
技術部門

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（総合技術監理部門には固有の学問体系・技
術体系がないこと等から一つの技術部門とし
て新設する必要性がない）

・現在の１９の技術部門にはそれぞれを支え
る確固とした学問体系・技術体系が存在する
が、総合技術監理部門にはそれがない。少な
くとも学界、産業界から学問体系、技術体系
として認められるものでなければ、単なる思
い付き、又は一時の流行りのレベルに過ぎな
いのであって、まして公的機関の認定する試
験科目にはなり得ない。学問体系、技術体系
を明示しえない技術部門についての技術士試
験は、何らの正当性又は客観性を持ち得ず、
技術士制度を破壊するものである。

・総合技術監理は、技術部門としての具体性
が無く、母体となる技術分野・学問分野が明
確でないため、新設部門にふさわしくない。
また、案の作成の議論の経緯を公開していた
だきたい。

・技術士法で定める業務に該当する項目がな
く、対応する学問体系が無い。また、米国の
PM資格との違いが不明確であり、新たに技術
士に類似の部門を設ける理由が理解できない
。

・総合技術監理部門は、上級技術士構想の代
替案であり、制定には何らの必然性がない。

・基本的な考え方で総合技術監理部門の対象
として述べられている「業務全体」の想定す
る範囲が不明である。また、独立した部門で
あるのなら、業務全体の効率性、安全、品質
、環境影響などについて、現行の技術部門と
分離可能な境界線をもって、独立した技術体
系が存在するはずだが、そのような技術体系
は聞いたことがない。従って、総合技術監理
部門は「机上の空論」である。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（総合技術監理部門は実務面から考え、その
必要性がない）

ご意見及びご意見に対する考え方

技術士制度は、科学技術に関する高等の専門
的応用能力を必要とする業務を行う能力を技
術部門毎に認定するものであり、従前より、
社会的要請や科学技術の進展を踏まえ、技術
部門の新設を行ってきています。総合技術監
理部門については、近時の技術業務の総合化
、複雑化等の進展に伴い、業務全体の一元的
な把握、分析に基づき、技術の改善やより合
理的なプロセスの導入、構築を行うことによ
り、安全性の向上と経済性の向上を両立させ
ることを目指した監督、管理が重要であり、
このために必要な能力の認定については、現
行の技術部門では対応することができないた
め、新たに技術部門として本部門を設置する
ことが重要であるとの技術士審議会の決定に
基づき、かかる技術課題に対応することを目
的として、新設するものであります。
なお、総合技術監理部門に係る第２次試験に
おける必須科目としては、安全管理、社会環
境との調和性、経済性（品質、コスト、生産
性）、情報管理及び人的資源管理に関する事
項とすることとしています。
また、技術士審議会における議論の経緯につ
いては、科学技術庁ホームページにおいて審
議概要を公開しております。

総合技術監理部門については、技術業務の遂
行に当たって、業務を構成する個々の作業や
工程等の要素毎の技術的な管理の積み上げに
よる全体の管理に加え、技術業務の複雑化、
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・総合技術監理部門の設置趣旨は立派だが、
実務やメリットが見えず、法との関係が全く
見えない。

・総合技術監理部門追加の必然性が見当たら
ない。必要性があると認められる可能性のあ
る建設部門にしても、現在の技術士で不可能
な大型プロジェクトがどれだけあるのか。建
設部門に総合技術監理の選択科目を試行的に
設けることを提案する。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

総合技術監理部門の新設は、建設省の推進し
ているPM資格と類似であり、重複した制度を
追加する理由が理解できない。また、ＰＭ資
格はハウツウであり、技術士である以上当然
備えているべきものであるため、総合技術監
理部門の追加は技術士全体のレベルダウンで
ある。

総合技術監理部門は技術業務全体の一元的な
把握、分析に基づき、技術の改善やより合理
的なプロセスの導入等により、安全性の向上
と経済性の向上を目指した監督、管理に必要
な能力を新たに認定しようとするものです。
本部門に関する試験については、こうした目
的に必要な専門的技術について確認を行うこ
ととしており、本部門の追加によって技術士
制度がレベルダウンになるとのご指摘は当た
らないと考えます。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（総合技術監理部門は既存の技術部門により
対応可能であり、独立した技術部門とする必
要性はない）

・基本的な考え方で総合技術監理部門の能力
として述べられている、業務の効率性、安全
確保、リスク低減等は各技術部門での基礎素
養であり、独立した技術分野ではなく、また
、事故等の拡大防止に関わる能力等も、それ
に関わる固有部門の技術・経験知識が無いと
ころでは存在しない。自己の専門以外の業務
を行わないとの技術士法の精神に全く反する
技術部門の新設は許されない。

・総合技術監理は、技術士の定義に該当しな
い。総合技術監理部門の新設は部門ごとの高
度の専門性を定めた技術士法に反するもので
ある。

・ 総合技術監理部門は建設部門の範囲内で
選択すれば済み、独立した部門とする根拠は
薄弱であり、技術的背景に乏しい。

・プロジェクト管理等に見られる監督・管理
能力は一つの技術分野として体系的に評価・
確立しているものではなく、とりたてて技術
士の新たな専門分野として設定する内容では
ない。

総合技術監理部門において求められる能力は
、既存の技術部門における高度かつ十分な実
務経験を通じて修得される照査能力等だけで
なく、業務全体を俯瞰し、これに基づく最適
な企画、計画、設計、実施、進捗管理、維持
管理等を行う能力等も求めることとなってお
ります。
本部門の能力の認定に当たっては、既存技術
部門により対応することが可能なものも含ま
れますが、安全管理に関する事項、社会環境
との調和性に関する事項、経済性に関する事
項等の総合的な視点からの監理能力について
は、既存の技術部門だけでは対応できないた
め、新たな部門として総合技術監理部門を設
け、必要な能力の確認を行うこととしたもの
です。

よる全体の管理に加え、技術業務の複雑化、
高度化、大規模化等に適切に対処するために
は業務全体を俯瞰し、監督、管理することが
必要であることから、新たに総合技術監理部
門を設けることとしたものです。即ち、照査
等とともに、業務をシステムとしてとらえ、
多面的かつ並列的に俯瞰した一元的な把握、
分析に基づき、採用技術やプロセスの改善に
より、安全性の向上と経済性の向上を両立さ
せることを目指した総合的な技術監理が必要
と考えます。
また、本部門を設けることにより、既存の技
術部門では対応できない総合的な技術的監理
に係る諸課題に対応するために必要な技術的
能力を備えた人材を育成することは、重要な
ことと考えています。
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

技術士は、コンサルティングエンジニアであ
る。当然、安全、品質、環境、総合監理等の
管理技術が必要であり、あえて新設の部門と
する必要は無い。これらは各々の部門の試験
科目に追加すればよい。総合技術監理は現行
の19部門とは技術体系が異なり異質な部門で
ある。また、現行の経営工学部門と分野が重
複する。総合技術監理以外の技術士はクライ
アントから、安全、品質、環境、総合監理等
の技術が不足しているとみられるおそれがあ
る。

技術士は、高い職業倫理を備え、十分な知識
、経験を有し、自律して業務を行える専門職
としての技術者資格であり、コンサルティン
グエンジニアから建設業、製造業等の企業に
勤務するエンジニアまで幅広い分野、業種に
おいて種々の業態により活躍されているもの
と認識しています。
総合技術監理部門については、経営工学部門
も含め、既存の技術部門だけでは対応できな
いため、総合的な視点からの監理能力に関す
る新たな部門として設けることとしたもので
す。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

基本的な考え方で示されている総合技術監理
部門の内容は、これまでの技術士第二次試験
で実施されてきた内容であり、部門の新設に
あたり、現技術士を移行させることが適当で
ある。また、「当分第一次試験は実施しない
」との記述は「二次試験のみ実施する」と規
定すべきである。

既に技術士となる資格を有し、技術業務に関
する豊富な経験を有する者については、総合
技術監理部門において求められる能力を一定
程度身につけていると考えられることに鑑み
、選択科目を免除し、また、本部門に必要な
実務経験年数について考慮しています。
また、総合技術監理部門の第一次試験につい
ては、本技術部門に係る技術の進展や関係技
術の動向等を踏まえ、最適な試験方法を検討
することが適当であるため、「当分の間」実
施しないものとしております。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

技術業務の総合化・複雑化に対応して総合的
な監理技術者資格を創設する意義については
賛成。技術士審議会資料に示された内容は工
学系部門に求められる監督技術者像のイメー
ジが濃厚。指導的立場に立つ技術者に求めら
れる能力は技術分野により異なるものであり
、生命系技術者に資格取得の門を閉ざすこと
のないよう試験に当って充分な留意が必要で
ある。

総合技術監理部門において求められる能力は
、既存の技術部門における高度かつ十分な実
務経験を通じて修得される照査能力等だけで
なく、業務全体を俯瞰し、これに基づく最適
な企画等を行う能力等も求めることとなって
おります。従って、特定技術分野の技術者の
資格取得が不利になるようなことはないと考
えます。
なお、技術士については、工学のみならず農
学、理学等に係る技術系を含むものであるこ
とは十分に認識しています。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

技術士としての専門性に欠ける誤解を招く総
合技術監理部門の表示は、技術士法の精神に
反する反倫理的なものであり、許されない。

総合技術監理部門の能力の内容については、
技術業務全体を俯瞰し、監督、管理するため
に必要となる専門的技術能力を求めるという
ことで明確であり、ご指摘の点はあたらない
ものと考えます。
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第一次試験の試験科目

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（適性科目の実施について）

・「技術士等の義務の遵守に関する適性に関
するものを追加する」となっているが、受験
生は苦もなく正解を見いだすであろう。試験
問題としてなりたつのかどうか疑問。問題な
のは、実際の会社において実行可能かどうか
である。

・「技術士等の義務の遵守に関する適性」を
いかなる手段で判定するか疑問である。ペー
パーテストでは容易に正解を見出せるものに
なるだろう。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

第一次試験に科学技術全般にわたる基礎知識
に関するテストをすることに異論はないが、
専門分野により差があることは否定できない
。技術士審議会報告では基礎科目として数学
を別格扱いしているが、生命系技術者にとっ
ては生物学が数学より基礎科目としては重要
である。数学の重要性は否定しないが、生命
系受験者が不利にならないように試験実施に
あたり配慮が必要である。

技術士審議会の報告では、数学のみならず、
自然科学、及び技術に関する基礎的な知識と
その応用能力等について第一次試験で確認す
ることが適当とされています。従って、特定
の技術分野の技術者が資格取得に際し不利益
となるようなことはないものと考えておりま
す。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

社会に大きな影響を与える事故や不祥事の内
容は、技術者の倫理観やコミュニケーション
能力の欠如によるところが大きいものと考え
られるため、第一次試験において職業倫理に
加えて、コミュニケーション能力を確認する
ことの条文が必要である。

コミュニケーション能力については、技術士
が技術業務を適切に遂行する上での重要性に
鑑み、技術士審議会においてもその必要性が
指摘されたところですが、具体的には、第一
次試験において記述式の答案の作成等を通じ
て確認することが適当と考えております。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

現在の共通科目は数学、物理等、各技術部門
にまたがる基礎的かつ共通の学識を判定して
いるものであり、新設される基礎科目に含ま
れることが適当である。

基礎科目については、数学、物理学等の共通
科目と区別し、技術士として備えるべき幅広
い技術に関する基礎的な学識を確認すること
を考えております。

適性試験の実施については、技術士審議会で
示された方向に沿って、技術者倫理に関する
調査研究を進めており、この結果及び外国の
技術者資格に係る試験の実施状況等を踏まえ
、適切な方法により実施してまいります。
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第一次試験の一部免除

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

情報処理技術者にも共通科目の免除を認める
べきである。

情報処理技術者については、同技術者に係る
試験において確認されている共通的な基礎知
識の範囲として、技術士試験との間に相違が
あるところから、共通科目の免除対象資格と
していません。ただし、情報処理技術者に対
する共通科目の免除については受験者側から
の要望も多く、また、本年度、情報処理技術
者に係る試験制度の改善も行われたところで
もありますので、ご要望も踏まえつつ、今後
検討していきたいと考えております。

第一次試験の専門科目は技術士法で技術部門
についての専門的学識を有するかを判定する
ことを目的として実施されることとなってい
るため、一級建築士等の業務資格者には専門
科目を免除することが妥当である。

一級建築士等のそれぞれの業務資格が設定し
ている専門とする能力、業務の範囲と、技術
士制度で設定している各技術部門とはその内
容が異なっており、他の業務資格をもって第
１次試験で判定すべき専門的学識を満たして
いることは確認できません。従って、専門科
目を免除することは適当ではないと考えてお
ります。

電気通信主任技術者は弁理士試験における「
科目免除を行う公的資格」として上げられて
おり、技術士試験でも共通科目が免除される
国家資格に追加すべきである。

電気通信主任技術者については、技術士第１
次試験で求められている共通的な基礎知識の
範囲と異なっていることから、共通科目の免
除対象資格としていません。

免除資格の対象から危険物（甲）を除き、環
境計量士を入れるべきである。

甲種危険物取扱者については、技術士第１次
試験と同様、２科目以上の大学の教養教育程
度の共通的な基礎知識を求めているところか
ら、共通科目の免除対象として追加したとこ
ろです。一方、環境計量士については、技術
士第１次試験で求めている共通的知識の範囲
とは相違があることから、共通科目の免除対
象資格としていません。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

既に一定の技術部門について技術士補となる
資格を有するものが他の技術部門を受験する
場合は、適性科目、基礎科目、共通科目を免
除するべきである。

いずれかの技術部門について第１次試験に合
格し、第２次試験の受験要件を満たす者につ
いては、他の技術部門の第２次試験を受験す
ることが可能であり、他の技術部門について
第１次試験を受験する必要性は基本的にない
ものと考えております。
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

受験部門毎に学士の専攻分野を定め、適性科
目以外を免除すべき。

現行制度でも、４年制大学の自然科学系学部
の教養教育程度の試験を行っている共通科目
については、大学の理科系統の正規の課程の
卒業者及びこれと同等と認められる者につい
ては免除されておりますが、４年制大学の専
門教育程度の試験である専門科目については
、基本的に、第１次試験により技術士補とな
るのに必要な専門的学識を有するかどうかを
判定することが必要であり、免除しておりま
せん。また、基礎科目については、一つの分
野に関する知識ではなく、科学技術全般にわ
たる基礎的学識の確認を内容とするところか
ら、一つの専門分野の学士号の保有をもって
免除することは適当ではないと考えておりま
す。

理科系統の学生を理工系と生物農学系に分け
、当該の基礎科目も免除した方がよい。

基礎科目については、一つの学科に関する知
識ではなく、科学技術全般にわたる基礎的学
識の確認を内容とするところから、分野別に
分割して免除することは適当ではないものと
考えております。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（期間の短縮はレベルダウンにつながる）

・第二次試験を受けるのに必要な期間を7年
から4年に短縮することは技術士のレベルダ
ウンを免れない。

・第二次試験を受けるために、現在必要とさ
れている7年の実務経験を４年に短縮するこ
とは技術士のレベルダウンを招く。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（総合技術監理と他分野の期間の差は技術士
に格差を招く）

・総合技術監理部門と他の部門で第二次試験
を受けるために必要な期間に差を設けること
は同じ技術者の間に格差を認めることになる
。

・受験資格として従来の技術士よりも経験年
数を長く必要とし、受験資格が異なるという
ことは同一名称のもとの技術士に不平等を引
き起こす。

・受験資格に他部門より経験年数を要するこ
とに反対。技術士法に格差を明記していない
以上、誤解を招く様なことは法の精神に反す
る。

実務経験の期間については、技術部門毎に必
要とされる能力に応じて設定するものとして
、省令により定めることとなっており、豊富
な実務経験を通して得られた能力等を確認す
るという総合技術監理部門の設置の趣旨から
、既存の技術部門に比べ、より長い実務経験
を求めるものであり、技術士間に格差を認め
るものではないと考えます。

既存の技術部門においては、技術士補として
技術士の下で実務経験を積む場合には必要な
期間を４年としていますが、今回の改正によ
り優秀な指導者による監督の下で修習を行う
場合にも４年としたものであり、レベルダウ
ンを招くというご指摘は当たらないものと考
えます。

第二次試験を受けるために必要な期間
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

他の19部門の経験年数を4年に下げる中で、
総合技術監理のみの経験年数を長くすること
は不当。

豊富な実務経験を通して得られた能力を確認
するという総合技術監理部門の設置の趣旨か
ら、実務経験の期間を設定しています。なお
、既存の１９部門については、これまでも技
術士補として技術士の下で４年の実務経験を
もって第２次試験の受験要件としていました
が、これに加え優秀な指導者の監督の下での
４年の実務経験を同様に認めることとしたも
のです。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（民間の教育機関を監督者に含めるべきでは
ないか）

・日本技術士会による修習プログラムに沿っ
て、技術士による民間教育機関が修習技術者
の人材養成を担うような場合に、これらの民
間教育機関も監督者として追加すべきである
。

・規則試案に定める補助業務の監督者の要件
では、小規模会社に勤務する若い技術者は適
当な職場の監督者がおらず、技術士となる機
会を逸したり、遅らせたりするおそれがあ
る。職場の監督者に代えて民間の人材教育機
関が後押しできることを望む。

・民間教育研修機関においても、一般共通課
題への的確な対応、多様な講師陣との交流等
によって、より公正で、幅広い見識を養うこ
とが可能であり、技術士継続教育実施方策検
討委員会の検討結果として、民間教育研修機
関も修習技術者に対する修習実施の一翼を担
うべき事実が明記されていることから、監督
者として、「職場の上司」の他に、民間教育
研修機関を認めるべきである。

・地方都市において会社の最上位にいるもの
が指導等を受ける場合の対処法として、民間
の教育機関等も対象にすると良い。そうする
ことで、全国較差なく指導・助言を受ける体
制が整うのではないか。

・一人で業務を行っている者、上司の存在し
ない者については、本項で示される監督の要
件に適合しない。また、７年の実務経験をも
って受験資格とする者についても、少なくと
も１年以上の教育を義務付けることが適当。
従って、教育訓練給付制度を基に活用されて
いる民間教育機関を監督に加えたらどうか。

技術士法第六条第二項第二号に定める監督の要件

第二次試験の受験要件については法律改正に
より、新たに、優秀な指導者による監督の下
で科学技術に関する専門的応用能力を必要と
する業務に、一定期間従事した場合について
も、これを認めることとしております。なお
、監督について、具体的には、
①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
に従事した期間が7年を超え、かつ、第二次
試験を受けようとする者を適切に監督するこ
とができる職務上の地位にある者によること
②第二次試験を受けようとする者が技術士と
なるのに必要な技能を修得することができる
よう、①に示す業務について、指導、助言そ
の他の適切な手段により行われること
を要件とします。
従って、御提案の民間教育機関という組織は
、監督する者には該当しないと考えます。な
お、監督する者の行う指導の一環として、適
切な研修の受講は含まれるものと考えていま
す。
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

(監督を行う者は形式的におかれるだけでは
ないか）

・規則試案は、「会社に上司がいればよい」
と変わらず、第二次試験どころか第一次試験
に合格できない者も監督が可能である。「だ
れでもいい」ということを規則にしても仕方
がない。

・監督者と受験者の専門分野が異なれば高等
な指導ができない可能性があるので、同一部
門かつ同一選択科目に属する分野とすること
が必要。監督する者の専門能力を実務経験、
書類審査、面接等の組み合わせ等で認定し、
形式的に選ばれないような仕組みが必要。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（監督者は技術士とすべきである）

・監督の要件については技術士以外考えられ
ない。ｐｅｅｒｓ　ｒｅｖｉｅｗ＝同僚審査
というのがこういう資格者の世界の常識であ
る。

・監督の規定は技術士補の登録ができない者
にも同等の機会を与えるのが趣旨。従って要
件は「技術士または同等と認めた者」である
べき。技術者資格がピアーズレビュー（同僚
審査）であるという原点からも当然。案文の
要件からは現実の確認が困難で、事実上監督
のないまま書類だけで要件を満たしたおそれ
があり、不透明な抜け穴を残すことになる。

・規則試案では、監督要件として、指導者と
しての能力を有しているか否かを規定できず
、技術士でないものが、専門的応用能力と社
会的倫理を兼ね備えた技術士を目指す者の指
導ができるのか疑問。監督者は技術士である
ことを必須にすべきである。また、指導技術
士の確保は日本技術士会が実施するようにす
べきである。

監督を行う者については、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従事した期間が7
年を超え、かつ、第二次試験を受けようとす
る者を適切に監督することができる職務上の
地位にある者であり、第二次試験を受けよう
とする者が技術士となるのに必要な技能を修
得することができるよう、上記の業務につい
て、指導、助言その他の適切な手段により行
われることが要件として課されています。
これにより、受験要件の確認に当たっては、
監督者がこれらの要件を満足していること及
び監督の内容については証明書の提出を求め
、受験者に対して適切な監督がなされたかに
ついてその内容を記録により確認することと
しております。

第２次試験を受験しようとする者が目指す技
術部門と同一の技術部門の技術士が監督する
者である場合は、現在の、技術士補が技術士
の下で一定期間の実務経験をもって受験要件
を満たすものと変わらないこととなります。
なお、監督者が必要な要件を満足しているこ
と及び監督の内容については、証明書の提出
を求め、受験者に対して適切な監督がなされ
たかについて、その内容を記録により確認す
ることとしております。
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

改正法による有資格者が総合技術監理部門以
外の他技術部門を受験する場合に、選択科目
の一部だけでも免除すべきである。

総合技術監理部門の試験で確認される能力は
他のいずれかの技術部門における業務経験を
通じて得られる能力を前提とし、その上で総
合技術監理に必要な能力を求めております。
このため、総合技術監理部門の第２次試験の
試験科目については、必須科目を総合技術監
理一般とし、選択科目を、総合技術監理部門
以外のいずれかの技術部門についての必須科
目及び当該技術部門の選択科目のうち、受験
者があらかじめ選択する一科目としています
。従って、既に一定の技術部門について技術
士となる資格を有する者が受験する場合には
第２次試験のうち、選択科目について免除を
行うこととしています。他方、総合技術監理
部門以外の技術部門は、このような関係にな
いため、免除を行うことは適当ではないと考
えます。

その他

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

技術士資格の国際的相互承認には、継続教育
が透明性、説明性をもって実施されることが
要件となっているため、施行規則にも継続教
育の義務付けを明文化するべきである。

継続教育すなわち資質の向上の責務について
は、技術士法に明示されており、施行規則に
同様の趣旨を明文化する必要はないと考えま
す。また、今回の法律改正によって、日本技
術士会の目的に、技術士の資質向上に資する
ため、技術士の研修に関する事務を追加して
います。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

ＡＰＥＣエンジニア構造部門の登録において
、一級建築士と技術士は国際的に同レベルの
資格と位置付けられている。国内的整合性を
確保する観点から、第一次試験の共通科目の
みではなく、最大限の試験科目の免除を行う
べきである。

ＡＰＥＣエンジニアの対象の資格として、技
術士と一級建築士は相互承認の要件を満たす
資格とされましたが、これは両資格が同じ資
格であることを意味しているものではありま
せん。両資格は、求められる能力の範囲が異
なるため、専門知識等についてはそれぞれ確
認する必要があります。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

公益確保、資質向上等の技術士の責務が規定
される以上、資格取得者の産業界・公的機関
での活用についての内容も施行規則に盛り込
むべきである。

科学技術創造立国の実現を目指す我が国が必
要とする、高い資質を有する技術者を十分な
数育成、確保するに当たり、技術士制度の普
及拡大と活用の促進を図ることは極めて重要
な課題であると認識しています。このため、
関係省庁や産業界に対し、この点についての
理解が得られるよう働きかけを行っていると
ころですが、今後とも努力してまいります。

総合技術監理部門の第二次試験の一部免除
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ご意見の概要 ご意見に対する考え方

技術士の登録時に職場上司の業務経歴証明が
求められているが、受験申し込み時にも提出
させられらていることから二重の説明要求で
ある。登録申請は本人の捺印でのみできるよ
うにすべきである。

現在、登録時には業務経歴証明を求めていな
いため、ご指摘の点はあたらないものと考え
ます。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

試験の透明性を確保する観点から試験問題、
正解、配点、合格基準を公表すべきである。

ご意見は、今回の施行規則改正とは関係しな
い内容です。なお、今後、試験方式の改善の
ための検討を進める中で、ご指摘の点を検討
させて頂きます。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

試験委員の選任、改任、任期等について再考
すべきである。学会、産業界、公的機関等に
人数を公平に割り振るべきである。

ご意見は、今回の施行規則改正とは関係しな
い内容です。なお、ご意見については、必要
に応じて今後の検討の参考とさせて頂きます
。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

第二次試験問題には、客観テスト及び英文出
題（第一次試験も含め）の導入が望ましい。

現在、技術士審議会においては、試験の一部
に択一方式を導入することとし、今後、具体
的な検討を行うこととなっています。また、
英語能力については、経済活動のグローバリ
ゼーションに伴い、技術者の英語能力の重要
性は増大してくるものと考えられますが、一
方、技術士試験は技術に係る能力を確認する
ことを第一義としていることを踏まえつつ、
今後検討して参ります。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

（特に、総合技術監理部門については）技術
分野に関連する学協会と連携して試験問題を
作成する、透明性ある仕組みを構築すること
が望ましい。

出題の偏りを避け、対象分野全般に亘る出題
を行う等、試験方法の改善を図っていくこと
としており、その際、学協会と一層の連携を
図って参ります。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

試験問題が記述式から択一式に変更されれば
レベルの低下を招く。

現在、試験に関する専門家、他の国家試験の
関係者等の協力を得て、技術士試験として適
切な出題の方法について検討しており、技術
士審議会における御検討の後、試験方法の改
善を図ってまいります。なお、難易度の高い
他の国家試験においては、択一式を用いて、
試験が行われているものもあり、択一式の導
入がレベルの低下を招くとの御指摘は当たら
ないと考えます。
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技術士に求められるのは単なる知識ではなく
、問題解決能力である。択一式は知識を試す
試験であり、独創的、創造的な問題解決能力
をみることはできないというのが定説であり
ふさわしくない。選択科目で出題の偏りか
ら、短答記述式が検討されているが、受験者
の実力があればどんな問題でも解けるはずで
ある。知識を問うのは一次試験、問題解決能
力を問うのは二次試験とすべきである。出題
及び採点の工数を削減するために択一式を導
入するべきではない。現行の論文試験の知識
を問う問題を考え方を問う問題に改めるべき
である。

問題解決能力は技術士の重要な能力の一つと
認識しており、この点を十分に踏まえ、試験
方法の改善を進めて参ります。また、出題の
偏りをなくす等、受験者の能力を適切に確認
するよう、短答記述式や択一式も含め幅広く
検討を行ってまいります。他の国家試験にお
いては、択一式を用いて、問題解決能力の確
認が行われているものもあり、択一式がふさ
わしくないとのご指摘はあたらないと考えま
す。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

参考１に示されている「技術士と同等以上の
科学技術に関する一定の外国の資格」とはい
かなるものであるか具体的に示すべきである
。

ご意見は、今回の施行規則改正とは関係しな
い内容です。なお、具体的な外国の技術者資
格については、今後、技術者資格に関する相
互承認に係る二国間ないし多国間での協議の
結果を踏まえて決定してまいります。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

特例は資格取得の抜け道になる。実力があれ
ば受かるはずであり、通常の試験を採用すべ
きである。文部科学大臣が認めればとする基
準が曖昧である。そのときの担当大臣により
認定された技術士に能力のアンバランスが生
じる。

ご意見は、今回の施行規則改正とは関係しな
い内容です。なお、特例に係る基準は、法律
の規定に基づき、十分な検討を経て、省令等
で定められる予定ですので、その時々でアン
バランスが生じることはないと考えます。
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