
と は

国家においては，軍事，外交，内政の諸問題に対し，
また，企業においては，変化する事業環境に対し，科学
的に思惑なしで最適の戦略を決定することは国家や企業
の繁栄に重要である．個人においても，毎日の食事のメ
ニューや洋服選びから，進学，就職，自動車，住居選び
に至るまで意思決定の連続であり，複数の選択肢の中か
ら，科学的に思惑なしで最適なものを選び出すことは人
生を豊かにすることにつながると考える．
このような意思決定を支援するため， 年に米国
ピッツバーグ大学の Saaty 教授が開発したツールが，階
層分析法AHP（Analytic Hierarchy Process）である（ ）（ ）．
AHP は，「道」，「天」，「地」，「将」，「法」の五事という
評価項目を基本に，敵味方の戦力を比較計量し客観的に
把握すれば勝利に導けるという孫子の兵法（ ）に潜む科学
的論拠を究明し開発されたものである（ ）．意思決定には，
まず課題があり，これを解決する複数の代替案（候補）
がある．それらの中から最適な一つを選定するための評
価基準が存在する．複雑な課題では評価基準が幾つかの
階層構造となるので，階層構造に基づく分析法，または
階層分析法と呼ばれる．
AHP では，まず複数の評価基準に対し，次々と一対

比較し評価基準に関する重要度（重み）を算出する．次
に，各評価基準に基づき複数の代替案の一対比較を行い
代替案に関する重要度を算出する．この一対比較は，脳
における思考メカニズム，すなわち一対比較では的確な
判断をすることができるが，複数に対する一括判断はあ
いまいになることを理論のベースにしている．AHP は，
人間の勘や直感というあいまいな部分を数値化して最適
な代替案を見いだし，最終的に人間が意思決定するのを
促すもので，あらゆる課題に適用できることが特徴であ

る（ ）．
有名な適用事例としては， 年から 年に
Saaty 教授がペルー当局からの依頼で政府の取るべき行
動を検討したペルー日本大使公邸人質事件（ ），日本では

年に制定された国会等の移転に関する法律のもと
で 年から国会等移転審議会において審議され，

年に 候補地の中から「栃木・福島地域」，「岐阜・
愛知地域」を選定し答申された国会等首都機能移転候補
地選び（ ）などがある．また，企業においても研究所の知
的生産性を表す成果指標の重要度を算出し，研究開発の
マネージメントに活用した事例（ ）などの報告がある．

の手順

AHP の手順は，次の ステップからなる．すなわち，
課題を分析して階層図を作成する階層化，評価基準や代
替案の一対比較，評価基準や代替案に関する重要度の算
出，総合的な重要度の算出である．以下では，図１に示
すような就職先企業の選定を例にとり説明する．

（１） 階層化
課題，評価基準及び代替案（候補となる企業）からな
る階層図を作成する．
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（２） 一対比較
まず評価基準の重要度を算出するため，「規模・知名
度」対「自己の適性」，「規模・知名度」対「待遇」のよ
うに次々と一対比較し，評価基準に関する一対比較行列
を求める．このときの重要度の尺度，すなわち，どちら
がどの程度重要かを判断する数値には，表１に示す数値

が用いられる．これは，人間の両手または両足の
数が であり，この程度の分解能を持ち合わせている
ことによる．数値 は，それぞれ「同等（equal
impor tance）」，「若干重要（weak impor tance）」，「重要
（strong impor tance）」，「明らかに重要（very strong im
por tance）」，「絶対に重要（absolute impor tance）」を示し
ており，数値 は，それぞれの中間のときに用い
られる．
次に，評価基準「規模・知名度」の観点から「 社」
対「 社」，「 社」対「 社」のように一対比較し，続
いて「自己の適性」の観点からと次々と代替案に関する
一対比較行列を求める．

（３） 重要度の算出
いま， 個の評価項目があり，その本来の重要度を
， ，… とする．このとき，項目 と項目 との
重要度の一対比較値 を，式（１）のように定める．

（１）

例えば，表 に示すワークシートの「規模・知名度」
と「自己の適性」とを一対比較する場合，「規模・知名度」
の方が明らかに重要と判断した場合には ，「自己
の適性」の方が明らかに重要と判断した場合には
とする．ここで，一対比較行列の対角要素は
である．一対比較行列を ［ ］，行列 の固有

ベクトルを とする．このとき，行列 の固有値は
個存在するが，その最大固有値を max とすると，式（３）
が成り立つ．この固有ベクトルが重要度ベクトルに対応
するため，固有ベクトルを算出することにより，重要度
を求めることができる．

max・ （３）

なお，一対比較の過程では，個人差はあるものの必ず
判断の揺らぎが発生するので，その揺らぎの度合いを評
価するパラメータとして，式（４）に示す整合度 C I

（Consistency Index）を定義し，経験則より （場合に
よっては ）以下を有効と判断する．それ以外の場合
には，整合性（首尾一貫性）の乏しいデータとして棄却
する．

C I （ max ）（ ）＜ （ ） （４）

（４） 総合的な重要度
最終的に各評価基準に関して算出した代替案の重要度
に，評価基準の重要度を掛けて総和を求め，総合的な重
要度を算出する．
就職先企業の選定例において，評価基準である規模・
知名度，自己の適性，待遇，将来性の各重要度を 規模・

知名度， 自己の適性， 待遇， 将来性とする．また，規
模・知名度に関する代替案の重要度を， 規模・知名度A，

規模・知名度 B， 規模・知名度 C，自己の適性に関する代
替案の重要度を， 自己の適性A， 自己の適性 B， 自己の

適性 C，待遇に関する代替案の重要度を， 待遇 A， 待

遇 B， 待遇 C，将来性に関する代替案の重要度を， 将

来性A， 将来性 B， 将来性 Cとする．この場合，総合的
な代替案の重要度 A 社， B社， C社を次のように
算出する．

A社 規模・知名度× 規模・知名度A

＋ 自己の適性× 自己の適性A ＋ 待遇×

待遇A ＋ 将来性× 将来性A （５）

B社 規模・知名度× 規模・知名度B

…
…
… （２）
… ・
…

表 重要度の尺度と一対比較用ワークシート

重要度
の尺度

項目A

絶対に
重要

明らか
に重要

重要
若干
重要

同等
若干
重要

重要
明らか
に重要

絶対に
重要

重要度
の尺度

項目B

規模・知名度 自己の適性

規模・知名度 待遇

規模・知名度 将来性

自己の適性 待遇

自己の適性 将来性

待遇 将来性
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＋ 自己の適性× 自己の適性B

＋ 待遇× 待遇B＋ 将来性×
将来性B （６）

C社 規模・知名度× 規模・知名度C

＋ 自己の適性× 自己の適性C＋ 待遇×

待遇C＋ 将来性× 将来性C （７）

なお，総合的な重要度の総和は必ずしも にならない
ので，規格化して評価する必要がある．以上の就職先企
業の選定例のような場合には評価するのは一人かもしれ
ないが，複雑な課題の場合，評価する人が複数いること
が多いので，幾何平均を求め，その母集団の総合の重要
度とする．また，評価基準が一つで評価者が複数いる場
合にも，各人が代替案に関する重要度を算出し，それら
の数値の幾何平均を求めた後，規格化した数値を総合的
な重要度とする．

適用事例──技術者継続教育システム──

欧米をはじめ，世界各国で進められている技術者の継
続的な教育・能力開発は，技術者資格との関連性が高く，
技術者が取り組む際のインセンティブになっている（ ）．
日本では，日本工学会をはじめとする学協会で取組みが

進められており，本学会でも CPD（Continuing Profes
sional Development）部会において技術者継続教育システ
ムの検討が進められている（ ）．技術者は，資格取得や
更新時の条件として，所定の CPDポイントを取得する
ことが求められるため， CPDポイントの算出には納得
いく科学的な論拠が必要になってきている．
本章では，この CPDポイントの算出という課題に対

し， AHP に着眼し，適用することにより科学的論拠に
裏打ちされた結論を導くことができたので，そのプロセ
スについて紹介する．なお，算出されたCPDポイントは，
技術者資格に関する CPD部会検討案のベースとなった
ものである．

継続教育システムの枠組み

表２に， CPD部会において検討した継続教育システ
ムの枠組みを示す．枠組みは，知識ポイント，実務ポイ
ント，貢献ポイントに分類される各区分に属するポイン
ト対象項目からなる．また，表３に，他学会（ ）との共
通性を考慮して想定した四つの資格ランクを示す．

資格ランク別の区分に関する重要度

本節では，「四つの技術者資格ランク」のそれぞれを
想定した，「七つの区分」に関する重要度の算出につい

表 継続教育システムの枠組み

分類 区分 ポイント対象項目

知識ポイント
（自分のための
活動）

知識研修（参画，受講） 学協会主催活動参画，受講（大会，研究会，セミナ，シンポジウム，講習会）
民間主催活動参画，受講（講演会，セミナ，シンポジウム，講習会）
企業内研修，教育，セミナ参画，受講
企業内OJT 参画，受講

知識修得 資格取得・更新（専門分野；英検含む） ●公的／ベンダ系資格 ●基本／高度資格
自己学習（専門技術雑誌の定期購読） ●学協会認定学術誌／民間専門雑誌

実務ポイント
（企業の本来的
な活動）

対外発表 学会，研究会発表（専門分野）
論文発表（専門分野；投稿，掲載，査読有無）
著作，執筆活動（専門分野の書籍，教材；単独，共著，編著）

実務成果（本業での業
務経験と成果）

専門的開発業務
プロジェクトリーダ業務
プロジェクトマネージャ業務
業務上の著しい成果（他薦 自薦）
特許出願・登録
表彰を受けた業務上の成果（社内 社外，他薦 自薦）

企業内付帯活動 企業内技術指導講師（教育，講演，セミナ）
企業内成果発表（論文，報告，発表会）
プロジェクトの企画運営，助言，指導（オーガナイザ，コーディネータ）

貢献ポイント
（世のため，人
のための活動）

学協会貢献活動 学協会活動への参画（JABEE，本部，ソサイエティ，支部）
委員会活動への参画（企画，運営，協力；論文査読も）
標準化活動への参画（国際会議，寄書作成，ラポータ）
学協会主催講演会，セミナ，講習会講師，教材開発

社会貢献活動 教育（大学），研究機関，国家プロジェクトにおける活動参画
教育（大学），研究機関主催の講演会，セミナ，講習会講師
民間主催の講演会，セミナ，講習会講師（対一般市民）
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て示す．特に，最適な代替案を一つ選定するわけではな
く，複数の評価基準の重要度を算出するステップに
AHP を適用した．具体的には，CPD部会の 名の方々
に， 級， 級，上級，特別上級の各技術者をイメージ
し，各資格ランク別に七つの区分に関し，それらの一対

比較を表１に示すワークシート形式で回答頂いた．表４
に，資格ランク別の各区分に関する回答者（A J）ご
との重要度データ及びその母集団の重要度を幾何平均値
で示す．回答者「 」について， 級技術者に関する整
合度のみ を超えるが，他の技術者に関する整合度

表 資格ランク

級技術者 電子情報通信技術者として基礎的な知識を有し，技術の適用現場において特定の領域を担当できる専門的（初級）
技術者

級技術者 電子情報通信技術者として専門的に高い技術を有し，技術の適用現場においてその責任者として担当者を指導し，
的確な問題解決を図る能力を有する中堅的（中級）技術者

上級技術者 電子情報通信技術者として専門的に深い知見と幅広い知識を有し，重要なプロジェクトの責任者に足る指導力と，
主要な先端技術の発展に寄与できる能力を有する技術者

特別上級技術者 国内トップレベルの能力と豊富な実務経験と見識を持ち，社会貢献活動にも実績を持つ技術者

表 資格ランク別の各区分に関する重要度データ

資格ランク 区分 A B C D E F G H I J 幾何平均値

級技術者 知識研修

知識修得

対外発表

実務成果

企業内付帯活動

学協会貢献活動

社会貢献活動

整合度

級技術者 知識研修

知識修得

対外発表

実務成果

企業内付帯活動

学協会貢献活動

社会貢献活動

整合度

上級技術者 知識研修

知識修得

対外発表

実務成果

企業内付帯活動

学協会貢献活動

社会貢献活動

整合度

特別上級
技術者

知識研修

知識修得

対外発表

実務成果

企業内付帯活動

学協会貢献活動

社会貢献活動

整合度
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図 各資格ランク別の各区分に関する重要度

表 ポイント対象項目に関する重要度データ

分類 ポイント対象項目 A B C D E F G H I J
幾何
平均値

知
識
ポ
イ
ン
ト

学協会主催活動参画，受講

民間主催活動参画，受講

企業内研修，教育，セミナ参画，受講

企業内OJT 参画，受講

資格取得・更新（専門分野；英検含む）

自己学習（専門技術雑誌の定期購読）

整合度

実
務
ポ
イ
ン
ト

学会，研究会発表（専門分野）

論文発表（専門分野；投稿，掲載等）

著作，執筆（専門分野の書籍，教材）

専門的開発業務

プロジェクトリーダ業務

プロジェクトマネージャ業務

業務上の著しい成果（他薦／自薦）

特許出願・登録

表彰を受けた業務上の成果（社内／社外）

企業内技術指導講師

企業内成果発表

プロジェクトの企画運営，助言，指導

整合度

貢
献
ポ
イ
ン
ト

学協会活動への参画

委員会活動への参画

標準化活動への参画

学協会主催講演会等の講師，教材開発

教育（大学）等における活動参画

教育（大学）等主催講演会等の講師

民間主催講演会等の講師

整合度
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がいずれも 以下であり，また， 名の整合度の幾
何平均値がすべて 以下となるため有効と判断した．
各資格ランク別に重要度の幾何平均値を合計した値

は，必ずしも にならないため，最終的に規格化して
総合的な重要度を算出した．その結果を，図２に示す．
知識研修，知識習得，対外発表では，特別上級から２級
になるほど重要度が高くなるのに対し，学協会貢献活動，
社会貢献活動では，２級から特別上級になるほど重要度
が高くなる．実務成果では，中堅である１級，上級が最
も重要度が高くなっており，実態をよく反映しているこ
とが分かる．

ポイント対象項目に関する重要度

本節では，「三つのポイント分類」のそれぞれにおける，
「ポイント対象項目」に関する重要度の算出について示
す．特に，最適な代替案を一つ選定するわけではなく，
複数の評価基準の重要度を算出するステップに AHP を
適用した．具体的には，ポイント対象項目に関して一対
比較する前提として，各ポイント対象項目のカウントを，
単純に回数で行うことにした．この前提のもとで，
と同様に CPD部会の 名の方々に，全技術者をイメー

表 ポイント対象項目に関するCPD ポイントと他の学協会との比較 （H（hr）またはM（min））

重要度 CPDポイント

ポイント対象項目 幾何平均値 規格化値 調整値 本学会案 技術士会 電気学会 IEEE 土木学会

学協会主催活動参画，受講 ×H × H × H × H

民間主催活動参画，受講 ×H × H × H × H

企業内研修，教育，セミナ参画，受講 ×H × H × H × H

企業内OJT 参画，受講 ×H（Max ） × H（Max ） × H × H（Max ）

資格取得 更新（専門分野；英検含む） ×H（Max ）

自己学習（専門技術雑誌の定期購読） ×H

学会，研究会発表（専門分野） ×H（Max ） ×M

論文発表（専門分野；投稿，掲載等） ×H（Max ）

著作，執筆（専門分野の書籍，教材） ×H（Max ） Max × H（Max ）

専門的開発業務

プロジェクトリーダ業務

プロジェクトマネージャ業務

業務上の著しい成果（他薦／自薦） ×H（Max ）

特許出願 登録 ×H（Max ）

表彰を受けた業務上の成果（社内／社外） ×H（Max ）

企業内技術指導講師 ×H × H × H

企業内成果発表 ×H（Max ） × H × H ×M

プロジェクトの企画運営，助言，指導

学協会活動への参画 ×H（Max ） ×H Max

委員会活動への参画 ×H（Max ） ×H Max

標準化活動への参画 ×H（Max ） ×H Max

学協会主催講演会等の講師，教材開発 ×H（Max ） × H × H

教育（大学）等における活動参画 ×H（Max ） Max

教育（大学）等主催講演会等の講師 ×H × H × H

民間主催講演会等の講師 ×H × H × H

ジし，知識ポイントに分類された６個のポイント対象項
目，実務ポイントに分類された 個のポイント対象項
目，貢献ポイントに分類された７個のポイント対象項目
に関する一対比較を，ワークシート形式で回答頂いた．
表５に，全技術者を対象に，知識，実務，貢献の各ポイ
ントに属するポイント対等項目に関する回答者（A J）
ごとの重要度データ及びその母集団の重要度を幾何平均
値で示す．回答者「 」について，実務ポイントに関す
る整合度のみ を超えるが，他のポイントに関する
整合度がいずれも 以下であり，また， 名の整合
度の幾何平均値がすべて 以下となるため有効と判断
した．

CPD ポイントの算出

で算出した全技術者を対象としたポイント対象項
目に関する重要度の幾何平均値から， CPDポイントを
以下のように算出した．

重要度は 名の幾何平均値であり，各分類別に
合計した値は必ずしも にならないため，最終的に規格
化して総合的な重要度を算出した．これを表６の規格化
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値の欄に示す．
各分類に属するポイント対象項目数が異なるた

め，知識ポイントを基準に，実務ポイントを 倍，貢献
ポイントを 倍し，分類間で調整した．これを表６
の調整値の欄に示す．

調整値を最小の重要度で規格化した数値を 倍
し，刻みを と設定して量子化した．これ
らの数値は，「自己学習（専門技術雑誌の定期購読）」を
としたときの相対的なものである． AHP では，あく
までも最終的に判断するのは人間であるので， CPD部
会の審議において，特に，「学会，研究会発表（専門分野）」，
「特許出願・登録」，「民間主催講演会等の講師」に関す
る重要度が高いと判断し ステップ上方へ補正した．そ
の結果を表６の本学会案の欄に示す．
以上のように算出した総合的な重要度は，電子・情

報・通信分野で長い経験と見識とを持つ方々からの回答
をベースに各個人ごとに算出した重要度を幾何平均して
求めているため，その母集団を代表する重要度に漸近し
ていると考えてよく，これより算出した CPDポイント
は，科学的な論拠に裏打ちされた妥当性の高いものと考
える．
また，表 に，他の学協会で運用している CPDポイ

ントを比較のため示す．他の学協会では CPD時間の長
さ（ または M）などをファクターに入れているが，
本学会では前述のように回数でカウントすることにし
た．それは次の理由による．本来，人間は，１個とか１
回という単位で記憶したり，管理したりすることはだれ
でも容易に行うことができ得意とするが，何時間とか
何％の割合とかという単位で記憶したり，管理したりす
ることは比較的苦手としている．また，時間や割合には

表 継続教育システムのCPD ポイント

分類 区分 ポイント対象項目 CPDポイント

知識ポイント（自
分のための活動）

知識研修（参画，
受講）

学協会主催活動参画，受講（大会，研究会，セミナ，シンポジウム，講習会）
民間主催活動参画，受講（講演会，セミナ，シンポジウム，講習会）
企業内研修，教育，セミナ参画，受講
企業内OJT 参画，受講

知識修得 資格取得 更新（専門分野；英検含む） ●公的／ベンダ系資格 ●基本／高度資
格
自己学習（専門技術雑誌の定期購読） ●学協会認定学術誌／民間専門雑誌

実務ポイント（企
業の本来的な活
動）

対外発表 学会，研究会発表（専門分野）
論文発表（専門分野；投稿，掲載，査読有無）
著作，執筆活動（専門分野の書籍，教材；単独，共著，編著）

実務成果（本業
での業務経験と
成果）

専門的開発業務
プロジェクトリーダ業務
プロジェクトマネージャ業務
業務上の著しい成果（他薦／自薦）
特許出願・登録
表彰を受けた業務上の成果（社内／社外，他薦／自薦）

企業内付帯活動 企業内技術指導講師（教育，講演，セミナ）
企業内成果発表（論文，報告，発表会）
プロジェクトの企画運営，助言，指導（オーガナイザ，コーディネータ）

貢献ポイント（世
のため，人のた
めの活動）

学協会貢献活動 学協会活動への参画（JABEE，本部，ソサイエティ，支部）
委員会活動への参画（企画，運営，協力；論文査読も）
標準化活動への参画（国際会議，寄書作成，ラポータ）
学協会主催講演会，セミナ，講習会講師，教材開発

社会貢献活動 教育（大学），研究機関，国家プロジェクトにおける活動参画
教育（大学），研究機関主催の講演会，セミナ，講習会講師
民間主催の講演会，セミナ，講習会講師（対一般市民）

表 資格ランクとCPD ポイントの取得条件

知識ポイント 実務ポイント 貢献ポイント 評価基準（取得／更新時共通）

級技術者 ％ ％
年間に ポイントを，知識ポイント： ポイント以上，実務ポイント
： ポイント以上の割合で取得

級技術者 ％ ％ ％
年間に ポイントを，知識ポイント： ポイント以上，実務ポイント
： ポイント以上，貢献ポイント： ポイント以上の割合で取得

上級技術者 ％ ％ ％
年間に ポイントを，知識ポイント： ポイント以上，実務ポイント
： ポイント以上，貢献ポイント： ポイント以上の割合で取得

特別上級技術者 ％ ％ ％
年間に ポイントを，知識ポイント： ポイント以上，実務ポイント
： ポイント以上，貢献ポイント： ポイント以上の割合で取得
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人によりあいまいさが残る場合がある．技術者継続教育
システムを導入する場合，いろいろなファクターを加味
するほど，その管理が複雑になり継続が難しくなる恐れ
があるため，回数でカウントすることにした．

資格ランク別のCPD ポイントの取得条件

以上のように算出した継続教育システムの CPDポイ
ントを，表７にまとめて示す．また，表 に図２で示さ
れる各分類（知識ポイント，実務ポイント，貢献ポイン
ト）ごとの重要度から設定した四つの資格ランク別の
CPD ポイント取得条件を示す．基本的に年間 CPD

ポイントの取得を目標とし，四つの資格を新たに取得ま
たは更新する条件として 年間に CPDポイントを，
それぞれの資格ランクごとに定められた比率で取得する
こととする．

ま と め

科学的な論拠を基に最適な戦略を意思決定する際の支
援ツールである階層分析法 AHP を概説した．また，
CPD部会活動の一環として取り組んでいる継続教育シ
ステムの根幹をなす CPDポイントの算出という課題に
対し，この AHP に着眼し 適用することにより科学的
論拠に裏打ちされた結論を導くことができた．このよう
な CPDポイントの算出の考え方は，将来的に学協会と
して相互承認を行う観点から，また資格を取得する技術
者に対し混乱を与えないためにも，できる限り共通化す
ることが望ましいと考える．
本稿は， CPD部会活動の成果を代表してまとめたも

ので，以下に同部会の名簿を記して深く感謝する．

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，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）
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