
「生産性革命」が重要キーワード
今号は技術士第二次試験の筆記試験のうち、「課題解決能力」を問う問題Ⅲの出題傾向を

踏まえた出題の予測方法などを紹介する。課題解決能力は、日頭試験でも問われる。国

土交通政策を踏まえた情報分析が重要になる。後半では問題Ⅲの論文構成方法と総合技

術監理部門のトレンディーな情報について紹介する。(本誌)
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1.建設部門のための国土交通政策

(1)情報収集

この2年間の筆記試験の傾向とし

て、維持管理や防災・減災といった

トレンディーな国土交通政策が出題

されやすいことは、前回の記事で紹

介した通りだ。

トレンディーな国土交通政策には

2種類ある。 つは前回示した、確

定した政策である。これは国土交通

省の主要サイトを見ればよい。もう

一つは、同省が今後取り組む予定の

政策である。今回は後者の資料から

解答論文を作ることを紹介する。

検討中の政策の資料は国交省の主

要サイト項目から収集する。

図1に 国交省の「政策・法令・予

算」の一覧のページを紹介する。国

交省のトップページの上のメニュー

の「政策・法令・予算」を開く。その

中の「(1)国 土交通重点政策」をク

リックすると、図2の「重点的施策」

が出てくる。主に「国土交通省生産

性革命プロジェクト」(図 4)、「国土

交通省重点政策2015」 (図 3)が トレ

ンディーな話題に該当する。

また、「社会資本整備審議会」の

「部会等一覧」(図 5)のページには社

会資本整備の種類ごとの部会が示さ

れているので、自分の受験科目に見

合う審議会を探す。土質基礎や鋼コ

ンクリート、トンネルといった科目

は直接該当する審議会はないが、多

くが道路構造物を対象としているの

で「道路分科会」を見る。水路構造

物であれば「河り|1分科会」、鉄道構

造物であれば「鉄道部会」を見れば

よい。

例えば「道路分科会」の「基本政

策部会」を見る。2015年 12月 25日

付で「今後の物流政策の基本的な方

向性等について (答申)」 があるので

内容を確認し、道路の設計、渋滞解

消などのテーマの論文を書 く際に

「○月から○○ (答申)も あり…… 0」

と少し触れることができるように準
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備しておく。

15年度までの「国土審議会」の「計

画部会」は廃止され、新たに「計画

推進部会」が発足し、16年 4月 19日

に第 1回部会が開催されている。部

会では、「昨年8月 に閣議決定され

た国土形成計画 (全国計画)に おい

て示された、新しい国土の基本構想

である対流促進型国土の形成を目指

す。」としているところから、「対流

促進型国土」は昨年に引き続き重要

なキーワードであることが分かる。

また、図6に示したように「政策・

法令・予算」から「政策情報・分野別

一覧」、「環境」を開くと、話題の「国

土交通省気候変動適応計画の概要」

(図 7)が出てくる。

さらに、図8では隣隧道・広報」の

「報道発表資料」から「国土交通省

(広域地方計画)」 の大臣決定 (図 9)

が、また4月 には トレンディーな

「i―Construction」 の1青報が出た。

(2)生産性革命元年

冒頭での、図2の「重点的施策」

を見れば「国土交通省生産性革命プ

ロジェクト」(図 4)が今年度の重要

なキーワードになることが分かる。

石井啓一国交相は、4月 25日 に開

催された経済財政諮問会議で「人口

減少下における社会資本整備のあり

方」として「生産性革命による経済

成長と国民生活の安全・安心の確保

へ」と訴えた。

さらに、「16年度の国土交通省の

政策の基軸を生産性革命」として

「総力を挙げてこれに取 り組んでい

き、道路開通による生産性向上や渋
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滞減少による労働時間の無`駄の削減

を行う」と宣言した。

このように大臣発言として示され

た「生産性革命」は重要なキーワー

ドになる。具体的には図4での、三

つの切り回として (1)「社会のベー

ス」の生産性を高めるプロジェクト、

(2)「産業別」の生産′性を高めるプロ

ジェクト、(3)「未来型」投資・新技

術で生産性を高めるプロジェクトを

提口昌している。

特に (2)「産業別」の生産性を高

めるプロジェク トでは1_Construc―

tionへの転換を挙げている。これら

については、全て、関連する答案の

中で触れることができるように準備

しておくことが肝要だ。

(3)i‐Constructtonへの転換

図4の「国土交通省生産性革命プ

ロジェクト」からi―COnstructionヘ

の転換がキーワードになる (図 10)。

i―Constructionを進めるため、次

の三つの視点を挙げている。

(1)建設現場を最先端の工場とする

ため、ICT化によリロボットとデー

タを活用した生産管理を実現。

(2)建設現場へ最先端のサプライ

チェーンマネジメントを導入のため

工程改善により待ち時間のロスを少

なくし、建設生産システム全体の効

率化を図る。

(3)建設現場の二つの「キセイ」の打

破 と継続的な「カイゼン」のため、

書類や納品の規制や年度末工期設定

の「既成概念」の打破。

特に年度末を工期末とする既成概

念から脱却するために2カ年国債の

積極的な設定、繰越制度の適切な活

用を挙げている。
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2.記述式論文Ⅲの論文構成と出題

問題Ⅲは、言果題解決能力を問われ

2題から1間 を選び、原稿用紙3枚

に解答する。ここでは、試験方法が

改正された13年度以降の問題Ⅲの

出題傾向を踏まえた論文作成のポイ

ントを示す。

問題Ⅲは、12年度以前からの技

術士論文の考え方が踏襲されてい

る。つまり、起承転結で論述するこ

とになり、具体的には現状を踏まえ

て課題を抽出し、課題に対する解決

策と将来展望を述べる。

題意に沿って章立てを行うのは、

Ⅱ-1や Ⅱ-2と 同じであるが、課

題解決能力を問うており、解決策の

文章量を3枚のうち1.5枚程度書 く

ようにする。

論文構成の例として、図13の「建

設環境」が最も標準的な構成例に

なっている。

題意で最初に課題以外を問うてい

ないときは、713の ように「はじ

めに」や「社会的な背景」や「題意で

問うている内容 (例えば、循環型社

会の現状)」 などの章立てをする。

次に、題意では「3Rを推進して

いく上での課題を複数挙げ…… 」と

問うており、題意に従って章立てす

る。このとき課題を複数挙げるため

3項目を記述するとよい。

また、課題の理由と対策は、解決

策になり記述量を最も多くする。題

意では理由を書くよう求めており、

図13で は解決策の冒頭で記述して

いるが、別の章立てをしてもよい。

最後に「対策実施上の問題′点と対

処方法」は、技術的な解決策の将来
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陪躍 ■「土質および基礎」のⅢ-1の出題
(2015年度)

Ⅲ-1 我が国の社会資本ストックは、高度
経済成長期に集中的に整備されたものが多
く、老朽化による変状が各地で同時期に顕在
化することが懸念されている。社会資本は、
目的に応じた性能・仕様を満足していなけれ
ばならないが、限られた財源の中で、それら
を効果的・効率的に維持管理・更新していく
ことは、技術者に課せられた大きな課題となっ
ている。このような状況を踏まえ、地盤構造
物 (盛 り土・切り土、擁壁、構造物基礎等)の

維持管理・更新について以下の問いに答えよ。
なお、解答の目安は (1)を 1枚程度、(2)を 2枚
程度とする。
(1)社 会資本ストックを維持管理・更新するに
当たり、鋼・コンクリート構造物と比較したと
きの地盤構造物特有の課題を三つ以上列挙
して説明せよ。なお、解答に当たっては、地
盤構造物の「使用目的に応じて確保すべき性
能」、「周辺環境の変化への対応」、「地盤材料
特性の時間変化」等の幅広い視点から記述す
ること。
(2)上記 (1)で挙げた課題のうち、あなたが重
要と考える二つを選び、その対応策と留意点
について述べよ。なお、解答に当たっては、
社会資本ストックを効果的・効率的に維持管
理・更新していくために、近い将来において
実現すべき技術開発の方向性を含めて記述す
ること。

ε

吻孟鰤■「都市および地方計画」のⅢ-2の
出題(2015年度)

Ⅲ-2 人口減少・高齢化が進む地方都市に
おいて、あなたが担当責任者の立場で都市再
生特別措置法に基づく立地適正化計画の策
定を行うものとして、以下の問いに答えよ。
(1)居 住誘導区域の設定において、区域の規
模やその広がりを検討する際に、検討すべき
項目とその内容を述べよ。
(2)行政における人的・財政的な制約の高まり
を踏まえ、居住誘導区域外の地域からの効果
的な居住誘導を進めるための方策について複
数提案せよ。
(3)上述の方策の実施に伴い、居住誘導区域
外の地域への対応として、考慮すべき事項と
対応方策について述べよ。

ε

蜆屹睾■「建設環境」のⅢ-2の出題
(2015年 1賃 )

論文の構成 (1枚目)

1.は じめに(または社会的な背景)

2.検討すべき項目とその内容

(1)項 目1

Ⅲ-2 天然資源が極めて少ない我が国が持
続可能な発展を続けていくためには、廃棄物
などの循環資源が有効に利用・適正処分され
る「循環型社会」を構築していくことが必要で
ある。一方、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピック関連工事等の本格化や社会資本
の維持管理・更新時代の到来により、建設副
産物の発生量の増加が想定される。このよう
な状況を踏まえて、建設副産物の3R(リ デュー
ス、リユース、リサイクル)に 関して、以下の
問いに答えよ。
(1)今後、建設副産物の3Rを 推進していくう
えでの課題を、多面的な視点から複数挙げ、
その内容についてそれぞれ述べよ。
(2)上述した課題のうち、あなたが最も重要と
考えるものを一つ挙げ、その理由を説明する
とともに、その課題を解決するための対策を
示せ。
(3)あ なたの示した対策を実施する際に生じ
得る問題点と、その問題点への対処方法につ
いて述べよ。

ε

論文の構成 (2枚目)

(2)項目2

3.居住誘導を進めるための方策

(1)方 策 1

(2)方策2

論文の構成 (1枚目)

1.はじめに(または社会的な背景)

2.建設副産物の3Rを推進していく上での課題

(1)課題 1

(2)課題 2

論文の構成 (1枚 目)

1.地盤構造物特有の課題

(1)課題 1

(2)課題 2

(3)課題3

論文の構成 (2枚 目)

2.課題 1、 2に対する対応策と留意点

(1)課題 1の対応策と留意点
対応策は、… … ……………………… ………

留意点は、…。…………………………………

(2)課題2の対応策と留意点
対応策は、… … …… …………… …̈……

論文の構成 (3枚 目)

(3)方策 3

4.考慮すべき事項と対応方策

・………………………… …………………。以上

論文の構成 (2枚目)

(3)課題3 ……… …̈……… ………… ………

3.重要と考える課題の理由と対策

重要と考える理由は、・………………………

… … ……………。である。以下に対策を示す。

(1)対策 1

(2)対策 2

論文の構成 (3枚 目)

留意点は、…・…………………………………

3.技術開発の方向性

・………。…………………………………。以上

論文の構成 (3枚目)

(3)対策3

4.対策実施上の問題点と対処方法

・………………・……………………………。以上※このほかの選択科目はウェブの増補版に掲載予定



展望を踏まえて書く。

他の選択科 目の特徴 として、図

11の「土質および基礎」は、題意で

課題および解決策の枚数は指定に従

い記述する。

図12の 賭Б市および地方計画」は

題意で「検討すべ き項 目とその内

容」が最初に求められているので課

題と捉えて章立をし、「はじめに」に

も同様に章立てする。さらに、方策

を複数提案せよとなっており、三つ
‐
挙げることを基本とする。

記述式論文Ⅲの出題の想定とし

て、国交省の情幸剛又集からの「生産

性革命」、「i―Construction」 が重要

なキーワードになる。選択科目ごと

の出題についても二つのキーワード

をもとに現状から課題、解決策につ

いて自己の分野における整理を行う

ことが重要になる。

3.総合技術監理部門のトレンド

建設部門とデ 贅り、総合技術監理

部門の トレンドは国土交通政策とは

直接の関係はない。なぜならば、総

合技術監理部門は全部門にまたがる

部門であり、建設部門以外の部門の

受陪 もいるからだ。

しかし、紹て判支術監理音БF号 もここ

数年はトレンディーな出題となって

いるので、全部門に共通のテーマで

近年に課題となったトレンド情報が

テーマとして重要だ。

全部門とは業界でいえば、主に製

造業、サービス業、建設業である。

したがって、現在、この3業界に共

通の話題を探す。

まず考えられるのは技術者倫理

だ。製造業では産業廃棄物 (冷凍

ビーフカツ)の小売店への横流し問

題、自動車の燃費データ偽装の不正

があった。サービス業では顧客名簿

データを持ち出し、ライバル会社に

売るという犯罪もあった。建設業で

はマンションの既製杭の偽装、落橋

防止装置の溶接不良がある。

次に、共通の話題として自然災害

が考えられる。主に台風や豪雨によ

る河川の氾濫や土砂災害は毎年起

こっている。自然災害は建設業や製

造業をはじめ全産業でも事業継続の

面でも大きなリスクを抱えている。

過去においては東日本大震災、最近

では4月 に熊本地震が起こり、大き

な被害につながっている。

技術者倫理も自然災害もどちらも

重要なテーマであるが、ここでは考

えられる出題例を図14に 載せる。

解答のポイントは自然災害や水資源

不足対応などの普段からの備えをい

かに進めるかである。そのためのリ

スク管理を書けばよい。

・施設の整備や施設位置の把握
。まちづくりと連携した浸水軽減対策
0避難、応急活動の備え

・雨水、再生水の利用
0事業継続計画の策定
0ヒ ートアイランド対策
0サプライチェーン遮断への対応

次回は「直前対策と直後の行動」

として、筆記試験前後の対策につい

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

大脇テクノコンサルタント代表

大脇 好男

5Doors代表

堀 与志男

■ 連載の予定

第1回 (2月 22日号)2016年 度の受験対策

第2回 (3月 28日 号)受験申込書の書き方

第3回 (5月 9日号)国土交通政策の読み方(1)

第4回 (6月 13日号)国土交通政策の読み方(2)

第5回 (6月 27日 号)直前対策と直後の行動

第6回 (9月 12日号)筆記試験速報

第7回 (10月 24日 号)回頭試験対策

鶉罐膊■ 総合技術監理部門のトレンドの出題

問題

近年、地球温暖化等による気候変動は自然災害による水害や土砂災害を起こしている。ま
た、晴天時における水資源の枯渇が懸念されている。例えば、平成26年 8月 の広島の土砂災
害や平成27年 9月 の関東・東北豪雨による土砂崩れや河川氾濫がある。そこで、日常的に事
態に直面した際に影響を緩和するような管理は総合技術監理部門の技術士として当然のこと
である。

あなたが対象とする事業又はプロジェクト(以下「事業等」と記す。)に ついて、事業の存続
を脅かすことが起こらないような管理について、総合技術監理の視点から(1)～ (3)の 問いに

答えよ。
なお、ここでいう総合技術監理の視点とは、「経済性管理」、「安全管理」、「人的資源管理」、

「情報管理」、「社会環境管理」の5つの視点をいう。(問 いごとに答案用紙を替えて,そ れぞれ指
示された枚数以内にまとめること。)

(1)あ なたが対象とする事業等の概要を説明せよ。また、その事業等に関して、事業の存続を

脅かす要因を考慮して、リスクを抽出し、評価せよ。問題文に設定されていない条件は必

要に応じて決めること。なお、あなたはこの事業等のリーダーでその責任は他に転嫁でき

ないものとする。(答案用紙2枚以内)

(2)上 記 (1)で挙げたリスクに対する対策について、5つの総合管理技術のうち3つ以上に関し

て記述せよ。ただし、経済性管理は必ず含めること。このとき、対策を実施する上で、新
たに発生するリスクがある場合はそれも明示して対策せよ。(答実用紙3枚以内)


