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学長職 も無事 に終了 し、本年度 か ら関東支部長 を務 めてい る。
昨年度か らは、学会 の副会長 に も就 任 し、久 しボ リの学会執行部 の
活動 にも参 画 してい る。学会 に戻 つてみ る と、学会会 員数 の減少 が
大 きな問題 とな つているよ うである。以前 は約 9000名 を誇 ってい た
会員数 が 、現在 では6000名 を下回 る状況である。 内容 を分析 してみ
る と、企業会員 の減少 が著 しい ことがわか る。定年 とともに退 会 し
た次 の世代 の入会がま った く少 ない状況 の よ うである。新 しい世代
の企 業会員 が魅力 的だ と思 える学会活動 の場 を、 よ り積極 的 に提 供 して行 く努力 は、今 、緊急
の課題 だ と思われ る。
そ こで早速、昨年度か ら、理事会 内に新 たに産官学連携委員会 の設置 を行 った。 この委員会
の主 な 目的は、産業界 シンポジ ウム を、産業 界研 究者、技術者 の交流、発表 の場 か ら、一 歩進
んだ産官学連携 の ためのジ ョイ ン トとなることで ある。 まず手始 め として、今年千葉大学で 開
催 され る第 68年 会 にお い て 、実行委員会 とともに 「産官学交流 カフェ」 を企画 した。研究室 を
主催す る大学教員 によるシーズ研究紹介や リラックス した雰囲気 の懇親会。 この よ うな場があ
ることで 、 よ リー層産業界 と大 学問 の交流 は活発 に進むで あろ うし、企業研 究者 に、学会 を
もつ と活用 しよ うとい う機運 の生まれ ることも期待 してい る。学会員 の構成 の多様化は、産業
界 の発展 にも大いに寄与す るものであ り、合 わせ て学会員 の減少 に も歯 止 めがかか るであろ う。
全 国7支 部 の 中 で、関東支部は、本学会 の会員数 の約 半分 を占めている。 関東支部 だけを見れ
ば 、産官学 の連携 は概 ね 良好である と思われ る。 関東支部 が主催す る 4コ ース の機器分析講習、

2コ ース の基礎分析講習 の事業運営は、多 くの産業界 メンバ ーの積極的な協力 の も とで 開催 さ
れ ている。 これ は今後 の産業界、大学問 の連携 の よきモ デル とな るべ く積極的 に情報 として も
発信 し、今後 も双方成長努力 を続 けてい きた い と考 えてい る。 また、今後 の課題 としては、若
手間 の産官学連携 につい て も考 えてい くべ きだ と思 つてい る。 関東支部 の若手交流会 の活動 を
見てみ る と、 まだ大 学 の若手研究者 と学 生 を中心 とした活動 に留ま ってい るよ うだ。今後 は、
産業界 の若手研 究者 ・技術者 との連携 に、 よ り積極 的に取 り組 んでい けるよ うなモ デルの提示、
情報 の発信 も必要事項だ と考 えてい る。
現状では、学会 の執行部 が進 める トップダ ウン型 の改革だ けでな く、産官学の多様 な会 員 か
ら発信 され るボ トムア ップ型 の学会改革案 を期待 したい。現段階で、豊 田氏 をは じめ とす る関
東支部若手 グル ー プか ら、若手が主体 となって産官学 の交流活性化 を狙 つた新 しい 「関東支部
分析イ ノベ ー シ ョン交流会」設置の提案 を頂 いてい る。何 とも、頼 も しい限 りである。 関東支
部長 として 、全面的に支援 してい くつ も りである。
一つ一つの新 たな取 り組みは、そ のまま現在 の 日本 分析化学会、 さらに 日本 の化学産業界 の
さらなる発展 に繋 がる もので あることは言 うまで もない。

