
は じ め に

技術者の継続的な専門能力開発（Continuing Profes

sional Development；略して CPD）が重要であるとい

う認識が国内外で高まっており，様々な検討や実施が開

始されていることは既に報告した（ ）．電子情報通信学会

では，技術者教育への取組みを JABEE 活動とともに車

の両輪として形成するとの位置付けのもとに， 年

に CPD 部 会 を 設 置 し， 日 本 工 学 会 下 の PDE

（Professional Development of Engineers）協議会委員

会（ ）（ ）と連携しつつ，活動を進めている．

現在， CPD 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，

・ 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

充てる動きが芽生えている．

このような背景のもとに，電子情報通信学会では

年 月にアンケートによる会員の意識調査を行ったと

ころ，興味深い結果が得られたので御報告する．

本アンケート調査では，約 万 千人の会員からラン

ダムに抽出された 人にインターネットを用いて質

問を送り， 人から回答を得た．回答率は ％と高く，

また，自由形式のコメント欄にも多様な意見が書かれて

おり，会員の関心の高さが伺えた．この場を借りて，回

答を下さった会員各位にお礼を申し上げたい．

持田侑宏 正員：フェロー （株）富士通研究所
E mail mochida＠fujitsu com
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会員意識の傾向・特徴

（１） 回答者の属性（図 ）

・ 回答者の中で最も多かった属性は， 代（ ％），

電気電子系（ ％），製造業（ ％）， 名以上

の企業・団体（ ％），研究開発部門（ ％），電気

電子通信系ハードウェア（ ％）であった．

（２） ほとんどの会員は， CPD が必要と考えている．

（図 ， ）

・ 技術者の継続教育は，ほとんどの人が必要（ ％）

図 回答者の最終学歴学科系

図 回答者の所属企業・団体の業種

図 回答者の所属企業・団体の規模

図 回答者の職務上の立場

図 回答者の職務上の専門

図 継続教育への意識

図 継続教育が必要と答えた人のその理由（複数回答）

と思っており，CPD に対するニーズはかなりある．

同時に大半（ ％）は，時間がなく十分には実施で

きていない，と感じている．

・ 継続教育が必要な理由は，専門技術領域の強化が

トップ（ ％）で，専門外技術（ ％），語学

（ ％）が続き，資格の取得も ％ある．資格取得

を理由にしている人の割合が， 代（ ％）より

代（ ％）に若干低下が見られるのは多忙による可

電子情報通信学会誌 Vol No



能性もある．同データを業種別で見れば，製造業

（ ％），サービス業（通信，放送など）（ ％）の

順に大きく，教育機関（ ％）が最も小さい．

・ 継続教育の手段は，学会研究会（ ％），学会誌・

学術誌（ ％）が際立って多い．一方，「知識」（自

分のための活動），「実務」（企業の本来的な活動），「貢

献」（世のため，人のための活動）の三つに分類（複

数回答）すると，やはり「知識」が最も多く（ ％），

「実務」（ ％）と「貢献」（ ％）は同程度である．

（３） 所属企業・団体による教育システムでは不十分

と感じている．（図９ ）

・ 製造業では，社内講師，外部講師をよく使ってい

る．民間業者，留学がそれに続いている．（図９（a））

・ 研究，教育機関は，外部 社内講師，民間への依

存が少なく，海外留学依存が高い．（図 （b））

・ サービス業では平均に比べ，関連会社，民間への

依存が多い．（図 （c））

・ 学協会による教育は， ％が実施されているが，

民間業者による教育の ％に比べると意外に少な

い．現状では，学協会への依存は高くはない．（図

（d））

・ 人未満の企業・団体では，教育システムのな

い比率が高い（ ％）．

・ 規模の大きな会社では，社内講師の依存性が高い．

（図 （e））

・ 人規模では，大学，学協会，遠隔教育

の順に頼り，民間には頼らない傾向がある．（図

（f））

・ 好ましい教育形態に関しては，平均的に民間業者

より学協会の方が期待は大きい．（図 （g））

・ 人未満では，自社，大学，学協会が比較的少な

く，民間／遠隔教育に頼る傾向がある．（図 （h））

・ インターネットを通じての教育は， 割近く

（ ％）が自己負担を覚悟しており，更に無料であ

れば受講する人と，会社負担があれば受講する人を

合わせると ％となり，経済的な継続教育の必要

性を求めていることが分かる．その一方で，資格が

取得できるのであれば受講する人が ％，特に学位

が取得できるのであれば受講する人が ％であり，

合わせて ％の人が資格に関係することを条件に

受講を考えている．「継続教育を必要と思い実施し

情報ネット いま，学会では CPDの最前線 会員の意識調査と今後

図 回答者の所属企業・団体で実施している教育システムの種類（複数回答）

図 好ましいと考えられている技術者継続教育の形態（複数回答）



ている」では，学位取得を条件とする人が比較的多

いが，「実施する時間がなく十分にはできていない」

では，無料を条件とする人が比較的多い．「継続教

育の必要性を認める人が ％」とは対照的に，能

力の客観的な基準としての資格取得に対する，本学

会会員の意識は，現状では必ずしも高いとはいえな

いが，今後は状況が変化することも考えられる．

・ 大半（ ％）の人が今後も，外部（企業の外）で

の教育機会に期待している．

（４） 先端オープン講座への関心は高い．（図 ）

・ 先端オープン講座の関心度合いは， 割が「知っ

ている」が，そのうちで「参加した人」は ％，「今

後参加するかもしれない」が ％，「参加する見込

みはない」が ％．４割が知らない，そのうちの

が今後参加の可能性がある．全体で６割が将来の潜

在的参加者と考えられる．

（５） 今後，技術者の流動性が高まると予想している．

（図 ）

・ 今後，電気・電子・通信系及び情報処理系を問わ

ず，ソフトウェアの専門技術者が飛躍的に増加する

と予測しており， IT 化の流れが加速する中では当

然の結果と考えられる．一方で，電気・電子・通信

系のハードは大幅に減少する．

電子情報通信学会誌 Vol No

図 インターネットを通じての教育に対する意識 （「図 継続教育への意識」別内訳）

図 今後の技術者教育に対する見通し

図 先端オープン講座についての関心の度合い

図 今後増加しそうな技術者の専門についての見通し（複数回答）



（６） 継続教育による能力向上が，処遇などに反映さ

れていないと感じている．（図 ）

・ 能力を客観的に測る指標は， ％が「あり」， ％

は「ない」と感じているが，製造業では整備されて

いる傾向が強く（回答数構成比率： ％ 母集団

構成比率： ％），特に 名以上の企業・団体

では整備されている傾向が強い（ ％ ％）．

・ 研修等を受講した結果，能力が向上したことに対

して，処遇や報酬などに反映される，などの制度に

ついて，「ある」との回答は ％，「ない」との回

答は ％である．この傾向は，業種や規模などに

は余り左右されない．

・ 能力を客観的に測る「指標あり」との回答の ％

は「反映あり」で，「指標なし」との回答の ％は

「反映なし」である．

・ このように，比率は小さいが，能力を客観的に測

る指標が整備されている環境の中では継続教育によ

る能力向上に対して処遇や報酬などに反映されてい

るケースが多い．継続能力開発や資格取得へ向けた

環境の整備によって動機付けが高まる傾向が生まれ

始めている．

（７） 技術者資格の取得について，企業での動機付け

が低いと感じているが，資格を持つ人は多い．

（図 ）

・ 所属する企業・団体における技術者資格の扱いに

ついて，「奨励されていない」＋「奨励されている

が処遇に関係しない」で８割を超え，企業での動機

付けの低いことが分かる．

・ 年代依存性は，資格を持つ人の割合が 代

までで ％強を占めており，資格を持つ人が多い．

・ 規模依存性では， 人以上と 人以下の企

業・団体において，資格保有者が相対的に少ない．

（８） 資格への関心は高いが，取得への制約が多い．

（表 ，図 ， ）

・ 「現在，持っている」が ％，「そのうち取るつ

もりである」が ％，「電子情報通信学会から適切

な資格が新しく提案されれば取る」が ％，「いず

れの資格も取るつもりはない」が ％である．特に，

「本学会からの資格を取る」では， 代，製造業が

多く，職務上では研究開発部門よりも設計 開発

製造 検査部門，営業 SE 部門，サービス 運用

部門が，専門別では電気・電子・通信系及び情報処

情報ネット いま，学会では CPDの最前線 会員の意識調査と今後

図 回答者の所属企業・団体における能力の客観的な指標の
有無と処遇・報酬に関する制度の有無の関係

図 回答者の所属企業・団体における技術者資格の扱い

表 回答者の技術者資格に対する意識（複数回答）
（太字：比較的多い項目）

持っている
（ ）

取るつもり
（ ）

信学会から
出れば取る
（ ）

母数

代
代
代
代
代

電気電子
情報
機械
物理
化学
材料
その他

製造業
サービス業
上記以外
教育機関
研究機関
その他
答えない

研究開発
設計製造
営業 SE
サービス運用
企画
人材教育
その他

電通ハード
電通ソフト
情処ハード
情処ソフト
その他



（９） 学会が社会的に果たす役割は大きい，と期待し

ている．（図 ， ）

・ 学会のサービスとして，継続教育の面では，「質

の高い講師による（民間より）安価で，便利で，自

分の専門性が高まる継続教育」を ％，「産業界（企

業）・大学などと学会が相互連携した継続教育」を

％が期待している．

・ 技術者資格の面では，「海外と相互承認できる資

格の付与」（ ％）と「技術分野を明確に区分する

ことにより専門性を高めた資格の付与」（ ％）に

対する期待が高い．グローバル化の時代を背景とし

て，奨励や処遇・報酬にこだわらずに海外でも通用

する資格の付与に対して，かなり関心が高いことを

示している．

・ 資格取得が奨励されており，処遇や報酬などに反

映される企業・団体の人では，上記に加えて「経験・

知識などに応じてステップアップがインセンティブ

となるような段階を分けた資格の付与」に対する期

待が高い．

（ ） 回答者の自由なコメントから──継続教育と技

術者資格に関する学会活動に対して，前向きな

コメントが多い．

・ 学会認定資格を検討する場合の考慮点として次の

３点に集約できる．（仮称：資格三原則）

CPD を第一義とすること．（ 件）（ 資格の意

義を十分に考えること．）

（例）

・学会は，最先端の学術分野を開拓することを使命と

する団体であり，資格付与に貢献するよりも，技術

者を高度のレベルに保つ「継続教育」領域への一層

の注力を期待．

・継続教育で重要なのは，動機と機会，特に機会は環境

に依存するため，時間や地域による隔たりのない環境

電子情報通信学会誌 Vol No

図 回答者の中で資格取得に積極的な人の理由（複数回答）

図 回答者の中で資格取得に消極的な人の理由（複数回答）

理系共にハードウェアの人が比較的多く，適切な資

格への関心の高いことが分かる．

・ 持っている資格で多いのは，学位（博士） ％，

情報処理技術者関係 ％，無線従事者 ％である．

取るつもりとの回答で多いのは，情報処理技術者関

係 ％，学位（博士） ％である．情報処理技術者

資格の比率が高い理由として，早い時期から制度を

定め，着実に運営されてきた点が挙げられる．シス

コ，MS，オラクル関連が少ないのは意外である．

特に，そのうち取りたい資格についても，これらが

少ないのはなぜか興味深い．博士と情報処理技術者

資格は関心が高く，シスコ，MS，オラクル関連の

資格への関心が低いのは，現在の本学会会員にとっ

ては資格としての普遍性に疑問を感じているから，

とも考えられる．

・ 「取るつもりなし」の回答で，その理由は，「資格

取得のメリットを感じないから」が ％，「資格そ

のものを必要としないから」が ％，「資格を取得

しても活用の場がないから」が ％，「一過性で応

用が利かない資格が多いから」が ％，「国際的に

通用する資格がないから」が ％，「資格の種類が

多くて絞りきれないから」が ％である．適切で取

りやすく，しかも実利のある資格が少ないのではな

いか，と推測できる．



の提供を要望．

・技術者教育や資格を考えるとき，基礎学力について，

社会に出た後からも身につける機会があるべき．他分

野との融合による新たな知識への対応や能力を社会に

結びつける仕組みに期待．

・技術者資格は継続教育の“動機付け”として重要であ

るが，所属企業も含めて価値の認知が重要．継続教育，

生涯教育といった観点から企業活動と連携を強化した

取組みには大いに期待．特に，企業間では各社ノウハ

ウ部分で限界があるため，学会のリードが望ましい．

・各分野で実践的に役立つような，大学の学位に匹敵す

る価値のある技術教育と対応する（実質的な）資格制

度の整備を希望．

既成の資格と重複しないこと．（ 件）（ 対外

的な位置付け（資格の国際化，関連学会間協調，産・

学・学会連携）を明確にすること．）

（例）

・教育の機会を提供し，資格を学会が付与することは

良いこと．ただし，共通の技術分野に関係した他学

会とも連携して，国際的に通用する資格（例えば

IEEE と共通の資格），業務の排他性がある資格の付

与，または学会の特色を生かして世界標準と連携し

た資格取得の支援を希望．

・会員にふさわしい資格（学会で適切に分野別に分け

られた新たな資格），技術能力（知識）と新しいもの

を生み出す力とのギャップを埋める資格，であれば

学会で新規に認証制度を創設する価値あり．

・海外のエンジニアは（医師や弁護士に並ぶ職業とし

て）高いプライドと技術を持って仕事をしている．

それに対して日本の技術者は…．現在ある資格と企

業内の処遇が必ずしもリンクしていない．社会的に

認知され，客観的に能力が評価され，労働市場で（資

格を持つことが）有利に働くような技術者資格が望

ましく，または現在既にある資格をその方向で育て

ていけるとよい．技術者の社会的地位向上を目指し

た活動を期待．

・学会活動が社会に役立つ技術者を育てるために継続

教育と資格を吟味されることを期待．世の中に資格

情報ネット いま，学会では CPDの最前線 会員の意識調査と今後

図 学会に期待する継統教育サービス（複数回答）

図 学会に期待する技術者資格に関するサービス（複数回答）



が乱立しており，無意味な受験料もうけのためだけの

資格にはすべきでなく，他の国家資格・民間認定資格

と重複すべきでない．

・基礎教育は個人の自主性，大学等に任せ，学会は企業・

大学を含めた先端的な学術・技術交流の場を作るべ

き．その際，東京近郊に偏らないようなサービス手段，

各地の大学や研究所を拠点とするような木目細かい体

制が必要．

サービス効率を重視すること．（ 件）（ 学会の

ポリシーを明確にすること．）

（例）

・学会本来の目的（学術・技術的な交流・向上）を踏

まえ，採算を重視すべき．

・学会活動を更に進めると，限られた時間と人材の中

で，その負担が大学教員や生産性の高い技術者にか

かる恐れが出てくる．効果的な進め方への考慮が重

要．

これからの検討方向

CPD 部会ではアンケートの結果を受けて，検討を加

速しているが，特に 年度からは， JABEE の先例

にならって電気学会及び情報処理学会との連携を開始し

ている．

アンケートでも現われているように，技術者の継続的

な専門能力開発・教育の必要性は広く認識されており，

能力を客観的に測る指標が整備されている企業・団体で

は，能力向上に対して処遇への反映がなされている場合

も多く，環境の整備によって継続教育への動機付けが高

まる傾向が見られる．電子情報通信学会がこのような環

境作りの一翼を担い，会員サービスの点からも貢献する

ことが今後ますます重要になると考える．

日本工学会 PDE 協議会委員会においても，体制を強

化する一環として，分野別協議会を設立して分野ごとの

具体的検討に入りつつある．先行している土木学会（ ），

機械学会（ ）などの例が参考になる．これら諸学会とも協

力し PDE 協議会を通した企業への働きかけ，社会的認

知度の向上に努めていきたい．

本アンケート調査及び分析は理事会の承認を受けて

CPD 部会の活動の一環として行った．以下に同部会の

委員名簿を記して感謝の意を表する．

CPD 部会（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，萩本和男，藤井真人，山口 憲，山

本尚生，家田信明，事務局：薗部勝美）

文 献

（１） 持田侑宏，鈴木忠道，“技術者資格の事例 アメリカ・日本での
取組み，”信学誌， vol.86, no.11, pp.864 867, Nov. 2003.

（２） 日本工学会， http: www.jfes.or.jp

（３） PDE 協議会委員会， http: www.pdecj.org

（４） 日本技術士会， http: www.engineer .or .jp
（５） 土木学会，“土木学会認定技術者資格制度について，”

http: www.jsce.or.jp opcet

（６） 本阿弥眞治，“資格制度における技術者の継続教育”，日本機械
学会誌， vol.106, no.1011, pp.11 14, Feb. 2002.

（７） IACEE (International Association for Continuing Engineering

Education), Conference Proceedings of 9th World Conference

on Continuing Engineering Education, JSEE（日本工学教育協
会），May 2004.

電子情報通信学会誌 Vol No

持田 侑宏（正員：フェロー）
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