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2014秋 応用情報技術者試験 全国統一公開模試 講評と採点基準 

2014 年 9 月 24 日 (株)アイテック 教育研究開発部 

 

■ 全体講評 

応用情報処理技術者試験の午後試験は，問題解答数 6

問で，従来のソフトウェア開発技術者試験の出題分野に

加え，ストラテジ系，マネジメント系，組込みシステム

系の問題を加えた 11 問から 6 問選択解答する形式にな

っています。 

この 11 問から 6 問をいかに的確に選択するかという

作業が重要なものとなります。解答用紙に選択問題を記

すわけですが，きちんと 6問選んでいない人，丸を付け

る欄を間違えている人（番号の横に丸を付けるなど）が

います。これは解答以前の問題なのでくれぐれも注意し

ましょう。場合によっては採点してもらえないこともあ

り得るので，指示どおり確実に問題を選択することを肝

に銘じてください。また，解答の字が薄く読みにくい人

がかなりいました。採点者の印象が違ってきますので，

できるだけ解答は濃くはっきりと書くようにしましょ

う。特に，カタカナが判別しづらい場合が見受けられま

した。 

 

＜午後＞ 

問 1 ログイン認証の強化の検討 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ各 2点。 

（2）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

（3）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

［設問 2］ 

（1）解答例どおりのみ 2点。 

（2）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

（3）解答例どおりのみ各 1点。 

（4）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

 

【講評】 

 ログイン認証の強化，二要素認証に関する問題でした。

認証技術の知識を基に問題文の状況を読み解く必要が

あります。問題のレベルとしては，やや難しかったと思

います。記述での解答箇所については，解答要点が定ま

らない解答が多く見られ，結果として正答率はあまりよ

くなかったように見受けられます。 

 

設問 1(1)は，ホルダ認証と内部認証に関する選択問題

でした。別解はありません。(2)は、問題文の「ログイン

操作が行われずに」という記述に着目して解答する必要

があります。「PCからのログアウト」も正解にしていま

す。(3)は重要な知識用語を解答する必要があります。で

きなかった人は，知識確認してください。 

設問 2(1)は，攻撃手法に関する問題文の穴埋め問題で

した。(2)は，要領よく解答するのが難しかったと思いま

す。(3)空欄 cは特に難しく，二つの認証で共通の認証要

素としての「パスワード」を解答する必要があります。

(4)はここでの文脈で適切な解答を探す必要があります。

一般的な心掛けのような解答をする人がかなり見られ

ました。注意しましょう。 

 

問 2 スーパマーケットにおけるチェーン展開の新経営戦略 

【採点基準】 

［設問 1］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ各 2点。 

［設問 3］ 

（1）解答例どおりのみ 2点。 

（2）解答例どおりのみ各 2点。 

（3）解答例どおりのみ 2点。 

（4）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

 

【講評】 

 スーパマーケットチェーンの経営改革に関する問題

でした。経営戦略，マーケティング戦略，財務戦略など

について取り上げています。計算が必要であり，問題の

レベルとしては，やや難しかったと思います。計算で大

崩れする人も見受けられ，結果として正答率はあまりよ

くなかったといえます。 

 

設問 1は，競合のポジショニングに関する問題でした。

選択問題でもあり比較的正答率が高かったです。 

設問 2は，財務計算の問題です。勘違いで全滅するお

それがあります。出来不出来がはっきりしています。 

設問 3(1)は，経営トップの意向と一般論として正しい

ことをきちんと判断して区別することが重要な問題で

した。できなかった人はその点をよく確認してください。

(2)(3)も設問 2 同様，財務会計の計算問題でした。前提

条件を見誤ると，正解できませんので，くれぐれも慎重

合格への本当のノウハウ！ 
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に計算しましょう。(4)は，「発注回数を増やす」という

ことが解答のキーとなります。このことを適切に表現し

て正解としています。 

 

問 3 バスの到着待ち時間を計算するプログラム 

【採点基準】 

［設問 1］ 

解答例どおりのみ各 1 点（ウ以外）。ウは解答例どお

りのみ 2点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ各 2点 

［設問 3］ 

解答例どおりのみ 2点。 

［設問 4］ 

（1）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

（2）解答例同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

 

【講評】 

バスの停留所に表示する，バスの到着待ち時間を計算

するアルゴリズムに関する問題でした。類似のプログラ

ムに慣れている人や構造体のデータ構造を扱うことが

多い人にとっては取りくみやすかったかもしれません。

そうでない人にとっては，限られた時間で問題文の状況

を把握するのは困難だったと思われます。問 2と問 3の

選択に関して，問 3選択の予定でも問題を見て敬遠した

人もかなり見受けられます。しかし，本問のような領域

に不慣れな場合でも，問題文の誘導に従い，適切に考え

解答することは可能です。不慣れな分野のプログラムア

ルゴリズムの問題であっても，選択した限り，最後まで

粘り強く解答することが必要です。 

 

設問 1 は処理例の記述や配列データの空欄の穴埋め

設問でした。事例に沿って落ち着いてトレースする必要

があります。正答率は高かったと思います。空欄ウにつ

いては，「－1」の扱いに注意することがポイントです。 

設問 2はプログラム記述の穴埋めであり，正答率は高

くありませんでした。空欄カと空欄ケは if文の条件の中

味であり，表現の揺らぎについては細かいところは問い

ませんでした。図 3をよく見ると，大小の評価は不等号

ですが，添字を増やす表現や値が等しいという表現は，

文章記述です。問題文の表記にならって記述する必要が

あります。問題で定義されていない何がしかのプログラ

ム言語の文法によって記述することがないようにして

ください。 

設問 3 は正確にトレースすれば解答に至ることがで

きるので，比較的正答率が高かったです。 

設問 4は，理由として何を解答すればよいのか悩まし

い問題でした。正答率は高くありませんでした。要点は

「次のバスが変わる」ということで，この点をしっかり

表現していれば正解です。設問文の「当該バスが発車す

ることによって」という表現に着目することが大事です。 

 

問 4 業務システムの性能向上 

【採点基準】 

［設問 1］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ 2点。 

［設問 3］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 4］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 4点。 

［設問 5］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 6］ 

解答例どおりのみ 3点。 

 

【講評】 

システムの性能向上に関する問題でした。計算が主と

なる問題なので，少しつまずくと大崩れする危険があり，

得点率は高くありませんでした。 

 

設問 1はシステム性能向上の知識問題でしたが，正答

率は高くありませんでした。できなかった人はよく知識

確認しましょう。 

設問 2は，典型的な稼働率の計算ですが，小数点のま

とめ方に注意が必要です。 

設問 3は，アムダールの法則に当てはめる問題でした。

比較的正答率が高かったようです。 

設問 4 は，「仮想化ソフトウェアのオーバヘッド」が

解答のキーとなります。この点を適切に表現できていれ

ば正解としています。 

設問 5は，メモリ容量の割当て問題ですが，何を問わ

れていて，何を求めなければならないかを勘違いしない

ようにする必要があります。 

設問 6は，設問 2同様に，小数点のまとめ方に注意を

払ってください。 
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問5 システムのレスポンス改善のために行ったTCP/IP通

信の分析 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ 1点。 

（2）解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 3］ 

解答例どおりのみ各 2点。 

［設問 4］ 

PCから Webサーバへのアクセス：解答例どおりのみ

2点。 

PC から AP サーバへのアクセス：解答例どおりのみ

完答で 3点。 

 

【講評】 

インターネットでのアクセスを題材に，TCP/IP に関

する種々の知識について問う問題でした。正確な知識が

きちんと身に付いている人とそうでない人との差が得

点にはっきり現れているように思われます。 

 

設問 1は DNSサーバに関する知識について問う設問

でした。正答率は高くありませんでした。知識確認をし

っかり行ってください。 

設問 2 は LB の IP アドレス表記に注意します。この

点が不十分な人が散見されています。 

設問 3 は，「デフォルトゲートウェイ」がきちんと書

けていない人が多かったです。これはぜひとも書けるよ

うにしてください。 

設問 4 は，TCP コネクションの理解度を問う設問で

した。原理原則に基づき，漏れなく考慮し解答する必要

があります。正答率は高くありませんでした。 

この問題は，知識が表層的だと解答が困難となります。

問題が難しいと感じた人は，知識について総合的に再確

認してください。 

 

問 6 テニスショップチェーンの売上管理システム 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ各 1点。 

（2）解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ各 1.5点。 

［設問 3］ 

解答例どおりのみ各 1.5点。 

 

［設問 4］ 

（1）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

（2）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

（3）解答例どおりのみ完答で 2点。 

 

【講評】 

テニスショップチェーンの売上管理システムを題材

にしたデータベース設計に関する基本的な問題でした。

E-R 図や SQL 文について出題されています。記述量が

多かったためか，この問題は正答率が悪かったです。 

 

設問 1 はリレーションシップと列名を解答する設問

でした。リレーションシップは凡例を考慮して穴埋めす

る必要があります。(2)空欄 d は主キーの下線が漏れて

いる解答が多く見られています。 

設問 2空欄 eに関しては，表名の指定がポイントとな

ります。なお「＊」を「×」と書いている人がかなり見

られました。注意しましょう。 

設問 3空欄 gに関しては，「NOT EXIST」という誤

記がかなり目立ちました。知識をきちんと身に付けるだ

けでなく SQL に関しては実装して動作を確認して慣れ

ることが大切です。データベース問題の選択を考えてい

る人は地道な学習を心掛けてください。 

設問 4(1)は，解答例の趣旨を正確に表現して正解とし

ています。(2)は主キーの指定が間違っている解答が数多

く見られました。特に日付を両方ともに主キー指定した

人は，主キーの意味とは何かを再確認しましょう。(3)

は完答の場合のみ正解としています。 

 

問 7 音声告知装置の開発 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ 1点。 

（2）解答例どおりのみ 2点。 

［設問 2］ 

（1）解答例どおりのみ各 1点。 

（2）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 3点。 

（3）解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 3］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 3点。 
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【講評】 

 音声告知装置を題材にした，組込みシステムの設計に

関する問題です。組込みシステムの問題ですが，内容と

しては，経験がなくても解答を進めることができます。

選択した人は多かったものと見受けられ，設問 2(2)，設

問 3 以外は比較的正答率は良かったように見受けられ

ます。 

 

設問 1は，サンプリングに関する計算問題でした。オ

ーソドックスな問題ですが，(1)があまりよくできていな

いようです。知識確認しましょう。(2)は桁ずれに注意し

ましょう。 

設問 2(1)は，穴埋め問題で正答率は高かったように思

います。(2)はデータ読込みタスクとデコードタスクとの

優先度の違いを押さえて正解としています。(3)も穴埋め

問題で正答率は高かったです。 

設問 3は，メインタスクを待ち状態にすることをしっ

かりと押さえて正解としています。なお，正しいことを

記述していても解答の要点がずれている場合，正解には

なりませんので注意してください。 

 

問 8 オープンデータを活用したスマートフォンアプリケーシ

ョンの開発 

【採点基準】 

［設問 1］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 2］ 

解答例どおりのみ各 1点。 

［設問 3］ 

（1）解答例どおりのみ 1点。 

（2）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 3点。 

［設問 4］ 

（1）解答例どおりのみ各 1点。 

（2）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 3点。 

 

【講評】 

 オープンデータを扱うスマートフォンアプリケーシ

ョンの開発に関する問題でした。今日的なトピックであ

り，選択される方も多かったように思います。ただし，

問題文に沿ってきっちり解答しないと得点が伸びませ

ん。概念は理解できていても的確に表現できない残念な

解答が目に付きました。 

 

設問 1は，表 2，表 4の穴埋めですが，問題に示され

ている表記を踏まえて，適切に解答する必要があります。

あまり正答率は高くありませんでした。 

設問 2は，図 4の穴埋めです。表 1，表 3の検索条件

の抜書きが必要ですが，独善的に解答する人が散見され

ています。注意しましょう。 

設問(1)3 は，案の定，「スタブ」と「ドライバ」が混

乱していると思われる人が見られています。よく知識確

認してください。(2)は，リクエストを受け付けて応答を

返すことまで含んで正解です。 

設問 4(1)は，ここもやはり抜書きで解答するのですが，

表記が適切でない人が見られています。(2)は，「学校名

の取得」を確実に含んでいて正解としています。 

 

問 9 システム開発プロジェクトにおけるリスクマネジメント 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ 2点。 

（2）解答例どおりのみ 2点。 

［設問 2］ 

（1）解答例どおりのみ各点。 

（2）解答例どおりのみ点。 

（3）解答例どおりのみ 2点。 

（4）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

［設問 3］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 2点。 

 

【講評】 

 システム開発プロジェクトでのリスクマネジメント

に関する問題でした。記述分量が少ない問題ということ

もあり，比較的多くの人が選択した問題でした。解答記

述は，要点を含めて表現する必要があり，なかなか得点

が伸びなかったようです。 

 

設問 1は選択問題ですが，問題文の趣旨をしっかり理

解する必要があり，また計算の要素があったため，易し

いとはいえない問いでした。 

設問 2(1)は選択問題であり，比較的良くできていまし

た。(2)は，リスク回避の意味が理解できていないと正解

が困難だったと思われます。(3)は，問題文の記述をよく

確認すれば決して難しくないはずです。問題文の表現と

ずれた工程名を書く人が散見されています。注意しまし

ょう。(4)はリスクマネジメントの脈絡での解答が必要で

す。 

設問 3 は，「コンティンジェンシー計画」という表現

を押さえて正解としています。 
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問 10 ITサービスの継続性強化と費用管理 

【採点基準】 

［設問 1］ 

（1）解答例どおりのみ各 1点。 

（2）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

（3）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

（4）d:解答例どおりのみ 2 点。e:解答例どおりのみ 1

点。 

［設問 2］ 

（1）解答例どおりのみ各 1点。 

（2）解答例どおりのみ 2点。 

（3）解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているもの

に対し 2点。 

 

【講評】 

 バックアップサイトの構築における継続性管理や会

計業務関する問題です。基本的な考え方や知識を問う問

題でした。計算問題も含まれていて，できた人とできな

かった人の差が大きかったように思われます。 

 

設問 1(1)はスタンバイ方式に関する知識問題でした。

空欄 a又は bは「アクティブ」でも正解にしました。 (2)，

(3)は問題文の文脈を手掛かりに解答します。表現要素の

内容が甘い場合，得点を半分にしました。(4)はトータル

コストの逆転をめどに計算して解答する問題です。比較

的正答率が高かったです。なお，空欄 e は「2」という

解答は誤りとしています。問題文の指示に従うことが大

切です。 

設問 2(1)は会計用語に関する問題です。知識の有無で

得点率に差が出たように思われます。(2)は，表 3 の項

番を忠実に計算して解答します。どこかでしくじると正

解に至りませんので注意してください。(3)は「保険事業

部」への課金を明確に表現してある場合に正解としてい

ます。なお「保健事業部」という誤記が散見されていま

すので，注意しましょう。 

 

問 11 クレジットカード会社における顧客管理システムの運

用監査 

【採点基準】 

［設問 1］ 

解答例どおりのみ各 2点。 

［設問 2］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 3点。 

 

［設問 3］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 4点。 

［設問 4］ 

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 3点。 

 

【講評】 

 クレジットカード会社の顧客管理システムを対象と

したシステム監査分野の問題でした。オーソドックスな

問題で比較的正答率は高かったように見受けられます。

しかし，この分野の問題を選択する場合，前提となる知

識をしっかり学習しておく必要があります。 

 

設問 1 は監査の知識と理解を問う穴埋め問題でした。

この問題を選択する人は身に付いているべき知識が問

われていたので，正答率は良かったように思います。で

きなかった人はよく確認してください。 

設問 2 は監査計画立案の方針の問題になる点を解答

します。ここで事実の指摘ではなく，自身の見解や意見

を述べている人がいました。問題文の趣旨や文脈をきち

んととらえ，解答例の趣旨で解答すれば正解です。 

設問 3 は，解答要点をしっかり押さえて解答します。

解答要点が不十分な場合は半分の得点としました。 

設問 4 は，「監査証拠」という専門用語を押さえて解

答する必要があります。正解の趣旨でも「監査証拠」と

いう表現が欠落している場合半分の得点としました。 

 

この問題は，システム監査関連の知識の多少にかかわ

らず選択している人が多い印象があります。解答しやす

かった問題だったと思われますが，この分野を選択する

可能性がある場合は，基本的な基礎知識は必ず理解して

おくようにしてください。 

 

＜合格に向けて＞ 

今回の全国統一公開模試午後の問題は，記号選択する

問題よりも記述する，あるいは計算する問題が比較的多

く見られます。また，知識問題であっても単純な知識で

解決できる問題は少なくなっており，知識だけでなく深

い思考力を問われています。全体として難易度がやや高

いので，学習の進捗によっては得点が十分上げられなか

った方も少なからずいたように感じます。そのような方

は、今回の模試を力試しという位置付けでとらえ，でき

なかったところをきちんと理解し，身に付けるように心

掛けてください。 

応用情報技術者の午後試験では，問 1のセキュリティ

分野の問題は必須，問 2，問 3から 1問選択，問 4から
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問 11 の中で 4 問選択します。問題の分野が多岐にわた

りますので、解答に際しては，時間配分に注意が必要で

す。ただし，今回の試験では，極端に難しい問題はなか

ったので，高得点を挙げている人も少なくありませんで

した。その一方で，全くお手上げという人はあまり見ら

れませんでしたが，どの問題を選択するかは十分に対策

を考えておかなければなりません。自分自身が普段従事

している業務の特質や業務経験などから，アルゴリズム

やデータベースを苦手としている人がいます。また，ス

トラテジ系やマネジメント系が得意であるという人も

いるようです。選択する問題の分野を広く考えておいて，

問題を見てから選択する問題を決定することも選択方

法として有効です。どの問題を選択するかが，合否に大

きくかかわりますので，よく考えて自身の問題選択を行

うよう意識してください。選ぶべき問題の分野は，あら

かじめしっかりと学習しておく必要があります。特に知

識問題に対して前提の知識が欠落していると苦戦しま

すので注意しましょう。 

解答方法の注意点として，問題文や設問をよく読むこ

とが挙げられます。解答のヒントやそのものが書いてあ

る場合がありますし，解答表現の方向性を示しているこ

ともありますので，それを無視した独善的な解答をしな

いよう十分な注意が必要です。特に，ストラテジ系・マ

ネジメント系の問題は，問題文の文脈に沿って解答根拠

を把握した上で解答しなければならない傾向が強く，解

答表現には細心の注意が必要です。なお，漢字の間違い

や略字，問題文や設問文の指定違反の解答が見られます。

これは，問題点を答えるのか原因・理由を答えるのかな

ど表現のプロトコルに注意しましょう。また，どれかが

正解の考え方に引っかかっているだろうと考え，いろい

ろな考え方の解答要素を欲張って併記している解答も

かなり見られています。こういう解答は採点者の心証が

悪くなる上に，正解要素の説明が甘くなり，効果的でな

いので避けるべきだといえます。 

 試験当日は，集中力，精神力，体力の勝負になるので，

午後試験の最後まで，あきらめず必ず合格するという強

い意識をもって臨むようにしましょう。 

 

 

以上 


