
第12回 ■口頭試験対策 (総合技術監理部門 )

削減された試間項目への備えも
技術士の総合技術監理部門でも、2013年度から試験制度の一部が変更された。口頭試

験の試験時間が短縮され、試問項目が減つたのだ。だが、試験が簡単になったわけでは

ない。試験を乗り切るには、幅広い対策が必要となつてくる。連載の最終回では、総合

技術監理部門の口頭試験について、試問項目ごとに対策のポイン トを解説する。(本誌 )

トマル経営技術コンサルタント代表

外丸 敏明

今回は、総合技術監理部門の筆記

試験合格者に対して行われる口頭試

験について解説する。

総合技術監理部門の口頭試験で

は、総合技術監理を実行できる技術

士としての適格性を、最終的に判断

する。筆記試験だけでは判断できな

い課題解決能力や学識はもちろん、

マネジメントカや経歴で示される管

理技術などの広さや深さ、応用能力

に対する的確な対応力、顧客に説明

する説得力などを試される試験だ。

総合技術監理とは、業務において

トレー ドオフ (相反関係)を伴う諸

■ 総合技術監理部門 (必須科目)の回頭試験の変更内容

問題を解決する際に必要となる技術

だ。しかし、諸問題の優先順位は必

ずしも決まっていない。受験者自ら

が判断して解決する必要が出てくる

のだ。口頭試験において重要な点

は、技術士第二次試験の総合技術監

理部門以外の部門との相違点を理解

することにほかならない。

2013年度試験の改正点

まずは、2013年度の技術士試験

で改正された点を説明する。総合技

術監理部門では、口頭試験の一部が

改正された。ここでは、他部門との

併願を除く口頭試験の変更内容を、

12年度までの試験 と比較 しながら

紹介する。

口頭試験の改正点の最も大きな点

は、試験時間がこれまでの30分か

ら20分 に短縮され、試問事項が整

理された′貞だ。

試間事項は、従来の「経歴および

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」の5項 目から

「体系的専門知識」と「経歴および応

用能力」の2項目に絞られた。なお、

試間時間は10分程度の延長を認め

ている。

試問項目のうち、技術者倫理や技

術士制度に関しては、試問事項から

除外された。そのため、総合技術監

理部門を除く技術部門の口頭試験と

比べて、専門知識や応用能力に関す

ゆ

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

・技術的体験論文と業務経歴により試問

①「経歴および応用能力」

Ⅱ.必須科目に関する技術士として必要な専門知
識および見識

②「体系的専門知識」

③「技術に対する見識」

Ⅲ技術士としての適格性および一般的知識

④「技術者倫理」

⑤「技術士制度の認識その他」

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試間

0「体系的専門知識」

②「経歴および応用能力」

20う)

(10分 程度
延長可 )



この連載のより詳しい内容を、「技術士一直線2013・ 増補版」として、本誌
購読者限定サイト(htpi〃 kenplatz nikkelbp coJp/NCR/)で 提供します

彗

る試問時間が増えることになる。

ただ、試間項目から外れたとはい

え、技術者倫理や技術士制度は、試

間事項によっては切 り離せない話題

になる可能性がある。時間短縮や試

問項目の削減を理由に、試験が楽に

なったと考えるのは早計だ。試問項

目からタトれたように見えるこれらの

項目についても、回答試験の学習範

囲から完全に省いてしまうのではな

く、きちんと内容を把握しておくべ

きだ。

試験に臨む基本的な姿勢

総合技術監理部門の回頭試験で

は、管理者としての立場で返答しな

ければならない。ここが、オ支術士の

他部門の試験 と異なる点だ。ただ

し、管理者でも立場が違えばリスク

も違うということには注意を要す

る。業務を進めるうえでのリスク

は、立場によってその種類も大きさ

も違う。自分の立場に合った答え方

を選ぶ必要がある。

例えば、受験申込書に記載した課

長の立場が、主任の立場での返答と

なってしまっていては、「リスクの

置き場が違う」と試験官に疑間を与

える。自らの立場について、業務経

歴票や筆記試験の答案を踏まえ、整

理しておく必要がある。

総合技術監理部門の試問時間は

20分間なので、簡潔に説明すること

が大切だ。試験官は、事前に複数の

質問事項を準備している。一つの質

問に必要以上の時間を費やすと、加

点方式の口頭試験では不利になる。

質問されたことに対して、簡潔か

つ的確に答える。試験官の質問の意

味が理解できなければ、「このよう

な理解のうえで説明して構いません

か」と、確認するぐらい堂々とした

態度で臨もう。

総合技術監理の成果を示す

総合技術監理部門の技術士として

ふさわしいということをアピールす

るために、受験者は業務上の立場に

おいて、総合監王町支術を駆使して成

果を上げた実績を示さなければなら

ない。

そのため、業務経歴票や筆記試験

の答案に記したことを、総合技術監

理部門の技術士にふさわしい成果に

結び付けられるように整理しておく

必要がある。

加えて、顧客や住民に説明できる

ような能力も不可欠だ。つまり、試

験官を顧客に見立て、面接を通じて

より良いコミュニケーションが実現

できれば、受験者のコミュニケー

■ 五つの管理技術とその内容

ション能力が高いと評価される。

業務上の トレードオフにどのよう

に対応したのかは、試問されやすい

項目だ。業務上で トレードオフが発

生しやすい事象については、事前に

答弁案を作成しておこう。この際、

総合技術監理部門の五つの管理技術

である「経済1■管理」、「人的資源管

理」、「情報管理」、「安全管理」、「社

会環境管理」に沿って準備しておく

必要がある (下の表を参照)。

総合技術監理部門の技術士には、

クライアントや多くの利害関係者と

の折衝を求められることが多い。そ

して、様々なトレードオフが生じる

事象を、一つひとつ解決していかな

けオtばならない。

そのためには、高い見識はもちろ

ん、物事を解決していくために関係

者とのコミュニケーション (リ スク

コミュニケーション)を 図り、問題

を解決する感覚 (ト ータルバラン

ス)が求められる。

。事業企画と事業計画、品質管理、工程管理、設備管理、計画・管理の数理的手法
・建設部門では、建設事業計画、施工計画、品質管理、工程管理、原価管理がメー
ンとなる

。人の行動と組織、労働関係法と労務管理、人的資源計画、人的資源開発
・建設部門では、下請け作業員 (外 注の協力会社 )、 作業環境管理、労働衛生管
理、教育訓練などとなる

。通常業務の情報管理、緊急時の情報管理、ネットワーク社会における情報管理、
1青幸晨セキュリティー

・建設部門では、民間工事については顧客情報、利害関係者(地域住民)の情報。
公共工事については情報開示されるため、利害関係者とのトレードオフの関係が発
生しやすい

・リスク管理、労働安全衛生管理、未然防止活動、危機管理、システム安全工学
手法
。建設部門では、安全設計、安全計画、施工の労働安全がメーンとなる

・環境と社会システム、環境関連法と制度、環境経済評価、環境アセスメント、ライ
フサイクルアセスメント、組織の環境管理活動と環境アカウンタビリティー

・建設部門では、環境アセスメントや環境配慮計画。設計、環境汚染、建設廃材、地
域社会環境管理などとなる



■ 口頭試験で試問テーマとなりそうな近年のトビックス

五つの管理技術

口頭試験では、筆記試験における

記述式答案や業務経歴票をもとに試

問される。内容を掘 り下げた質問や

周辺知識を問うことによって、受験

者の知識の深さや応用能力の程度が

確認されるのだ。

総合技術監理部門で求められる専

門知識は幅広い。前述した五つの管

理技術について、それぞれの管理に

必要な知識を「技術士制度における

総合技術監理部門の技術体系」(以

下、青本)な どに目を通して整理し

ておこう。

青本の中には、建設業界になじみ

の薄い内容も数多 く含まれている。

なじみの薄いものは、概略を理解す

る程度で問題ない。むしろ自ら業務

で活用できる項目について、しっか

りと整理して回頭試験に臨むことが

大切だ。

近年、特に問題となっている事項

や論文で述べ切れなかった周辺技

術、基礎技術、関連技術などが題材

となって、「青本」などに示された

キーワードを用いて質問される可能

性があるので注意しておきたい。

分からない質問が出た場合には、

素直に「申し訳ございません。その

分野○○については、今後勉強して

いきます」または、「帰って勉強しま

す」といった答弁をするとよい。

以下に業務経歴や筆記試験の記述

式答案をもとにした試間への備え方

を示していく。

業務経歴票に対する試問

受験申込書の「業務経歴票」に記

載した業務経歴の内容は、試験官が

説明を求めたり、関連した質問を投

げ掛けたりする項目だ。業務経歴が

総合技術監理部門の技術士にふさわ

しいかを見極める狙いがある。

そのため、提出した「業務経歴票」

に記載した業務経歴については、簡

潔に答えられるように準備 してお

く。業務経歴を時系列で簡潔に説明

し、そうした経験を通して今の立場

にいることなども、説明できるよう

にしておきたい。

総合技術監理部門を受験した動機

の説明も必要だ。受験動機となった

意識の高 さを説明できればよい。

「業務を行いたい」といったレベル

では、意識が明確とは言えない。強

い情熱をもって、技術士法に示され

た公益確保の責務などにつながる回

答をすれば、一貫した答弁になるだ

ろう。

13年度から受験申込書の「業務経

歴票」の「業務内容の詳細」欄に、総

合技術監理の視′点(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 ら立場、役割、成

果などを720文字以内に記入するよ

うな様式になった。

さらに、受験申込書には、「業務

内容の詳細 :業務経歴票は、日頭試

験の際に試験委員が使用するので、

必ず記入すること」と、明記されて

いる。

この「業務内容の詳細」は、前回

の連載で紹介した総合技術監理部門

以外の口頭試験と同様に、業務経歴

の中から一つの業務を選び、小論文

形式で記述するものだ。12年度ま

での試験で口頭試験に先立って提出

していた技術的体験論文に相当す

る。試験官は、この言羊細に言己述した

業務について、掘り下げた内容やそ

の周辺知識を試問する。そのつもり

で準備しておこう。

筆記試験の記述式答案

筆記試験で記述した答案が、試問

に利用されるので、自分で書いた論

文を復元しておく必要がある。もし

まだ復元 していないのであれば、

13年度の試験問題は公表されてい

るので、言己憶を呼び起こして早急に

復元する。

筆記試験の記載内容については、

次の4′点から整理しておく。(1)対象

事業の内容 と立場などの整理、(2)

計画 。設計時の課題、具体的な対策

などの整理、(3)施工・製作時の課

題、具体的な対策などの整理、(4)

運転・保守・維持管理時の課題、具

理屏艦よ
｀
[會r塵]]履倉警][蜃 ;槍み∝丁活用なa判青報型  |

。国を挙げてのインフラ輸出の動き=総合技術監理                  |
|

。復興工事や東京五輪などに関連した労務費高騰リスク=経済性管理、人的資源管理    |
。近年、発生が目立つ大規模工事での事故〓安全管理                 |

―

―



体的な対策などの整理――。

さらに、関連事項の調査や補足事

項があれば、補完する。筆記試験で

は、「対策が及ぼす正・負の影響」、

「対策が、同一事業の他のステージ

に与える効果 。影響」、「対策が、答

弁対象以外の組織の活動や事業など

にもたらす改善効果 。影響」といっ

た正負を織 り交ぜた解答が求められ

ていた。口頭試験でもこの視点に

立って、簡潔かつ明確に答えること

が月千要だ。

右に口頭試験で想定される質問項

目を示す。既に指南 してきたよう

に、五つの管理技術や青本の基礎知

識をもとに、様々な局面で トレード

オフが発生する事柄について、答え

られるようにしておこう。

そのためには、受験者自らが苦労

した経験に基づいて、解答例を準備

しておくことが欠かせない。総合技

術監理部門の業務は、利害関係者と

の関わりなしでは遂行できない。そ

うしたなかで課題を解決できてこ

そ、総合技術監理部門の技術士とし

ての価値がある。

これまで1年間にわたって連載し

てきた「技術士一直線 2013」 は、今

回で最終回。本連載の読者が、来春

にはめでたく試験に合格し、技術士

として活躍することを、執筆者一同

祈っている。

■執筆協力者

荻須テクノコンサルタント代表
荻須 雅夫

伊藤技術士事務所 代表

伊藤 功

5Doors'ft表

堀 与志男

■ 想定される質問項目

総合技術監理部門を受験する動機は何ですか

あなたの会社で総合技術監理部門の技術士が必要ですか。また、その理由を教えて
ください

業務経歴を簡潔に述べてください

あなたが総合技術監理部門の技術士にふさわしぃ理由を、あなたの立場を踏まえて
説明して下さい

あなたの選択科目と今回の総合技術監理部門とは、どのように関係していますか

業務内容の詳細を簡潔に述べてください

業務内容の詳細について、どの部分が総合技術監理部門の技術士にふさわしいの
ですか

業務内容の詳細にはトレードオフの事項が記載されていません。この業務において、
どのような点が総合技術監理部門の技術士にふさわしいと考えているのですか

今のあなたの立場において、総合技術監理部門の技術士としての実践状況を教え
てください

業務内容の詳細に書かれていない、○○管理および○○管理について意見を述べ
てください

外部との接点が少ない状況で、どういった部分が総合技術監理部門の技術士にふ
さわしい業務と言えるのですか

あなたは、日頃五つの管理技術について、どのように優先順位を付けていますか

総合技術監理に関する失敗例を教えてください

(記述式答案に関して)対象事業の内容と立場を簡潔に説明してください

(記述式答案に関して)計画・設計時の課題、具体的な対策などについて、簡潔に説
明してください

(記述式答案に関して)施工・製作時の課題、具体的な対策などについて、簡潔に説
明してください

(記述式答案に関して)運転・保守・維持管理時の課題、具体的な対策などについ
て、簡潔に説明してください

(記述式答案に関して)「対策が及ぼす正。負の影響」について簡潔に説明してくだ
さい

(記述式答案に関して)「対策が、同一事業などの他のステージに与える効果・影響」
について簡潔に説明してください

(記述式答案に関して)「対策が、本解答の対象とする事業などを越えて、組織の活
動や事業といった面で改善を促す効果・影響」について、簡潔に説明してください

(記述式答案に関して)五つの管理技術の優先順位をどのようにお考えですか

最近気になったニュースを教えてください

あなたの関与する日常業務において、どのようなトレードオフが生じたのかを教えてくだ
さい

総合技術監理として、リスクマネジメントについて述べてください

総合技術監理とリスク管理はどういう位置付けですか

リスク管理について、あなたの経験に基づいて説明してください

危機管理の技術的な観点から重要なことは何ですか

危機を起こさないようにするには、どうしたらよいのですか

危機が発生したら、どのように文寸応しますか

総合技術監理の今後の課題として何があ|り ますか。また、重要と思う点について教
えてください


