
 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省が公表する障害者雇用状況報告の集計結果（令和２年６月１日現在）

によると、民間企業での雇用障がい者数は57万 8,292人で、実雇用率（民間企業が

雇用している障がい者の割合）の 2.15％とともに過去最高値であった。しかしなが

ら、法定雇用率達成企業の割合は 48.6％と前年より増加しているものの未だ半数に

満たない。 

 また、飲食店や宿泊施設などにおける盲導犬の受け入れ拒否や、鉄道駅における

ホームからの転落事故などの事例は後を絶たず、障がい者の自立と社会参加をめぐ

る課題は依然として多いのが現状である。 

 そこで、次の問いに答えなさい。 

 

問１ 障がい者の自立と社会参加が求められる意義について述べなさい。 

 

問２ 問１の内容をふまえ、障がいのある人が希望や能力、適性をいかして活躍で

き、障がいの有無によって分け隔てられることのない社会を実現するために、

社会全体でどのように取り組んでいくべきか、あなたの考えを述べなさい。 
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次の問１は必須問題です。必ず解答してください。 

【問１】 次の設問１～３に答えよ。 

設問１ 暗号方式について、(1)～(3)に答えよ。 

(1) 100人の送受信者が、共通鍵暗号方式で相互に秘密に通信を行うとき、何個の鍵が必

要であるか求めよ。 

(2) 100人の送受信者が、公開鍵暗号方式で相互に秘密に通信を行うとき、何個の鍵が必

要であるか求めよ。 

(3) 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式とを比較して、それぞれのメリットを15字以内で

述べよ。 

設問２ 次のHTTPSに関する記述を読んで、(1)，(2)に答えよ。 

WebサイトでHTTPSを使用するためには、認証局から  a  を取得する必要がある。 

a  の申請には、識別名（Distinguished Name）と  b  が含まれた証明書署名

要求（CSR：Certificate Signing Request）を生成する必要がある。識別名は、国コード、

都道府県名、市区町村名、組織名、  c  、コモンネーム（SSL接続するサイトのFQDN）

から構成される。例えば、大阪府警察のWebサイト（https://www.police.pref.osaka.lg.jp/）

の識別名は、下表のとおり。取得した  a  を機器に導入する際には、  b  とペ

アを成す  d  が必要になる。 

識別名を構成する項目 値 

国コード JP 

都道府県名 Osaka 

市区町村名 Chuo-ku, Osaka-shi 

組織名 Osaka Prefectural Police headquarters 

c Information Administration Division 

コモンネーム e 



(1) a ～ d に入れる適切な字句を解答群の中から選び，記号で答えよ。 

解答群 

ア CA イ IA ウ RA

エ SSLクライアント証明書 オ SSLサーバ証明書 カ SSLルート証明書

キ ソルト ク デジタル署名 ケ ハッシュ値

コ 共通鍵 サ 公開鍵 シ 秘密鍵

ス 認証局名 セ 部署名 ソ 役職名

(2) e に入れる適切な字句を答えよ。 

設問３ 標的型サイバー攻撃に関する次の記述を読んで、(1)～(5)に答えよ。 

Ａ社は広告制作会社であり、顧客からの依頼によって動画広告等のインターネット広告

を主に制作している。従業員には、一人１台の端末（PC）が貸与され、社内の業務システ

ムのほか、顧客との電子メール、インターネット上のWebサイトへのアクセスに利用されて

いる。PCは全て有線で社内LANに接続されており、メールの送受信にはPC上のメールクライ

アントソフトを使っている。PCからインターネットへのアクセスは、プロキシサーバを経

由したHTTP及びHTTPSによる通信だけをファイアウォールで許可している。Ａ社のネットワ

ーク構成の一部を図１に示す。 

図１ Ａ社のネットワーク構成（一部） 

ある日、Ａ社従業員Ｘに図２に示す添付ファイル付きのメールが届いた。 
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図２ 従業員Ｘに届いたメール 

差出人のメールアドレスは、顧客として面識のあるＢ社のＹのメールアドレスと一致し

ていた。以前の取引で、Ｙとはメールで何度かやり取りしたことはあるものの、ここ数年

取引がなく、Ｙからメールが届く心当たりがなかった。また、①メールの内容についても

不審に思ったＸは、情報システム担当者のＺに電話をしたが、Ｚは休暇で不在であったの

で、「不審なメールを受信しました。」というコメントを添えて、Ｚに当該メールを転送し

た。 

翌日、出勤したＺには、Ｘのほか３人の従業員から同様の報告メールが届いていたので、

直ちに調査したところ、Ｘに届いたメールと同じ内容のものが、６人の従業員に届いてお

り、うち１人の従業員は、添付ファイルを開いていたことが判明した。 

Ｚは、添付ファイルを開封したPCをネットワークから切り離した後、PCを除く各機器か

らログを取得し、Ａ社システムに不具合等が生じていないか解析するとともに、保守契約

しているセキュリティベンダーのＣ社にも不審なメールと取得したログを提供し、情報漏

えいの有無について解析を依頼した。 

数日後、Ｃ社から図３のとおり解析結果が示された。Ｚは、自分の見立てどおり情報漏

えいが無かったことに胸をなでおろしたが、今回の件を受けて、②従業員への教育が必要

であると考えた。 

【日 時】2021/04/15（木）16:45 

【差出人】Y.taro@b-opp.co.jp 

【件 名】RE:見積書の送付について 

【添付ファイル】質問事項.zip 

お世話になっております。 

丁寧にありがとうございます。

うお願いします。 

対象データ、確認および质问事项に関して、至急添付ファイルを参照をください。 

パスワード：123123Pw 

Y.taro@b-opp.co.jp



図３ Ｃ社の解析結果 

(1) 図３中の□□a□□に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。 

ア C&Cサーバ イ DNSサーバ ウ RADIUSサーバ

エ ハニーポット オ ボット

(2) 図３中の□□b□□に入れる適切な字句を答えよ。 

(3) 本文中の下線①について、Ｘが不審に思った理由を２つ挙げ、それぞれ20字以内で

述べよ。 

(4) 本文中の下線②について、不審なメールを受信したときの行動を徹底させるため、

Ａ社従業員に対して教育すべき事項を２つ挙げ、それぞれ15字以内で述べよ。 

(5) 図３中の下線③について、攻撃者がTCPポート80番を使用する理由を60字以内で述べ

よ。 

○ Ａ社から提供を受けたログを調査した結果、Ａ社から外部に情報が漏えいした事

実は確認できませんでした。 

○ メールに添付されたZIPファイルの中は、マクロプログラム付きの文書ファイルで

あり、Ａ社のマルウェア対策ソフトでは悪性ファイルとして検知されません。 

○ この文書ファイルを開くと、③攻撃者がよく使用する手口であるTCPポート80番を

用いたコネクトバック通信が行われ、インターネット上の□□a□□に直接アクセ

スしようとします。

○ 弊社のテスト環境で試したところ、□□a□□に接続が成功するとマルウェアが

ダウンロードされ、アプリケーションの脆弱性を悪用して□□a□□にPC内の情報

が送信されることが確認できました。 

○ しかし、Ａ社の環境では、PCから直接インターネットに接続できないため、外部

への接続が失敗していることが□□b□□のログに記録されていました。 



次の問２～問５の４問は選択問題です。 

問２～問５の４問から任意の３問を選択し解答してください。 

解答用紙には、まず選択した問題番号を『選択問題番号』欄に記入した後、該当する欄

に解答を記入してください。 

ただし、『選択問題番号』欄が無記入の場合は解答を無効とするので、注意してください。 

【問２】 関係データベースに関する設問１～３に答えよ。 

この問題では、都道府県警察の職員の情報を管理するデータベースを想定する。この

データベースでは、職員の氏名、年齢及び現在どの警察署に所属しているかを管理する。 

・ 「警察署コード」は各警察署に振られた一意の文字列値である。警察署名の変更

に対応する必要はない。 

・ 各職員には一意の「職員番号」が振られている。

・ 各職員は、必ず 1つの警察署に所属する。

・ 職員は人事異動により、所属する警察署が変更になることがあるが、所属する最

新の警察署のみを管理する。 

・ 職員の氏名及び年齢は、必要に応じて更新されるが、最新の氏名及び年齢のみを

管理する。 

設問１ 図１の「職員」テーブルから、警察署ごとの年齢の最大値及び最小値を得る SQL

を記述することとなった。 

テーブル名・・・職員

(主キーは「職員番号」) 

職員番号 氏名 警察署 

コード

警察署名 年齢 

142857 大阪 君親 101 湾岸警察署 30 

285714 浪速 駿作 102 城北警察署 35 

428571 和泉 花子 103 浪速西警察署 28 

571428 堺 真理子 101 湾岸警察署 25 

～

図１  「職員」テーブルの列構成及び内容 



本設問においては、データに矛盾はなく、職員テーブルには主キー以外の制約は設

定されていないものとする。また、SQL が返す情報は以下の条件を満たす必要がある。 

・ SQL で得る列の列名は「警察署コード」、「警察署名」、「最大年齢」及び「最小年齢」

とする。

・ 結果は警察署コードの昇順とし、1つの警察署コードについて 1 レコードを返すこ

と。

下記が本設問の要求を満たす適切な SQL となるよう、空欄①及び②に入れる文字列

を記述せよ。 

select 

from 職員 

; 

設問２ 「職員」テーブルに対して人事異動の作業を実施したところ、図２の結果となっ

た。 

テーブル名・・・職員

(主キーは「職員番号」) 

職員番号 氏名 警察署 

コード

警察署名 年齢 

142857 大阪 君親 101 湾岸警察署 30 

285714 浪速 駿作 103 浪速西警察署 35 

428571 和泉 花子 102 城北警察署 28 

571428 堺 真理子 103 湾岸警察署 25 

～

図２  人事異動作業後の「職員」テーブルのデータ内容 

図２のデータ内容における問題点、原因及びその解決方法について述べた次の記

述について、空欄①及び②に適切な字句を答えよ。また、空欄③及び④に当てはま

るデータベース設計の用語と適切なものを、解答群ア～クから 1つずつ選べ。 

① 

②



問題点 

職員番号 285714 のレコードと、職員番号 571428 のレコードを比較すると、 

①  が同じ値であるにもかかわらず、  ② が異なっており、矛盾

が生じている。 

原因 

データベースの設計に起因するものとして、「職員」テーブルについて、 

②  列が、主キーに含まれていない列である  ①  に  ③ し

ていることが挙げられる。 

解決方法 

新たなテーブル「警察署」を作成し、  ④  を行う。 

解答群 

ア 相関接続 イ 関数従属 ウ 相対依存 エ 直接連係

オ 分割化 カ 規格化 キ 正規化 ク 簡素化

設問３ 設問２の解決方法を行った後のデータベースについて、E-R 図(実体関連図、

entity-relationship diagram)を次の凡例に従い記述せよ。 

<凡例> 

 

 

 

テーブル名

列名 

列名 

列名 

 ・ 

：１対１ 

：１対多 

：多対多 

主キーを構成する列名は実線の下線(  )、 

外部キーを構成する列名は破線の下線(  )で 

明示すること。ただし、主キー及び外部キーの 

両方を構成する列名には、実線のみ記入すること。 

なお、オプショナリティは記載しないものとする。 



【問３】 探索アルゴリズムに関する次の記述を読んで、設問１～６に答えよ。 

図１に示した迷路における入口（ノード V1）から出口（ノード V10）へ至る経路を求める

ことを考える。迷路における経路の発見は、迷路をグラフとしてグラフ探索問題を解くこ

とで可能である。グラフとは、n 個のノード Vnからなる集合 V＝｛V1, V2,･･･, Vn｝と、隣

接するノード同士を結ぶ辺の集合 E ⊆ V×V からなる組として表されるものである。 

すなわち、図１に示した迷路に対して、分岐及び行き止まりの各位置をノードとし、ノ

ード同士を線で結んだグラフを考えて、その全てのノードを探索するということを考える。 

図１ 入口 V1、出口 V10の迷路 

探索方法としては、深さ優先探索及び幅優先探索を用いる。深さ優先探索は、探索の開

始点から到達可能な未探索のノードを、可能な限り深い方向へと探索するものである。一

方、幅優先探索は、探索の開始点から到達可能な未探索のノードを、近い順に横断的に探

索するものである。 

探索アルゴリズムの手順は、どちらも次のように記述することができる。違いとしては、

探索待ちのノードを管理するデータ構造（以下、探索待ちリスト ToVisit という）にキュ 
ーを使用するか、スタックを使用するかの違いである。 

V1 

V2 

V5 V3 

V6 

V8 

V7 

V9 

V10 

V4 



［探索アルゴリズムの手順］ 

(１) 探索待ちリスト ToVisit に開始点（ノード V1）を入れる。

(２) 探索待ちリスト ToVisit から値を取り出してノード Vとし、出力する。

(３) ノード V に隣接するノード（ノード U とする）のうち、未探索のノードを探索待

ちリスト ToVisit に全て追加する。（データ構造の違いにより、先頭あるいは末尾に

追加となる。） 

(４) 探索待ちリスト ToVisit がφ（空）になるまで、(２)と(３)を繰り返す。

ノード V及びノード Uは適当なノードを表す。変数 v が参照するノードをノード V、変数

uが参照するノードをノード Uとする。出力は探索したノードを順に出力するものとし、同

じノードを重複して出力はしないものとする。 

この探索アルゴリズムで使用する配列及び関数を表１に示す。 

表１ 使用する配列及び関数について 

名称 種類 説明 

Visited[ ] 配列 各要素は、Visited[n]と表記する（nは配列の添字）。 

値は、探索済みならば「true」、未探索ならば「false」

を格納する。すなわち、Visited[v]にはノード V につい

て探索済みかどうかの値を格納する。 

各要素の初期値は「false」である。 

Parent[ ] 配列 各要素は、Parent[n]と表記する（nは配列の添字）。 

親ノードを参照する値を格納する。すなわち、Parent[v]

にはノード Vの親ノードを参照する値を格納する。 

各要素の初期値は null である。 

enqueue(v) 関数 引数として与えられる値 vをキューに追加する。 

dequeue( ) 関数 キューから値を取り出して返す。

push(v) 関数 引数として与えられる値 vをスタックに追加する。 

pop( ) 関数 スタックから値を取り出して返す。

isEmpty( ) 関数 探索待ちリスト ToVisit が空かどうかを判定する。 

空ならば 1を、そうでなければ 0を返す。 

ノード同士を結ぶ辺の有無については、各ノードに隣接するノードをリストとして表す

こととし、その内容を表２に示す。ここで、ノード V に隣接するノード U を調べるために、

隣接するノードをリストから１つ値を取り出す際は、表２に示す内容の順（添字番号の小

さいものから）に取り出されるものとする。 



表２ 各ノードに隣接するノードリストについて 

ノード 隣接するノードリスト 

V1 V2 

V2 V1,V3,V4 

V3 V2,V5,V6 

V4 V2,V7,V8 

V5 V3 

V6 V3 

V7 V4,V9,V10 

V8 V4 

V9 V7 

V10 V7 

 探索アルゴリズムの概要を図２及び図３に示す。値 v1は開始点 V1を参照する値を表し、

変数 count は探索したノードの個数を表す。 

図２ 深さ優先アルゴリズムの概要 図３ 幅優先アルゴリズムの概要 

count ← 0 

Visited[v1] ← true 

ア  //開始点を入れ

る 

while (     イ     ) 

v ←    ウ  

 ノード Vを出力する 

 count ← count + 1 

 for each ( v に隣接する u ) 

 if ( Visited[u] = false ) 

 Visited[u] ← true 

エ 

 Parent[u] ← v 

 end if 

   end for 

end while

count ← 0 

Visited[v1] ← true 

オ  //開始点を入れ

る 

while (     イ     ) 

v ←    カ  

 ノードＶを出力する 

 count ← count + 1 

 for each ( v に隣接する u ) 

 if ( Visited[u] = false ) 

 Visited[u] ← true 

キ 

 Parent[u] ← v 

 end if 

   end for 

end while



探索アルゴリズムの動作の様子を表３及び表４に示す。表３及び表４の ToVisit の内容

の欄における下線部は、次に取り出されるノードを表している。 

表３ 深さ優先探索の動作について 

表４ 幅優先探索の動作について 

count の値 0 1 2 ・・・ 終了時 

ToVisit の内容 V1 V2 V3,V4 ・・・ φ 

出力された結果の変遷 V1 V1,V2 ・・・  ケ 

設問１ 図１の迷路をグラフにすると、V1を根としたツリー構造となる。これを図示せよ。 

設問２ キューとスタックのデータ構造の特徴を表す用語をそれぞれ解答群の中から選び、

①から⑤の記号で答えよ。

① FIFO ② LFU ③ LIFO ④ LRU ⑤ OPT

設問３ 表１の関数を用いて図２及び図３の  ア から  キ に入れる適切な字句を

答えよ。 

設問４ それぞれの探索において出力された結果内容の全てを示している表３及び表４の 

ク   と   ケ   を答えよ。 

設問５ 深さ優先探索と幅優先探索を比較した場合、その特徴の違いをメモリ使用量に着

目して 50字以内で述べよ。 

設問６ 図２及び図３では探索は行ったが、入口 V1から出口 V10に至る経路はまだ求められ

ていない。探索を終了した後に、何をどうすれば経路を求めることができるか、そ

の方法を 50 字以内で述べよ。 

count の値 0 1 2 ・・・ 終了時 

ToVisit の内容 V1 V2 V4,V3 ・・・ φ 

出力された結果の変遷 V1 V1,V2 ・・・ ク



【問４】 社内システムの構成に関する次の記述を読んで、設問１～５に答えよ。 

Ｇ社は、自社システムを再構築し、従来のインターネットに接続可能な社内ネットワーク

に、社外向け WEB サーバを設置するため、DMZ を追加し、さらに既存のファイルサーバのス

トレージについても見直しを行った。

図１は、再構築後のシステム構成である。 

 

FW:ファイアウォール L2SW:レイヤ２スイッチ L3SW:レイヤ３スイッチ 

図 1 Ｇ社のシステム構成（再構築後） 

再構築後の非機能要件は次のとおりである。 

〔セキュリティ要件〕 

・インターネットから社外向け WEB サーバへのアクセスは FW により DMZ 内のロードバラン

サを経由して到達する。
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・インターネットから社外向け WEB サーバへのリクエストのプロトコルは HTTP と HTTPS の

みを許可する。

・社内ネットワークからインターネットに接続する場合、社内ネットワークのプロキシサ

ーバがいったん受け取り、FWを経由してアクセスする。

〔可用性要件〕 

・本システムの社外向け WEB サーバは、インターネットに公開されており、負荷分散と高

可用性の観点からロードバランサ 1 台と社外向け WEB サーバ 3 台の構成としている。構

成機器の稼働率及び使用台数は表１のとおりとする。

・社外向け WEB サーバのシステム全体での信頼性については、MTBF(平均故障間隔)を 365

日、MTTR(平均修復時間)を 24時間とする。

表 1 機器の信頼性 

機器名 稼働率(単体) 使用台数 

FW 97.0% 2 

プロキシサーバ 99.8% 1 

L2SW 99.0% 5 

L3SW 99.1% 2 

ロードバランサ 99.8% 1 

社外向け WEB サーバ 90.0% 3 

ファイルサーバ 91.2% 3 

クライアント 89.7% 多数 

再構築後のストレージ設計については次のとおりである。 

〔ストレージ設計〕 

ファイルサーバが使用するストレージについては、RAID(Redundant Array of Inexpensive

Disks)構成を用いたストレージを採用し、要件は次のとおりである。 

(1) 性能要件

ハードディスク装置 1台あたりの読み書き速度より速いアクセス速度が必要である。

(2) 信頼性要件

ハードディスク装置の単体故障によるデータ消失を防止する。ファイルサーバの運用

時間は 24時間 365 日とする。ハードディスク装置の単体故障時にファイルサーバの機能

が停止しないようにする。ハードディスク装置の交換作業中の信頼性低下、性能低下は

許容する。 



(3) ディスク容量

信頼性要件を満たすため、実際に使用可能なデータ容量は、ハードディスク装置のデ

ィスク容量の総和の半分程度となることを許容する。 

ストレージ装置に使用するハードディスク装置を 8 台構成とした場合、ストレージ設計

の各要件を満たす RAID 構成として表 2の構成を検討対象とした。 

表 2 検討対象とする RAID 構成 

構成名 理論上の使用可能容量 

RAID1+RAID0 ハードディスク装置の 台分 

RAID5 ハードディスク装置の 台分 

RAID6 ハードディスク装置の 台分 

RAID5+RAID0 ハードディスク装置の 6台分

RAID6+RAID0 ハードディスク装置の 4台分

設問１ 可用性要件および表 1 の稼働率から社外向け WEB サーバによる WEB サービスのシ

ステム全体の稼働率を求めよ。使用台数が 2 以上の機器については、どれか 1 台が

稼働していればシステム全体として正常に稼働するものとする。稼働率は%（パーセ

ント）表記とし、小数点第 2位以下切捨てとする。

設問２ 可用性要件から、社外向け WEB サーバによる WEB サービスのシステム全体で要求

される稼働率を求めよ。稼働率は%（パーセント）表記とし、小数点第 2位以下切捨

てとする。 

設問３ 設問 1および設問 2の結果、WEB サービスのシステム全体の稼働率は、可用性要件

を満たさないことがわかった。単一障害点となる機器は何か。また、単一障害点と

なる機器に着目してシステム全体の稼働率を向上させるための方法を 40 字以内で述

べよ。 

設問４ 表 2の a 、 b 、及び c にあてはまる数字を答えよ。 

設問５ 表2のRAID構成のうち、障害復旧時間が最小となるRAID構成はどれか答えよ。 

a

b

c



【問５】 PMBOK（Project Management Body Of Knowledge）ガイドの第６版によるプロジ

ェクトマネジメントに関する次の記述を読んで、設問１～５に答えよ。 

［プロジェクトマネジメント・プロセス群］ 

プロジェクトマネジメント・プロセス群とは、特定のプロジェクト目標を達成する

ためにプロジェクトマネジメント・プロセスを論理的に次の５つのグループに分類し

たものである。 

① 立上げプロセス群：プロジェクトやフェーズを開始する認可を得ることによって、新

規プロジェクトや既存プロジェクトの新しいフェーズを定義するために実行される

プロセス群

②   ａ  プロセス群：プロジェクトの目標達成に向け、プロジェクトのスコープを確

定し、目標を洗練し、求められる一連の行動を定義するために必要なプロセス群 

③   ｂ  プロセス群：プロジェクトの要求事項を満たすために、プロジェクトマネジ

メント  ａ  書に定義された作業を完了するために実施するプロセス群 

④ 監視・コントロール・プロセス群：プロジェクトの進捗やパフォーマンスを追跡し、

レビューし、調整するために必要なプロセス群。  ａ の変更が必要な分野を特定

し、該当する変更を開始する。 

⑤ 終結プロセス群：プロジェクト、フェーズ、または契約を正式に完了又は終結するた

めに実施するプロセス群

［プロジェクト・スコープ］ 

プロジェクト・スコープ記述書は、プロジェクト・スコープ、主要な成果物、前提条

件及び制約条件を記述したものである。プロジェクト・スコープ記述書を使用するこ

とで、プロジェクト・チームはより詳細な計画を進めることが可能となり、プロジェ

クトの実行時には、変更要求や追加の作業がプロジェクトの境界の内外いずれに属す

るかを評価するためのベースラインとなる。 

⑥プロジェクト憲章とプロジェクト・スコープ記述書は、時としてある程度の冗長性

を含んでいると認識されることがあるが、プロジェクト憲章にはハイレベルの情報が

含まれる一方、プロジェクト・スコープ記述書には、スコープ構成要素の詳細な記述

が含まれている。これらの構成要素は、プロジェクト・ライフサイクルを通して段階

的に詳細化される。 

進展する要求事項、ハイリスク、又は著しい不確実性を伴うプロジェクトにおいて、 

c   c  型では、⑦意図的にプロジェクトの初期段階ではスコープの定義や合意にあ

まり時間をかけないようにし、むしろ継続的な発見と洗練のためのプロセスを確立す

るためにより多くの時間を費やす。新たな要求事項が発生してくる多くの環境では、

実際のビジネス要求事項と、当初表明されたビジネス要求事項との間にしばしばギャ

ップがある場合が多い。 



［リスク対応戦略］ 

リスク対応の計画は、“プロジェクト全体リスク”と“プロジェクト個別リスク”に

対処するために、選択肢の策定、戦略の選択、及び対応処置へ合意するプロセスであ

る。このプロセスの主な利点は、“プロジェクト全体リスク”と“プロジェクト個別リ

スク”に対処する適切な方法を特定することにある。

効果的で適切なリスク対応策は、個々の脅威を最小化し、個々の好機を最大化して、

プロジェクトの全体リスク・エクスポージャーを軽減することができる。不適切なリ

スク対応策は、逆の効果をもたらす可能性がある。プロジェクト・マネージャーは、“プ

ロジェクト全体リスク”の現在のレベルに適切に対応する方法を考慮すべきである。

リスク対応策は、そのリスクの重要度に相応したものであり、コスト効率よく問題

を解決するものであり、プロジェクトが置かれている状況において現実的であるとと

もに、関係者全員が合意し、責任者が明確になっているべきである。個々のリスクに

対して、最も効果的と思われる戦略あるいはその戦略の組合せを選択すべきである。 

※ リスク･･･発生が不確実な事象又は状態。もし発生した場合、ひとつ以上のプロ

ジェクト目標にプラス又はマイナスの影響を及ぼす。 

設問１  ａ 及び  ｂ に入る字句をそれぞれ答えよ。 

設問２ 次のアからオはプロジェクトマネジメントにおける代表的なプロセスである。［プ

ロジェクトマネジメント・プロセス］のどのプロセス群に分類されるか。①から⑤

の記号を用いて答えよ。 

ア WBS の作成

イ チームの育成

ウ フェーズの終結

エ スコープの妥当性確認

オ プロジェクト憲章の作成

設問３ 下線⑥の特性を踏まえた上で、プロジェクト憲章とプロジェクト・スコープ記述

書を構成する要素としてリストアップした次の要素のうち、プロジェクト・スコー

プ記述書を構成する要素として適切なものを次の中からすべて選んで答えよ。 

プロジェクト目的 プロジェクト・スコープの記述 プロジェクト成果物 

ハイレベルの要求事項  プロジェクトの全体リスク 受入基準 

主要ステークホルダー・リスト プロジェクトからの除外事項 

設問４   c に入る開発手法を答えよ。また、下線⑦のようにするのはプロジェクト

におけるスコープのどのような特性があるからか、50文字以内で答えよ。 



設問５ あるリスクに対するリスク対応戦略として、回避、共有、受容、転嫁があるが、

これらで対応するリスクとは何か。本文中の用語を用いて答えよ。 

また、このリスクと対極にあるものは何か。本文中の用語を用いて答え、上記リ

スク対応戦略のうち共通しているものをすべて答えよ。
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