技術分野 と社会問題 の関連を押さえる
今号の連載では、技術士第二次試験筆記試験の問題Ⅲと業務経歴 をもとに した口頭試験
への備えを指南する。まずは問題Ⅲの復元論文 と模範解答を作成 して、筆記試験時に不
足 していた項 目を洗 い出す ことが大切だ。さらに、インフラの老朽化や財政難、労働力
不足などを背景 とした業務領域の展望 についても押 さえておきたい。(本 誌)

西脇プランニングオフィス 代表

西脇 正倫
異常気象が続 くなかで実施 された
技術 士 第二 次試験 の筆記試験 か ら、

たる専 門知識」や「選択科 目に関す

度の トピックス を押 さえておけば基

る専門知識 、応用能力、課題解決能
力」が再 び問われることはない。

本的 に対応 は可能だ。技術者倫理 に

口頭試験 で問 われるのは「受験者

関す る項 目を例 に挙げれば、今年 3
月 に発覚・摘発 された東芝の技術漏

はや 2カ 月が過 ぎた。筆記試験 の合

の技術的体験 を中心 とす る経歴 の内

格発表 まであ と3週 間、 日頭試験 ま
であ と2カ 月弱 とい う日程 になって

容 お よび応用能力」と「技術士 と し

洩事件 などがある。
しか し、(1)に つい ては、業務経

ての適格 性お よび一般知識」なのだ。

歴票 と既 に作成 した選択科 目Шの答

いる。既 に口頭試験対策を具体的に

これは、今年度の技術士第二次試験
実施大綱 にも明記 されてい る。

案が 中心 となるので、その準備方法

さらに、前述 の大綱 には、日頭試

る。 ここでは (1)の 経歴お よび応用

験 の試問事項 として「 (1)経 歴お よ

能力の準備 について、選択科 目Ⅲの

び 応 用 能 力 」、
「 (2)技 術 者 倫 理 」、

出題 と絡 めなが ら指南す る。

始 めなければ間に合 わない時期 だと
い うことを、まず は 自覚 しよう。

昨年度と今年度の試験動向
2013年 度は、新たな制度に変わっ
てか ら初 めて実施 された試験 だっ

は (2)や (3)と は異 な った もの にな

「 (3)技 術士制度 の認識その他」と記
されてい る。

経歴と業務内容の詳述の時間配分

た。そのため、受験者だけでな く、
技術士一直線の執筆陣も、出題内容

他方、筆記試験 にお ける答案 (選

2月 10日 号の本連載 で も示 した と

択科 目Ⅲ)、 お よび業務経歴 票 を踏

お り、出願時 に提出 した業務経歴票

について手探 りの状況だった。

まえて口頭試験を実施するとい う旨

と「業務内容 の詳述」は、 この 口頭

今年の筆記試験については、昨年

も記載 されてい る。つ まり、業務経

試験 のための重 要 な資料 だ。特 に

度の傾向を踏襲 してお り、出題傾向

歴票 と筆記試験の選択科 目Ⅲの答案

「業務内容 の詳述」にお い て記述 し

に大差はなかった。次に控えている
口頭試験についても、同様の傾向で

を前提 として、(1)か ら (3)の 内容 に
対す る準備 を進めればよい とい うこ

技術士 としての適性 を判断する材料

実施されるものと考えられる。受験
者は、準備を進めやすい状況にある

とだ。

となる。

ここで、(2)と (3)に ついては、13

実際の口頭試験の場面で も、日頭

と言える。

年度 もそれ以前 も、試間内容 に大差

試験の最初 に業務経 歴を述べ る機会

はなか った。そのため、 この音Б
分は

が与 えられ、続 いて業務の詳述 を求

口頭試験で問われること

今年度 も出題予想が容易 で、準備 も

め られた後 に、細 か な試 間 に入 る

口頭試験は、筆記試験の合格 を前
提 とする。そのため、筆記試験で間

難 しくない。受験者 の個別の技術的

ケースが多い。

経験 よ りも技術士 としての一般的な

20分 の標準的な試験時間の中で、

われた「選択 した技術部門全般にわ

遣 Lが 問われる部分なので、ある程

「 (1)経 歴 お よび応 用 能 力 」に は、

た業務お よびその取 り組み内容 は、

100点 満 点 中60点 が配 分 されて い
る。点数配分 と時間配分が同等 とみ
れば、12分 前後が この試 間 に充 て
られる。口頭試験の評価 は、主に加
点方式だ と考 えられるので、あま り
長い説明は、得点 に直結す る試間を
減 らして しま う結果 を招 きかね な
い。説明に不足部分があれば、試験
官が再質問 して くれるので、簡潔 に
回答することを′
亡
唯卜
ける。業務 の詳
述であれば、3分 程度に とどめたい。
業務経歴の説明であれば、一つ ひ
とつの業務 を説明す るのでな く、大
枠 で どんな領域 の業務 を担当 して き
たかを説明すればよい。業務経歴 と
業務詳述 で 5分 前後 に収 めることを
目安 にす る。
業務詳細の説明のポイント
業務詳細 の説明 を短 くす る際 に、
構成項 目の一部 を省 くことは望 まし
くない。2014年 度 の技術士第二 次

■ 受験 申込 み案 内 に示 された詳 細な業務 内容 の 記 入例
[記 入例 1]

立場と役割
○○○○プロジェクト××××建設業務 (期 間:平 成XX ttXX月 〜XX ttXX月 )の うち、
△△△△に建設した輸出
用大型原油タンクの鋼板設計、溶接設計および□□のタンクメーカーヘの建設全体の指導の業務を本業務
責任者として行った。
業務上の課題
最新の国際基準を満 たした国際大型プロジェクトの仕様と、□□国内法規に固執した□□建設業者の施工
法をうまく調和させるという課題があった。□□人技術者、監督者、
作業者の気質を理解しながら、
彼らを納得さ
せ、世界的に最新鋭な大型原油タンクの、
設計から現場施工の完成までを指導せざるを得なかった。
技術的な提案
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溶接を採用し、
建設工程の短縮化を図った。

技術的成果
「FGHUK」 などの国際規格を満足する最新仕様の原油タンク
□□国内法 (YW,ZZZ)を 順守することはもちろん、
を□□に建設した意義 は大きい。□□のタンクメーカーからは、世界的な技術競争力を得られた貢献で感謝状
を受領し、□□□□からは高品質なタンクを安全 に建設したことで評価された。
[記 入例 2]

業務の目的
地球温暖化対策の推進に関する法律が規定する○○○○が策定すべき△△計画である。
本業務 は、
技術的内容
1990年 における温室効果ガスの年間排出量 1700万 トンを2020年 までに25%削 減する目標を掲げた。この 目標
を達成すべく、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーヘの代替、スマートグリッドの構築、電気自動車など
低排出ガスの自動車の普及、ブルーカーボンヘの取り組みなどにより低炭素社会の構築を目指すものである。
このため、
◇◇企業 はもとより、
低炭素 に関する先端技術を持った▽▽企業や大学、さらに××との連携を図っ
た。これらの△△△△の大同団結により、世界最先端の技術の取り組みをし、日本国内の先進モデルを構築
し、さらにはこの技術を、国内外に発信することにより、
経済の発展を目指すものである。
立場および役割
本計画策定プロジェクトリーダー、
技術統括リーダーの立場で関係機関との調整を行った。
成果
これらの計画は、
他 の□□□□の参考となるとともに、
韓国、中国などアジア地域およびスペィン、カナダなどか
らも評価され、○○○○会議に□□が招 へいされ、取り組みを発表するなどの技術紹介がなされた。また、これ
『環境 モデル××』に、平成22年 には『次世代エネルギー社会シ
らの取り組 みにより、
平成20年 には◇◇ から
ステム実証××』、さらに平成23年 には『環境未来××』に認定された。今後、これらの成果を活かし実証事業に
対する◇◇ からの△△△導入、
技術支援が得られた。

試験受験 申込み案内には、業務内容
の詳細 を記入す る例 を右上に示す よ
うに二つ挙げていた。順序 と表現 こ

況を確認するために、他の業務 につ
いても概略説明を求められる場合が

そ違 うものの、基本的にはどちらも

あるからだ。

「立場 お よび役割」、
「業務 上の課題
や 目的 」、
「 技術 的 な内容 や提 案 」、

「成果」とい う四つの項 目で構成さ
れていた。
つ まり、 これ ら4項 目について、
数分で説明で きるようにしてお くこ

受験会場 にはホワイトボー ドが用
意されている。試験ではこれを使用

おおむね以下のような領域か らの試
間が多かったようだ。準備方法 と共

められる例 もある。説明内容を図示

<不明点の確認 >

とが重要になるのだ。
出願時に示 した詳述業務だけでな
く、経歴 票に挙げた業務 について

を利用 して説明で きるように、略図
などを準備 してお くことも大切だ。

ばならない。受験者の業務経験の状

まれた ものになる。昨年度 の場合、

で きる。なかには、最初からホワイ
トボー ドを使 って説明するように求
することによって、簡略に説明で き
る場合 も多いので、ホワイ トボー ド

も、全て同じ水準で業務内容の詳細
を説明で きるようにしておかなけれ

験者 の業務経験や業務 にお ける応用
能力 を通 して技術士 としての適′
畦を
掌握するので、質問 はか な り絞 り込

に以下に示す。
業務内容 の詳述 はか な り短い文章
量 で まとめてある。説明が足 りない
部分がある場合、その補足 を求めら
れることもある。誰 よ りも一番 よ く
知 ってい る 自分 の担当業務 なので、

業務内容の詳述に関する想定試問
12分 前後 とい う短 い時間で、受

十分 に答 え られるはず だ。ただ し、
説明が長 くならない よう注意する。

事前 に勤務先の先輩や指導技術士
に業務内容の詳述を確認 してもらう

「誤 った点の追及」と質問の され方
がイ
以ているし、多様で もある。

ことも欠かせない。そこで不足点 を

記試験 での答案 (選 択科 目Ⅲ)そ の

明 らかにして、ネ
甫足 してお く。

「この業務 において技術士 として
ふ さわしい点は何か」といったス ト

<誤 つた点の追及 >

レー トな質問なら迷 うことはない。

既に作成 し終えた答案が、応用能力

技術的に誤 った内容であると試験
官が判断している場合の試問だ。実

だが、
「 ここの ところはどうい う意

を問 う資料 になるのだ。

際に誤 ってお り、それが訂正で きな
い場合は、試験結果に大 きな影響 を

「 これは課題 にならない
、
味ですか」
「私 は違 うと思
のではないですか」
、

口頭試験と筆記試験答案
昨年度か ら業務経歴票 とともに筆
ものが 資料 と して使用 されてい る。

筆記試験の合否判定基準 は、選択
科 目Ⅱと選択科 目Ⅲの合計点が 100
点満点 中の60点 以上 だ。選択 科 目

与 えかねない。逆に、的確 に訂正で

うのですが」といった問われ方の場
合は、実際に問題があるのか、見解

きれば、加点対象にもな り得る。

が違 うのかが分か りにくい。

試験は合格 してい る場合がある。

出願時に指導者 に確認 してもらっ
ている場合は問題ないが、指導 を受

質問の前後関係や業務の指摘部分
から判断するしかない ものの、先に

けずに出願 している場合には、職場
の先輩技術士などに確認 してもらう

示 したように、回答の内容について
事前 に第三者のチェックを受けてお

ようにする。そして、問題点があれ
ばその指摘 を受け、是正解答を準備

くことが重要だ。
このほか、業務で抽出 した課題や

す る。試問されたら言 い訳 はせず、
誤 りを認めたうえで正 しい措置を示

技術的提案 について、それが「技術
士 としてふ さわしいかどうか」とい

す ことが基本だ。

う視点から「ふ さわ しい理由」を説

<認識相違 >
試験官の考えと業務詳述の内容が
異なっている場合には「この部分 は

明で きる ように してお く必要があ
「ふ さわしい」か否かは、技術的
る。
優位′
畦に加えて顧客利益、社会的利

違 うのでは」とい う形で問われるこ
とが多い。先に示 した「誤 った点の

益 といった各側面からの検討が必要
だ。独善に陥らないよう、やは り技

憶が明瞭な段階で答案 を再現 し、間

追及」と似た形での試間になる。た
「誤 り」ではな く
だ、
「見解 の相違」

術士の先輩など、見識ある第三者の
ア ドバ イスをぜひとも受けたい。

であるという点が異なる。

<時 勢を視点とした展望 >

題′
点を明確 にして準備す ることが望
ましいか らだ。 もし、 まだ再現 で き

この場合は、無条件 に試験官の見

Ⅲ単独 で6割 を下 回る場合 で も筆記
筆記試験で合格 していて も、選択
科 目Ⅲ の評定 が Bで あ った場合 に
は、完全 答案 を作成 してお くこ と
が、日頭試験の準備 として不可欠 と
な る。 仮 に判 定 が Aで あ っ て も、
その内容が完全であ ったとは限らな
い。受験者は皆、選択科 目Ⅲの答案
を再現 し、それ とは別 に完全な答案
を用意すべ きだ。
これまでの連載で も、筆記試験直
後 に可能な限 り試験時の記述 に忠実
な答案 を再現す るよ う勧 めて きた。
答案その ものが資料 となるので、記

ていないのであれば、試験問題 のメ

解 に従 って訂正するのではな く、自

業務経験 と、現在の建設部門の時
事的な課題 との関係 を問うものだ。

らの見解 を技術士 としての視点から
明確に主張する必要がある。この領

後述の選択科 目Ⅲの説明で詳述する
が、経験業務が現代社会においてど

な りの模範答案 を準備する。

域からの試間は、技術士としての適

のような位置付けにあるのかという

選択科目Ⅲの考察

性 を示す重要なものとなる。
この試間に対応する場合の留意点

点や、業務領域 の課題 を問 うもの
だ。業務経験その ものよりも、その

は、試験官が何 を聞こうとしている
のかを適切 に判断す るとい うこと

延長線上の業務領域 について間うて
いる。問われる内容は、筆記試験の

だ。 この種 の試間 は、先 に記 した

選択科 目Ⅲに似ている場合が多い。

モ などを見なが ら急 いで再現論文 を
作成 してほ しい。その うえで、自分

今年度の選択科 目Ⅲの問題 は、昨
年度の流れを踏襲す るもので、各科
目とも想定内の内容に収 まっていた。
昨年同様、複数の科 目で「 リスク」と
い う用語が用 い られたものの、リス

■ 選択科 目Ⅲの出題趣 旨とキーワード

土質および基礎

1.地 盤構造物の品質管理
2.自

鋼構造およびコンクリートA

鋼構造 およびコンクリートB

然環境や社会の変 化 に伴う技術体系 の維持 。
継続

品質管理
技術習得、近年の 自然現象や社会環境変化、経 験に基づく技
術体系 の維持・継続

1.国 土強靭化を推進する体制と課題

国土強靭化基本法、国土強靭化政策大 綱、東 日本大震 災、首
都直下型地震、南海トラフ巨大地震

2人 口減少と高齢化の進むなかでの労働力減少

我 が国の総人口、高齢化社会、熟練労働者の高齢化、労働 力
不足

1震 災復興、オリンピックに伴う大規模社会資本更新と、地方に 震 災復興事業、東 京オリンピック・パラリンピック開催 、社会資
おける限 られた財源での社会資本更新・維持

本 の大規模更新、限られた財源での社会資本整備、老朽化す
る大量の社会資本 への対処

2高 度成長期 における集中的インフラ整備 に起 因する老 朽化イ 高度経済成長期 に集 中整備された社会インフラの老朽化、社
ンフラの維持更新 問題と、予算や労働 力などの資源投下時 の 会インフラの維持管理、社会インフラ維持管理の予算、労働 力
難しさ
投入 の難しさ
都市 および地 方 計 画

口減 少、少子高齢化 が顕在化 する地方都市における都市 人口減少、少子高齢化、都市 の再構築
再生

1.人

2.津 波 により住宅、
公共施設が相当数流失した市街地 の復興

河川、
砂防 および海岸・海洋

大規模 自然災害、復興まちづくり、東日本大震 災、
津波、震災復
興制度

1高 度成長期 における集中的インフラ整備 に起 因する老朽化イ 高度経済成長期の集 中的社会資本整備、社会資本の急速な
ンフラの限られた財源での維持管理と更新

老朽化、限られた財源での的確な維持管理

2.流 砂 系 の土砂 移動 に関 わる領域 ごとの個別対策 にとどまらな 流砂 系土砂移動に関わる課題、
個別対応によるマイナス影響、

い総合的な土砂管理

港湾および空港

労力・コスト、総合的な土砂管理

1国 際化 に伴う国際競争力を強化するための港湾 。
空港の機能 国際社会の結び付き強化、国際競争、港湾および空港の機能
;会

化

;虫

化

2.戦 後 の急 速な社会資本 の老朽化 に伴う港湾 。
空港施 設 の適 戦後蓄積された社 会資本 の老朽化、老朽化施設の維持管理・

切な維持管理・更新

道路

1産 業競争力強化、豊かな国民生活の実現を支える物流の効率 物流 の効率化、道路インフラ整備や管理がもたらすメリット、高
化

トンネル

施 工 計画、施 工設備および積算

更新

速道路ネットワーク

2.首 都直下地震、
東海 。
東南海 。
南海地震の発生 への備え

首都 直下地震、東海・東南海・南海地震、大規模地震 災害 に
おける道路の役割

1産 業界 における若 い世代 への技術継承

若 い世代 への技術継承、技術力低下の危機 的状況

2ト ンネル建設 工事 における労働 災害、
公衆損害事故

安全対策、労働 災害、公衆損害事故、建設工事を取り巻く近年
の社会的背景、トンネル建設 工 事 の特性

1.建

設 工事の増加と建設業就業者数 の減少 に伴う生産性向上 東 日本大震 災の復興事業、大規模 自然 災害 に対する防災・減
災対策、社会インフラの老 朽化対策、東京オリンピック・パラリン
ピック関連 工 事、建設工事 の増加と建設業就業者数の減 少、
生産性阻害、生産性 向上 のための技術的解決策

2現 場の周辺環境や社会的要請が多様化・複雑化するなかでの 公共 工 事 の品質管理の促進 に関する法律、総合評価 落札方
公共事業における品質管理

建設環境

1大 規模 災害 に対して、自然と共生できる事前 防災・減 災

式、ダンピング受注 、インフラ整 備 の品 質確保 、現場の周辺環
境や社会的要請の多様化・複雑化
津波・高潮・洪水などの 自然 災害、事前防災・減 災、我 が国の生
物多様性の損失

2高 度経済成長期 に整備された社会資本 の更新 に伴う自然環 社会 資本 の高度経済成長期の集 中整備 と急速な老朽化、戦
境や生活環境 への配慮

略的な維持管理・更新、自然環境や生活環境 への配慮

クマ ネジメン トの視点か らの出題 と
い うよ りは、ネガティブな視点を含
めた多面的な視野か らの答案作成 を
求めた点 も昨年度 と変 わらない。
14年 度 の技術 士 第二 次試験大綱

うな現象 として扱 われてい るのか、
その現象 を、 どのように解決すべ き
か、 とい う流 れになっていた例が多
い。つ まり、社会変化 と連動す る間
題が 目立 った。

南海 トラフ巨大 地震へ の対応」な ど
が挙げ られる。
前ペー ジの表 を参考 にして、自ら
の受験科 目だけで な く、他 の科 目に
現 れて い るキ ー ワー ドも参考 に し

「選
に、選択科 目Ⅲの 問題 として、

普遍的な問題 と社会 の変化、技術

て、必要な情報 を準備 してほ しい。

択科 目に関する課題解決能力」と記

ただ し、キー ヮー ドが説明で きて

載 されて い る。 さらに、同年度 の

の革新 は表裏一体 の ものだ。その分
「都市 お よび地
離 は容易 ではない。

も、それだけでは 自らの応用能力 を

「受験 申込 み案内」を見 る と、日頭

方計画」を例 にとる と、人口増減 は

示せ ない。自らの技術分野 と社会的

試験 にお ける試問事項 には「受験者

問題 との間で具体的な対応や技術 の

の技術的体験 を中心 とす る経歴 の内

都市 の普遍的問題 であ り、都市構造
や運営 の普遍的 な主要因になる。一

方向性 を示す必要がある。

容 および応用能力」とある。
つ ま り口頭試験では、選択科 目Ⅲ

方、現代 の我が国 に焦点 を合 わせれ
ば、少子高齢化 とい う人口に関す る

そのためには、想定 される社会 の
変化やニーズ、場面において、 自ら

の解答 は「課題解決能力」を再確認

「社会 の変化」が、都市 の構造改革
を後オ
甲しす る力 になってい る。

の技術分野でどのような革新が求め

従 って、今 日の我が国の社会の変

したいのかを示せるようにしておか

す るために使 われるのではな く、受
験者 の応用能力 を確認す るために、
答案 に書 かれて い る解決策 に関 し
て、それを自らの実務 で扱 う場合 の

化 を理解 し、それが選択 した技術分
野や科 目に与えている影響 を把握す

られていて、自分 はどのように対応
なければならない。
か つ て筆記試験 の答案 の最 後 に

ることが欠かせない。そ して、国な

「これか らも技術者 と して精進、ま

どが どのような対応 を講 じる見込み

い進 してい く所存 であ る」とい った

なのか、言
果題解決 に利用可能 な技術

記述 をす る受験者 が 多 か った。 だ

や「技術 の進歩」を理解 してい なけ

は何なのかを掌握 して、自らの業務

が、 これは筆記試験の採点上は何 の

ればならないことになる。前回の連

と関連付 けることが、選択問題 Ⅲを

意味 も持 たない。

「施
点を当 て、
載 では、 この点 に焦′

通 した口頭試験対策 として有効 だ。
点で、前ページの表 を
そうした視′

の適格 性を確認 しようとす るものだ。

改めて確認 してみる と、選択科 目Ⅲ

精進 うんぬんは さてお き、自らの社

べ きかを解説 した。

では、各科 目の専門技術 の前提 とし
て、我が国の現代社会 についての認

会に対す る問題意識 と技術 を通 した
貢献への意思 を示す ことは重要だ。

社会変化と科目における普遍性

識が求 められている。
′
共通 生の高い社会的な変化 として

「技術者倫理」と「技術士
次回は、
制度 の認識その他」へ の対応、口頭

「高度成長期 に集 中的 に整 備 さ
は、
れた社会 インフラの急速な老朽化」、

試験の直前対策 、口頭試験の当日の
対応 について解説す る。

留意点 や技術 的特性 (先 進性 な ど)
が問われると考 えるべ きだろ う。
そ の前提 として「社会的 ニー ズ」

工計画、施工設備お よび積算」の科
目を例にして、社会 の変化や社会的
ニーズ を中心 にどのような準備 をす

前述 の「受験 申込 み 案内」には、
選択科 目Ⅲの内容 として「社会的な
変化・技術 に関す る最新 の状況」や

「維持管 理 に充 て られ る財 源 の不

「選択科 目に共通する普遍的な問題」

「熟練労働 力お よび建設業界全
足」、

を対象 にす るとある。
一 方、出題 を振 り返 ってみると、

「震災復興、東
体 での就業者減少」、

基本的に現代 の我が 国の抱える社会

京 オリンピックなどによる建設需要
「東 日本大震災 の影響 ・教
の増加」、

的問題が、選択科 目の領域 で どのよ

「首都直下地震、東海 。
東南海 。
訓」、

ただ し、口頭試験 は技術士 として
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