
解決策をどう書くかが体験論文の全て
技術的体験論文の添削例の第3回 として、後半の「技術的提案」、「技術的成果」、「技術

的評価と今後の展望」の書き方を解説する。なかでも、技術的提案による解決策の書き

方が最も重要だ。試験官は、提案による「結果」に興味はない。解決策に至つたプロセ

スを分かりやすく示すことが、技術的体験論文の全てと言つて過言ではない。(本誌)

伊藤技術士事務所 代表

伊藤 功

前 |](9月 10日 号)は、技術的体

験論文 (以下、体験論文 )の うち、

詳述する業務に関する立場と役割、

課題および問題点についての書き方

を述べた。体験論文は、問題解決ヘ

どのようにアプローチしたか、そし

てその成果はどうであったかと併せ

て、その実績について技術士として

の力量を持ち合わせているか否かを

判断するための資料となる。

さらに、現時点での評価と今後の

展望の記述内容によつて、その実績

の後から現在までの技術士としての

力量の維持 。向上の程度を測 り、現

■ 技術的体験論文の論文構成

在も才支術士にふさわしいかどうかを

判断するための資料なのだ。

口頭試験では、体験論文と業務経

歴票をもとに、三つの試間事項の一

つである「経歴および応用能力」の力

量を確認される。日頭試験での体験

論文のウエー トは大 きく、そのパ

フォーマンスが合格レベルでなけれ

ば、ほかの業務経歴で挽回すること

はかなり難しいと言わざるを得ない。

絞り込んだ過程を明確に

まず、「技術的提案による解決策」

は、体験論文の最も重要な解答部分

であることを肝に銘 じてお くこと

だ。技術的提案は、提起した課題を

解決するための考え方がポイントで

あり、複数の提案からどう絞り込ん

だかについて、自分の意見を明確に

述べることが重要だ。そこに技術士

の力量が表れる。

例えば、右ページに示した例 1の

ような比較表で、A工法を選ぶのは

普通のオ支術者である。このように自

ずと分かる方法を選択する場合、技

術士としての力量は特に必要ない。

一方、例2の ような比較表から工

法を選ぶことができるの力寸支術士で

ある。試験官はどの工法を選んだか

(結果)に は興味がなく、A工法を選

んだ受験者はどうやつて安全性をク

リアしたのか、B工法を選んだ受験

者はどうやつて経済畦をクリアした

のか、C工法を選んだ受験者はどう

やって環境′
1生をクリアしたのか、そ

のプロセスを知りたいのだ。「イ可を

したか」という結果ではなく、「どう

考えたか」というプロセスが問われ

るわけだ。

「あなた自身の考え」を3重くアピール

それでは具体的に何を書くか、要

点を整理しよう:

・問題′点の現‖対巴握

・問題点の解析、分析

・解決策の検討方針

・解決策の比較、選定、評価

。解決策の特徴

つまり、技術的解決策にたどり着

くまでに試行錯誤した内容を記述す

る。各種の工法を検討したり、細部

について改良を施したりなど、あな

た自身がどう考えたかをアピールす

ることだ。単なる工法の選択ではな

く、工法を選択する過程でどう考え

たかのプロセスを前面に出すことが

重要だ。

特に、建設会社に勤務する受験者

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、受験した技

術部門の技術士にふさわしいと思われるもの

を2例 挙げ、それぞれについて概要を記述した

うえで、1例を選んで、以下の5項 目について記

述する

(1)あなたの立場と役害l

(2)業務を進めるうえでの課題および問題点

(3)あなたが行った技術的提案

(4)技術的成果

(5)現 時点での技術的評価および今後の展望



この連載のよ↓り詳しい内容を、「技術士一直線2012・増補版」として、本誌
購読者限定サイト(http:〃 kenplatz nikkeibp co ip/NCR/)で 提供します

の論文は、考えた経緯がほとんど記

述されておらず単なる工事報告文に

なっていることが多い。どう考えた

かは、体験論文全体を通して共通す

る事項である。特に、技術的問題′点

の抽出から技術的解決策までのプロ

セスのなかで、どう考えたかを示せ

|ゴよい。

技術的解決策をどう書くか。これ

が体験論文の全てと言っても過言で

はない。技術的問題点までに説明し

てきたことは、全てが実情の説明で

しかないのだ。問題点を踏まえてど

う考え、どう対応したかは「あなた」

次第である。記述する内容は「あな

たが考え、実行したこと」以外には

ない。解決策の記述内容は、回頭試

験における合否採点の大きなポイン

トになるので極めて重要だ。

分か[り にくい図表は逆効果

試験官に内容を理解してもらうに

は、キ節 的問題点とリンクして言己述

する方法が最適である。問題点を

(1)、 (2)と して挙げたのなら、解決策

も(1)、 (2)と して説明する方がよい。

技術的解決策の最後には、経済的

効果を記述すると、費用対効果によ

り決定に至った結論を説明できる。

以下に留意点を整理する。

。問題点の解決策を掘り下げる

。技術的、定量的に記述する

。独創性のある創意工夫を示す
。どのように考えたかを記述する

。どう解決策を見いだしたかを述べる

。思考過程が分かるように表現する

。図や表を使用する

。経済性の検討を含める

■ 体験論文で取り上げる工事の工法比較表の例

[例1]                      [例 2]

ここで、図や表を使用することは

読みやすい論文にするという観点か

ら効果的であるが、その使用に当

たって注意する点がある。設計図や

報告書の図表の一部を切 り取り、加

工せずにそのまま貼り付けるのは避

けるということだ。

図表が縮小されて読みにくくなっ

ていたり、不要な情報が多く残って

いたりすることが多く、図表を使用

した意図に反 して逆効果 となる。

よって、論文のイメージを下げる結

果となるケースが多いからだ。

ここで注意したいことは、挿入図

は論文の補助であり、論文の趣旨を

くみ、なるべく無駄を排除し、分か

りやすくすることだ。成果品または

既存の図にこだわらず、イメージ図

として必要な情報だけを盛り込んだ

ものを新たに作成したい。

また、官公庁などの発注機関の受

験者が注意することは、建設会社や

建設コンサルタント会社の提案を比

較検討したり総合的に判断したりし

た経緯を書くことだ。その際、技術

的提案のストーリーに矛盾を生じさ

せないために、自分が提案 したの

か、建設会社が提案したものかを明

確に書くことが重要だ。

「私が行った技術的提案」の書き

方については、68ページに示 した

添削例も参考にして1ま しい。
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技術的成果は定量的に示す

技術的成果としては、解決策を実

施した結果と予想との比較を記述す

る。その際、解析結果などをもとに

定量的に記述することが大切だ。技

術士にふさわしい業務をやり終えた

わけであるから、その成果を形とし

て示す。一般的によく書かれるのが

コスト削減や工期の短縮、環境への

影響などで、それらの結果を定量的

に示すのがよい。

また、技術的成果を裏付けるもの

として、設計した成果品や工事で完

成した構造物に対する業務または工

事の成績、表彰など、客観的根拠に

基づく評価を記述するとさらに効果

的だ。

現時点での能力を示す「技術的評価」

体験論文の大部分は過去の話を書

いている。業務の内容や輸ヽ 的問題

点、技術的解決策がどれだけ素晴ら

しい内容であっても全ては過去の業

務での話題だ。

そこで、現在の自分が技術士とし

ての能力や資質があることを証明す

る必要がある。過去の業務について

現時点でどう評価しているかを書く

わけだ。

まずは、反省点を書 くようにす

る。「○○の対策で解決 したことは

○○の点で評価できる。しかし、現



■「私が行つた技術的提案」の添削例

[ダムエ事における現場技術支援業務の管理技術者 (建設コンサルタント)の事例]
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[悪い例 ] 2-3私が行った技術的提案

実施設計での左右岸の基礎処理範囲は、地山地下水位と常時満水位の交点としていた。これは、得られた地質デ

ータが少なく、最も安全側である設計基準を参考にしたためであった。深度は改良目標値以下の透水性の地山をカバ

ーする範囲か、または地下水位以下5mを下端としていた。 ※当初基礎処理縦断図を図示、ここでは省略

基礎処理の遮水効果とそれに対する費用に関しては検討の余地があった。従って、さらに地質情報が必要であった。

そこで、施工時に得られる新たな地質情報をもとに、基礎処理範囲を再検証することとした。

施工に先立ち、漏水の危険性の高いやせ尾根部のパイロット孔を試験施工し、地山部の高透水部の有無を調査す

ることを発注者に提案した。

その調査の結果、当初水みちの存在を推定していた右岸部には、深部に心配された高透水部は存在しなかった。逆

に左岸側は、地山のところどころで、深部に高透水部の存在を確認したため、左岸側基礎処理を大幅に増やすこととし

た。 ※修正基礎処理縦断図を図示、ここでは省略

以上の結果より、左右岸とも地下水位に関係なく深度、延長とも改良目標値以下の地盤まで基礎処理を行うこととした。

[良い例]2-3.私が行った技術的提案

実施設計での左右岸の基礎処理範囲は、地山地下水位と常時満水位の交点としていた。これは、得られた地質デ

ータが少なく、最も安全側である設計基準を参考にしたためであった。深度は改良目標値以下の透水性の地山をカバ

―する範囲か、または地下水位以下5mを下端としていた。 ※当初基礎処理縦断図を図示、ここでは省略

基礎処理の遮水効果とそれに対する費用に関しては検討の余地があった。特に右岸に関しては、難透水の地山に

対し、地下水位と常時満水位が一致する地点まで基礎処理範囲を延長しており、費用対効果が低く不経済となる危

険性があると判断した。従って、さらに地質情報が必要であると私は考えた。そこで、施工時に得られる新たな地質情報

をもとに基礎処理範囲を再検証することを発注者と協議し、了解を得た。

施工に先立ち、漏水の危険性の高いやせ尾根部のパイロット孔を試験施工し、地山部の高透水部の有無を調査す

ることを発注者に提案した。

その調査の結果、当初水みちの存在を推定していた右岸部には、深部に心配された高透水部は存在しなかった。逆

に左岸側は、地山のところどころで、深部に高透水部の存在を確認したため、左岸側基礎処理を大幅に増やすこととし

た。 ※修正基礎処理縦断図を図示、ここでは省略

以上の結果より、左右岸とも地下水位に関係なく深度、延長とも改良目標値以下の地盤まで基礎処理を行うこととした。

時点で考えてみればЭOと いう方法

を採る余地があったと反省している

(考える)」。次に、最近の新技術に

ついて記述する。「現在では○○と

いう工法も開発されており、○○の

点で有効と考える」などだ。

過去の業務経験を生かして、現在

は技術士としての知識や見識を持っ

ていると宣言できれば申し分ない。

さらに今後の展望として、これから

も技術士として活躍を予感させる内

容を記述する。

多くの受験者は解決策の説明が長

くなって、この部分の記述量が少な

くなる傾向にある。しかし、現在の

自分を技術士としてアピールできる

ところはここしかないので、しっか

り言己述したい。

この部分の記述内容が貧弱であれ

ば、過去は技術士の能力があったけ

れども現在はそうでもないな、と判

断されかねない。[今 どう考えてい

るか」を強くアピールする必要があ

るのだ。

次回は「口頭試験対策」の1回 目

として、建設部門の受験者の取り組

み方について解説する。

■執筆協力者

荻須テクノコンサルタント代表

荻須 雅夫

トマル経営技術コンサルタント代表

外丸 敏明

5Doorsttι表

堀 与志男

問題点の現状把握をして
いたか判然とせず、費用

対効果の疑問点につい

て具体的な内容が不明
である。考え方のプロセス

の記述が不足している

発注者への説得状況が

読み取れない

費用対効果の疑問点に

ついて具体的な説明があ

り、考え方のプロセスがス

ムーズに表されている

自身が考えたことを強調
している

発注者とのコミュニケー

ションが表現されている



■「技術的成果」の添削例

試験湛水後、池の外側の沢水量の測定と沢水の水質分析を行い、貯水が漏水していないかどうかを確認した。

沢水の水質分析については、事前に採取した池外の湧水の水質、貯水後に採取した池外の湧水の水質および貯

水の水質を比較することにより、漏水がないことを確認した。このことにより、基礎処理の遮水効果が有効に機能し

ていることが証明できた。

また、経済的な効果として、貯水の漏水を防ぐとともに工事費を大幅に縮減できた。発注者から業務の過程におい

て信頼されるとともに、その結果に対して高い評価を受けた。

[良い例]2-4.技術的成果

試験湛水後、池の外側の沢水量の測定と沢水の水質分析を行い、貯水が漏水していないかどうかを確認した。沢

水の水質分析については、事前に採取した池外の湧水の水質、貯水後に採取した池外の湧水の水質および貯水

の水質をヘキサダイヤグラムとシュテフダイヤグラムを使用して士ヒ較することにより、漏水がないことを確認した。

経済的な効果として、貯水の漏水を防ぐとともに5000万円の工事費が縮減できた。この成果をうけて、業務完成後

の発注者からの成績評定は80点を超え、事務所長から表彰を受けた。

平成24年度 技術士第二次試験 <技術的体験論文>
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[悪い例]2-4.技術的成果
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[悪 い例]2-5現時点での技術的評価および今後の展望

当初の堤体付近右岸側の深部に高透水部の存在が懸念された低地下水位は下層の地下水位であり、堤体か

ら100m以 降の上層の地下水位を結んだものであった。結果的に実際の堤体付近の上層の水位は地表に近く、深

部の高透水部を否定することができた。

この基礎処理計画の変更は極めて効果的であった。現場における最新の地質情報を活用し、当初の基礎処理

範囲を最も効果の上がる形状に変更し、基礎処理費を削減した点においては、費用対効果を向上させることができ

たと考える。現時点の技術的評価としては、左右岸の地山の基礎処理計画の変更プロセスとその結果は、極めて有

効であったと考える。

今後は、ダムの地山部の基礎処理について、地質情報が足|り ない場合は、施工時におけるパイロット孔を有効に

活用した本件の成果を活用したい。

[良い例]2-5.現時点での技術的評価および今後の展望

当初の堤体付近右岸側の深部に高透水部の存在が懸念された低地下水位は下層の地下水位であり、堤体から

100m以 降の上層の地下水位を結んだものであった。結果的に実際の堤体付近の上層の水位は地表に近く、深部

の高透水部を否定することができた。

難透水の岩盤に存在する地下水の多層構造については、不透水層があるごとにその存在が認められることが現

在では一般的になってきている。現場における最新の地質情報を活用し、左右岸の地山の基礎処理計画を変更した

プロセスは効果的であったと考える。ただし、反省点としては、実施設計時に地下水の多層構造の観点から高透水部

との関連性を分析していれば、その時点でタイムリーな追加調査が実施できたと思われる。

今後は、地山地下水位の判断は、調査時のボーリング掘進水頭図の翌朝水位履歴を十分に分析し、多層の地下

技 術 部 F司 建設部門

選 択 科 目 土質および基礎

専門とする事項 基礎 (ダムエ事の基礎処理 )

水質を具体的にどのよう
に確認したかが不明であ

る

縮減の程度が定量的で

ないため不明である

客観的根拠 (表彰、工事

成績 )が あるのであれば

記述したい

水質分析方法を具体的
に示している

経済的効果が明確である

発注者からの評価の程

度が明確である

■「現時点での技術的評価および今後の展望」の添削例

現在の技術水準に照らし
てどう評価するのかが不

明である

今後の展望として具体的

な方向性が不明である

現在の技術水準に照らし

て、反省を込めて技術的

言平価を行っている

今後の展望は、具体的な

方策が明確に述べられて

いる

技 術 部 P]
選 択 科 目

水位を特定することも基礎処理範囲を決定する情報として利用すべきであると考える。


