そこで頂いた言葉が「若

い人は早く一人前の技術士になってください」であった．次

にお会いしたのは独立開業して少し経った２００９年であ

った．創造工学研究所でたまに話をする程度であったが，感

じ得るものが多かった．その中で私が強く感じたのは「技術

士として独立した以上は，年齢，経験年数，過去のキャリア

等に関係なく技術士は対等である」ということと，「独立し

た以上は自分のスタイルで仕事を進めるしかない」というこ

とであった．これを機に私は創造工学研究所を離れた．私に

とって本当の独立であった．私の技術士としての要所に本田

先生が関わっていたのだと改めて思いをはせている．御世話

になりました． 

 

  技術士としての生き甲斐を授かりました 

（所員技術士 片上裕紀） 

 １９８１年に本田先生によって設立された創造工学研究

所に，設立から３０年後の２０１１年に私は所員技術士とし

て参画しました． 

 参画した当時の年齢は３６歳で会社員です． 

 このとき技術士業と合わせて社会をほとんど知らない状

態でしたが，本田先生の「技術士を業としてから５０ 年を

経過してみると，様々な皆さんのご助力で到達した生涯であ

ったが，兎に角生き甲斐のある半世紀を過ごすことが出来

た．」との言葉と，この研究所の独立された方からこの「生

き甲斐」を日々感じていると，自然と独立を目指すようにな

りました． 

 それから５年経った現在，独立して技術士を生業にしてみ

 
2009 年 11 月 21 日 

創造工学研究会にて西角井撮影 
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て，その「生き甲斐」の入り口が見え始めたような気がしま

す． 

 私が発想を楽しむ事を生業に出来ているのも，本田先生の

思想の詰まった場が今でも続いているからこそだと思いま

す． 

  本田先生と創造工学研究会 

 (副所長技術士 清水隆男)  

 私が本田先生に初めてお会いしたのは，平成６年の春でし

た．技術士一次試験に合格して，指導技術士になって戴くお

願いのために創造工学研究所に伺ったときです．そのとき先

生から「”題名のない懇談会”の参加から技術士人生を始め

てみる?」と言われました． 

 現在の創造工学研究会は，当時は「題名のない懇談会」と

称し，主にこれから技術士を目指す者たちの集いであり，各

自の専門分野の紹介や技術士になるための研鑽の場でした．

ときには，先生の経験談や戦後日本の技術発展の話，ふらり

と参加してくる先輩技術士の話も伺うこともできました．そ

して懇談会後半にはビールを飲みながら，参加者みんなで忌

憚のない意見交換や情報交換ができたので，「技術士」とい

うものを身近に感じることができる楽しい会でした．今では，

当時の参加者メンバーの殆どが技術士となり，さらに何人も

独立開業を果たしています． 

 先生は日頃から「技術士は今すぐに必要でないことも勉強

しておくことが大切だよ」と仰っていました．また，「コン

サルタントとしてやっていくには，自分の専門知識は当然の

ことながら幅広い知識と見識も必要だよ」とも仰っていまし

た．先生のこの言葉を念頭において，これからも創造工学研

究会を運営していきたいと思います．それが先生のご恩に報

いることかと考えます． 

 

▶創造工学研究会------------------------------------- 

 創造工学研究会は毎月第三土曜日の１４時から開催して

いますので，これから技術士を目指す方をはじめ，独立自営

を考えている方，そしてこの会の趣旨にご共鳴頂ける様々な

方のご参加もお待ちしています． 

  本田先生の思い出 

技術士（化学）町野素久 

 此の度の本田先生の訃報に接し，心からご冥福をお祈り申

し上げます． 

 私が，本田先生とお会いしたのは，平成９年１月の１次試

験合格者の歓迎会の時でした． 

 懇親会の前にお話をしてくださって，「技術士への誘い」

を参加者に無償で配ってくださいました．その後，懇親会に

なり会場にいらっしゃる多くの方に伺いましたが，化学部門

には面倒見のよい本田先生がいらっしゃるからお話をしに

いきなさいと口を揃えて言われました．お話を伺うと，毎月

第三土曜日の午後２時から勉強会（当時は題名のない研究会

といっていたと思います．）があるからいらっしゃいと参加

する機会を頂きました． 

 実際に伺ってみると年の近い人もいれば，年配の方もいら

して発表者のテーマに対して参加者からの質問や意見が出

て活発な印象でした．もちろん本田先生からの意見もあり，

幅広い見識から指導して頂けると感じ，それからずっと第三

土曜日に先生の事務所に伺わせていただいておりました． 

 毎回最後のほうで，本田先生ご自身が準備してくださった

資料で話を伺うのは，非常に勉強になりました．自分が技術

士第二次試験に合格することが出来たのは，本田先生が毎回

話をしてくださる中で，テーマ自体もそうですが試験官が求

めているであろうことを伺っていたからに他なりません． 

 先生が体調を崩されて，勉強会が１年弱お休みの時があり

ました．本田先生の下で技術士になった方に来て頂いて本田

先生が戻っていらっしゃるまで勉強会を続けたほうがよい

かという話を参加されているメンバーに聞いてみたことが

あります．答えは想像していた通り，本田先生がいらっしゃ

らなければ勉強にならないというものでした． 

 自分が技術士第二次試験に合格することが出来た直後に，

専門を狭い範囲絞っていたことを心配していてくださった

ことを伺いました．私が合格して１年位経って本田先生が鹿

児島にいらっしゃったのですが，合格するまで待っていてく

ださったような気がしています． 

 また，創造工学研究会の旅行にも何回も参加させて頂きま

した．今では宿泊できない早稲田の双柿舎にであったり，教

え子の方の実家が経営されているコテージだったり，楽しい

思いでもたくさん頂きました． 

 乱文になってしまい，申し訳ありません．親身になってご

指導を頂き，有難うございました． 

 
第一回日韓技術士会議にて（昭和４６年１０月２１日から２５日） 
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   創造工学研究会へのお誘い 

（主催：清水副所長技術士） 

▶創造工学研究会------------------------------------- 

 当研究所は，第三土曜日の 14 時から「創造工学研究会」

と称する勉強会を開催しています．当研究会は「技術士は今

すぐに必要でないことも勉強しておくことが大切」という信

念の下に行われています． 

「リベラルアーツ」という教育体系があります．これは古代

ローマ時代からヨーロッパで必要と考えられていた学問科

目で，「人を自由にする学問」という意味だそうです．具体

的には，文法，修辞学，論理学，算術，幾何学，天文学，音

楽の７科目を指します． 

 当研究会では，参加者が興味のあるテーマを発表すること

を原則とし，文科系知識と理科系知識という壁はありません．

独立自営を目指す技術士にとって，この「リベラルアーツ」

のような考え方で教養を身につける事は必要であると，私は

考えます．今期も既に様々なテーマが取り上げられています

ので，その一部をご紹介します． 

①【連続テーマ】各種電子機器装置の紹介とその活用(省ビ

ット化，ラズベリーパイ，等) 

②【連続テーマ】高分子材料の測定と分析技術 

③強い日本文化の構築法 

④潤滑油の研究開発における発想点とその成果 

⑤独立自営に際して必要なこと(創業とは/儲かる名刺とは/

定年後の働き方とは)  
⑥バイオレットオーシャン戦略の可能性に関する検討 

⑦技術士補の活動状況の報告(光インターコネクションと

は) 

⑧参加者が自作した監視用カメラの紹介 

⑨中国の市場経済の動向 

 なお，当日は 17 時から参加者有志による懇親会となりま

す．先ずは懇親会からでも大歓迎ですので，ご参加をお待ち

しています． 
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