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推薦の言葉 
（ 初 版 ） 

 

 

私たち建設事業に携わる者は、国民の社会生活や文化、経済と深く関係する社会基盤整備を、長

く、安全に喜んで使ってもらえることを前提に造っていかなければなりません。 

さらに、現代社会のグローバル化、総合化、複雑化したニーズに的確に対応し、品質とコストに優

れた施設を建設していくことが必要となっています。 

建設業に携わる多くの関係者が、こういった理念を持って取り組んでいくことが必要で、特に、技術

者は高く、幅広い視点と向上心を持ったリーダーとしての自覚が大切だと思います。 

 

近は、業務の総合化や複雑化などの進展に伴い、業務全体の一元的な監理が求められ、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、管理が重要となってきています。 

このためには、技術士としての実務経験のような高度かつ十分な実務経験を通じて得られる照査

能力に加えて、業務全体を俯瞰し、業務の効率性、安全確保、リスク低減、品質確保、外部環境に与

える影響などに対する総合的な分析・評価を行い、これに基づく 適な企画、計画、設計などを行う

能力とともに、万一の事故等が発生した場合の迅速な処理に係る能力が必要となってきます。 

こうした能力の認定については、一部は、既存の技術部門で対応が可能ですが、全体としては、現

行の技術部門では対応することができないため、新たに技術士試験の中に「総合技術監理部門」が

設置されました。 

 

本部門については「青本」 （日本技術士会刊「技術士制度における総合技術監理部門の技術体

系」） をはじめ多くの参考書が出版されていますが、本書は、PMP（☆虎）さんが合格にいたるまでの

自らの体験を通じて分かりやすい解説を心がけた成果であります。 

 

これから、技術士試験を目指す皆様方の受験対策はもちろん技術力の研鑽や知識習得の一助に

広く活用いただくことにより、豊かな国づくりに資する住宅、社会資本整備に役立つことを期待し、ここ

に推薦します。 

平成１７年５月 

「技術士受験講座」 

佐口 光明    
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推薦の言葉 

（2009 年度版） 

 

「青本」（技術士制度における総合技術監理部門の技術体系）の奥付ページには、次のように書い

てあります。 

 

「本書は文部科学省から(株)三菱総合研究所へ委託された調査の成果を(社)日本技術士会が許

可を得て刊行・頒布するものです。」 

 

これを読んでも明らかなように、経済社会のニーズの中で、自然と発生して成長してきた他部門と違

い、総監は 初から体系化された新分野として意図的に作られたものであるといえましょう。 

そんな分野ですから、受験生もほとんどビギナー揃い。他部門のように、長年の経験で身に着けた

「カン」も「センス」もないところからスタートします。 

 

そして 初に取り組むのが「青本読み」。これがまたツライんですね。 

段組や行間余白など、読みやすくするための編集上の工夫はほとんどなし。文章も構成も、「難し

いことを難しく説明」してあって、まるで頭に入ってこない。ガマンして字面だけ追っているうちに眠くな

って････という人は多いのではないでしょうか。そしてその段階でくじけてしまっている人は少なくない

ものと思います。 

 

そういう人は、ぜひ本書を青本とともに読んでみてください。本書を読んだり青本を読んだり、同じ

ことを異なった書きぶりで説明してある文章を読み比べることで、理解がぐっと進むことと思います。 

 

そして青本を理解して、あるいは理解しつつ、「総監 受験ガイドブック」で総監マインドを理解し、

身に着ければ、 短距離で総監合格が勝ち取れるものと確信します。 

 

平成２１年２月 

「技術士受験を応援するページ」 

SUKIYAKI 塾 

鳥居 直也 
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2012改訂版にあたり 

 

総合技術監理部門は、第20番目の技術部門として、2001年から受験制度がスタートしました。総合技術監理部門が求め

られた背景には2000年の下記のような技術士審議会の議論がありました。 

 

「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

重要となっている。 

 

このためには、技術士としての実務経験のような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に加えて、

業務全体を俯瞰し、業務の効率性、安全確保、リスク低減、品質確保、外部環境への影響管理、組織管理等に関する総

合的な分析、評価を行い、これに基づく 適な企画、計画、設計、実施、進捗管理、維持管理等を行う能力とともに、万一

の事故等が発生した場合に拡大防止、迅速な処理に係る能力が必要である。 

 

こうした能力の認定については、一部は、既存の技術部門が対応するものの、全体としては、現行の技術部門では対

応することができないため、他の部門とは異なる技術を対象とする技術部門として、新たに「総合技術監理部門」を設置す

る。本部門の設置により、総合的な技術監理に係る諸課題に対応でき得る能力を備えた人材を育成するとともに、その活

用を図ることが重要である」 

 

そして、その技術体系として「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」（以下、青本） が、2001年に発行さ

れました。青本を読むと、非常に観念的・総論的・散漫な印象を受けるのは、青本が読みにくいというだけのせいではないと

思います。これは、青本の 初にも書いてあるように、総合技術監理部門の技術はまだ未成熟で、しっかりと体系化された

技術はリスクマネジメント程度しかないことによるのかもしれません。 

 

その青本を頼りに、制度開始から７年間が過ぎ、平成19年度試験までに延べ42,223名が受験を申し込み、35,811名が受

験をして、合格者は延べ10,472名が「技術士 総合技術監理部門」有資格者として活躍しています。しかし、「総合技術監

理部門」は今の時点で「資格として」どれだけ意味があるのかは不透明な部分があります。 

しかし、青本に記載されている「総合技術監理部門の技術士として求められている能力・資質」は技術者にとって今後ま

すます要求される能力だと考えています。すなわち、プロジェクトを経済性管理・人的資源管理・情報管理・安全管理・社会

環境管理の５つの管理と国際動向の視点から統合的にとらえ、トレードオフとなる要因を高度なレベルで処理できる能力が

今後のプロジェクト運営には重要となってきます。その意味で、総合技術監理部門を目指して勉強する（テクニックではな

い） ことは、決して無駄にはならないと確信します。まずは知識として蓄え、自分の中でゆっくりと咀嚼しながら実践していく、

今はそういう時期だと思います。 

 

本書は「青本」社団法人日本技術士会（ 第2版 2004 年１月３１日発行 ） の内容を、重複して記述されている箇所を整

理し、表形式や網掛け部分を多用し、視覚的に記憶に留め易いものにしましています。 

 

本年度判ではさらに、総監の技術的体系の理解を深めると共に「択一問題対策副読本」として、以前の兄弟本「総監虎

の巻」の総監キーワード集を取り込み、より活用できるように校正しなおしました。また、前回の版までで、省略していた図

表や計算式も極力記載して、「青本」を参照する必要をなくしました。 

 

この書籍一冊で、「総合技術監理部門の技術体系」の理解と択一問題対策に対応できる構成としました。 

「総監的視点」をより理解しやすく、択一問題集を解く際に併用して使えば効果的な一冊に構成しています。 

 

本書で学習し、多くの「技術士総合技術監理部門」の有資格者が誕生し、活躍することを期待しています。 

本書では、技術士会から公開されている青本第2版の正誤表を添付するとともに訂正箇所を記載しています。 

なお、本書においては青本第2版に引用されている各法の改定に関しては対応していないことを追記しておきます。 

 

「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」からの引用転載を了解していただいた文部科学省の関係者の方

に感謝申し上げます。 

 

平成２４年１月 

上田 活裕 

ハンドルネーム PMP（☆虎） 
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１．技術士総合技術監理の「要求内容と技術体系」 

 

1．1  総合技術監理に要求される機能  （青本第2版 p.2）  

 

総合技術監理に要求される機能として、6つの観点から解説されている。 

① 総合技術監理が必要とされる背景 

② 総合技術監理の範囲 

③ 総合技術監理に要求される能力とその養成 

④ 総合技術監理に必要とされるプロフェッショナルとしての倫理感と国際的視点 

⑤ 総合技術監理の要素技術としての総合管理技術 

⑥ 技術士としての基本的要求事項 

 

１） 総合技術監理が必要とされる背景  （青本第2版 p.2） 

 

科学技術の発達により人々が享受する恩恵は、生活の中に浸透している。しかし、科学技術の巨大化・総合化・複雑化

が進展しており、その発達を個別の技術開発や技術改善のみによって推進することは難しい状況になりつつある。 

 

すなわち、科学技術の発達を推進する業務は 

① 一部の専門家のみによって完結するものではなく、 

② 科学技術は単独でその有効性や価値が生じている訳でもなく、 

③ 企業などの組織活動が技術の有効性を発揮するための大きな基盤となっている。 

④ 事故や環境汚染などが発生した場合の社会への影響も、従来に比して遥かに大きなものとなっている。 

 

科学技術業務の結果として産み出される製造物・製品は、その概念が想起された段階で直ぐに具現化できるものでは

なく、具現化されてもその初期の段階では、高価であるとか、品質を保持できないとか、安全性に問題があるなど様々な不

安定要素を内包するものである。 

しかし、その後に技術的な努力を積み上げることにより、一般の人々が広く利用できるものになる。 

その過程では、経済的に利用可能な製造物・製品とするべくコストの低減や品質の向上が図られるが、そのためには多

くの技術者がそれぞれの能力を十分に発揮できる仕組みや、要素技術の知見などの様々な情報を結集するための仕組み

が必要である。 

また、事故を未然に防止するための技術や事故時でも利用者の安全を確保するための技術も必要であり、騒音防止や

有害排出物の抑制など周辺環境に与える負荷を抑える社会環境の保全も必要となる。 

 

このような状況の中、社会の要求に応え、科学技術を管理し、組織活動を継続的に運用していくには、 

① 業務全般を見渡した俯瞰的な把握・分析に基づいて、 

② 技術の改善及びより合理的なプロセスによる安全性の確保や 

③ 外部環境負荷の低減などを実施する必要があり、 

④ そのための管理技術が強く求められている。 

 

このような総合的な管理活動は、それぞれの要求事項を個別に管理していくことのみで実現することは困難であり、 

複数の要求事項を総合的な判断により全体として監理していくことが必要である。 

また、科学技術がもはや一部の専門家が推進し一部の人がそれを利用するものではなく、地球的規模でその正負両

面の影響を受ける状況になってきていることを踏まえる必要がある。 

 

このような総合的な監理を行い、自らが携わる技術業務が社会全体に与える影響を把握し、社会規範や組織倫理から

定まる行動規範を自らの良心に基づいて遵守する高い倫理観を持った技術者が必要とされている。 
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２） 総合技術監理の範囲  （青本第2版 p.2） 

 

技術士総合技術監理部門では、 

企業などの組織における技術業務全般を見渡し、 

安全性や経済性などに関する総合的な判断に基づいた監理を行うこと 

が可能な技術者を育成､ 認定することを目的としている。 

 

総合技術監理の範囲としては､  

主として経済性管理､ 人的資源管理､ 情報管理､ 安全管理、社会環境管理があり､（表 1-1-1 参照）、 

それに加えて社会的規範や国際的ルールを包括した倫理観や国際的視点なども含まれる。 

 

なお、この総合技術監理において「監理」という文字を使用しているのは、総合技術監理が上述した各管理やその他の

内容を総合して監督する概念であることを明確にするためである。 

 

表 1-1-1  総合技術監理の技術体系の骨子 

総 

合 

技 

術 

監 

理 

経済性管理 コスト・納期・品質 

人的資源管理 人の活用 

情報管理 情報の活用 

安全管理 安全性の確保 

社会環境管理 外部環境負荷低減 

倫理観 社会的規範 

国際的視点 国際ルール 

 

実社会において組織活動やプロジェクトの監理を行う場合、各管理の重要性や優先順位は、組織活動やプロジェクトの

目的もしくは規模によっても異なってくるものであり一意的に定まるものではない。 

例えば、過去に多くの類似経験があるビル建設などのプロジェクトでは経済性管理が優先されるが、規模が小さくとも特

殊な危険物を扱う施設の建設では安全管理が優先されるであろう。 

 

従って、総合技術監理を実施する者は、その組織活動やプロジェクトの内容毎に、各管理の優先順位や実施手順など

を検討し、必要にして十分な監理を実施することを必要とする。 

 

各管理はそれぞれが密接な関係を有しており、お互いに相関を有する場合がほとんどである。 

例えば環境被害が生じたとき、それが社会環境管理の失敗というよりは、事故という安全管理の失敗によりもたらされ、

その背景には人的資源管理あるいは情報管理の抜け落ちがあった、ということも散見される。 

また、安全管理や社会環境管理を実施する場合、その対策に必要となる費用をどれだけかけるかという根本的な問題

に対して、経済性管理としての判断が必要となる。 

 

先に挙げた 5 つの管理の関係を企業の生産活動を例として整理をすると、 

 

企業などの組織が生産活動を行いながら組織を存続していくためには 

① 品質・納期・コストなどを管理する経済性管理を行うだけではなく、 

② 自組織の構成員と設備の安全及び社会からの信頼性を守るための安全管理を行うとともに、 

③ 外部環境を守るための社会環境管理を有効に機能させる必要がある。 

④ 投入できるリソースには制限があり、組織内の重要なリソースである人的資源と情報を有効に活用する必要がある。 

 

つまり、前述したように 

総合的な判断に基づく監理を行うためには、経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全管理、社会環境管理を 

総合的に行う必要が生じる。 
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５） 総合技術監理の要素技術としての総合管理技術  （青本第2版 p.4） 

 

総合技術監理の範囲を構成する 5 つの管理技術は 

それぞれ密接な関係を持ちながらも、それぞれ固有の望ましい方向性を有する。 

従って、これらを独立に実施すれば、互いに相矛盾する選択肢がそれぞれの管理から提示されることになる。 

 

そこで、これらの統一的な結論の提示、もしくは矛盾の解決・調整を行うための管理技術が必要となる。 

この管理技術は、各管理状況を総合的に把握し、不確定な条件での選択をできるだけ合理的に行えることが望ましい。

このような不確定性を持つ事項を管理するための技術を構築するべく、それぞれの個別要素技術の立場に留まらず、総

合管理技術としてより高次のレベルに発展させるための様々なアプローチがなされている。 

 

経済性管理の立場からは、総合的品質管理（Total Quality Management） の訳語であるが、経営戦略との関連からここ

では「総合的」としている。2章においては全社的品質管理の訳語を使用している） と組織経営戦略の策定を結び付ける

方法、管理会計の考え方による方法が存在している。 

また、与えられた選択肢（代替案） の中から も望ましいものを選択するための方法論である意思決定論の考え方を適

用する方法もある。 

安全管理の立場からは、組織経営戦略におけるリスクの視点からマネジメントを統合的に捉えるリスクマネジメント（Risk 

Management）（5．1 節では「リスク管理」を用語として使用しているが、ここでは組織経営戦略との関連を意識し、マネジメン

トを用語として使用している）を適用する方法が存在している。 

いずれも、総合技術監理を行うための総合管理技術として統一的に適用可能という段階には至っていないが、比較的

体系化が進んだ技術として利用されてきている。これらについては、1．3 節において解説を行う。 

 

６） 総合技術監理の技術士としての基本的要求事項  （青本第2版 p.5） 

 

総合技術監理部門は、技術士として特に長い業務経験を要求しており、技術士として要求される基本的事項に対して

は、より高いレベルでの理解と実践が要求されるものである。 

総合技術監理部門の概念をまとめると以下のようになる。 

総合技術監理の概念 

  総合技術監理   

意思決定法 
全体 適化を図る 

（代替案に対する満足決定） 

ステークホルダー

との合意形成 

課題解決技術 
問題解決法 

総合管理技術 
トレードオフ   リスクマネジメント技術 

確率的思考   説明責任 

トレードオフと 
優先順位 

 5 つの管理分野＋αでの「課題」と「問題」  

経済性管理 
（品質・納期・コスト） 

人的資源管理 
（人の活用） 

安全管理 
（安全性の確保） 

情報管理 
（情報の活用） 

社会環境管理 
（外部環境・負荷低減）

国際的視点         プロフェッショナルとしての倫理観 

 

図 1-1-1  総合技術監理の技術体系の骨格  （青本の図とは違います） 
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１．２   総合技術監理の全体構成に関する基本方針  
   

（青本第2版 p.9）  

 

総合技術監理に関連する技術に関して、それぞれの技術ごとに も関連が深い、もしくは親密性が高いと思われる章に

おいてその内容を以下の通り整理している。 

表 1-1-6  総合技術監理の全体構成の基本方針 

（１） 経済性管理の内容 事業企画と事業計画、品質管理、工程管理、原価管理（コスト管理）、設備管理、計

画・管理の数理的手法 

（２） 人的資源管理の内容 人の行動と組織、労働関係法と労務管理、人的資源計画、人的資源開発 

（３） 情報管理の内容 通常業務における情報管理、緊急時の情報管理、ネットワーク社会における情報管

理、情報ネットワーク、情報セキュリティ 

（４） 安全管理の内容 リスク管理、労働安全衛生管理、未然防止活動・技術、危機管理、システム安全工学

手法 

（５） 社会環境管理の内容 環境と社会システム、環境関連法と制度、環境経済評価、環境アセスメント、ライフサ

イクル・アセスメント、組織の環境管理活動と環境アカウンタビリティ 

 

また、ISOに代表される国際機関によって制定されているマネジメントシステムへの対応も、総合技術監理の推進のため

には重要な事項であり、その概要を記述している。 

 

マネジメントシステムは、国際規格のみならず、国内においても自主規格や指針（労働安全衛生マネジメントシステムに

関する指針（7．1．4 節参照）、JIS Q2001 リスクマネジメントシステム構築のための指針など）が制定されており、その適

用も重要である。 

なお、取りまとめた技術や概念及び用語は、その分野の基本となる事項に加え、総合技術監理を行うに際して重要とな

る事項に関しても含んでいる。 

 

これは、既存の部門に対する深い専門知識を持った技術者が総合技術監理を行う上で、自己の専門分野の技術に加

えて、新たに必要とする知識・能力を総合技術監理部門の技術体系として整理しているためである。 
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１．３  総合技術監理における総合管理技術    （青本第2版 p.10）  

 

総合技術監理では、 

経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全管理、社会環境管理の 5 つの管理を独立に行うのではなく、 

互いに有機的に関連づけて、あるいは統一した思想のもとで行う必要がある。 

 

しかし、個別の管理から提示される選択肢は、互いに相反するものであったり、トレードオフの関係にあったりする

ことが多い。 

そこで、これらの統一的な結論の提示、もしくは矛盾の解決・調整を行うための管理技術を「総合管理技術」とする。 

 

しかし、現状ではこのような管理技術として統一的に適用可能な方法論は確立されていないが、比較的体系化が進ん

だ技術として利用されているいくつかのアプローチが存在している。 

経済性管理の立場からは、総合的品質管理と組織経営戦略の策定を結び付ける方法、管理会計の考え方による方法

がある。また、与えられた選択肢（代替案）の中から も望ましいものを選択するための方法論である意思決定論の考え方

を適用する方法もある。 

安全管理の立場からは、組織経営戦略におけるリスクの視点からマネジメントを統合的に捉えるリスクマネジメントを適

用する方法がある。 

これらの総合管理技術は、総合技術監理全体を総括する枠組みとして位置付けられているものではないが、5つの管

理技術の中で共通に、あるいはその調整のために使用されるべき考え方である。 

従って、個別の管理技術において使用している用語や内容と総合管理技術において使用している用語は必ずしも同一

ではない。総合管理技術における概念をそれぞれの管理技術の中で確立されている概念に適用して理解されたい。 

 

各々の総合管理技術は単独で用いられるのではなく、組織の実情や時代の変遷に伴い、あるときはいずれかを重

視した組織運営を行う場合もあれば、いくつかを組み合わせることにより相乗効果の実現を目指すといった活用がな

されるものである。 

 

しかし、いずれの場合でも、経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全管理、社会環境管理それぞれの管理項

目を総合的に勘案し、組織毎もしくはプロジェクト毎に重要性や優先順位を判断することが重要である。 

 

１．３．１  総合管理技術としての総合的品質管理    （青本第2版 p.11）  

 

企業などの組織における活動の多くは、分業を基本として成り立っている。そのため、組織活動が有効であるには、組

織の各構成要素が有機的に調和を保って機能する必要がある。このような組織を実現するためには、組織の構成員全員

が組織の目標を共有し、共通理解を基に活動することが求められる。 

 

総合的品質管理では、顧客の要求品質を経済的に満足することが共通目標となり、経営層から現場までが共有すべき

目標としている。総合的品質管理では、経営層から現場までが一体感を持つことが可能となる分かりやすい考え方を精神

的基盤としていることに特徴があり、組織運営を円滑化する役割を果たしている。 

 

総合品質管理の代表的な考え方を示す。 

表 1-1-7  総合品質管理の代表的な考え方 

（１） 品質第一 

長期的な安定利益を確保するためには、目先の利益よりも顧客満足を優先するという考え方。 

コストはもちろん重要な管理項目であるが、顧客を無視したコスト低減は一時的な利益は得ら

れても、長期的には好ましいことではないとしている。 

（２） プロセス重視 
現象に対する対症療法的な処置を戒め、改善のためには真の原因を取り除く必要があると考

え、プロセスに対する処置を行う考え方。 

（３） 事実に基づく 
全ての管理活動は事実に基づいて行われなければならないとする考え方。 

憶測や類推だけで管理活動を行うことを戒めたものである。 

（４） 人間性尊重 

組織の構成員個々の自主性を尊重し、自らの意思で自発的に行う活動を重視する考え方。 

人間を機械視することを避け、能動的に考えることによって改善が図られ、創造的な活動が促

進されるとする。 
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１．４  問題解決法    （青本第2版 p.15）  

 

総合技術監理を行う技術者には、5 つの管理などの広範囲にわたる 

技術業務全般に関して、総合的な判断を行うとともに、改善策を提案する能力が要求される。 

 

換言すると、個別の技術業務における特定の課題の解決を目的とする場合であっても、 

俯瞰的視点から論理的思考に基づいた解決方法の提案を通じ、 

経営全般を勘案した総合的な判断を下すことができる能力が求められるということである。 

 

しかし、技術業務の実際を想定したとき、現実には課題が露見している場合ばかりではない。 

むしろ、潜在的な課題が存在している状況で、 

現状を分析し、課題の設定を行い、その課題を解決することが重要である。 

 

例えば、総合技術監理としてのリスクマネジメントの視点からも、リスクの発見、特定、及び対策の選択というプロセ

スに代表されるように、総合技術監理を行う上で不可欠の要素である。 

 

総合技術監理を行う技術者には、このような一連の論理的課題解決能力まで含んで要求されている。 

 

こういった課題の抽出・設定及び解決の手法について、現在では多様な問題解決法が提案されている。 

特に、ある程度の人数の協働作業により合意を形成するプロセスは、管理者と従業員における信頼関係の向上を通じ

て、あらゆる管理側面から生産性の向上を導く。 

 

このような特徴を有する問題解決法のうち、代表的かつ汎用的なブレイン・ストーミング法、集団情報構造化法、特性要

因図、過程決定計画図（Process Decision Program Chart：PDPC） の4つの手法について示す。 

 

この他にも、課題研究法や合意形成のための技術としての階層化意思決定法（2．6．4 節参照）、同一内容のアンケート

調査を繰り返して回答者の意見を収斂させていくデルファイ法（長期の技術予測などに用いられることが多い）、価値工学

（2．4．4 項参照）に代表されるいくつかの工学的アプローチなどのツールなどが存在する。 

 

現場でつかわれる品質管理手法であるQC7つ道具や新QC7つ道具などの手法を利用することも有効であり、問題解決

に資するツールとして活用されている。 

これは、層別の考え方、パレート図、チェックシート、連関図などであり（2．2．4 項参照）、これらのツールは品質管理以

外の業務にも展開できる。 

 

関係者の合意を形成していく方法として、ワークショップ（work shop） を結成する方法もあり、参加者の能動的、積極的、

協力的参加を前提として、work（共同して作業を行うこと） とshop（ 自らの考えや体験の公開） により問題解決を図ろうと

する方法である。 

 

一般的には、ケース・スタディ、事例調査、アンケート、インタビューなどにより課題を抽出し、その結果分析により解決

法を探る方法がある。これらの方法では、ある固有事象の課題抽出や解決法の探査を主目的としているが、他の課題への

水平展開の可能性を総合的に検討することも極めて重要であるといえる。 

 

代表的な問題解決法の4つを示す。 

表 1-1-13  代表的な問題解決法 

（１） ブレイン・ストーミング法 少人数のグループでアイデアを自由奔放に出すことにより、課題の要素を抽出す

る方法である。 

要点 ① 人の意見を批判しない 

② 自由に意見を述べる 

③ 多くのアイデアを出す 

④ 他人の意見をヒントにしてさらに考えを発展させる。 

要点が守られない場合 ① グループ力学、同調圧力が働く、 

② 批判されることで対話が制約される、 

③ 発言の時間が平等でないため対話が制約される、 

などの問題点が生じる。 
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２．経済性管理 

（青本第 2 版 p.21）   
 

生産活動は、人（Man）・設備（Machine）・原材料（Material）・金（Money）のいわゆる生産の4Ｍ（ 金（Money）の代わりに、

方法（Method）を加える場合もある ）を入力とし、品質（Quality）、コスト（Cost）、納期（Delivery）の３要素であるQCDに、生

産量（Production）、安全（Safety）、意欲（Morale）を加えた PQCDSM を出力とする活動と考えることができる。 

 

投入と産出の比率が生産性であり、この生産性が高い活動が望ましい生産活動である。 

しかし、品質・コスト・納期などの要素は、一般的にそれぞれのレベルアップには他の犠牲を強いるというトレードオフの

関係にある。 

 

例えば品質管理と原価管理について考えると、品質を高めるためには設備投資や人材の増員といったコスト増を必要と

することがあるし、コストを無理に低減すれば品質の低下に繋がる可能性がある。 

 

総合技術監理を行う技術者は、 

① それぞれの現状レベルを的確に把握し、品質・納期・コストなどがより良い状態になるように、 

② 生産性向上の視点などから 適なリソースの配分を検討し、 

③ さらにその検討結果に基づいて 

それぞれの担当者に的確な指示を出す能力が要求される。 

 

経済性管理のために要求される事項は、 

表 2  経済性管理のために要求される事項 

（１）経済性管理の

初の段階 

事業企画 

と 

事業計画 

経済性管理の 初の段階では、事業企画と事業計画である。 

事業企画では、事業の実現性や収益性に関する検討として、フィージビリティ・スタディを実

施しなければならない。 

その結果、実施が決定すると、事業計画として生産活動の計画を策定する必要がある。 

工場などにおける量産方式では生産計画、建物やプラントの建設では施工計画もしくは工事

計画と呼ばれるものである。 

（２）品質管理 品質管理は、現在の生産活動では も重要な管理項目の一つである。 

需要者・消費者の品質に関する要求は高いレベルにあり、それに応える品質を維持すること

は現代の生産活動ではほぼ絶対条件となっている。 

そのため、品質計画、品質管理手法、品質保証、品質改善といったそれぞれの活動・技術を

十分に理解しておく必要がある。 

また、製造物責任法の施行もあり、製造物に対する責任も生産活動を行う全ての組織に重要

な責務となっている。 

（３）工程管理 事業計画は粗いレベルでの計画であるが、実際に生産活動を実施するためには、生産プロ

セスに対して、その手順、負荷、日程、進行といったものを計画し、実態に応じて改訂していく

ための管理が必要であり、それは工程管理と呼ばれる。 

（４）原価管理 

  （コスト管理） 
生産活動は利益の追求が原則であり、そのためには原価管理を正しく行うことが必要である。

（５）設備管理 品質の向上や生産工程における安全性の確保、コストの抑制などのために、設備管理も非常

に重要な項目である。 

（６）人の管理 人の管理も重要であり、人的資源管理として３章において体系的に扱う。 
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２．１  事業企画と事業計画  （青本第2版 p.24）
 

 

事業における も初期の段階が事業企画である。 

ここでは、事業目的や事業規模を明確化するとともに、事業の収支の予測を行うためのフィージビリティ・スタディ

（実行可能性調査：Feasibility Study：FS） が行われる。 

 

フィージビリティ・スタディの結果、事業の実施が決定されると、続いて事業計画が立案される。 

この段階では、製品やサービスの具体的な内容、必要な技術の調達方法（独自開発するか技術導入するかなど）、

生産場所や部品調達先など、様々な内容の検討を行う必要がある。 

 

工場などにおいては、事業計画として生産計画が立案される。 

その役割は、要求された品質と数量の生産物を、適正な時期に適正なコストで生産することにある。 

生産計画は、需要予測量や生産能力をインプットとし、生産量や労働時間などをアウトプットとする情報変換作業であ

る。（ 表 2-1-1 参照） 

 

表 2-1-1  生産計画におけるインプット／アウトプット情報 

インプット情報 アウトプット情報 

需要予測量 

生産能力 

・生産工程 

・生産時間 

・在庫水準 

・労働力水準 

使用可能資材 

時間標準／コスト標準 

製品の生産量／生産時期 

目標在庫水準 

生産ロットサイズ 

目標労働時間 

正規労働時間／残業／シフト 

部品／原材料の購入量／購入時期 

 

通常は計画期間により、総合生産計画（長期）、基準生産計画（中期）、資材所要量計画（短期）という階層的な生産計

画システムを構築する。 

生産計画は、主として工場での製品製造を念頭においたものであるが、生産技術の高度化や製品サイクルの短命化の

中では、どのような分野でも、系統的な生産計画を持つことが不可欠となってきている。 

つまり、以下に示す計画と名称や詳細な手法は異なっていても、基本的な考え方は共通するものである。 

表 2-1-2  計画期間による生産計画 

総合生産計画 APP 

Aggregate Production Planning 

生産計画の第 1 ステップであり、需要予測量が重要なインプットとなる。 

生産設備などの制約の下で需要予測量と生産能力の差異を調整することになる

が、具体的な実行計画とするためには、より短い期間に対する計画が必要である。 

基準生産計画 MPS 

Material Production Schedule 

終製品毎の生産能力に対する調整を行うが、 終製品は部分製品や部品から

成り立っているのが通常であるため、これらの部品類に対する生産・調達計画が

必要となる。 

資材所要量計画 MRP 

Material Requirements 

Planning 

半製品（部分製品）や部品に対する生産・調達計画に対応する計画である。 

在庫データーや購買データーを用いて、製造部品の生産量や生産時期、購入

部品や原材料の購入量と購入時期などを計画する。 

 

建造物やプラントなどの建設や土木工事などが事業の対象となる場合は、事業計画として、施工計画や工事計画が立

案される。 

工事の方法や手順、管理方法などを検討し計画として策定するものであり、仮設計画、工程計画、予算計画、安全衛生

管理計画、工法計画などが含まれる。 
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３．人的資源管理 

 （青本第 2 版 p.67） 
 

組織やプロジェクトにおいて、その所与の目的を達成するためには、関係する人的資源、つまり構成員の能力を 大限

に発揮させるように適切な運営を行うとともに、継続的に構成員の能力開発を行っていく必要がある。 

労働関係の法体系によって定められた規定を遵守することは当然であるが、より良い職場環境を提供するためには、そ

れぞれの職場環境に応じた管理を実践し人的資源の活用計画を図ることが求められる。 

 

また、人の能力は常に一定ではない。環境や教育訓練によって個人的な能力は向上するものであるし、職場のある単位

による活動などによってグループとしての能力向上も期待できる。 

 

総合技術監理を行う技術者に要求される人的資源の管理技術は、 

① 労働関係の法体系を遵守しつつ、 

② より良い労務管理を実現するための技術 

③ 及び人的資源の 適な活用と 

④ その継続的な能力開発を、促すための技術である。 

 

人的資源管理を適切に行うためには、その組織構造を適切に把握することが必要である。 

そのためには、人の行動モデルを理解し、その行動原理に基づいて組織における分業と調整の体系である組織形態を

認識しなければならない。 

 

組織形態においては、分業関係と部門化、権限関係、伝達と協議の関係、そして公式化に関して理解する必要がある。

組織形態がハードとすれば、組織文化はソフトに相当する。 

 

価値観・信念行動規範といった組織文化を共有することにより、組織で働く人々の間で行動や判断の指針を共有するこ

とができるが、その際には組織におけるリーダーシップの存在も重要な要件となる。 

 

組織では、従業員の業務に取り組む意欲やモチベーションを高めるために、従業員の作業環境や労働時間を適切に管

理する必要がある。そのための管理技術が労務管理であるが、管理を行う上で も重要となるのは労働関係法の体系であ

る。 

法による規定は必要 小限度のものであるが、それを超えてより良い管理体系を職場に応じて構築していくことが必要

である。ここでは、労務管理の中で組織やプロジェクトを管理する上で重要となるものとして、労働時間管理、賃金管理、労

使関係管理を取り上げている。 

 

また、人的資源管理の方法により、従業員のモラルやモチベーションも大きく変わってくる。そこでそれぞれの組織やプ

ロジェクトにより、人的資源計画を適切に行う必要がある。そのためには、職務分析と職務設計を手始めとして、適切な雇用

形態を構築し、人間関係にも十分に配慮したプロジェクト管理を実践する必要がある。 

 

組織における人的資源開発とは、業務とある程度切り離した教育訓練計画を策定して実行すること、職場における仕事

を通じて能力を育成することの両方が含まれる。 

 

また、構成員の仕事の評価を人事考課によって表現することも従業員の現在ならびに今後の仕事への取り組みに大き

な影響を及ぼすものであり、人材育成の一手段といえる。 

 

また、職場におけるQCサークルや勉強会、その他の自発的な活動によってそのグループ全体の能力向上が図られるこ

とや、グループ間の競争を促すことによって全体のレベルアップに繋げることも重要な方法である。 
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３．１  人の行動と組織  （青本第2版 p.69）  

 

人の管理やそのための組織について考える際には、 

人の特徴をある程度単純化したモデルとして捉えることも必要となる。 

ただし、人の行動モデルは様々であり、必要に応じて使い分けることになる。 

また、人が所属する組織には、さまざまな組織形態と組織文化がある。 

これらを理解することが、人の管理や組織の管理に必要である。 

 

人の行動モデルには、「情緒的に行動する」または「合理的に行動する」などの考え方がある。 

また、「人間は生来仕事がきらいだ」と考えるか「自ら進んで考え行動する」と考えるかによって対応も異なるが、現代の組

織運営は基本的に後者の考え方に基づくべきとされている。 

 

前者の考え方は科学的管理法を背景としているが、これは作業分析や動作分析に基づいて従業員への適切な仕事の

割り振りを検討するものであり、今日の効率的な生産方式の基礎となる画期的な考え方である。 

 

しかし、人の管理という意味では、人を機械の一種のように捉える一面もあり、現代では職場の人間関係をより重視する

人間関係論、さらに進んで人の行動を様々な内的・外的条件から考える行動科学的アプローチの重要性が強調されてい

る。 

 

欲求は個人が持つものであるのに対し、インセンティブは組織が与えるものである。 

組織はインセンティブを与えることによって個人の欲求を満たし、個人をそれぞれの仕事により積極的に取り組むように

仕向けることができる。 

 

このような人の行動モデルや行動原理を基に、組織における分業と調整の体系である組織形態を決めることとなる。 

組織形態の大筋を決めるには、分業関係と部門化、権限関係、伝達と協議の関係、そして公式化に関しての決定を行う

必要がある。これらのそれぞれについて決定を行い、それに基づいて組織形態が決まることとなる。 

代表的なものには、職能別組織、事業部制組織、マトリックス組織があるが、各組織はその特徴に応じて具体的な組織

態を決定することとなる。 

 

組織形態をハードとすれば、組織文化はソフトに相当する。組織文化とは、価値観、信念、行動規範の３要素からなり、

これらを共有することによって、組織で働く人々の間で行動や判断の指針が共有される。 

 

また、コミュニケーションが容易となる、学習すべきことや重要な情報は何かということがそれぞれ分かるなど、組織には

様々な利点がもたらされる。 

 

しかし組織文化は同時に、思考様式の均一化と自己保存本能をもたらすというデメリットも有している。 

組織形態と組織文化の他に、組織にはリーダーシップも重要な要素である。 

リーダーは、組織文化を踏まえつつ、構成員が所与組織形態の中でその能力を発揮するために、構成員に影響を与え

協働を促進する機能が求められる。 

 

PM理論によれば、それは組織の目標達成や課題解決に関する機能（Performance）と組織の維持を目的とする機能

（Maintenance）の２つである。そのためには、その集団の構成員に十分な影響を与えることができる影響力が必要である。 

 

影響力の源泉となるものは、情報、知識、好ましい対人関係、優れた実績、評判、公式の権限、必要とされる諸資源を

集めることができるネットワークなどである。 
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４．情報管理 

（青本第 2 版 p.92） 

 

企業などの組織では、知的財産を含む情報を経営資源の一つとして戦略的に活用して組織活動を行わなければ

ならない。 

特に経営におけるスピードが重視されるようになった昨今では、適切な意思決定が行えるようにするために、必要

な情報がタイムリーに収集・処理され、意思決定者に届けられる仕組みを作っておく必要がある。 

また、緊急時の情報伝達は特に大規模な組織や大型プロジェクトにおいては重要であり、危機管理（5．4 節参照） 

の視点からその情報連絡体制や広報活動の体制を整備する必要がある。 

 
近では情報管理を行うための有効な手段として、コンピュータを利用した情報システムが多くの組織で導入されている。

コンピュータを利用した情報管理には、情報伝達の正確性・迅速性といった利点がある反面、システム障害やコンピュータ

ウィルスの問題など、情報セキュリティに関する負の影響が組織全体に短時間で広まる可能性を持っている。 
 

総合技術監理を行う技術者に要求される情報管理技術は、 

① 平常時及び緊急時における情報の収集・分析・蓄積・伝達を的確に行うための体制を構築するための技術、 

② 知的財産など情報そのものを管理するための基礎知識、 

③ そして近年重要性が増しているネットワーク技術と情報セキュリティに関する理解能力である。 

 

情報・通信分野は技術進歩が早い。そのため常に 新の技術動向に注意を向ける姿勢が重要である。 

 
組織における情報の管理形態は、大きく、通常業務における情報管理と緊急時における情報管理に分けることができ

る。 
通常業務における情報管理では、幅広い情報を収集・蓄積し、さらにそれらを分析・抽出して、必要にして十分な量と質

の情報を必要なときに意思決定者に伝えることが重要となる。 
緊急時の情報管理においては、投入できるリソースが限定され、限られた時間の中で情報を収集・分析・伝達することが

求められる。また、緊急時の情報伝達では、通常業務において情報を共有している部署以外に対する情報伝達や一般公

衆への情報伝達も含まれる。 
 
現在はネットワーク社会と呼ばれるように、情報管理の手段が電子化される傾向にあり、従来の情報管理とは異なった概

念が必要となってきている。ネットワーク社会において情報管理を行っていくためには、匿名性が高いことや情報伝達のス

ピードが格段に速いことなど、従来の概念とは異なる点を理解することが求められる。 
ネットワークという新しいメディアを利用する今日の社会では、主に紙などのメディアにより情報が伝達されていた時代と

比較して、効率的な情報伝達が可能となった反面、情報リスクが増大している。そのため、情報を守るための取り組みが以

前よりも重要となっている。 
 
また、コンピュータ・ネットワーク上では、無意識のうちに自分自身が他人の情報を侵害し、加害者となる危険性もある。 
自分自身の情報を守り、他人の情報を侵害しないためにも、法による規定を理解しそれを遵守することがまずは重要で

ある。 
ただし、法を理解しているだけでは日常生活における盗難や窃盗などの被害を防ぐことが困難なように、情報を守ろうと

する場合には、それ相応の情報セキュリティ技術が必要となる。 
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４．１  通常業務における情報管理  （青本第 2 版 p.94）
 
 

 
企業などの組織における通常業務活動では、様々な情報を処理しながら日々業務を行っている。 

ひと口に情報といっても様々なものがあり、職能別、問題別、形態別などに分類することができる。 
例えば形態別の分類を考えると、従来は紙面や口頭による情報がほとんどであったが、現在では電子情報の重要性が

増している状況にある。 

組織では、このような情報を必要に応じて加工し、 

適切な内容と量の情報を意思決定者に届けて、意思決定を行っている。 

そのためには、管理すべき情報が体系的に整理されていることが重要である。 

 
また、組織外に目を向けると、近年は情報公開に対する社会的な要求が高まっている。従来は PR 情報以外については

基本的に開示しない場合が多かったが、組織の戦略手段として情報公開を活用していくことが求められている。そのため

には、開示基準を組織内で明確にすることも必要となる。 
 
以上のような情報管理を実践していく上で、電子情報を取り扱う情報システムはますます重要になってきている。 
 

迅速かつ適切な情報伝達を行うためには、 

業務・管理・戦略といったそれぞれのレベルでの意思決定と 

組織内情報を結びつける情報システムを適切に構成する必要がある。 

 

そのためには、個別独立的な情報システムから、共用データーベースなどを利用した統一的な情報システムの構築が求

められている。 

また、オープンシステム化とシステム統合化の流れにより、情報システムそれ自体の費用評価も、導入費用のみならず、

ランニングコストまで含めた総所有コスト（Total Cost of Ownership：TCO）で考える必要性が生じてきている。 
 

情報システムを真に活用していくためには、戦略的に組織内の資源を活用することを目指し、一般的な情報やデーター

の管理だけでなく、言葉や文章で表現しにくい知識や知恵を含めたナレッジ全般を管理することが重要である。 
そのための管理手法が、多くの組織で取り組み始めているナレッジ・マネジメントである。 

ナレッジ・マネジメントでは、暗黙知から形式知への変換もしくは形式知から暗黙知への変換が重要な鍵となる。 

通常業務における情報管理を総合技術監理の立場から実践するためには、知的財産の知識を欠くことはできない。 
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあり、研究開発のみならず、販売や物流におい

ても関わってくる法律知識である。 
 
近年では、ソフトウェアやビジネスモデルに対しても、特許が認められる方向に社会が進んでおり、インターネット

（internet） などの情報ネットワークの普及を背景とした変化であるといえる。 

また、これらに関連して、独占禁止法とコンプライアンス（法令遵守：compliance）プログラムについても、理解しておく必

要がある。 



青本の徹底理解 2015                                           青本の徹底理解 2015 

 

116 116 

５．安全管理 

（青本第 2 版 p.129） 

 

従来からの安全管理では、労働安全衛生に関する取り組みや、火災や爆発などの個別被害形態毎に未然防止対

策を検討することが中心であった。 

しかし近年は、細分化した安全対策を実施するのではなく、組織全体のマネジメントの問題として取り組むことが必

要な状況になってきている。 

リスク管理や危機管理はそのために体系化されてきたものである。 

日本における労働安全衛生に対する取り組みは、労働安全衛生法を主要な法令として、行政による監督・規制によ

って実施していくやり方が取られてきた。近年の世界的な動向として、安全を管理システムによって管理していく状況

になってきている。 

 
労働安全衛生マネジメントシステム（OHSMS Occupational Health and Safety Management System）であり、OHSAS（7．

1．4 項参照）と同一のものである）がその代表的な国際規格（7．1．4 節参照）である。 

国内でもそれを受ける形で、中央労働災害防止協会をはじめとする団体の自主規格制定、労働省による労働安全衛生

マネジメントシステムに関する指針の告示（1999 年 4 月）などが行われている。 
労働安全衛生を管理システムとして捉えるということは、規制よりも自主管理を主体として対応することを意味する。 
 
OHSMS の中でも重要な役割を果たすのは、リスクアセスメントである。 

リスクアセスメントの結果に基づいて立案した計画を実施するとともに継続的改善を図ることが求められている。 
従来は人に頼っていた安全について、論理的な安全レベルを技術によって担保することが求められているが、その第一

歩はリスクアセスメントである。 
 

総合技術監理を行う立場では、 

安全といった場合には労働安全衛生以外にも考慮しなければならない項目は様々に存在する。 

 

例えば、近年その対応の重要性が増している社会的リスク（セクシャルハラスメント、海外における文化摩擦など）や情

報リスク（情報漏えい、情報遮断など）に対する対応も組織や部署の安全を担保する上で考慮する必要がある。 

 

それらを一体的に管理する手法がリスク管理や危機管理と呼ばれるものである。 

 
以上のような状況を踏まえ、総合的な安全管理手法としてのリスク管理を取り上げる。 
その中では、リスク管理を実施する際に理解しておく必要がある。リスク受容性やリスクコミュニケーションについて説明

する。 
労働安全衛生管理については、労働安全衛生法や労働安全衛生管理システムに基づいて管理を実施する際に重要と

なる事項を中心にまとめる。 
 
さらに、未然防止活動・技術として、職場における小集団活動やヒヤリハット活動、設備やシステムの信頼性・安全性を

向上させるための技術について述べる。 
 
また、安全管理を実施していく上で必要となる技術であるシステム安全工学手法、リスクに対する確率的思考の基礎と

なるシステム信頼度解析の関連部分について、説明する。 
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５．１  リスク管理  （青本第 2 版 p.131～132） 

 

リスク管理とは、 

組織やプロジェクトに潜在するリスク（risk）を把握し、 

そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて 

効果的な対処法を検討及び実施するための技術体系である。 

 
リスク管理を実施する際は、組織やプロジェクトに関係する多様なリスクの存在を知り、それぞれのリスクに対して 適な

分析・評価技術を用いてアセスメントを行い、明確な対応方針に基づいて対策を検討することが必要である。 
図 5－５－1 に示した図は、リスク管理システムの例である。 
 

組織やプロジェクトにおいてリスク管理を実施する場合、まず

実施しなければならないのはリスク対応方針の策定である。 
リスク対応方針は、安全活動方針と事故時対応方針に分けら

れる。 
人命優先や環境被害の 小化は当然であるが、安全確保に

関する基本的な考え方を示し、全ての活動がこの方針に従っ

て実施されていくことを全ての組織構成員に周知・共有するこ

とが重要である。 

次いで、リスクに関する情報を分析してハザード（危険要因：

hazard）を特定することにより、組織に重大な結果をもたらす可

能性のあるリスク及び結果の重大性の判断が困難なリスクを把

握するリスク特定を行う。 

リスクアセスメントの主要な内容は、リスク解析とリスク評価であ

る。 
リスク解析では、まずシナリオ分析によるリスクの見積りを行

い、次いでシステム安全工学などの工学的手法によるリスク算

定を行う。 
リスク算定は発生確率の算定と被害規模の算定の 2 つを実施

する必要がある。 
また、リスクを評価し対応方針を検討するためには、弱点分析

を行い、どの部分に対策を講じることが適切かを把握する。 
リスク算定のサイクルの中で対策が必要と判断されたものに対

しては、対策効果を把握するため、リスク解析により算出された

リスクがどの程度減少するかを検討する対策効果算定を行う。 

リスク評価では、リスク解析により算定されたリスクの大小及び

その特性によって、対応方針を決定する。 
対応方針には、リスク保有、リスク低減、リスク回避、リスク移

転の 4 つが考えられる。 

リスク対策は、得られたリスクの大小や特性によりリスク対応方

針に基づき、様々な対策可能性の中から 適な対策を選択す

る行為である。 
対策にはコスト増や人的資源の投入が必要となるため、総合

的な技術監理の視点が必要になる。 
また、リスク管理を実施するには、リスクがどのように理解される

かというリスク認知に関する検討を行う必要がある。 

図 5-5-1  リスク管理システムの例 

 
組織内外に対するリスクの伝達や説明責任も重要な内容である。 
そのためのリスクコミュニケーション（risk communication）に関してもリスク管理の重要な項目として挙げられる。 

リスクを完全に管理することは不可能であるため、リスク基準もしくは許容限界を示してその説明責任を果たすことは

リスク管理システムとして不可欠ともいえる。 
リスクコミュニケーションの目的の１つは、リスクが存在する事象や科学技術に対する社会的受容（Public 

Acceptance：PA）を高めることにある。 

広義のリスク管理として危機管理を含める考え方もあるが、両者の違いについても記述している。 
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６．社会環境管理 

（青本第 2 版 p.172） 
 

社会環境管理の目的は、組織やプロジェクトの生産活動が外部環境に対して与える負荷を低減することにある。 

近年、組織活動による社会システムへの環境影響が注目されており、組織に課せられている環境面での責務がより

一層大きくなりつつある。 

生産活動は、外部環境に対して全く影響を与えないことは不可能であるため、影響の低減のために基準を設け、そ

の遵守を通じて負荷の低減を目指す必要がある。 

基準には、直接的に社会が組織に要求する基準と、組織が自発的に自らに課す基準とがあり、どちらも社会の一員

である組織が社会に対して果たす役割といえる。 

 
例えば環境関連の法律や制度などは直接的な義務である。また、組織内に社会環境管理のためのシステムを構築する

ことや手法を導入することは、社会からの暗黙の要求であり、自発的に組織が取り組むべき姿勢でもある。組織内で社会環

境管理活動を実践する際の一つの方策として、内部の生産活動を外部の経済システムの一部として考えることが挙げられ

る。 
組織の生産活動の多くの要素は経済に依存しているため、外部の経済システムの中に自らの生産活動を一体化して捉

えることによって、組織の自由度を大きく制限することなく社会環境管理を実施することができる。 
例えば、環境を利用する場合は、それに伴って環境に与える負荷分の出費を行うとして費用に換算するという考え方が

ある。社会環境をより多く利用する組織やプロジェクトでは、より多くの費用を出費することによって社会環境を利用すること

になる。 

そのため、社会環境の利用水準を下げるか、他の支出を抑制することにより社会環境を利用するための費用を捻出す

るかといった、組織としての総合的判断が求められることになる。 

このように、経済システムの中で考えることにより、組織やプロジェクトとしての自由度を保ったまま、社会環境管理を行う

ことが可能となる。 
 

総合技術監理を行う技術者には、 

① 組織に社会環境管理活動として要求されていることを認識し、 

② それを実現する実践手段を理解する必要がある。 

③ 加えて、法や制度による規定を十分に理解し 

④ 適切な対応を行える技術を身に付ける必要がある。 

⑤ また、経済性の観点などから組織活動が社会環境に与える影響を検討し、 

⑥ 必要な対策を判断できる能力が要求される。 

 
本章では、社会動向を踏まえ、組織に要求される環境配慮への取り組みについてその方向性を示している。組織の業

績や社会貢献と並び、環境配慮型の活動であるか否かも組織の価値を決める重要な要素となりつつある。 
次に、組織が遵守すべき環境関連の法律・制度について示している。例えば、企業などの組織における生産活動に伴

って廃棄物が産み出されるが、産業廃棄物の管理は組織としての重要な責務であり、社会環境への負荷を低減するため

の保管・処分を組織的に行う必要がある。 
そして、環境評価の意義や役割を、環境問題と環境対策の中で位置付けるとともに、それに関連する様々な分野での共

通の課題を述べる。また、環境の価値付けに関する重要な技術として、具体的に環境の経済価値を評価する手法を示す。

次に、ある事業などの環境への影響を予測する環境アセスメントに関する技術として、影響の予測方法について示してい

く。 
さらに、環境への影響評価として、各製品が製造初期から廃棄されるまでに環境に対してどのように影響を与えるのかを

評価するライフサイクル・アセスメント、及びその中で実施される環境への影響の評価方法を示していく。 
後に、組織における環境管理活動について、具体例を示す。今日の社会では、環境問題に関して企業などの組織の

果たす役割は非常に大きく、その責任のあり方も変化してきている。 
 
組織自らが環境管理システムを運営し、組織活動における環境アカウンタビリティつまり説明の義務・報告責任を果た

すことは重要な責務である。 
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６．１  環境と社会システム   （青本第 2 版 p.175） 

 

近年では、組織活動による社会システムへの環境影響が注目されており、 

組織に課せられている環境面での責務がより一層大きくなりつつある。 

また現状では、環境面における組織の社会システムとの関わり方が、 

その組織に対する社会的評価の一側面を担っている。 

つまり、組織の業績や社会貢献と並び、 

環境配慮型の活動であるか否かも組織の価値を決める重要な要素となりつつある。 

そのため、組織は社会システムにおける自らの環境影響に意識を置き、社会の一員として 

果たすべき役割を十分に認識しつつその組織活動を実践していく必要がある。 

 
まず、世界的に謳われている持続可能な開発の概念は、製造者、消費者、政策決定者などの経済活動を営む全ての者

において念頭に置くべき重要な概念である。 
 
特に持続可能性の指標である資源生産性や環境効率は、近年では企業などの環境報告書に記載されるようになり、組

織活動の評価指標として用いられている。 
 

また、市場経済に循環型社会の形成への取り組みを織り込んでいくために、企業などの組織に対して様々な環境配慮

に資する要求がなされている。 
このような要求は、環境政策として社会経済システムの見直しを図るものであり、具体的には拡大生産者責任（Extended 

Producer Responsibility：EPR）の導入・強化、適正な費用負担方式の導入、税制などの経済的手法の導入、グリーン購入

の一層の推進などがある。 
 
特に、拡大生産者責任については、循環型社会形成推進基本法において製品などの製造者が果たすべき責務が規定

されており、総合技術監理を行う技術者にとって不可避な概念である。 
 
さらに、組織が地球環境への負荷低減を積極的に経営に取り入れることを意味する環境経営においては、経済性管理

と社会環境管理の両方の側面を考慮したアプローチが重要となる。 
環境経営の視点では、環境負荷低減のための組織活動を、経済的なコストダウンと同時並行的に実現することが可能な

場合もある。こういった環境経営に関する端的な評価として、近年ではエコファンドが広まってきている。 
 
これらの概念は、社会環境面における世界的な要求（持続可能な開発）、組織活動一般に対する要求（拡大生産者責

任）、ある組織の活動に対する要求（環境経営） の順に、マクロ的視点から徐々に展開して示すことができる。 

 
これらの概念については、組織活動を行っていく際の詳細な管理手法を提示するものではないが、次節以降に述べる

法体系や手法の前提となる重要な概念である。 
 
社会環境管理の側面においては、管理手法などの詳細な技術的手順は日々新たなるものが生み出されているのが現

状であるが、この概念は総合技術監理における社会環境管理を検討する際の軸となるものである。 
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７．総合技術監理と国際動向 

（青本第 2 版 p.211） 
 

今日の日本では、多くの企業が外国との取引や外国での生産活動を行っており、日本の製造業は国際化が進んだ産業

の 1 つと考えられる。日本国内で経済活動を行う場合には日本の法律や規格、基準が特に重要となるが、外国で生産活

動やプロジェクトを実施する場合や、国際的に製品を流通させる場合には、様々な国や地域で受け入れられるように国際

的な規格や基準に準じて製品を製造することが必要となる。この中には、品質に関する基準や規格だけでなく、環境や労

働安全衛生などに関するものも含まれる。 
 

総合技術監理では、 

企業などの組織における技術業務全般を見渡すことが重要であるが、 

国際化が進んだ今日では、品質や環境、労働衛生などの様々な管理の際に、国内の規格や基準のみならず 

国際的な規格や基準に関する理解も必要となる。 

 

近では、ISO（国際標準化機構）などによって制定された 

国際規格の認証取得が活発化しており、国際規格の重要性がますます高まっている。 

また、技術者が国際的な舞台で活躍するためには、技術者資格の国際相互承認の整備も重要となる。 

日本を含めたアジアの国々においても、の国際相互承認に向けた取り組みが進められている。 

 

7．1 国際規格  （青本第 2 版 p.213） 

 
原料を輸入し製品を輸出することで発展してきた日本では、製品は日本国内だけでなく国際的に通用する必要があり、

国際的な市場における技術面やコスト面での優位性とともに、国際的な規格に準じた製品の製造が必要であった。 
国際規格は、物資やサービスの国際的流通を保証する技術的裏付けであり、国際規格に準じた製品を製造することによ

り、例えばクレジットカードやフイルムの感度表示、ねじなどが、国は違っても世界中で同じように利用することが可能となっ

ている。 

 
図 7-1-1  標準化のレベルのイメージ 

 

国際規格だけでなく、標準化の取り組みは様々なレベルで行われており、図 7―1―1 に示すようなピラミッド構造に喩え

ることができる。国際規格はピラミッドの頂点に位置する規格であり、国際規格を制定する主な機関としては、ISO（国際標

準化機構：International Organization for Standardization）及び IEC（国際電気標準化会義：International Electro technical 

Commission）がある。ISO は電気分野以外のほとんどの分野について標準化を推進する機関であり、IEC は電気分野の標

準化を担当している。 
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日本国内の規格のほとんどは関係する国際規格の考え方を取り込んでおり、国内規格が国際規格と同等の意味を持つ

場合もあるため、国際規格の認証取得にのみ注目するのではなく、国際規格及び国内規格の考え方を理解することがま

ず重要である。また、これまでは国際規格が先に制定されて国内規格に取り込まれることが多かった。 

国際規格の制定でリーダーシップを発揮し、自らの国内規格の考え方を国際規格に取り込むことは国内産業にとって

非常に有利なことであり、今後は日本もこれまで以上にリーダーシップを発揮していくことが望まれる。 

ここでは、総合技術監理に関係する代表的な国際規格として、以下の国際規格の概要を説明する。 

表 7-1-1 国際規格の概要 

（１） ISO9000 シリーズ 品質マネジメントシステム 

（２） ISO10006 プロジェクトマネジメントにおける品質の指針 

（３） ISO／IEC17799 情報セキュリティ管理実施基準 

（４） OHSAS18000 シリーズ 労働安全衛生マネジメントシステム 

（５） ISO14000 シリーズ 環境マネジメントシステム 

 

７．１．１  IS09000 シリーズ （品質マネジメントシステム）  （青本第 2 版 p.214） 

 

ISO9000 シリーズとは、 

ISO によって制定された「品質管理及び品質保証に関する規格」であり、 

製品そのものを保証する JIS マーク表示許可制度などとは異なり、 

品質管理システムそのものを保証するための要求事項を規定している。 

 
ISO9000 シリーズは、以前は ISO9000～ISO9004 により構成されていたが、2000 年の改訂に際して、ISO9001～ 

ISO9003 は ISO9001 に統合され（認証目的に使用されるのは ISO9001）、ISO14000 シリーズとの整合性をとるために PDCA 

サイクルが適用されるようになった。さらに、顧客志向・顧客満足という考えも取り入れられるようになった。 

ISO9000 シリーズにおける品質マネジメントシステムの要求事項の構成を表 7－1－2 に示す。 

以下の要求事項を基にした品質マネジメントを行うことにより、① 顧客の信用と販路拡大、② 品質の安定と不良率の

低減といったメリットが期待できる。 

表 7-1-2  品質マネジメントシステムの構成 

章とタイトル 要求事項 

（４） 品質マネジメントシステム 4.1 一般要求事項 

4.2 文書化に対する要求事項 

（５） 経営者層の責任 5.1 経営者層のコミットメント（関与） 

5.2 顧客への焦点 

5.3 品質方針 

5.4 計画 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.6 マネジメントレビュー 

（６） 経営資源の管理 6.1 経営資源の提供 

6.2 人的資源 

6.3 インフラストラクチャー 

6.4 作業環境 

（７） 製品の実現化 7.1 製品実現化の計画 

7.2 顧客関連のプロセス 

7.3 設計 

7.4 購買 

7.5 生産及びサービス提供 

7.6 監視及び測定装置の管理 

（８） 測定、分析及び改善 8.1 一般 

8.2 監視及び測定 

8.3 不適合製品の管理 

8.4 データー分析 

8.5 是正処置 
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８．総監キーワード集 

 

８．１  『総合技術監理部門の技術体系』内容構成 
1.1.1 技術士法 省略 

1.1.2 継続教育 省略 

1.1.3 技術者倫理 省略 

1.2 基本方針 省略 

1.3 総合管理技術 省略 

1.3.1 総合的品質管理 総合的品質管理では、顧客の要求品質を経済的に満足することが共通目標となり、経営層から現

場までが共有すべき目標としている。総合的品質管理では、経営層から現場までが一体感を持つ

ことが可能となる分かりやすい考え方を精神的基盤としていることに特徴があり、組織運営を円滑

化する役割を果たしている。 

総合品質管理の代表的な

考え方 

①品質第一 長期的な安定利益を確保するためには、目先の利益よりも顧客満足を優

先するという考え方。 

コストはもちろん重要な管理項目であるが、顧客を無視したコスト低減は一

時的な利益は得られても、長期的には好ましいことではないとしている。 

②プロセス重視 現象に対する対症療法的な処置を戒め、改善のためには真の原因を取り

除く必要があると考え、プロセスに対する処置を行う考え方。 

③事実に基づく 全ての管理活動は事実に基づいて行われなければならないとする考え

方。憶測や類推だけで管理活動を行うことを戒めたものである。 

④人間性尊重 組織の構成員個々の自主性を尊重し、自らの意思で自発的に行う活動を

重視する考え方。 

人間を機械視することを避け、能動的に考えることによって改善が図られ、

創造的な活動が促進されるとする。 

1.3.2 管理会計 管理会計は経営者がより良い経営を実行するための財務情報を整理するプロセスである。 

管理会計は、経営者の意思決定に必要な情報を整理することに重点を置く。つまり、経営者が自

らの企業の経済活動の方向を戦略的に決定し、部下の管理者の経済的決定に影響を与え、彼ら

の業績を評価し、将来の経済活動をよりよい状態にするための財務情報システムとして活用するも

のである。これは通常の財務会計と比較するとその性格がより分かりやすい。 

財務会計 財務会計は組織に関する財務情報を主として組織外部に報告するプロセスである。 

割引現在価値（DCF） 米国で主流の資産評価法で、ディスカウント・キャッシュ・フロー（割引現在価値）方式の略。 

融資先の将来の収益を正確に推計し、それをもとに回収不能になるリスクなどを差し引いて現在の

債権価値を導き出す。 

これまで整理回収機構（RCC）が行ってきた不良債権買い取りでは、企業清算を前提とした「清算

価格」を用いていたため、「破たん懸念先」以下の債権で、買い取り価格が簿価の 10％前後と低い

設定となっていた。 

産業再生機構は企業の存続を前提としており、DCF 方式で算出することで高めの価格設定が可

能となる。 

金融再生プログラムでは、返済の遅れがある大口の「要管理先」債権に対する貸倒引当金の算出

方法として大手銀行が採用する方向が盛り込まれた。 

1.3.3 意思決定 意思決定とは、行為を遂行するに際し、いくつかの行為の代替案の中から一つを選択することで

ある。 

意思決定のプロセス ①情報の収集  意思決定の対象となる問題の識別 

②代替案の設計  問題解決の代替案を列挙 

③選択   一定の評価基準により代替案の中から 適なものを選択 

④再検討     選択した代替案の実行結果の分析及び再評価 
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 条件下の意思決定 ①確定条件下の

意思決定 

ある代替案を選択したとき、ある特定の結果が生じることが明らかな場合であ

り、各選択の結果が知られている。 

その効用もわかるため、どの代替案を選ぶべきかは、ほぼ自動的に決まる。リ

スク条件下の意思決定では、通常、期待効用（既知の確率分布に従って効用

の期待値をとる）が計算され、それが も大きい代替案が選択される。 

②リスク条件下の

意思決定 

ある代替案を選択したとき、複数の結果が生じる可能性があるが、それらの結

果が生じる確率が既知の場合である。 

③不確実条件下

の意思決定 

ある代替案を選択したとき、起こり得る結果の集合はわかるが、個々の結果の

起こり得る確率が未知の場合である。 

意思決定者の悲観・楽観などいろいろな立場から複数の決定ルールが存在

しうる。 

ゲーム理論のミニマックス原理（各代替案の 悪事態を想定し、その 悪の程

度が も小さい代替案を選択する保守的な考え方）などもその一つである。 

④その他 ある代替案を選択したとき、起こり得る結果の集合すらわからない場合である。

効用 ある代替案を選択したとき、その結果がどの程度望ましいかを示す満足度。 

適決定 意思決定の問題は、日常的に当面する複雑な意思決定環境において、さまざまな制約条件のもと

での目標を 大化するための 適決定の問題である。 

全ての代替案の結果を予想して、その効用を比較し代替案を決定する。 

全ての代替案を知るためにかかる労力ほど効用があるかが問題。 

1.3.4 リスクマネジメント 安全管理を参照。 

1.4 問題解決法 代表方法 4 つ、ブレイン・ストーミング法、集団情報構造化法、特性要因図、過程決定計画図 

ブレイン・ストーミング法 

（Brain Storming） 

・少人数のグループでアイデアを自由奔放に出すことにより、課題の要素を抽出する方法。 

・ブレイン・ストーミング（以下 BS）は米国の広告会社の副社長、アレックス・オズボーンが創始した

発散技法。 

・1950 年代に日本に紹介され。この技法は、精神病の発作から命名されている。 

・参加人数は、5～7 名程度が適当。 

・ブレイン・ストーミングが発想のために役立つことは、KJ 法や NM 法でも認められている。 

<基本ルール> 

要点 

①批判厳禁：自由にものがいえる。人の意見を批判しない。 

②自由奔放：ばかなことをいっても許される。自由に意見を述べる。 

③質より量：量が質を生む（下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる）。 

多くのアイデアを出す。 

④結合改善：他人の発言に便乗してよりよいアイデアにする。 

他人の意見をヒントにしてさらに考えを発展させる。 

この 4 番目は、弁証法におけるアウフヘーベンを試みるのだといいかえること

ができる。 

要点が守られない

場合 

①グループ力学、同調圧力が働く 

②批判されることで対話が制約される 

③発言の時間が平等でないため対話が制約されるなどの問題点が生じる。 

バリエーション 

CBS 法 

①CBS（カード・ブレイン・ストーミング）：カードを用いてブレイン・ストーミング

を行う 

②ブレイン・ライティング：同じテーマを、個人毎に決められた時間内に、3つと

か 4 つずつ書き出していく。 

ゴードン法 ③ゴードン法：テーマに対する先入観を外すために、本当のテーマ（缶の開

け方）を教えずに（例えば、単に「開ける」という課題で）ブレイン・ストーミン

グをすすめていく。等がある。 

集団情報構造化法 ・少人数のグループ内部で話し合いながらカードなどに課題を記入し、含まれる情報を項目ごとに

分類することにより、課題関連図の作成を通じて各項目を構造化する。 

・その結果、種々の要素を含む情報が整理され、実態と課題の全体像を明らかにすることが可能と

なる。 
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８．２  経済性管理 

 

2. 総合技術監理を行う技術

者に要求される能力 

①それぞれの現状レベルを的確に把握し、品質・納期・コストなどがより良い状態になるように 

②生産性向上の視点などから 適なリソースの配分を検討し 

③さらにその検討結果に基づいて 

④それぞれの担当者に的確な指示を出す能力が要求される。 

生産活動 生産の 4M を基盤とし、PQCDSM を出力する活動 

生産の 4M ・人（man）・設備（Machine）・原材料（Material）・金（Money） 

PQCDSM ・生産量（Production）・品質（Quality）・コスト（Cost）・納期（Delivery）・安全

（Safety）・意欲（Morale） 

QCD Q：Quality 品質、C：Cost コスト、D：Delivery 納期 

企業運営における経済性

管理 

・生産活動において限られた生産の 4M を制約として、品質・納期・コストなどを管理目標とするレ

ベルに維持すること 

トレードオフ ・より有利な物を得るための取引や交換の意 

・トレードオフの例：品質→コスト 機能→販売価格 

・生産量（Production）、品質（Quality）、コスト（Cost）、納期（Delivery）、安全（Safety）、意欲

（Morale）は自らのレベルアップには、他者の犠牲を強いる。 

生産性 ・生産要素の有効利用の尺度 一般に産出量（output）と投入量（Input）の比 

・品質・納期・コストなどがよりよい状態になるように、 適なリソースの配分を生産性向上の視点か

ら検討する。 

2.1 事業企画と事業計画 ・経済性管理の 初の段階は、事業企画と事業計画である。 

事業企画 ・事業における も初期段階 

・事業目的、事業規模を明確にして事業収支の予測をするために FS を行う。 

・事業企画では、事業の実現性や収益性に関する検討としてフィージビリティ・スタ

ディを実施することが求められている。 

事業計画 

（生産計画） 

・FS の結果、事業実施決定された後に行う。製品やサービスの内容、必要な技術

の調達方法、生産場所、部品調達先などを検討する。 

・事業計画は粗いレベルでの計画であるが、実際に生産活動を実施するために

は、生産プロセスに対して、その手順、負荷、日程、進行といったものを計画し、実

態に応じて改訂していく管理が必要であり、それは工程管理と呼ばれる。 

建設やプラントの場合 ・施工計画、工事計画といわれる。 

生産計画 ・要求される品質と数量の物を、適正な時期に適正な価格で生産するための計画 

・生産活動のあり方、基準を決めること 

目的・役割 （狭義）工程管理の下位概念としての計画機能で、手順計画や工数計画 

（広義）経営計画の一環で、業務計画と基本計画 

具体的内容 

5 つ 

①在庫減少 

②生産能力の適正利用 

③コスト低減 

④リードタイム短縮 

⑤需要変動への適切な対処など 

INPUT 情報 ・需要予想 

・生産能力 生産工程、生産時間、在庫水準、労働力水準 

・使用可能資材 

・時間標準／コスト標準 

OUTPUT情報 ・製品の生産量／生産時期 

・目標在庫水準 

・生産ロットサイズ 

・目標労働時間 

・正規労働時間／残業／シフト 

・部品／材料購入量／納入時期 

需要予測量 生産計画へのインプット 
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2.1.1 フィージビリティ・スタディ

（FS） 

実行可能性調査 

Feasibility Study 

・プロジェクトの事業を企画する 初の段階において、事業目的や事業規模を明確化するととも

に、事業の収支の予測を行うための調査であり、企業などの組織におけるニーズやアイデアが提

起された場合、具体化するための事業企画を行う。 

・事業として成立つかを判断する情報をまとめ、実行可能性を評価する活動。 

FS の調査内容手順 4 つ ①事業内容の 

具体化 

事業の目的に沿って事業規模などの事業のフレームを具体化し、関係者の

コンセンサスを得る。 

②予備的調査と 

需要予測 

統計資料などの既存資料を活用した調査や、アンケートやヒアリングなどに

よる市場調査を行い、事業化した場合の需要を予測する。 

③予備的な 

設計･試作 

建造物やプラントなどの大型プロジェクトでは、予備的な設計によって建設

に要する概略の期間やコストを予測することが行われるが、それと比較して

小規模の設備や製品を生産するプロジェクトでは、試作することもある。 

④事業収支予測と

資金調達 

プロジェクトを実施する際に必要となるコストと需要予測と比較し、事業の収

支を検討する。資金の調達方法の検討も行い予算規模が算定される。 

2.1.2 総合生産計画（APP） 

Aggregate Production  

Planning 

・生産計画の第 1 ステップ＜大日程計画＞6～18 カ月の期間 

・生産設備などの制約下で、需要予測量と生産能力を合理的に均衡すること 

・需要予測量を満足するために、生産率、労働力水準、在庫水準、残業時間、外注費などを調整

して、生産量と生産時期を決定する。 

・総合生産計画はコスト 小化を目的とする場合が多い。 

・雇用水準の安定化や在庫水準の適正化も重要。 

・必要な量だけ生産し、余分は生産しない。 

・MPS に基づき MRP で費用な資材を必要な時期に調達する。 

立案の手順 4 つ ①個々の製品の需要予想量算定 

②製品ファミリー単位の総合需要予想量 

③総合需要予想量を満足するのに必要な労働力、在庫、残業、外注の量を

求める 

④総合需要予想量を満足し、コスト 小などの目的に合致した生産計画を

立てる 

生産能力調整 ①在庫水準調整 少需要期の在庫積み上げ、高需要期の在庫放出、諸費用発生、バックオー

ダー発生、リードタイム長期 

②労働力サイズ変更 雇用、解雇による調整、教育の必要性、モラルの低下 

③生産率変更 残業（割増賃金、疲労発生）・遊休による労働時間調整、 

④外注対応 一時的需要増大、コスト高、競争相手への機密漏洩、信用ある外注先確保

⑤パートタイマー活用 熟練を要さない作業 

需要平滑化 

EOQ 

・経済的ロットサイズ発注量 Economical Ordering Quantity 

①需要増大 広告宣伝、販売促進、価格値下げによる需要増大、費用支出 

②納期遅延 バックオーダー、顧客の信用失墜、販売チャンスの損失 

③補完製品開発 季節性製品の開発、急には無理 

2.1.3 基準生産計画（MPS） 

Master Production  

Schedule 

・＜中日程計画＞1～3 ケ月 終製品毎の生産能力に対する調整を行う。 

・総合生産計画 APP によって得られる製品タイプのアウトプットを 終的に製品アイテム単位のも

のに分解し、部品の生産、調達計画を立てる。 

分解 

第 1 ステップ 

・製品タイプ→製品ファミリー→製品アイテムに分解する。 

・製品タイプから製品ファミリーへ分解する。 

・製品タイプの生産量と製品ファミリーの生産量を一致させる必要。 

・コスト 小化のため、段取りコストと保管コストを考慮し、製品ファミリーの生

産ロット（バッチ）サイズを均衡させる。 

第 2 ステップ ・各製品ファミリーを製品アイテムに分解する。 

・製品ファミリーの生産ロットの生産間隔を可能な限り長くし、在庫水準を一

定に保持する。 

分解機能の基準 

3 つ 

①同一ファミリーの製品は、連続的に生産する。 

②各ファミリーの段取りコストと正味生産量（需要予想－在庫量）の比率で、

各ファミリーに生産を割り当てる。 

③同一のファミリーの全てのアイテムを多く生産する。 
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８．３  人的資源管理 
 

3. 総合技術監理を行う技術

者に要求される人的資源

の管理技術 

①労働関係の法体系を遵守しつつ、 

②より良い労務管理を実現するための技術 

③及び人的資源の 適な活用と 

④その継続的な能力開発を、促すための技術である。 

人的資源管理 ・労働関係の法体系を遵守しつつ、より良い労務管理を実現するための技術及び人的資源の

適な活用とその継続的な能力開発を促すための技術。 

3.1.1 科学的管理法 ・従来は人間を機械視する傾向があったが、ホーソン実験などで、人間関係を重視した管理に移

行している 

行動科学的アプローチ 

人の行動モデル 

・働く意欲を向上させる動機付けなど 

・人を扱うために、その行動の特徴を捉えてモデル化したもの。 

①経済人 

②情緒人 

③管理人 

④複雑人 

人間は利己であり、自分にとって有利な行動を取る。 

感情に支配され、集団の雰囲気に左右される。 

人間は合理的に行動する意志を持つが、認識能力に限度がある。 

時には経済人として行動し、時には管理人として行動。 

D.マグレガー ⑤X 理論 ・人間は生来仕事が嫌いで、仕事はしたくない。・強制されたり、統制されたり、命令さ

れたり、処罰するという脅しを受けなければ十分な力を出さない。 

・命令される方が好きで責任回避したり、野心を持たず、安全を望む。 

⑥Y 理論 ・労働は人間にとって本来の望ましいもので、労働を通じて自己の能力を開発・発揮

し、自己実現を指している。 

・仕事で心身を使うのは当たり前で、遊びや休憩の場合と変わりはない。 

・人は進んで身を委ねた目標のためには、自ら自分に鞭打って働く。 

・献身的に目標達成に向かって尽くすかどうかは、達成して得る報酬次第である。・人

は条件次第では責任を引き受けるばかりか、自ら進んで責任を取ろうとする。 

・組織の問題を解決しようと、比較的高度な想像力を駆使し、手練をつくし、創意工夫

を凝らす能力はたいていの人に備わっている。 

・現代の組織では、日常、従業員の知的能力は僅か一部にしか活かされていない。 

・現代の組織運営では Y 理論が適している。 

H.A.サイモン 

経営人 

・H.A.サイモンで提唱した「満足化基準」に基づく人間観 

・理論上の仮説で、制限された中で、満足化基準で決定する 

モチベーション ・動機付け。 

インセンティブ ・人々の労働意欲や達成意欲、協調意欲を引き出す源泉がインセンティブ（刺激、誘因）である。

・インセンティブを与えることによって個人の欲求を満たし、個人をそれぞれの仕事により積極的に

取り組むように仕向けることが出来る。 

①物質的インセンティブ ・給与や賞与などの報酬や褒賞で報いることにより、人間の物質的な欲

求を満たすようなインセンティブを与える方法 

②評価的インセンティブ ・組織内での行動を、評価、賞賛などの形で評価することによってインセ

ンティブを与える方法 

③人的インセンティブ ・職場で接する人々（特に上司）の人間的魅力、居心地の良さ、組織へ

の所属意識の向上によってインセンティブを与える方法 

④理念的インセンティブ ・思想や価値観の追求を達成意欲の源泉とするようなインセンティブを

与える方法 

⑤自己実現インセンティブ ・組織が常に自分をより良い方向に育成してくれている、また達成感を

持って仕事を行っていると思えるような自己実現のためのインセンティ

ブを与える方法 

専制的インセンティブ ・労働意欲や達成意欲を引き出さず、義務的になる。 

人間の行動パターン ①経済的行動 自分にとって も有利な行動をとるといった利己的な行動 

②情緒的行動 集団の雰囲気に左右されやすく、感情に支配された行動 

③管理的行動 組織の利益を考慮し、合理的な思考に従った行動 
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 A.H.マズローの欲求階層論 ・心理学者マズローの唱えたモチベーション理論 欲求 5 段階説 

・第 4、5 段階の欲求が満たされたとき、この欲求満足が大きな促進要因となり、正しい自主的な行

動をとるインセンティブとなる 

5 段階の欲求 ①生理的欲求 

②安全の欲求 

③所属と愛の欲求 

④尊厳と自尊心の欲求 

⑤自己実現の欲求 

さらに上の欲求 ⑥創造性追求の欲求 

⑦真・善・美の欲求 

3.1.2 組織形態 ・組織における分業と調整の体系。 

・分業関係、部門化、権限関係、伝達と協議の関係、公式化について決定する。 

決定すべき事項 5 つ ①役割（職務）をいかに決めるか（分業関係） 

②どんな役割をグループ化するか（部門化） 

③役割間の指揮命令系統をどうするか（権限関係） 

④役割間の情報伝達と協議のあり方をどうするか（伝達と協議の関係） 

⑤個人の仕事の進め方をどの程度まで規制や規定として公式化するか（公式化） 

代表的な組織形態 ①職能別組織 ・多くの中小企業や単一事業型の大企業などはこの組織形態を採用している。 

・職能別組織は、職能的な専門毎に組織の構成員を配置した組織であり、組

織の基本職能毎に部門を設けている。 

・職能的な専門毎に組織の構成員を配置した組織、基本職能毎に部門を設ける。

・水平的な分業と専門家を重視した組織。 

・企業規模の小さな場合の形態 

②事業部制組織 ・複数の事業を営む企業の多くは事業部制をとっている。 

・事業部制とは、組織のある事業に関わる構成員を営業から研究部門まで、

全て 1 つの部門にまとめる組織である。 

・ある事業に関わる構成員を営業から研究部門まで、全て一部門にする組織。 

・事業の効率化のため組織を縦割りした、製品や市場、地域で部門化した組織。

③マトリックス組織 ・職能別組織も事業部制もそれぞれ特徴があるが、マトリックス組織とはその 2

つを併せたような組織である。 

・組織の全体的な編成原理について 1 つの軸を中心にとるのではなく、職能

と事業の 2 元的な組織編成を行うものである。 

・職能別組織と事業部制組織の欠点を補うために、職能と事業の 2 次元的な

編成による組織。・市場の変化に柔軟に対応する組織 

・2 ボス システムとなる。 

職種別組織 ・技能や技術の教育訓練単位 

組織文化 ・組織の構成員が共有するものの考え方、ものの見方、感じ方などである。 

・組織文化は、企業の場合には企業文化、組織風土、社風とも呼ばれる。 

・ものの考え方、ものの見方などについては、次の 3 要素からなる。 

①価値観 、②信念、 ③行動規範 

・組織形態がハードとすれば、組織文化はソフトに相当する。 

・組織文化は、構成員の行動や考え方、意思決定に大きな影響を及ぼす。 

・組織文化は、思考様式の均質化と自己保存本能をもたらすデメリットがある。 

組織文化の代表的な例 ①挑戦タイプ 変化をチャンスとして受け止め、積極的にイノベーションを引き起こそうとする。

②トップ主導タイプ 強い権限を持つトップが牽引していく。変化に対して柔軟に対応でき、小回

りも効く。 

③分権管理タイプ 権限を分権化し、成果を管理することで協働を図る。 

④巨艦タイプ 皆の知恵を集めながら合議制で物事を決めていく。安定した組織であるが、

変化への対応が遅れる恐れもある。 
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８．４  情報管理 
 

4. 総合技術監理を行う技術

者に要求される情報管理

技術 

①平常時及び緊急時における情報の収集・分析・蓄積・伝達を的確に行うための体制を構築する

ための技術、 

②知的財産など情報そのものを管理するための基礎知識、 

③重要性が増しているネットワーク技術と情報セキュリティに関する理解能力である。 

・情報・通信分野は技術進歩が早いので、 新の技術動向に注意を向ける姿勢が重要である。 

4.1 通常業務における 

情報管理 

・様々なレベルで適切な意思決定を行うため、必要に応じて迅速に情報が収集・処理され、意思

決定者に届く必要 

・管理すべき情報が体系的に整理されている必要 

・意思決定レベルに応じて、適切な質と量の情報が必要 

・意思決定レベルと社内情報を結びつける情報システムの構築 

4.1.1 情報の形態分類 ①職能別分類 ・技術部門における特許情報や人事部における人事情報など、部門・部署にお

いて使用する情報毎に分類したもの 

②問題別分類 ・利用目的により情報を分類したもの 

1）業務レベル ・通常業務における意思決定に日常的に利用される情報 

・明確な手続きに従って処理される情報 

2）管理レベル ・管理上の意思決定（問題解決）に役立つ情報 

3）戦略レベル ・組織の将来のために作成される情報 

・組織目的達成のための戦略的意思決定に役立つ情報 

③形態別分類

（伝達手段） 

・情報の形態に着目して分類したもの 

1）紙面情報 ・紙面に記述された情報で、回覧やコピーなどで伝達される。 

・書類、メモ、設計図面、データーのプリントアウトなどが該当。 

・電子化が進んだといわれる現在でも、情報媒体として重要な位

置を占めている。 

2）口頭情報 ・情報発信者から受信者に対して、直接的な会話で伝達される

情報である。 

・音声だけでなく、身振りや表情によるコミュニケーション手段とも

いえ、組織活動には欠かせないものである。 

3）電子情報 ・電子情報化したもので、ネットワークや磁気媒体によって伝達さ

れる情報である。 

・電子情報では、文字、音声、画像、映像などを統一的に扱うこと

ができると同時に、より分りやすい情報形態に加工することも可

能であり、今後はますます重視されていくと考えられる。 

4.1.2 意思決定 ・意思決定とは、行為を遂行するに際し、いくつかの代替案の中から一つを選択すること。 

・与えられた選択肢（代替案）の中から も望ましいものを選択するための方法論が意思決定論。

・目標を達成すると考えられる全ての代替案を列挙できれば、それらの結果を予測し、その効用を

比較することで 適決定を行うことができる。 

・全ての代替案を知るためには相当の努力が必要で、それによって得られる追加の効用はそれほ

ど大きくはない。 

・そこで、代替案を一つずつ検討し、そこから導かれる結果の効用がある満足水準を超えた代替

案が見つかればその代替案で満足する、という形の意思決定方法が満足決定である。 

・日本の社会風土は、確率的評価を含む合理的意思決定を受け入れる土壌が育ちにくく、安全と

危険の二元論に陥る傾向がある。 

①確定条件下の意思決定 ・ある代替案を選択したとき、ある特定の結果が生じることが明ら

かな場合 

②リスク条件下の意思決定 ・ある代替案を選択したとき複数の結果が生じる可能性がある

が、それらの結果が生じる確率が既知の場合 

③不確実条件下の意思決定 ・ある代替案を選択したとき、起こり得る結果の集合はわかるが、

個々の結果の起こり得る確率が未知の場合 

④その他 ・ある代替案を選択したとき、起こり得る結果の集合すらわからな

い場合 
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 意思決定レベル ・情報（データ）を活用して生産活動を行う際、さまざまなレベル（階層）で意思決定を行う。 

・組織の中には様々な情報が存在し、その内容と量によって、情報は組織内の適切な「意思決定

者」に届けられる必要がある。 

・一般的に、組織の体系はピラミッド構造であり、配置された構成員の機能を表している。 

・「意思決定レベル」は、組織に存在する情報を体系的に整理するとともに、意思決定の内容（問

題）の質・種類についても体系的に把握し、両者が結び付けられる組織を構築する必要がある。

意思決定体系 ・組織活動を支える意思決定体系は、対象とする意思決定問題の内容によって次の 3 つの領域に

類型される。 

意思決定レベルの 3 つ ①戦略レベル ・組織の目的を設定し、戦略を決定する領域 

・生産方式の決定・変更、開発計画、戦略策定、人材確

保、情報公開 

②管理レベル ・業務を管理する問題領域 

・評価、比較、把握、問題の発見と対策 

③業務レベル ・業務を遂行する問題領域 

・日程管理、実績集計、在庫管理、事務手続き 

意思決定論 H.A.サイモン ・意思決定のサイクル：情報、設計、選択、検討の活動 

・活動のために、価値前提と事実前提の概念 

・意思決定は、 適化基準でなく満足化基準で決定される 

・客観性合理性を否定し、経営人モデルを提唱 

・意思決定の種類は、非定型的意思決定と定型意思決定に分類 

H.I.アンゾフ ・戦力的決定と管理的決定、業務的決定に分類し、経営者、管理者、業務

管理者のレベルに展開 

・戦力的意思決定：企業と環境の関係を確定する 

・管理的意思決定：資源の組織化 

・業務的意思決定：資源の変革過程 

情報の開示・非開示 ・情報を外部に公開すること。同義語「情報開示」。対義語「情報非開示」 

・開示される多くの情報は活動報告や PR 情報 

・灰色情報は開示されることは少なかったが、組織の社会的責任説明として、情報開示の必要性

が高まった。 

・また、情報開示が社会的信頼性や製品やサービスへの理解に結びつくことから、その重要性が

高まった。 

・情報開示には、戦略的手段として活用できることから、情報開示の基準と手続きを明確化すること

が必要である。 

・不祥事が発生した場合、その対応によっては社会的信頼性が失われるから、常に適切な情報開

示できる体制の確立が必要である。そのため、予め、不測の事態を想定し開示すべき情報を検討

する必要がある。 

開示すべき情報の例 ①活動の健全性に関する責任説明 

②社会的説明責任（環境アカウンタビリティ） 

③環境事故情報 

④クレーム情報 

⑤債権・債務情報 

非開示情報の例 ①技術・ノウハウのような市場競争力に関する情報 

②顧客・関連企業情報（情報セキュリティで取り扱う情報） 

開示基準の例 ・従来は PR 情報以外については基本的に開示しない場合が多かったが、

組織の戦略手段として情報公開を活用していくことが求められている。そ

のためには、開示基準を組織内で明確にすることも必要となる。 

・情報公開は組織における戦略手段の 1 つとして活用できることから、組織

内における開示基準及び開示の手続きを明確化して、必要に応じて適切

に実施していくことが求められる。 

・対応によって社会的信頼性が失われることもあり、開示基準はより重要な

意味を持つことになる。そのため、あらかじめ不測の事態を想定して、どの

ような情報をどのようにして開示するかといった緊急時における情報の開

示基準も検討しておく必要がある。 
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８．５  安全管理 
 

5 総合技術監理に求められ

る技術 

・総合技術監理を行う立場では、安全といった場合には労働安全衛生以外にも考慮しなければな

らない項目は様々に存在する。 

・例えば、近年その対応の重要性が増している社会的リスク（セクシャルハラスメント、海外における

文化摩擦など）や情報リスク（情報漏えい、情報遮断など）に対する対応も組織や部署の安全を担

保する上で考慮する必要がある。 

・それらを一体的に管理する手法がリスク管理や危機管理と呼ばれるものである。 

総合管理技術 

（リスクマネジメント） 

リスクマネジメント技術 

・リスクマネジメント技術は、安全管理分野において使用されることが多い技術であるが、実際には

より広い分野に適用可能な技術体系である。 

・異なる種類のリスクを総合的に判断し対応を検討するためには有効な技術である。 

・総合技術監理全体を総括する枠組として位置づけられているものではないが、5 つの管理技術の

中で共通に使用される考え方である。 

・不確定性を持つ事項を総合的に管理する技術である。 

・比較的体系化が進んだ技術であり、安全管理分野に多用されているが、実際にはより広い分野

に適用可能な技術体系である。 

・異なる種類のリスクを総合的に判断し、対応を検討するために有効な技術である。 

リスクマネジメント 

（危機管理） 

・組織活動の上で、想定される人、物、財政面等でのマイナス要因を事前に検討し、これを 小限

に抑えるための対応策としての組織の管理運営方法をいう。 

これまでの活動の 4 課題 ①我が国では、発生確率が高く被害規模の小さな領域の対策を重要視する傾向がある。 

②問題点の把握が経験的であると共に、問題点が明らかになってから対応を検討する傾向がある。 

③発生確率が小さい事象に関しては、被害が大きくなると予想される事象でも、対応が後回しにな

る傾向があった。 

④対応が部署単位、専門単位で検討される傾向があり、全社的、全組織的な優先順位や重要性

を検討するシステムを持っていなかった。 

内部における検討結果を、外部に対して情報公開するシステムを持っていなかった。 

低調であった要因 3 つ ①わが国では潜在的なリスクに対して注目されることが少なく、また、経済成長が持続する環境下

にあったことがリスク認知を低調にしてきた。 

②官民一体となった産業政策やメインバンク制、終身雇用等がリスクを分担もしくは覆い隠す構造

として機能してきた。 

③リスクの特定と対策を実施する場合、既存組織の秩序を乱す可能性があり、構成員の犠牲を強

いるより、起こるかどうか分からないものには起きてから対処するという集団原理や組織特性がリ

スクマネジメント的発想を阻害してきた。 

 

・リスクマネジメントは、各分野でそれぞれの目的によってさまざまに使用されているが、企業などの

組織、あるいは組織の活動に潜在する不確定性のある事項を整理･分析し組織のリソースの範囲

で 適な対処法を検討･実施することである。 

5.1 リスクマネジメント起源 ・起源 1920 年代のインフレ下の企業防衛＝危機管理型 

1930 年代のデフレ下＝保険管理型 

1960 年代国家保障・行政の危機対応＝危機管理型 

経営戦略型 ・多国籍企業のよる国際化、多角化、M&A などの経営に関するリスクを 小限にする。 

・戦力リスクを 小にするため、マネジメントの意思決定の連続的活動として、情報、企画、選択で把握

経営管理型 ・管理過程の循環として把握し、危機処理の計画、組織、指導、統制のサイクル 

リスク管理 

（リスクマネジメント） 

・組織やプロジェクトに潜在するリスクを把握し、そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて効

果的な対処法を検討・実施するための技術体系である。 

・リスク管理を実施する際、組織やプロジェクトに関係する多様なリスクの存在を知り、それぞれのリ

スクに対して 適な分析・評価技術を用いてアセスメントを行い、明確な対応方針に基づいて対

策を検討することが必要。 

リスクマネジメントの基本的

なステップ 

・リスク対応方針→リスク特定→リスクアセスメント→リスク対策 

①リスク対応方針策定 ・人命の優先、環境被害の 小化など組織やプロジェクトの方針策定。 

・組織やプロジェクトにおいてリスク管理を実施する場合、まずリスク対応方針を策定する。 

・リスク対応方針は、安全活動方針と事故時対応方針に分けられる。 

・人命優先や環境被害の 小化は当然であるが、安全確保に関する基本的な考え方を示し、全て

の活動がこの方針に従って実施することを全ての組織構成員に周知・共有することが重要。 
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②リスクの特定 ・重大な結果をもたらす可能性のあるリスクの特定。 

・リスクに関する情報を分析してハザード（危険要因：hazard）を特定し、組織に重大な結果をもたら

す可能性のあるリスク及び結果の重大性の判断が困難なリスクを把握するリスク特定を行う。 

③リスクアセスメント ・リスクの分析、評価。 

・リスクアセスメントの主要な内容は、リスク解析とリスク評価である。 

・リスク解析では、シナリオ分析によるリスクの見積りを行い、次いでシステム安全工学などの工学的

手法によるリスク算定を行う。 

リスク算定 ・リスク算定は発生確率の算定と被害規模の算定の 2 つを実施する必要がある。 

・リスクを評価し対策方針を検討するには、弱点分析を行い、どの部分に対策を講じることが適切か

を把握する。 

・リスク算定のサイクルの中で対策が必要と判断されたものに対しては、対策効果を把握するため、

リスク解析により算出されたリスクがどの程度減少するかを検討する対策効果算定を行う。 

リスク評価 ・リスク評価では、リスク解析により算定されたリスクの大小及びその特性によって、対応方針を決定

する。 

・対応方針には、リスク保有、リスク低減、リスク回避、リスク移転の 4 つが考えられる。 

④リスク対策 ・リスク対策は、得られたリスクの大小や特性によりリスク対応方針に基づいた様々な対策可能性の

中から 適な対策を選択する行為である。 

・対策にはコスト増や人的資源の投入が必要となるため、総合的な技術監理の視点が必要。 

リスク認知 ・リスク管理を実施するには、リスクがどのように理解されるかというリスク認知に関する検討を行う必

要がある。 

・組織内外に対するリスクの伝達や説明責任も重要な内容であり、そのためのリスクコミュニケーショ

ン（risk communication）に関してもリスク管理の重要な項目として挙げられる。 

 

・リスクを完全に管理することは不可能であるため、リスク基準もしくは許容限界を示してその説明

責任を果たすことはリスク管理システムとして不可欠とも言える。 

・リスクコミュニケーションの目的の 1 つは、リスクが存在する事象や科学技術に対する社会的受容

（Public Acceptance：PA）を高めることにある。 

5.1.1 リスク管理と危機管理  

リスク管理 ・事故や危機がなるべく起きないように対処する活動を「リスク管理」と呼び、日常、定常的な組織に

おいて定期的に運用されることが多い。 

 

・危機時の体制やマニュアルの整備などの危機に関する対応事項が含まれる場合がある 

目的 ・目的：金銭的被害の 小化 

リスク ・リスク＝発生確率×影響度 

分析 ・経済的リスクで保険の対象として考えられない経済外的リスクは含まない 

対応 ・リスクの削減・移転・回避・保有 

危機管理 ・事故や危機的な状況が発生した後の活動を「危機管理」と呼んでいる場合が多い。 

 

・不測時（大規模地震や事故・事件など）に遭遇した場合の短時間の対応となる。 

・短時間におけるリーダーシップが重要。 

・危機管理を平常時、緊急時、収束時の危機管理に分類している例もある。 

・設備の故障やヒューマンエラーの防止などのセーフティと警備活動などが含まれるセキュリティの

二つがある。 

目的 ・目的：不測事態への適切な対応 

リスク ・不測事態の発生 リスクの顕在化＝クライシス 

分析 ・組織の存亡に関わる問題について経済外的被害を含め検討 

対応  

エマージェンシープラン ・危機発生後の緊急事態対応計画 

コレクティブアクション ・平常時の修正処置、是正処置 

コンティンジェンシー ・緊急事態を想定し影響評価にて抽出して、発生が予想される不測事象対応計画 

リカバリープラン ・危機の後の復旧計画 

クライシスプラン ・危機発生直後の対応計画、エマージェンシーより想定範囲が広い 
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８．６  社会環境管理 
 

6. ノーリグレット戦略 ・後悔しない戦略。 

・経済的な評価だけでは不十分となる場合、地球環境問題などに対しては、科学的に解明されて

いないことであってもこの方法によってアプローチする。 

社会環境管理の目的 社会環境管理の目的は、組織やプロジェクトの生産活動が外部環境に対して与える負荷を低減す

ること。 

総合技術監理を行う技術

者 

に要求される事 

①組織に社会環境管理活動として要求されていることを認識し、 

②それを実現する実践手段を理解する必要がある。 

③加えて、法や制度による規定を十分に理解し 

④適切な対応を行える技術を身に付ける必要がある。 

⑤また、経済性の観点などから組織活動が社会環境に与える影響を検討し、 

必要な対策を判断できる能力が要求される。 

6.1.1 持続可能な開発 ・環境と開発に関する世界委員会（World Commission on Environment and Development：

WCED）は、報告書 Our Common Future（1987 年において、「今後の地球の目指すべき社会の

あり方は、持続可能な開発（Sustainable Development）である」と提唱。 

・持続可能な開発を、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開

発と定義。 

リオ宣言 ・1992 年にリオデジャネイロで開催された地球サミットでは、27 の原則に基づく「環境と開発に関す

るリオ宣言」を採択。 

・第一原則として「人類は、持続可能な開発の中心にある。人類は、自然と調和しつつ健康で生産

的な生活を送る資格を有する」ことが提唱。 

ゼロ・エミッション ・1994 年には国連大学がゼロ・エミッションの概念を提唱。 

・産業活動における生産などの工程を再編成し、廃棄物の発生をできる限りゼロに近づける新たな

循環型産業システムの構築を目標としたもの。 

環境基本計画 ・持続可能な社会を「環境を構成する大気、水、土壌、生物間の相互関係により形成される諸シス

テムとの間に健全な関係を保ち、それらのシステムに悪影響を与えないことが必要な社会である」

と定義。 

①再生可能な資源は長期的再生産が可能な範囲で利用し、再生不可能な資源は他の資源で代

替不可能な用途での利用にとどめ、できるだけ再生資源で代替すること。 

②環境負荷の排出を環境の自浄能力の範囲にとどめること。 

③人間活動を生態系の機能を維持できる範囲内にとどめること。 

④不可逆的な生物多様性の減少を回避すること。 

資源生産性（Factor） ・資源生産性とは、その財により入手することができるサービス単位の総計を、その財を生み出す

ために要する物質及びエネルギーの総量で割ったものを指す。 

・例えば 1995 年には、ローマクラブが世界全体で「豊かさを 2 倍に、環境負荷を半分に」することを

通じて、資源生産性を現在の 4 倍にする必要があると報告。 

・資源生産性及び環境効率は、企業の環境報告書（持続可能性報告書）などにおいて、企業活動

の取り組みに関する環境面の指標として記載する場合がある。 

環境効率 

（Eco-Eveficogency） 

・持続可能な社会を実現するためには、可能な限り資源・エネルギーの使用を効率化するととも

に、経済活動の単位当たりの環境負荷を低減する必要がある。 

・この考え方は、環境効率という概念で表す。 

・資源生産性及び環境効率は、企業の環境報告書（持続可能性報告書）などにおいて、企業活動

の取り組みに関する環境面の指標として記載する場合がある。 

持続可能な発展に関する 

世界経済人会議 

・1992 年の持続可能な発展に関する世界経済人会議では「人間のニーズを満たすことを前提として、

生活の質を高めるモノとサービスを、そのライフサイクル全体にわたる環境への影響と資源の使用量

を地球が耐え得る限度以下に徐々に引き下げながら、競争力のある価格で提供することにより、環境

効率は達成される」としている。そのためには、製品やサービスの物質集約度の低減、製品やサービ

スのエネルギー集約度の低減、製品の利用密度の向上などが必要であると提言している。 

6.1.2 拡大生産者責任 ・拡大生産者責任とは、「生産者がその生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該

製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負う」という考え方である。 

・拡大生産者責任を適切に導入することにより、生産からリサイクルまでの総コストが市場において

適切に反映されるとともに、再資源化が容易な製品設計などの対応を促し、製品のライフサイクル

全体において 適化が図られることとなる。 
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・現在の廃棄物問題の解決のためには、モノの生産段階まで遡った対策が必要となっていることか

ら、拡大生産者責任の考え方は循環型社会の形成のために極めて重要な視点となっている。 

・OECD は 2001 年に拡大生産者責任のガイダンス・マニュアルを策定した。 

・日本においても、循環型社会形成推進基本法において製品などの製造者が果たすべき責務を規定す

るとともに、これに関する措置の実施を国に義務付けるなど、拡大生産者責任の概念を明記している。

拡大生産者責任の考え方 

①定義 

 

・「製品のライフサイクルにおける消費者より後の段階にまで生産者の物理的または経済的責任を

拡大する環境政策上の手法」より具体的には、 

1）生産者が製品のライフサイクルにおける影響を 小化するために設計を行う責任を負うこと 

2）生産者が設計によって排除できなかった（製品による）環境影響に対して物理的または経済的

責任を負うこと 

②主な機能 ・廃棄物処理のための費用または物理的な責任の全部または一部を地方自治体及び一般の納税

者から生産者に移転すること。 

③4 つの主要な目標 1）発生源での削減 （天然資源保全、使用物質の保存） 

2）廃棄物の発生抑制 

3）より環境にやさしい製品設計 

4）持続可能な発展を促進するとぎれのない物質循環の輪 

④効果 ・製品の素材選択や設計に関して、上流側にプレッシャーを与える。 

・生産者に対し、製品に関する外部環境コストを内部化するよう適切なシグナルを送ることができる。 

⑤責任の分担 ・製品の製造から廃棄に至る流れにおいて、関係者によって責任を分担することは、拡大生産者

責任の本来の要素である。 

⑥具体的な政策手法の例 1）製品の引取り 

2）デポジット／リファンド法の例 

3）製品課徴金／税 

4）処理費先払い 

5）再生品の利用に関する基準 

6）製品のリース 

6.1.3 環境経営 ・環境経営とは、地球環境への負荷を削減して社会に貢献するとともに、環境を新たな競争力の源

泉ととらえ、効率的に企業活動を行うことを意味する。 

・具体的には、環境保全への自主的取り組みを経営戦略の一要素と見なすことにより、環境に関

する経営方針の制定、環境マネジメントシステムの構築やグリーン購入、リサイクルの促進、環境

報告書や環境会計の公表などを行う。 

経営に取り入れる取り組み ①新たな事業をはじめるもの 

②新たな製品を開発するもの 

③既存の製品の環境負荷を低減するための工夫を凝らすもの 

エコファンド ・環境経営の側面を組織の外部から評価するビジネスモデルの一つ。 

・エコファンドは環境配慮型ファンドとも呼ばれ、従来からの株式投資などの尺度である組織の収

益力・成長性の判断に加え、組織が本来持つ社会的責任である環境問題に対する配慮・取り組

み状況などを考慮して投資を行うもの。 

・環境配慮・環境パフォーマンスに優れている企業に対して積極的に投資しようとするものである。

グリーンインベスター ・金銭的な利益だけでなく、環境問題に対して十分な取り組みを行っている企業に投資したいと考える

人々。 

ESCO 事業 

Energy Service Company 

 

・ESCO 事業とは、ビルや工場の省エネ化に必要な、技術・設備・人材・資金などを包括的に提供

するサービスである。 

・省エネ効果を ESCO が保証するとともに、省エネルギーのため改修に要した投資・金利返済・

ESCO の経費などが全て省エネルギーによる経費削減分でまかなわれるため、ESCO を導入した

組織における新たな経済的負担はなく、ESCO 導入の契約期間終了後の経費削減分は全て顧

客の利益となる点に大きなインセンティブがある。 

エコセメント ・エコセメントとは、都市ごみ焼却灰や下水汚泥などの廃棄物と石灰石を主な原料として製造され

るセメントのことである。 

・組織は、環境負荷の少ない製品を製造し、購入することにより、環境配慮型活動の実施主体とし

て環境負荷低減の役割を担うことになる。 

リユース・リサイクル ・既存の製品の環境負荷を低減するための工夫として、既存製品のリサイクル体制の整備などが

挙げられる。 

・複写機を例に挙げると、（社）日本事務機械工業会が設立した改修複写機交換センターは、使用済
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８．７  総合技術監理と国際動向 
 

7. 総合技術監理に要求される技

術 

総合技術監理では、企業などの組織における技術業務全般を見渡すことが重要であるが、

国際化が進んだ今日では、品質や環境、労働衛生などの様々な管理の際に、国内の規格

や基準のみならず国際的な規格や基準に関する理解も必要となる。 

近では、ISO（国際標準化機構）などによって制定された国際規格の認証取得が活発化

しており、国際規格の重要性がますます高まっている。 

また、技術者が国際的な舞台で活躍するためには、技術者資格の国際相互承認の整備も

重要となる。日本を含めたアジアの国々においても、国際相互承認に向けた取り組みが進

められている。 

7.1 国際規格 ・品質、環境、労働衛生などの管理における国際的な規格や基準。 

・更に、顧客志向・顧客満足という考え方。 

ISO ・国際標準化機構 （電気分野以外の国際標準化機関） 

・ISO（International Organization for Standardization）は、1947 年にスイスのジュネーブに本

部を置く非政府間組織として設立された。 

・ISO の目的は「物資及びサービスの国際的な交流を容易にし、知的、科学的、技術的及

び経済的活動分野の協力を発展させるために世界的な標準化及びその関連活動の発展

を図ること」とされている。 

・ISO は民間組織ながら国際連合及び関係の国連専門機関の諮問的地位も有し、130 カ国

以上が加盟している。その参加は、各国の代表的標準化機関の 1 機関に限られているた

め、日本からは JIS（日本工業規格）を審査・審議している「JISC（日本工業標準調査会）」

が登録されている。 

・ISO 規格は決して「規制」ではなく、「自主規格」であり、それをどのように使うかという組織・

企業の自主性、あるいは目的が重要となる。 

① ISO9000 シリーズ （品質マネジメントシステム） 

② ISO10006 （プロジェクトマネジメントにおける品質の指針） 

③ ISO／IEC17799 （情報セキュリティ管理実施基準） 

④ ISO14000 シリーズ （環境マネジメントシステム） 

⑤ OHSAS18000 シリーズ （労働安全衛生マネジメントシステム） 

IEC ・国際電気標準化会議 （電気、電子分野の国際標準化機関） 

ITU ・国際電気通信連合  （世界の通信分野の検討、協議機関） 

VRC ・世界無線通信会議  （国際的な周波数割り当てを作成） 

7.1.1 ISO9000 シリーズ ・以前は ISO9000～ISO9004 により構成されていたが、2000 年の改訂に際して、ISO9001～

ISO9003 は ISO9001 に統合され、ISO14000 シリーズの整合性を取るために PDCA サイク

ル方式が適用され、顧客志向、顧客満足、継続的改善。 

・製品やサービスの世界的な標準化、及び関連活動の展開・促進を図ることが目的。 

2000 年版 

目的 

活動 

・プロセス管理が重視 

・品質保証、顧客満足 

・製品、サービスについて、顧客と合意した品質の確実な提供 

要求事項 ①品質マネジメントシステム 

②経営層の責任 

③経営資源の管理 

④製品の実現化 

⑤測定分析及び改善 

期待できるメリット ①顧客の信用と販路拡大 

②品質の安定と不良率の低減 

 ・第三者である審査登録機関がシステムを審査し、規格に適合していれば、認証を発行し

て公表する。 
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7.1.2 ISO10006 ・ISO10006 とは、ISO によって制定された「プロジェクトマネジメントにおける品質の方針」 

・プロジェクトの目的を達成するために求められる要求事項を規定している。 

・ISO10006 は指針（ガイドライン）であり、ISO10006 の序文で、「品質マネジメントの経験を持

ち、かつ、プロジェクトマネジメントの経験がある人を対象として作られたもの」であることが

明記されている。 

・ISO10006 は、大小様々な複雑性を持つプロジェクト、及び長期または短期の異なる環境

でのプロジェクトに適用でき、またプロジェクト製品（ハード、ソフト、加工材料、サービスま

たはそれらの組み合わせを含む）の種類を問わずに適用できる。 

・指針（ガイドライン）で有り、そのままでは活用できない。 

・「品質」については定義されていない。 

・ISO9000 と併せて活用することが前提。 

・「品質マネジメントの経験を持ち、かつプロジェクトマネジメントの経験がある人を対象とし

て作成されたもの」 

プロセス ・プロジェクトを進める上でのプロセスの概略を整理している。 

①戦略プロセス 

②相互依存のマネジメントプロセス 

③範囲に関するプロセス 

④時間に関するプロセス 

⑤コストに関するプロセス 

⑥経営資源に関するプロセス 

⑦要因に関するプロセス 

⑧コミュニケーションに関するプロセス 

⑨リスクに関するプロセス 

⑩購買に関するプロセス 

品質へのコミットメント ・プロジェクトマネジメントにおける品質について考える場合には、「プロセスの品質」と「プロ

ジェクトの製品の品質」の 2 つの側面が存在する。 

・そのため ISO10006 では、関与する組織内の各プロセス及び製品に責任を有する全ての

階層に対し、品質へのコミットメントを浸透させることが要求されている。 

7.1.3 BS7799 ・国際的には、英国規格協会によってまとめられたセキュリティ管理に関わる規格として

BS7799 がある。BS7799 は、Part1 の実施基準と Part2 の認証基準から構成されている。 

ISO／IEC17799 ・BS7799 の Part1 をベースに国際標準化したものとして、ISO／IEC17799 がある。 

ISO／IEC17799 は、情報セキュリティ管理に関する普遍的かつ包括的なガイドである。 

JIS X5080 ・日本においても国際標準を踏まえつつ積極的に情報セキュリティ管理を確立する必要が

あることに鑑み、ISO／IEC17799 に基づいて JIS X5080「情報セキュリティマネジメントの実

践のための規範」が 2002 年に制定された。 

・ISO／IEC17799 及び JIS X5080 は、電子データーのみを対象としているのではなく、その

他の紙上の記録や会話としての情報など、あらゆる情報が保護対象範囲である。 

・ただし、BS7799 の Part1 と、ISO／IEC17799 及び JIS X5080 は、あくまでも実施基準であ

って、認証のための基準ではない。そのため、（財）日本情報処理開発協会を認定機関と

して、ISMS 適合性評価制度が運用されている。 

低限維持すべきもの ・ISO／IEC17799 では、情報セキュリティにおいて 低限維持すべきもの 

①情報の漏えい防止（機密性） 

②情報やそれらの処理方法が正確で確実であること（完全性） 

③正当な利用者が利用したいときにその情報にアクセスできることを確実にすること（可用

性） 

 ・ISO／IEC17799 は、10 の管理分野（表 7－②と 36 の管理目的、そしてその目的達成のた

めになすべき 127 の管理策から構成されている。 

・各管理分野で適切なセキュリティ管理策を選択する際には、まず維持・向上の対象となる

管理目的を定め、それに対応したセキュリティ要求事項を特定する必要がある。 

・このセキュリティ要求事項の詳細が管理策として示されており、管理策の実装後に管理目

的を・達成できたかどうかの見直しを行う。 

管理分野 概要（規定事項） 

管理分野１ セキュリティ方針 情報セキュリティマネジメントの方針 

管理分野２ 組織のセキュリティ 情報セキュリティ推進委員会の設置 

管理分野３ 資産の分類及び管理 資産項目の作成や資産分類 
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「技術士総合技術監理部門の技術体系」の正誤表 

 

以下、技術士会から発表されている「青本」の正誤表を掲載します。 
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索    引 

 
ア 

アウトソーシング 93,253 

アウトプット情報 28 

アカウンタビリティ 16,92,151,181,183,184,238,239,292,294 

アクセス権 249,252,294,298 

アクセス費用 170,285 

アクティビティ 51213 

アナログモデル 63,220 

アフターサービス 38,205 

アルゴリズム 62,64,65,220 

アロー・ダイヤグラム 37,60,61,203,219 

あっせん 77,229 

安全朝礼 132,267 

安全立証 137,269 

安心のための広報 102,246 

安全な製品 40,41,206 

安全のための広報活動 245 

安全衛生マネジメントシステム（OHSAS,OHSMS） 16,116,186,189,,265,296,299 

安全衛生管理計画 28,197 

安全確認システム（インターロック） 127,132,137,265,268 

安全確認型インターロック 137,269 

安全活動方針 117,259,261 

安全管理  10,12,16,17,26,56,72,116,128,130,162,193,197,248,249,259,265,266,282,294 

安全管理体制 128,265 

安定欲求 69 

暗黙知 89,94,240,241 

イ 

イベントツリー手法 142,262,271 

イベントツリー分析（ＥＴA） 122,146,148 

イベントツリー分析手法 122 

インセンティブ 68,69,71,86,155,222,223,224,235,242,276 

インターネット 
89,97,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,125,188,240,243,246,247,2

49,250,251,252,253,254,255,256,257 

インターネットショップ 107,109,252 

インターネット銀行 109 

インターロック（安全確認システム） 132,137,268,269 

イントラネット 107,108,251 

インプット情報 28,30,31 

意思決定 
18,19,20,49,53,59,60,63,66,70,88,89,90,91,124,139,171,175,184,192,193,203,21

2,214,218,220,221,223,225,237,238,239,259,269,288,294,295 

意思決定者 19,60,65,66,88,89,91,101,139,168,193,221,237,238,239,269,285 

意思決定法 19,21,60,66,221,237 

意思決定問題 60,91,92 

意思決定のプロセス 19,192 

意思決定レベル 237,238,239 

意思決定論 12,17,19,60,65,237,238 

意匠権 89,95,242,243 
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Ａ 

ABC（活動基準原価計算） 49,51,213 

AHP（階層化意思決定法） 19,21,60,66,221 

APEC エンジニア 11,14,191,301 

APEC（アジア太平洋経済協力）技術資格相互承

認プロジェクト 
11,14,191,301 

APP（総合生産計画）  28,29,30,45,196 

ARPA net  107 

Ｂ 

B/S（貸借対照表） 54,55,215 

B2B（B to B） 109,253 

B2C(B to C) 109,253 

BFGS(準ニュートン法,DEF） 64 

BM(事後保全) 56,58,217 

BOD(生物化学的酸素要求量) 172,286 

BOM（製品構成） 31,197 

BS7799 198,297,298 

B to B（企業間取引） 109,253 

B to C（企業消費者間取引） 109,253 

C 

CALS 31,93,239,250 

CE マーキング（欧州の安全認証制度） 135,268 

CM（改良保全） 56,58,59,217,218 

COD(化学的酸素要求量) 172,286 

CPD(継続研鑽) 14 

CPM(クリティカル・パス法) 60,61,62,210,219 

crisis（危機） 22,118,138,139,140,141,260,269,270 

CS（顧客満足） 17,33,38,48,87,186,190,199,204,211,214,236,296,300 

CVM（仮想評価法） 164,165,168,169,283,284,285 

D 

DCF（割引現在価値） 18,192 

DEF（準ニュートン法,BFGS） 64 

DfE（環境適合設計） 176,179,180,291,292 

DYNAMO 63 

E 

eco-design(DfE,環境適合設計) 176,179,180,291,292 

EE（経済性工学） 49,53,57,214,216 

EF（ 早終了時刻） 61 

EPR(拡大生産者責任) 152,154,157,180,275,276,278,291 

ERP（統合業務システム） 31,48,197,211 

ES（ 遅開始時刻） 61,219 

ESCO 事業 155,276 

ETA(イベントツリー分析） 122,146,148 

e コマース 109 

F 

FF（フリーフロート） 61 

FMEA 142,143,270,271 

FS(実行可能性調査) 28,29,195,196 

FTA（フォルトツリー分析） 122,144,148,273 

G 
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参考ファイルの紹介 

PMP(☆虎)の 総監受験対策 「総監 虎の巻シリーズ」の紹介 

  2014/12   

PMP（☆虎）こと 上田活裕 

ご紹介する「総監 虎の巻シリーズ」は、2004年度に総監受験支援のHPを立ち上げてから、私が添削や講座を通じて得

た知見を総監受験対策に必要な知識としてある程度、体系化を試みたものです。各シリーズで総監受験対策をすれば、必

ず、「合格」に至る内容に作り上げたつもりです。 

2005 年度から出版している書籍を全面的に構成しなおしました。 

2005 年度版～2006 年度版は書籍と CD 版、2007 年度版は CD 版のみ、2008 年度以降は pdf ファイルで配布しています。 

           リンク先  (  http://pmpstar.net/books/2005-2008books-CD.pdf  )  

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（１） 」 「総監受験 ガイドブック 2015 年度版」 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬 価格 ￥2,500 （A４版 260 ページ）  

サンプル pdf  ( http://pmpstar.net/books/soukan_guide2015_sample.pdf )  

●試験制度の改正に伴う「経歴票」の書き方など内容を充実させました。 

●まず、総監受験を目指して、「総合技術監理部門の技術体系（通称、青本）」を入手しても、 

受験対策として、何をどう取り組んだらよいか悩んでいませんか？ 

●技術士 総合技術監理部門を目指す方に、総監受験対策の「肝」をより理解しやすく解説した本です。 

●総監を目指すそのような方を対象に、「総監ってなんだ」という総監の全体像の理解を目的に構成しています。 

この書籍は 2008 年度～2014 年度に行った「総監受験講座」の講義資料や講座の経験を生かしています。 

第 1 章は 試験対策のアウトライン 

   ・試験制度の改正に伴う「経歴票」の作成方法を追記しました。 

・総監としての「経歴票」の事例 20 例と作成法として「業務分析シート」と活用事例を紹介しています。 

          ・この「業務分析シート」は、記述試験のみならず、口頭試験対策としても役立ちます。 

第 2 章は 「総合技術監理部門の技術体系（通称、青本）」の概要解説 

    解説にはマインド・マップを多く取り入れ、青本の概要、総監をよりわかりやすく解説しています。 

  「木」を見るより「森」を見ることが大切です。 

第 3 章は 択一問題の対策と 2012 から 2014 年度の過去問３年の解説 

第 4 章は 記述問題の対策と 2012 から 2014 年度の過去問３年の解説 

付録資料として、技術士法、技術士倫理規定、技術士倫理綱領、技術士 CPD、 

            技術士ビジョン２１、技術士プロフェッショナル宣言 

などで構成しています。 

●総監筆記試験の受験に当たって、「総監合格への手がかりになる」ように、青本の全体像の解説と経歴票の書き方、

業務経験を総監として洗い出す「業務分析シート」の事例と受験対策で構成したＡ４版 260 ページの書籍です。 

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（２）」 「青本の徹底理解 2015 年度版」 （2012 年度版以降同じです） 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬  価格 ￥3,500 （A4 版 33６ページ）  

サンプル pdf  ( http://pmpstar.net/books/soukan_aohon_rikai2013_sample.pdf ) （2012 年度版以降同じです） 

●Ａ４版 334 ページの書籍で、青本の解説部分が約 180 ページ、キーワード集が約 120 ページです。 

●「総合技術監理部門の技術体系（通称、青本）」をより読みやすく理解しやすいように構成しなおしました。 

総監として要求される能力、資質など、また 5 つの管理の内容に対し、表形式を多用して判りやすくしています。 

また、従来の書籍で紙面の関係で省略していた図表や計算式なども記載しました。 

これで、ベースである「青本を参照する必要性」がなくなりました。 

さらに、従来の書籍「総監虎の巻」のキーワード集をこちらの書籍に統合しました。 

●この書籍一冊で、「総合技術監理部門の技術体系」の理解と択一問題対策に対応できる構成としました。 

「総監的視点」をより理解しやすく、択一問題集を解く際に併用して使えば効果的な一冊に構成しています。 
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◆ 「総監 虎の巻シリーズ（３）」 「総監 択一問題対策本 2015 年度版」 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬  価格 ￥3,500 （A4 版 396 ページ）  

サンプル pdf  ( ５http://pmpstar.net/books/soukan_takuitsu2015_sample.pdf )  （未アップ） 

●そのものずばり、総監択一問題対策本です。 

・択一問題に対するアプローチの仕方である「PMP（☆虎）の脳-how」と 

・過去問の出題形式の分析 

●5 つの管理分野で整理していますので、分野ごとに集中的に学習できることを目指しています。 

・５つの管理毎に整理した分野別過去問集（2001～2014 年度） 525 問 

   ＋講座仲間が作成した 440 問 

   ＋仲間のヤマトさん作成の 150 問 

   ＋追加計算問題 15 問 

  のトータル 1130 問が掲載してあります。 

●択一問題対策の基本は多くの問題を解くことで、理解するのではなく記憶することです。 

過去の受講生の方で 高はこの問題集を３回やった方がおられます。 
当然ながら、択一問題は、楽々クリアし、総監に合格されました。 
ただし、３回も解くという意欲と時間を確保された成果でもあります。 

「総監 択一問題ヒストグラム 2015 年度版」、「総監 択一問題エクセルファイル 2015 年度版」も活用し学習ください。

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（４）」 「総監 記述問題対策本 2015 年度版」 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬  価格 ￥3,500 （A4 版 484 ページ）  

サンプル pdf  ( ５http://pmpstar.net/books/soukan_kijutu2015_sample.pdf )  （未アップ） 

●そのものずばり、総監 記述論文問題対策本です。 

●過去問とその解説と合格復元論文を掲載し、問題へのアプローチを理解できる内容としています。 

大きくは出題形式が変わった 2005 年度～2014 年度と、2001 年度～2004 年度に分けて解説しています。 

また、筆記試験合格論文も掲載しています。 

2013 年度の事例からは論文添削の Befrore After の事例を掲載しています。 

●論文で大切なことは「総監の頭で考える」ことです。そのアプローチの仕方を解説しています。 

余談ですが、2007 年度、2011 年度の講座で行った BCP に関する模擬問題が本番で出題され、 
私の受講生はこれで落ちたらと青くなったそうです。 

なお、記述試験講座も計画しています。 

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（５）」 「総監 口頭試験対策 2015 年度版」 

発刊予定 平成 27 年 4 月中旬  価格 ￥3,500 （A4 版 173 ページ程度？ 作成中です。）  

サンプル pdf  ( http://pmpstar.net/books/soukan_koutou2015_sample.pdf )  今後アップ予定です。 

●試験制度の改正に伴い、「技術的体験論文」が廃止となりましたので改訂中です。 

●口頭試験では「経歴票」とともに｢記述試験の論文｣から諮問されます。 

口頭試験でどのように諮問されるか、 

どのように諮問されたいかを考えながら 

推敲して、口頭試験対策を行い、必ず合格する必要があります。 

●口頭試験での質問事例集や、口頭試験復元事例も掲載しています。 

なお、模擬口頭試験講座も計画しています。 
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◆ 「総監 虎の巻シリーズ（６）」 「総監 択一問題ヒストグラム 2015 年度版」 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬  価格 ￥1,200 （A4 版 84 ページ）  2014 年度からの新規ファイルです 

サンプル pdf  ( http://pmpstar.net/books/soukan_takuitsu2_2015_sample.pdf ) 

●そのものずばり、総監択一問題の出題箇所をより見やすく、設問のキーワードで纏めた対策本です。 

・青本の目次に沿って、過去問の設問ごとにキーワード、キーセンテンスを纏めました。 

・出題頻度の高いキーワードが判ります。 
・自分の強み、弱みが一覧できます。 

●択一問題対策の基本は多くの問題を解くことで、理解するのではなく記憶することです。 

●限られた時間で効率よく、学習しましょう！！ 

「総監 択一問題対策本 2015 年度版」、「総監 択一問題エクセルファイル 2015 年度版」も活用し学習ください。 

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（７）」 「総監 択一問題エクセルファイル 2015 年度版」 

発刊予定 平成 26 年 12 月下旬  価格 ￥1,200 （価格改定しました） 現在作成中 

使用方法は  ( http://pmpstar.net/books/book2010/takuitsu_excel2010.pdf )  

サンプルファイルはアップしていません。 

●そのものずばり、総監択一問題をエクセルファイルで行えるようにしたファイルです。 

・技術士 総合技術監理部門の択一問題 2001~2014 の全 525 問を 5 つの管理分野別に整理して、 
フリーソフトである 【簡単択一式問題集作成ソフト For EXCEL】 で過去問を行えるようにしました。 

・主として過去問を印刷物で行った後、2 回目以降の学習で効率よく過去問を行うために活用してください。 

・フリーソフトを利用しているため、図表や計算問題、解説の長い問題は、使い勝手が悪いことをご承知ください。 

「総監 択一問題対策本 2015 年度版」、「総監 択一問題ヒストグラム 2015 年度版」も活用し学習ください。 

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（８）」 「総監 合格音声ファイル」 

販売中 平成２３年３月  価格 ￥1,500 （価格改定しました） （改訂予定はありません） 

2 時間弱（1 時間 48 分）、101MB の mp3 形式の音声ファイルです。 

サンプル音声ファイル（7 分 35 秒）  http://pmpstar.net/aohonmp3/soukan_guide_sample.mp3  

●そのものずばり、講座で受講生に指導した内容を音声ファイルにしました。 

本音声ファイルで、総監に対する理解をより深めて総監突破を目指してください。 

本音声ファイルの構成は、筆記試験を突破するために必要な解説として、次の４つで構成されています。 

もっとも重要である １．総監的視点を身に付ける 

それと、２．総監技術士に相応しい経歴票、３．択一問題対策、４．記述試験対策の 4 つです。 

  

全体として、100MB 以下で、隙間時間でも聞くことができるように、2 時間程度に収まるようにしました。 

●通勤中でも繰り返し IC レコーダーでの学習が可能です。 

読むより聞くほうが早いことは明らかです。 

１．「総監的視点を身につける」の解説内容は「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」をベースに 

「総監虎の巻 シリーズ」での大切な個所の解説を加えたものですので、該当する総監虎の巻を見ながら 

解説を聞いてください。 

２．総監士に相応しい経歴票、３．択一問題対策、４．記述試験対策については、総監虎の巻シリーズに 

分冊して解説していますので、本音声ファイルでは、重要な留意点のみ解説するのにとどめていますので、 

別途、総監虎の巻シリーズを参照して下さい。 

  

なお、この音声ファイルはテキストを音声読み上げソフトで作成していますが、高価なソフトで使用されているような

音声記号などを使っていませんので、日本語としての抑揚になっていない箇所があることをお断りしておきます。 
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◆ 「総監 虎の巻シリーズ（９）」 「総監 青本読み上げ音声ファイル」 

販売中 平成２３年２月  価格 ￥2,000 （価格改定しました）  （改訂予定はありません） 

ファイルリスト PDF ファイル（全部で 339MB 31 ファイル） http://pmpstar.net/aohonmp3/aohon_mp3list.pdf  

●「総合技術監理部門の技術体系（第 2 版）」の 1 章から７章までを mp3 形式の音声ファイルにしました。 

 サンプルファイル  ２．１ 事業企画と事業計画  http://pmpstar.net/aohonmp3/2_1.mp3  

とっつきにくい青本を読むことは辛いことです。 

理解して読もうとするから理解できなければ余計に苦痛になります。 

耳から情報をインプットとする。 

しかも読み上げ速度を早くすれば、より短い時間で全体を把握できる。 

「自分で読まなくても読んでくれる」 

これは効果があります。ただ聞いているだけでいいのですから、 

さらに、「青本」を見ながら聞くと、早く文字を読むことができます。 

目と耳から情報が入ってきます。 

●本ファイルは青本の各節ごとにファイルを構成 

青本の各節ごとにファイルを構成していますので、学習したい箇所を集中的に行うことができます。 

本ファイルはテキストを音声再生ソフトで読み上げていますので、読み上げにおける「間」は実現できません。 

「間」というものは初めて聞く時には必要かもしれません。 

しかし、語学学習ではないので、繰り返して学習する際にも「間」は重要ではありません。 

「繰り返して読むよりも繰り返して聞くほうが早い」 

「どこでも学習できる」 

しかも、本音声ファイルは、通常の約１．５倍速の読み上げ速度にしていますので、時間短縮できます。 

初めはちょっと早いと感じるかもしれませんが、十分聞き取れる再生速度です。 

慣れてくれば、再生速度を上げても十分理解できるはずです。 

◆ 「総監 虎の巻シリーズ（１０）」 「総監 講座ビデオファイル」 

販売中 平成２３年５月  価格 ￥2,500 （価格改定しました） （改訂予定はありません） 

紹介ビデオは http://pmpstar.net/video/soukan_kouza2011sample.mp4 

●2011/04/17 に行った総監受験講座のビデオをｍp４ 形式のビデオファイルにしました。 

講座テキストは「総監虎の巻 総監受験ガイドブック.」と「青本」です。 

1 日、10:30 から 17:30 の約 6 時間の講義を編集して、３部構成に纏めました。 

講義内容からから自己紹介や余談話、微妙な講義での間などをカットして、 

さらに簡単なテロップをつけて講義内容を判りやすくしました。 

ｍｐ４ファイルは３つあります。 

午前の部 09_soukan_kouza2011AM.mp4   （1.1GB 1 時間 10 分） 

午後の部 09_soukan_kouza2011PM1.mp4  （1.0GB 1 時間 03 分）  

09_soukan_kouza2011PM2.mp4   （0.9GB 1 時間 54 分） 

午前の部は、青本第 1 章から「総監とは？」を読み落としがちな「総監技術士としてあるべき姿」を解説しています。

午後の部は、「総監虎の巻 総監受験ガイドブック.」から、総監試験の概要、択一問題対策と記述問題対策が一つ

のファイル、そして、もう一つが「5 つの管理の概要」について解説しています。 

 

全て、「総監試験を突破する」ためで、同様の書籍、ファイルは販売されていないと思います。 

なお、書店では販売していません。 
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あ と が き 
 

総監受験支援の HP「総監虎の巻」は 2004 年から立ち上げています。 

 このページの資料のほとんどは、私が総監受験時のものが基礎となっています。 

筆者が技術士総合技術監理部門（総監）を 2002 年に受験し合格後、2003 年佐口氏の「技術士受験講座」から「技術の

杜 ハヤブサネット（杜ハヤ）」が立ち上がったので入会しました。杜ハヤの掲示板で 2003 年度の総監受験対策の話題か

ら、筆者が受験時作成した資料をメンバーに配布したところ、素晴しい資料だとの言葉をいただき、出版してはという話に発

展しました。その後、その資料をまとめ直し、ネット上で公開すべく「技術士 総合技術監理部門資格取得支援」のページを

作成し、APEC さん（ホームページ 技術士受験を応援するページ＝今は sukiyaki 塾の運営者）のエリアをお借りしてメンバ

ーに公開し、2004 年に自前エリアを確保し一般公開するに至りました。 

また、2004 年には、杜ハヤの事業として技術士第二次試験経験論文添削をボランティアで行う「虎の穴」が開始され、

筆者も添削講師として参加させていただきました。その後、ホームページの略称を「総監虎の巻」として、コンテンツの更新

を行ってきましたが、そのページを閲覧していた出版会社の方からメールを戴き、打ち合わせし、出版に至りました。 

総監受験講座は 2006 年度から行っています。 

初は自宅マンションの集会室で阪神間の技術士仲間（NEWZ といいます。この仲間たちはブログでも有名な方が多いで

す）を対象に face to face で、2 週間に１回、土曜日の午前 10 時から午後 5 時まで行いました。 

もともとＨＰでの資料がありましたから基本資料はありましたが、私が総監合格後、得た知見を紹介する意味でも、新たな取

り組みをしました。 

ひとつはグループ学習、競い合い、助け合うことの仲間がいればモチベーション維持できます。 

択一問題対策は、参加者の合意の元、各自に次回までの課題を与えました。5 つの管理の担当を決め、各自、担当の管

理分野を読み込み、問題を作ること。そして作成した問題を仲間に公開し、次の担当者は同じ管理分野でも違う問題を作るこ

と。競い合う仲間がいて足を引っ張れない状態です。択一問題は青本を読み込み理解するというより覚えるしかありません。 

特に論文は指導できますが、択一問題対策は自分がやるしかありませんし、指導しようがありません。ただし、択一問題に

どう取り組むかという私の過去の受験暦で得たノウハウ、「PMP（☆虎）の脳-how」を紹介しました。 

論文対策は、当時は筆記試験の論文の出題形式が決まっていましたから、論文については作成してきたものをその場で

添削して、その日のうちに修正版を作成する。 

このグループで行った講義資料をリメイクしたり、リフォームしたものが、今の私の講座資料となっています。 

その後、2006 年から skype を利用した voice ｔｏ voice インターネット講座を行っています。北は北海道から南は鹿児島ま

で多くの地方の方が参加されました。私は阪神間に住んでいますが、大阪の大きな書店でも技術士受験関連の書籍は少な

いです。社会的認知度が少ないマイナーな資格なのでしょうか？！ 阪神間の大型書店でもそうですから地方の方にとって、

書籍購入はネット主体になっているのではないでしょうか？ 同様に地方の方にとって講座に受講したくても、通える距離圏

で行っている講座は皆無に等しいのではないでしょうか？ 

そんな背景があるのかもしれませんが私の skype 講座はほとんど地方の方です。今でも skype で会話したり、チャットしたり

しています。この講座の仲間もブログで有名な方がおおいです。 

この講座を通じても多くの方と知り合い、多くの知見を得ています。 

Skype 講座も有効ですが、やはり face to face のほうがいい面もあります。この講座の主旨は、｢総監マインド｣、｢総監的視

点｣とは何かを直接伝えたかったからです。 

「教えることは教わること」を基本に今後も総監受験支援活動を続けたいと思っています。 

総監の口頭試験講座も終わり、受講生の方から復元口頭試験記録も送られてくる予定で、わくわくして３月の合格発表を

受講生の方と待っています。 

 

平成２６年２月２０日 

PMP（☆虎）こと 上田 活裕 
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著者紹介 

 

上田 活裕  （うえだ かつひろ） 

工学修士 

PMP 

技術士（総合技術監理部門／建設部門）、 

１級建築士 

溶接管理技術者 WES 特別級  国際溶接技術者 IWE  

コンクリート診断士  ほか 

大学院終了後、ゼネコンに勤務し、建築構造設計に従事 

「技術の杜 ハヤブサネット」（略称：杜ハヤ）の会員。 

2004 年から、技術士総合技術監理部門受験指導として、論文添削、講座などの活動を展開。 

総監受験のホームページ 技術士 総合技術監理部門資格取得支援の「総監虎の巻」を運営。 

総監受験の書籍      「総監虎の巻シリーズ」を出版。 

総監受験の講座      「総監虎の穴」を運営。 

技術士 総合技術監理部門受験支援のページ  「総監 虎の巻」   http://pmpstar.net/PE_GTPM/   

 

ホームページ 「PMP（☆虎）のサイト pmpstar.net」  http://pmpstar.net/ 

 

本書の内容の一部あるいは全部を無断で転載・複写複製することを禁じます。 


