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1 試験概要

※詳細は自主保全士公式サイトをご覧ください

1 自主保全士とは
製造オペレーターに求められる知識と技能について、製造部門が受け持つ保全の一部の機能や管理技術を客
観的に評価するための尺度を定め、
「検定試験」および「通信教育」を通じて、
「自主保全士」を認定してい
ます。具体的には以下の 4 つの能力、ならびにそれを支え、かつ補完するものとして 5 つの知識・技能を
兼ね備えた者を“設備に強いオペレーター”であると認め、
「自主保全士」として認定しています。
① 生産の基本

① 異常発見能力
4 つの能力

② 処置・回復能力

5 つの
知識・技能

③ 条件設定能力
④ 維持管理能力

② 設備の日常保全（自主保全）
③ 効率化の考え方とロスの捉え方
④ 改善・解析の知識
⑤ 設備保全の基礎

2 等級の基準
自主保全士は、知識・技能によって 1 級と 2 級のレベル分けをして認定します。
受験等級

あるべき姿

1級

職場チーム（小集団）における中心的・リーダー的な存在となり、自主保全を展開する
うえでの計画・立案と、実践指導ができる

2級

製造（生産）に関わる部門の一員として、自身の業務に従事しながら、自らが関わる設
備や工程・作業について、自主保全を実践できる

3 受験資格
受験には、試験当日までに以下の実務経験を有している必要があります。
受験等級

実務経験年数

1級

4 年以上（試験日までの累積年数）

2級

0 年（問わない）

＜実務経験年数＞
実務経験年数は、生産・製造・保全などの業務に直接従事した場合のほか、スタッフとしてこれらの業務を支援した場合も
含みます。過去の実務経験年数を合算することもできます 。実務経験の判断につきましては、自己申告となりますので、
ご自身でご判断ください。ただし、虚偽・不正が発覚した場合、試験の中止、合格の取消しを行う場合があります。

4 試験形式（1 級・2 級共通）
試験は、学科試験、実技試験ともに、インターネット回線を使用するオンライン試験（IBT 方式）で実施し
ます。出題形式と問題数は以下のとおりです。
出題形式

問題数

学科試験

正誤判定（〇×式）

100 問

実技試験

多肢選択式

80 問程度

<IBT 方式とは >
IBT（Internet Based Testing）方式とは、自宅や勤務先のパソコンでインターネットへ接続して各自で実施する試験方
式です。インターネット環境があれば、いつでも、どこでも試験が可能です。
※オンライン試験（IBT 方式）受験に必要な環境は、4 ページを参照
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5 出題範囲
自主保全士の出題範囲（科目・項目・細目）に準拠して出題します。
自主保全士の出題範囲は、公式サイトを参照してください
<https://www.jishuhozenshi.jp/pdf/about/jishuhozen_hani.pdf>
※自主保全士検定試験（10 月実施の集合型検定）の「実技試験課題公開」は、オンライン試験の実技試験
の出題範囲として適用されません

6 試験時間
学科試験・実技試験あわせて 120 分です。120 分は連続して試験を行い、学科試験・実技試験の解答順
序や時間配分は、決められていません。
※試験開始後の中断、試験時間の分割はできません
※試験中に誤ってブラウザを閉じてしまった、コンピュータがフリーズした場合の対応は、
「3. よくあるお
問合せ」をご確認ください

7 合格基準
合格基準は、以下のとおりです。
受験等級
1級
2級

合格基準
100 点満点として、学科試験 75 点以上かつ実技試験 75 点以上であること

・学科試験のみ、実技試験のみの合格認定は行いません。
・設問個々の配点等、採点に関わるお問合せには一切お答えできません。

8 受験手数料
受験手数料は、以下のとおりです。  
受験等級

受験手数料

1級

9,350 円（税込）※税抜価格 8,500 円

2級

7,200 円（税込）※税抜価格 6,546 円

※お支払い方法により、別途手数料が必要です
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2 オンライン試験のながれ
1 全体スケジュール
オンライン試験の進行スケジュールは、以下のとおりです。
日程

内容

2021年11月15日（月）

受験案内公開

2021年12月13日（月）
10時00分
～
2022年 2月25日（金）
23時59分

受験申込み
＋
受験手数料支払い

2021年12月13日（月）
10時00分
～
2022年 2月28日（月）
23時59分

備考
本書にて以下を確認
・試験概要・スケジュール
・必要な試験環境
・受験申請方法
・オンライン試験の受験イメージ
オンライン試験公式サイトより、受験申込み、ならびに受験手
数料をお支払い
※団体申請はございません（個人申請のみ）
※受験申込み＋受験手数料支払いの詳細は、5 〜 6 ページを参照

試験期間内に受験開始
オンライン試験実施
※試験時間 120 分
※試験期間中 1 回限り

※受験手数料支払い後

オンライン試験
実施直後

試験結果表示

2022年 3月18日（金）

認定証書等の発送

※試験開始日時は、受験手数料支払い以降の試験期間内であれば、受験者が
決められます
※試験期間中の 1 回限りの受験
※試験開始後の中断、試験時間の分割はできません
※オンライン試験の受験イメージは、7 ページを参照

試験実施直後に、試験結果が表示
※試験結果の書面での送付はありません
※試験結果のイメージは、8 ページを参照

合格者には、下記を送付
・認定証書
・認定シール ・認定バッジ

2 オンライン試験（IBT 方式）受験に必要な環境
オンライン試験（IBT 方式）を受験するうえで必要となる環境は、下記のとおりです。

重要！
！

受験申請前、もしくは試験開始前に必ずデモ試験を実施し、利用端末で
問題なく試験が実施できるか確認してください。
デモ試験は、公式サイトから▶▶▶

動作環境
〇 コンピュータ（PC）
・デスクトップまたはノートパソコン、タブレットを使用
※スマートフォンなどのモバイルデバイスは使用不可
・OS：Windows10
・ブラウザ：MicrosoftEdge または GoogleChrome
・その他：Javascript の有効、Cookie を使用できる設定
〇 インターネット回線
・常時接続が可能なインターネット通信環境が必要
※試験中に通信が切れた場合、不安定になった場合、試験が無効となる場合があります
試験中は移動せず、常時接続が可能な環境で受験してください
〇 電源ケーブル
・コンピュータに給電可能な電源ケーブル
※試験時間が 120 分のため、電源管理に注意してください
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3 受験申込み＋受験手数料支払い について
受験申込み、ならびに受験手数料お支払いの詳細は、下記のとおりです。
マイページ作成（初回のみ）
① 新規マイページ登録サイト（メールアドレス登録用）にアクセス
→公式サイト内の「< オンライン試験専用 > マイページ登録」をクリック
②「個人情報の取り扱いに関して」のページ表示
→内容を確認のうえ、「同意する」をクリック
③ マイページ用メールアドレスの登録
→登録したメールアドレスへ、マイページ登録サイトのご案内メールを送付
→ご案内メール内のマイページ登録サイト URL（赤枠）をクリック

④「登録情報の入力」にて、入力仕様に従い各項目を入力

・ログイン ID
・ログインパスワード
・氏名（漢字）
・フリガナ（カナ）
・氏名（ローマ字）
・生年月日
・性別
・住所
・携帯番号
・その他
→入力完了後、
「確認」ボタンをクリック
→「登録情報の確認」で内容確認後、問題なければ、
「登録」ボタンをクリック

⑤「ID の登録完了」
→マイページ作成が完了
→③で登録したアドレスへ、マイページのログイン情報（ID・パスワード）が送付

※受験申込みは、次項を確認してください
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受験申込み（マイページ内）
① マイページサイトにアクセス
→公式サイト内の「< オンライン試験専用 > 受験申込み・受験」をクリック
② マイページ作成（初回のみ）で登録した「ログイン ID」と「ログインパスワードを入力し、マイページにログイン

③ マイページメニューの「受験申し込み」（赤枠）をクリック

④「試験科目（等級）」をプルダウンより選択し、
「注意事項」を確認

→「注意事項を確認して次へ」をクリック
→「自主保全士 1 級」を選択した場合は、
次のページで、受験資格（累計の実務経験年数）
を入力して、
「次へ」をクリック

⑤「申込内容の確認」にて、申請内容に誤りがないか確認

→申請内容に誤りがなければ、
「決済実行」をクリック
※申請内容に誤りがある場合
「マイページへ戻る」をクリックし、
申請をやり直してください

⑥「支払方法選択」にて、お支払方法を選択し、「進む」をクリック
※お支払方法は、下記から選択（赤枠）
・クレジットカード
・コンビニエンスストア
・Pay-easy
※お支払方法によって、決済までの手続きが異なりますので、画面
に表示される指示に従い、決済まで完了させてください
※決済には期日があります。期日までに決済が完了しない場合は、
申請無効となります
※決済に関しての領収書の発行は対応しておりませんが、試験結果
に、決済情報を記載しています。
詳細は 8 ページを参照してください
⑦ 決済完了後、試験期間内に受験
※受験方法は、「オンライン試験（IBT 方式）の受験」を参照
※受験票の発送はありません
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4 オンライン試験（IBT 方式）の受験 について
オンライン試験の受験イメージは、下記のとおりです。
オンライン試験の受験
① マイページサイトにアクセス
→公式サイト内の「< オンライン試験専用 > 受験申込み・受験」をクリック
② マイページ作成（初回のみ）で登録した「ログイン ID」と「ログインパスワード」を入力し、マイページにログイン

③ マイページメニューの「受験」（赤枠）をクリック
※試験が始まるまでの間に、数点の受験確認の工程を経て、
試験開始となります

重要！
！

受験申請前、もしくは試験開始前に必ずデモ
試験を実施し、利用端末で問題なく試験が実
施できるか確認してください。

デモ試験は、公式サイトから▶▶▶

④ 今回受験対象の試験を実施
試験終了時は、「解答確認画面」をクリック
※下記は、試験画面のサンプルです
※詳細は、デモ試験の画面で確認してください
↓解答残り時間

↓解答欄

試験問題→

↓問題移動

解答状況確認もしくは試験終了時にクリック↑
⑤「解答確認画面」にて試験終了で良いか最終確認
試験終了で問題ない場合は、終了をクリック
※試験終了メッセージが表示され、試験終了となります
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5 試験終了後の試験結果 について
試験終了後、試験結果として、下記が表示されます。
試験結果の書面での送付はしません。必要に応じてファイルとして保存、もしくは印刷をしてください。

< 試験結果（1 級・合格者用）イメージ >

< 試験結果（1 級・不合格者用）イメージ >

表示項目

表示内容

合否判定

「受験等級」と「合否判定」が表示
※合否判定は、下記の 3 種類で判定
・「合格」   
・「不合格Ａ」：学科と実技の合計点が 70% 以上
・「不合格Ｂ」：学科と実技の合計点が 70% 未満

受験状況

「受験者情報」と「受験情報」が表示

申請・決済情報

「受験申請情報」と受験手数料の「決済情報」が表示
※決済情報は、
「決済日時」
「決済方法」
「受領金額」
「受領明細」を表示し、
受験手数料の受領書としてご利用いただけます
（別途の受領書・領収書の発行は対応しません）

合格者には、後日、認定証書、認定バッジ、認定シールが発送されます。
合格者への配布物

１級用↑

2 級用↑
※イメージは 1 級
認定証書（A4 サイズ）

認定バッジ（ピンバッジ式）
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認定シール（A5 サイズ）

3 よくあるお問合せ
1 オンライン試験（IBT 方式）
質問：これまで開催している自主保全士検定試験と通信教育との違いはあるのでしょうか？
答え：受験仕様（受験申請や受験方法）は異なりますが、各等級の認定の程度には差異はありません。
質問：直近の自主保全士検定試験（もしくは通信教育の認定試験）を受験していますが、同じ年度のオンラ
イン試験は受験可能ですか？
答え：受験可能です。ただし、自主保全士オンライン試験専用サイトからのご申請が必要です。

2 受験資格
質問：1 級の受験資格である実務経験年数は、いつまでに 4 年以上あればいいのでしょうか？
答え：試験日までです。受験申込み時に実務経験年数に満たない場合は「見込み」で経験年数を入力してく
ださい。
質問：1 級の実務経験年数（4 年以上）を証する書類が必要でしょうか？
答え：自己申告となりますので、証明書類は不要です。 虚偽・不正が発覚した場合、試験の中止や合格の
取消しを行う場合があります。

3 受験申込み手続き
質問：インターネットで申し込む方法ですが、携帯電話（スマートフォン）から申し込むことはできますか？
答え：携帯電話（スマートフォン）での受験申込みはできません。パソコン・タブレットをご使用ください。
質問：自主保全士検定試験（10 月実施）のマイページで申請できますか？
答え：申請できません。自主保全士オンライン試験専用サイトからご申請ください。
質問：自主保全士オンライン試験専用マイページから１級と２級の両方を申請できますか？
答え：申請できません。1 つのアカウントで申請可能な試験数は、１つだけです（同一試験期間中）。
１級と２級の両方を受験したい場合は、アカウントを 2 つ取得してください。
質問：同一試験期間中に、同じ等級を複数回受験できますか？
答え：受験できません。試験期間終了後、氏名・生年月日などで受験状況の重複確認をします。
同じ等級で複数回受験した実績を確認できた場合は、すべての受験を無効とします。
なお、その際の受験手数料の返還はございません。

4 受験手数料の支払い
質問：決済の種類を教えてください。
答え：クレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy の 3 種類の決済方法から選んでください。
質問：決済の振り込み番号が届きません。
答え：決済情報のメールが迷惑メールボックスにはいっていないか、受信設定がされていないかご確認ください。
質問：支払い状況、予約状況を確認したい。
答え：マイページの「予約確認」からご確認いただけます。
質問：領収書は発行してもらえますか？
答え：領収書の内容は試験結果内に表示されますので、ファイルとして保存、もしくは印刷してご利用くだ
さい。試験実施前の発行はできません。
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5 試験受験中
質問：解答の際に電卓を使用していいのでしょうか
答え：1 級に限り使用可です。ただし、関数電卓・プログラム機能付き電卓は使用不可となります。四則計算、
ルート、％、メモリなどの標準的な機能を有する電卓を使用してください。
質問：解答の際にメモをしていいのでしょうか
答え：解答の際にメモが必要な場合は、筆記用具・メモ用紙を使用して問題ありません。
質問：出題された問題を、転記したり、スクリーンショットをして保存するなど記録していいのでしょうか
答え：出題された問題を記録してはいけません。
質問：試験中に誤ってブラウザを閉じてしまいました。
答え：ブラウザを起動し、ログインページから再度ログインしてください。
解答された内容は、事象発生時の状況により、一部の解答が無効化（未回答化）する場合があります
ので、再度、解答してください。なお、再度ログインするまでの時間、ならびに再度解答するまでか
かった時間も試験時間に含まれます。
質問：試験中にコンピュータ（PC）がフリーズしてしまいました。
答え：コンピュータ（PC）を再起動し、ログインページから再度ログインしてください。 改善しなければ、
推奨環境を満たしている他の端末でログインしてください。
解答された内容は、事象発生時の状況により、一部の解答が無効化（未回答化）する場合があります
ので、再度、解答してください。なお、再度ログインするまでの時間、ならびに再度解答するまでか
かった時間も試験時間に含まれます。

6 試験後、その他
質問：試験問題、模範解答は公表されますか？
答え：公表はありません
質問：住所が変更になりました。
答え：認定証書発送先住所に変更がある場合は、試験期間最終日までに
マイページメニューの「登録内容確認・変更」から新住所を
登録してください。

自主保全士検定試験準備講座
（オンデマンド講座型）
※イメージ

質問：勉強方法を教えてください。
答え：自主保全士認定制度（オンライン試験含む）は、
『自主保全士公式テキスト』を基本書として出題しています。
また、
「勉強の進め方がわからない」「過去問題を解いて、解説も聞きたい」
といった方向けに、『自主保全士検定試験準備講座』をオンデマンド講座型で
開催しております。詳細は、下記リンク先をご参照ください。
<https://www.jishuhozenshi.jp/preschool/>

自主保全士公式テキスト

4 お問合せ先
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 自主保全士事務局
E-mail：jishuhozenshi@jipm.or.jp
＜業務委託について＞
本検定試験の実施・運営に関する業務の一部について、日本通信紙株式会社に委託しております。同社は、個人情報の取扱いについて、プライバシーポリシー規
定に則った業務を行っておりますが、当会といたしましても、個人情報にかかる安全確保の措置等について、個人情報保護に関する法令の要請を受け、万全の対
策を求めております。また、委託先との契約書においても、個人情報や機密情報について厳重な取扱いを定めております。
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