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総監口頭試験対策 2013

２０１４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、１3 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。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経歴票の造り込み」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、総監口頭試験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。
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）の最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、「全体最適化」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。
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第１章
１．１

総合技術監理部門の試験内容

平成２６年技術士第２次試験実施大綱

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。
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総監口頭試験対策 2013

10 10

1717

総監口頭試験対策 2013

１．６

総監口頭試験対策 2013

総合技術監理部門の口頭試験の内容

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 １－６－１

口頭試験の改正内容
改正後（2013 年度以降）

2008 年度から 2012 年度

口頭試問事項は大幅な改正

諮問事項
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
Ⅰ

Ⅱ
必
須
科
目

配点

・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
①「経歴及び応用能力」

時間

諮問事項

配点

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

40 点

・筆記試験における答案と
業務経歴により諮問

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

試験時間

・試験時間 20 分
但し、10 分程度延長可

30 分

Ⅱ

Ⅲ．技術士としての適格性及び一般的知識
Ⅲ
④「技術者倫理」
⑤「技術士制度の認識その他」

10 点
10 点

①「体系的専門知識」

40 点

②「経歴及び応用能力」

60 点

諮問対象外となった

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 １－６－２
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

総合技術監理部門の口頭試験の内容 （改正前）
４０点満点
（配点は想定）

① 経歴

２０点 ・経歴票から総監的経験の確認

② 応用能力

・応用能力とは総監技術に関する能力です。
２０点 ・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）

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。

表 １－６－３

改正で
統合されました

改正で
廃止されました

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）

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

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）

・筆記試験における答案と業務経歴により諮問
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。

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。
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総合技術監理部門の口頭試験対策の概要

ここでは、口頭試験対策の概要を解説します。
まず、重要なポイントを十分に理解していることが重要です。
そして各論である「経歴票」については第３章で、「記述問題」については第 4 章で詳細を解説します。

２．１ 「経歴票」と「記述試験結果」に対する問答が評価対象
●試験制度が変わり「経歴票」と「記述試験結果」が口頭試験の対象となりました。
●自分が作成した「経歴票」であり、「記述試験結果」ですから、記述した内容に対して責任があります。
・様式の変わった「経歴票」の見直しと想定質問と記述試験の復元と修正論文とその想定質問が対策の要です。

２．２ 口頭試験官は、記述試験論文の採点者
●口頭試験官が記述試験論文の採点者である可能性が高いようです。
・記述問題で、低い点数をつけられた方もいるでしょう。
・まして、本年度から、記述試験の論文も口頭試験対象となりました。
・筆記試験に合格しても択一問題の正解率で救われた方は、かなり厳しい質問が来る恐れがあります。
（注）現在、択一と記述の合計で 60%以上で筆記合格ですが、平成 27 年度から択一問題で足切が設けられます。

２．３ 口頭試験でフォローできる。
●「経歴票」で十分な記載をできなかった方、「記述試験の結果」が今一歩の方も、口頭試験でフォローできます。
●筆記試験終了から、口頭試験対策を始めること
・昨年までは「技術的体験論文の提出」がありましたので、筆記試験終了後も研鑽する必要がありました。
・今年から「技術的体験論文の提出」が無くなったからと言って研鑽しなくては、口頭試験は困難だと思ってください。

２．４ 試験官の立場になって、想定質問を推敲する。
●試験制度が変わり、試験官にとっても初めての口頭試験です。
●総監技術士として相応しいことをどのように確認するのか。
●質問する試験官の立場になって、質問のストーリーを考えましょう。
・自分で記述したことが自分よがりになっていませんか？
・読む人、質問する人＝試験官の立場になってわかりやすいか？
・質問されたいことが明確になっていますか？

２．５ 口頭試験は顧客に対するプレゼンテーション
●口頭試験官と議論する場ではありません。
●総監技術士として相応しいことを認めてもらう場です。
●誠意をもって質問に的確に応えることが重要です。
●模擬口頭試験や先輩の指導でシミュレーションを重ねて、口頭試験の場に慣れておくことが重要です。
・試験官が読んだ時点である程度、質問できる経歴票、記述試験結果になっていることが必要です。
・記述内容がある程度のレベルには達していないと質問が厳しくなります。
・記述内容や想定質問を丸暗記する必要はありませんが、質問に対して確実に必要な内容を答えることです。
・そのためには「経歴票」「記述試験結果」の確実なフォローアップが重要です。
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第３章 総合技術監理部門としての「経歴票」の見直し

３．１ 業務経歴票の書き方のポイント
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。

①

③

④

②

⑧

⑨

⑤

⑥

⑦
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平成 25 年度に改正された「業務経歴票」の改正のポイントは、２つあり「業務経歴」欄と「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。
一般的には最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。口頭試験では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、そして全体最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。
などいくつか留意事項がありますが、後述する 総監受験者「経歴票」事例紹介＜９事例＞を参考にしてください。
「業務分析シート」を用いて、各業務の業務内容でまとめましょう。
◇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。
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３．２ 業務経歴票の作成のステップ
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総監受験者「経歴票」事例紹介＜９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、そして全体最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。

３．３
３．３．１

総合技術監理部門に相応しい「業務内容」とは何か
記述すべき業務内容は

●５つの欄にどの業務をどのように記述するかが問題ですが、総監を受験する訳ですから、当然記載する内容は
「総監技術士としてふさわしい業務」です。
●従って、記述する業務は、「総監技術士としての立場」が明確に主張できる時期の業務であるべきです。

自分の分野で実際に行った「総合技術監理部門にふさわしい業務」とは、
専門分野の技術的課題解決ではなく、
総監技術を駆使して課題解決を図った事例である必要があります。
「事象の羅列でなく、総監技術士にふさわしい体験であること」が伺える表現であり、
総監部門が設立された背景と、
5 つの管理のあるべき方向を理解して記述することです。
では、「業務内容」はどのような内容を記述したらよいのでしょうか？
ここで注意しておきたいのが、記述内容は、専門分野の技術的業務の業務概要ではないことです。
多くの方の記述内容は専門分野の技術を無理やり、総監の５つの管理で記述しようとします。
総監の 5 つの管理は俯瞰的に与えられた業務を遂行する上で知っておくべき、５つの管理の技術です。
しかし、総監に要求されているのは、

総監技術士に要求される視点は、
５つの管理を遂行する技術を知った上で、
業務を俯瞰的に（総合監理）マネジメントすることです。
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総合技術監理部門に相応しい「経歴票」の事例紹介

本年度の総監ガイダンス講座及び経歴票添削講座の受講生の経歴票を紹介します。
３．５．１

経歴票 事例１

（建設

Shu IWT

鋼構造およびコンクリート）
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３．５ 経歴書に記載したすべての業務の整理
●口頭試験は筆記試験結果と合わせて、「経歴票」の記載内容ををベースに、総監技術士として相応しいかを
諮問されるのです。
●口頭試験時、「業務内容の詳細」に記載した業務以外の 「業務内容」に質問が行われる」ことがあります。
たとえば昨年の口頭試験でも、「技術的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」というよ
うな質問がありました。
●この意図は、「業務内容の詳細」以外での総監としての総監的視点、業務体験の幅広さを確認しようということです。
●記載した５つの業務についても、総監的視点から課題抽出から提案、今後の改善に至る過程を論理的に説明できる
ことが必要です。
・基本的には、すべての業務について整理しておくことが必要です。
・経歴表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。
私の講座では、経歴票に記載した業務すべてに、「業務分析シート」を作成して口頭試験に備えてもらっています。
また、作成した「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。
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。
・試験官は、経歴票の記載内容から、受験者の技術者像（得意分野やレベル）、総監としての経験を想像します。
・その想像した内容と受験者の回答内容に差があると、本当にあなたの経歴票かと疑うかもしれません。
・口頭試験で、特に総監技術士にふさわしいと読み取れない経歴票の場合、突っ込んだ質問がきて、「そもそも総監を受
けるのは早いのじゃないの」と思われることもあるようです。
その手法について次に記載します。

３．５．１ 「業務分析シート」について
私の行った過去の講座では、経歴票に記載した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。
これは、自分の経歴を全て５つの管理の内容で見直して、「各管理で何を問題として解決したのか？」、「何が課題であ
ったのか？」を把握することで、「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、口頭試験に備えるた
めです。
また、どの時期からの業務が「総監として相応しい」と言える業務内容に移行してきたかを把握するためです。
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。そのためにそのように層別できるキーワードを抽出していくかが重要です。
本書の「業務分析経歴シート」は、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。
●個別技術の専門分野の知識ではありません。「総合技術監理部門としての知識」が要求されているのです。
・専門分野の技術の創意工夫を記述することは求められていません。
・専門分野で合格した論文に引きずられて、「総監としての論文になっていない」方が多くいます。
・また、技術論文や技術報告書のようになっている論文も多くあります。
● 「総合技術監理部門の技術士としてふさわしい論文のテーマを選定」 する方法は、
・経歴票に記載した最近の業務から遡り、総合的な監理、マネジメントをした業務内容の５つの管理での洗い出しです。
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３．５．２ 「業務分析シート」の使い方
基本的には、経歴票の業務に対してシートを作成します。
しかし、全て必要ではなく、最近の業務から遡り、総監的な業務を表現できる少なくとも 3 例は必要です。
【 Step1 】 業務名を記入しますが、これは最後に見直して、「総監技術士にふさわしい」ことが窺える表現に変えます。
【 Step2 】 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。
【 Step3 】 「５つの管理」の欄で何を行ったかをチェックします。各管理の主な事項の何に該当したかを確実にします。
【 Step4 】 その項目に対して、

総監に関する成果（Output）
→ 駆使した総監技術（Tool）
→ 必要とした情報（Input）を記入します。
次に、問題点（あるべき方向）
→ 課題（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。

最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合監理
すなわち、総監が求められている姿が理解できていないからです。
【 Step5 】 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。
【 Step6 】 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。
【 Step7 】 これをどのような業務の名称にするかを考え、最後に修正します。
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。
提出済みの「経歴票」は変えることはできませんが、口頭試験では、「今はこう考える」と挽回の機会があるのです。
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重要となります。
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「業務分析シート」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。
＊対象とする項目に例えば、品質管理であれば、品質管理 と印を入れてください。
（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、問題解決を総監管理技術でどのように行ったか
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業務分析シート
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＜ 記入 6 事例 ＞

以下の事例のシートの様式は以前のものです。具体的な総監業務としての内容確認の指導時間が確保できなかった
ため、特に添削はしていません。
課題からＯｕｔput を理解することが大切です。

３．６．１ 業務分析シート 事例１

これについてはコメントを入れてあります。
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総合技術監理部門の記述試験結果の見直し

４．１ 記述試験論文の復元とリメイク
●筆記試験終了後、択一の正解率で一喜一憂する前に「論文を復元する」ことが、口頭試験に向けての第一歩です。
・復元論文→修正論文の過程で知見を広げ、自己評価できる能力を養いましょう。
・また、第３者の視点で自分の論文を再構築し、試験官の立場で想定質問を作成するために必要なステップです。

４．１．１

記述試験論文の復元

●忘れてはならないのは、記述した論文はあなたの経験です。
・目的は、試験官（顧客と位置づけましょう）に判りにくいと思われる箇所を口頭試験で補うことです。
・相手に自分の見解・意見を理解してもらうのも技術士として、必要なコミュニケーション技術です。
●復元論文を読み返して、以下のことに注意してチェックしましょう。
・題意に答えているか？ （要求された記述事項に答えているか？）
・記述した内容に矛盾として、誤解や間違いがないか？
・記述し忘れた内容、記述不足の内容がないか？
・論文内の各テクニカル・タームやキーワードを他の人に分かりやすく説明できるか？
●復元論文は、先輩技術士や講座などでチェックしてもらい、「今ならこう記述する」という見直しをすることは、
口頭試験対策として必要です。

４．１．２

テクニカル・タームなど知見の調査

●論文に記述したテクニカル・タームについては、「最新の知見」を知っておく必要があります。
・試験後のスパイラルアップとして、CPD がなされているかを確認されることがあります。
・自分の解釈ではなく、広く認知されている見解、判断に対する見識が必要です。

４．１．３

修正論文の作成

●復元した論文に対して、見直し「理想論文」を作成しておきましょう！
・論文を見直し、口頭試験で補完することは、自分の弱点を充足させることであり、試験官にとっても好印象となります。
・「理想論文」は、記述試験時のウィークポイント、矛盾を口頭試験時に挽回するためにも必要です！！
私の講座では、
・受講生の方の修正論文に対して他の受講生が質問を出します。これは試験官の立場になり、質問することが自分の修
正論文作成、想定質問の作成に有効だからです。
・多くの受講生は、初めは戸惑いますが、慣れてくると、「良い質問」を出せるようになります。
・「どのような質問が想定され、記述試験論文の弱点を補完していけばよいか？」を自分で判断できることが大切です。
その上で、想定問答集を作りましょう。技術者として成長するためにも大事なステップです。
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第５章

想定質問と回答例の作成

５．１ 質問の流れを予想する
５．１．１

試験制度改正に伴う口頭試験の変更内容を確認

口頭試験時間は 20 分（10 分程度延長可）ですから、
質問に対して回答する受験者の持ち時間の配分は、
・「経歴書」の「業務の内容」を中心として５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５分
・記述試験結果を中心として 5 分で計 15 分がおおよその目安になります。
表 ５－１－１
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

総合技術監理部門の口頭試験の内容 （改正前）
４０点満点
（配点は想定）

① 経歴

２０点 ・経歴票から総監的経験の確認

② 応用能力

・応用能力とは総監技術に関する能力です。
２０点 ・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）

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。

表 ５－１－２

改正で
統合されました

改正で
廃止されました

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）

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

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）

・筆記試験における答案と業務経歴により諮問
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。

５．１．２

質問例の抽出と回答例を準備

●口頭試験対策は自分なりに、想定問答を作成しておくことです。
・その際に総監としての視点を意識した質問を作成することです。 （総監の試験ですから当然ですね）
・情報収集した口頭試験事例から、自分の経験と言葉で想定 Q＆A を作成し、理解して、記憶に留めることです。
●その際、想定問題を層別して、まとめておきましょう。
・同じ回答を求めていても、質問の仕方が違う場合がありますので、いくつかの質問例を想定することが必要です。
・準備する質問例と回答例の多さが、自信と口頭試験での落ち着きにつながります。
・技術的経験論文及び記述試験で記述した内容に関する質問例については、前提条件、制約条件、課題、問題点、そし
て提案方策の具体性、将来展望など、一語一句の裏づけを準備する必要があります。
●試験官の立場（第３者の目）で、質問を予想しましょう。
・先輩や同僚の技術者に、記述試験の解答を読んでもらい、質問をピックアップしてもらいましょう。
・社内照査、完了検査を行う感覚で、隅々までチェックし、質問を抽出しましょう。
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質問内容を層別してもれなく準備する

試験官の質問の意図と流れを読み取ることが大切です。
①「業務経歴票」の「業務内容」から「あなたの総監としての経歴」を説明する。（業務経歴の分析が必要です。）
②「業務経歴票」の「業務内容の詳細」から「あなたの総監としての課題解決能力」を説明する。
③業務経歴、業績に関して「専門分野の知識」を説明する。 （試験官の関心から問われることがあります。）
④総監受験の動機と抱負
⑤記述試験の論文に関する質問 （復元論文とその修正論文を作成することが、その対策となります。）
⑥総監技術士としての専門知識の体系的専門知識 （青本の内容の復習が必要です。）
⑦技術士として必要な技術力、業界の動向等に関する質問 （話題となったトピックに関する意見が問われます。）
⑧技術士制度の認識、技術士としての適格性に関する質問 （技術士法、倫理観に関する質問はなくなりました。）
・回答内容が重複したり、主張したいことが抜けることのないように、チェック・修正してください。
・選出しなかった質問例から、いい所取りをして、回答内容を充実させてください。
●では、「層別した質問例」を記載しますので、自分の経験に基づいた回答例を作成してください。

５．２

経歴書からの質問例

●自分の経歴書を総監的視点から要約して説明できるか。
●「経歴書」に記載した業務を分析しておくことです。（業務分析シートの活用）

５．２．１

「業務内容」に関する質問例

●提出済の「業務内容」を口頭試験までに練り直し、修正し、本番で挽回する姿勢が重要です。
●「立場と役割」に応じて「責任と権限」が変わり、それにに伴い業務内容が変わっていることが重要です。
●経験を積むにつれて、５つの管理の個別管理から複数の管理のトレードオフへの対応、そして業務全般を俯瞰的に
見渡した総合技術監理に移行していることを説明できるのがベストです。
●暗記した内容の説明は不要です。
●５つの経歴の全てを説明する必要はありません。
●失敗事例に関する回答を考えておきましょう。
・約 5 分で、経歴を述べて、それについて総合技術監理部門の観点から説明してください。
・体験業務の中で総合技術監理に相応しいもの、また、その理由を述べてください。（業務内容の詳細になりますが、）
・これまでの経歴を総監部門の管理項目に即して説明して下さい。
・これまでの経験の中で、総合監理を行ってきた事例を説明してください。5 つの管理部門全てでなくてもいいです。
・これまで総合監理を行うにあたり、どんな点に苦心しましたか？
・あなたの業務経歴で、総合技術監理部門的立場で行ったものは何ですか？
・経歴の中で，総合技術監理部門に関する事項を意識するようになったのはいつ頃からですか。
・過去のマネジメントした内容と今後への展望を述べてください。
・現時点での職場におけるマネジメント（品質、環境、安全）の問題点と貴方が改善している点を述べてください。
・これまでの業務の中で，総合技術監理部門に関し，失敗したと思われる事項はありますか。

５．２．２

「業務内容の詳細」に関する質問例

●提出済の「業務内容の詳細」について、口頭試験までに練り直し、修正し、本番で挽回する姿勢が重要です。
●提出した「業務内容の詳細」の１）立場と役割 ２）課題と問題点 ３）総監的視点からの提案 ４）提案の成果
５）総監的視点からの今後の改善などを簡潔に説明することが重要です。（暗記したものの説明はＮＧです。）
●ですから、提出した論文に対して、総監技術士としての経歴、抱負をベースに、「課題解決能力」と「提案の成果」、
「今後の改善」を当然質問されます。従って、そのような質問を意識して、想定質問を準備する必要があります。
●提出済の「業務内容の詳細」で記載内容のまずかった箇所を挽回できるのが口頭試験です。
●提出後の修正で望ましいレベルまでシェイクアップして自己評価できているかが問われます。

56 56

6262

総監口頭試験対策 2013

５．６

総監口頭試験対策 2013

口頭試験再現事例

受講生の方からお送りいただいたオリジナルの再現記録です。IC レコーダーで録音されたようで、ほぼ再現されています。
青字の部分は受験者のコメントです。赤字の部分は私のコメントです。

５．６．１

口頭試験再現 事例１

部門：総合技術監理部門 上下水道－上水道および工業用水道
日時：平成 21 年 1 月 9 日 14:30～15:00
場所：フォーラム 8 805 号室
試験官：２人(50 代前半以下Ａ、50 代後半以下Ｂ)
筆記試験：マークシートは自己採点でちょうど 60 点でしたので、記述も 60 点以上。
Ａ：それでははじめに総監技術士はなぜ必要だと思いますか？
一般部門の技術士と違いを含めて説明してください。
私：総監技術士は、一般部門の技術士より高い立場から業務全般を見渡し、5 つの管理のバランスをとりながら業務を進め
ていくために必要なのだと思います。
Ａ：なぜあなたは総監技術士になりたいのですか？
私：最近はより責任のある立場で業務を行うことが多くなってきました。
総監技術を身につけ、業務に活かしたいと考え受験しました。
(社会のためというのを忘れてしまいました。)
Ｂ：総監になることで会社から報酬の面でのメリットはあるのですか？
私：一般部門ではあるのですが、総監ではありません。
社内では残念ながらあまり知られていない資格なのだと思います。
(ちょっと余計なことを言ってしまいました。)
Ｂ：総監技術士は社内では何人くらいいるのですか？
私：一般部門の技術士は数名いるのですが、総監技術士はおりません。
Ｂ：それでも総監の資格は必要なのですか？
私：やはり総監技術を用いて、業務に役立てたいと考えており必要です。
Ｂ：それでは、あなたの経歴について総合技術監理の視点から簡単に説明してください。
私：大学院の研究→論文投稿→研究奨励賞の受賞
設計員→主任→係長 業務の変化、主任以降での業務内でのトレードオフの事例
H20.3 に一般部門の技術士
H21.7 から業務と兼務で ISO9001 の○○支店の品質管理責任者を行っていることを 3 分程度で説明。
Ｂ：論文は大学院の時のものだけですか？
私：論文の投稿ということではそれだけですが、H20.3 月に技術士に登録し、日本技術士会に入会し、○○支部の上下水
道部会に所属しております。その部会の CPD 講座を 1 度受け持ちまして、発表を行ったことがございます。
Ｂ：係長ということで部下は何人いるのですか？
私：2 名います。
Ｂ：部下の方の教育で気をつけていることは何ですか？
私：教育計画は ISO9001 に基づいて、年度の初めに訓練計画を決めて行います。
私は、彼らの OJT に特に責任を持つわけですが、OJT と OFF-JT のバランス、組み合わせ等に気をつけています。
Ａ：(経歴を見ると)「膜ろ過」をやっていることが多いのですね？
私：そうですね。
Ａ：規模の小さい施設が多いのですか？
私：いえ。比較的大規模のものが多いと思います。
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Ａ：どのくらいの規模ですか？
私：担当した中で一番大きいものは 10000m3/日のものがございます。
Ｂ：それでは、提出していただいた論文の略記の業務について、業務内容等を簡単に説明してください。
私：業務概要と経済性管理の問題点と解決策を説明。
（PMP：当然、総監の視点で説明する必要があります。）
Ｂ：他の管理はどうですか？
私：他の４つの管理を説明
ただし、設計業務のため社会環境管理に該当するものはない旨も説明。
Ａ：ＵＦ膜を用いたのは初めてだったのですか？
私：いえ。その前に経験している業務でも用いています。
ただし、発注者側としてはその市内で始めて施工する膜ろ過施設でした。
Ａ：「膜ろ過」の設計時に注意すべきものを総監の視点で述べてください。
私：経済性管理の視点で述べます。膜の本数を増やしますと、フラックスが下がるため、目詰まりが起こりにくくなり、薬品洗
浄の頻度を減らすことができます。しかし、膜は非常に高価なものです。その本数の決定と薬品洗浄頻度をどれくらい
にするかのトレードオフといいますか、バランスが大切だと思います。
また、それによりオフライン洗浄を選択するかオンライン洗浄を選択するかを判断する必要があると思います。
(完全に専門分野の話になっていますが、試験官は満足している模様)
(PMP：論文に記載した専門分野内容に対しての諮問ですが、本来、専門分野の内容は記述すべきではありません。)
Ａ：そういう意味でいくと先ほどの業務では薬品洗浄はどのような方法をとるのですか？
私：実は地元に膜メーカーの工場がありまして、薬品洗浄はオフラインで工場に持ち込むようになっています。
Ａ：なるほどそうですか。サイトの状況で判断する必要があるということでしょうね。わかりました。
Ｂ：あなたの業務の中では、5 つの管理で何が一番重要だと思いますか？
私：なかなか比較できるものではありませんが、やはり社会環境管理とトレードオフが発生した場合には、社会環境管理を
優先すべきだと思います。
Ｂ：具体的にはどんなことですか？
私：はい・・・。浄水場の設計業務ではなかなか良い例がありませんので、土壌汚染調査業務の内容で説明してもよろしい
でしょうか？
（PMP：回答内容についての確認は重要です。）
Ｂ：なんでもいいですよ。
私：土壌汚染調査の場合、調査を行うことで 2 次汚染を起こしてしまう可能性があります。
このため、使用した資材は 1 度ずつ洗い、洗い水はそのまま捨てるのではなく、分析結果を見て処分する方法を考える
ようにしています。
Ｂ：あなたの会社のリスクという意味でいくとどの管理にリスクがありますか？
私：リストという意味では、施工会社ですので現場での安全管理を怠ると事故が発生してしまうリスクが考えられます。
Ｂ：それではどんな内容で対策をしているのですか？
私：例えば、私は試運転調整業務の際に現場で指揮をとるのですが、KY 活動やヒラリハット活動などを行い、作業員の安
全意識啓発や現場の安全対策を行っています。
(今、考えると、新規入場者教育とか安全パトロールとか普通にやっていることが出てこなかった。)
Ｂ：経済性管理と他の管理のトレードオフはよく起こりえるのですが、経済性管理以外の管理同士のトレードオフにはどんな
ものがありましたか？例えばでもよいですよ。
私：・・・。いま考えましたのは、人的資源管理と安全管理のトレードオフです。
例えば、人員の能力により安全意識は違いますので、一人で作業させないようにすることや、能力に合わせた教育訓練
等が必要だと思います。
(今、考えると、いまいちの回答でした。人員の配置だと経済性管理になってしまいますし・・。)
特につっこみもなく、次の話題へ
（PMP：口頭試験の場で考えるのは問題です。事前にトレードオフについて考えておくことです。）
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第６章
６．１

総監的視点と総合管理技術

５Ｗ２Ｈで考える

総監口頭試験に際して、私の思うポイントを簡単に言うと、

「マネジメントとして答える」 ＝ 「5W2H を明確に」
総監口頭試験では、これが最大のポイントです。5W1H は良く聞くことがありかもしれませんが、ポイントは＋１Ｈです。
＋１Ｈは、「How Ｍuch」です。これがなければ全ての経済活動は意味がありませんし、eternal triangle の１つであるコ
ストは必須です。
5W2H とは次の項目です。これも MECE です。「漏れなく、重なりなく」です。5W2H で考え、表現することは大切です。
以下 http://www-cont.newspt.co.jp/manual/yes/od/2aba.html より引用します。（若干加筆・修正しています）
5W2H とは、
5W2H
Ｗhy

一般的説明
何のために（効果）

改善案件のときの標準用語
目的・ねらい（効果）

Ｗhat

いかなる問題を解決するか

課題（改善すべき問題点）

Ｗhere

いかなる対象範囲を

対象範囲

Ｈow

どのような方法・解決策により

実現手段（システム案）

Ｗhen

どれだけの時間をかけて

実現時期

Ｗho

どういう体制で……人

実現体制

Ｈow Ｍuch

いくらかけて………金

必要費用

期
待
成
果
側
投
入
資
源
側

5W2H は意思決定のために必要な確認しておくべき事項です。
意思決定は、期待成果と投入資源のバランス判断（どこでバランスをとるか、あるいは案が決まっているなら、採用するか
否か）ということです。

Ｗhy、Ｗhat、Ｗhere、Ｈow が期待成果側であり、
Ｗhen、Ｗho、Ｈow Ｍuch が投入資源側といえます。

図で表現すると、

期待する効果
Ｗｈｙ
What
Where
（Which）
How

何のために
期待効果

投入経営資源

意思決定

まさに総監的視点ではないでしょうか！！

Ｗｈen
Who
How much
（How many）
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5W2H 項目の定義は、次のようになります。
5W2H
Ｗhy

一般的名称
目的・目標

定

義

・その行動または計画の達成すべき目的・目標、もしくはシステム開発（改善）の目
的・目標を示します。
・目的・目標は、何のために改善を行うのか、何のために新しいシステムを作るのか、
何のためにシステムを作り直すのかなどの答えで、当方法論ではこれを「何らかの行
動または計画に際して実現しようとする成果（アウトプット）」と定義しています。
・そして、目的・目標は、その行動または計画で実現すべき価値「価値目標」でとらえ
ることとしています。
・目的・目標は、「直接実現目的」（単に「目的」ということもある）と、分けてとらえると
いうことです。

What

(直接実現)目的

・その行動または計画の範囲内で直接実現しようとする成果であり、この実現（成
果）を保証しなければなりません。

目標

・その行動または計画の範囲外（後工程、他対象など）で実現しようとする具体的な
マイルストートンである通過点での成果です。
・目的部分は確実に達成が保証されなければならないが、ねらい部分は他力本願で
あったり他の要因がからんできたりするため、その行動または計画では、必ずしもそ
の実現を保証できません。
・目的、目標のいずれかも必ず価値目標でなくてはなりません。

課題

・課題の一般的定義は、「ある目的達成のために解決すべき」であり、「解決の見通
しのある」問題です。
・課題は、解決すべき問題点とその原因、および、その原因に対する解決策（解決
の見通しのために必要）と改善目標とによって説明することとしています。
・課題（Ｗhat)が実現できればその行動または計画の目的・ねらい（Ｗhy）が達成で
きる、という関係にあるべきものです。
課題として
表示すべき範囲

問題点

原因

目的・ねらい

改善目標

解決策

・課題名は、問題表現でなく、問題解決表現（問題もしくは問題点の改善ないし解決
表現）としてとらえるべきです。
例：要員不足（問題表現） → 要員不足の解消（問題解決表現）
Ｗhere

対象範囲

・目的・、目標を達成するために改善対象または実施対象（例えば研修の実施対
象）とすべき範囲を示すことです。
・標準的には対象業務と対象部門・対象者は必須であり、対象場所、対象取引先、
対象物、対象データ種類、対象イベント・プロジェクト、対象各種区分などを適宜追
加する必要があります。
・いわゆるステークホルダーの範囲です。
・対象範囲は次の条件を満たす必要があります。
・「目的・ねらい」および「課題」にかかわる領域であること。
・それだけの範囲の中で「目的・ねらい」が実現できること。
・想定している体制・メンバー・期間で検討ないし実施対象とできること。
・想定している実現手段（Ｈow）の及び得る範囲であること。
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総監的視点とは何か
「総監的視点」、「総監マインド」、「総監の頭」などと言われますが、
青本に記載されている内容の本質を身につけておかないと、総監としての論文になりません。

青本を読みこんでいても、多くの場合、択一問題対策として読み込んでいることが多いようです。
「総監的視点」などの総監としての本質を記載しているのは青本の第１章です。
それ以降は 5 つの管理の範囲とその概要技術を述べています。論文作成の際に留意すべき重要なことは、総監としての
アプローチのありかたです。それが青本の第１章に記載されています。
以降、青本に記載されている内容を要約したものを記載します。

６．２．１

総合技術監理部門の概要

第１章では、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
つの項目の関係を示しています。５つの管理についてプロジェクト、業務を総合的に判断することが総合技術監理であり、
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問題となります。
総合的な判断をおこなう技術として、比較的体系化されたリスクマネジメント技術を重要視しています。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、
第１章に記述されています。

総合技術監理の概念
総合技術監理
説明責任
意思決定
代替案
判断基準

全体最適化を図る
（代替案に対する満足決定）
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
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）
国際的視点

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）

プロフェッショナルとしての倫理観

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、最もトレードオフの関係にあ
ります。
また、最近での事故発生時、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
が青本の最初に示されています。
リスクが最も小さくなる部分を犠牲にして、最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必要性が重要です。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。
これらは記述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。
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。
これらは記述試験では記述すること少ないですが、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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「技術士ハンドブック」 第１１章 問題解決 の概要

「技術士ハンドブック」（オーム社）は、総監に要求される技術についてまとめられていますので、ぜひ一読されることをお
勧めします。ただし、ページ数が多く、受験対策本としては内容が豊富で消化不良を起こしそうです。
ここでは、特に総監的問題解決について記述された箇所の要約を記載します。

エンジニアとして理解しておくべき、問題解決における本質的手順は以下の５つのステップである。
①問題の発見
②問題の定義
③解決策の探求
④解決策の実行
⑤結果の評価

上記のプロセスでは、PDCA のスパイラルアップを図ることが前提で、
その結果新たな「問題の発見」が可能となる。
そのためには、技術者自身の「問題意識」が非常に重要なファクターである。
「問題の発見」にために必要な姿勢として、
①改善しようという強い意思をもつこと
②環境変化に敏感
③目標やビジョンの明確化
④問題の本質理解と潜在的問題への高い意識の保持
⑤シナリオ分析による問題に潜む不確定要因の洗い出し（危機管理意識）
⑥見る範囲を絞り込む
などが重要とされている。
ｃｆ． 「11.１ エンジニアの問題とは何か」、「11.2 問題解決の手順」、「11.3 問題の発見」

評価結果を明確にする数値データも重要です。
しかし、暗黙知をメンバー合意の下に問題解決を図るための
言語データの図式化の「言語情報処理技術」は大切です。
問題解決には各種のツール（QC７つ道具、新 QC７道具、オペレーションリサーチ、等）の理解と
そのスキル、ならび問題解決の各フェーズに応じた
それらの適切な適用方法能力と展開能力が必要となる。
ｃｆ． 「11.4 問題の整理と分析」、「11.5 解決策の探求」、「11.6 QC 的問題解決手法」、
「11.7 その他の問題解決技法」、「11.8 解決策の選択、優先順位」、「11.9 結果の評価とフィードバック」

技術者としてのプレゼン能力は、外部への合意形成を得る、
換言すれば問題解決のプロセスにおける PA を高めることに繋がる。
すなわち、高いプレゼン能力を発揮することでよりスムーズな問題解決へ導くことが可能となる。
このため、技術者は高いプレゼン能力を獲得しておく必要性がある。
ｃｆ． 「11.10 問題解決結果のプレゼンテーション」
講座の受講生の方がまとめた「技術士ハンドブック」 第１１章 問題解決に関する「マインド・マップ」は次のようなものです。

127 127

128
128

総監口頭試験対策 2013

６．６．１

「技術士ハンドブック」第 11 章 問題解決のマインド・マップ
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付 録 及び 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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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
2014/03/10
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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 年３月中旬 価格 ￥2,500 （A４版 241 ページ）
サンプル pdf ( http://pmpstar.net/books/soukan_guide2014_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～2013 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 2011 から 2013 年度の過去問の解説
第 4 章は 記述問題の対策と 2011 から 2013 年度の過去問の解説
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 241 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 2014 年度版」

（2012,2013 年度版と同じです）

発刊予定 平成２6 年３月中旬 価格 ￥3,500 （A4 版 33６ページ）
サンプル pdf ( http://pmpstar.net/books/soukan_aohon_rikai2013_sample.pdf ) （2012,2013 年度版と同じです）
●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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 年３月中旬 価格 ￥3,500 （A4 版 365 ページ）
サンプル pdf ( http://pmpstar.net/books/soukan_takuitsu2014_sample.pdf )
●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（2001～2013 年度） 485 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 1090 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最高はこの問題集を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 2014 年度版」、「総監 択一問題エクセルファイル 2014 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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 年３月中旬 価格 ￥3,500 （A4 版 414 ページ）
サンプル pdf ( http://pmpstar.net/books/soukan_kijutu2014_sample.pdf )
●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～2013 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 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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 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_koutou2013_sample.pdf )
サンプル pdf ( http://pmpstar.net/books/soukan_koutou2014_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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 年３月中旬 価格 ￥1,200 （A4 版 85 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_2014_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 2014 年度版」、「総監 択一問題エクセルファイル 2014 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 2014 年度版」
発刊予定 平成２6 年４月中旬 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 2001~2013 の全 485 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 2014 年度版」、「総監 択一問題ヒストグラム 2014 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
午後の部 09_soukan_kouza2011PM1.mp4
09_soukan_kouza2011PM2.mp4

（1.1GB 1 時間 10 分）
（1.0GB 1 時間 03 分）
（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。

171 171

172
172

総監口頭試験対策 2013

総監口頭試験対策 2013

あとがき
●私の総監受験支援の経歴です。
・総監受験支援の HP「総監虎の巻」 http://pmpstar.net/PE_GTPM/ 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。（最近は更新を怠っていますが）
・その後、ブログを中心とした「ＰＭＰ（☆虎）のサイト」 http://pmp.s21.coreserver.jp/xoops_cube/ を立ち上げました。
（今はこのページでの情報発信がメインとなっています）
・私は、技術士を 2001 年に取得後、2002 年に総合技術監理部門（総監）を取得しました。合格後、2003 年、佐口氏が主
催していた「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、一時期、APEC さん（技術士受験を応援するペー
ジ＝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 年に自前エリアで公開するに至りました。
●総監受験対策本の出版 2005 年度から行っています。
・その後、ホームページ「総監虎の巻」を閲覧していた出版会社の方からメールを戴き、2005 年度から出版に至りました。し
かし、諸事情もあり 2009 年度は、出版社との関係を断ち、執筆し、書籍を販売しています。
●総監受験講座は 2006 年度から行っています。
最初は自宅マンションの集会室で阪神間の技術士仲間（NEWZ といいますが、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。（その後は飲み会）
●skype を利用したＶoice to Ｖoice インターネット講座は 2006 年からを行っています。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？！ 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多いです。
●私が主催する公開講座
2008 年 4 月に大阪で「総監 オリエンテーション講座」、2009 年 4 月に「総監受験の全貌解説」として「総監受験ガイドブッ
クの徹底解説」と「総監受験としての経歴票作成」講座を行いました。
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。これらの講座の主旨は、｢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。参加者には高松、横浜、熊本からの遠方からの参加者もおられました。
●私の講座では、「グループ学習」が重要な視点です。
グループ学習のメリットは、「総監合格したいという」同じ目的をもった仲間がいれば、モチベーション維持も寄与できます。
このグループで行った講義資料をリメイクし、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。
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。
今年は、４月末に行った講座のメンバーを対象に、択一問題にどう取り組むかという私の過去の受験支援経験で得たノウ
ハウ、「PMP（☆虎）の脳-how」を紹介しました。そして、受講者の合意を得て、グループのリーダーを選定し、受講生の自主
的活動を行いました。私はマネジメントとして、週ごとの課題を与えました。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。今年の択一問題対策の情報収集は、自主的活動とし選定したグループリーダーにコントロールしてもら
いました。グループリーダーの役割と責務は大変です。私が作成したスケジュールに沿って、情報収集し、仲間に公開し、次
の担当者は同じ管理分野でも情報収集し公開する。競い合う仲間がいて、足を引っ張れない状態です。グループリーダーは
責務を果たしました。
●現在、原稿作成・校正と送られてきた筆記復元論文の講評にも追われています。
本書も発刊については、個人的な事情もあり、工程管理ができず、発刊時期はずれ込んでしまいました。
講座を通じて、得た知見も取り込み、紙面校正を図りました。講座などから得た情報を私なりに加工・編集しています。
ただ、パソコンの画面での印象と印刷した紙面の印象が異なるので、フォント調整や改行幅の調整に想定以上の時間がか
かりました。しかし私として、なんとか「満足決定」として纏める事が出来ました。期待して応援してくれる仲間があったからこ
と出来たことです。
関係者の方にお礼を申し上げます。
平成 23 年 1 月 10 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

ホームページ 「PMP（☆虎）のサイト pmpstar.net」

「総監 虎の巻」

http://pmpstar.net/PE_GTPM/

http://pmpstar.net/
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