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　千葉工業大学技術士会は2006年９月に設立され、設立の趣旨の一環として、本学の卒

業生、大学院生、学生への技術士・技術士補受験の支援、指導等を積極的に行って参りま

した。

　技術士会制度の啓蒙として千葉工業大学の月刊誌「ＮＥＷＳＣＩＴ」に2006年４号よ

り、約一年間に亘り、在学生、本校の卒業生のために「技術士制度の解説シリーズ」とし

て編纂しものです。また、この要約は千葉工業大学卒業生諸氏のために同窓会誌の「交友

タイムス」に連載したものを小冊子にまとめたものです。

　この小冊子は技術士制度や技術士試験制度を理解し技術士試験に挑戦する資料として大

変コンパクトによくまとっていると思います。

　この執筆者のなかには、技術士一次試験、二次試験を受験した合格者の体験談など、ま

た、技術士資格の国際相互認定（APECエンジニア）、関連機関のＪＡＢＥＥ（日本技術者

教育認定機構）、等の概要が掲載されています。

　この小冊子は毎年少し変わる試験日程や一部変わった二次試験要領などを除いては長年

にわたり技術士受験者の参考になる資料として技術士試験に挑戦する在学生、卒業生のた

めになるものと思います。

　この「技術士制度の解説シリーズ」は2007年5月に初刊したものが大変好評で多くの

方々の要望にこたえ増刊号を発刊することになりました。

　最後にこの小冊子の増刊の発刊にあたり、千葉工業大学及び本学広報部、千葉工業大学

技術士会の役員及び会員、同窓会役員及び事務局のご支援、ご協力に厚くお礼申し上げま

す。

「技術士制度の解説シリーズ」増刊号の発刊にあたり「技術士制度の解説シリーズ」増刊号の発刊にあたり「技術士制度の解説シリーズ」増刊号の発刊にあたり

２００９年５月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉工業大学技術士会

会長　溝邊　哲男
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技術士解説シリーズ



　千葉工業大学の大学院生、大学生
の皆さんは誰にでも受験できる、技
術士補（技術士第一次）の試験にぜひ
挑戦して見ませんか？　技術士補試
験は若いうちに挑戦し取得すること
が就職時や技術者として実社会では
絶対有利な資格です。また将来技術

士を受験するために必要な資格が
技術士補の資格です。平成20年度
の技術士補（一次）試験の合格率は
35.4％、（二次）試験合格率は15.7％
です。ぜひ在学中に技術士補に挑戦
してみませんか？　挑戦して見よう
と思う後輩の皆さんのために千葉工
業大学を卒業して実社会で活躍して
いる技術士の先輩が、技術士補・技
術士の資格を取得のために協力、支
援、する千葉工業大学技術士会が平
成17年９月16日設立されました。
　千葉工業大学技術士会の設立は全
国の各大学中でも比較的早いほう
で、主要大学としては、早稲田大
学、東京工業大学、理科大学に続
き、千葉工業大学技術士会は７番目
に発足しました。この設立の趣旨
は、千葉工業大学技術士会のホーム
ページを見て頂くことにして、大学
院生や大学生の皆さんに関係があ
り、また関心ある、技術士・技術士
補の資格を取得したい人、または目
指している人、や、技術士・技術士
補の資格ってどんな資格なの？　ど

んなメリットがあるの？ 
　このような皆さんのために、千葉
工業大学技術士会が千葉工業大学の
月刊誌「NEWS　ＣＩＴ」に一年間
に亘り下記のような技術士・技術士
補（技術士第一次試験）について連
載したものです。

①国や社会から高度な専門的技術を
有した技術者として公認してくれ
ます。

②就職では官庁や会社が高く評価し
てくれます。

③他の国家試験で専門科目の一部が
免除されます。

④技術士は国際的な技術者資格の相
互認定制度により国際的に通用す
る国家資格です。

シリーズを始めるにあたって
　千葉工業大学、大学院生、大
学生の皆さん、技術士・技術士
補の資格取得に挑戦してみませ
んか？
　千葉工業大学卒業生の技術士
で設立した「千葉工業大学技術
士会」が資格取得に支援、指導
します。
　この『技術士制度解説シリー
ズ』は平成17年に一年間にわた
り技術士試験の仕組みについて
解りやすく掲載したものを改定
して編集いたしました。

会長　溝辺 哲男

技術士・技術士補の資格に挑戦しよう！

　技術士・技術士補（一次試
験）の資格の取得のメリット

は、

技術士制度の主旨
▽科学技術に関する技術的専

門知識および高等の応用能
力と豊富な実務経験を有す
ること

▽公益を害することのない高
い技術者倫理を備えている
こと

▽これらの条件を満たし、国
際的に適用する優れた技術
者の育成を図るための国に
よる資格認定制度

技術者に対する時代の要請
▼高い倫理観／技術者倫理・

職業倫理
▼科学技術の変化への優れた

追従能力
▼コミュニケーション・プレ

ゼンテーション能力
▼国際性（外国語力を含む）
▼自己の能力の品質保証

（日本技術士会資料抜粋）

 一次試験 二次試験

受験申込書配布 ６月１日～７月３日 ４月１日～５月７日
インターネット受付期間 ６月１日～６月15日 ４月１日～４月16日
郵送・窓口受付期間 ６月16日～７月３日 ４月17日～５月７日
筆記試験日 10月12日（月・祝日） ８月１日・８月２日
合格発表 12月24日 10月27日（12月口頭試験有）

平成21年度 技術士（一次・二次）試験日程

技術者基礎教育と技術士資格取得まで
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　学理を開発した学者には博士とい
う称号が与えられるのに対し、技術
を産業に応用する能力を国が試験に
よって認定した技術者に与えられる
称号が技術士です。
　今回は技術士制度と、技術士の定
義、その義務、責務、倫理等につい
て掲載します。

　技術士は、技術士法に基づいて行
われる国家試験（技術士二次試験）
に合格し、登録した人だけに与えら
れる名称独占の資格です。技術士
は、科学技術に関する高度な知識と
応用能力を備えていることを国に
よって認められた技術者であり、科
学技術の応用面に携わる技術者に
とって最も権威のある国家資格で
す。

（１）技術士の定義
　「法定の登録を受け、技術士の名
称を用いて、科学技術に関する高等
の専門的応用能力を必要とする事項
についての計画、研究、設計、分
析、試験、評価またはこれらに関す
る指導の業務を行う者」です。
（２）技術士補の定義
　「技術士となるのに必要な技能を
修習するため、法定の登録を受け、
技術士補の名称を用いて、技術士の
業務について技術士を補助する者」
です。

　技術士の技術部門は全技術を網羅
し、21部門からなります。現在日本
の技術士の合計は約55,000名で、そ
のうち47％が建設、次いで総合技術
監理、上下水道、電気電子、機械の
順になっています。業態別では84％

が一般企業に勤務し、約７％は技術
コンサルタントとして自営、約９％
は官公庁・法人に勤務しています。
技術士補は約18,000名です。

　

　年一回行われる技術士試験（一
次・二次）に合格し、日本技術士会
に登録し、初めてその称号が与えら
れます。一次試験に合格し、修習技
術者となった者が「技術士補」で
す。二次試験に合格した者が「技術
士」です。

　①独立したコンサルタント
　②企業内技術者
　③公務員技術者
　④教育・研究者
　⑤知的財産評価者
　⑥その他の職域で活躍

　国家認定された技術者として他の
国家資格で定める業務上の特典があ
ります。
　例えば、建設業の一般建設業およ
び特定建設業における営業所の専任
者、建設コンサルタントまたは地質
調査業者として国土交通省に登録で
きる資格者等、その他多数ありま
す。また、他の国家資格を取ろうと
する場合、その試験の全部または一
部が免除されます。

　・信用失墜行為の禁止
　・秘密保持の義務
　・公益確保の責務
　・名称表示の場合の義務
　・資質向上の責務

　2000年の技術士法改正では、技術
者の倫理が強く意図されました。
　「現代社会において、技術は社会
の隅々まで浸透し、多くの便益をも
たらし、安全で豊かな生活を可能と
すると同時に、今後の経済社会の
発展の基盤として不可欠な存在と
なっている。しかしながら、一方
で、技術は安全問題や環境問題を生
じさせる場合もあるなど、技術が社
会に及ぼす影響の大きさは、正の効
果も負の効果も拡大する傾向にあ
る。したがって、技術にたずさわる
者は、実務担当能力を有することは
もちろんのこと、社会や公益に対す
る責任を企業等の活動の前提とする
旨の高い職業倫理を備えることが必
要である。」と述べています。

（１）技術士は科学技術全般の専門
家（例えば医師は健康の専門家、弁
護士は法律の専門家）として、広い
分野と職域で科学技術立国実現に向
け、その中核となって活躍し、国民
から高く評価されています。
（２）21世紀における技術士は、従
来からの技術系コンサルタントなら
びにマネジメント系コンサルタン
トになるための資格に加え、科学
技術全般にわたる技術者群のリー
ダー、または核となる技術者として
期待されています。

技術士制度と技術士の役割

❶技術士制度とは

❷技術士・
　　　技術士補とは

❸技術士・
　　　技術士補の現況

❹技術士・
　　技術士補になるには

❺技術士の
　　　　職域と業務

❻技術士の特典

❼技術士の
　　　　義務・責務

❽技術士の倫理

❾期待される
　　　　技術士の役割
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〈技術士への道〉
　技術士になるまでには、幾つかの
段階をふまなければなりません。

　年齢・学歴・業務経歴等による制
限は一切ありませんので、将来技術
士を目指す若手の技術者や、技術系
の仕事につこうとしている理工系学
生はもちろん、文系の学生や自分の
技術に関する知識水準を試して見た
い人など誰でも受験できます。特に
四年制理科系統の学部を卒業してい
る人や所定の国家資格を保有する人
には試験科の一部が免除されますの
で合格のチャンスが大きいといえま
す。

　技術士第一次試験に合格した人は
修習技術者となります。

　修習技術者は次の３ル―トのうち
いずれかひとつの業務経験を修得し
て技術士第二次試験受験資格を得る

ことになりま
す。
①修習技術者
は法定の登録
を受けること
によって技術
士補となり、
四年を超える
期間技術士を
補助する。
②科学技術に
関する専門的
応用能力を必
要とする事項
についての計

《技術士試験の仕組み》
　今回は技術士になるまでの試験制
度と合格者状況をご紹介します。
　技術士は大学ばかりでなく、国か
らも、科学技術創造立国の政策を推
進する上から質が高く、かつ十分な
数の技術者の育成・確保の必要性と
多くの技術者・学生が技術士を目指
すことを期待されています。その
中、技術士第一次試験は技術士への
第一歩です。

〈技術士補とは〉
　大学在学生が修得できる資格は技
術士補か修習技術者の資格となりま
す。

１．技術士補

　技術士補については、当技術士解
説シリーズ第２回でも説明していま
すが、一次試験に合格し、登録を受
けた者です。

２．修習技術者

　技術士第一次試験の合格者及び認
定された教育課程の修了者を、修習
技術者と呼称し、技術士補の登録を
行わなくても、計画、研究、設計等
の業務に従事して、必要な実務経験
を修得した後、技術士第二次試験を
受験することができます。

画、研究、設計、分析、試験、評
価又はこれらに関する指導の業務
を行う者(勤務先の上司等)の監督の
下で、当該業務四を超える期間従
事する。
③独自に科学技術に関する専門的
応用能力を必要とする事項につい
ての計画、研究、設計、分析、試
験、評価又はこれらに関する指導
の業務に技術士第一次試験合格前
の従事経験を含め７年を超える期
間従事する。※学校教育法による
大学院(理科系等のものに限る)の修
士課程若しくは専門職学位課程を
修了した者又は博士課程に在学し
た者は、２年間を限度にこの期間
を業務経歴として算入することが
できます。総合技術監理部門を受
験する場合の実務経験は、上記①
から③に示した期間に更に３年が
必要です。

　前述の３ルートのうちいずれか
一つの業務経験を満たせば技術士
第二次試験を受験することができ
ます。
　※技術士第二次試験の受験に際
しては、合格した技術士第一次受
験の技術部門に限らず、全ての技
術部門を受験することができま
す。

　技術士第二次試験に合格した方
は、「技術士」となる資格を有す
ることになります。

　「技術士」となるためには、登録
の申請をしなければなりません。
登録手続きが完了すれば、「技術
士」となることができます。

技術士試験の仕組みと合格状況

技術士
第一次試験受験

　

１
ＳＴＥＰ

修習技術者として
の実務経験

　

3
ＳＴＥＰ

技術士
第二次試験受験

　

4
ＳＴＥＰ

技術士
第二次試験合格

　

5
ＳＴＥＰ

技術士登録
　

6
ＳＴＥＰ
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           区分 申込数 受験者数 合格者数 C／A C／B
年度 A（名） B（名） C（名） （％） （％）
平成18年度 40,689 32,183 9,707 23.9 30.2
平成19年度 34,150 27,628 14,848 43.5 53.7
平成20年度 29,398 23,651 8,383 28.5 35.4

           区分 申込数 受験者数 合格者数 C／A C／B
年度 A（名） B（名） C（名） （％） （％）
平成18年度 31,499 19,674 3,205 10.2 16.3
平成19年度 30,864 23,612 3,790 12.3 16.1
平成20年度 34,299 26,423 4,143 12.1 15.7

第二次試験合格者状況第二次試験合格者状況

第一次試験合格者状況第一次試験合格者状況

技術士
第一次試験合格

　

2
ＳＴＥＰ



　今回は技術士になるための第一
歩、技術士一次試験の実地・試験方
法・合否決定基準をご紹介いたしま
す。　

1 技術士一次試験の実地
　❶技術士一次試験は、機械部門か
ら原子力・放射線部門まで20の技術
部門ごとに実施し、技術士となるの
に必要な科学技術全般にわたる基礎
的学識及び技術士法第四章の規定の
遵守に関する適性ならびに技術士補
となるのに必要な技術部門について
の専門的学識を有するか否か判定し
得るよう実施されます。

　20の技術部門
①機械　　　　②船舶・海洋
③航空・宇宙　④電気電子
⑤化学　　　　⑥繊維
⑦金属　　　　⑧資源工学
⑨建設　　　　⑩上下水道
⑪衛生工学　　⑫農業
⑬森林　　　　⑭水産
⑮経営工学　　⑯情報工学
⑰応用理学　　⑱生物工学
⑲環境　　　　⑳原子力・放射線
　❷試験は、基礎科目、適性科目、
共通科目及び専門科目の４科目につ
いて行う。
　特に四年制理科系統の学部を卒業
している人や所定の国家資格を保有
する人には共通科目が免除されま
す。

2 試験の方法・科目・配点
　試験は、筆記試験により行われ、
解答方式は全て５肢択一式（マーク
シート方式）です。

基礎科目〔試験時間：１時間〕
　科学技術全般にわたる基礎知識を
問う問題であり、出題内容は四年制
大学の自然科学系学部の専門教育程
度です。
　問題は、次の⑴～⑸の問題群で構
成されています。
　⑴設計・計画に関するもの（設計
理論、システム設計等）
　⑵情報・論理に関するもの（アル
ゴリズム、情報ネットワーク等）
　⑶解析に関するもの（力学、電磁
気学等）
　⑷材料・化学・バイオに関するも
の（材料特性、バイオテクノロジー
等）
　⑸技術連関（環境、エネルギー、
品質管理、技術史等）
⑴～⑸の問題群から、それぞれ５問
程度が出題され、受験者は各問題群
から３問を選択し、計15問を解答し
ます。
【配点：15点（１問１点）】
適性科目〔試験時間：１時間〕
技術士法第四章（技術士等の義務）
の規定の遵守に関する適性を問う問
題です。15問出題され、受験者は全
問を解答します。　　　　　　　　
【配点：15点（１問１点）】
共通科目〔試験時間：２時間〕
　【数学・物理学・化学・生物学・
地学】の５科目の中から、あらかじ
め選択する２科目について、技術士
補として必要な共通的基礎知識を問
う問題であり、出題内容は、四年制
大学の自然科学系学部の教養教育程
度です。　　　　　　　
　各科目とも20問出題され、受験者
はあらかじめ選択した２科目につい

てそれぞれ全問を解答します。
【配点：各科目20点、２科目合計
で40点（１問１点）】
　専門科目〔試験時間：２時間〕
　前記の20技術部門の中から、あ
らかじめ選択する１技術部門に係
る基礎知識及び専門知識を問う問
題であり、出題内容は、四年制大
学の自然科学系学部の専門教育程
度です。
　各技術部門とも25問出題され、
受験者はあらかじめ選択した技術
部門について25問を選択して解答
します。
【配点：50点（１問２点）】

3 合否決定基準
　合格適格者は、適性科目、共通
科目、基礎科目及び専門科目(免除
される試験科目を除く。)につい
て、次に揚げる全ての要件を満た
す者とします。
　①適性科目の得点が50％以上で
あること。
　②共通科目として選択する２科
目の各々について、得点がその科
目の平均点以上であること。
　③基礎科目及び専門科目の各々
の得点が40％以上、かつ基礎科目
及び専門科目の合計得点が50％以
上であること。
　基礎科目を免除される者につい
ては、専門科目が50％以上である
こと。
　尚、詳細については、日本技術
士会のホームページをご覧くださ
い。
http://www.engineer.or.jp/

技術士一次試験の概要

試験地及び試験会場
北海道･宮城県･東京都･神奈川県･新
潟県･石川県･愛知県・大阪府・広島
県・香川県・福岡県・沖縄県の全国
１２都道府県。

 試験会場は、９月下旬の官報で公告
します。
 合格発表は12月24日（木）の予定で
す。

共通科目  技術士補として必要な共通基礎知識（2時間）9：00～11：00
適性科目  技術士法第四章の規定の遵守に関する適正（1時間）11：30～12：30（2科目選択）

専門科目  当該技術部門に係わる基礎知識及び専門知識（2時間）13：30～15：30
基礎科目  科学技術全般にわたる基礎知識（1時間）      16：00～17：00

試 験 日

平成21年10月
12日（月）祝日

平成 21 年度 第一次試験の日時及び時間割
試験科目　　　　　　　     時  間  割
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　今回は技術士二次試験の受験資
格・試験方法をご紹介いたします。

　　技術士二次試験
　　の受験資格
　技術士二次試験は、第一次試験に
合格し、必要な実務経験を満たした
後、受験資格が取得できます。技術
士となるのに必要な技術部門につい
ての専門的学識及び高等の専門的応
用能力を有するかどうかを判定する
試験です。20の技術部門を受験する
場合と総合技術監理部門を受験する
場合ではその経験習得年数が変わり
ます。

　20の技術部門の場合

⑴技術士補として登録、技術士を補
助し実務経験習得４年

⑵優れた指導者の監督の下での実務
経験習得４年

⑶独自で実務経験習得７年

　総合技術監理部門の場合

⑴技術士補として登録、技術士を補
助し実務経験習得７年

⑵優れた指導者の監督の下での実務
経験習得７年

⑶独自で実務経験習得10年
⑷既に技術士となる資格を有する者

の実務経験７年

　　試験の方法・科目
　試験は、筆記及び口頭試験により
行われ、口頭試験は筆記試験に合格

したものについて行われます。

（Ⅰ）筆記試験
 筆記試験は21技術部門の中から受
験者があらかじめ選択した一技術部
門に対応する「必須科目」と、その
技術部門ごとに設定されたいくつか
の「選択科目」の中から受験者があ
らかじめ選択した「選択科目」につ
いて記述式の試験が行われます。

（Ａ）
　機械部門から原子力・放
　射線部門までの20技術
　部門を受験する場合

（１）	選択科目
　選択科目の内容から受験者があ
らかじめ選んだ「専門とする事
項」に関する専門知識と応用能力
を問う問題（記述式）

＊試験時間は３時間半

（２）必須科目
　受験しようとする技術部門全般
にわたる論理的考察力と課題解決
能力を問う問題（記述式）
試験時間は

＊２時間半

（Ｂ）
　総合技術監理部門を
　受験する場合

（１）選択科目Ⅰー１
　機械部門から原子力・放射線部
門までの20技術部門の中から、受
験しようとする技術部門に対応す
る「選択科目」に関する専門知

識と応用能力を問う問題（記述
式）

＊試験時間は３時間半

（１）選択科目Ⅰー２
　機械部門から原子力・放射線
部門までの20技術部門の中か
ら、受験しようとする「技術部
門」全般にわたる論理的考察力
と課題解決能力を問う問題（記
述式）　　

試験時間は２時間半

（２）必須科目Ⅱ
「総合技術監理部門」に関する
課題解決能力及び応用能力を問
う問題（択一式及び記述式）

　その内容は
①安全管理
②社会環境との調和
③経済性（品質、コスト及び生産

性）
④情報管理
⑤人的資源管理に関する事項

＊試験時間は５時間半

（Ⅱ）口頭試験
　口頭試験は筆記試験の合格者
に対してのみ行う
　技術士としての適格性を判定
することを主眼とし、技術的体
験、経歴、専門知識の幅及び深
さ、応用能力、総合技術監理能
力などについて試問されます。

　尚、詳細については、日本技術
士会のホームページをご覧下さ
い。http://www.engineer.or.jp/ 

技術士二次試験の概要

❶

❷

試験地及び試験会場
北海道･宮城県･東京都･神奈川県･新潟
県･石川県･愛知県・大阪府・広島県・
香川県・福岡県・沖縄県の全国１２都
道府県。

 試験会場は、７月上旬の官報で公告し
ます。
 合格発表は10月27日（火）の予定で
す。

試験科目

１日  筆記  総合監理部門必須科目    13：00～16：30

２日  筆記
  総合監理部門以外の部門  9：00～12：00

　　　　    及び総合監理部門の選択科目 13：00～17：00

試 験 日

平成21年８月
１日（土）・２日（日）

平成 21 年度 第二次試験の日時
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平成17年　上下水道部門合格

Ｍ　様　

　学生の皆様には、技術士という試
験にあまり馴染みがないのではない
でしょうか。
　実際、私は学生時代にそのような
試験があるということは、聞いたこ
とがありませんでした。学生時代
は、どのような試験や資格を受けて
良いのかわからなかったものです。
　私は工業化学科(現在の生命環境
科学科)に在籍していました。就職
活動の際には、化学系のみならず、
さまざまな業種を受験しました。そ
の中で受験した一つに、水処理業界
というものがあります。いわゆる下
水処理です。就職活動の際は、その
業界や会社のことを多少は調べるも
のですが、全く無知のまま私はその
業界に就職しました。
　水処理とはいったい何なのか。会
社に入っても奥が深く分からないこ
とだらけのこの業界に体当たりで仕
事をし、現場に出ながら上司に質問
をぶつける毎日でした。
　 就職して１年経った時、ある官
公庁の現場で名刺を頂きましたが
「技術士」という文字が書かれてい
ました。その方は、私に親切にその
現場の水処理の工程から、私が質問
する内容に詳しく答えて下さり、と
ても勉強になったと同時に、ここま
でスペシャリストになりたいと感じ
ました。そしてこれが、私の受験す
るきっかけとなりました。
　受験しようと決め、参考書を購入
し過去問を解いていくことにしまし
た。１問解いても分からないことば
かりで、問題の選択肢の意味が分か
らないといった状況でした。しか
し、その一つ一つを上司に質問たり
調べたりとしているうちに、どんど
ん自分の頭の中でつながっていきま
した。
　この一次試験はとても勉強になり
ます。専門科目はその部門の専門的
なことなので特に勉強になります
が、その他の基礎科目、共通科目、

適正試験は、千葉工業大学で勉強さ
れている皆様なら、誰もが目にした
ことのある内容ばかりです。多少忘
れていたり、知らなかったとして
も、勉強を重ねると理解できる範囲
であると思います。
　私は、この「技術士」という堅苦
しい（私だけでしょうか）名前に圧
倒されて、受験を控えている方が多
数いるのではないかと思います。一
つ一つを丁寧に片付ければ、いつの
まにか自分の理解となり就職にも有
利と聞いていますので、更に受験す
る方は増えるのではないでしょう
か。
　どんなきっかけでも良いと思いま
す。この記事を読んでくださって、
興味を抱いたならば、是非書店へ出
向いて見てください。学生時代の時
間がある時に、ご自分の興味がある
分野を、是非受験されてはいかがか
と思います。
　　　　　　　工学研究科
　　　　　　　　工業化学専攻　
　　　　　　　　　平成15年卒業

平成１６年　機械部門 合格

Ｏ　様
１．動機
　「実務経験で得た技術をベンチ
マーク化する」ため、実務の延長線
上での公的資格として、「一級電気
工事施工管理技士（平成８年）」、
「一級土木工事施工管理技士（平成
12年）」および、私の専門である機
械技術関係より「技術士一次試験」
の取得を目指し、幸運にも各々一回
の挑戦で合格した。
　集中力を維持するためには、将来
のビジョンを想定した受験の動機付
けが必要と考える。
２．準備
⑴試験科目の把握
試験科目と出題傾向を把握するた
め、一次試験に関するテキスト（模
擬問題含む）を一冊購入し、数回読
み返した。特に模擬問題は暗記でき
る程度まで繰り返した。

⑵実行計画
　学習計画は「基礎科目」「適性
科目」および「専門科目」の区分
で、1週間単位にポイントを定めた
簡単なものとした。具体的で詳細
な実行計画は避けた方がよい。
３．対策
⑴基礎科目 ⑵適性科目
　主に技術士法を通読し、理解す
ることを目標とした。社会・環境
問題含む常識的な問題は新聞・専
門雑誌などで情報を集めた。幅広
い知識が求められる科目のため、
「設計・計画」「情報論理」「解
析」「材料・化学・バイオ」「環
境、エネルギー、リスクマネージ
メント他」に関し、テキスト中心
で学習し、関連する課題の調査で
は、インターネットを活用した。
⑶専門科目
　現在活用している大学時代の専
門書（力学、材料力学、流体力
学、熱力学など）より基礎専門事
項を中心に覚え、各専門の演習問
題で確認した。各専門全般を網羅
した問題集としては、機械工学の
標準問題、就職試験問題などがあ
るので、余力のある人は購入して
活用するとよい。
４．受験勉強のポイント
　「基礎科目」：合格最低ライン
の正解を目指す程度とし、学習の
時間配分に注意が必要。
　「適性科目」：技術士法の義務
と責任を理解し、さらに技術者倫
理について確認する。
　「専門科目」：各分野での過去
問レベルの基本事項を学習し、専
門分野は100％理解する。
５．最後に
　技術士試験は生涯学習のひとつ
で合格がゴールでないため、動機
付けをして技術士一次試験に挑戦
することをお奨めしたい。
　50歳を過ぎたＯＢの合格実績
が、皆さんに自信を与えることが
できれば幸いです。
　　　　　　　機械工学科
　　　　　　　　　昭和51年卒業  

技術士一次試験 合格体験記❶
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平成７年  建設部門 合格

Ｓ　様　

『技術士補登録だけでも多くの大き
な「メリット」が生まれる』
　40年間生活した中で得た取るに足
らない私的経験値ですが、専門家の
集団に参加し続ける継続の「メリッ
ト」を在学生諸君に伝えたくて纏め
たものです。
２．挑戦を続ける
    「貴方の人生」への応援歌
　この文を在学生の皆さんに先行事
例として読み解いていただいて、読
者が容易に技術士受験への流れを理
解・整理され、素直にその「流れに
乗る」(自然の法則に従う)ことを期
待しています。また、自然の法則に
従う事自体に、諸君が考えてみた事
も無い大きな「メリット」が在る事
に気付いてください。
　参考例として、内務省技監で在っ
た青山士氏の生涯：疫病の待つパナ
マのジャングル（スエズ運河を開い
たレセップスさえ疫病に勝てず撤退
したこの世の地獄）の中で運河の開
削に身を挺して世の為、人の為に働
いた人物の実録を挙げます。（是非
読んで下さい、人生の灯台に成りま
す）
　その、実録から私が学んだ事は、
世のため、人の為に蛮勇を奮うその
「時」がその人の生涯の宝であり、
同時に「幸い」そのものと覚った経
緯でした。
３．自然の流れに乗る
　平成１３年の改正技術士法で「技
術士は高度の専門知識と共に応用能
力に精通している技術者である」と
言われている様に、専門分野から他
の分野への貢献能力も求められま
す。
　異業種間の業際には技術士が貢献
すべき分野が多くあります、その業
際で活躍されている専門家にアタッ
クし仲間に加えて貰うにもまずは、
技術士「補」になる事です。活躍範
囲が広がれば実用化技術も身に付

き、より広い分野への応用能力が育
ちます。自然に技術士への道を歩む
事になると思います。また、その過
程で得られる「メリット」は楽しい
物ばかりです。
４．第一次試験をなぜ受けたか
　私は50歳で技術士補になりまし
た。母校・千葉工大の習志野台地を
離れて、信州の山で暮らして28年後
です。その間、主に山岳土木工事で
経験を積重ねてきましたし、難工事
の施工も多くこなし、空手部生活で
練習していた第六感を鍛えてあげ
て、漸く、山岳土木分野ならならど
の様な現場施工でもこなせると自負
できる頃でした。が、しかし、「何
か」が不足している事にも気付きつ
つ日常業務に追われる現場生活でも
ありました。
　この、何かを現実化する旅の始ま
りが第一次試験の挑戦でした。これ
までの現場経験で、２回目で運良く
合格でき技術士補を登録できました
が、旅はまだまだ続いています。
もっと社会に貢献するには第二次試
験受験も大事なことですが、「縁」
に乗って生きている現在とちがっ
て、40歳ころと若かったので、天か
ら次々に問題が与えられその解決に
没頭できた毎日でした。しかし「何
か」が不足している感じは相変わら
ず消えませんでした。経験的マニュ
アルによる解決だけでは単なる知識
の集積になり（科学技術創造に役立
とは思えない）、世のため人のため
の活きた知恵ではないと、心のどこ
かで思い続けていました。
　「なぜそうなるの？」私の好奇心
を上手く満たしてくれる知恵がかっ
たからです。もう一度、基礎からの
やり直しが必要だったのです。それ
も出来る限り幅広く、かつ、土木工
学以外の面からの解釈も合わせて出
来る、現実的知恵が不足していたか
らです。
　在学生諸君も先生の隠している実
力（社会に出てから先生の本物の実
力に気付きびっくりすることが多
い）を遠慮なく盗み（この盗みだ

けは許される。他の盗みは厳禁）  
今、目指している専門とする分野
以外の物理、数学、機械、電気及
び生物関係等の他面から理解度を
増す鍛錬をお勧めします。「時」
が経てば強大なエネルギー源とな
ることを確信しているからです。
５．技術士補で授かった
　　具体的メリット
　物理、電気、生理学や数学等多
面的に専門家に鍛えられたお蔭
で、応用能力はつきました。トン
ネル工事ではダイナマイト爆発に
よって発生する衝撃波のエネル
ギー（疎密波と剪段波の破壊エネ
ルギー）を研究し、岩盤をガラス
切る（一種の脆性破壊）様に切る
技術を理論化しました。
　この理論と物体間の衝突エネル
ギーを組合せて、電気工学で使わ
れている連成振動エネルギーで土
砂を効率良く運ぶシステム（密度
7600ｋｇ/㎥の鉄塊を浮遊状態で運
搬出来る）を産官学で共同開発し
ました。（国交省との産官学特許
は日本初、また日本国国有特許で
一部は米国,中国等にも登録してい
る）
６．おわりに
　今まさに、これからの技術(自
然・環境との調和)で社会貢献を目
指そうとされている在学生諸君に
とって、受験へのモチベーション
や継続のエネルギーとなる事、及
び「大義名分に生きる技術者：習
志野魂の本分」を目指して、倦む
ことなく努力を続ける習志野同窓
生が多くなれば幸いと思います。
　在学生諸君の技術者人生が「メ
リット」の多い人生であることを
願っております。「縁」があつた
らまた逢いましょう。
　　　　　　　土木工学科　
　　　　　　　　　昭和42年卒業

　【おことわり】原稿は長文のた
め、広報委員会の責任で要約させ
て戴きました。

技術士一次試験 合格体験記❷
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平成14年   建設部門 合格

Ｙ　様　

１、略歴
　昭和52年４月～中小の土木建設施
工会社に勤務。約20年間土木工事の
技術担当者～主任技術者～現場所長
を経て、本社技術部にて、約９年
間、施工計画・実行予算・積算・Ｖ
Ｅ提案等に携わり、現在、支店長兼
本店安全・環境管理責任者を兼任し
ております。
　特に、現場にて苦労したのは、昭
和50年代の下水道工事全盛期.泥水
セミシールド（推進工法）の新工法
が出現している時期でした。当時
は、地盤が玉石混入帯水砂礫層の掘
削時に硬質玉石破砕、泥水加圧によ
る透水問題解決が困難であった。掘
削機械の改良・送泥水材の工夫等、
試行錯誤の繰り返しでした。通常地
盤では半年間で完了する工事を、１
年半の期間（３倍）を要してしまい
ました。その時、得た教訓として、
「失敗した多くの経験は、技術力向
上の優れたモチベーションにつなが
る。」（会社には、お金の面で大変
なご迷惑掛けてしまった。）また、
失敗経験を通じ、技術的な事以上
に、人間関係において「常に仕事に
は厳しく、人には明るく、やさし
く。」と言う事が、とても大切であ
ると感じております。
２、技術士二次試験　筆記
　二次試験受験は、５回目の挑戦
で、平成14年度（48歳）に、やっと
合格することができました。「建設
部門：専門事項・施工計画、施工設
備及び積算」しかし、はじめての受
験験は平成７年（４１才）でした。
気力・知識・経験・体（力（心・
技・体）の不足を痛感いたしました
　その後、３年間の空白（受験申し
込みをしたが、受験しなかった。）
がありました。建設業界に品質マネ
ジメント取得が流行した時期でし
た。「継続的改善」と言う言葉に刺
激を受けて再度、「継続的挑戦」を
する事を決意しました。

　その後、平成11年度から受験を続
けましたが、失敗の連続でした。し
かし、年々受験の度、忍耐・知識・
は向上しているように感じておりま
した。しかし、文書表現力、速度に
弱点があると気がついて、通信教育
を併用しました。（能力開発機関よ
り補助金がいただける）
　通信教育で毎月、課題に対する論
文を提出すると、朱色の添削事項で
空白部分がほとんどない状況でし
た。
　通信教育一年経過後に気がつき始
めたことは、文書は読む方の立場に
なって、だれに読まれても１～２回
程度で十分理解される文書を書く
事。
　また、論文とは、客観的正確な知
識・理論を組み立て、そこに、自分
自身の意見を謙虚に述べる事が重要
な事と思いました。
　８月下旬に筆記試験を受験して、
たまたま、その年は、予想問題がう
まく重なったので、ちょっと、自信
はありました。（５回の受験経験は
賜物になる)筆記試験の結果がイン
ターネットにて公開された時、受験
番号を何度も確かめて、かなり感動
でいっぱいになりました。
３、口頭試験準備
　11月中旬に筆記合格通知と口頭試
験を受ける通知をいただきました。
１ヶ月後の面接による口頭試験は、
筆記試験の解答及び経歴・経験・倫
理等の内容を問うと言われておりま
したので、あわてて、問題と解答を
記憶による復元をしたつもりでし
た。（筆記試験問題用紙は持ち帰れ
る制度になっていた）今、反省点と
して、筆記試験終了後、なるべく早
い時期に解答を復元しておく事（普
通、試験が終わると、開放感で、毎
晩、晩酌等で疲れを癒すと思う？）
　口頭試験のマニュアルによると、
自分の経歴を口頭にて説明。（経
歴・技術的研究・経験等の偽装はす
ぐ見破られてしまうので、受験申し
込み書には正直に書いたほうが良い
と思う。もしも、経歴等を間違えて

しまった場合、そのように暗記し
なくてはならないので、記憶力に
自信がない方は正直に白状する事
をおすすめいたします？）
　次に、面接試験前に、想定質問
をできるだけ多く作成し質問をで
きる限りたくさん作成して、模範
解答を口頭にて答えられるよう訓
練することが重要です。
４、口頭試験
　口頭試験の試験官は２名で、大
学の先生風の方と建設企業の研究
者風の様にみえました。主たる質
問内容は、一つ目は予想していた
「過去の業務経験と現在の仕事の
内容を説明してください？」業務
経験と現在の仕事が本人の経歴で
ある確認と判り易く口頭説明でき
るか？をチェックされていると感
じました。
　二つ目が筆記試験の論文内容に
ついて、大局的且つ、専門的に深
い質疑が繰り返えされました。特
に、「硫化水素によるセメントコ
ンクリートの劣化のメカニズムを
化学式にてご説明ください？」
　事前に勉強はしていましたが、
途中まで答え、最終結晶のエトリ
ンガイトの化学式は「申し訳ござ
いません。忘れてしまったので資
料を再度調べ、勉強したいとおも
います。」と素直に答えた事が記
憶に残っています。
　三つ目は、世間一般のニュース
で「最近の企業倫理の乱れにあな
たの意見をお聞かせください？」
解答として、各企業等の公益性確
保の重要性について、述べまし
た。試験時間は約30分程度で終わ
りましたが、自信はなく、「失敗
したらまた来年受験すればよい」
と考えていましたので、合格通知
をいただいた時は、胸が熱くなり
ました。
　技術士取得は目的ではなく自分
の技量向上が社会貢献につなが
り、取得はその通過点であると考
えております。

［土木工学科　昭和５２年卒業］

技術士二次試験 合格体験記
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　技術士法は、「平成12年４月26日
の技術士法一部改正、平成13年４月
１日の技術士法施行」に基づいて、
職業倫理を備えることを求めると同
時に、技術士資質の一層の向上を図
るため、資格取得後の研鑚が責務と
され、平成13年４月１日より『技術
士ＣＰＤ〔継続研鑚〕』がスタート
しました。
　今回は発足した制度の概要につい
てご紹介いたします。
１．背景
◆技術者の果たす使命と役割に対す

る認識
◆技術者の相互交流や人材の流動化
◆技術者の国際的相互承認の必要性
◆科学技術の高度化・複雑化に伴う

信頼性や安全性の確保
◆実務能力のみならず、社会や公益

性に対しての責任
◆職業倫理と横断的見識を備えた国

際性のある技術者
等が望まれることから、技術者のＣ
ＰＤ〔継続研鑚〕が制度化され、こ
れによって技術資格の国際的整合性
も図られました。
２・必要性
　我が国の科学技術は進歩・発展が
早く、かつ高度化、複雑化が著しく
増しています。社会から、この科学
技術に対する信頼性や安全性の確保
が強く求められています。技術者は
技術的な実務能力のみならず、社会
や公益に対する責任を前提とする高
い職業倫理及び技術者倫理を要件と
することが必要です。

　また、世界貿易機関（WTO）等
により、技術者が相互に国境を越え
て活躍できるよう、整合性を持つ枠
組み作りが行われ、APECエンジニ
アの審査登録が開始されました。
　我が国では、資格をもつ専門職と
しての技術士が、自己責任におい
て、自主的に高等な応用能力の維持
向上を目指し、豊富で多様な機会を
得るよう研修・研鑚を実施する必要
があります。
　このように、国内外の動向に対応
して、技術者の能力と資質の向上、
即ち、術者の専門的な実務分野の知
識、一般的な知識及び技術的な応用
能力等について、透明性、国際的な
同等性、整合性及び一貫性を確保し
つつ、技術士CPDとして高めていく
必要があります。
３・ＣＰＤの目的
技術士は、高等の専門的応用能力を
有した技術者として次のような視点
を重視したCPDに努めることが必要
です。
◆技術士倫理の徹底
◆科学技術の進歩への関与
◆社会環境変化への対応
◆技術者としての判断力の向上加え

て、次のような効果があります。
◆新しい知識の習得と自己啓発に役

立ちます。
◆社会的信用が得られ技術士の資質

向上に資するものであります。
４・ＣＰＤの形態と時間重み係
数（ＣＰＤＷＦ）
　CPDの形態としては、

❶講習会
・研修会等への
参加（受講）
・時間重み係数
CPDＷＦ＝１
❷論文等の発表
・CPD時間＝最
大40時間（学術
雑誌への査読付
き論文、１件当
たり）
・CPD時間＝最
大10時間（一般
論文、総説等）
・便宜的に論文
等を１ページ当
たり５時間程度
での換算も可

・口頭発表はCPDWF＝３～２
❸企業内研修

・研修　CPDWF＝１(研修プログ
ラムによる実施)

・OJT　最大20時間（OJTプログ
ラムによる実施)

❹技術指導
・CPDWF＝３～２
・大学、学術団体等の研修等の

講師や修習技術者等に対する
具体的な技術指導は３

・社内研修会等の講師は２
❺産業界における業務経験

・CPD時間＝最大40時間（特許出
願１件当たり）

・CPD時間＝最大20時間(特に、
受賞等成果を上げた業務等）

❻その他自己学習等
①公的な技術資格の取得

・CPD時間＝最大20時間（１資格
当たり）

②公的な機関での議長や委員長就
任の場合
・CPD時間＝最大40時間（議長や

委員長就任の場合　１委員会
当たり）

・CPD時間＝最大20時間（委員
会委員の場合　１委員会当た
り）

③大学、研究機関における研究開
発・技術業務への参加、国際機
関への協力等
・時間重み係数などは、前記に

てらして適宜判断
④技術図書の執筆、自己学習

・時間重み係数などは、前記に
てらして適宜判断

⑤その他
・時間重み係数などは、前記に

てらして適宜判断
５・ＣＰＤの記録
　履修記録は、CPD記録簿に履修時
間数・履修内容等を、その都度記
載してください。
※CPDの履修に際しては、CPD課題
とCPD形態をバランス良く実施する
よう心掛けてください。
　尚、Pe-CPDシステムが2007.4よ
りスタートしていますので内容・
CPD形態等の詳細については、日本
技術士会のホームページをご覧く
ださい。

http://www.engineer.or.jp/

技術士CPD（継続研鑽）制度

倫理規程、技術倫理（技術の人類社会に与える長期的・短期的影響
の評価を含む技術士に課せれられた公益確保の責務等）

地球環境、環境アセスメント、環境課題の解決方法等

安全基準、防災基準、危機管理、化学物質の毒性、製造物責任法
(PL法)等

新技術、品質保証、情報技術、規格・仕様等

国内、海外動向（国際貿易動向、GATT/WTO、ODA等）、
商務協定並びに技術に対するニーズ動向等

内外の産業経済動向､労働市場動向等

ISO、IEC等

工程管理、コスト管理、資源管理、維持管理、品質管理、リスク管
理等

役務契約、国際的な契約形態等

英語によるプレゼンテーション・コミュニケーション、国際社会の
理解、各国の文化及び歴史

教養（科学技術史など）、一般社会との関わり等

専門とする技術、周辺技術等

専門分野、科学技術政策、海外の科学技術動向等

業務に関連する法令（特に改定時点）

同様な事故を再び繰り返さないための事例研究ならびに事故解析等

  1.倫理
  2.環境

  3.安全
  4.技術動向
  5.社会動向

  6.産業経済動向
  7.規格・基準の動向

  8.マネージメント手法
  9.契約

10.国際交流
11.その他
  1.専門分野の最新技術
  2.科学技術動向
  3.関係法令
  4.事故事例
  5.その他

Ａ		

一
般
共
通
課
題

内　　容課題項目区
分

Ｂ		

技
術
課
題

ＣＰＤの課題とその区分
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　企業活動の国際化と共に、技術士
も日本国内のみならず広く海外で活
躍する機会が増えてきています。
　今回は国際的な技術者資格である
APEC（アジア太平洋経済機構）エ
ンジニア制度について述べます。
１．制度の背景
　技術者の国際的流動化の推進が求
められており、そのひとつの成果と
して、APECにおいて技術者資格の
国際相互承認の検討が進められ、
APECエンジニア制度として具体化
されました。
　技術士は一級建築士と共に、
APECエンジニアとしての登録の対
象となっております。
　今後、二国間や多国間の協定が締
結された後、海外の技術者資格とし
て認められることとなる見込みで
す。
　優秀な技術者が国境を越えて自由
に活動できるための制度です。
２．ＡＰＥＣエンジニア相互承
　　認プロジェクト
　2000年11月１日、APECエンジ
ニアの要件が取りまとめられ、
APECエンジニア調整委員会により
「APECエンジニア・マニュアル」
として公表されました。
　これを受け、承認済みの７エコノ
ミー（日本、オーストラリア、カ
ナダ、香港、韓国、マレーシア、
ニュージーランド）は、APECエン
ジニアの登録を開始しました。
　その後インドネシア、フィリピ
ン、米国、タイ、シンガポールおよ
び台湾が正式加盟し、現在は合計で
13エコノミーとなっています。
３．ＡＰＥＣエンジニアの登録
　　分野と対象資格
　APECエンジニア調整委員会で定
められたAPECエンジニアとして登
録できる分野のうち、日本では、
「Civil」と「Structural」の分野に
ついて2000年11月から受付を開始し
ました。「Civil」分野は技術士が、
「Structural」分野は一級建築士と
技術士が対象となりました。2003年
11月からは、技術士の「船舶・海
洋」「航空・宇宙」「化学」「繊
維」「金属」「農業」および「情報
工学」の各技術部門において、全
部あるいは一部の選択科目を対象

として登録申請の受付を、APECエ
ンジニアの登録分野「Mechanical」
「Electrical」「Chemical」で開始し
ました。
　2006年３月に開催された日本
APECエンジニア・モニタリング委
員会において、APECエンジニアの11
の分野を対象に登録することとし、
すべての技術部門（選択科目）につい
てAPECエンジニアの登録申請を受
け付けることが確認されました。
４．ＡＰＥＣエンジニア要件と
　　審査・登録
　APECエンジニアとして登録する
ためには、「APECエンジニア・マ
ニュアル」に記載してある５つの要
件（および２つの付則）について登
録申請書に必要事項を記入の上提出
し、審査を受ける必要があります。
審査の結果要件を満たしていると認
められれば、登録申請手続きを行
い、登録手続き完了後に登録証が交
付されます。
　また、APECエンジニアは５年毎
の更新制としており、更新時には
CPD記録の提出が求められます。
　APECエンジニアになるための５
つの要件と２つの付則
⑴認定または承認されたエンジニア

リング課程を修了していること、
またはそれと同等のものと認めら
れていること。

⑵自己の判断で業務を遂行する能力
があると当該エコノミーの機関に
認められていること。

⑶エンジニアリング課程終了後、７
年間以上の実務経験を有している
こと。

⑷少なくとも２年間の重要なエンジ
ニアリング業務の責任ある立場で
の経験を有していること。

⑸継続的な専門能力開発を満足すべ
きレベルで維持していること。

上記の他、
①自国および業務を行う相手エコ

ノミーの行動規範を遵守するこ
と。

②相手エコノミーの免許または登
録機関の要求事項および法規制
により、自己の行動について責
任を負うこと。

の２項目についても満足する必要が
あります。

５．ＡＰＥＣエンジニア相互承
　　認の枠組み
　APECエンジニア・プロジェクト
の相互承認の枠組みは、実質的同
等性を認める枠組み（技術者の技
術水準を同等と評価する枠組み）
と、相互免除協定の２段階から
なっています。
　実質的同等性を認める枠組みに
ついては、APECエンジニア・マニュ
アルの要件に基づいて各エコノ
ミーで審査、登録が行われます。
　APECエンジニアとして登録され
るとAPECエンジニア相互認証プロ
ジェクト加盟の各エコノミー内で
は技術者としての能力が同等であ
るとされます。
　2006年３月31日現在、延べ2547
名のAPECエンジニア（技術士）が
登録されています。
　相互免除協定としては、2003年
10月に日本とオーストラリアと
の間で二国間協定が署名され、
Mechanical、Electrical、Chemical、
の分野に対応する技術士の技術部
門の全部または一部の選択科目に
より登録した日本のAPECエンジニ
アがオーストラリアにおけるプロ
フェッショナルエンジニアとして
登録の申請ができるようになりま
した。
６．ＡＰＥＣエンジニアの事務
　　局
　我が国は技術者資格の国際的な
相互承認の意義およびその影響の
重大性に鑑み、当初より本プロ
ジェクトに参加しています。
　各エコノミーはそれぞれモニタ
リング委員会を設立して、それぞ
れAPECエンジニア登録のための審
査証明書を作成しています。
　日本では日本APECエンジニア・
モニタリング委員会が関係９省（当
時は関係１２省庁）の申し合わせに
基づき設置され、その事務局は㈳
日本技術士会に置かれています。
　 な お 、 A P E C エ ン ジ ニ ア の
Structuralのうち、建築構造分野以
外のStructural分野とその他の分野
は（社）日本技術士会が日本APEC
エンジニア・モニタリング委員会
からの付託を受けて、審査の一部
を実施しています。

国際的な技術者資格（APEC）の概要
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　よく耳にするけど何だか分からな
い、自分には関係ない、と思ってい
る皆さんに、今回はとても大事な
JABEE（ジャビーと呼びます）認定
と技術士についてご紹介したいと思
います。
１．ＪＡＢＥＥとは一体何のこ
　　と？
　わが国唯一の技術者教育認定組
織である日本技術者教育認定機構
（JABEE: Japan Accr editation Board 
for Engineering Education）は、国際
的に通用する技術者の育成を目的と
して1999年に設立されました。2001
年から正式に審査・認定を開始し、
2004年までの間、97高等教育機関の
186プログラムを認定し、その修了
生は１万８千人を越えております。
　さらに2005年６月には、技術者
教育の国際同等性を相互に認め
合うワシントン協定（Washington 
Accord）の加盟団体として認められ
ました。
　JABEE認定された教育プログラム
修了者は、教育活動の品質が国際的
にも満足すべきレベルであること
（国際的同等性）や、技術者として
活動するために必要な最低限度の知
識や能力を身につけて、国際的な質
保証のもとで広く世界で活躍できる
道が開けました。
　このように現在では技術者教育に
携わる関係者でJABEEを知らない人
はいないほどまで浸透しています
が、産業界、一般の人々にはまだ認
知度が低いのが実情のようです。
本学では2006年度から電気電子情報
工学科の総合システム工学コース
で、３年後のＪＡＢＥＥ認証申請を
目指してスタートしました。他の学
科についても2007年度以降に準備が
始まると聞いています。
　世界に羽ばたく技術者を目指そう
とする本学学生にとって、「JABEE」
はとても重要なKEYWORDであるこ
とは間違いないことです。
２．ＪＡＢＥＥ認定で何が変わ
　　るの？
⑴認定により教育の質保証
　JABEEの目的は、「統一的基準に

基づいて高等教育機関における技術
者教育プログラムの認定を行い、そ
の国際的同等性を確保するととも
に、技術者教育の向上と国際的に通
用する技術者の育成を通じて社会と
産業の発展に寄与すること」です。
　JABEEの審査に合格した教育プロ
グラムの修了者は、技術者として技
術業に就くために必要な教育を受け
たものとして、国際的な保証を得た
ものとなります。
　JABEEが行う審査・認定は、公平
性と透明性を保つために、わが国を
代表する多くの学協会が派遣する審
査員による厳しい審査を経て決定さ
れます。具体的には、教育プログラ
ムの内容と教育システムだけでな
く、学生が目標に向ってどこまで
達成したか、その成果を評価して
おり、教育の質保証とともに教育
の改善にも期待がかかっています。

⑵認定による効果

　現在まで認定プログラム数、修了
生が少ないことから、評価にはもう
少し時間がかかると思われますが、
コースの修了生は確実な基礎学力、
問題設定力、創造性、コミュニケー
ション力、デザイン力などの教育の
質が保証されているとみなされ、産
業界が求める人材像と合致している
ことは確かでしょう。しかし認定さ
れた大学のコース修了生が、全員が
優れているとも限りませんし、この
点企業の採用サイドとしては認定
コースの修了生であることを加味し
つつ、結局は人材評価になることは
やむをえないことと思います。た
だ、JABEEの認定を受けた教育プロ
グラムの修了生は、良質で組織的な
技術者教育受けられることができる
とともに、「技術士第一次試験が免
除され、修習技術者の（技術士補の
登録ができる）資格が付与される」
「海外の大学での取得単位の互換が
可能」「海外の資格試験の受験など
が可能」などのメリットがあり、特
に技術士一次試験の免除は大きな資
格取得上のメリットであり、技術士
への第一歩となります。

３．ＪＡＢＥＥ認定と技術士と
　　の関係
　技術士については、このシリー
ズで何度も解説してきましたが、
おさらいしておきます。
技術士制度は、文部科学省が所管
する、優れた技術者の育成を図る
ための国による技術者の資格認定
制度です。
　技術士は、技術士法に基づいて
行われる国家試験（技術士第二次
試験）に合格し、登録した人だけ
に与えられる名称独占の資格で
す。すなわち、技術士は、「科学
技術に関する技術的専門知識と高
度な応用能力及び豊富な実務経験
を有し、公益を確保するため高い
技術者倫理を備えていること」を
国によって認められた技術者であ
り、科学技術の応用面に携わる技
術者にとって最も権威のある国家
資格です。
　2004年４月、JABEEが認定したプ
ログラムの修了者は、文部科学大
臣の指定を受けて技術士の第一次
試験が免除されることになりまし
た。いわば国から「第一次試験の
合格と同等」であることを認定し
てもらえるので、今後多くのJABEE
認定プログラム修了者が技術士を
目指すことが期待されています。
４．これからの技術者教育への
　　期待
  JABEEは教育の改善のためのツー
ルを提供しているに過ぎないとの
見方もあります。しかし、プログ
ラムへの取り組み方は多種多様で
あり、主体的にかつ自主性を重ん
じたやり方が望ましく、また技術
と社会との関係など、実務的視点
を教育に取り入れていくことも必
要であろうと思います。このよう
なことが、これからの大学の評価
につながっていくような気がしま
す。
　JABEEについてもっと知りたい
方は、日本技術者教育認定機構
（JABEE）のホームページをご覧く
ださい。
http://www.Jabee.org/

JABEE認定と技術士
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　千葉工業大学の大学院生、大学生
の皆さん、約一年間（12回）にわた
り、「技術士制度解説シリーズ」を
連載してまいりましたが、幾分なり
とも技術士制度についてご理解いた
だけたでしょうか？
　技術士制度について少しでもご理
解いただければ、今後の皆さんの勉
強の取り組み方や実社会に出てから
のエンジニアとしての自己研鑽の道
標の一助となるものと思っておりま
す。本シリーズ掲載期間中には、在
学生をはじめ、特に多くの卒業生の
皆様から問い合せがありました。こ
れは「NEWS  CIT」と並行して「校
友タイムス」にも連載したことによ
るものと思います。皆様の技術士に
対する強い関心のほどを痛感いたし
ました。
　現状では、ほとんどの人が卒業後
に一次試験を受験する傾向にありま
す。
　しかし、実社会に出て何年も経っ
てから技術士の必要性を感じ、技術
士一次試験を受験した人たちは、
「在学中、または、卒業直後の若い
うちに受験しておけば良かった」
「卒業して10年から20年経つと二次
試験問題は何とか取り組めるが、一
次試験は年を取るにしたがって対応
し難くなる」と言う人が大変多いの
が実情です。
　一次試験では４年制大学の自然科
学系学部の専門教育で学んだ事項か
ら多く出題されますので、記憶のフ
レッシュなうちに一次試験に挑戦す
ることが大変有利なのです。
　大学在学中に技術士制度を理解し
た上で、将来に向けて勉強しておけ
ば、より有意義で実のある学生生活
になると思います。ぜひ、頭脳の柔
軟な若いうちに挑戦することをお薦
めいたします。

　本学でも一部の学科では平成18年
度よりJABEE（日本技術者教育認定
機構）の認定校になるべく準備に
入っております。認定されたコース
を卒業すれば、技術士一次試験は免
除になります。しかし、現在では、
ほとんどの大学もそうですが、在学
中の皆さんが技術士になるために
は、第一条件として、どうしても一
次試験に合格しなければなりませ
ん。
　また、技術士一次試験に合格し
て、二次試験を受ける資格を得るた
めには、最も早いコースでも４年
間、技術士の下で技術士業務の指導
を受けなければならない条件があり
ます。
　我々千葉工業大学技術士会は、同
窓の先輩技術士として皆様のお役に
立てるものと思っております。ご要
望があれば喜んでお手伝いいたしま
す。遠慮なく本学の技術士会を活用
してください。
　今、世界は大変早いスピードでグ
ローバル化が進んでおります。技術
者にも国境のない時代になっていま
すし、世界に通用するエンジニアが
ますます必要となって来る時代が始
まっています。時代のニーズに備え
て、皆様が技術士試験に合格し、国
際相互承認の技術士として世界で大
いに活躍して頂きたいと希望してお
ります。
　平成17年度に技術士試験の試験方
法が改正され、皆さんに最も関係あ
る一次試験の専門科目（択一式）は
30問から35問に増え、問題選択の幅
が広がり受験しやすくなりました。
　平成21年度も同様の要綱で実施さ
れますので、ぜひ挑戦してみてくだ
さい。
　ちなみに、平成20年度の技術士一
次試験の合格率は35.4％（受験者約

24,000人で合格者約8,000人）で決
して難しい試験ではありません。
　技術士第二次試験は平成19年度
より大幅に変わりましたが、二次
試験の改定の要領は次の機会に紹
介する予定です。詳細については
日本技術士会のホームページをご
覧下さい。

http://www.engineer.or.jp/

　今回で、「技術士制度解説シ
リーズ」は終わりになりますが、
技術士制度、技術士試験の試験方
法の改定、試験日程、合格者状
況、合格者の体験記、技術士に関
する動向等は「CIT」でこれからも
必要に応じて掲載していきたいと
思っています。
　また、ご要望があれば、「技術
士制度解説シリーズ」を小冊子に
まとめたいと思っています。
　千葉工業大学技術士会は、日本
技術士会や本会の技術士会の活動
の一環として、技術士制度と技術
士試験、技術者として必要な実社
会の知識、倫理等について、本学
内での講義、講演等機会があれば
参画したいと考えております。
　最後になりましたが、一年間12
回の「技術士制度解説シリーズ」
が掲載できましたことは、本岡学
長はじめ、千葉工業大学の多くの
皆様のご支援、ご協力の賜物と、
ここに厚く御礼申しあげます。

技術士として世界にはばたけ
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