
試間用の模範答案
11月 下旬から技術士第二次試験の口頭試験

論文の内容などに基づいて試問される見通しだ。今号の連載では、試間に備えた筆記試

験の模範答案の作成法や、設間に答える際にカギとなる時事性の高いキーワードなどを

解説する。(本誌)

毒を作成する
が始まる。試験では、筆記試験で作成した
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技術士第二次試験の筆記試験の合

格発表は10月 31日 。間近に迫って

いる。合格 した場合、口頭試験は

11月 下旬から始まる。順番の早い

受験者では、合格発表から1カ 月し

か時間はない。具体的な口頭試験対

策を少しでも早く進めておく必要が

ある。今回は筆記試験の選択問題Ⅲ

を題材にした口頭試験対策について

解説していく。

「平成25年度技術士第二次試験実

施大綱」によれば、日頭試験の実施

時間は20分程度 (10分程度延長可)

だ。その時間内に、「受験者の技術

的体験を中心とする経歴の内容およ

び応用能力」と「技術士としての適

格性および一般知識」が問われる。

試験は、課題解決能力を問う筆記

試験の答案と業務経歴を踏まえて実

施される。前年度と比べると「必須

科目および選択科目に関する技術士

として必要な専門知識および見識」

が削除された。

「技術士としての適格性および一

般知識」では、技術士法などに関す

る知識や近年の災害、技術関連の事

件といったトピックスに関連した技

術者倫理の確認と周辺知識が問われ

る。そのため、知識習得を中心とし

た学習が効果的だ。

しかし、「受験者の技術的体験を

中心とする経歴の内容および応用能

力」は、受験者個別の業務経歴と筆

記試験における答案 (選択科 目Ⅲ)

を参照したものになる。受験者独自

の取り組みが欠かせない。

大綱においては、10分間の時間

延長について、「受験者の能力を十

分確認できるよう」と説明している。

この部分で確認する項目は、「技術

的体験を中心とする経歴の内容およ

び応用能力」に相当するとみられる。

つまり、経歴の内容と応用能力の部

分についての試間は、最大で20分

程度になる見込みだ。

■2012年度と2013年度の口頭試験の試問内容の違い

1.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

2必須科目および選択科目に関する技術士として必要な専門知

識および見識

I受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容

および応用能力

Ⅱ技術士としての適格性および一般的知識

答案は合格水準とは限らない

昨年度までは、筆記試験の合格後

に提出していた技術的体験論文が、

日頭試験の資料となっていた。しか

し、今年度からは筆記試験での答案

自体が口頭試験の資料になる。既に

書き終えた答案が、応用能力を問う

材料になるのだ。

筆記試験に合格したのだから、答

案は一定の評価を受けていると言え

る。それでも、合否判定基準は選択

科目Ⅱと選択科目Ⅲの合計 100′点満

点中の60点以上なので、選択科 目

Ⅲ単独では合格水準に達していない

かもしれない。そこまで不出来では

なくとも、完全な答案だと言える受

験者は少ないだろう。選択科目Ⅲの

答案再現とその不備などの確認は、

口頭試験の突破に不可欠だ。

受験者の大半は、筆記試験の直後

に答案を再現しているだろう。可能

な限り試験時の記述に基づいている

はずだ。この再現論文を見直せば、

解答時の不足部分や誤り、構成上の

問題などを見いだせる。さらに、答

案再現時に問題点を調整した自分な

りの模範答案を用意しておけば、口

頭試験において、試験官が繰り出す

質問に備えられる。3.技術士としての適格性および一般的知識         |    _



この連載のより詳しい内容を、「技術士―直線2013・増補版」として、本誌
購読者限定サイト(http:〃 kenttatz nlkkelbp.ooJp/NCR/)で 提供します

彗

ここで注意が必要なのは、大綱で

は口頭試験について、「筆記試験の

繰 り返 しにならないように留意す

る」と記載されている点だ。この点

を考えると、試験官の質問は答案の

不備の確認や設問内容の再試間のよ

うなものばかりではないだろう。受

験者の課題解決能力そのものを再確

認する試間となる可能
′
性が高い。

そのため、模範答案の作成時は、

答案を修正するだけでは物足 りな

い。選択科目Ⅲで解答を求められて

いた内容を再確認し、場合によって

は根本的な修正を施す必要がある。

選択科目Ⅲの模範答案の作り方

(1)設間と共通のキ…ワード

今年度の試験から新設された選択

科目Ⅲでは、複数の科目において、

課題解決後のリスクや実行性を高め

る留意事項、効果を高める関連施

策、維持管理といった共通のテーマ

が問われていた。

選択科目Ⅲは、昨年度までの一般

論文 (必須問題 :建設部門一般)に

代わる試験問題であることを考慮す

ると、当然かもしれない。それでも、

今年度は、建設部門にまたがる課題

について、専門の技術領域での解決

策を示すという内容になっていた。

専門性と一月を性の双方が求められ

る分、問題の難易度は高い。こうし

た出題は、相当数の受験者を戸惑わ

せたようだ。題意に沿った記述が十

分にできなかったと考える受験者は

珍しくない。

例えば、「リスク」という題材が、

「銅構造およびコンクリー ト」、「河

川、砂防および海岸 。海洋」、「 トン

ネル」、「建設環境」で出題された。

これまで、リスクは総合技術監理

(以下、総監)部門で問われていた。

もちろん、総監部門のようにリス

クマネジメントの視点に立って、管

理者としての解答を求めているわけ

ではない。潜在リスクや残存リスク

といった部分的な領域における論述

が求められるにとどまっている。

とはいえ、受験者にリスクマネジ

メントに関する体系的な見識がなけ

れば、解答は表層的なものになる。

加えて、特定の技術部門や場面にお

けるリスクが問われているので、技

術的専門性がなければ解答は難しい。

従って、「建設部門の社会的問題

に関する見識」、「選択科目の技術領

域と社会的問題の関連から導かれる

課題抽出」、「その技術的課題の解決

方法」が、答案の骨子となる。

口頭試験対策としては、こうした

視点から再現答案を見直し、自分な

りの模範答案を作成すべきだ。ただ

し、論文として仕上げることが求め

られているわけではない。あくまで

も、口答試験での回答材料として準

備すればいい。

(2)模範答案作成のポイント

道路科目の筆記試験Ⅲ-2の 出題

を例に、模範答案を作る。問題は

「 (1)道路結節点の人流 。物流の課

題」、「(2)(1)に おける課題の解決

策」、「(3)(2)で挙げた解決策の効果

を上げるための関連施策」だ。

これだけであれば、従来の専門論

文の問題と大差はない。しかしこの

問題では、その前提として「交通結

節点」を「本格的な人口減少や超高

歯釘ヒ、国際競争の激化の中で、持続

可能で活力ある国土。地域づくりを

進めていくための方策の一つ」と位

置付けた。交通だけでなく、国土・

地域づくりという、より広い視点に

立った答案を求めているのだ。

この視点から考えると、(1)の改

善課題については、「人流」と「物流」

に対して、以下のようにまとめると

いい。人流の場合は、「鉄道を中′亡ヽ

とする交通結節点におけるスムーズ

な乗り換えを、いかに高齢者や外国

人などを含む多様性に富む人流で実

現するか」という点が課題だ。物流

については、「国際競争力の視点に

立って広域物流ネットワークの効率

化を重視 し、港湾や空港から道路

ネットヮークにいかに効果的に接続

するか」という点が課題になる。

(2)の課題の解決策では、人流な

らば、単に駐車場や駐輪場、ロータ

リー整備を示すだけでなく、情報化

やユニバーサルデザイン化の視点で

の解決策を示す必要がある。物流で

あれば、道路整備や港湾整備とその

連絡という視点のほか、スマー ト化

を重視 した答案になるはず

関連施策を問う(3)に ついては、

都市で期待される集約拠点としての

交通結節点の機能強化から、歩道や

自転車道など交通結節点とその周辺

をつなぐ補助的な交通機能の整備ま

で言及することになる。住居や業務

施設、文化施設などが複合化したコ

ンパクトシティーを構築するための

周辺市街地整備施策といった交通以



外の視点の関連施策について触れら

れれば、高得点を期待できる。

具体的な口頭試験対策

(1)筆記試験の答案の位置付け

口頭試験では選択科目Ⅲの答案が

資料とされる。 しかし、「筆記試験

の繰り返しにならないように留意す

る」という点を考慮すると、日頭試

験が筆記試験の答案の不備を突くよ

うな試間に終始するとは考えにく

い。むしろ、それぞれの選択科目に

おける社会的問題や背景となる社会

状況について、深い見識を問われる

可能
′
1生が高い。

選択問題Ⅲには、主に技術的な課

題のみを問う設問もあった。答えや

すさを重視して、そうした設間を選

択した受験者もいるだろう。しか

し、そのような受験者に対しては、

技術士としての適格
′
性を確認するた

めに、答案とは別に、受験者の技術

部門の背景となる社会的情勢や現状

での言果題が問われる可育旨性が高い。

「筆記試験における答案を踏まえ

て実施する」からといつて、答案だ

けで試問されるわけではないという

点は、肝に銘じておく必要がある。

(2)キーワードを中心とした対策

既に日本技術士会のホームページ

には、今年度の試験問題が「過去問

題 (第 二次試験 )」 として掲載され

た。口頭試験に向け、今年度の建設

部門の選択科目の問題全てを確認し

ておきたい。そうすれば、68ペー

ジの表に示すような科目にまたがる

キーヮードが浮かび上がってくる。

キーワードについては、背景を含

めた説明ができるようにしておく。

そうすれば、選択問題Ⅲで示された

どの問題を選んでいても、社会的背

景についての説明が可能になり、技

術士としての適格陛を示せる。

ただし、一つのキーワードの説明

は、おおむね1～ 2分程度にまとめ

る。回答が長いと、限られた時間中

に多くの試間に答えて高得点を獲得

することが難しくなるからだ。

以下に、2科 目以上の設間で出た

キーワードについて概説する。

[災害対策]

「土質および基礎」、「都市および

地方計画」、「港湾および空港」の設

間で用いられた。大地震との関連で

取 り上げられているので、「減災と

防災」、「事前復興」などと関連付け

(1)人流と物流の課題

(2)人流と物流の課題の解決策

(3)人 流と物流の解決策とともに行う関連施

策

薇うや超高齢化、国際競争といった「社会変化」を前提として答案を組み立てる

な人流を前提にして、鉄道を中心とする公共交通機関との乗り換えをいかにス

ムーズに行うか

物流:国際競争の激化を前提にして、港湾や空港から、道路ネットワークヘいかに効果的に接続するか

人流:駅前整備、駐車場。駐輪場整備、ロータリー整備といった交通結節点における整備。線や面のバリアフリー化や

ュニバーサルデザイン化

物流:港湾や空港から物流拠点 (インターチェンジなど)までのアクセス道路の整備 (拡張など)と情報化 (スマート化)

交通結節点の整備の関連施策:歩道整備や自転車道整備を挙げる。交通結節点の整備をしても、そこまでの歩道や自

転車道が整備されていないと車以外の乗り換え手段がなくなるため

アクセス道路整備の関連施策:道路のネットワーク化を挙げる。物流拠点までアクセスしても、その先のネットワーク化が

進まなければ、交通の便が悪いため
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施工計画Ⅲ-2

口減少時代において、持続可能で活力ある国土・地域づくりを可堕

公共事業投資の削減や事業の大規模化、超高齢化といった社会状況などを反映しながら、重大災害を引き起こさな

ぃための安全対策を組み立てる

?霜鵠ξ婚路‰鮮弊鶴脇弊穫暮i僣雅ぷ畢ダ|「錯肇曇
計および積算などが建設コンサルタント任せになっている傾向が強い。そのため、安全を軽視した施工計画や断面設

定による災害が発生している。③熟練技術者の退職や離職に伴う安全管理手法および技術伝承の不足:ト ンネル坑

内におけるガス爆発や推進工法・シールドエ法における異常出水などが発生している

①ヒューマンエラーを防止するための労働安全衛生マネジメントシステムの積極的な導入を行う。②適正な工程計画

や実行予算が認められるように、発注者および関係者の認知度を向上させる。③過去の災害事例のデータベース化

■筆記試験問題の趣旨と解答のポイント(一部の問題を抜粋)

人口減少や超高齢化、国際競争が激化する

今日における交通結節機能の充実を図るため

の課題と解決策、その効果を高める関連施策

公共事業投資の大幅な抑制や、現場の安全

設備。安全管理の充実によって労働災害が減

少するなかで、重大災害の増加傾向が社会的

に問題にされている状況下での対応

(1)重 大災害を誘発する要因のビックアップ

(三 つ )

(2)重大災害誘発要因の防止策

および安全衛生教育の推進を図る



て、技術的な課題と方策を示せるよ

っにしておく。

[長寿命化、維持管理]

「土質および基礎」、「鋼構造およ

びコンクリート」をはじめ、合計6

科目で取り上げられた。最も多くの

科目にまたがって用いられたキー

ワードだ。高度成長期に大量に整備

したインフラの老朽化が進む一方、

人口減少に伴う財政縮減や建設部門

の技術者減少といった課題力淋目まっ

て、インフラの長寿命化や維持管理

の手法が社会的な課題になっている

ことを受けている。

多次元的に問題と課題、方策を示

せるようにするだけでなく、長寿命

化や維持管理に関する技術的成果、

その可能′畦についても説明できるよ

うにしておく。

鋼構造およびコン

クリート(コ ンクリー

ト)Ⅲ-4

[社会構造の変化]

社会構造の変化は陽岡構造および

コンクリー ト」、「都市および地方計

画」などで取 り上げられた。人口減

少や人口構造の変化を軸に、説明で

きるように準備する。特に「都市お

よび地方計画」では、人口動向が都

市構造に与える影響について、集約

型都市構造など国の施策との関連で

説明できるようにしておく。

[リ スク]

リスクマネジメントは、技術者が

業務を遂行する場合に重要な概念

だ。ただし昨年度まで、総監部門以

外の部門では出題されていなかっ

た。部門の技術属性とは異なる包括

的な概念であるためだと考えられ

る。しかし、今回の試験では5科 目

で取り上げられた。

問題では、総監部門のように実際

のリスクマネジメントや、いわゆる

「五つの管理」が問われるわけではな

い。リスクマネジメントに含まれる

一部のリスクについての質問にとど

まる。今年度の場合は、「潜在リス

ク」と「残留リスク」が問われた。

「残留リスク」とは、一連のリス

ク対応を行った後に残るリスクを指

す。一般的に、リスクは受容するこ

とになる。リスクマネジメントの概

念を知っておかないと、残留リスク

ヘの対応を問われた際に「リスクゼ

ロを実現します」などと、あり得な

い回答をしてしまいかねない。

リスクについては、日本技術士会

が発行しているテキスト「リスクマ

ネジメントとは ?」 を一読するなど

して、体系として一定の知識を得て

経済変動に応じた社会資本投資の在り方の変化と、社会資本自体の重要性から、長寿命化に関する諸問題と課
題を抽出。技術的な解決策を示して答案を組み立てる

ハード面:正確な現状把握 (調 査。点検による劣化状態の把握)と、適切な処置工法 (劣化状態に適した工法選
定、確実な施工)、 技術者の確保 (特 に地方自治体管理の構造物 )

ソフト面:データベースの整備 (データの一元管理)、 正確な将来予測 (劣化進行、利用状況の変化 )

社会資本への持続的な大規模投資が困難な状
況下において、社会資本の老朽化が一斉に進
む。そのなかで、既存ストックの延命化に向けて
の課題および解決策とその解決策実行時のリス
ク

(1)コンクリート構造物を延命化するためのハード
とソフトの検討項目

(2)技 術士としての視点から検討項目の重要課
題を一つ、解決策を二つ、それぞれ挙げる

(3)解決策の具体的効果とリスク

世界的な気候変動と気象が極端になる傾向が

指摘されるなかでの、わが国の防災や災害対策

(1)気象外力がわが国に与える影響を、上流域や

中流域、下流・海岸域に分けて、その影響例を
説明

(2)最 近発生した大災害を教訓とした留意視点
の提示と対策提案

(3)提 案対策に潜むリスクと課題の説明

河川、砂防および

海岸。海洋
Ⅲ-1

課題:技術者が不足するなかでいかに劣化診断をするか

解決策:①
「

(情報技術)を活用した簡易点検システムの構築。②地域住民やNPO(非営利組織)などの参画

効果:①専門技術者でなくても対応可能となる。自動でデータベースに送信されてデータを管理できる。②日常的な
点検が可能となる。インフラに対する意識が向上する

リスクi①画像およびデータに依存し、不可視部やデータとして表れない劣化を見落とす危険性がある。設備の維
持管理コストが発生する。②点検のポイントを指導する必要がある。情報が氾濫するために事務量が増大する

今後の気象の極端化とわが国の社会状況を背景にして災害対策を見直す

上流域:土砂や風倒木災害の増加による下流の洪水調整施設、利水・治水施設への支障、対応要員の高齢化・

減少による対応の難化

中流域:農地から住宅地などへの移行地域が多く、氾濫によって人命や地域経済への影響が拡大

下流・海岸域:洪水・高潮の増加によるゼロメートル地帯、都市部などでの浸水域の拡大と浸水の長時間化に伴う
地域経済への影響の拡大

留意すべき視点:人知が及ばない災害の発生を前提とする。守るべきは人命であることを明確にして対策を推進す
る

強化すべき対策:ハード事業の限界を認識し、ハード事業と連動するソフト事業を併せて推進する

リスク:い かなる対策をとっても、想定シナリオと異なる災害発生のリスクはゼロにはならない

課題:想定シナリオと異なった場合における災害リスクの評価



■2013年度の筆記試験「選択問題Ⅲ」の趣旨とキーワード(一部の科目を抜粋)

1地盤構造物の地震対策             | ●

2地盤構造物の維持管理

1生産性向上を図るための課題および解決策とその解決
|

策実行時のリスク

2既存ストックの延命化を図る課題および解決策とその解

決策実行時のリスク

1津波に強い都市とするための課題および解決策と実現に

当たっての考え方

2都市の低炭素まちづくり計画の実施に生じる問題と対処法

1気候変動による外力変化の影響、強化すべき対策とリスク

2個別事業の事業評価

1公共工事の品質確保における課題および解決策、実施

した場合の効果と実施する場合の問題点

2強化検討しなけばならない対策、課題および解決策、実現

するための方策

1.道路構造物の老朽化に伴う課題と解決策、実効性を高

める留意事項

2.交 通結節機能の充実を図るための課題と解決策、その効

果を高める関連施策

(1)人流と物流の課題

(2)人 流と物流の課題の解決策

(3)人流と物流の解決策とともに行う関連施策

1老朽化についての課題と対応策をアセットマネジメントの

観点から問う。専門分野における老朽化現象と維持管理

技術の課題と解決策および今後の開発技術

2工程管理の課題および解決策とその解決策で想定された

リスク

1.社 会資本の維持管理

2労働災害の重大災害

1低炭素都市づくりの課題および解決策とリスク

2閉鎖性海域の環境改善の課題および解決策と実施する

場合の問題点、トラブル

土質および

基礎

鋼構造および

コンクリート

(コ ンクリート)

都市および地方
計画

河川、砂防およ
び海岸。海洋

港湾および空港

トンネル

施工計画、施工

設備および積算

建設環境

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

おく必要があるだろう。

[職]

環境については、「建設環境」はも

ちろんのこと、「河川、砂防および

海岸・海洋」など4科 目で取り上げ

られた。この項目は、エネルギー問

題や都市構造、交通・運輸など裾野

が広い。どの科目でも関連付けが可

能だ。ほかの科目でこのキーワード

が含まれずに出題された設間に対し

ても、「環境の側面からの課題は何

か」と問われる可能性がある。

[公共事業の品質管理]

「河川、砂防および海岸・海洋」を

はじめ、三つの科目で取り上げられ

た。品質管理やコスト管理は、業務

を遂行するうえで不可欠な要素だ。

財政難や技術者不足力や巨常化してい

る現状において、公共事業の品質を

維持しながらコスト削減を図ること

は、大きな社会的要請でもある。

この社会的要請の側面とそれぞれ

の技術分野との関連および分野での

取り組みを踏まえて、アセットマネ

ジメントやその他の品質管理技術を

確認しておく。

(3)経歴との運動

口頭試験では、受験者の技術的体

験を中心とする経歴の内容および応

用能力が問われる。業務経歴票に示

した技術的体験を、試験官に上手に

伝えることが大切だ。

業務経歴を選択問題Ⅲの視点で整

理して、背景となる社会的問題との

関係から課題を抽出し、解決方法を

説明できるようにしておく。筆記試

験を軸とした口頭試験対策は、これ

で十分だろう。
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