とまる・としあき0建 設会社勤務を経て2002年 にトマル経営技術 コンサルタントを設立。建設企業向けコンサル
ティング業務を展開。事務所のURLは http:〃 www.geocnieslp/tOmaranran/

技響
‡
身
輩縣組葬鞭
ほかの部門 よ りも上位 の部門 と位置
付け られている。

: :=
●口頭試験の想定間答の例
I:￨‐
■^IF
の
は
Q:受 験 動機
A:総 合技術監理部門の資格 を取得して、○○のような幅の広い嵩度な仕事がしたしヽ
から
1辱
t.,
Q:あ なたの職務なら、総合技術監理部門の資格 は必要ないのでは
.‐

A:総 合技術監理部門の資格 がないとできない〇〇 のような業務 もあるの4ぜ

ほかの部門では、一つの問題 をど
の よ うに解決 したかが重要だった。
しか し、総合技術監理部門では、業
務で生 じる諸問題 を総合的 に解決す

ひ取得
・
したい
Q:管 理職 の仕事 を進めるうえでの障害 にはどのようなものがあるか
A:社 員の労務管理や協力会社 との関係づ くりなど
Q:総 合技術監理部門の勉強ではどういう点 に苦労 したか
A:時 事性 の高 い話題 は、ニュニスで調 べた。自分 の意見をまとめることに苦労 した
※そのほかの想定問答の事例を、購読者限定サイト(http:〃 kenplatz.nkkeibp.coJp/NCR/)で 提供します

る能力が要求 される。 まず は、この
相違点 を理解す ることが重要だて
,

さらに、二律背反

(ト

レー ドオフ

)

の問題 に優先順位 を付けなが ら、最
適 に解決 したとい う答 え方が総合技

えてお らず、解答 としてふ さわ しく

つの管理技術

ない。では、以下 の ように答 えると

理、人的資源管理、情報管理、社会環

どうか。

境管理)を 理解 して、それに沿 って

「安全管理 と経済性管理の二つの管
理について述べ る。安全が優先 され

術監理部門では必要 になる。

(安 全管理、経済性管

解決 した内容を答 える。
②技術的体験論文
ほかの部 F弓 と同 じく、 クライア )

た業務 なので、確実な対策 を取 った
結果、 コス ト面 で負担増 とな った。

卜に対するブレゼ ンテーションを強

体験論文が総合技術監理にふ さわ し
い理由を述べ よ」 とい う質問。 まず

しか し、○○ を改善 して コス トを少

くイメー ジす ることが重要 だ。0の

し低減で き、赤字 にならない程度で、

内容をもとに解答す る必要がある。

は悪い返答例 を示す。

。
両問題 を最適化す ることができた」

O業 務経歴

実際 に想定問題 を例に挙げて、答
「あなたの
え方 を示そ う。例 えば、

トレー ドオフの問題 を意識 して優

受験 中 し込み時 に提出 した業務経

「安全管理 と経済袴
L管 理の二つの管
理について述べ る。安全山iで は、〇

先順位 を付 けつつ、優先 しなか った

〇 の対策 を実施す るなど万全 の態勢

方 もそれな りに管理 したとい う内容

を1反 った。 また、 コス ト面では実イ
予算書の段階か ら検討 を重ね、厳密
な原価管理をす ることで、最大 の粗

を表JJlし ていることがわかるだろう。
2008年 度の技術士 第二次試験の実

ついては、0の 内容をもとにした成

施大綱 をもとに、五つの項 目に区分

功例や失敗例 を準備 してお くことが

利益 を上げることがで きた。 このよ

された口頭訓験の試問事項 に沿 って、

スムーズな解答につ ながる。

うに二つの面 で最適 な対策を取れた
ことは総合技術監理 にお、
さわしい」

受け答 えのポイン トを解説する。

●技術 士法

j・

(

トレー ドオフの問題 を意識 して答

O五 つの管理技術
総合技術監理部門で求め られる五

歴票では確認で きなしV受 験 の動機や、
現在 の主業務な どへ の質問が予想 さ
れる。業務経歴票に示 された業務に

技術十 の義務 については、秘密保
持 と公益 との関係や、資質向 Lや 公
益確保 の責務 について暗記 してお く
必要がある。

Oそ の他
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

(い

わゆる ￨ド「

トマル経営技術 コンサル タント代表

本」
)を 読んで、 リスクマ ネジメン ト

外丸 敏明

や継続研 さんなどの基本的な事項 を
学習 してお く。

二律背反の最 適化例 を答える
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(イ

ラスト楢崎 義信)

次号 から、添削事例などを充実させた新連載「技術
士一直線 2009」 がスタートします

