
第5回 ■総合技術監理部門の論文・択―式対策

「 まずは従来どおりの対策から
技術士総合技術監理部門の試験は、2012年度に出題傾向が少 し変わつて難化。合格率

の低迷を招いた。13年度の試験では従前の試験と似た出題に戻 り、合格率が上昇 して

いる。合格率の大幅な変動を避ける観点からも、今年の出題傾向が大きく変わるとは考

え難い。これまで求められてきた対策をしつかりと進めることが肝要だ。(本誌)
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最初に、技術士総合技術監理部門

の論文試験と択一式試験への対策の

基本について、簡単に説明する。

総合技術監理部門の試験対策のカ

ギとなるのは、通称「青本」と呼ば

れる「技術士制度における総合技術

監理部門の技術体系 (第 2版、2004

年 1月発行)」 だ。青本に記載されて

■過去の論文試験で出題された問題の趣旨

いる内容は、論文試験と択一式試験

のいずれにも関係している。青本の

1章 は論文試験に、2章から7章 ま

では択一式試験に、それぞれ対応し

ているのだ。

論文試験の対策として大切なの

は、総合技術監理の手順としての総

合管理技術だ。これが青本の1章に

記載されている。1章で解説される

(1)総合的品質管理、(2)管 理会計、

(3)意志決定論、(4)リ スクマネジメン

卜のうち、(4)リ スクマネジメントの

手法を理解することが特に重要だ。

択一式試験では、2章から6章 ま

でに記載されている五つの管理技術

の出題頻度が高い。五つの管理技術

とは、経済性管理、人的資源管理、

情報管理、安全管理、社会環境管理

を指す。この分野からの出題は、例

年、択一式試験の6割から7割程度

を占める。13年度の試験では、8割

近くの問題が、この範囲から出た。

計画時点に戻り、五つ
の管理技術の視点に
よって不測の事態の前
提を想定する方法

五 つの管理技術 の視
点によって想定したデメ

リットの発現 防止 のた
めの具体的方策

想定したシナリオニつ
について、事業継続の
ために事前に準備する

対策とその理由、実施
上の留意点

課題に対する対応案
を三つのパターンで検
討。最適な対応案の策
定とその理由

受験者が経験したプ
ロジェクト、業務

不測の事態を想定したプ
ロジェクトのリスクマネジ
メント

プロジェクトの概要、発
生事態の具体的内容

以下から選択
ケース1:エ コカー

ケース2:超 高層ビル

ケース3:情 報通信
分野

プロジェクトの前提となる
主要条件の変更を想定
したリスクマネジメント

プロジェクトの製品や施
設の明示、社会に与え
られる直接的。間接的
な効用

主要な条件 に対 して、
重要な変化の可能性、
その変化によって顕在
化する恐れのある社会

的デメリット

以下から選択

ケース1:製 品 の生

産・販売

ケース2:大 規模 構
造物の建設

東日本大震災を踏まえ、
与えられた事業モデルで
想定外の事態が発生し
た際の事業継続のため
のリスクマネジメント

プロジェクトの概要 [必

要とされる外 部資源

(人 。モノ・資金・情報な
ど)]

事業モデルの存続を脅
かすようなシナリオを三
つ想定

以下から選択

(1)新 製品開発

(2)新 システム開発

(3)建 設工事

(4)地域開発計画の

策定

プロジェクト実施中に環

境、要求仕様が変更にな
る場合のプロジェクト見
直しに関するリスクマネジ
メント

プロジェクトの概要、立
場、環境。要求の変化
事項 (課題 )、 組織内外

課題が発生した場合の

影響を把握するための
調査。分析、想定される
影響

メンテナンスをテーマとし
たプロジェクトのリスクマ

ネジメント

立場、プロジェクトの内
容、メンテナンスの課題
(設 計、施工、維持の3

ステージ)

3ス テージの課題への
具体的な対策

受験者がプロジェク
トを設定



■ プロジェクトに潜在するリスクの例

市街地開発

長大構造物

過去の問題を分析すると、よく出

る節、項 (2桁 または3桁の見出し

番号)と 全 く出題されない節、項が

あることが分かる。過去の出題範囲

の分析結果に基づいて、勉強する対

象を絞り込むことが効果的だ。

択一式試験の対策として吸収した

知識は、論文試験にも生かせる部分

がある。論文対策で問われる総合管

理技術 (リ スクマネジメント)に お

いて、リスク低減を図るための対策

となる内容が含まれているからだ。

こうした部分をうまく勉強すると、

択一式試験と論文試験の両方の対策

を効果的に進められる。

論文の書き方

まずは、論文試験での対策を詳し

く解説する。近年の出題傾向を分析

すると、12年度までの3年間は、複

数分野においてプロジェクトを想定

し、そのプロジェクトで生じた言果題

などの解決方策を論述させる出題形

式だった。特に12年度の試験では、

前提条件や課題の選択数が多く、難

易度が高かった。そのため、試験の

合格率は全体で7.3%、 建設分野で

は7.1%と低調だった。

この反動からか、13年度の問題

では前提条件や課題の選択肢を複雑

にせず、受験者の選択の余地を大き

くする出題パターンとなった。これ

は09年 度 まで出題 されていたパ

ターンと変わらない。問題を単純化

したことで難易度は低下。合格率は

全体で 13.1%、 建設分野で11.6%に

上昇した。

続いて、13年度の試験について

解説する。同年度に出題された問題

の要旨は以下のとおりだ。

メンテナンスの問題を総合的に検

討して、最適な対応策を検討する。

(1)立場、事業の設定、課題の抽出

(答案用紙2枚で解答)

(2)具体的な対策 (答案用紙3枚 で

解答)

(1)で は、計画 。設計時、施工・

製作時、運転・保守 。維持管理時の

三つのステージにおいて、言果題を三

つずつ設定する指示がある。二つの

課題については、経済性管理など該

当する管理技術が指定されている。

小問 (2)で は、三つのステージご

とに、課題への具体的な対策を答案

用紙1枚ずつに記述させていた。

12年度ほど多 くはないものの、

設間には条件が付いている。設間

(1)で は、課題への対応が難 しい原

因を挙げることを求めた。設問 (2)

では、課題への対策が別の課題の対

策に対して及ぼす影響を記述するよ

う求めており、 トレードオフに対す

る認識を持っているか否かを問うて

いる。条件を付けることによって、

総合技術監理部門の技術士としての

力量を確認しているのだ。

今年度の問題パターンも、今まで

と大きく変わらないだろう。これま

での出題対象業種は、製造業や建設

業、サービス業であった。今後もこ

の対象業種は変わらず、建設分野の

受験者が選定できるリスクを扱う出

題は継続するとみられる。

従って、事前準備としては建設分

野に関連する活動や施策に焦点を当

てておけばよい。プロジェクトとリ

スクの関係については、上に示した

表を参考に、どんなリスクが考えら

れるのかを予想し、自分なりのリス

ク対策を整理しておいてほしい。

11年度は、東日本大震災とつな

がる不測の事態におけるリスクマネ

ジメント、13年度は笹子 トンネル

事故に関連するメンテナンスにおけ

るリスクマネジメントが出題テーマ

となった。試験前に起こった社会的

影響の大きな事例からテーマが選定



されていると考えられる。

現状であれば、以下のようなテー

マは時事性が高い。14年度の出題

テーマを予測してみた。

■ 押さえておきたい分野

ケース1:海外に拠点を移した製造

工場のカントリーリスク (製造業)

ケース2:東日本大震災の復興事業

の遅れ (建設業)

ケース3:イ ンターネットを利用し

た双方向通信による介護事業 (サー

ビス業)

トレードオフの解決方法

13年度の論文試験の設問 (2)で与

えられた条件には、 トレードオフに

関する内容があった。これに関連し

た記述は青本10ページにある。そ

の内容は、以下のとおりだ。

「総合技術監理では、経済陛管理、

人的資源管理、情報管理、安全管

理、社会環境管理の五つの管理を独

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。(中略)組織

経営戦略の視点からマネジメントを

統合的に捉えるリスクマネジメント

を適用する方法がある」。

ここでは、リスクマネジメントを

考える対象として、大規模構造物を

建設するプロジェクトを例に挙げて

解説する。

はじめに、プロジェクトにおける

リスク対応方針を「自然環境を最優

先とし、利益目標を高く掲げ、良質

な構造物を工期内に完成させる」と

決定したとしよう。ここでリスクを

分析、評価して優先度に応じた対策

を考慮すれば、リスク低減対策の間

で トレードオフの関係となるものが

2.1.1フィジビリティ・スタディ

2.1.2総合生産計画

2.2.4 QC七 つ道具と新七つ道具

2.2.7製造物責任と消費者保護

第2章 経済性管理
2.3.6サ プライチェーンマネジメント

2.4.1原価計算と標準原価

2.4.2活動基準原価計算

2.4.5財務会計と財務諸表

25.2設備保全

2.6.l PERTと CPM

3.1.1人の行動モデルとインセンティブ

31.2組織形態と組織文化

3.2.1労働関係法の体系と就業規則

3.2.2労働時間管理

3.2.3賃金管理

第3章 人的資源管理 3.3.1職務分析と職務設計

3.3.2雇用管理

3.3.3人間関係管理

3.4.2教育訓練管理

3.4.3人事考課管理

3.4.4 QCサークルにおける人的資源開発

4.1.4ナ レッジマネジメント

4.1.5知的財産権

第4章 情報管理 4.2.2緊急時の情報処理と情報伝達

4.3.2ネ ットワーク社会における不正と関連法規

4.51青 報セキュリティー全般

5.1.4リ スクアセスメント

5,1.5リ スク対策

5.16リ スクコミュニケーション

5.2.3労働災害と災害統計

5.3.1定期点検活動

第5章 安全管理 5.3.4機械原則設計 (フェールセーフ)

5.4危機管理全般

5,4.3危機管理マニュアル

5.5.2フォールトツリー分析

5.5.4ヒューマンエラー角翠析

5.5.5システム信頼度解析

621環境基本法と循環型社会形成推進基本法

6.2.3産業廃棄物の現状と産業廃棄物管理制度

6.2.6化学物質の管理制度

第6章 社会環境管理 6.41環境アセスメントの評価対象と手続き

6.4.2環境アセスメントの評価方法

6.5ライフサイクルアセスメントの全般

6.6.3環境会計

第7章 総合技術監理と国際動向 7.1国 際規格の全般

過去8年の試験のうち3年以上の試験で出題された項目



生じてくるはずだ。

例えば、自然環境保護に講ずるリ

スク低減対策と、利益を上げるため

の原価低減対策はトレードオフの関

係となる。リスク対策に投入できる

資源が限られたケースでは、 トレー

ドオフの解決を次のように図る。

(1)リ スク値が大きいリスク対策を

優先する。

(2)リ スク値が等しいリスク対策で

あれば、リスク対応方針に沿う

対策を優先する。

論文の時間配分

論文試験の試験時間は、3時間30

分だ。600字詰めの答案用紙5枚で

解答する。

総合技術監理部門の論文試験で

は、例年、2～ 4枚の問題用紙を読

む必要がある。問題を読んで理解す

るだけでもかなりの時間を要するボ

リュームだ。ここで時間を費やす

と、焦りにつながりやすい。

あらかじめ時間配分として、問題

の理解と論文構成 。骨子作成には 1

時間を要するとみて、論文記述には

2時間30分を使うという時間配分で

考えておくとよい。

問題の把握に時間を十分にかける

のは、小問同士が関連していて、条

件が問題中に散りばめられているか

らだ。条件や小問同士のつながりを

見落とすと、致命的なミスに至って

しまう。

択―式試験の勉強方法

択一式試験の有効な対策は、青本

を勉強することが先決だ。13年度

の択一式問題は、12年度に比べて

青本中心の出題となっていた。原′点

に回帰したと言える。出題内容も不

適当な数、または適当な数を選ばせ

るという問題は減少した。

青本に記載された内容のなかで

も、よく出題されるカテゴリーを72

ページの表に、出題されていないカ

テゴリーを下の表に、それぞれ示し

ておく。これらを参考にして、強弱

を付けた勉強を進めてほしい。

択一式試験の対策として、青本以

外にオ甲さえておく点は次の三つだ。

(1)社会問題の影響を受けた法律の

改正やガイドラインの発行

(2)情報関連技術と環境関連技術の

最新情報

(3)信頼性やネッ

算

ISOの改定が挙げられる。15年 に

IS09001、 IS014001の 両方で大幅

な改定が行われる。さらに、労働安

全衛生マネジメン トシステムが

IS045001と して16年に発効される

見通しだ。これらの規格には、リス

クマネジメントが取 り込まれる予定

になっている。

情報関連技術に関しては、ビット

コインに関する事件や東芝の元社員

による半導体関連の企業秘密の漏洩

といつた最近の犯罪など、最新技術

に関するニュースに注意を払うこと

が欠かせない。

■執筆協力者

トマル経営技術コンサルタント代表
外丸 敏明

荻須テクノコンサルタント代表

「
―
―
―
―
―
―
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―
―
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トワークエ程の計

特筆すべ きトピックと

荻須 雅夫

5Doorsttt表

しては、  堀与志男

■ 出題頻度が低い分野

第1章 総合技術監理の要求内容と技術
体系

14問題解決法と1.6プロジェクトマネジメント以外の全節、全項

2.1.4施工計画・工事計画

2.2.1全社的品質管理

2.2.2品 質計画

2.2.3品質管理 (QC)の 実践
第2章 経済性管理 2.2.6品質改善

2.2.8製品安全

2.4.3原価企画

2.4.4経済性工学と価値工学

2.6.4階層化意志決定法

4.1.1組織における情報の分類

4.1.6ソフトウェア特許とビジネスモデル特許

第4章 情報管理
4.2.1緊急時の特徴と1情報収集

4.4.1集中処理と分散処理

4.4.2情報ネットワークの形態分類

4.4.3インターネットの利用

6.1.1持続可能な開発

6.2.4資源有効利用促進法とリサイクル関連法令
第6章 社会環境管理 6.3.3費用便益分析

6.4.3代替案と社会経済評価

64.4戦略的環境アセスメント

第7章 総合技術監理と国際動向

過去8年間で出題されていない分野を抽出した

72国際相互承認


