
課題と解決策をしつかり対応させる
今年度の技術士第二次試験から必須科目で問われていた課題解決能力の論文試験の出題

範囲が、技術部門全般から選択科ロヘと変わつた。科日、試験範囲こそ変更されたもの

の、課題を抽出、設定して解決策を導く点はこれまでと同じ。今回は予想問題を示すと

ともに、起承転結に沿つた論文を展開する際に留意すべき事項を説明する。(本誌)
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2012年度までの課題解決能力の

問題は、建設部門全体にわたる課題

に対する解決策を問う内容で、必須

科 目(建設一般)と して出題されて

いた。これが13年度の試験制度の

改正に伴い、建設部門11科 目のそ

れぞれの選択科目における課題の解

治水安全度の向上

決策を問う試験に変わった。

課題解決能力の範囲が選択科目の

領域に改まった以外には、問題の種

類の規定から「論理的考察力」の項

目が削除され、試験時間が2時間30

分から2時間へ短縮された。このほ

か、配点が50点から40点 となった。

詳細は本誌 1月 14日 号の連載第 1回

を参照してほしい。

試験の範囲や時間、配点に若千の

変更はあるものの、課題解決能力を

問うという趣旨は変わらない。出題

された問題から課題を抽出し、その

解決策を示していくという点はこれ

までと同じだ。

前回の連載で、「土質および基礎」

「鋼構造およびコンクリート」「トン

ネル」「施工計画、施工設備および

積算 (以下、施工計画)」 を実務系、

そのほかの「道路」などの科目を計

画系と区分した。今回も同じ区分け

に従って説明していく。

課題解決能力を示す論文への対応

法を以下に示していくが、ここでは

計画系として「河り‖、砂防および海

岸。海洋 (以下、河川、砂防)」、実

務系として「施工計画」を例に挙げ

る。まずは、それぞれの科目におけ

る出題内容を予測していこう。

専門論文の出題予測

文部科学省が開催する技術士分科

会の議論では、選択科目の論文試験

について「出題する課題は2間程度

とし、普遍的な課題からも出題す

る」という方針が示されていた。こ

の表現から読み取ると、時事的な問

題も出題されると想定できる。つま

り各選択科目において、普遍的およ

河川、砂防施設の維持
管理

降雨形態の変化

自然環境との調和

工期短縮

予防保全

安全対策

品質向上

コスト低減

(1)河 川、砂防および海岸・海洋のなかから一つを選び、安全で安心な国土形成を
構築するうえで何が課題となっているのか示し、その課題解決策についてあなた
の意見を述べよ。

(2)河 川、砂防および海岸。海洋分野における社会資本ストックの維持管理上の課
題を述べ、その課題解決策についてあなたの意見を述べよ。

(3)近 年、降雨特性が著しく変化するとともに局所的な豪雨が頻発している。この状
況を踏まえ、河川計画上の課題を述べ、その課題解決策についてあなたの意見
を述べよ。

(4)治 水、利水、環境のバランスが取れた河川環境管理の在り方が問われている。
河川環境管理における課題を述べ、その課題解決策についてあなたの意見を述
べよ。

(1)あ なたが専門とする工事において、工期短縮の必要が生じた。工事の施工順序
を簡潔に示し、具体的な工期短縮方法を述べよ。

(2)あ なたが専門とする工事において、予防保全の考え方と対策工を具体的に記述
せよ。

(3)建設工事における労働災害をいかに減らすか、あなたの考えを記述せよ。

(4)あ なたが専門とする工事において、特に現状に比べて品質向上が求められる項
目を挙げ、具体的な解決策を述べよ。

(5)あ なたが専門とする工事において、コストダウンを図るにはどのようにすればよい
か、工種を特定して記述せよ。

(6)工事請負者として振動対策に関して確認すべき項目を挙げ、対応策を施工手順
に沿って述べよ。

■河川、砂防の予想問題

■施工計画の予想問題

環境負荷低減



び時事的な課題が何であるかをまと

めておくことが重要になる。

例えば「河り||、 砂防」では、人や

建物をはじめとした資産が河川の氾

濫区域に集中しているという状況下

で、どのようにして,台水による安全

確保を実現していくのかといったこ

とが、普遍的な課題となる。

一方、時事的な課題としては、財

政が逼迫するなかでの膨大な河川管

理施設の維持管理手法や、自然環境

と調和する河川整備の進め方といっ

た項目が挙げられる。さらに近年は、

異常気象による局所的な豪雨が頻発

し、それに伴う災害が数多く発生し

ている。こうした激しい気象が散見

されるなかでの減災の考え方も、時

事生の高い重要テーマと言える。

施工計画に目を転じると、普遍的

な課題としては、ェ期短縮や予防保

全、安全対策、品質向上といった施

工上の課題が考えられる。時事的な

課題としては、国や自治体の財政難

が深まるなか、限られた投資での品

質確保策や環境負荷を減らす工事の

進め方といった項目が挙げられる。

自分の専門とする選択科目に関し

て、普遍的な課題と時事的な課題を

整理していくことは、試験問題を予

測するうえで有効だ。78ページに

「河川、砂防」「施工計画」の各科目

について、予想問題を示す。

論文作成時の注意点

論文による筆記試験で最も重要な

点は、試験官に答案を最後まで読ん

でもらうことだ。そんな論文を実現

するには、文法などを正しく用いて

■技術士にふさわしい課題設定

あるべき姿0- 現状③

課題 (A― B)

読みやすくすることと、設間に漏れ

なく答えることが欠かせない。

「課題解決能力」を問う論文では、

2時間で600字詰め答案用紙3枚に

記述しなければならない。本誌の連

載では、一つの問題に対して3枚の

答案用紙で解答するような出題とな

る可能性が高いとみている (本誌2

月11日 号の連載第2回参照)。

ここではそのような出題形式と

なった場合の具体的な論文構成を、

起承転結の四つに分けた流れとして

示すことにする。

起=はじめに

論文の書き出しではまず、記述す

る内容の背景や全体像を示す。記述

量は10行程度を目安とする。あま

り多くのスペースを使わないように

気を付ける。背景ばかりが記述さ

れ、肝心の課題や解決策の内容が薄

い論文を試験官は求めていないから

だ。「はじめに」を読んだ後の部分に

関ノ亡ヽを持ってもらえるように、簡潔

に記載していくことが大切だ。

承=課題と問題点の記述

「起」に続く部分で大切なのは、技

術士にふさわしい課題が導き出され

ているか否かという点だ。上図に示

すように、課題とは「あるべき姿」

と「現状」との差として示,さ れる。

あるべき姿が過大であると、設定する課題
(A― B)が必要以上に大きくなり、対策
は実現が難しくなってしまう。半面、あるベ

き姿を過小に捉えていると、技術士にふ
さわしいレベルにならない。技術士に見
合う,同察力を発揮して、あるべき姿を適切
に考えることが適切な課題につながる

ここで示す「あるべき姿」は、技

術者ごとに異なる内容となるだろ

う。理想を求めすぎて目標設定を過

大にしてしまうと解決すべき課題が

大きくなってしまう。半面、あるべ

き姿を過小に設定すると技術士にふ

さわしいレベルにならない。

この部分の記述で重要なのは、技

術士として適切な「あるべき姿」を

設定して、技術士の関与に値する課

題を導き出すことだ。試験官も、こ

こで記述された課題が適切か否かを

重視している。

ただ実際の論文では、課題を導き

出すために記述できるスペースは限

られている。だらだらと書きつづっ

てはいけない。「課題は○○である」

というふうに、何が課題なのかを簡

潔、かつ明瞭に示すことが大切だ。

この部分の記載では、答案用紙 1枚

程度を用いるとよい。予想問題の解

答例と添削例を80ページに示すの

で、参考にしてほしい。

転=課題解決策の記述

「承」の部分で明確にした課題に

対する解決策を示すのがこの部分

だ。課題解決能力を問う論文試験な

のだから、最も重要なパー トとな

る。ここで示した課題解決策が不適

切であれば、合格できないと思って

ほしい。



意外にも、実際の試験では課題と

解決策が整合していない論文を書い

てしまう人がいる。そうした事態を

招くケースは大抵の場合、抽出した

課題が曖味になっている。課題が明

確に示されていても、課題と解決策

が整合していないケースもある。例

えば次のような例だ。

承の部分で、「課題は財源が不足

し、治水安全度を確保するための

ハード対策が十分に実施できない」

と記したとする。この際の解決策と

して、「堤防の補強や河川改修の実

施といったハード対策」を挙げてし

まうケースだ。課題と解決策が整合

していないことが分かるだろう。

結=おわ|りに

最後はここまでに記述してきた内

容をまとめる。ここで大切なこと

は、結論を他人事で終わらせないこ

と。評論家としての意見のように、

タトから眺めているだけでなく、ここ

までに示してきた課題や、解決策に

積極的に関わって、技術士として課

題解決を図っていく決意を示すこと

が重要だ。最後の部分では論文全体

をまとめつつも、自らが櫛 士とし

てできることについて決意を示すこ

と力誕聾ましい。

受験申込書の書き方

技術士第二次試験を乗 り切るに

は、筆記試験と口頭試験を同じ年度

に合格 しなければならない。折角、

筆記試験に合格しても、口頭試験で

不合格となった場合には、再度、筆

記試験から受験し直さなければなら

なくなる。11年度の技術士第二次試

験では、建設部門で17.4%の受験者

が口頭試験で不合格となっていた。

口頭試験において、試験官は受験

申込書や試験当日の論文を材料にし

て試間する。受験申込書を作成する

際に口頭試験を意識せず、安易に業

務経歴を記載してしまうと、試験官

の試間に的確に答えることが難しく

なり、不合格になるリスクが高ま

る。技術士第二次試験の受験申込書

■ 河川、砂防および海岸・海洋での解答例

[問題]河川、砂防、海岸。海洋のなかから一つを選び、安全で安心な国土形成を構築するうえで何が課題となっているのか示し、その課題解決策についてあなたの意見を述べよ。

| に 流 入 し 、
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、 氾 濫 が

安 全 で 安 ′とヽ な

課題を明確にしている。課題を抽出する際のプロセスが示さ

れておタリ、河サ||を 専門とする技術者 (技術士)として設定した

課題が適切である。記述量がおおむね1ページで、論文構成

上も適切である

治水安全度の向上に関する背

景が記述され、記述量もおおむ

ね10行程度でまとまっている

専門とする事項が明記され

ている

設間を引用し、試験官の求める事項が記載されていることが表題から

判断できる
治水対策への考え方を明確に示している。国が目指す

施策とも方向性が一致しており、対策に正当性がある



は、他の資格試験の申込書と異な

り、解答の一部であるということを

肝に銘じておかなければならない。

特に今回の試験制度改正では、技

術的体験論文の提出がなくなった。

口頭試験で技術的体験が確認される

ようになったのだ。より慎重な申込

書記載を′亡、推卜けたい。

例えば、業務内容の記述では、「鉄

道工事の仮設工法検討、施工計画の

立案と指導、および施工管理指導」

と大くくりで記載することは避けた

い。このような記載だと、試験官

は、どのような鉄道工事で、どのよ

うな仮設工法を用いたのかなど、工

事そのものや仮設工法に関してあら

ゆる観点から試間できてしまう。そ

の分、想定外の質問が飛び出してく

る可育レ性が高まる。

しかし、「営業線下で土かぶりの

小さいアンダーパスエ事における仮

設工法検討、施工計画の立案と指

導、および施工管理指導」と、もっ

と具体的な経験として記述しておけ

ば、試験官は工事の概要を把握しや

すくなる。その結果、営業線の具体

的な路線名や土かぶりはどれくらい

であったのかなど、言己載されている

内容に沿って、それらをさらに具体

的に尋ねていくような試間に誘導 し

やすくなる。つまり、試間の内容予

測が可能になるのだ。

■ 受験申込書の留意点

[業務経歴票の参考例]

受験申込書の書き方次第で、口頭

試験を有利に導くことができる。そ

の点を念頭に置いて、受験申込書を

作成しておきたい。下に受験申込書

の書き方に関する留意点を示してい

る。これを参考に受験申込書を作成

し、可能であれば身近な技術士に見

てもらうなどして万全を期したい。

次回は「総合技術監理部門の論文

対策と択一対策」を紹介する。

■執筆協力者
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■ 1古

IN難 だ が

災 き級 の 高

で あ る

ていくのかという決意が示されている

職務を進めるうえで課題解

決能力を発揮できる立場

や役割であることが必要

業務経歴が長い場合は、近年
の経歴を主体に記述し、最初の

頃の経歴はまとめて記述する

従事期間は空白が

ないようにして、直近
のものを言己述する

1.立 l■ 、役理

私は現場代理人として、施工計画を立案し、発注者 と協議σ)う え、施工管理を行 う役割があった.

2 課題および問題点

災害により崩壊 した法面の健全性を的確に把握 して、安全でかつ経済的な工法を選定することが課題であ

った。そのためには、法面崩壊をこれ以上進行させないような施工段・Lでの管理が問題となった

3 重 術 的深 沐策

緊急調査ではこれ以上の深い地すべりはないと判断されていたが、応急 71L置 の押さえ盛上を除去すれば新

たな地すべりを誘発する恐れもあつた.ま た、表層が 1:砂 化 しているので、ある程度法山全体を押さえ込む

方法が良いと●1断 した.そ こで、逆巻きの施工段階ごとυ,すべり力を ,と 込んだロックボル トを選定した,こ

の方法なら、グラウン ドアンカー kり ()ヒ ンチを細かくでき、受「F版 を併用することで法画全体を押さえ込

むことができる また、異形棒鋼を使 うため、伸びも押1限 でき、懸念される鼈工段階ごとの緩みを防ぐこと

ができると考えた.

4=成 果

施
「

時の計■1で も法面の緩夕|ま 発生しなかった.ま た、グラン ドアンカーに比べて 2o`ち υ)上 費肖1減がで

き、さらに,■ 巻き施 11に より順巻き施 Iよ りt,2週 間の
「

期短縮ができた。

技術的論点を交えて業務の内容を概説する。場
所や周辺環境などの条件を盛り込み、その業務
が簡単ではないというメッセージを前面に出す

技術士にふさわしい技術力があることを

アピールするには課題、問題点、技術的

解決策、成果と流れるストーリーが必要

[業務内容の詳述の参考例]


