
な筆記試験の落とし穴
技術士第二次試験の筆記試験が7月 に実施された。今号ではその筆記試験の内容を紹介

していく。これまでの連載で解説してきたように、択―式では過去間と国土交通白書が

出題のポイントとなつた。記述式の問題は比較的平易な内容が多かつたものの、科目に

よつては解答に悩むような出題も散見された。(本誌)
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7月 19日 に総合技術監理部門、翌

20日 に総合技術監理以外の部門で、

技術士第二次試験の筆記試験が終

わった。総合技術監理を除く部門で

は、今年から択一式の採点結果が不

合格だった場合に記述式の論文採点

を行わない。択一式の結果が気にな

るところだ。

今回は、終わったばかりの筆記試

験の出題内容について解説する。

1.建設部門の択―式の出題内容

図1に、択一式の試験で出題され

たテーマとその出題元を示す。出題

元には国土交通白書の年次と過去問

題 (以下、過去問)の 出題年を記 し

ている。

例えば、 I-14は バリアフリー

関係というように、出題が問題番号

ごとに過去間と共通のテーマだった

ケースは少なくない。この傾向は、

来年度以降の勉強範囲の絞り込みに

役立つだろう。

過去問からの出題も多く、選択肢

の数では、約50%が過去問から出

題された。そのうち8割は、平成25

(2013)年 度、翌26(2014)年度の過

去問題からの出題だった。国土交通

白書からの出題も多く、過去間と重

複しているものを含めると、選択肢

の数は約30%に達していた。

この傾向を見ると、問題自体はそ

れほど難しくなかったと思われる。

だが、私の知る範囲で自己採点の結

果を分析すると、全体の合格率は

60%に満たないのではないかとみら

れる。そうであれば、40%以上の受

験者の記述式論文は採点されないこ

とになる。

これだけ過去間が出題されたにも

かかわらず、出来があまりよくなさ

そうな一因は、過去間がそのままの

■ 図1今年度の択…式の出題内容と出典
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白書の数字は国土交通白書20XXの表記、過去問題は平成の年度を示す



この連載に関連した情報を、本誌購読者限定サイト
(httpプ/kenphtz nlkkeibp coJp/NCR/)で提供します

・

形で出題されていないケースが多

かったからだと考えられる。

実際の出題では、五つの選択肢の

うち、二つの正誤を入れ替えたケー

スが目立った。記述内容を少し変更

した選択肢は少なくない。

択一式の問題については、既に日

本技術士会から正答が発表されてい

る。自己採点で合格 していた方は、

日頭試験対策を始めた方がいい。

2.建設部門の記述式の出題内容

(1)専門知識Ⅱ-1

専Fl知識を問う出題で、出題され

た4問から2間 を選択 して答案用紙

1枚ずつに記述する。全体的に簡単

になった印象を受ける。平成25年

度の制度変更当初は、留意点を書か

せる出題が多かったが、今年度は純

粋に知識を問う出題が増えた。しか

も、浅い知識を問う出題が多く、難

易度は下がった。

図2に「土質lよ び基礎」のⅡ-1
の4間 を示す。どれも簡単だ。H―

1-1は 三軸圧縮試験の基本で、II

-1-2は擁壁の安定計算の基礎に

ほかならない。H-1-3も 液1大化

対策として主要な二つの対策原理を

記せばよく、易 しい。H-1-4は
底版崩壊について検討する項目のう

ち、最も簡単なボイリングだけを取

り上げている。

図3は「道路」のⅡ-1の問題だ。

H-1-1は昨年と同様の内容だっ

た。Ⅱ-1-2は今年6月 に改定 さ

れた「道路構造令の解説と運用」に

盛り込まれた内容そのものとなって

いる。II-1-3は舗装、II-1-4

は法面排水について、それぞ
｀
れ基本

を問うていた。

全科目でこうした傾向が見られ

た。受験者の出来は良かったと思わ

れる。         プ

(2)専門知識と応用能力‖-2
専門知識と応用能力を問う出題

で、2問出題され、1間 を選択して、

答案用紙2枚に解答する。応用能力

を確かめやすくする狙いなのか、図

■ 図2「土質および基礎」のll-1

||-1-1 圧密を伴う土の三軸圧縮試験には、圧密非排水試験 (CU試 験)と圧密排水試験(CD試験)が
ある。それぞれの試験の概要と得られる上の強度定数を説明するとともに、地盤の安定性検討
に適用する場合の留意点について述べよ。

‖-1-2 重力式擁壁の常時の安定性を照査するうえで一般的に必要とされる三つの照査項目を挙げ、
それぞれの項目について概要と照査に必要となる地盤物性値を説明せよ。

‖-1-3 新設構造物基礎の液状化対策について、2種類の対策原理を挙げ、その概要を説明せよ。ま
た、それらに基づく対策を適用する際の留意点を述べよ。

‖-1-4 土留め(山留め)掘 削における底盤の安定検討の1項目であるボイリングについて、発生原理お
よび安定性の評価方法を述べよ。また、原理の異なる防止対策を二つ挙げて説明せよ。

■ 図3「道路」の||-1

中
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度上昇抑制のメカニズムを説明せよ。

‖-1-4 盛り土部の排水処理を設計するうえで、地下排水工の設置が必要となる盛り上の部位を列挙
し、そのうち二つの部位について具体的な対策工と留意点を述べよ。

■ 図4「鋼構造およびコンクリート」のll-2

| ‖-2-3 既設のコンクリート構造物を活用し、新たに部材や構造物を増設または増築して一体化する改
1     修工事の設計に取り組むことになった。このような事例として、耐震設計が必要な既設コンク

リート構造物の工事計画を一つ想定して、この業務を遂行するに当たり、下記の内容について
記述せよ。

(1)想 定した工事計画と耐震設計を行うために調査すべき項目

(2)耐震設計に関する業務手順とその内容

(3)合 理的な耐震設計とするために留意すべき事項
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(1)剥 離。剥落の原因として考えられるものを二つ挙げ、それぞれについて原因の特定と補修
対策を行うために調査すべき内容を記述せよ。

(2)調査から対策実施までの業務手順とその内容を記述せよ。

(3)業務を進める際に留意すべき事項を記述せよ。

|



を見て解答させる問題が増えてい

た。答案用紙に図を書かせる出題も

あった。

全体的に極端に難しくはないもの

の、実務で扱っていないと解答でき

ないようなレベルとなっていた。

図4は「鋼構造およびコンクリー

ト」、図5は「河り||、 砂防および海

岸 。海洋」のⅡ-2か らの出題だ。

いずれも、このテーマの実務をこな

している受験者にとってはそれほど

難しくない。一方、未経験者が机上

での勉強だけで解答するのは、やや

つらいだろう。この傾向は全科目に

当てはまる。

「都市および地方計画」では、2問

とも大都市やその近郊を対象として

いた。都市計画の出題範囲の一部に

限定され、偏った出題だった。

「 トンネル」のⅡ-2-1の出題を

図6に示す。これは、図を書かせる

初の出題だ。難易度は高くないもの

の、図の大きさや位置など、戸惑っ

た受験者もいただろう。

続く図7は「道路」のⅡ-2-2の

問題。全科目でオーソドックスな出

題となるなか、不可解な出題となっ

ていた。

建設発生土の有効利用に関する出

題なのだが、道路の技術者にどのよ

うな解答を求めているのかが少し分

かりにくい。道路工事で発生する残

土を扱う観点なのか、道路以外も含

めた トンネル事業など(出題中に道

路 トンネルとは書かれていない)で

発生する残土を道路盛 り土などの構

造物として利用する観点なのかが読

み取れないのだ。施工計画や建設環

境で出題されそうな内容で、不親切

な問題だという印象を拭えない。

(3)課題解決能力 |||

課題解決能力を問う出題で、2問

出題され、1間 を選択して答案用紙

3枚に記述する。

■図6「 トンネル」の‖-2

‖-2-1 下図 (平面図および想定地質断面図)を見て、以下の問いに答えよ。なお、通常期の地下水位
はトンネルレベルより低いものとする。

(1)図 に示す100m間においてトンネル掘削に伴って問題となる現象を述べよ。

(2)上 記現象に対する対策工を立案するに当たって施工前に必要と考えられる調査項目と調
本位置を解答用紙に簡単な平面図を書いて示し、その調査の目的を述べよ。

(3)上 記現象の問題解決のための対策工を提案せよ。また、施工時に必要と考えられる地表
および地表からの計測項目と計測位置を解答用紙に簡単な平面図を書いて示し、その計
測の目的を述べよ。
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■図5「河l‖ 、砂防および,毎岸・海洋」のl:-2

‖-2-1 河川、砂防および海岸・海洋の分野において、今後、激甚化、多発が懸念される自然災害に対し
て被害の最小化が求められることを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)河川、砂防および海岸・海洋分野における災害現象である洪水、土砂災害、津波、高潮から
一つ取り上げ、その現象に対する警戒避難、応急・緊急対策などの防災活動を円滑に行う
ため、現在、自治体や管理者、気象官署から提供されている平時および災害時の防災情報
を一つずつ挙げ、それぞれの内容を記述せよ。なお、防災情報とは災害被害を最小化するこ
とを目的に提供される情幸長とする。

(2)(1)で 取り上げた二つの防災情報について、情報作成・提供時の留意点と課題を説明し、
課題の改善に向けた方策を記述せよ。

‖-2-2 河川、砂防および海岸において災害復旧事業を実施するに当たって、事業者として環境への配
慮が求められている。そうした状況を考慮し、以下の問いに答えよ。

(1)河川、砂防および海岸。海洋分野の技術者として、災害復旧事業の特徴を述べたうえで、
「河|||」 、「砂防」、「海岸」それぞれの分野について環境の観点から、計画上の配慮事項を
記述せよ。

(2)「 河|||」 、「砂防」、「海岸」のうちいずれかを選び、災害復旧事項の実施について設計、施
工、施工後の管理において、環境へ配慮すべき事項について記述せよ。

GO想 定地質断面図

全体的に出題のネタ切れ感があ



り、どの科目も防災や技術者不足、  ■図7「道路」の:卜 2

維持管理といった定番のテーマにつ

いての出題が多かった。科目ごとに

分けて出題する必要性がないような

問題もあった。例えば、図8に示す

「銅構造およびコンクリー ト」のIⅡ

-2の 出題。この問題の (1)は、鋼

構造の受験者に特化して間う出題で

はない。

選択問題 IIIの答案が口頭試験で

使われることを考えると、図9に示

す「施工計画、施工設備および積算」

のIII-1の (3)も 、受験者は解答に

戸惑ったかもしれない。「あなたの

これまでの経験やスキルを踏まえ」

という問いに対する解答は、口頭試

験に影響しそうだ。

3.総合技術監理部門

(1)択一式

例年と大差ない出題傾向だ。いわ

ゆる青本 (「 技術士制度における総

合技術監理部Pの技術体系」、平成

16(2004)年 1月 に日本技術士会が

発行)か らの出題は、70%程度だっ

た。ITと 法律については、最新情

報が出題された。

(2)記述式

東京オリンピックのような国際イ

ベントを例示して、開催目的、およ

びイベント終了後の利用を考慮した

際のリスクマネジメントを問う出題

だった。建設系の受験者にはイメー

ジしやすかったはずだ。

例えば、東京オリンピックの観客

収容のためのホテルを建設し、五輪

後に分譲マンションに改修するプロ

トト2J、
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発生土を有効利用するうえでの課題 (なお、課題は二つ挙げそれぞれの内容を述べる

(2)(1)の課題を踏まえ、当該工事の建設発生土を有効利用するための方策と留意点

』蒻 彦 翁 霧〕聯 脳
土づくりの理念や考え方が示された。我が国が今後直面すると考えられる国家衰亡の幾多の難局
を乗り越えるための国民の英知を結集して、国土デザインの三つの基本理念 :「 多様性 (ダイバー
シティ)」 、「連携 (コ ネクティビティ)」 、「災害への粘

'り

強くしなやかな対応 (レジリエンス)」 に基づき
新たな国土政策を立案しようとするものである。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)国 土デザインの三つの基本理念を取クリまとめるに至った時代の潮流と課題、およびその課
題に対する基本的考え方を幅広い視点から概説せよ。
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に示すとともに、それら

ジェクトなどが該当する。そうした

プロジェクトに関するリスクマネジ

メントを記述すればよい。

ただ、間われる項目は多い。解答
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漏れが生じた受験者は多かったので

はないだろうか。

次回は、口頭試験対策を紹介する

予定だ。

■ 連載の予定

第1回 (2月 23日 号)2015年 度の受験対策

第2回 (3月 23日 号)業務経歴票の書き方と択一式対策
第3回 (5月 11日号)国土交通政策の読み方(1)

第4回 (6月 8日号)国土交通政策の読み方②
第5回 (6月 22日 号)筆記試験の直前対策
第6回 (9月 14日号)今年度の筆記試験の解説

第7回 (10月 26日 号)口頭試験対策

■ 図8「鋼構造およびコンクリート」のⅢ

■ 図9「施工計画、施工設備および積算」のⅢ

lll-1 建設業は、大規模災害からの復旧や東京オリンピック・パラリンピックの開催準備などの事業を進
めているところであるが、今後とも必要な社会資本を提供し、適切な維持更新の役割を担うため、
なお一層国民の理解を得つつ、魅力ある産業として持続的に発展していくことが求められている。
このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)経 設技術者として取り組むべきと考える社会資本整備の分野を二つ挙げ、その意義を記
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