実務 重視 になつてきた

=記

試験

7月 に実施された技術士第二次試験の筆記試験の内容を解説する。記述式の問題は、実

務を知らなければ解答するのが難 しい傾向が強 まつているようだ。筆記試験に合格すれ
ばこの後待ち受ける口頭試験の準備 に、いち早く来年度の試験対策を始めたい人は勉強
範囲の絞 り込みに活用 してほしい。(本 誌)

7月 17日 に総合技術監理部門、翌
18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行わ
れた。今回は、その筆記試験の出題
内容 について解説す る。

1.建 設部門の択―式の出題内容

だった。 この傾向は来年度以降 も続

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

くとみ られ、勉強範囲の絞 り込みに

元 は 国 土交 通 白書 と過去 問題 (以
下、過去問)を 記 してい る。

役立ちそ うだ。
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

例 えば、I‑5は 国土計画 とい う
ように、多 くの出題が問題番号 ごと

題 された。そ の ほ とん どが、平 成

に過去間 と共通 のテーマで想定通 り

問題 か らだった。

25(2013)年 度 以 降 の 3年 間 の 過去
国土交通 白書か らの出題 も多 く、
過去問題 と重複 してい るものを含 め

蝠罐■ 択 ― 式の出題 内容 と出典

る と、選択肢 の 数 は約 30%に 達 し
ていた。
トレンディーな数字

この傾向を見 ると、問題 自体 はそ

社会資本整備率の数字など

れほど難 しくない と思われ る。私 の

公共工事の品質、契約

￨‑4

公共 工事のコスト縮減

￨‑5

国土利用、国土形成

￨‑6

都市再生、景観

￨‑7

環境 (レンドリスト)

￨‑8

二酸化炭素排 出量

￨‑9

災害対策基本法

￨‑10

知 る範 囲 で 自己採 点 の結果 を見 る
と、全体 の合格率 は 60%を 超 える
H25、

H18

H25

ない。
昨年度 に比べ て難易度がそれほど
下が つた とは思えないが、昨年度 の

災害事例、防災
循環型社会、廃棄物

のではないか。全 問正解者 も少な く

H26

反省 で しっか り過去間を勉強 してツヒ
んだ受験者 が多 かったか らだと推測
される。

交通政策基本法

択 一式 の問題 については、既 に日
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2.建 設部門の記述式の出題 内容
(1)選 択科目Ⅱ‑1

専門知識を問 う出題で、出題 され

仁肱■ 土質基礎のⅡ‑1
‖‑1‑1

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。昨年度同様、

‖‑1‑2

全体的に難 しくない。浅い知識を問

‖‑1‑3

う出題が多 く、容易 に解答で きたは
ずだ。ただし、賭s市 計画」だけは難

地盤の圧密現象について説明せよ。また、正規圧 密粘土の沈下量及び沈下時間を予測す
るのに必 要な地盤物性値や地層条件を挙げ、これらが予測結果に与える影響を述 べよ。
水平方向地盤反力係数について、定義及び利用法並びに利用 に当たっての留意点を説明
せよ。また、室内試験及び原位 置試験による推定方法をそれぞれ1つ ずつ挙げ説明せよ。
盛土を施工する際の土の締 固めの目的について説明せよ。締固めに関する施工管理方 法を
3つ 挙げ、
それぞれの概要と留意点について説明せよ。

‖‑1‑4

杭基礎の周面摩擦 力の算出方法について説明せよ。また、周面摩擦力を用 いて極限支持力
を求める場合に、留意すべき事項を複数挙げて説明せよ。

しかった。
図2に「土質基礎」のⅡ‑1の 4問
を示す。 どれ も簡単だ。
図3は「都市計画」のⅡ‑1の 4問
だ。最初 の3間 は難間で、法律 を熟

y了 ■ 都 市 計 画のⅡ‑1
‖‑1‑1

(1)都 市再生推進法人制度

知 していなければ解けない。

‑2

(2)都 市利便増進協定制度
(3)道 路 占用許可 の特例制度

(2)選 択科目Ⅱ

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 くする狙いなので、土

‖‑1‑2

駐車場法第20条 の規定に基づき設置される自動 車 の駐 車のための施設 (附 置義務駐車施
「隔地」に設けるなどして、中心市街地 内の附置義務駐車
設 )を 建築物の敷地外のいわゆる
場を計画的に配置することにより期待される効果を述 べよ。また、附置義務駐車施設を隔地
に設けることを可能とする法律 に基づく制度を1つ 挙げ、その概要を述 べよ。

H‑1‑3

市街地再開発事業において、
都市再開発法に基づき民間事業者の参画を促すための次の
制度 のそれぞれについて、概要とその制度の活用 によって得 られる事業 関係者にとってのメ
リットを述 べよ。

質基礎や トンネルでは、例年通 り図

(1)参 加組合員

を見 て解答 させ る問題 だった。昨
年、港湾や トンネルで出題された答
案用紙 に図をすかせ る出題はな く
なった。採点の客観性を担保するの
が難 しいからかもしれない。

都市再生特別措置法に基 づくエリアマネジメントの推進 に資する次の制度について、それぞ
れの概要を述 べよ。

(2)特 定建築者
(3)再 開発会社

‖‑1‑4

大規模な地震が発生した際に、都市公園が果たす役割について、
①発 災後 の緊急段階、
②
復 旧・復興 の段階 の各段 階 に応じて述 べよ。また、
③平常時に大規模な地震 に対して、防災
に資する都市公園の役割を述 べよ。

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

い る受験者が多 いコンクリー ト構造

答 で きない。ただ、近年、暫定 2車

ない ようなレベルとなっていた。

物 の補強業務が出題 された。複合構

線 の高架橋道路 を4車 線化す る業務

造に よる補強に限定 された点が少 し

は増 えてお り、 トレンディーなテー
マ ともい える。

図4は 岡岡構造お よび コンクリー
ト」
、図5は「道 路」
、図6は「施 工

戸惑 ったか もしれない。

計画」のⅡ‑2の 出題だ。
コンクリー トのⅡ‑2‑3で はリ

道路 の Ⅱ‑2‑1は 定番 テ ーマ の

既設構造物へ の影響 を考慮 し、ま

自転車道 で、 こちらを選択 した受験

た、施工 時に近接構造物が障害 とな

ス クマ ネジメン トが出題 され、戸

者が多 い と思 われ る。 浅 い知識 で

るケース も考慮すれば、良い論文 と

惑 った受験者 もいたか もしれない

も、ネッ トワー ク化や交差点の通過

なる。

が、基本的に題意に合 っていればど
んな構造物の リスクを記述 しても構

形態 な どのキー ワー ドを入れれば、

施工 計画 では、2間 と も経験 して
い る受験者が多 い と思われ、それほ

わないので、容易だ。
Ⅱ‑2‑4で は、近年、従事 して

十分解答 で きる。
Ⅱ‑2‑2は 、設計 の 出題 とはい

ど難 しくないが、それぞれ問題文に

え、施工の ことも知 ってい ない と解

数字が入 ってい るので、その条件 に

涸蝿,■ コンクリートのI‑2
‖‑2‑3

20m四 方 とい う距離 で切 り梁 を

コンクリートエ 事におけるリスク管理を行う上で、想定されるリスクに対するリスク分析や危機
回避シナリオの作成など、事前 の活動 が危機 回避 の上で有効な手段 である。今 回あなたが
関係する建 設現場において、管理用供試体 の圧縮強度に強度不足が発生したことを想定し
て、
下記の内容について記述 せよ。
想定した強度不足の発生状況とその原因や問題点
(1)対 象となるコンクリート
構造物を仮定し、
(2)自

分 の立 場と業務を明確 にし、
発生原因を回避するための再発 防止策とその内容

(3)再 発 防止策を進めるに当たり留意すべき事項

‖‑2‑4

供用 中のコンクリート構造物 において、
作用荷重 の増大又 は外的作用力に起 因すると考えら
れる損傷が発 見され、耐荷力の回復又 は耐荷力の向上を目的として早期に補 強する業務を
行うことになった。この業務を担当するに当たり、下記 の内容 について記述せよ。
補強対策 のために
構造物 とその損傷状況を示し、損傷状態 の把握、
(1)想 定したコンクリート
調査すべき項目
補強 は当該 コンクリート構造
(2)調 査から補強対策実施までの業務手順とその内容。ただし、
物を複合構造化して行うものとする
(3)複 合構造化 に当たり設計・施 工上 留意すべき事項

設置す ると中間杭が必要になる と思
われ、四隅の火打 ち梁で切梁 をな く
そ うとす ると腹起 こ しの規模が大 き
くな る。深 さ20mで 水圧 も大 きい
このケースで現実的か、な ど細かい
点で注意が必要 だ。
Ⅱ‑2‑2は 、近年 多 いマス コン
の 品質管理。高 さ 10mと い う設定
なので打 ち継 ぎが発生する。その点
を考慮す る必要がある。
いず れ も、 このテーマの実務 をこ
な してい る受賭

くない が、細 か い 条件 に気 を付 け

鰈靡■ 道路 のⅡ‑2
‖‑2‑l

て、それに合 った記述 をしなければ

A市 では、市街地において自転車 の利用 ニーズが高まっていることから、安全で快適な自転車
通行空間の効果的な整備を推進するため、自転車ネットワーク計画を作成することとなった。
この業務を担当する責任者として、下記の内容 について記述せよ。
(1)事 前 に把握・調査すべき事項
(2)自

高架式道路 において、渋滞対策を目的とした道路拡幅事業が計画されており、既設の下部
工に近 接した基礎工事が必要となっている。この工事 の設計を担 当する責任者として、下記
の内容 について記述 せよ。
(1)事 前 に調査すべき事項
(2)、

lり

ならない。
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

転車ネットワーク計画を作成する手順

(3)既 存道路 において、自転車通行空間の整備形態を選定する際に留意すべき事項

‖‑2‑2

にはそれほど難 し

の調査を踏まえ、近接施工に関して工事着手前に検討すべき事項

様 々な着 目点による対策手法
(3)既 設構造物に及ぼす影響を軽減するための、

う。この傾向は全科 目に当てはまる。
(3)選 択科目Ⅲ

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。
全体的にネタ切れ感があ り、 どの
科 目も防災や技術者不足、維持管理

鼈予■ 施 工 計 画の I‑2
‖‑2‑1

地下水位 の高 い市街地の供用 中 の幹線 道路 (幅 員30m)に おいて、開削 工 法で、掘削深
以下の問いに答えよ。
20m、 20m四 方 の立 坑を築造する際の土留め工について、
選定理 由と工 法 の概要を述 べよ。
(1)上 記 の施工 環境 に適した土留め工法を2つ 挙げ、
土留め工の要求される品質を確保するために、調
(2)(1)で 説明した工法のうち1つ について、
査検討時に留意すべき点と施 工 時 に留意すべき点をそれぞれ述 べよ。

‖‑2‑2

幅10m、 厚さ3m、 高さ10mの 鉄筋 コンクリート橋脚 の施工に当たり、以下の問 いに答えよ。

といった定番 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

7に 示す「￡
岡構造お よび コンクリー
ト」のⅢ‑1の 出題。 この問題 の (1)
は、鋼構造 の受験者 に特化 して間 う

れの原因を3つ 挙げ、それぞれについて概説せよ。
(1)発 生しやすい初期ひび害」

出題 ではない。従 って、建設分野全

施工計画段階で検
初期 ひび割れを防ぐため、
(2)(1)で 挙げた3つ の原因のうち2つ について、

体 を見渡す見識が必要 となる。逆に

討するべき事項及び施 工 時 に実施すべき対策を述 べよ。

(2)以 降では、題意に合 っていれば、

どんな言
果題 を取 り上 げて も良いので

「立坑」とい う設定 だ。土留 め壁 は

注意 したい。
Ⅱ‑2‑1は 、市街地 で、地下水
位 が 高 い、深 さ20m、

20m四 方 の

鋼矢板 や柱列式 (SMW)が 妥 当 だ
が、土留め支保工はやや難 しい。

書 きやす い。
選択問題Ⅲの答案が日頭試験で使
われることを考 えると、図8に 示す

「施工計画」のⅢ も戸惑ったか もし
「あなたが実施で きる………
れない。

嘲ヲ■ 鋼構 造 のⅢ‑1
lll…

1

発注者、設計者、元請け、下請け等
の立場を明確 にして」とい う問いに
対する解答は、回頭試験に影響 しそ
うだ。
3.総 合技術監理部門

建設分野における問題点、克服すべき課題 について、幅広
(1)イ ンフラの老朽化対策における、

(1)択 一式

い視点 から概説 せよ。

例年 と比べ て、やや難易度が上

鋼構造物の分野において、あなたが最も重要な技 術的課題と考えるも
(2)上 述した課題に対し、
のを2つ 挙げ、それぞれについて解決するための技術的提案を示 せ。

が つた。例年 なら70%程 度あ った
い わゆる青本 (「 技術士制度におけ
る総合技術監理部門の技術体系」
、
2004年 1月 に日本技術士会が発行)
からの出題が、半分以下に激減 した
からだ。さらに、選択肢の正解数を

なたの技術 的提案それぞれについて、それらがもたらす効果を具体 的に示すとともに、それ
らの技術的提案を実行する際のリスクや課題について論述せよ。

(3)あ

鶉辣■ 施 工 計 画のⅢ
Ⅲ‑1

解答 させ る出題 も10間 に増 えた。
この手の問題はすべての選択肢の正

(1)担 い手不足が生じる要因を2つ 挙げ、
それに伴って発生する施工分野の課題を記述しなさい。

(2)(1)で 挙げた課題について、あなたが実施できると考える具体的な対応策と期待される効 果

を、
発注者、受注者等 の立 場を明確 にした上で記述しなさい。

年通 り最新 1青報が出題された。

建設部門全体で取り組むべきとあなたが考える方策を記述し
(3)担 い手不足 に対応するために、

(2)記 述式

発のステップを、直近の過去、近い
将来、遠い将来の3段 階において記
述させるので、夕J年 と出題傾向が変
わった。
この3段 階で、それぞれ課題 (リ
スク)を 挙げて、リスク対策する (技
術開発によ り)の で、違 う課題 に変
化 していかなければならず、この点
で戸惑 った受験者が多かったと想像
で きる。特に遠い将来の技術開発で
は実現不可能でも良い、と指示され
てお り、広い視野で書けていない受
験者 も多かった。
次回は、日頭試験対策を指南する。

我が国の労働 人口が総じて減少する中で、
将来にわたる社会資本の品質確保 を実現するため
に、その担 い手 (建 設技術者、建設技能労働 者 )の 中長期的な育成及び確保 を促 進するため
に対策を講じる必要があると考えられる。
このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

誤が分か っていない と解答 で きず、
難 しい。ITと 法律 については、例

技術開発にだリリスク対策を行 う
テーマの出題だった。さらに技術開

我が国では、現在、高度成長期に整備された社会インフラの老朽化対策が重 要な課題となって
いる。国土交通省では、
所管するあらゆるインフラの維 持管理・更新等を着実に推進するための
中長期的な取組の方向性を明らかにするため、平成26年 5月 に「国土交通省インフラ長寿命化
計画 (行 動計画 )」 をとりまとめ、新設 から撤去までの、いわゆるライフサイクルの延 長のための対
策という狭義の長寿命化 の取 組 に留まらず、更新を含 め、将 来にわたって必要なインフラの機
能を発揮し続 けるための取組を実行することとした。例 えば、道路分野では、今後 10年 間で全 国
の道 路橋約70万 橋の40%以 上が建設後50年 を超えると見込まれており、損傷が深刻化 してか
ら大規模な修繕を行う事後保全から、損傷 が軽微なうちに修繕を行う予防保全 に転換し、更新
(架 け替 え)の 抑制等 によるライフサイクルコストの縮減及び道路 スト
ックの長 寿命化が喫緊の
課題となっている。このような状況を踏まえ、
以下の問いに答えよ。

なさい。
￨ll…

2

平成27年 には、免震 ゴム支承の偽装、落橋防止装置の溶接不良、
杭施エデータの流用といっ
た建設工事と直接関わる不正事案が連続的に発 覚した。このことは、マスコミでも大きく取り上
げられ、エンドユーザーである国民から、建設構造物全般 に対してその安全性が疑われるなど、
建
設部門に対する信頼が大きく揺 らいだ。このため、建設技術者 は基 本 に立ち戻って、建設構造
物の安全と安心 に対するユーザーの満足と信頼の獲得に努めていかなければならない。
このような考えに立ち、以下の問いに答えよ。
(1)こ うした不正事案の背景にあると考えられる要 因を2つ 記述しなさい。

(2)ユ ーザーの満足と信頼を獲得するため、(1)に 挙 げた要 因の対策として、
あなたが建設工事

において具 体的 に実施できる施 策と期待される成果を、
発注者、設計者、元請け、下請 け等
の立場を明らかにした上で記述しなさい。
建設部門全体で取り組むべきとあなたが考える方策を記述しなさい。
(3)(2)を 踏まえ、
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