
技術者教育と技術者資格の必要性

技術者の継続的な教育・能力開発， CPD（Continuing

Professional Development）は重要である，という認識

がますます高まっており，欧米をはじめ，世界各国で様々

な検討・実施が始まっている．国内では，日本工学会（ ）

で， PDE （Professional Development of Engineers）協

議会委員会（ ）が発足し，その活動と連携して電子情報通

信学会でも CPD部会を設置して，技術者教育について

検討が進められている．現在，継続的な技術者教育が必

要となっている主な理由は次のとおりである．

技術の進歩が速くなり，国際的にボーダレスな活

動が必要となっている．その中で，人材の流動化，

能力主義，成果主義が進んでおり，技術者（以下，

研究者を含む）にとっては専門分野や新しい分野横

断の技術・知識を最新に保つ必要がある．

企業内ではすべての教育内容をカバーしきれなく

なっており，一方，技術者個人では自由時間の制約

も大きく効果的な能力開発の場がないことから，学

会と産業界が連携して教育システムを構築する必要

がある．

一方，継続的な技術者教育に対する技術者のインセン

ティブとして，技術者教育と連動した技術者資格が必要

とされている．技術者にとって資格が必要な理由として，

電子情報通信学会誌 Vol No pp 年 月

欧米をはじめ，世界各国で技術者の継続的な教育・能力開発が進められている．これは，技術者資格との関連が強く，

技術者が取り組む際のインセンティブになっている．

本稿では， PE， CEng や技術士などと継続教育との関連について紹介するとともに，日本工学会をはじめとした国内

の学協会の動向についても述べる．

最後に，本学会における検討状況について述べ，今後いかに進めていくべきか，についても触れる．
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技術者の国際的な流動性や独立性が加速され，技

術者の技術や知識に対する評価が国際社会に正しく

認知される仕組みが望まれている．

政府調達などで，応札者の技術力を証明するため，

関係する技術者が公的資格を持つことが必要とされ

始めている．一方，企業内においても，大規模プロ

ジェクトのマネジメントに，資格を持った技術者を

当てる動きが芽生えている．

などが挙げられる．

米国・欧州での事例

技術者教育と技術者資格は，国によって若干異なって

いる．以下に，米国 IEEE の事例と欧州の事例について

紹介する．

IEEE の技術者に対する継続教育プログラムは，図

に示すように， IACET （International Association for

Continuing Education and Training） に よっ て 認 定

（Author ize）されている．この IACET は，継続教育に

関する非営利団体で， CEU（用語）（Continuing Education

Unit）を単位とした高品質の継続教育システムの普及促

進を進めている． IEEE は， IACET で規定されている

ガイドライン（Criter ia Guidelines）によって設計さ

れたプログラムを技術者に提供（Provide）し，技術者

が受講により取得する CEU を授与（Award）する．技
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術者の受講実績は， ACE（American Council on Educa

tion）によって記録（Record）され， CEU 数の合計が

登録される．この CEU 数は，資格維持の要件として規

定されている PDH（用語）（Professional Development Hour）

に換算でき， CEU が PDHに相当する．

IEEE の継続教育プログラムの特徴は，技術者のキャ

リヤパスを 年（またはそれ以上）のスコープでとらえ，

その上で基本技術から最新技術までを，テクニカルな面

ばかりでなく，応用面まで広く取り上げ，それに合わせ

て適切に企業・大学から一流の講師を割り当てているこ

とである．更に，学協会間で CEU が共通であることに

よって，継続教育プログラムの価値が高まり，米国に

万人いるプロフェッショナルエンジニア（以下， PE と

呼ぶ）の資格維持の支援がなされている．このように，

CEU によって，大学，学協会，企業などの継続教育の相

互乗り入れが可能となっている点が大きな特徴である．

英国では，CEng（Char tered Engineer）が 万人で，

人口の違いを考慮すると，上記の米国 PE 万人に比

べて，比較的資格を重視していることが分かる（ ）．

CEng は，元々四つの学会（土木，機械，電気，化学）

の下にあったが，現在，技術協議会（Engineer ing Coun

cil（UK））で，統一されて進められている（ ）（ ）．

電子情報通信分野においては，特に IEE が資格の授

与に活発に動いており， IEE の会員が CEng を取得する

例が一般的である．取得を目指す会員は，業務実績をベー

スとしたインタビュー試験を受け，推薦されれば CEng

が認定される（ ）．技術者は，認定と同時に継続教育を受

けることへの誓約を要求される．

ドイツでは，技術者として業界で働くために必要な唯

一の資格は，大学あるいは FH（Fachhochschule）で授

与される Diplom Ingenieur という学位で， 万人い

る（ ）．修士相当の高等教育を十分受けた後は，追加の資

格は必要なく，専門資格証明もなく，組織的な継続能力

開発もないが，技術者資格として通用している．実際に

は，各企業でそれぞれ，企業内教育を実施しているのが

現状である．

フランスもドイツと同様に，Ingenieur Diplome de（卒

業した大学名が後に続く）が，専門の資格称号で，それ

以外にはない．しかし，技術者の継続能力開発について

は，法律で企業に義務付けられている（ ）．

更に，ヨーロッパ内外の技術者の流動性を反映して，

EU で決められている EUR ING （European Engineer）

の資格称号を取得することも多くなってきている（ ）．な

お，ヨーロッパ各国で授与している資格が EUR INGに

統一されるのではなく，例えば CEng 資格を持つ技術者

が更に EUR INGを取得する例が多い．

最近では， PE， CEng などの資格称号を，名刺に表

示する技術者をよく見かける．今後，技術者が活躍して

いく上で，技術者資格を取得し，資格を活用する傾向が

ますます強くなっていくものと思われる．

米国 PE や英国 CEng などと国際的同等性を有する資

格として，日本の PE 資格の技術士（ ）がある． 年

の改正技術士法施行以来増え始め，ようやく 万人を突

破した．改正点の一つとして，技術士が技術者として果

たすべき責務として継続能力開発が明示されている．同

Vol No

用 語 解 説
CEU 継続教育単位の略．技術者が継続的な専

門能力開発のため，継続教育に参画した時間を示す共
通の尺度で， 年に創案された．受講 時間を
CEU として定義している．
PDH 専門能力開発時間の略．技術者が資格を

維持するために必要な継続教育の受講時間を示す尺度
で， IEEE ではあらかじめ CEU PDHと換算定義
されている．
APEC エンジニア APEC域内の国際的な技術者

資格の相互承認の枠組みに対応した技術者資格．日本
では，現時点で，土木・構造分野の技術士，一級建築
士が認定対象の資格となっている．
JABEE 日本技術者教育認定機構の略．高等教
育機関の基礎教育プログラムを審査し，社会の要求水
準に対して到達目標を達成できているかを点検して，
技術者教育の質を保証する認定機関．

図 IEEE の技術者継続教育の位置付け IEEE の技術者
継続教育は，継続教育の単位 CEU を基本とした高品質の継
続教育の普及促進を進めている．
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時に，国際的な技術者資格の相互承認への対応として，

APECエンジニア（用語），（ ）の認定が進められており，技術

士と同様の継続能力開発に関する認定要件が定められて

いる． IEEE における CEU 及び PDHの考え方と技術士

における「CPD 時間」の考え方を，資格維持要件の観

点から比較したものを表１に示す．この比較結果から見

ると，継続教育時間の計数方法に違いが若干見られるも

のの，資格維持の要件は，ほぼ同等と考えられる．

日本工学会における取組みと
他学会での取組み

日本工学会は， 年度より PDE 協議会委員会を設

置し，電子情報通信学会をはじめとして の学協会と

連携して，継続教育に関する活動を推進している．すな

わち，幅広い技術者が国際的に通用できるための専門能

力開発と技術者資格の確立を目標に掲げている．技術士

や一級建築士などの既成の公的資格にも配慮している．

この活動は，既に開始している JABEE（用語）（ ）（Japan

Accreditation Board for Engineer ing Education）の活動

と合わせて，車の両輪として連動している．これによっ

て大学における基礎教育と技術者教育・資格とのリンク

が確保されることになる． JABEE 認定の技術者教育プ

ログラムの修了者は，技術者に必要な基礎教育を完了し

たものと見なされ，技術士第一次試験を免除されて，直

接「修習技術者」として実務修習に入ることができる方

向にあることも，その一例である． PDE の活動は，技

術者のトータルキャリヤシステムとして機能していくこ

とが期待されている．

その中で，特に土木学会（ ）では，土木学会技術推進

機構が，継続教育，技術者資格などを推進している．継

続教育については，記録証明を進める一方で，年間

時間相当の学習を技術者に促し，土木技術者のキャリヤ

パスを提示している．技術者資格については，将来の技

術者像を考慮した の資格分野と，２級技術者から特

別上級技術者までの４ランクの資格を特徴とする，土木

学会認定技術者資格制度を 年度に創設している．

最上位の「特別上級技術者」は国内トップレベルの能力

と豊富な実務経験と見識を有する，日本を代表する土木

技術者，「上級技術者」は高度な知識と経験を基に重要

プロジェクトの責任者に足る土木技術者，「１級技術者」

は２級技術者資格取得後に一定の実務経験を経て能力を

認定される土木技術者，「２級技術者」は一定の基礎的

知見を有する土木技術者，と定義されている．

日本機械学会では，継続教育に費やした時間や学会活

動を評価対象に組み込んだポイント制を導入している．

会員資格や技術士資格に応じて，継続教育を予備継続教

育，基礎継続教育，高等継続教育の３段階に分け，整備・

実施を進めている（ ）．

電子情報通信学会における検討状況

電子情報通信学会では 年度から， CPD部会を設

置して，技術者教育と技術者資格について検討している．

その検討状況について以下に述べる． CPD部会の活動

メンバーは次のとおりである．

CPD 部会（部会長：持田侑宏，幹事：鈴木忠道，委

員：天野真家，伊藤興史郎，岩下 克，浦野義頼，笠原

久美雄，鹿田 實，篠田庄司，嶋田寿一，藤井真人，山

口 憲，山本尚生，家田信明，事務局：薗部勝美）

電子情報通信分野では，技術革新のスピードが年々加

速され，継続的な技術者教育がますます重要になってき

ている．今まではそれぞれの企業内でカバーされていた

技術者教育も，従来の OJT だけでは不十分になってき

ている．また，資格面でも国際的な大規模プロジェクト

のリーダーは公的資格を持つことが要件になるなど，技

術者資格に対する必要性が高まってきている．

しかし，既成の資格制度の多くは，技術者が資格を取

得した時点の状況を証明するものであり，技術者の技術

レベルを常に保証するためには（いわゆる，資格の賞味期

電子情報通信学会誌

表 技術者に対する継続教育の形態と資格維持要件の比較

IEEE 技術士

CPD実績単位の定義
CEU PDH
（Professional Development Hour ：
実時間）

CPD時間
実時間×重み係数

CPD の形態と
カウント方法
の対応例（目安）

学術論文（ 論文当り） PDH 最大 CPD時間

時間口頭発表（ 件当り） PDH CPD時間

特許出願（ 件当り） PDH 最大 CPD時間

時間セミナー（ 件当り） PDH CPD時間

資格維持の要件
PE の資格維持には，年間 PDH，ま
たは， 年間 PDH，が必要

技術士の責務として，年間 CPD時間，
年間 CPD時間，が必要

加 算 例
年間に， 時間セミナーを 回受講，
特許 件を出願すると， PDHとなっ
て， PE の資格維持要件を満足する．

年間に， 時間セミナーを 回受講，特
許 件を出願すると， CPD時間となっ
て，技術士の責務の要件を満足する．
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限），既成の資格やスキル標準（ ）などと体系的な整合を図

りつつ，資格全体を広くとらえて，継続教育と連動した技

術者資格制度の枠組みを提示していくべきと考えている．

本学会では，先端オープン講座や教科書シリーズが充

実している，という意味で，以前から継続教育への場や

素材は提供されてきたと考えられる．今，より新しい観

点に立ち，会員に対する新しいサービスとして，技術者

教育・資格の提供に取り組むことが重要と考えられる．

これにより，会員のインセンティブが高まるばかりで

なく，非会員の技術者に対しても幅広く働きかけること

によって，本学会が魅力的な学会となり，一層活性化し

ていくと期待される．

具体的な取組みに向けて，最先端技術を支える要素技

術と新鮮さが要求される旬な技術とのバランス，継続的

な実務経験の積み上げによるステップアップと若年層の

挑戦的なステップアップなど多様な資格取得パスの確

保，などについて検討している．

効果的な継続学習を実行できる環境を提供するには，

大学のアクティビティを積極的に取り込むことと，産業

界，特に会員が所属する多くの企業と連携することを検

討している（ ）（ ）．

実行環境の枠組みとして，図２に示すように，産・学・

学会連携型を検討している．すなわち，企業，大学，学

会の三者が，学習プログラムの提供や継続教育の場の提

供など，それぞれ役割をオーバーラップさせつつ，相互

に連携していくための仕組みを学会が提供することが期

待されている．

今後，具体的な実現に向けては，会員の意見を注意深

く取り込み，関連学会と協調して進めていく予定である．

なお， CPDの仕組みに合わせて検討している資格ラ

ンクは， PDE 協議会委員会の検討に協調しつつ，例え

ば４段階程度を想定している．

本学会では，これまで研究論文の発表などを積極的に

行うアクティブな会員に対しては，その論文の評価の場

ことは大変意義深い．今後，拡大傾向にある，技術者資

格の国際的な相互認証の動きも十分に踏まえながら，早

急に具体化へ向けて検討を本格化することが肝要と思わ

れる．
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図 産・学・学会連携型 電子情報通信分野の技術者に対する技術者
教育を効果的に実施するには，企業，大学，学会の三者がそれぞれ役割を
オーバーラップさせつつ，連携の仕組みを学会が提供することが期待され
る．

を学会は提供してきているが，今後はこのような

アクティブ会員だけでなく，広範な実務技術者に

も軸足をおいて，総合的に取り組むべきものと考

えている．

ま と め

技術者教育と技術者資格について，各国の事例

を中心に紹介した．日本を取り巻く経済環境はま

すます厳しく，産業の国際競争力低下が懸念され

る昨今，各分野で活躍する技術者の能力を高め，

活躍の場を広げることは非常に重要である．その

中で，学会が，産業界や大学を巻き込んで，新し

い視点に立って技術者教育・資格活動をしていく
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