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推薦の言葉 
（ 初 版 ） 

 

私がホームページに「技術士受験講座」を開設したのは、平成１０年４月、主に建設部門技術士第二次試験

の合格を目指す方々を対象に立ち上げました。 

 

その後、平成１２年４月には、受験者の情報交換の場として掲示板を設置しました。特に掲示板－１では話

題提供、言いたい放題の「ブレイン・ストーミング」の場として、受験を目指す方々や既に資格取得されている多

くの技術者の皆さんに参加いただいています。 

 

掲示板における議論は、きわめて短時間に、かつ、集中的に行われており、いずれも、社会資本整備などに

関する建設的な意見で、日頃の業務の中で自らが体験し、考えていることを簡にして要を得た内容のものばか

りです。 

 

平成１５年６月には、この掲示板－1 を通じて知り合った仲間が「技術の杜・ハヤブサネット」（略称：杜ハヤ）

を立ち上げ、横断的なネットワークとして、社会貢献に寄与されようとしています。 

平成１６年５月からは「杜ハヤ」事業の一環として、技術士第二次試験経験論文の添削をボランティアで行う

「虎の穴」を開設し、全国から多くの合格者が誕生しました。本書の執筆者である PMP（☆虎）さんも「杜ハヤ」メ

ンバーの一員として添削などで大いに活躍いただいています。 

 

本書の対象としている総合技術監理部門は、平成１２年４月技術士法の改正に伴い新たに設けられた部門

で、「企業などの組織における技術業務全般を見渡し、安全性や経済性に関する総合的な判断に基づいた監

理を行う」という広範囲な管理技術が求められており、この部門の資格取得が今後の企業の存続に大きな影響

を与えるものと思われます。 

 

本書は、PMP（☆虎）さん自らの受験体験やこれまでの受験指導結果から得た多くの知識を受験対策として

まとめられたもので、総監論文の書き方、ポイント、キーワード、さらに口頭試験対策など他の参考図書に見ら

れない新しい見方と新しい情報が満載されています。 

 

『技術士総合技術監理部門の技術体系の解説 「青本の徹底理解」』とあわせて総合技術監理部門の合格

を目指す皆さんに役立つことを期待して、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） 

 

総合技術監理部門というのは、非常にユニークな部門です。 

「総監」は、平成１３年に技術士新部門として、突然現れました。その技術体系は、他の部門のように科学技

術社会の中で発生・分化して長年かけて練り上げられ体系化されてきたものではなく、「青本」という１冊の「教

科書」が突然提示され、 初から「これが総監技術体系ですよ」と言われたのです。 

さらに、その「総監」は、どうやら従来の技術部門全部の上に「乗っかって」くる、上位部門のようではありませ

んか。まるで「上級技術士試験」のような総監部門の二次試験に、既技術士は我先に挑戦していったのでし

た。 

それから８回の「総監試験」が行われ、平成１９年度までに累計一万人以上の「総監技術士」が誕生しました

が、この総監部門というのは、試験もまたユニークです。 

試験問題は毎年サプライズ。「問題予想なんてさせるものか」というような強烈な意志さえ感じます。 

また記述式問題の得点が低いと、たとえ筆記試験をクリアしても口頭試験で「火だるま」になったりします。総

監部門に限っては、口頭試験開始時点でほとんど勝負が決まっている人がいるようです。 

このような試験のためか、「総監の発想」ができなくて、また「総合的なマネジメント」が理解できなくて、何度

挑戦しても総監突破ができない人が少なからずいらっしゃるようです。 

そういう方に、ぜひ本書で PMP（☆虎）さんがズバリ解説しておられる総監の「肝」を読み取っていただきた

いと思います。本書で解説されている「部分 適化」と「全体 適化」が日常の業務管理と結びつけば、総監

試験突破は難しくないと確信します。 

「総合的なマネジメント」が理解できれば、管理という世界が見通しよく皆さんの前に広がるでしょう。そしてそ

れは、技術者として一皮むける絶好のチャンスだと私は思っています。 

 

 

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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２０１５年度改訂版 発 刊 に あ た り 

２００１年度に技術士総合技術監理部門の試験制度が始まり、１５年目に入りました。 

多くの受験者は、「択一問題対策」と「記述問題対策」に終始して、「総監技術士に求められているあるべき姿」を見失っ

ている方が多いように思えます。具体的には私が開催している講座である「技術的体験論文対策講座」において、総監技

術士の立場での技術的体験論文になっていない方、また、「口頭試験対策講座」においても総監技術士の立場から自分

の経歴をうまく説明できない方が多くおられます。 

２０１３年度から実施される試験制度の改正内容とそれに伴う試験対策を確実に理解して実行することが重要です。 

具体的には、筆記試験合格者の「技術的体験論文」の提出がなくなります。2012 年度までは「技術的体験論文」を作成

することで「総監技術士に求められているあるべき姿」を確認し、理解する機会がありました。この機会が失われることになり

ます。 

２０１５年度からは、筆記試験の合否判定で、択一問題での足切が実施され、６０％以下だと記述問題は採点されません。 

そして、口頭試験は「経歴票」と「記述試験結果」から諮問されることになります。 

従って、筆記試験対策として、「経歴票の総監技術士に相応しい造り込み」と「記述問題の復元と再度修正論文の作成」

が重要となります。 

本書は、「総監合格を目指すため」に、総監の全体像をよりわかりやすく解説したつもりです。 

具体的には「総監として口頭試験を見据えた経歴票作成」として、「経歴票事例」と「業務分析シート」の事例を拡充しま

した。また、「記述試験の要である総監の視点から確実に題意に応える」という視点から過去の記述試験問題の解説も加

筆修正しました。まだまだ、手を入れたい箇所はまだまだあるのですが、一応の「満足決定」ということで発刊します。 

択一問題対策、論文問題対策については、「択一問題対策本」と「記述問題対策本」も 2105 年度改訂版を発刊する予

定です。本書と合わせて活用できるように構成する予定です。 

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。

「技術士総合技術監理部門の技術体系」（以下青本）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

熟であり、ある程度しっかり体系化された技術はリスク・マネジメント程度しかないと記載されています。 

しかし、今後のプロジェクト運営には、青本で記載されている 5 つの管理の視点から統合的にとらえて、問題解決する能

力がますます必要となってきます。技術が高度化し、一人の技術者だけでは対応できない課題が増えているからです。 

総合技術監理部門の技術士は、今までの専門分野の試験内容とは違い、経営的視点からプロジェクトの進行を監理、

サポートする立場です。総合技術監理技術士に要求されるのは青本に記載されている５つの管理を俯瞰的に観て、総合

的に判断し、「全体 適化」を図るための提案ができる技術者です。 

総合技術監理部門を目指して勉強することは、決して無駄にはならないと確信します。総合技術監理部門の未成熟な個

別技術を、総合的で実用的な技術体系として積み上げるのはこれからです。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、それが、総監技術士として必要な CPD と考えています。 

まずは、総合技術監理技術士が、実際の業務、プロジェクトを通じて、いろいろと試行錯誤やチャレンジを繰り返して成

果を出し、そして、自らの技術として体系化を試み、自分の能力を高めることが必要でしょう。 

事実、私の講座の受講生は、日常業務においても「常に総監の視点から考える」ことを実践し、業務に役立てている方が

多くいます。 

本書が、受験者の「技術士 総合技術監理部門」の理解に役立ち、合格に導くことを願っています。 

                  平成 26 年 12 月 

上田 活裕 

ハンドルネーム PMP（☆虎）
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第１章 試験対策のアウトライン 

 

１．１  総合技術監理部門の合格率 

１．１．１ 総合技術監理部門の受験統計データ 

はじめに、総合技術監理部門が設立されてからの受験者数や合格者数に関する技術士会から発表されているデータを掲載します。 

表 １－１－１  総合技術監理部門の合格率の推移 

年度 
受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 対申込者 対受験者 

（人） （人） （％） （人） 合格率（％） 合格率（％） 

2001 年 9、220 7、944 86.2% 2、267 24.6% 28.5% 

2002 年 13、405 10、397 77.6% 3、516 26.2% 33.8% 

2003 年 2、165 1、699 78.5%  783 36.2% 46.1% 

2004 年 6、535 4、436 67.9% 1、407 21.5% 31.7% 

2005 年 5、865 4、089 69.7% 1、037 17.7% 25.4% 

2006 年 5、587 3、963 70.9%  815 14.6% 20.6% 

2007 年 4、446 3、283 73.8%  647 14.6% 19.7% 

2008 年 4、305 3、218 74.8%  508 11.8% 15.8% 

2009 年 4、391 3、264 74.3% 697 15.9% 21.4% 

2010 年 4、805 3、570 74.3% 540 11.2% 15.1% 

2011 年 4、826 3、719 77.1% 518 10.7% 13.9% 

2012 年    4、861 3、654 75.2% 265 5.5% 7.3% 

2013 年 4.259 3.292 88.3% 431 10.1% 13.1% 

2014 年＊     ？     ？ ？      ？ ？ ？ 

合  計 
    65、

550  
49、582 75.7% 12、735 18.5% 24.4% 

＊2014 年は口頭試験の合否発表待ちです。 

このデータをグラフにすると次のようになります。 
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図１－１－１  総合技術監理部門の合格率の推移 
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 １．１．２ 総合技術監理部門の受験推移の傾向 

受験申込者数の推移 

・ 総監が設立された平成１３年、翌平成１４年と受験者は駆け込み的に多かったようです。 

・ 平成１５年度は受験者激減、その理由はよくわかりませんが、逆に合格率は４６．１％という高い数字となっています。

ある程度の合格者を出さなくてはという配慮があったのでしょうか？ 

・ 平成１６年度からの受験生は 4000 人から 6000 人の間を推移しています。 

筆記試験受験率の推移 

・ 受験率は、 初の平成１３年から平成１５年の３年間は高く、その後２年間は７０％を割りました。 

・ 平均して７５．７％ 

・ すなわち、受験申し込みをして受験するのは４人に３人 

・ 逆に言えば、４人に１人は受験リタイヤと言う状況です。 

終合格率の推移 

・ 平成１５年度の４６．１％という高い合格率から年々、合格率が低下してきており、試験制度が変わる前年の平成 18 年

度から対受験者合格率は約２０％となっています。 

・ 合格率が異常に高かった平成１５年度を除くと平均合格率は２５.７％程度となります。 

・ 総監を目指して受験しても５人に１人しか合格しないということです。 

すなわち、 

・ 筆記試験受験者は申し込み者の７５％程度で、 終合格者は１５％程度です。 

・ 筆記試験合格者で、 終合格者は８０%と言われています。 

大雑把に言って、受験申し込み１００名に対し、７５人受験、筆記試験合格２０名、 終合格１５人ということになります。 

●平成 25 年度から、試験制度が改正されました。 

① 筆記試験合格が提出していた「技術的体験論文」が廃止されます。 

   これは、試験官の負担低減とともに試験に係る諸費用縮減の 2 つの要因がありそうです。 

  試験官も年末年始多忙ということもあるでしょう。 

② 「経歴票」の様式が変わります。 

これは、「技術的体験論文」が廃止されたことで、口頭試験での諮問事項として、技術的体験をより読みより易くしよう 

とするもので経歴票の「業務内容の詳細」の欄が相当します。 

 ③ 口頭試験の内容が改正されます。 

   ・諮問事項として、他の部門の口頭試験と大きく異なるのが、総合技術監理部門では、「技術士としての適格性及び 

    一般知識」に関する諮問が廃止されたことです。 

   ・総合技術監理部門の口頭試験で、他の部門の技術士なのですから敢えて諮問する必要はないと判断したものと 

    思われます。 

   ・また、試験時間が 30 分から２０分程度に短くなります。 

   前述した「経歴票の様式改正」と「技術士としての適格性及び一般知識」に関する諮問が廃止されたことによるものと

思われます 

 

●平成２７年度から試験制度が再度改正される予定です。 

・特に、択一問題で 60％以下は、記述問題の採点がされない足切が実施されるので、要注意です。 

技術士試験の見直しについて 平成 24 年 5 月 23 日 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/siryo/attach/1323688.htm によると 

＜総合技術監理部門を除く技術部門＞の（1）筆記試験（必須科目）について、 

 筆記試験の必須科目を択一式とし、技術部門に係る専門知識を確認する。試験問題の作成に際しては、極端に難易

度が高い出題とならないよう留意する。合否決定基準に満たない者については、記述式試験の採点を行わない。 

 これは青本の基本的な知識を有しているかを重視し、筆記試験の採点作業の軽減化を勘案してのことだと思います。 

確実に択一問題で合否決定基準をクリアすることが求められます。 

・試験制度の改正に伴い、改正内容を把握し、予想を立て対処することが大切でしょう。 

・確実に受験できる体制を考え受験学習内容の把握と学習スケジュールを立てましょう。 

  （筆記試験受験できない４人の１人とならないためにも・・・・） 
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１．２ 総合技術監理部門の試験制度 

  試験制度改正に対する 2013 年度の実施大綱については、１．２．２に記載します。 

総合技術監理部門は「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、業務全体を総合的に判断する能力」を備えているかを試される試験です。 

したがって、技術士としての実務経験が必要となり、技術士資格を持った人に受験資格があるという条件になります。

すなわち受験資格面では、他の１９技術部門より上位の技術部門といえます。しかし、それでは門戸を狭めることになりま

すので、技術士第二次試験の合格前でも、その受験者が技術士としての実務経験に近い経験を持っているという前提

で受験することが可能となっています。 

これによって、他の技術部門との併願などの受験形態が可能とされています。ただし、総合技術監理部門は、他の技術

部門以上に総合的な判断を求められることから、経験年数は、他の技術部門の７年よりも長い１０年に設定されています。 

基本的には、技術士第二次試験で総合技術監理部門の受験資格は次の３通りが用意されています。 

 

１．２．１ 総合技術監理部門の３つの受験資格   （改正はありません） 

受験資格が確実にあるかを確認しておきましょう。 

ここでの要求される経験年数に応じた「経歴票」を作成することになります。 

決して、社会人になってからの経験を全て記載する必要はありません。 

また、大学院卒でも要求される経験年数があれば、敢えて経歴票に記載する必要もありません。 

技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者  

(1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間（(2)の期間を算入する

ことができる。）を超える者。 

 ・総合技術監理部門を除く技術部門 ： ４年 

 ・総合技術監理部門 ： ７年 

(2) 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）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（補助的業務を除く｡）又はこれらに関する指導の業務を行う者(注１)の監督(注２)の下に当該業務

に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後通算して次に定める期間（(1)の期間を算入する

ことができる。）を超える者。 

 ・総合技術監理部門を除く技術部門 ： ４年 

 ・総合技術監理部門 ： ７年 

（注 1） 7 年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督ることができる職務上の地位にある者。 

（注 2） 受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、助言その他適切な手段により

行われるもの。 
 

(3) 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）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（補助的業務を除く。）又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期

間を超える者。 

・総合技術監理部門を除く技術部門 ： ７年 

・総合技術監理部門 ： １０年 

（既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては７年） 

なお、(１)～(３)のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程（理科系統のものに限る｡）若しくは専門職学位

課程（理科系統のものに限る。）を修了し、又は博士課程（理科系統のものに限る｡）に在学し、若しくは在学していた者

にあっては、２年を限度として、当該期間からその在学した期間を減じた期間とする。 
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１．２．２  平成２６年技術士第２次試験実施大綱 （平成 27 年度は未発表） 

平成 26 年 1 月 22 日に実施大綱が発表されました。 
変更の詳細については平成 24 年 11 月 14 日の変更案の方が変更箇所を理解しやすいので以下に引用します。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/002/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/12/11/1328743_5.pdf  
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１．２．３  総合技術監理部門の試験改正の内容 

2013 年度以降の受験学習に際しては、試験の改正内容（2007 年度及び 2013 年度）を把握し、その意図を確認して、 

戦略・戦術を立てて学習する必要があります。 

総合技術監理部門の試験制度の改正内容は次の通りです。 

 

＜ 筆記試験 ＞ 

・筆記試験制度としては大きな改正はありません。 

・但し、受験申込み時に提出する「業務経歴票」が見直されます。 

・また、口頭試験の対象となる記述試験の出題傾向が変わることが予想されます。 

表 １－２－１  筆記試験の改正内容 

2007 年度以前（参考） 2008 年度から 2012 年度 
改正後（2013 年度以降） 

筆記試験としては変更なし

試験 
科目 

問題の種類 試験方法 配点 
試験
時間

試験
科目

問題の種類 試験方法 配点
試験 
時間 

  

Ⅱ 
必 
須 
科 
目 

Ⅱ 

「総合技術監理部
門」に関する専門的
知識､技術的体験
及び応用能力 

五肢択一式 
40 問出題 
全問解答 

20 点 

3 時間
30 分

Ⅱ-1 「 総 合技 術 監
理 部 門 」 に 関
する課題解決
能力及び応用
能力 

五肢択一式 
40 問出題 
全問解答 

＜変更なし＞

50 点 2 時間 ＜変更なし＞ 

記述式 
600 字詰め

用紙 
5 枚以内 

20 点 Ⅱ-2

記述式 
600 字詰め用紙

5 枚以内 
＜変更なし＞

50 点
3 時間 
30 分 

＜変更なし＞ 

＜ 口頭試験 ＞ 

筆記試験合格者が提出する技術的体験論文がなくなりました。 
口頭試問事項は幅に改正されます。 

・諮問対象は５つから２つへ 

・Ⅲ．技術士としての適格性及び一般的知識は、諮問対象外に 

・試験時間短縮 

表 １－２－２  口頭試験の改正内容  

2007 年度以前（参考） 2008 年度から 2012 年度 
改正後（2013 年度以降） 

口頭試問事項の大幅な改正 

  諮問事項 配点 時間 諮問事項 配点 時間 諮問事項 配点 試験時間 

Ⅱ 
必 
須 
科 
目 

Ⅰ 

受験者の技術的体験を中心
とする経歴の内容と応用能力
（筆記試験におけるⅠ-1 の答
案と業務経歴により試問） 

40 点 

30 分 

Ⅰ.受験者の技術的体験を中心
とする経歴の内容と応用能力 
・技術的体験論文を口頭試験前
に提出し、論文と業務経歴によ
り試問 

変更
なし

30 分

Ⅰ．総合技術監理部
門の必須科目に関す
る技術士として必要な
専門知識と応用能力 
 
・筆記試験における 
答案と業務経歴に 
より諮問 

 

・試験時間 20 分
但し、10 分程度
延長可 

①「経歴及び応用能力」 40 点

Ⅱ 必須科目に関する技術士とし
て必要な専門知識及び見識 

40 点 

Ⅱ．必須科目に関する技術士と
して必要な専門知識及び見識

＜変更なし＞ 

変更
なし

 

②「体系的専門知識」 20 点

③「技術に対する見識」 20 点
①「体系的専門知識」 40 点 

②「経歴及び応用能
力」 

60 点 

Ⅲ 技術士としての適格性及び一
般的知識 

20 点 

Ⅲ．技術士としての適格性 
及び一般的知識 

＜変更なし＞ 

変更
なし

 

 
 
諮問対象外となる 

④「技術者倫理」 10 点

⑤「技術士制度の認識その他」 10 点
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次に平成 25 年 1 月 7 日に発表された「平成 25 年度技術士試験の概要」から上記以外の重要ポイントを引用します。 

http://www.engineer.or.jp/c_topics/002/attached/attach_2183_2.pdf  

 

専門知識、応用能力、課題解決能力として、どのようなことが求められているのかを十分理解しておく必要があります。 
 
表現を変えてみると次のように言えます。 

専門知識：重要キーワードや専門的知識  択一問題が該当 

応用能力：与条件に対し、専門的知識、実務経験に基づいて、適切な業務遂行手順で留意点を考慮し工夫できる能力 

課題解決能力：社会的変化や技術動向に対する課題の抽出ができ、多様な分析により、解決策を提示できる能力 
 
このように具体的に提示されたことで、筆記試験の記述問題もそれに沿った出題となると予想されます。 
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１．２．４ 総合技術監理部門の必須科目及び選択科目 

表 １－２－３  総合技術監理部門の試験科目 

① 選択科目 他の２０技術部門のうち、あらかじめ選択する１つの技術部門の必須科目及び対応する選択科目 

1）選択した技術部門の選択科目に対応する「専門とする事項」に関する専門知識の深さ、技術的
体験及び応用能力を問う問題（記述式）－２０の技術部門で通常Ⅰ－１と呼ばれている問題 

2）選択した技術部門に対応する「選択科目」に関する一般的専門知識を問う問題 
（記述式）－２０の技術部門で通常Ⅰ－2 と呼ばれている問題 

3）選択した「技術部門」全般にわたる一般的専門知識を問う問題 
（択一式）２０の技術部門で通常Ⅱ－１と呼ばれている問題 
（記述式）２０の技術部門で通常Ⅱ－２と呼ばれている問題 

② 必須科目 総合技術監理部門に関する専門的知識、技術的体験及び応用能力を問う問題（記述式及び択
一式） 

③ 口頭試験 筆記試験に合格した人についてのみ実施される試験です。 
その内容は、総監技術士としての適格性などについて口頭試験にて実施されます。 

 

表 １－２－４  総合技術監理部門の必須科目及び選択科目 
科  目 必須科目及び選択科目の内容 

① 必須科目 
総合技術監理一般 

1． 安全管理に関する事項 
2． 社会環境との調和に関する事項 
3． 経済性（品質・コスト・生産性）に関する事項 
4． 情報管理に関する事項 
5． 人的資源管理に関する事項 
＊「青本」から 60～70％出題されます。 

② 選択科目 
各部門、各科目 省略 

1．機械部門～２０．原子力・放射線部門の各技術部門及び選択科目に対応した選択科目
の内容と同一事項 

 

１．２．５  総合技術監理部門の合否決定基準 （2014 年度未発表） 

平成２６年度は現在発表されていませんが、平成２５年度と同じ合否判定基準になると考えられます。 

平成２５年度技術士試験の合否決定基準は、次のとおりです。 

筆記試験 

平成 2６年度 

合格適格者は、選択科目 1 及び選択科目 2 の各々の得点が６０％以上、かつ必須科目の得点が択一式及び記述式の

合計で ６０％以上の者とする。（免除される試験科目を除く） 

 

●平成２７年度から試験制度が再度改正される予定です。 

・特に、択一問題で 60％以下は、記述問題の採点がされない足切が実施されるので、要注意です。 

技術士試験の見直しについて 平成 24 年 5 月 23 日 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/siryo/attach/1323688.htm によると 

＜総合技術監理部門を除く技術部門＞の（1）筆記試験（必須科目）について、 

 筆記試験の必須科目を択一式とし、技術部門に係る専門知識を確認する。試験問題の作成に際しては、極端に難易

度が高い出題とならないよう留意する。合否決定基準に満たない者については、記述式試験の採点を行わない。 

 これは青本の基本的な知識を有しているかを重視し、筆記試験の採点作業の軽減化を勘案してのことだと思います。 

確実に択一問題で合否決定基準をクリアすることが求められます。 

口頭試験 

合格適格者は、選択科目及び必須科目（免除される試験科目を除く）に関し、経歴及び応用能力、体系的専門知識、技

術に対する見識、技術者倫理、技術士制度の認識その他の得点がそれぞれ６０％以上の者とする。 
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１．３  総合技術監理部門の受験手続き 

１．３．１ 受験申込書等の配布   (平成 26 年度のスケジュールです) 

「受験申込書」及び「受験の手引」の取り扱い 

 受験申込書を請求する者は、平成２６年４月１日（火）から５月８日（木）の間に社団法人日本技術士会及び同会の北

海道（札幌市）、東北（仙台市）、北陸（新潟市）、中部（名古屋市）、近畿（大阪市）、中・四国（広島市）、九州（福岡市）

の各支部等まで申し出ること。 

なお、郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒（封筒の大きさは、角形２号 240mm×332mm）に所定の金額の

郵便切手を貼付したものを同封して申し出ること。また、その際、「受験の手引」が必要な者は所定の金額の定額小為替

証書(郵便局で購入)を同封すること。 

上記の郵便切手及び「受験の手引」の金額については社団法人日本技術士会ホームページ参照若しくは同会に直

接問い合わせること。 

● 受験申込書等配布場所  http://www.engineer.or.jp/examination̲center/data̲claim.htm   

● 郵送による請求方法    http://www.engineer.or.jp/examination̲center/application̲guidance/2006claim2.html  

● 「総合技術監理部門の技術体系」（通称：青本）を入手して下さい。青本から問題が出ます。 

http://www.engineer.or.jp/topics/taikei.html  

１．３．２  受験申込方法・期間 

郵送及び窓口受付 

平成２６年４月１４日(月)から５月８日(木)まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

受験申込書類は、社団法人日本技術士会あて書留郵便（５月８日(木)までの消印のあるものは有効。）で送付するか 

又は同会へ持参すること。 

 

１．３．３  受験申込書類 
（１） 技術士第二次試験受験申込書(６ケ月以内に撮った半身脱帽の縦 4.5cm、横 3.5cm の写真１枚を貼付) 

（２） 業務経歴証明書 

（３） 上記（１）、（２） に掲げる要件に該当する者については、技術士法施行規則様式第２の２に定める監督者要件証明書

及び第２の３に定める監督内容証明書を提出すること。 

（４） 総合技術監理部門の選択科目の免除に該当する場合には、技術士第二次試験合格証の写し、技術士第二次試験

合格証明書、技術士登録証の写し又は技術士登録証明書のうちいずれかを提出すること。 

 

 
 



総監受験ガイドブック 2015                                       総監受験ガイドブック 2015 

 

23 23 23 23 

１．４  総合技術監理部門の出題内容 
 

試験時間、配点などは以下のとおりです。 

１．４．１  総監筆記試験の内容 
平成 18 年度までは論文試験問題は体験論文と選択論文の２問が出題されましたが、平成 19 年度からは１問とな

りました。 

表 １－４－１  総合技術監理部門の必須科目の試験内容 

平成１９年度以前 平成１９年度以降 平成２４年度以降 

試験 

科目 
問題の種類 試験方法 配点

試験

時間

試験

科目
問題の種類 試験方法 配点

試験 

時間 
変更なし 

Ⅱ 

必 

須 

科 

目 

Ⅱ 

「総合技術監理部門」に

関する 

専門的知識､技術的体験

及び応用能力 

五肢択一式 

４０問出題 

全問解答 

２０点

３時

間

３０分

Ⅱ-1 「総合技術監理

部門」に関する

課題解決能力

及び応用能力

変更なし ５０点 ２時間 変更なし 

記述式 

600 字詰め用

紙５枚以内 

２０点 Ⅱ-2 変更なし ５０点
３時間 

３０分 
変更なし 

 

 ◆参考 平成１８年度までの試験内容 

表 １－４－２  総合技術監理部門の試験制度改正前の試験内容 

 試験時間 五肢択一問題 記述問題 体験論文 選択論文 

平成 15 年以降 3 時間 30 分

40 問題 20 点 

（1 問 0.5 点） 

配点アップ 

★目標 70％ 

28 問正解 14 点 

記述式 2 題 20 点 

（計 3、000 字） 

配点ダウン 

記述量 200 字減少 

答案用紙 A4 に変更 

★目標 70％ 14 点 

600 字詰め原稿用紙

2 枚（1、200 字） 

20×2/5＝8 点？ 

配点ダウン 

★目標 90％ 7 点 

600 字詰め原稿用紙 

3 枚（1、800 字） 

20×3/5＝12 点？ 

配点アップ 

★目標 60％ 7 点 

経験と選択の重み付けで点数調整しているのか 

どうかはわかりません。 

平成 14 年以前 3 時間 30 問題 15 点 
記述式 2 題 25 点 

（計 3、200 字） 

800 字詰め原稿用紙

2 枚（1、600 字） 

800 字詰め原稿用紙 

2 枚（1、600 字） 

 

１．４．２  総監筆記試験の時間配分 

◇ 時間配分のポイント 

（１） 試験問題は、午前中１０時から１２時まで択一問題４０問、午後１時から４時３０分まで記述問題となっています。 

（２） 各問題への時間配分は、事前に時間配分を考えておかないと、時間が不足する恐れがあります。 

（３） 事前の問題に対する回答のスケジューリングが大切です。 

（４） 過去問にチャレンジする際や模擬試験を受ける際にも「時間管理は確実」にしましょう。 
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１．４．３  総監口頭試験の内容 

口頭試験の内容は大きく改正されました。 

①筆記試験合格者が提出する技術的体験論文がなくなりました。 
②口頭試問事項大幅な改正 

・諮問対象は５つから２つへ 
・Ⅲ．技術士としての適格性及び一般的知識は、諮問対象外 
・試験時間短縮 

表 １－４－５  口頭試験の改正内容  

2008 年度から 2012 年度 
改正後（2013 年度以降） 

口頭試問事項は大幅な改正 

  諮問事項 配点 時間 諮問事項 配点 試験時間 

Ⅱ 
必 
須 
科 
目 

Ⅰ 

Ⅰ.受験者の技術的体験を中心とする 
経歴内容と応用能力 

・技術的体験論文を口頭試験前に提出し、 
論文と業務経歴により試問 

 

30 分

Ⅰ．総合技術監理部門の必須科目
に関する技術士として必要な専
門知識と応用能力 

 
・筆記試験における答案と 
業務経歴により諮問 

 

・試験時間 20 分 
但し、10 分程度延長可 

①「経歴及び応用能力」 40 点

Ⅱ 

Ⅱ．必須科目に関する技術士として必要な 
専門知識及び見識 

 

②「体系的専門知識」 20 点

③「技術に対する見識」 20 点
①「体系的専門知識」 40 点 

②「経歴及び応用能力」 60 点 

Ⅲ 
Ⅲ．技術士としての適格性及び一般的知識  

諮問対象外となった ④「技術者倫理」 10 点

⑤「技術士制度の認識その他」 10 点

では、改正前後で諮問事項がどのように変わるのでしょうか？  

表 １－４－６  総合技術監理部門の口頭試験の内容 （改正前） 

表 １－４－７  総合技術監理部門の口頭試験の内容想定される内容 （改正後） 

質問の時間配分は、「経歴書」を中心として１０分、技術的体験論文に変わる「業務内容の詳細」を中心として１０分がおお

よその目安になります。 

試験官の質問の意図と流れを読み取ることが大切です。 

Ⅰ 受験者の技術的体験を中心とする 

経歴の内容と応用能力  

４０点満点 

（配点は想定）

 

改正で 

統合されました

① 経歴 ２０点 ・経歴票から総監的経験の確認 

② 応用能力 

２０点

・応用能力とは総監技術に関する能力です。 

・技術的体験論文に対する質問です。 

Ⅱ 必須科目に関する技術士として必要な 

専門知識及び見識  

４０点満点  

③ 体系的専門知識 ２０点 総合技術監理部門に関する体系的な質問です。 

④ 技術に対する見識 ２０点 総監技術に関する質問です。 

Ⅲ 技術士としての適格性及び一般的知識 ２０点満点 

（配点は想定）

 

改正で 

廃止されました⑤ 技術者倫理 １０点 技術士倫理規定に関する質問です。 

⑥ 技術士制度の認識その他 １０点 技術士法、CPD、トピックに関する質問です。 

Ⅰ．総合技術監理部門の必須科目に関する 

技術士として必要な専門知識と応用能力 

 

・筆記試験における答案と業務経歴により諮問  

配点 

(あくまでも想定です) 

（想定される諮問事項とその配点を考える必要があります） 

①「体系的専門知識」 ４０点 ・総合技術監理部門に関する体系的な質問です。 

・総監技術に関する質問です。 

②「経歴及び応用能力」 ６０点 ・経歴票に関する総監的経験の確認 

・応用能力とは総監技術に関する能力です。 

・技術的体験論文にかわる「業務の詳細」に対する質問です。 
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１．５ 計画的に総監合格に向かう！！ 

１．５．１  総監合格までの流れ 

（１） 「受験申込書」 及び 「受験の手引」 入手  (平成 26 年度のスケジュールです) 

   平成２６年４月 1 日（火）～５月８日（木） 

・受験申込書入手から申し込みまで郵送で約１ヶ月。 

・「受験申込書」入手以前から、総監的視点から「口頭試験に耐えうる経歴票」を作成しなくてはなりません。 

・特に平成２５年度から、筆記試験合格者が提出する「技術的体験論文」が廃止されたことで、それに伴い「経歴票の

書式」が変わり、技術的体験論文に変わる「業務内容の詳細」が設定されました。 

・「経歴票」の記載に関する留意事項は後述します。 

・経歴票の添削を受けることをお勧めします。 

・スケジュール例を参考に計画を立て、効率よく受験対策をして下さい。 

（２） 「受験申込書」 提出  

郵送及び窓口受付 ：平成２５年４月１４日(月)～５月８日(木) 

・受験申し込みから、試験まで約４ヶ月です。 

・特に初めて受験される方は、「青本」を理解するのに時間がかかります。 

  択一問題対策として「青本」を読み暗記するのではなく、総監の視点を理解することが大切です。 

・択一問題対策はどのように行うか 

  基本的に過去問にチェレンジすることです。 

・記述問題対策はどのように行うか 

  基本的には、2005 年度以降の過去問にチャレンジすることです。 

  また、「技術的体験論文」が廃止されたこと及び「応用能力」「課題解決能力」の内容が提示されたことで 

  出題傾向が変わるでしょう。   

・重要な「総監的視点」をどのように養うか 

  一つには「経歴票」の造り込みの中で養うことが有効です。 

・スケジュール例を参考に計画を立て、効率よく受験対策をして下さい。 

（３） 筆記試験  

試験日    ・総合技術監理部門の必須科目 平成２６年８月２日(土) 

・総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目 平成２６年８月３日(日) 

時  間   午前９時から午後５時までのうちあらかじめ受験者に通知する。 

試験会場  次のうち、受験者があらかじめ選択する試験地において行う。 

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、福岡県及び沖縄県 

なお、試験会場については、７月上旬の官報に公告するとともに、あらかじめ受験者に通知する。 

（４） 択一問題の正答の公表 

筆記試験終了後速やかに、総合技術監理部門の択一問題の正答を公表する。 

（５） 筆記試験合格発表 

筆記試験については、平成２６年１０月３０日（木）に合否を通知する。 

筆記試験の合格発表後、受験者に成績を通知する。 
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（６） 口頭試験に向けての準備 

・筆記試験終了から合格発表まで約３ヶ月あります。 

・この時期何をなすべきかが、 終的な合否の分かれ目でしょう。 

・筆記試験終了でほっと一段落してしまいますが、筆記合格発表まで何をするかが大切です。 

・平成２４年度まで実施された「技術的体験論文」で総監技術士としての知見の向上が望めました。 

・新たな口頭試験の対象は「経歴票」と筆記試験の「記述問題論文」です。 

・口頭試験に向けては、筆記試験合格発表を待ってから準備していては、手遅れになるかもしれません。 

・まず、筆記試験の記述問題に対する「復元論文」と「修正論文」の作成が必要です。 

・筆記試験においてはこう記述した（復元論文）、しかし見直すとこのように記述すべきであった（修正論文） 

 この差異が、総監技術士を目指す継続的研鑽であり、口頭試験においてアピールしたい内容となります。 

・「復元論文」からどのように「修正論文」をしたらよいかは、添削を受けることをお勧めします。 

・この段階が総監技術士としての知見を深めることになります。 

・スケジュール例を参考に計画を立て、効率よく受験対策をして下さい。 

 

・筆記試験合格発表から口頭試験まで約３ヶ月あります。 

・総監受験者の多くは既技術士です。 

・総監の口頭試験は、専門分野の技術についての諮問ではありません。 

・「経歴票」からどのような総監的視点からの諮問がされるのか 

・「記述問題論文」からどのような総監的視点からの諮問がされるのか 

・模擬口頭試験を受けることをお勧めします。 

・この段階も総監技術士としての知見を深めることになります。 

・スケジュール例を参考に計画を立て、効率よく受験対策をして下さい。 

（７） 口頭試験  

試験日    平成２６年１１月下旬から平成２７年１月下旬までのあらかじめ受験者に通知する１日 

         （総監部門は通常１月の口頭試験です） 

時 間     午前９時から午後５時３０分までの間であらかじめ受験者に通知する。 

試験会場   東京都 試験会場は、あらかじめ受験者に通知する。 

（８） 口頭試験合格発表 

口頭試験については、平成２７年３月２日（月）〔予定〕に試験に合格した者の氏名を技術士第二次試験合格者として官

報で公告するとともに、本人あてに合格証を送付する。 

口頭試験の合格発表後、受験者に成績を通知する。 
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１．５．２ 学習スケジュールをたてること！！ 

「合格」の通知を得るには、準備が必要です。計画どおりに進まないことが常ですが、総監合格というプロジェクトを成功

させるには、バックワード・スケジューリングで、月ごとになすべきことを抽出し計画しておくことは重要です。 

ここでは、「受験申込書」入手からのスケジュール（案）を示しますが、再受験の方はまた、別のスケジュールとなります。 

筆記試験不合格の方の中には、筆記試験合格発表から受験対策を開始されている方もおられます。初めて受験される

方は、専門分野の学習ではないため、十分な計画のもとでスケジュールを立てておくことが大切です。 

表 １－４  スケジュール（案） 

3 月 

・「受験申込書」、「受験の手引」及び「青本」入手 

・「証明書等」必要書類の入手 

・「総合技術監理部門」 設立の背景を理解する。（ 業務経歴を記載する上で参考になる ） 

・青本通読 2 回 （ ざっと目を通し、理解しづらいことを理解する ） 

・「業務経歴」 を練り上げる。（ 出来れば総監取得の先輩に観てもらうとよい ） 

・経歴書は口頭試験合格への第一歩です。 

・「5 つの管理」の観点から 【業務分析シート】 を参考にして、口頭試験を見据えた業務の分析を行う。 

4 月 

・受験申し込み 

＊総監受験として、口頭試験に耐えうる「経歴票」を作成するためには、 

ぎりぎりまで推敲することをお勧めします。 

・択一問題は、「過去問題」を別冊「青本の徹底理解」の 【青本キーワード】 で確認しながらやる。 

・「時事・情報用語」の情報収集 

5 月 

・ゴールデンウィークは「家庭サービス+遊びまくる」・・・・リフレッシュが大事！ 

・そのためにも学習は計画的に！！ 

・過去問の択一問題は 5 月中には、一通り終了しておきたい。  

（ 別冊 「青本の徹底理解」 が有効です） 

・「社会的な総合技術監理に関与しそうな話題の情報収集」 

・Web ラーニングプラザを覗いてみる。 

http://weblearningplaza.jst.go.jp/cgi-bin/user/top.pl?next=ContentsMap.html    

6 月 
・再度、「過去問題」を（青本キーワード）で確認する。 

・「過去の論文問題をやってみる  推敲は充分してください。（ 別冊 「記述論文対策本」 が有効です ） 

7 月 
・新たなことはやめて、ひたすら「青本マスター」  （ 別冊 「青本の徹底理解」 が有効です ） 

・「論文問題の情報収集」 

8 月 

・「筆記試験」 

・ネットを覗いて喜んだりがっかりしたり 

・「択一の出来のチェック」＋「論文の再現」を必ず行う （ これが口頭試験対策となる ） 

9 月 ・筆記試験合格を前提に「記述問題の修正論文」作成開始  

10 月 

・「記述問題の修正論文」の添削を受ける （ これは必ず参加されることをお勧めします ） 

・【口頭Ｑ＆Ａ例】を参考に想定問しよう。 

・「総合技術監理に関与しそうな話題」をまとめておこう。 

11 月 

・「筆記試験合格発表」 

・口頭試験に向けて、口頭試験対策講座への参加 （ これは必ず参加されることをお勧めします ） 

・「業務経歴書」、「復元論文」、「修正論文」から想定質問を作成する。 

・無念だった人は「原因分析」 リベンジは早いうちに！！ 

１月 
・「口頭試験」   

おちついて、あせらずに 

3 月 ・「合格発表」 
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１．６  総監合格に向けての対策 

筆記試験を中心に受験対策をまとめてみます。 

 筆記試験内容 

・択一 ： ５０点 ２時間     5 つの管理についての択一問題４０問（各管理 8 問）  

・論文 ： ５０点 ３時間３０分 600 字５枚以内「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記述 

 

１．６．１  総監択一問題対策  （「総監虎の巻 択一問題対策」を参照ください） 

平成１９年度までの試験では、１問１分で見直し時間も含めて、４０問で１時間が目安でしたが、平成１９年度以降では、４０

問で２時間となると、単なる正誤問題は減り、計算問題や、穴埋め、組み合わせなどが出題されています。 

択一問題の出題範囲は基本的に青本ベースでしょう。しかし、社会環境管理、情報管理については、青本外からも出題さ

れています。「青本は総監技術士として必要な知識の範囲を示している」ものであると理解すべきでしょう。 

問題文をどこから引用あるいは何を元に作成しているかに着目し資料に目を通しておく必要がありそうです。 

例えば、建設部門の２次試験の建設一般だと、建設白書、環境関連だと環境白書というように、ネタ本は何になるのと思わ

れる情報に目を通しておくことも必要です。 

特に、社会環境管理では、建設白書、環境白書や経済産業省の資料ですが、通商白書・ものづくり白書・エネルギー白

書・中小企業白書なども着目しておいたほうがいいでしょう。 

経済産業省の施策ですが、効果的な技術経営人材育成に向けた 「技術経営（MOT）教育ガイドライン」 の検討について 

http://www.meti.go.jp/press/20060811001/20060811001.html  も着目しておきましょう。 

また、プロジェクト・マネジメントの国際規格といってもよい PMBOK を読んでみることも意義があると思います。ただ、いきなり

PMBOK を読んでも難解でわかりにくいですからプロジェクト・マネジメントの解説本からのアプローチをお勧めします。 

青本に記載されているキーワードは当然ですが、青本外のキーワードを収集し、 新の動向や話題を把握しておく必要が

高まっています。 
 

１．６．２  総監記述問題対策  （「総監虎の巻 記述問題対策」を参照ください） 

論文として記述が求められているのは、「総合技術監理部門に関する課題解決能力及び応用能力」です。 

さて、「総監の課題解決能力とは何か」、「総監の応用能力とは何か」を確実に理解しておくことです。 

試験対策は、「総監の課題解決能力とは何か」、「総監の応用能力とは何か」を確実に理解しておくことです。そして、その

ための総監技術をどのように駆使するかのシミュレーションを行い、論文構成力を高める学習が必要でしょう。 

特に 2005 年度以降の過去問については一通りチェレンジしておきましょう。 

2006 年度のようにプロジェクトのフェーズ、ステップに応じて記述を求められることは当然予想されます。プロジェクト進行の

フェーズに応じて必要となる総監的留意点や総監技術は異なってきます。これを意識して総監に求められる資質を理解し

て身につけておかねばなりません。 

次に、構成力とともに論理的な論旨の展開を総監的視点からできるかが問われます。そのためには、マインド・マップなどの

手法でキーワードの関連づけをして、論文の構成を作成する訓練が必要でしょう。また、模擬試験などを通じて、シミュレー

ションしておくことが必要です。 

構成が決まったら１枚３０分として、５枚で２時間半、ということは構成に１時間もかけることが必要な論文試験といえます。 

繰り返します。総監的視点から論理的な論文構成力が問われる試験になります。論文構成力の訓練が必要です。総監的

視点と総監技術に関する深い理解が必要です。専門分野の技術、専門分野の問題解決を記述するのではないのです。 

 

１．６．３  総監口頭試験に向けた「修正記述論文」の作成 

口頭試験の対象は「経歴票」と「筆記試験での記述問題」です。 

従って、筆記試験が終わったのち、記憶の新たなうちに「復元論文」を作成し、その後「こう記述すべきであった」と推敲し

ながら「修正論文」を作成することです。 
 論文の添削を受けることをお勧めします。 
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１．７  総監受験申込書の書き方 
●「受験申込書」と「受験の手引」を一緒に購入し、熟読して下さい。 

 

１．７．１  受験申込書の注意点 

※ 平成 25 年度から試験制度が変更されます。 

※ まず、筆記試験合格者が提出する「技術的体験論文」が廃止されます。 

※ それに伴い、「経歴票」の様式が変更されます。 

 

参考 平成 13 年度の変更 

・平成 13 年度、技術士法、技術士法施行規則の改正にともなって、受験申込書も変更されました。 

・平成 13 年度までの「資格取得欄」と「業績の欄」がなくなり、「業務経歴」の記述する内容に工夫がいります。 

 

●留意点 

（１） 複写式は、書き出すまではちょっとプレッシャーを感じますが、書き始めると案外スムーズ。 

（２） 証明書など必要書類で署名・押印が必要なものがありますので、早めに用意しましょう。 

・業務経歴証明書、大学院をカウントする人は修了証明書など 

・監督員の指導での経験で受験をする人はそれに関連する証明など 

（３） できれば、用紙をコピーして下書きをしてから清書すると安心です。 

（４） 記載漏れや間違いなどの不備があった場合に、返送され、再提出となり、間に合わなくなるおそれがあります。 

（５） 申込書のコピーをとっておきましょう。 

＊申込書のコピーは、経験答案を準備するのと、口頭試験に進んだ際に「想定質問」を考えるのに必要です。 
＊また、おりにふれて眺め、モチベーションを維持するのに役立てましょう。 
 

１．７．２  受験申込書は口頭試験の始まり 

安易に「業務経歴票」を記載しないことが重要です。 

私の講座の受講生で、口頭試験において苦労される方は、以下のような「業務経歴票」を提出された方です。 

・受験するつもりなのだが、受験申し込みが期日間際で、「業務経歴票」の造り込みが不十分な方 

・「業務経歴票」が総監部門の業務内容になっていない方 

・５つの管理、そのトレードオフである監理の視点が窺えない業務内容になっている方 

・「地位・職名」に応じた業務内容になっていない方 

・口頭試験を見据えた説明のストーリー造りが不十分な方 

 

以上のような「業務経歴票」を提出しないようにしましょう。 

 

口頭試験において試験官は何を確認しようとして諮問するのでしょうか。 

これを理解していないと「口頭試験に耐えうる業務経歴票」になりません。 

（１） 口頭試験の際に試験官が「業務経歴票」で確認しながら質問します。 

（２） 口頭試験では、本人であることと、実際に体験した業務であることなどが、まず確認されます。 

（３） 筆記試験の専門とする事項の体験業務に深く関連したことを質問されます. 

（４） その業務経歴が口頭試験でチェックされます。 

（５） 当然ながら、総監技術士としての相応しい経験積んでいるか、今後の意欲を確認しようとしています。 

 

・自分の経験・職務を「総監の立場」、「５つの管理」から分析しましょう。 

・職務毎に総監的視野から分析しておくことは、「経験論文」、「口頭試験」に必要です。 

・筆記試験と違うのですから、落ち着いて推敲して丁寧に書きましょう。 
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では、具体的に、何をもって技術士に相応しいと判断するのでしょうか？ 

本年度その内容が公開されましたので、再度掲載します。 

 

 

求められる能力は、「専門知識」「応用能力」「課題解決能力」です。 

ここで注意したのは当然、総監技術士としての能力です。個別の専門分野の業務遂行能力ではありません。 

これを筆記試験、口頭試験を通して確認し、総監技術士として相応しいかを判断されるわけです。 

さて、筆記試験でこれを判断できるでしょうか？ 

「択一問題」は、青本ベースの知識を確認することが目的ですので、「専門知識」と言えるでしょう。 

「記述問題」は、設問に応えることで、設問の設定で「応用能力」「課題解決能力」を確認しようとしているのでしょう。 

しかし、筆記試験で３つの能力を確認できるでしょうか？ 

「専門知識」「応用能力」「課題解決能力」を確認するのに一番判断しやすいのは、筆記試験結果を判断の材料として、口

頭試験で確認することです。 

口頭試験では、「業務経歴票」と「記述試験結果」から諮問されます。 

従って、今回の試験制度の変更の意図を十分に把握して、総監技術士としての能力を確認してもらうためにも、「業務経歴

票」の記載内容を推敲しなければなりません。 
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１．７．４  業務経歴票の書き方のポイント  （制度改正後） 

従来の専門分野の２次試験時の「業務経歴票」の記入の仕方ではいけません。総合技術監理部門を受験するのです。 

口頭試験時には「業務経歴票」と「記述試験結果」しかありません。この書類から口頭試験をされるのです。 

平成 25 年 1 月 7 日に発表された「平成 25 年度技術士試験の概要」から「業務経歴票」のポイントを記載します。 

 

 
 
② 

            ⑨ 

 
 
 

⑦ ③ 
⑤ ④ ⑥ 

⑧  

① 
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平成 25 年度に改正された「業務経歴票」に対して、ポイントを考えてみましょう。 

改正のポイントは、大きくは 2 つあります。１つ目は「業務経歴」欄、2 つ目は「業務内容の詳細」欄です。 

◇「業務経歴」の欄は、改正前は 10 つありましたが、改正後は５つ（現時点の情報）になりました。 

・業務経歴の５行を全て埋めるのが順当な対策です。 

・時系列で業務内容が次第に総監の視点で個別管理から総合的監理に移行していく表現が望ましいでしょう。 

・ベテランの方、アピールしたい業務の多い方などは、絞り込んだ表現にするのに苦労するかもしれません。 

◇「業務内容の詳細」欄は、廃止された技術的体験論文に該当する箇所です。 

以下、重要なポイントを解説します。 

◇ポイント① 「研究内容」欄で大学院の経験を記載することも可能ではあるが・・・ 

重要なのは、総監技術士として相応しい「業務内容」につながる「研究内容」であるかです。 

口頭試験において総監としてアピールできる「研究内容」であればよいのですが、「業務内容」で必要な経験年数が 

あれば、敢えて記載する必要はないと考えます。 

従って、大学院の経験年数を考慮する必要がある方は、その「研究内容」をどのように記載するかが重要となります。 

◇ポイント② 「詳細」の欄が設けられました。 

「業務内容の詳細」で記載する業務を１つ選択することが要求されています。 

これは、筆記試験合格者の「技術的体験論文」の提出が不要になったからです。 

一般的には 新の業務になるでしょうが、総監として相応しいと思う業務を選択することになります。 

◇ポイント③ 「勤務先」の欄 

 本人確認の欄であり、それほど記載に苦慮することはないでしょう。 

 口頭試験においても質問されることはまずありません。 

但し、勤務先が変わった方は、正負両面をどのようにポジティブに口頭試験において説明できるかが大切です。 

 過去の受講生の方でも倒産やＭ＆Ａなど、本人がコントロールできない状況で勤務先を変わった方がいます。 

 口頭試験において、それを技術者としての成長の正の側面で説明できれば、評価されるでしょう。 

◇ポイント④ 「所在地」の欄 

 本人確認の欄であり、それほど記載に苦慮することはないでしょう。 

 口頭試験においても質問されることはまずありません。 

◇ポイント⑤ 「地位・職名」の欄 

５つの「業務内容」欄で、どのように総監技術士として相応しい「業務内容」であるかを伝える必要があります。 

その際、「地位・職名」に応じた「立場と役割」を反映した業務内容になっているかが重要です。 

人的資源管理やリスク・マネジメントなどの観点から、それなりの立場はほしいところです。 

地位・役職にそれなりの立場が無い場合、業務内容に「指導的立場」を織り込む必要があります。 

◇ポイント⑥ 「業務経歴」欄  ＜ 後述する「業務分析シート」を活用してください ＞ 

  この欄が一番、重要であり、記載に苦慮する欄です。 

総監受験の場合、５つの欄で要求される経験年数（7 年または 10 年）あることが記載することが求められます。 

５つの「業務内容」欄で、どのように総監技術士として相応しい「業務内容」であるかを伝える必要があります。 

「総監技術士として相応しい」ことを、ここでアピールする以外はありません。 

総監部門を受験する訳ですから以下の事項に留意してください。 

（１） 総合技術監理部門を受験するわけですから、「５つの管理と監理に着目した業務内容」にするべきでしょう。 

   専門分野の技術的経験は求められていません。 

   「管理と監理」については青本第 1 章を熟読し理解してください。 

（２） 業務内容は、端的でかつ具体性があり、「総合技術監理部門として相応しい業務」を記述しなければなりません。

（３） 地位・職名（立場と役割）に応じた業務内容になっているか？ 

これは地位・職名に応じて、責任と権限が変わるがはずだからです。 

（４） 経験を積むにつれ、個別管理から複数の監理、そして全体 適化を目指した総合技術監理になっているか？ 

   これは非常に重要な視点であり、これを意識して構成することが口頭試験対策となります。 

（５） 口頭試験を想定したうえで、業務内容を書くことは重要です。 

その想定した業務経歴の内容が口頭試験でチェックされます。 

いくつか留意事項がありますが、 「技術士取得時の経歴票は使えない」 、総監受験者「経歴票」事例紹介＜20 事例＞ 

を参考にしてください。 

「業務分析シート」を用いて、「受験の手引」の見本を参考に、各業務の業務内容でまとめましょう。 
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◇ポイント⑦ 各業務（プロジェクト）の期間が適切か・・・ 

ちょっと表現はよくないかもしれませんが、各業務の期間が正当であるかは試験官には判りません。 

５つの「業務内容」欄で総監技術士として相応しいことを記載する必要があります。 

すなわち、複数の業務を一連の総監技術士としてのプロジェクトとして、記載することも可能です。 

これは、前述した５つの業務内容欄を如何に総監技術士としての成長の過程を見直すことです。 

◇ポイント⑧ 証明欄 

署名・押印が必要ですので、早めに用意しましょう。 

また、職場、上長に対する「受験宣誓書」とも言えます。 

◇ポイント⑨ 「業務内容の詳細」の欄  ＜従来の「技術的体験論文」に相当する箇所です＞ 

 要求されていることを確認しましょう。以下は、私なりの解釈です。 

（１）当該業務での立場、役割、成果等を記入 

  等とありますが、何を記述すべきでしょうか？ 

  基本的に「技術的体験論文」の詳述業務の構成を参考にするとよいでしょう。 

「技術的体験論文」の題意は、次のようなものでした。 

あなたが受験申込書に記入した「専門とする事項」について実際に行った業務のうち、総合技術監理部門の技術

士にふさわしいと思われるものを２例挙げ、それぞれについてその概要を記述せよ。 

さらに、そのうちから１例を選び、以下の事項について記述せよ。 

 （1）あなたの立場と役割 

 （2）業務を進める上での課題及び問題点 

 （3）あなたが行ったもしくは行うべきだったと考えている総合技術監理の視点からの提案 

 （4）総合技術監理の視点からみた提案の成果 

 （5）総合技術監理の視点から見て今後の改善が必要と思われること 

・業務タイトル これは、「業務内容」ですので、「業務内容の詳細」の欄で新たに記載する必要はありません。 

①立場と役割 

     立場は、「地位・職名」であり、業務経歴欄で記載した役職名でよいでしょう。 

     役割は、「責任と権限」であり、その業務における総合技術監理部門として果たした責任と考えればよいでしょう。

②課題と問題点 

  総監としての課題と問題点をどのように設定しているか 

  課題は、「解決すべきあるべき方向であり、維持すべきレベルを満足させるためにトレードオフとなる事項」 

  問題点は、「ボトルネックとなる各管理で解決すべき事項」 

③総合技術監理の視点からの提案 

  総監の立場からどのような提案をしたのか 

  提案は、駆使した総合技術監理における各管理における提案 

  そして、重要なのは維持すべきレベルを満足させるために全体 適化をどのように図ったかの提案 

④総合技術監理の視点からみた提案の成果 

      成果は、総監の視点からの正負両面の成果で定量的・定性的に表現したい 

     正の成果は、課題や問題点がどの程度、解決できたか（要求されるレベルの維持は当然です） 

     負の成果は、要求されるレベルの維持できたが改善すべき事項があると判断される成果 

⑤総合技術監理の視点から見た今後の改善 

  上記、負の成果を今後、どのように改善すべきかの見解 

（２）720 字以内、図表不可 

  従来の技術的体験論文は、略述と詳述でＡ４版用紙２枚（40 字×35 行＋40 行）、図表を含め 3、000 字以内でした。 

  「業務内容の詳細」の欄は 720 字以内ですから、記述量から言えば、24％になりました。 

（３）原則ワープロ（48 文字×15 行）、文字 10．5 ポイント 

提出にあたって、基本的にワープロで推敲することになるでしょう。 

上記の①～⑤を 15 行にどのように割り振るかがポイントとなります。 以下の（）内の行数は目安です。 

①立場と役割 （1 行） 

②課題と問題点 （２行） 

③総合技術監理の視点からの提案 （７行）  

④総合技術監理の視点からみた提案の成果 （３行） 

⑤総合技術監理の視点から見た今後の改善 （２行）  

（４）手書き可能 

 原則ワープロですが、字が綺麗に書ける方は、手書きの方が口頭試験官にとってインパクトがあるかもしれません。 
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今回の試験制度改正で、「業務経歴票」の口頭試験における重要性が高まりました。 

安易に記載することは、口頭試験を考えれば自殺行為とも言えます。 

本年度から受験申込時に「技術的体験論文」として「業務内容の詳細を記載することが求められていることになります。 

本年度からの「業務経歴票」作成するステップについて考えてみます。 

◇「業務経歴票」作成のステップ 

①「業務分析シート」を用いて、自分の経験した各業務内容を総監の視点で棚卸しましょう。 

  総監の５つの管理においてどのようにアプローチしたのかを自分自身で確認し、理解することが第一歩です。 

  どのような「業務分析シート」が良いのか、悪いのかは、第３者は評価できません。 

  どこまで自分の経験を棚卸しして、表現できるかの訓練と思ってください。 

②業務経歴を記載してみる。 

  まず、記載してみなくてはなりません。評価、書き直しはそれからです。 

  参考事例として後述する 「技術士取得時の経歴票は使えない」、総監受験者「経歴票」事例＜20 事例＞を参考にし

てください。 

  今回の試験制度改正で業務を１０から５つにまとめる必要があります。 

  複数の業務やプロジェクトを総監の視点から複数の一連の業務を統括して表現することが求められます。 

③総監技術士に求められている成長の足跡が窺えるか。 

  業務内容を５つで、総監技術士に求められている成長の足跡を表現できるかがポイントです。 

  経験を積むにつれ、個別管理から複数の監理、そして全体 適化を目指した総合技術監理になっているか？ 

  これは非常に重要な視点であり、これを意識して構成することが口頭試験対策となります。   

③「業務内容の詳細」の欄に記載するのは１つの業務ですが、少なくとも２つ、出来れば３つの業務で作成してみる。 

何故か？ 

「業務内容の詳細」の欄、以前の総監技術士に求められている「技術的体験論文」の簡易版を作成することです。 

過去の受講生は、「技術的体験論文」の作成と講評で総監技術士に求められている資質を向上させました。 

多く推敲することで、確実に総監技術士に求められていることを理解して、整理し、表現できるようになります。 

④自分なりに推敲すること、そして、第３者に添削してもらい評価を受ける。 

必ず合格するためには、まず自分自身の努力です。 

しかし、思い入れがあります。 

それを第３者の目で評価してもらうことをお勧めします。 
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１．７．５ 業務経歴票の書き方のポイント（技術士会との質疑応答） 
 

業務経歴書の様式は変わったが、技術士会の準備不足、不測の事態の想定レベルが低く、受験者にとって理解できる内

容ではありませんでした。 

当然、受験者からは多くの電話、メールの問い合わせがあったことでしょう。 

私も受講生にどのように指導してよいか判らりませんでした。 

そこで、質疑口頭の履歴が残るメールで質疑を重ね、受講生にその応答履歴を配布し、必ず受講生が技術士会と質疑応

答をすることを前提に自己責任で判断してもらうことにしました。 

 

私が独自に作成した技術士会の様式に合わせたファイルで受験申し込みをされた方もおられますが、問題はなかったよう

です。 

 

本年度の受験申込書では多くの受験者の質疑に応える形で改善されていること思いますが、不明なことは勝手に自己判

断せず、技術士会に問い合わせ、履歴を残すことに留意してください。 

 

以下、質疑応答の履歴を引用します。 

 

 

 

 

平成 25 年度 試験制度の改定に伴う技術士会との質疑応答 

2013/04/11 

PMP（☆虎） 

 

まだ、質問に対して、十分な技術士会の回答となっていない個所もありますが、「経歴票」作成の上で、参考にしてください。 

 

================================================== 

お問い合せ日時：2013 年 4 月 2 日 0:12:47 

お問い合せ内容：ご担当者様、「業務経歴票」の字数制限についての質問 

１．勤務先（部課まで）が字数制限 27 文字を超える場合はどうすればよいのでしょうか？ 

２．所在地（市区町村まで）が字数制限 12 文字を超える場合はどうすればよいのでしょうか？ 

以上、よろしくご回答願います。 

================================================== 

お問い合せいただいた件につきまして回答致します。 

受験申込書及び業務経歴票の入力文字数が入力できる 大文字数を超える場合は、 

空欄のまま印刷し、後から手書きでご記入下さい。 

パソコン入力と手書きが混同していても、特に問題ございません。 

よろしくお願い致します。 

================================================== 

お問い合せ日時：2013 年 4 月 2 日 13:50:56 

お問い合せ内容：「業務経歴票」の字数制限について追加質問させていただきます。 

質問１．pdf ファイルへの入力の字数制限であり、基本的に字数制限はないということですか？ 

質問２．全角での字数制限ではなく、入力できれば、半角でもいいということですか？ 

質問３．字数制限をオーバーする場合は手書きのみ受付するということですか？ 

以上、ご回答よろしく願います。 

================================================== 

お問い合わせいただいた件につきまして回答いたします。 

質問１についてですが、 

PDF ファイルで入力する文字の制限であって手書きであれば、枠内におさまれば字数の制限はありません。 
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１．７．６ 総監受験者の新書式「経歴票」事例 ＜Before  After 20 事例＞ 

経歴票 事例１  機械部門  交通・物流機械及び建設機械 

■ Before  

 

TGS 
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■ After  

 

TGS 
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経歴票 事例２０    建設部門  道路 

■ Before  

 
 

K.MTMT 
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■ After  

 

 

 

 

K.MTMT 
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１．８  総監受験者のための「業務分析シート」 
 

●経歴票に記載した業務の整理 

経歴票に示した業務は全て、総監技術士として関与した経験であるべきと判断されます。 

特に、総監的視点から見直す必要のある経歴、業務は、少なくとも、監理、指導的立場になってからの業務です。 

 

口頭試験時、技術的体験論文に記載した業務２例以外の業務に質問が行われることがあるからです。たとえば昨年の口頭

試験でも、「体験論文に書いた以外の業務についてひとつ説明してください」というような質問がありました。これは、業務２

例以外での総監的視点を確認しようというもので、総監としての業務体験の豊富さ、幅広さを確認しようという意図です。 

 

口頭試験は「筆記試験における答案」と「経歴票（様式変更）」により、総監技術士として相応しいかを諮問されるのです。 

 

特に、安易に過去、合格したときの経歴票と同じような業務内容で、経歴票を提出している方は、総監的視点から、全ての

業務を見直しておく必要があります。その手法について次に記載します。 

 

私の講座では、私の講座では、経歴票に記載した総監の立場での業務すべてにわたって、「業務分析シート」を作成する

ように指導しています。 
 
「業務分析シート」は、筆記試験合格後の「記述試験の復元修正論文の作成」や「口頭試験対策」に役立つからです。 

そして口頭試験時には「業務分析シート」をマインド・マップにまとめて、記憶にとどめるように指導しています。 

 

繰り返しますが、これは、自分の経歴を全て５つの管理の内容で見直して、何が課題であったのか？  

各管理で何が問題として解決すべきであったのか？  

そして、どのように解決したのかを把握することが必要です。 

総監の試験を通して、「総監的視点」、「総監マインド」を養い、「総監の頭」になるとともに、技術的体験論文、口頭試験に

備えることが大切です。 

この「総監的視点」、「総監マインド」は、総監試験に関わらず、技術者として養っておくべき、思考のプロセスともいえます。 

 
事象を分析する際に重要な考え方が MECE と呼ばれるロジカル・シンキングの基礎技術です。このロジカル・シンキングの

重要な技術である MECE（Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive）とは、「各事柄間に重なりがなく、全体として漏

れがない」状態のことで、「ミーシー」、「ミッシー」と呼ばれます。 
簡単に言えば QC７つ道具の「層別」です。「漏れなく、重なりがなく」が重要です。そのためには、層別できるキーワードを

抽出していくかが重要です。 
 
次ページの「業務経歴シート」は過去の講座で使っていたものを部分的に修正しました。 
これを使えば、「漏れなく、重なりなく」、自分の業務を総監的視点から掘り起こして見直しておくことができます。 
 

１．８．１   「業務分析シート」の活用方法 

・総監としての対象業務に対してシートを作成します。 
 
【 Step 1 】 業務名を記入しますが、これは 後に見直して「総監技術士にふさわしい」ことが窺える表現に変えます。 
【 Step 2 】 時期と立場、役割を記入します。当然、総監技術士としての位置づけを記入することになります。 
【 Step 3 】 「５つの管理」の欄で何を行ったかをチェックします。各管理の何に該当したかを確実にします。 
【 Step 4 】 その項目に対して、 
 

まず、総監に関する成果 （Output） → 総監的提案・問題解決法・駆使した「総監技術」 （Tool） 

次に必要とした情報 （Input）を記入します。 

次に、問題点 （ボトルネックと優先順位） → 課題 （あるべき方向とトレードオフ） 

→ 今後の改善を記入します。 

 
この順序が大切です。具体的な Output から始めて、バックワード・スケジューリングのように課題まで遡るのです。 
ここでは文章でだらだら書くのではなく、キーワードのみとします。キーワードがあれば、文章は書けます。 
総監キーワードを理解して、業務での総監キーワードを引き出すのです。 
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初は、なかなか記入することは困難です。 

それは総監の示す５つの管理の範囲と 

総監が求められている姿が理解できていないからです。 

 
【 Step 5 】 以上を「経歴票」で許された１５文字×４行でまとめれば、それが総監技術士としての経歴になります。 
【 Step 6 】 次に、５つの管理の何と何がトレードオフになっていたか？を考えることになります。これが課題です。 
【 Step 7 】 これをどのような業務の名称にするかを考え、 後に修正します。 

これを経歴票に記載した業務すべてにおいて作成しておくと、先ほどのような「体験論文に書いた以外の業績についてひ

とつあげて説明してください」という質問に対しても十分対応できます。 

１つの業務で作りこめば、ほかの業務での作成が容易になります。 
ぜひ、利用してみてください。 
 
職務経歴にどのようなキーワードを盛り込むかもポイントではないでしょうか。そのためには業務を総監的視点で分析して

おくことが必要です。これは口頭試験の想定質問にもつながります。 

そこで「業務分析シート」で業務を分析しておくことが大切です。 
シートは左端の列は、各行が５つの管理＋国際動向と各々の管理の範囲になっています。 
シートの２列以降は、その業務に対して、総監的視点からどのようにアプローチして問題解決を図ったかを掘り起こすよう

になっています。 

総監の業務に相当する経験でも５つの管理にわたっている場合は少ないと思いますが、少なくとも３つの管理に対して展

開しておきましょう。 

（１） 業務を５つの管理から、駆使した「総監技術」で分析をしてみる。 

＊このために「総監技術マップ」を作成しました。 

＊論文で記述する内容は、専門分野の技術ではなく、総監技術で記述する必要があります。 

＊分析シートの５つの管理の項目は、ＨＰ「総監虎の巻」の「各管理の概念の表」の項目です。 

（２） 総監受験としてチェックすべき事項は 

・OUTPUT とは、何を成果として得たか、効果は何であったか 

・OUTPUT を得るために用いた総監技術は何か、問題解決を総監の管理技術でどのように行ったか 

・INPUT とは、必要であった経営資源は何であったか 

・あるべき方向とは、あなたの見解として、その成果や今後どのように、総監技術をどうすべきか 

・課題とは、あなたの見解として、成果の改善、総監技術の発展のための課題 

（３） どの管理とどの管理がトレードオフになっているか 

（４） 分析結果を要約したのが、「職務経歴」になります。 

（５） 次に業務分析シートをマインド・マップして、トレードオフの関連付けなどを行ってください。 

 
以下に示す「業務分析シート」の事例でも、受講生の方は悩みながら作成していました。 

まず、「経歴書」を作成する時点で、「総監マインド」なり、「総監技術」を理解していません。 

ある程度、「青本」を読み込み、理解していないとこのシートは作成できないかもしれません。 

 

しかし、この時点で、このシートを作成することは、「記述試験」、「技術的体験論文」、「口頭試験での経歴書の説明」に 

役立ちます。 

 

総監としての「課題」、「問題点」、「問題解決策」を理解することが重要です。 

駆使した「総監技術」、「問題解決法」をブレイクダウンすることが大切です。 

 
そのような観点から、本書での「業務分析シート」 は様式を 2009 年度に変えました。 

ぜひ活用してみてください。 

自分の経験を「総監の視点」から掘り起こすことが大切です。 
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業務分析シート （2009 年度 改定版）  （コピーして業務毎にまとめてください） 

業務名  

時 期  

立 場  

職務経歴 

（１５文字×４行） 

（下記内容の要約） 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

５つの管理 

と 

その範囲 

Output 

（成 果） 

（効 果） 

総監的提案 

（総監技術） 

（問題解決法）

Input 

（必要とした資源）

問題点 

（ボトルネック）

（優先順位） 

課  題 

（あるべき方向） 

（トレードオフ） 

今後の改善 

 経 済 性 管 理 

品質管理 

工程管理 

コスト管理 

設備管理 

      

 人 的 資 源 管 理 

組織運営（WG） 

リーダーシップ 

教育訓練 

関係法 

労務管理 

      

 情 報 管 理 

ネットワーク 

意思決定 

情報公開 

知のコード化 

情報の共有 

緊急時情報管理 

情報セキュリティ 

      

 安 全 管 理 

リスク管理 

危機管理 

労働安全衛生管理 

未然事故防止活動 

未然事故防止技術 

システム安全工学 

      

 社 会 環 境 管 理 

環境評価 

環境アセスメント 

LCA 

環境アカウンタビリティ 

環境管理システム 

廃棄物管理 

      

 国 際 動 向 

ISO 
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１．８．２  業務分析シート  ＜ ８事例 ＞ 

ここに掲載する事例は受講生の方が、受講後作成した業務分析シートで、このシートを完成させることが目的ではなく、推

敲するための足がかりであり、 終形のシートではありません。 

業務分析シート 事例１  建設部門  施工計画、施工設備および積算 

業務名 △△整備事業における○○ダムの施設改修に係る調査、計画、設計 

時 期 Ｈ１８．４～Ｈ１９．３ 

立 場 業務責任者 

職務経歴 
（１５文字×４行） 

（下記内容の要約） 

１．○○ダムの放水路擁壁倒壊に伴う、部分的な改修の事業計画策定を業務責任者として行った。 
２．本ダムは、供用しているダムであり、計画策定のほか施設機能の安全確保も必要であった。 
３．管理上の要求事項は、経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全管理、社会環境管理であった。 
４．計画策定の特徴は、事象発見から事業化まで、通常２ヵ年以上かかるところを単年度で行うことであった。 

５つの管理 
と 

その範囲 

Output 
（成 果） 
（効 果） 

総監的提案
（総監技術） 

（問題解決法）

Input 
（必要とした資源）

問題点
（ボトルネック）
（優先順位） 

課  題 
（あるべき方向） 
（トレードオフ） 

今後の改善 

 経 済 性 管 理 
品質管理 

 工程管理  
コスト管理 
設備管理 

・日程計画、進捗
管理を綿密に行
い、工期を遵守し
た。 
・クリティカル・パ
ス上の作業は、人
的資源の重点投
入等を行った。 

・日程計画 
・バックワード・ス
ケジューリング 
・ガンチャート 
・PERT 
・進捗管理 

・突発的な業務
・短期の限られた
業務期間 
・多岐に亘る要求
事項 
 

・ 工 程 管 理 は 、
PERT 等により日
程計画を作成し、
また工期を遵守
する。 
・進捗管理により
スケジュール変更
に対応する。 

・短期の工程でも
品質管理、コスト
管理を踏まえる。 
 また、人的資源
の育成の場として
も活用する。 

工程管理におけ
る変更管理の在
り方 

 人 的 資 源 管 理 
 組織運営（WG）  
リーダーシップ 

教育訓練 
関係法 

労務管理 

・役割分担と責任
を明確化し、要員
確保やスケジュー
ル調整を行った。 
・経験の少ない職
員を要員に選定
し、新たな能力開
発を図った。 

・プロジェクト管理
・要員の選定・育
成 
・チームワーク 

・高い技術力、対
応能力が必要で
あ り 、 要 員 の 確
保、育成が必要
 

・プロジェクト組織
を明確化し、要員
を選定する。 
・コミュニケーショ
ンを図りチームワ
ークを良好に保
つ。 
 

・プロジェクト管理
に お い て は 、 経
験の少ない職員
も要員に選定し、
人的資源開発の
場 と し て 活 用 す
る。 
 

技術要員の確保
の仕方と教育訓
練 

 情 報 管 理 
ネットワーク 
 意思決定  
情報公開 

知のコード化 
 情報の共有  

 緊急時情報管理  
情報セキュリティ 

・ 原 因 究 明 の た
め、現地及び資
料の情報を収集
した。 
・原因を分析し、
供用ダムとしての
対応を判断した。
この結果を関係
機関等へ伝達し
た。 
・計画策定は、分
析を反映し必要と
判断される箇所の
改修とした。 

・緊急時情報管
理 
・情報収集 
情報分析 
情報判断 
情報伝達 
 

・供用ダムとして
の情報管理と計
画策定の情報管
理の両立 
・目視で得られる
情報と資料収集
し な け れ ば 得 ら
れない情報とが
ある 
・関係機関等へ
の情報伝達が必
要 

・判断基準を明確
にし、情報収集、
分析、判断を行
う。それに基づき
適確な情報伝達
を行う。 

・ 情 報 管 理 の 内
容を再確認し、シ
ス テ ム を 再 構 築
する。 
・緊急時や危機
管理の情報伝達
を構築する。 緊急時対応のマ

ニュアルの見直し

 安 全 管 理 
 リスク管理  
危機管理 

労働安全衛生管理 
未然事故防止活動 
未然事故防止技術 
システム安全工学 

・改修が完了する
までのリスク対応
方針を明確に示
し、リスク把握、リ
スクアセスメントを
行った。 
・ リ ス ク に は 、 低
減・保有することと
し、体制を構築し
対策を図った。 

・リスク管理 
・リスク対応方針
リスク把握 
リスクアセスメント
リスク対策 

・突発的な事象
・施設の安全性を
確保 
・ 防 災 効 果 を 継
続的に発揮させ
る 

・リスク対応方針
を明確に示し、リ
スク把握、リスクア
セスメントととおし
てリスクを明確化
して、リスク対策を
図る。 

・継続的なリスク
対策の実施を確
保する。 
・ 危 機 管 理 の 対
応につながるリス
ク対策の策定。 

リスク管理の組織
的な取り組みの
充実 

 社 会 環 境 管 理 
 環境評価  

環境アセスメント 
LCA 

環境アカウンタビリティ 
環境管理システム 

廃棄物管理 

・環境情報協議会
を開催し、有識者
等から環境影響
の提言を受けた。 
・ 環境へ の 配慮
は、低減、回避を
念頭に置いた改
修計画とし、関係
者等と合意形成
を図った。 

・環境影響評価
・環境負荷 
・建設資材リサイ
クル法 
・廃棄物処理法
・３Ｒ 

・改修に伴う環境
への影響評価 
・環境影響評価
法の対象外であ
る が 、影 響 評 価
は事業計画の要
求事項 
・周辺環境は不
明な点が多い 

・環境影響評価
法の適用外であ
っ て も 環 境 へ の
影響に配慮が必
要。 
・各法令を遵守す
ることはもとより、
環境負荷の低減
回避につながる
計 画 策 定 し 、 関
係者等と合意形
成を図る。 

・工事期間、完成
後においても環
境 影 響 の 調 査 ・
評価を行い、フォ
ローアップに努め
る。 環境関連管理技

術教育 

 国 際 動 向 
ISO 

該当せず      
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第２章 総合技術監理技術体系の解説 

 

２．１ 総合技術監理部門の概要  （青本p.2～p.19） 

 

総合技術監理の構成として、「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」の５つの項目の

関係が示されています。プロジェクト、業務を５つの管理の視点から総合的に判断することが総合技術監理です。 

それぞれの管理の内容を理解するとともに、５つの管理項目のもたらす結果（メリット・デメリット）に対しトレードオフの観

点から総合的な判断で解決を図るかが重要な視点です。 

総合的な判断を行う技術として、比較的体系化されたリスク・マネジメント技術があります。リスク・マネジメントは、「安全管

理」にも示されていますが、比較的体系化された技術であり、全体の総合管理技術としても重要であることから、１章に記述

されています。 

 

総合技術監理部門は、受験資格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す。 

 

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 ２－１－１  総合技術監理部部門の概念 

通常の業務・プロジェクトでは、５つの管理項目がすべてにプラスに働く解決策はまずありません。何かの利益を得るた

めに、何かを犠牲にする必要が出てくるのが一般的です。工期⇔コスト、品質⇔コストなどは、 もトレードオフの関係にあ

ります。 

また、 近での事故発生時、災害発生時など緊急時における対応としての情報公開のあり方も社会的問題となっていま

すが、トレードオフ要因を含んでいるといえます。アカウンタビリティ（説明する義務・責任）に耐えられる判断基準の必要性

が青本の 初に示されています。 

リスクが も小さくなる部分を犠牲にして、 大の利益を得るには、何と何をトレードオフすればよいかを考えることが総

合技術監理の本質といえます。 

そのためには、課題解決のために代替案を確率的な思考のもとで作成することが重要です。トレードオフして得られる

結果をできるだけ客観的な数字・指標で総合的な判断を下すという思考体系ができていなければ、総合技術監理を行うこ

とはできないからです。 

また、国際的なルールや国際的な視点、倫理観やプロフェッショナルについて言及していることに注目されます。資格と

しての相互認証や国際規格の浸透とともに、緊急時の対応の重要性が社会的に要求されてきたからです。 

これらは筆記試験では記述することが少ないですが、口頭試験ではこれらに関する質問が多く出されていたようです。すな

わち技術士の要件として重要視されていることを理解しておかなければなりません。 
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２．１．１ 総合技術監理部門の位置づけ 

 

総合的な技術的監理に関する部門の新設について（中間報告） 

平成１２年２月２３日

技術士審議会一般部会

 

総合的な技術的監理に関する部門の新設の必要性 

 

技術は、急速に発展するとともに、その適用範囲は拡大しており、これに伴い、技術業務の総合化、複雑化、高度化、大規

模化が進展している。このような状況の下、我が国の技術基盤への信頼を揺るがすような事故が相次いで起こり、国民の安全

や安心の面で深刻な影響をもたらしている。 

このような事態に対応するため、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管理に加えて、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（リスク低減）と経済性（品質、コスト、生産性）の向上を両立させることを目指した監

督、管理を行うことが重要となっている。 

即ち、技術業務の遂行に当たっては、これを構成する技術について各々の分野固有の安全性確保、品質確保、信頼性確

保等に係る能力とともに、総合的な視点からの監理能力が重要となっている。 

技術士制度において、前者の技術部門に係る固有課題については、既存の技術部門により対応することが可能であるが、

後者の総合的な監理については、対応できる技術部門がないのが現状である。 

 

総合的な監理に関しては、まず、技術士としての実務経験等の高度かつ十分な実務経験を通じて修得される照査能力、

監査能力が必要である。これに加えて、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、万一事故等が発生した場合の拡大防止、迅速な処理に係る能力が必要である。 

また、上記の能力を試験により公的な資格として認定することは、当該技術を有する技術者を育成し、その活用を図る上

で極めて効果的である。 

 

以上を踏まえ、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

力を備えた人材の育成を積極的に推進するために、総合的な技術的監理に関する部門を新設することとする。 

 
 

 

「総合技術監理部門について」 

平成１２年９月２６日 

日技術士審議会一般部会 

 

総合技術監理部門は、第２０番目の技術部門として、下記のような技術士審議会の議論に基づいて設けられたものです。

「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。 

本部門の受験者については、このような考え方に基づき、他の技術部門の受験者よりも長い実務経験が課されることとなっ

ています。 
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２．１．２  総合技術監理が必要とされる背景  （ 青本 p.2 ） 

科学技術の発達により人々が享受する恩恵は、日々の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ができない状況になって

きている。 

 

科学技術の発達を推進する業務は、一部の専門家のみによって完結するものではなく、科学技術は単独でその有効

性や価値が生じているというより企業などの組織活動が技術の有効性を発揮する基盤となっている。また、事故や環境

汚染などが発生した場合の社会への影響も大きなものとなっている。 

 

このような状況の中で、社会の要求に応え、科学技術を管理し、組織・企業活動を継続的に運用していくためには、業

務全般を見渡した俯瞰的な把握・分析に基づき、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外部環

境負荷の低減などを実施する必要があり、そのための管理技術が強く求められるようになってきている。 

このような活動は、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管理していく技術が必要である。 

以上で述べてきたように、科学技術を一部の専門家が推進し一部の人が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。 

 

このような状況では、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。 

 

総合技術監理が必要となった背景 

表 ２－１－４  総合技術監理部門が必要となった背景 

現 状 

① 科学技術の適用範囲の拡大により、「技術業務の総合化、複雑化、高度化、大規模化が進展」 
② 個別の技術開発や技術改善だけで推進することが困難な状況となってきた。 
③ 一部の専門家のみによって完結するものではなく、組織活動が技術の有効性を発揮する基盤となっている。 

④ 技術基盤への信頼を揺るがすような事故や環境汚染などが発生した場合の社会へ与える影響も大き 
なものとなっている。 

ニーズ 

⑤ 従来の能力 ・個々の作業や工程等の要素毎の技術的な管理の積上げによる管理 

⑥ 新たな能力 
・業務全体の一元的な把握、分析、技術の改善 
・合理的なプロセスの導入、構築による安全性の確保、外部環境負荷の低減 
・複数の要求事項を総合的に判断できる管理技術 

⑦ 社会規範や組織倫理など高い倫理観を持った技術者が必要となってきたこと。 

目 標 
⑧ 安全性の確保、向上（リスク低減） 
⑨ 地球規模での環境負荷の低減 
⑩ 経済性（品質、コスト、生産性）の向上を両立させることを目指した監督、管理 
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２．１．４  総合技術監理に要求される能力  （ 青本 p.3 ） 

◇ 総合技術監理を行う技術者に要求される技術的知識や能力は、 

「個々の作業や工程などの要素技術に対する管理技術の積み上げ」のみではなく、「業務全体の俯瞰的な把握・

分析」に基づき、「５つの管理などの広範囲に渡る技術業務全般に対する総合的な判断」を行うとともに「改善策の策

定を行える能力」である。 

技術業務全般を総合的に判断するということは、各管理に対する個別の検討を行うことは当然のこととして、各

管理の目的に対して必ずしも同じ結論とならないような「選択肢が発生した場合（例えば安全性向上のためのコスト増

と生産性向上のためのコスト低減などのように相反する場合）、総合的な視点から検討を行い、その結果を用いて経

営全般を勘案したマネジメントに資する判断を行う」ことです。 

このような能力は、個別の知識を積み上げることのみによって習得される訳ではありません。 ５つの管理技術などを

個別に理解するとともに、それらを総合的に勘案して判断する技術洞察力を身に付ける必要があります。 

この能力は、企業などの組織活動や社会の要求を十分に理解しその技術を組織活動の中で発揮することが前提と

なっているため、自らの専門技術に関する知識や能力の向上に加え、実務経験を積むことにより、組織やプロ

ジェクトの技術業務全体を把握し、そのマネジメントに必要な助言を与えることができる技術を養成するこ

とが求められます。 

技術業務範囲が広範囲となり、その内容が総合化、複雑化するにつれて、業務全体の一元的な把握、分析を行う

アセスメント能力、マネジメント能力には、高度かつ十分な実務経験を通じて取得される照査能力、管理能力、維持

能力、事故拡大防止、処理能力が含まれるようになります。 

◇ 各管理の分野で要求される能力は   （ これが５つの管理の 「あるべき方向」 です。 ） 

表 ２－１－６  総合技術監理部門の技術士に要求される 5 つの管理の能力 

（1）経済性管理としての能力 

  （青本 p.21） 

・総合技術監理を行う技術者は、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 

生産性向上の観点から把握できる能力が必要とされる。 

（2）人的資源管理としての能力  

（青本 p.67） 

・総合技術監理を行う技術者に求められる人的資源（構成員）の管理技術は、 

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である。 

（3）情報管理としての能力 

（青本 p.92） 

・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、 

平常時および緊急時における 

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、 

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。 

（4）安全管理としての能力 

  （青本 p.129） 

・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。 

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。 

（5）社会環境管理としての能力 

（青本 p.172） 

・総合技術監理を行う技術者には、 

まず、経済性の観点から社会環境への影響を判断し、必要な対策を判断できる能

力が要求される。 

廃棄物管理などでは法による規定を十分に理解し適切な対応を行える技術を身に

付ける必要もある。 

環境問題は全地球的な規模の問題であり、組織やプロジェクトの社会環境保全に対

する取り組みを組織内外に説明する責務があるので、絵合技術監理を行う技術者

はそのための技術・能力を身につける必要がある。 
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２．１．６  総合技術監理における総合管理技術  （ 青本 p.10 ） 

◇ 総合技術監理として、「総合管理技術」の定義づけは、 

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。 

 

具体的な技術として、以下の技術が取り上げられています。 

 

これらは、筆記試験論文や技術的体験論文で要求される『「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力』

を駆使するための技術です。 

 

◇ 総合技術監理として、「青本」で、取り扱っている「総合管理技術」、 

表 ２－１－９  総合技術監理部を行う上での「総合管理技術」 

総合的品質管理 

（ TQC ・ TQM ） 

・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。 

管理会計 

・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。 

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。 

リスク・マネジメント 

・総合管理技術としてのリスク・マネジメントは、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。 

問題解決法 

・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。 
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２．１．８  「総合技術監理部門の技術体系」 第 1 章のマインド・マップ 
 
では、青本の第 1 章で述べられている内容をまとめてみます。 

「総合技術監理部門の技術体系」のマインド・マップ（総監マップ）でまとめて、復習です。 

 

＊マインド・マップは、「要約し重要点を抽出できる有効な技法」です。 

＊著者が行っている 総監受験講座「総監 虎の穴」では、受講生の方にマインド・マップの活用を進めています。 

＊ここでは、フリーウェアである「フリーマインド」を使用して作成したマインド・マップを紹介します。 

他にも Mainｄ Manager などの市販ソフトもありますが、まずはフリーウェアのマインド・マップで慣れてください。 

 

青本は、この図の左の①～④が青本の第１章に記載されている総監技術士としてのあるべき姿です。右の⑤は５つの管理と国

際動向についての解説となっています。「総監マインド」、「総監の頭になるには、まず第１章を理解することです。」 

 

 

図 ２－１－１  総監マップ 「総合技術管理部門の技術体系」の全体像 
 

 

①は、「総監設立の背景」ですが、どのような経過から「総合技術監理部門」が設立されたのかを理解しておきましょう。 

 

 

図 ２－１－２  総監マップ 総合技術管理部門設立の背景 （青本 p.2 参照） 
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②の「要求される能力」は、専門分野の技術士ではなく、総監技術士に要求される能力を示しています。 

 

業務全体を俯瞰的に把握・分析して、「全体 適化」することの能力を有することが目的です。 

すなわち、総監技術士には、業務やプロジェクトにおいて、５つの管理の視点から課題・問題点を抽出すること。 

そして、トレードオフになる課題に対して、経営全般を勘案したマネジメントをすることが求められています。 

そのためには、改善案（代替案)を作成することが求められ、そのための｢照査能力｣、「管理能力」、「維持能力」、 

「事故拡大防止能力」、そして、「処理能力」が求められています。 

しかし、青本ではこの重要な内容について概念のみしか記載されていません。しかし、業務、プロジェクトにおいて、 

そのような能力が要求されていることを認識して、具体的な活動の中で、会得しろということです。 

 

 

 

 

図 ２－１－３  総監マップ 総監に要求される能力  （青本 p.3 参照） 
 

総監技術士に要求される能力に関しては学問的にも体系化された部分がありますが、専門書を読むより、まずその具体

的な内容を知るには、「技術士ハンドブック」（オーム社）がそのきっかけになるお勧めの書籍です。 

 

総監合格後には、是非手元において置きたい一冊です。 
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２．２ 経済性管理の概要  （青本p.21～p.65） 

 

 

総合技術監理を行う技術者は、 
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、 

適なリソースの配分を生産性向上の視点から検討できる能力が必要である。 
 
そのため、自ら必要とされる管理技術を身に付け、 
各々の担当者に的確な指示を出せる技術・能力が必要となる。 
 
経済性管理は、生産活動の制約のある、人、設備、原材料、金の４要素 （生産の 4M） を入力して 
生産量、品質、コスト、納期、安全、意欲の６項目 （PQCDSM） を出力する生産活動において、 
品質・納期・コストなどを目標レベルに維持することである。 
 
その主な管理活動としては、企画、品質管理、工程管理、コスト管理、設備管理等があり、 
それぞれについて計画を行っていくプロセスが経済性管理には含まれていることになる。 

 

 

 

表 ２－２－１  経済性管理の範囲 

入 力 生産の４M 

人 （Man） 

設備 （Machine） 

原材料 （Material） 

金（ Money） 

プ 口 セ ス 

事業の企画 ・ 計画 事業企画 ・事業計画 ・生産計画 

品質管理 品質計画 ・QC 手法 ・ ISO9000 ・ PL 法 ・ 製品安全 

工程管理 手順計画 ・負荷計画 ・日程計画 ・進行計画など 

コスト管理 原価企画 ・予定原価 ・目標原価など 

設備管理 設備計画 ・設備保全 ・TPM 

数理的手法 
PERT／CPM ･基準生産計画 ・シミュレーション手法 

適化法 ・階層化意思決定法 

出 力 

P 生産量（Production） 

Q 品質（Quality） 

C コスト（Cost） 

D 納期（Delivery） 

S 安全（Safety） 

M 意欲（Morale） 

 

生産の４Mに、方法（ Method ）を付け加えることもあります。また、生産の出力に関して生産量Pは当然としてはずして、

留意すべきこととして、QCDMS、と言い、 近では環境 （Environment） もつけて、QCDMSE ということもあります。 

 

 

次に青本に記載されている「経済性管理」のマインド・マップを示します。 
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図 ２－２－１  経済性管理のマインド・マップ 
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ここから、青本に記載されている内容の概要を示します。青本が求めている「経済性管理」の概要を把握してください。 

 

２．２．１  事業企画と事業計画 
経済性管理活動として企画段階でのフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）などの事業開始前の活動が重要です。

企画段階でのチェック漏れは、経済性管理を行う上では致命傷です。 

企画段階のあとに総合生産計画を立てますが、その中には多くのステップが含まれ、APP、MPS、MRP、などの英略字を

用いて表現されることが多いので、その略字と内容を間違いなく理解する必要があります。 

 

生産計画における INPUT 情報、OUTPUT 情報や需要変動対応策にも留意する必要があります。 

建設分野での事業計画としての施工計画や工事計画、仮設計画、工程計画、予算計画、安全衛生管理計画、工法計

画については論文に記述する内容でもあるため、自分の経験に照らしてまとめておく必要があります。 

 

２．２．２  品質管理 
品質管理は当初、製造部門に限った品質管理でしたが、SQC、TQC そして、全社的品質管理（TQM）へと変わり、経営

レベルの関与が必要との意識変革がなされて、IS09000 シリーズの今に至っています。 

IS09000 シリーズは 2000 年に大幅改訂、統合され、「継続的改善、顧客指向、顧客満足」という考え方が取り入れられ、

プロセス管理としての継続的な活動として PDCA サイクルを回すことで、システムを持続させていくことが求められていま

す。品質管理を実施していくための QC７つ道具については、使い方まで把握しておく必要があります。 

また、「品質保証」、「品質改善」についての理解も必要です。特に ISO 関連は国際規格として択一問題によく出題され

ています。 

 

品質管理において、かつては不適合の是正を行うことによって、世の中に品質上に問題ある製品を出荷しないという目

的が主体でしたが、 近では欠陥を予防することが重要であるという視点に変わってきています。 

欠陥を予防するために 1995 年７月に施行された「製造物責任法（PL 法）」についても、品質管理として含まれています。

ここでは、「消費者が証明すべき事項」と「生産者が注意すべき事項」などを理解しておく必要があります。 

製造物責任法の対象となる欠陥の原因には、1）設計上の欠陥、2）製造工程の欠陥、3）指示・警告上の欠陥の３つに大

別されます。 

また、「製品安全」として、消費生活用製品安全法、SG マーク、PS マークなどの認定された製品があります。 

 

２．２．３  工程管理 
工程管理の目的は、効率的な時間管理を行い、全体工程を短縮することにあります。 

また、納期だけでなく、品質やコストの確保を前提として、 も効率的にかつ経済的に、実施計画を立て管理していくこと

が工程管理の目的です。管理対象としては、生産のインプットである「人、設備、原材料、金」の４M になります。 

 

工程管理の手法は、建設業と製造業では多少異なっています。 

 

また、工程管理の方法は管理する対象時期により、表現方法や手法などが異なりますので、どういった手法や工程表が

適切かを理解しておく必要があります。 

一般的に用いられる工程表としては、マイルストンチャート、バーチャート、ネットワーク図などがあり、工程表を作成する

には、後述する「作業関係の基本」について理解する必要があります。 

 

２．２．４  コスト管理 
コスト管理は企業にとって も重要な項目で、常に原価を厳しく管理し、在庫の 小限化を図って、資金を有効に回し、

経費を削減する活動が要求されます。 

コストには、人件費、設備投資費、原材料費などがあり、経済性管理の入力要素（４M）のすべてが関係する項目です。 

 

工程管理はコスト管理と密接な関係があり、工程を早める場合、必ずコストが高くなる傾向にあります。すなわち、「コスト

管理と工程管理は、トレードオフの関係にある」ことを忘れてはなりません。 

また、原価計算方法と原価の表現方法についても記述されています。 

 

２．２．５  設備管理 
設備は、企業の資産であり、経営資源です。設備管理の目的は「設備を通して企業等の組織の生産性を高めることを

目標とした管理活動」で、経営的な視点が重要です。 
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２．７ 総合技術監理と国際動向  （青本p.211～p.220） 

 

 

国際化が進んだ今日、品質、環境、労働衛生などの管理において、国内の規格や基準と共に国際的な規格や基準

に関する理解が求められている。 

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

性が高まっている。 

また、技術者資格の国際相互承認も重要となっており、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

た取組みが進められている。 

 

次に青本に記載されている「国際動向」のマインド・マップを示します。 

 

図 ２－７－１  国際動向のマインド・マップ 
 

ここから、青本に記載されている内容の概要を示します。青本が求めている「国際動向」の概要を把握してください。 

 

1995 年１１月に大阪で開催された APEC 首脳会議において、「APEC の発展を促進するためには、技術移転が必須であ

り、そのためには国境を越えた技術者の移動が不可欠である」旨が決議されました。これを受けて、APEC の作業部会の人

材養成部会内に APEC エンジニア相互承認プロジェクトが設置され、技術者資格相互承認の方法についての検討が開始

されました。 

 

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・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

エンジニアの審査・登録を開始しました。また ､2001 年１０月には、インドネシア、フィリピン、米国の加盟が認められ合計 １

０エコノミーとなりました。経済社会のグローバリゼーションに伴う国際情勢の変化に対応して、世界貿易機関（WTO）により

専門職業人の自由な移動促進の枠組みが策定されるとともに、欧州においてはヨーロッパ技術者［European 

Engineering）］（FEANI）、カナダ、米国、メキシコの３国においては技術者免許相互承認（NAFTA）が制度化されています。 

 

こうした状況の中、アジア太平洋経済協力（APEC）域内での技術者の自由な移動を目的とした APEC 技術者資格相互

承認プロジェクトが 1995 年に提案され、既に、APEC 人材養成作業部会の下で、技術者資格の概念や相互承認の枠組み

が合意され、相互承認協定の原則に関する協議に移行する段階にあります。 

即ち、国境を越えて活躍できる技術者（グローバルエンジニア）の具体化は加速度的に進行しています。こうした国際的な

動向に対応し、我が国の技術者が、国際的にその能力を適切に評価され、不利益を被らないよう、必要な対応を図ること

は極めて重要です。 
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第３章 択一問題の対策 

 

３．１ 択一問題の出題傾向 （2001 年度～2014 年度） 

① 択一問題数の増加（論文記述量の減少） 

② 択一のウェイトの増加 

③ 正誤以外の出題の増加傾向（正答数、誤答数、組合せ、計算問題など） 

④ 「青本」に記述されている内容からさらに踏み込んだ出題内容の増加 

・出題範囲 

また、内容的には「青本」に記述されている内容の出題から徐々に、「青本に記載されていない」より詳細な内容の出題

が増加している傾向があります。５択のうちに「青本に記述されていない文章・語句」が、平成１３年度は３３％、平成１４年度

は３７％、平成１５年度は５８％、平成１６年度は３８％、平成１７年度以降も４０％程度出題されています。 

従って、正答を判断するのが困難になってきています。過去の問題傾向から重要と思われる事項については、別途資料

を収集しまとめておく必要があります。特に情報分野は 新の用語や考え方を、国際規格（ISO）は用語の定義や考え方に

ついて、十分な情報収集が必要です。そのほかの分野でもその傾向が強くなっています。 

しかし、逆に言えば、青本ベースで学習しておけば、ほぼ６０％は回答できるということになります。 

また、青本外の出題内容でも常識的に考えれば、２択、３択程度に絞り込むことができます。 

・出題形式 

過去の出題傾向はタイプ１か２ を中心とした問題形式がとられています。もし「青本」がなければ「総合技術監理の範囲

って何？」と、出題内容が不明の難しい択一式試験になったと思います。総合技術監理部門は、２０技術部門の技術士ま

たはその部門に合格する力を持った受験者が、必ずしもまんべんなく知識を持っている内容ではないからです。その点を

考慮して、初年度の平成１３年度は、「青本」をベースに出題形式の易しいタイプ 1 を主体にしたものと思われます。 

しかし、平成１４年度、平成１５年度と出題形式はタイプ１とタイプ２ を主流とするものの、違った形式（タイプ３またはタイ

プ４）が増えてきており、平成１６年度には計算問題も出題され、それ以降も正答数を選択する問題や組合せの問題など、

総合技術管理部門の問題形式は、徐々に難しい出題形式に移行しているようです。 

 

３．１．１  出題分野と青本からの出題分析 

青本にある５つの管理項目（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）から問題数を均等にし、

それに加え国際動向として ISO など国際規格に関する問題を出題している傾向にあります。従って、青本を中心にして各

分野について均等に勉強を進めることが必要です。「青本」の内容は他の２０分野の技術的内容と異なるため、「青本」の内

容を十分理解し不得意分野を作らないことが重要です。口頭試験においても５つの分野全てにわたって質問が出ますので、

各分野について十分に理解しておく必要があります。 

また、特に情報管理、社会環境管理は青本外からの出題が多いので、 近の動向に関する情報収集が必要です。 

（  ）内は、p.136～p.142 の表の△×であり、「青本」に記載されていない選択肢のある出題数 

年度 出題数 経済性監理 人的資源管理 情報管理 安全管理 社会環境管理 国際動向 

2001（H13）年度 15（6）問 3（2）問 2（1）問 3（2）問 3（0）問 3（1）問 1（0）問 

2002（H14）年度 30（11）問 5（2）問 5（0）問 6（4）問 6（2）問 7（2）問 1（1）問 

2003（H15）年度 40（23）問 8（4）問 8（2）問 8（7）問 8（5）問 8（5）問 0（0）問 

2004（H16）年度 40（14）問 9（3）問 8（1）問 9（4）問 5（3）問 8（3）問 1（0）問 

2005（H17）年度 40（16）問 8（2）問 8（3）問 8（6）問 7（1）問 8（4）問 1（0）問 

2006（H18）年度 40（16）問 8（2）問 8（3）問 8（7）問 7（1）問 8（3）問 1（0）問 

2007（H19）年度 40（17）問 9（3）問 8（1）問 8（5）問 7（1）問 8（7）問 1（0）問 

2008（H20）年度 40（15）問 ６（0）問 8（2）問 8（5）問 9（4）問 8（4）問 1（0）問 

2009（H21）年度 40（10）問 8（1）問 8（1）問 8（3）問 8（2）問 8（3）問 0（0）問 

2010（H22）年度 40（10）問 8（2）問 8（2）問 8（4）問 8（3）問 8（5）問 0（0）問 

2011（H23）年度 40（15）問 8（2）問 8（4）問 8（4）問 8（2）問 8（3）問 0（0）問 

2012（H24）年度 40（23）問 8（2）問 8（4）問 8（7）問 8（3）問 8（7）問 0（0）問 

2013（H25）年度 40（22）問 8（3）問 8（3）問 8（7）問 8（2）問 8（7）問 0（0）問 

2014（H26）年度 40（26）問 8（0）問 8（4）問 8（4）問 8（1）問 8（5）問 0（0）問 
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３．１．２  出題形式分析 

基本的に択一式問題の出題形式は、以下の 6 つが考えられます。 

① タイプ 1 

正しいもの、 適なものを答えさせる。 

間違った答を作成し、正しいもの１つを選ばせる「易しい問題のパターン」として用いられています。また、正しい文

章と間違った文章をいくつか示し、その中で正しい文章を選ぶとか、それらを○×で示して、すべてを正答した○、

×の組み合わせを選ばせるなどの方式も、このタイプになります。 

② タイプ 2 

誤ったもの、不適切なものを答えさせる。 

語句の説明や事柄の特性を並べ、その中に間違った単語や事項を紛れ込ませ、選択させる問題です。正しくない

もの、不適切なもの、基準が定められていないものなどの表現方法もこのタイプになります。また、間違った組み合

わせを選ばせるような問題もこのタイプになります。 

③ タイプ 3 
正答数あるいは誤りの数を選ぶ。  （2008 年度はこのタイプの問題が多く出題されました） 

タイプ 1、2 より難易度の高い問題で、複数の正答があり、その数を解答するタイプです。 

④ タイプ 4 

文章内の単語を空け、穴埋めさせる、または組み合わせを選ばせる。 

文章の中で重要な単語の部分を（ ）で示し、そこに入る単語を、いくつかの選択肢から選ばせる問題です。 

また、いくつかの（ ）の中に入る単語の組み合わせを選ばせるものも、このタイプになります。これは「青本」や「白

書」などの公的な公開資料などから問題文を作成する際によく用いられる手法です。 

⑤ タイプ 5 

計算問題 

その分野では一般的な公式を用いて計算をさせる問題で、いくつかの条件だけを示して、選択肢に示されたいくつ

かの数値の中から、計算結果を選ばせる問題です。条件などを表で示している場合もあります。このタイプの問題

は、平成１５年度までの３年間は出題されていませんでしたが、平成１６年度以降には計算問題の出題が必ず出題

されています。 

「青本」に記載されている計算に関する内容は、基本的に理解しておく必要があります。 

⑥ タイプ 6 

順序並び替え問題 

数字に関する問題で、大きい順序あるいは小さい順序に並び替えたときの正答のものを解答させるタイプで、数字

や年代に関するものを記憶しておく必要がありますが、過去は出題されていません。 

◇ 択一式問題の出題形式 

年度 出題数 ①正しいものを選択 ②誤ったものを選択 ③正答数を問う ④穴埋め・組合せ ⑤計算問題 ⑥順番並べ替え 

2001（H13）年度 15 問 11 問 4 問 1 問 0 問 0 問 0 問 
2002（H14）年度 30 問 15 問 14 問 1 問 0 問 0 問 0 問 
2003（H15）年度 40 問 15 問 20 問 2 問 3 問 0 問 0 問 
2004（H16）年度 40 問 11 問 22 問 2 問 0 問 2 問 0 問 
2005（H17）年度 40 問 13 問 25 問 0 問 0 問 2 問 0 問 
2006（H18）年度 40 問 5 問 28 問 2 問 2 問 3 問（図含む） 0 問 
2007（H19）年度 40 問 10 問 18 問 4 問 2 問 6 問 0 問 
2008（H20）年度 40 問 3 問 17 問 10 問 6 問 4 問 0 問 
2009（H21）年度 40 問 10 問 15 問 1 問 2 問 2 問 0 問 
2010（H22）年度 40 問 4 問 15 問 14 問 6 問 1 問 0 問 
2011（H23）年度 40 問 7 問 12 問 9 問 9 問 3 問 0 問 
2012（H24）年度 40 問 ６問 13 問 14 問 4 問 2 問 1 問 

  2013（H25）年度 40 問 10 問 16 問 7 問 4 問 3 問 0 問 

  2014（H26）年度 40 問 15 問 10 問 5 問 6 問 4 問 0 問 

出題傾向として、 

１．2004 年度以降、計算問題は必ず出題されている。 

 特に、2006 年度以降は、青本に記載されている計算式に当てはめるものだけではなく、計算に時間がかかる問題が増加

しています。 

 2004 年度は、２問（人的資源管理１問（賃金管理）、安全管理１問（信頼度））、2005 年度は、２問（経済性管理２問（資金

回収、PERT））、2006 年度は、３問（経済性管理１問（資金回収）、安全管理１問（労働災害）、社会環境管理１問（環境の経

済的効率））、2007 年度は６問（経済性管理２問（PERT、青本外）、人的資源管理２問（労働時間、労働生産性）、安全管理

２問（FT とシステムの信頼度））、2008 年度は、４問（経済性管理２問（資金回収、PERT）、安全管理２問（信頼度、ETA））、

2009 年度は、２問（PERT、経営指標）計算関連問題が出題されています。計算問題は計算方法を知らなくては回答できま

せんので、過去問を中心として学習を要します。特に、PERT、信頼度、FT、ETA については理解を深めておくことです。 

２．「正答数を問う問題」、「組合せ問題」も増加している。 

これらの問題は基本的に各選択肢が正しいか、誤っているかの問題に帰結します。従って、青本ベースで理解を深める

ことが対策となります。 
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３．２ 択一問題対策 
 
総合技術監理の体系本である「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」（青本）は本質的に多くの参考文献

のダイジェスト版として作成されていますので、もっと詳しい内容を理解するには、青本の中に参考文献として紹介されてい

る書籍を購入して勉強する必要があります。 

しかし、総合技術監理部門の試験対策としてのみ考えるのであれば、青本１冊をベースに本書をマスターすれば、択一式

問題については合格点（６０％）をとることが可能となるでしょう。 

 

３．２．１  情報収集 

これはもう、ただひたすら青本をベースに情報収集して、理解・暗記することです。問題はどう効率よく、情報収集し、記憶、

理解するかです。 

◇ 自分だけの「虎の巻」を創ろう！ 

① 総監虎の巻シリーズ「青本の徹底理解」に記載されている「総監キーワード集」（約１２０ページ）をチェックシートとして

利用し、青本を読みながらチェックする。 

② 少なくとも３回は、青本を読んでください。 

③ 出来上がったチェックシートは、あなたの「虎の巻」になります。 

④ その「虎の巻」で問題集を再チェックする。 

◇ 情報管理関連用語 

青本第２版は、平成１６年１月の出版ですから当然記載されている用語も古いものですから、 近の新しい技術用語に対

応しておく必要があります。特に、情報管理関連では、新しい横文字略語などが．毎年出題されています。 

横文字関係の情報収集は下記の HP が参考になります。 

 

① 情報・通信事典 e-Words   http://e-words.jp/  

情報・通信関連用語がわかりやすく解説されています。 

② ISO 基本用語事典       http://pub.nikkan.co.jp/mgz/ISO/ISOyougo/ISOyougo.html  

簡単 ISO の基本的な用語を解説「Web 版 ISO 基本用語集」日刊工業新聞社 

③ デジタル用語辞典        http://yougo.ascii24.com/gh/   

アスキー提供のコンピュータ関連用語辞典。基本用語から専門用語までが網羅されています。 

④ 通信用語の基礎知識       http://www.wdic.org/   

情報・通信関連用語がわかりやすく解説されています。 

◇ 社会環境管理関連用語 

社会環境管理も青本第２版の平成１６年以降、変革しつつあります。科学技術の発達に伴う知見は増えています。 

近の動向、技術用語のチェックが必要です。社会環境管理では 低、次のページはチェックしておきましょう。 

① 環境省     http://www.env.go.jp/  

② 環境白書   http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/hakusyo.php3?kid=215  

◇ 法改正 

人的資源管理の労働関係法、情報管理の知的財産権に関する関係法、社会環境管理の環境関連法など、青本第２版平

成１６年以降、さまざまな法改正がされています。 

以上のように青本第２版以降の情報収集も大切です。ただ範囲を広げると切りがありませんが．．．． 

３．２．２  Web ラーニングプラザ 

http://weblearningplaza.jst.go.jp/   を覗かれることをお薦めします。択一問題もあります。 

総合技術監理のオンラインテキスト＆問題集。これをみっちりやれば基礎的事項はほぼ OK です。 

 

３．２．３  択一問題対策書籍 

択一問題対策として、「総監 虎の巻シリーズ」 の書籍を巻末に紹介します。 
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３．３ 過去 3 年間の問題 （2012 年度～2014 年度） 
 

３．３．１  2014 年度 択一問題と解説 

Ｉ－1－1 問題状況とそこで用いられる問題解決手法に関する次の記述のうち、 も適切なものはどれか。 

① いくつかの案について、複数の評価基準に対し一対比較行列を作成し、その重要度を数値化して も望ましい 

  代替案を決めるために、階層化意思決定法を用いる。 

② 問題解決のための手順を有向グラフの形式に示し、将来起こり得る局面とその結果を想定し、的確な判断ができる 

   ようにするために、親和図を用いる。 

③ ある事象に対し、その結果に影響を及ぼすと思われる根元的な原因を列挙し、定性的な因果関係を整理・分類する

   ために、過程決定計画図を用いる。 

④ 少人数のグループで問題解決のアイデアを自由奔放に引き出すために、デルファイ法を用いる。 

⑤ 同一内容のアイデアに関するアンケ－トを繰り返し行い、回答者の意見を収れんさせていくために、集団情報構造 

   化法を用いる。 

【正答①】 問題解決手法の説明 青本ベースの出題  サービス問題 

① 〇 階層化意思決定法の説明 OK 青本 p.65 

② × 親和図（青本 p.34）ではなく、過程決定計画図の説明。 

③ × 過程決定計画図（青本 p.16）ではなく、特性要因図の説明。 

④ × デルファイ法（青本 p.15）ではなく、ブレイン・ストーミング法の説明。 

⑤ × 集団情報構造化法（青本 p.16）ではなくデルファイ法の説明。 

よって、適切なものは、① 

Ｉ－1－2 製品製造における原価企画に関する次の記述のうち、 も不適切なものはどれか。 

① 製品企画段階では、製品のコンセプトと目標利益を明確にする。 

② 製品の定められた目標利益から、それを実現するための目標原価を設定する。 

③ 目標原価の設定は、製品の機能を構成する単位としての構造毎、部品毎に行う。 

④ 設計段階では、原価低減のための検討を行い、設計変更・修正を繰り返す。 

⑤ 製造へ移行した時点で原価企画の活動は終了し、それ以降は原価維持の活動を行う。 

【正答⑤】 原価企画 青本ｐ.50 記載通り サービス問題 

① 〇 製品企画の内容である。 

② 〇 目標原価の設定の内容である。 

③ 〇 目標原価の展開の内容である。 

④ 〇 設計上の原価低減検討の内容である。 

⑤ × 原価企画活動の改善：製造開始後の活動や 終的な改善策を取りまとめる活動である。 

よって、不適切なものは、⑤ 

Ｉ－1－3 ある会社では、ある機械を買取りとするか、レンタルとするかについて検討している。以下に示す条件の場合、

買取りによる現在価値に も近くなる毎年のレンタル費用はどれか。 

・考慮する期間：３年 

・年利率:10％ 

・買取りの場合：１年目の初めに 1、000 万円支払い、３年目の末に 200 万円で引き取ってもらえる。 

・レンタルの場合：３年間、毎年の初めに均等に支払う。 

① 242 万円   ② 267 万円   ③ 293 万円   ④ 311 万円   ⑤ 342 万円 

【正答④】 割引現在価値 青本 p.12  何度も出題されている割引現在価値の計算問題 サービス問題 

割引現在価値： i 年後に得られる金額 P を現在の P/（１＋ｒ）
ｉ 

と同等とみなすことである。 

これに当てはめると、3 年後の 200 万円の割引現在価値は、200/（１＋0.1）
3
＝150.263 万円であり、 

投資した 1、000 万円との差額は、849.74 万円となる。 

レンタルの場合の毎年の支払額Ｘ万円に対して、3 年間年利率 10％での現在価値は、 

Ｘ＋X/１．１＋X/（1.1）
2
＝X＋X/１．１＋X/（1.21）≒Ｘ＋0.909Ｘ＋0.826X＝2.735Ｘ 

であり、これが、849.74 万円と等しくなることから、Ｘ＝310.69 万であり、 

④の 311 万円が も近い。 
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第４章 記述問題の対策 

 

４．１ 記述問題への対策概要 

４．１．１  記述問題の出題傾向 

2001 年度から 2005 年度は、５つの管理に対して 

① 経験を問うものと    （Ⅱ－ 2 － 1 【経験論文】 ） 

② ある状況を設定するもの   （Ⅱ－ 2 － 2 【選択論文】 ） 

があり、いずれも総合技術監理としての考え方を述べるものでした。 

これは、「従事した業務・職務」は、本人の体験を通して見える 5 つの管理能力が問われていると考えられます。ですか

ら、青本にある文言の引用に終始したような、当り障りの無いものよりも、実際に自分が行ったことや、自分ならこうする、と

いう表現が必要だと思います。「高所からいかにトレードオフの視点にたった業務に関わってきたか」を「青本のキーワー

ド」＋「自分の専門分野のキーワード」で記述するかだと思います。 

2005 年度、2006 年度の出題は来年度 2007 年度の試験内容の改正を意識して出題となりましたが、「総合監理とし

ての能力を問う」試験であることに変わりはありません。 

総合技術監理部門は、このような「出題形式は毎年違い、暗記型対策を排し、総監としての本質的応用能力を見る

試験形式になる」っています。 

2005 年度は、「トレードオフ課題」に関する出題でした。 

2006 年度は、「業務チェックリスト」に関する出題でした。 

2007 年度は、「ＢＣＰ（事業継続計画）」に関する出題でした。 

2008 年度は、「あるべき事業やプロジェクトへの対応」を問うものでした。 

2009 年度は、「不測事態への対応」を問うものでした。 

2010 年度は、「前提条件の変化への対応」を問うものでした。 

2011 年度は、「震災を受けて、不測の事態に３つのシナリオをたて事業継続対策」を問うものでした。 

2012 年度は、「要求仕様が変更になる場合」に対し多くの選択肢から応えるものでした。 

2013 年度は、メンテナンスに関わる 3 つのステージ（設計・施工・維持管理）で各々2 つの管理で論じるものでした。 

2014 年度は、日本の人口減少・人口構造の変化を背景に更新計画をテーマとした出題でした。 

このように、記述問題を予想することは困難です。 

また、2013 年度からの試験制度の改正に伴い、口頭試験に諮問対象になります。 

しかし、基本は「総監技術士」に求められている事項を把握し理解しているかが問われていますので、試験対策は、

技術士総合技術監理部門に求められている資質、能力を何度も何度も確認して、身につけておくことになります。 

記述で求められているのは、『高度の専門的応用能力』であり、決して、「暗記で対応できる記述能力」ではありません。 

総合技術監理を行うものは、基本的に指導的立場で、部下や外部業者に委託してやらせて、計画通りにプロジェクト

が進行しているかを監理する立場です。 

しかし、従来の出題形式に戻らないという保障はありませんので、過去問すべてについて自分なりの解答例を作成す

ることが必要です。そしてその過程で「総監的視点」を身に着け、論文の構成力を養うことです。 

本書では、2014 年度～2012 年度の問題については問題ごとに解説を行います。 

2001 年度以降の過去問全てについては、総監虎の巻シリーズ 「総監 記述問題対策本」で解説をしています。 

 

４．１．２  記述問題の対策 

論文として記述が求められているのは、「総合技術監理部門に関する課題解決能力及び応用能力」です。 

試験は５枚で３時間３０分。過去の記述試験のように準備していた論文を一気に記述することから離脱しています。 

試験対策は、「総監の課題解決能力とは何か」、「総監の応用能力とは何か」を確実に理解しておくことです。 

そのためには自分の過去の業務で、総監技術をどのように駆使したかの見直しを行うとともに、総監論文としての構

成力を高める学習が必要でしょう。 

プロジェクトのフェーズに応じて必要となる総監的留意点や総監技術は異なってきます。これを意識して総監に求め

られる資質を理解して身につけておかねばなりません。 
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次に、構成力とともに論理的な論旨の展開を総監的視点からできるかが問われます。そのためには、マインド・マップ

などの手法でキーワードの関連づけをして、論文の構成を作成する訓練が必要でしょう。また、模擬試験などを通じて、

シミュレーションしておくことが必要です。構成が決まったら１枚３０分として５枚で２時間半、ということは構成に１時間もか

けることが必要な論文試験といえます。 

 

●記述論文対策の第一歩は、「過去問に挑む」ことです。 

特に、2005 年度から 2014 年度の問題は自分なりに取り組んでみることです。そして、なぜこのような出題がなされる

かを考えれば、「総監技術士としてあるべき資質・能力」、そして知っておくべき「総監技術」がわかります。 

 

●次に、 近の社会動向の話題を、私なら「総監技術士」としてこのように考える。 

 この訓練を重ねておくことが有効です。 

 

４．１．３  対策として業務分析シートの活用 

しかし、基本的に記述問題は受験者であるあなたの経験で記述するしかありません。従って、自分の経験を総監技術

に当てはめてみて、どうであったか、どのように位置づけできるのかを考えておくことが重要です。 

そのためには、自分の経験、業務を「総監的視点」から洗い出しておく必要があります。ここで、再び「業務分析シート」

の登場です。 

 

業務経歴書を記述の際に作成した「業務分析シート」も活用して、 

①職務経歴書に記述した物件毎に ５つの管理分野で徹底的に表現してみること 

②トレードオフ課題は何であったか、問題解決のために駆使した総監技術は何であったか、 

③現在の評価はどうか、あるべき方向は？ 

 

「業務分析シート」の活用法と８つの事例を参考ししてください。 

 

４．１．４  記述問題対策書籍 

私のほかの「総監 虎の巻シリーズ」の論文試験対策の書籍を巻末に紹介します。 
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４．２ 過去３年の問題と解説 （2012 年度～2014 年度） 

４．２．１  2014年度 論文問題と解説     

（講座資料より）    2014/08/05  ｂｙ ＰＭＰ（☆虎） 

 

平成 26 年度技術士第二次試験問題〔総合技術監理部門〕 

必須科目 

 

Ⅰ－２ 次の問題について解答せよ。（指示された答案用紙の枚数にまとめること。） 

 

21 世紀を展望するとき、人口減少が我が国の将来に大きな影響を及ぼす問題であることは論を待たない。我が

国の人口減少問題は人口構造の変化を伴い注)、それらが直接、間接的に社会・経済に大きな影響をもたらす。

既設の施設や建造物、設備の「更新」を考える際、更新後の寿命が長期（例えば 30 年とか、50 年とか）にわ

たるならば、このような人口減少問題がもたらす社会・経済へのさまざまな影響を総合的に検討し、 適な対

応策を提案することは、総合技術監理部門の技術士に要求される重要な業務の １つとなろう。 

そこで「人口減少問題がもたらす社会・経済への影響」に対する考察を踏まえ、あなたが対象とする施設、建

造物又は設備の更新プロジェクトあるいは更新事業を選び、その更新プロジェクトの策定段階（又はその更新

にかかわる設計段階）において配慮すべき社会・経済への影響及びそれに対する「対応策」について、総合技

術監理の視点から以下の（１）～（３）の問いに答えよ。なお、ここでいう総合技術監理の視点とは、「経済性

管理」、「安全管理」、「人的資源管理」、「情報管理」、「社会環境管理」の５つの管理分野からの視点をいう。 

 

（問ごとに回答用紙を替えて、それぞれ指示された枚数以内にまとめること。 

なお、書かれた論文（あなたの解答）を評価する際、記述の論理的なつながり、工夫をこらした対応策の提案、

そして論文全体としてのまとまりを特に重視する。 

 

注 )人口構造の変化とは、日本全体あるいは特定地域における人口の減少、少子高齢化、 

人ロピラミッドの変化、若年齢層・生産年齢層・高年齢層の人口の変化などを指す。 

4/4 頁の図１（日本の総人口及び年齢３区分別人口の推移）を 参照されたい。 
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（１）あなたが取り上げる更新プロジェクト又は更新事業の計画（以下、「更新計画」という。）の内容を次の

①、② に沿って設定し、答案用紙１枚以内に説明せよ。（２）以降の問いの解答に必要な設定や背景があれば、

それも記すこと。なお、あなたの立場は、「更新計画」の総括責任者あるいはそれと一体となって「更新計画」

を推進する総合技術監理部門の技術士であり、「更新計画」のリスクを他に転嫁できないものとする。 

 

① 更新に際し人口減少が及ぼす影響が大きいと考えられる「更新計画」の対象を、表１に示したものを参考に

１つ選べ。なお、表１は例示であり、この中から選んでもよいし、それ以外のものを選定してもよい。 

 

② 選定した対象の「更新計画」について、その具体的な内容を設定せよ。設定に当たっては、対象の機能、規

模、特徴のほか、その「更新計画」がおかれている背景状況についても記述すること。 

 

表１ 更新が必要となる施設、建造物の例 

水道網、電力送電網、通信網、鉄道路線、自動車専用道路網、 

空港、港湾、橋梁、河川堰、ニュータウン、駅舎(駅ビル)、市町村役場、 

図書館、公民館、学校、病 院、体育館、博物館、美術館、映画館、 

ホテル、複合商業施設、集合住宅、発電所、製鉄所、化学プラン ト、工場 

注) ただし、これらの施設、建造物の中の各種設備も対象とできる。 
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（２）我が国の人口減少又は人口構造の変化が、直接、間接に社会・経済へ及ぼす可能性がある影響の例を表

２に示す。（１）であなたが設定した「更新計画」の策定段階（又はその更新にかかわる設計段階)において配慮

すべきこのような「人口減少が及ぼす社会・経済への影響」(以下、これを単に「社会影響」という。) につい

て、次の①、②に沿って答案用紙１枚以内に説明せよ。 

 

① 表２を参考にして、以下で議論する「社会影響」を２つ選べ。なお、表２は例示であり、この中から選んで

もよいし、それ以外の社会・経済への影響を選んでもよい。 

 

② 各々の「社会影響」に対し、人口減少や人口構造の変化がどのように影響を与えるのか、その理由及び想定

される影響の程度を、簡潔に説明せよ。また、その「社会影響」が（１）で設定した「更新計画」とどのよう

に関わるのか、簡単に説明せよ。 

 

表２ 人口減少又は人口構造の変化が社会・経済へ及ぼす可能性がある影響の例 

分 野 影 響 

１．地域や都市に 

  与える影響 

・人口移動の減少傾向 

・大都市圏での都心回帰 

・地方の若年層の地元定着化傾向 

・人口減少地域の拡大 

・地域の高齢化 

２．暮らしや社会 

に与える影響 

・高齢者世帯の増加 と世帯規模の縮小化 

・住宅床面積の増加 とセカンドハウスの増加 

・通勤・通学者数の減少と自家用車による通勤の増加 

・余暇時間の増加 とライフスタイルの変化 

・若年層における転職割合の増加 と終身雇用慣行の減少 

・非正規社員の増加 

３．経済や財政に 

与える影響 

・女性や高齢者 の就業率の増加 

・労働力人口の減少 

・労働の質の変化（(高付加価値型、知識集約型労働への転換等) 

・貯蓄率の低下 

・設備投資への制約 

・経済成長への制約 
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（３）（２）で選んだ 2 つの「社会影響」に対して、（１）で設定した「更新計画」の策定段階(又はその更新に

関わる設計段階)において提案すべき「対応策」とその効果について、各々の「社会影響」ごとに、次の①、②

に沿って説明せよ。なお、説明は「社会影響」ごとに行い、２つの「社会影響」合わせて答案用紙３枚以内に

まとめること。 

 

①「社会影響」に対する「対応策」を提案せよ。ただし、当該「社会影響」ばかりでなく他の懸念材料に対す

る配慮や新しい機能の付加などを含めた、より広い視点から工夫した対応策であることが望ましい。 

 

② 提案した「対応策」の提案理由及びその予想される効果（負の効果を含む。）を説明せよ。この際、総合技

術監理の５つの管理分野のうち２つ以上の管理分野の視点からの考察を含めること。また、生じる可能性のあ

るトレードオフ及びその他の留意点についても言及すること。 

図１ 総人口及び年齢３区分別人口の推移 

 

 

       (出典) 総務省 統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来  

推計人口」(平成 24 年 1 月 )より作成 
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■ 記述問題の解説 

私の講座では「前文の意図を把握し、設問の要求事項に確実に応えよ。」と指導しています。 

総監の記述問題には３つの設問がある。設問１：プロジェクトと立場と役割の設定、設問２：総監としての課

題設定、設問３：解決策が大きな設問構成です。 

前文は総監技術士に要求する問題提議です。当然、それを認識して回答しなければならりません。各設問はそ

れを確認するための要求事項が記されています。設問の要求事項に回答することで採点の土俵に上れことになり

ます。これを確実にするには要求事項に対応した章立てをするか、要求事項を主語にした記述をすることです。

さて、土俵に上がった。後は記述内容の評価となります。 

私の講座では、論旨展開において「自分の定型文」を構築しておくことを求めています。本番では、過去問の

添削を通じて構築してきた幾つかの定型文が、試験時間内に論旨構成と記述を仕上げる大きな助けとなります。 

【 前文 】 

日本における労働人口減少と社会的インフラの維持管理に関する出題です。問題文にある「人口減少問題がも

たらす社会・経済への影響」に対する考察をどこまで表現できるかがポイントとも言えます。 

また、対象とするプロジェクトは、施設、建造物又は設備の更新であり、その策定段階（又はその更新にかか

わる設計段階）においてと限定されています。これは段取り八分ではありませんが、企画・計画段階の方向付け

がプロジェクトの成否に重要であり、総監技術士には組織活動における主体的な責務を担ってほしいという要望

も含まれていると言えます。 

この問題文で特筆すべきことは、「書かれた論文（あなたの解答）を評価する際、記述の論理的なつながり、工

夫をこらした対応策の提案、そして論文全体としてのまとまりを特に重視する。」と記されていることです。 

これは記述試験対策講座の添削で繰り返して指摘したことであり、「平易で判りやすく、論理的に論旨構成せよ」

が問題文になったと言えます。 

総監技術士には、ステークホルダーへの説明や交渉が大きな責務となります。そのためには、プレゼンテーシ

ョンの資料、その説明において「判りやすい説得力」が求められていると言えます。 

なお、図１に関しては、表２と合わせて「更新計画」に関する課題を設定せよということでしょう。人口減少、

社会構造の変化は、地域や都市、暮らしや社会、経済や財政に与える影響が年々増していくことをどう捉えるの

かが趣旨です。 

総人口は、生産年齢人口は、年々減少し、2060 年度には、1950 年度と同じぐらいになる。生産年齢人口の減少

は日本の生産規模を維持するためには、労働力の不足による企業活動のビジネスモデルに大きな変化が起こり得ます。

例えば、介護や製造業でのロボット化の推進、海外労働者の受け入れなどが思いつく。日本の企業の多くが飽和しつつ

ある日本からの海外進出を模索し、実行を開始しています。地場産業での後継者育成、技術の伝承も大きな問題です。

少子高齢社会の進展で、小中学生は減少による教育機関の競争激化（教育関連企業の海外進出がなされている）、橋が

老年人口は増加による医療機関人員の不足、医療費の増加（日本での長寿命化と言われても、要介護状態の方が多くい

るのが現実）、そして年金の破綻ぐらいしか思い浮かばない。 

具体的に図１と表２を把握分析したことを記述内容とすることはかなり難しい設問設定だと思う・・・・・ 
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 後 に 

総監の記述問題は、社会動向での話題を前文として、３つの設問をすることがほとんどです。設問（1）はプロジェクト概要

と立場と役割の設定、設問（２）は課題抽出、設問（３）は対応策の提案のパターンとなっています。 

今年の出題分にあった「なお、書かれた論文（あなたの解答）を評価する際、記述の論理的なつながり、工夫をこらした

対応策の提案、そして論文全体としてのまとまりを特に重視する。」が総監として重要な説明力に通じるものだと主張してい

ます。設問の「要求事項に確実に、平易で判りやすく、簡潔に」応えるために不要な枝葉を削除する訓練が必要です。 

業務、プロジェクトにおいて地位・役職が上がると、社内調整（部下への助言指導、上司へのホウレンソウと提案など）、社

外調整（特にステークホルダーとの利害関係の調整）と業務内容にコミュニケーション能力が求められます。これが業務、プロ

ジェクトの成否を決める要因であり、総監技術士に求められている能力です。再度、青本第 1 章を読み返してください。 

次に大切な能力は説明力です。説明するための手段は、基本的に紙面情報と言語情報です。ネット情報での動画情報

はありますが、この２つの情報がメインと言ってもよいでしょう。これらを纏めて説明力（横文字で言うとプレゼンテーション能

力）と言えます。例えば新規受注のために顧客に提案する、新規事業の構築のために社内で役員に提案する、業務遂行

でのステークホルダーである地域自治体、住民に説明責任を果たすなど様々な場面で、説明力が求められます。 

この説明力（プレゼンテーション能力）は、一朝一夕では身につきません。繰り返し訓練することが必要です。しかし、業

務においては多くの場合「雛形（テンプレート）」があります。例えば、過去の技術提案書やステークホルダーへの説明資料

などを参考に説明内容を考えます。 

ここでもう一つ大切な能力があります。それは論旨構成力です。いくらプレゼン資料として、どんなフォントでどのような色

遣いをして紙面を構成するかも重要な技術でありますが、何をどのように判りやすく送り手と受け手のバイアスを考慮して、

紙面構成のための資料を作ることは重要な能力であり、技術です。そのためにネット上でも多くの経営的側面での講座情

報があります。これらの多くが企業存続のために、課題を発見し、解決するための技術です。青本には、「１．３ 総合技術

監理における総合管理技術」、「１．４ 問題解決法」として、いくつかの手法が紹介されています。 

しかし、実際に多く利用されている手法は他にもたくさんあります。例えば、一時話題となったロジカルシンキング、クリテ

ィカルシンキング、マインドマップ、ゼロベース思考などなどたくさんあります。これらの技術・手法は、課題発見、課題解決、

合意形成を効率よく論旨構成するためのために考案されたものです。多くの専門書がありますが、青本以上の導入本とし

て、「技術士ハンドブック 社団法人 日本技術士会 プロジェクトチーム 技術図書刊行会 編（オーム社）」があります。ぜ

ひ、手元において、研鑽の糧として活用してください。 

また、私自身も得た知見を再構築し、自分の知識の体系化を図るために、「（仮称）総監としての思考方法技術者のため

の全体 適化を図る問題解決」 を執筆しています。しかし、なかなか筆が進みません。期日とマイルストーンを明確にすべ

きと思っています。 

後になりますが、記述試験の学習として、「手書き練習」が大切です。 

記述対策として、ワープロで考えることが多いと思いますが、ワープロだと容易に文章を校正し直せるので、回答用紙を

目一杯に活用しようとします。しかし、本番では、「手書き」ですから、度々消しゴムで消し、書き直すことはできません。 

技術的にアピールしたいという観念から論旨展開上、不要と思われることを記述してしまう傾向があります。ワープロで考

えることは効率的で良いのですが、日常では「手書き」をする機会が減っており、誤字脱字（ワープロでもありますが）と共に

読めるが書けない漢字が増えていると思います。記述内容と共に、試験時間内で記述できるかとことを身につけるためにも

「手書きで練習」も大切です。 

口頭試験の諮問対象は、「経歴票」」と「記述試験結果」とされています。実際の口頭試験で、それらからの諮問がなかっ

たという事例もありますが、口頭試験は「経歴票」」と「記述試験結果」のまずかった箇所を修正できる場でもあります。口頭

試験を突破したかったら、まず復元論文の作成と添削そして修正論文を作成し、備えることです。 

総監試験は年々難しくなっているようです。また、技術士会では、総監技術士の位置づけ、試験制度の見直しの議論が

あり、「今後の技術士制度の在り方に関する論点整理」 として平成 25 年 1 月 31 日に情報公開されています。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/toushin/1330947.htm 

このような技術士制度の動向にも配慮して、総監合格を目指してください。 

 

以上 



総監受験ガイドブック 2015                                       総監受験ガイドブック 2015 

 

226 226 226 226 

 

付 録  資 料 
 

資料 A 技術士法 
 

技術士法の主要な条文 

 

【 目 的 】 

第１条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資する

ことを目的とする。 

 

【 定 義 】 

第２条 この法律において「技術士」とは、第 32 条第 1 項の登録を受け、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、評価又はこれらに関する指導の業務を

行う者をいう。 

 ２．この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第３２条第２項の登録を受け、技

術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。 

 

【 技術士試験の種類 】 

第４条 技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門ごとに行う。 

 ２．第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。 

 ３．第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。 

 

【 信用失墜行為の禁止 】 

第４４条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉と

なるような行為をしてはならない。 

 

【 技術士等の秘密保持義務 】 

第４５条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。 

 

【 技術士等の公益確保の責務 】 

第４５条の２ 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害すること

のないよう努めなければならない。 

 

【 技術士の名称表示の場合の義務 】 

第４６条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものと

し、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 

 

【 技術士の資質向上の責務 】 

第４７条の２ 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよ

う努めなければならない。 

 

【 日本技術士会の目的 】 

第５５条 日本技術士会は、技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに

会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 

 

【 業務に対する報酬 】 

第５６条 技術士の業務に対する報酬は、公正かつ安当なものでなければならない。 

 

【 名称の使用の制限 】 

第５７条 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。 

 ２．技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。 

 

第５９条 第４５条の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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資料Ｈ 今後の技術士制度の在り方に関する論点整理 
平成 2 5 年 1 月 3 1 日 

科学技術・学術審議会 

技術士分科会 

１．はじめに 

科学技術イノベーションの推進において、産業界とそれを支える技術者は中核的な役割を果たしている。また、

技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化している。 

科学技術・学術審議会技術士分科会では、技術士制度の在り方について、時代の要請に合わせた見直しに向けた

検討を開始した。 

技術士制度は、科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とし、科学技術に関する高等の専門的応

用能力を持って計画、設計等の業務を行う者に対して「技術士」の資格を付与するものである。 

平成 12 年には、産業がグローバル化する中で、それを支える技術者の資格についても、APEC エンジニアに

代表される国際的なエンジニア制度との同等性を確保し、また質が高く、十分な数の技術者を育成、確保すると

いう観点から、技術士法が改正されたが、既に 10 年以上が経過している。 

この間、技術士試験制度の見直し・改革等を経ながら、現行技術士制度は国内経済・産業社会の中で相応の役

割を果たしてきたところであるが、産業構造や経済構造、社会ニーズが大きく変化し、それに応じて技術士制度

がどうあるべきか、その目指すべき方向性が改めて問われている。 

このような中で、具体的には、 

・産業構造や技術者の現状と技術士制度との間でミスマッチが生じていないか。 

・技術士資格の国際的同等性や通用性をどのように考えるか。 

・技術士資格がより社会において評価され、その活用を促進するために何が必要か。 

等の問題意識をもとに、技術士制度の在り方の見直しに向けて検討することとした。 

平成 24 年６月から平成 25 年１月まで５回開催された分科会では、分科会委員（以下「委員」）及び有識者よ

り、技術士法改正に至る経緯をはじめ、企業における技術者・技術士の現状と課題、海外における技術者の現状、

経済産業省から複数の業種における企業に対して実施した技術士制度のヒアリング結果の説明があり、これらを

もとに、委員間で議論した。 

以下は、これまでの議論をふまえて、現在の技術士制度の問題点を整理し、これらの改善を図るために今後必

要な検討課題や論点をまとめたものである。なお、一定の方向性にまとめられないものは複数の論点等を併記す

るにとどめた。 

平成 25 年２月からの次期分科会においては、これらの論点等を出発点としつつ、産業界等の幅広い意見を聴

取しながら、今後の技術士制度の在り方について、論点ごとに詳細な検討を行うこととする。 

２．技術士制度の問題点及び検討課題・論点 

問題点１ ～技術士に求められる資質能力～ 

技術士は、技術士法において「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、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」と定義されている。 

技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化しているが、このよう

な業務を履行するために必要な資質能力、知識、技術（以下「資質能力等」）の基本的な要素（「コアコンピテン

シー」という。以下同じ）が明示されていない。また、産業界が求めている技術士のコアコンピテンシーも明確

に把握できていない。 

このことが、後に述べるが、技術士制度の普及拡大と技術士資格の活用促進が十分ではない一因ではないかと考

えられる。 

今期分科会での主な意見 

○企業が直面している当面及び将来的課題は、進展するグローバル化に対応して、地球環境の保全、エネルギー

や資源の安定調達、雇用・賃金・少子高齢化問題等を考慮したマーケティング、研究開発、生産、販売、サービ

ス等のバリューチェーンの強化と拠点戦略である。このためには、国内と海外の事業の棲み分け及びその戦略に

対応できる人財の確保が必須である。 

このようなニーズに対して、技術士法が定める技術部門（専門分野）の狭い範囲の知識だけでは十分とは言えな

い。グローバルに活動する技術者には、広い範囲の知識と見識を持って、変化する社会ニーズに対応することが

求められている。 
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○グローバルビジネス環境・ICT 環境では、技術者は専門分野の技術力のみならず、周辺技術・関係法令・国際

規格・異文化知識・各種マネジメント力・語学力等多様な技量・知識等が求められている。技術士制度において

は、これらの技量・知識等を反映した試験問題の配慮等の検討が必要である。 

○科学技術を応用する製品の開発・製造・販売・サービス等を生業とする企業の技術者は、広い分野の知識と見

識を有することが求められている。技術士が、このような企業が期待する技術者とマッチしているかという見直

しが必要である。 

○産業界で求められる技術士像は、いわゆるＴ型、Π型（注）のような、深い専門技術とともに、技術横断的に

広く問題を把握し解決できる能力を兼ね備えた者である。 

○技術士は、技術者のリーダーとして、幅広い

基礎技術と基盤技術・技能を有するとともに、

知の結合によって社会的経済的価値を創造する

人材（Σ型人材）であるべき。Σ型人材は、科

学技術革新を統合して、イノベーション創出を

リードする人材であり、21 世紀の新リベラル

アーツの素養をもとに、ある程度幅広い「工学

能力」、工学を社会経済的価値化する「技術経営

能力」、自国を基盤に置きつつ、地球的視点で発

想し、行動できる「メタ・ナショナル能力」を

コアコンピテンシーとして備えたグローバル人

材であるべき。 

 
2

5 回技術士分科会「資料 13」（柘植委員）より 

○技術士が「実力ある技術者」のキャリアモデルとなり、より多くの技術者を先導すべきである「実力ある技術

者」とは、正解の。ある問題を解けるだけの人材ではなく、実社会で遭遇する課題に適切に対応できることに加

え、知識のみならず、コミュニケーション力、継続的研鑽能力、及び高度な倫理観などを有する人材である。 

○ものづくりの過程における計画、設計や開発等の妥当性を評価する、いわゆる「デザインレビュー」の役割を

担う者の一部として、技術士を位置付けるべきである。 

○高い倫理観と総合技術監理的なシステム思考力を持った技術士が、社会と企業にとって必須の存在である。 

○技術者のキャリア形成を描きながら、技術士資格の取得が、例えば「運転免許証」のように、業務の「スター

ト地点」と位置付け、これに伴うインセンティブを設けるべきである。 

○多くの企業では、技術士資格の取得が、技術士としての業務の始まりではなく、「仕事の到達点」「あがり」等

になっていないか。技術士になることが、業務の幅の広がりにつながっていない。 

○技術士は、科学技術の向上と国民経済の発展に寄与することを目的としているが、公益確保を積極的に図るこ

とも目的の一つとすべきである。また、技術者としての使命感・品格を持った者という資格にすべきである。 

○技術士制度は、技術者個人の能力を客観的に保証するものであり、エンジニアリング業務の質の向上を図るこ

とが目的である。経済活動がグローバル化した現在において、企業等が行うエンジニアリング業務がどの程度ま

でできるのかという証明が求められている。 

○平成 25 年 1 月 17 日に科学技術・学術審議会が文部科学大臣に建議した「東日本大震災を踏まえた今後の科

学技術・学術政策の在り方について」において、「国は、産業界をはじめ社会がどのような人材を必要としている

のかを常に把握し、これらの要請を踏まえ、（中略）我が国の将来を支える多様な人材を育成していくことが必要」

と指摘されている。技術士制度についても、社会ニーズに立脚した技術士像や制度の在り方を検討すべきである。 

次期分科会における検討課題・論点 （以下「今後の検討課題・論点」） 

●Ｔ型、Π型、Σ型のような、専門技術のみならず、技術横断的に広く問題を把握し解決できる能力を兼ね備え

た者である等、産業界をはじめ社会が求めている技術者・技術士は、どのような資質能力等を有する者であるべ

きかというコアコンピテンシーを明確にする。 

●このためには、以下の作業が必要である。 

・産業界のあらゆる業種の意見を聴取する。 

・これらの業種（部門）における技術士の現状と課題、技術士制度の現状認識等を調査する。 

・業種を共通して必要なコアコンピテンシー、個別の業種で必要なコアコンピテンシーを把握する。 

●コアコンピテンシーをふまえた技術士試験の内容や方法、技術部門・選択科目の在り方等を検討する。 

技術経営能力 

自国に基盤を置きつつ、地球的視点で発想し、行動でき

メタ・ナショナル能力 

Σ型統合能力 

工学能力 
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（注）Ｔ型・Π型   

横方向が基盤となる「知識の幅広さ」、縦方向が「専門性の高さ（深さ）」を表し、幅広い知識を基盤とした高い

専門性を有する人材イメージであり、特に、Π型は複数の高い専門性を有することを表している。 

（「世界トップレベルの研究者の養成を目指して（平成 14 年 7 月科学技術・学術審議会人材委員会第一次提言）」

をもとに作成） 

問題点２ ～技術士試験～ 

技術士試験は第一次試験及び第二次試験で構成され 21 の技術部門ごとに行われている。 

第一次試験は、科学技術全般にわたる基礎知識と、技術部門に係る基礎知識及び専門知識とともに、信用失墜

行為の禁止、秘密保持義務、公益確保の責務を含めた技術者倫理の修得の確認を目的としており、これに合格す

ると技術士補となる資格を得る。 

第二次試験は、一定の実務経験を経て、技術部門に係る専門知識及び高等の専門的応用能力の修得の確認を目

的としており、これに合格すると技術士となる資格を得る。 

分科会では、多くの優秀な技術者の技術士資格の取得を促し、技術士制度の更なる普及・拡大を図ることを目

的として、平成 24 年 6 月に「技術士試験の見直しについて」とりまとめた。今後の技術士試験は、このとりま

とめをふまえた試験実施大綱等を経て、平成 25 年度から実施することとしている。 

受験者の年齢をみると、第一次試験は 36.8 歳（平成 24 年度）、第二次試験は 42.1 歳（平成 23 年度）であ

り、年齢が高いのではないかと考えられる。 

特に、第二次試験については、技術士補の資格と所要の実務経験を有することを受験要件としていることから、

年齢が高く、受験者にとって負担になっているとも考えられる。また、技術士資格の活用促進が十分ではない一

因ではないかとも見られる。 

今期分科会での主な意見 

○30 代の半ばで、もっと多くの技術者が技術士の資格を取得して、技術者として活躍することが重要である。 

○第一次試験合格後に、実務経験を経て、第二次試験を受験するシステムが、受験者にとって負担になっている。 

○知識を問う問題の比重が非常に高い。 

○ベテランの技術者にとって、第一次試験のハードルが高く、資格取得が難しい。 

○技術士資格が、技術者として現在及び将来の力量を有することを証明する資格とするために、産業界のニーズ

にマッチした試験内容にすることが必要である。 

○第一次試験は技術部門全体の知識の整理として有用である。また、第二次試験はその知識、論理的考察力及び

業務経験が問われ、技術者として業務への取組姿勢が問われることになり、企業として一定の効果が得られる。 

今後の検討課題・論点 

●コアコンピテンシーをふまえた技術士試験の内容や方法等を検討する。 

●受験年齢の若年化を図るための方策を検討する。 

●受験者の負担を考慮し、以下について、その必要性を含めて検討する。 

・第一次試験及び「技術士補」資格 

・第二次試験の受験要件となっている所要の実務経験 

●技術者のキャリア形成、企業における技術人材育成等のさまざまな観点から、技術士試験の内容及び方法等を

検討する。その際に、平成 25 年度以降の技術士試験の出題内容等や受験者の動向等にも留意する。 

問題点３ ～総合技術監理部門～ 

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との考え方に基づき、平成 12

年に「総合技術監理部門」が新設された。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しているものの、全体としては、他の 20 技術部門では対応できないために新設

されたものである。 

総合技術監理部門の技術士試験では、必須科目として「総合技術監理一般」を、選択科目として他の 20 技術

部門の必須科目及び選択科目と同じ科目を課している。 
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必須科目「総合技術監理一般」は、以下の５つの事項を内容としている。 

①安全管理に関する事項 

②社会環境との調和性に関する事項 

③経済性（品質、コスト及び生産性）に関する事項 

④情報管理に関する事項 

⑤人的資源管理に関する事項 

産業界においては、技術的・経営的な課題を、総合的かつ多角的に解決できる技術者の養成が必要であり、経

営的な観点より、総合技術監理部門の５つの事項では不十分であると考えられる。 

今期分科会での主な意見 

○技術士資格が、総合的・経営的に判断・管理する能力を有する資格とするためには、総合技術監理部門の位置

付けを明確にし、他の 20 技術部門との差別化を図ることが必要である。 

○総合技術監理という名前にもあるように、世論は、総合技術監理部門の技術士資格を、20 技術部門よりもう一

つ高い水準の資格に位置付けることを求めている。 

○総合技術監理部門の活用を図ることができれば、技術士の活動領域の拡大ととともにステータスの向上につな

がる。 

○経済性、人的資源、情報、安全、社会環境等全体を俯瞰しながら、技術者が業務を果たすという点において、

20 の技術部門の技術士資格を有する者が、総合技術監理部門を取得することは、ベテラン技術者を含めた技術者

全般にとって大変有用である。 

今後の検討課題・論点 

●産業界が求めている技術士のコアコンピテンシーの明確化を図りながら、総合技術監理部門で求められる内容

の見直しを行う。また、他の 20 技術部門との関係を整理し、他の 20 技術部門の技術士資格を既に有する者が、

総合技術監理部門を取得することを原則とする等、総合技術監理部門の位置付け強化・活用拡大を図る方策を検

討する。その上で、技術士試験の内容や方法等を検討する。 

※総合技術監理部門（総監）の技術士登録者数（平成 24 年 12 月末日現在） 

総監のみ 総監+1 部門 総監+2 部門 総監+3 部門 総監+4 部門 総監+5 部門 総監+6 部門以上 合計 

3 10、955 1、195 146 18 2 3 12、322

 

問題点４ ～技術部門・選択科目～ 

平成 24 年６月にとりまとめた「技術士試験の見直しについて」において、技術部門・選択科目の見直しにつ

いては「技術士を取り巻く環境の変化に合わせ、選択科目を時代のニーズに合ったものに見直すとともに、極端

に受験者数が少ない選択科目については、その在り方を検討する必要がある。（中略） 

今後の見直しは、時代のニーズを踏まえ、産業界における技術士の活用状況並びに技術部門及び選択科目の将

来性や技術の変遷に留意して実施するものとし、各技術部門の専門委員等から意見を聴取するなど技術士分科会

において継続的に議論を行う（以下略）。」とした。 

技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力等はますます高度化、多様化している中で、産業

界が求めている技術士のコアコンピテンシーの明確化を図るとともに、一定の技術部門・選択科目のみを有する

技術士資格では、複合的な問題を解決することが困難であると考えられる。 

今期分科会での主な意見 

（技術部門の統合等） 

○技術士資格を、専門知識と幅広い応用能力を有する資格とするために、部門制の廃止又は５部門程度に統合す

ることが適当である。 

○狭い専門分野だけで解決できる問題は少ない。なるべく部門数を少なくして担当できる分野の幅を国際的に通

用する範囲に広げることが望まれる。技術士の専門分野が狭いと、複合的な問題の解決や想定外の事故等への対

応が困難になる。 

○技術部門について、国の科学技術政策等を踏まえて、受験者の少ない技術部門・選択科目の統廃合、ニーズの

ある技術部門・選択科目の追加等を検討することが必要である。 

（技術部門の現状維持） 

○現在の技術部門・選択科目が適切である（企業ヒアリング結果（第 24 回分科会資料４）より）。 

○受験者が少数であっても、技術伝承が必要な部門は維持すべきである（同）。 
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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来る予定で、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 1２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。 


