
改定前最後の試験になる?
2017年度の技術士第二次試験は、13年度に改定された試験制度のもとで実施される最

後の試験になるかもしれない。早ければ18年度の試験から、必須科目を択―式から記

述式に再び切り替えるなど改定される可能性が高いからだ。出題の傾向が読み取れ、過

去問題も豊富にある17年度に合格したい。さあ「技術士―直線2017」 を読んで、受験

対策を始めよう。(本誌)
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1.2016年度の出題傾向

2016年 11月 に発表された技術士

第二次試験実施大綱や日本技術士会

が発表した「技術士第二次試験の実
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施」の内容などを踏まえると、17年

度の技術士第二次試験の出題形式や

出題数は、16年度と同様になると

みられる。受験申し込みから筆記試

験、日頭試験までの流れも、特に変

わっていない。

早ければ18年度から試験制度が

改定になる予定なので、17年度は

従来通りとなる見通しだ。

16年度も、択一式の合否による

足切りが実施された。択一式の試験

が合格基準に達しなかったために、

記述式答案の採′点を受けられないま

ま不合格になった受験者もいた。そ

れだけに、17年度も択一式に合格

するための対策にも注力する必要が

ある。

ここからは、16年度の試験問題

をひも解きながら、その出題傾向を

解説していく。

(1)必須科目I(択一式)

択一式の問題は全20間が出題さ

れる。受験者はこのうち15間 を選

んで解答し、9問以上を正解すれば

合格となる。この形式は変わってい

ない。

16年度は過去の出題 と同様に、

選択肢の一部に国土交通白書の記述

内容や過去間の類似問題を用いた出

題が多かった。試験対策において、

国土交通白書や過去間が重要である

点に変わりはない。

図1は、16年度の択一式の出題内

容だ。枠内を着色した部分は、過去

間と類似しているか、選択肢の一部

が全く同じ問題だった。赤字は国土

交通白書2015に記載された内容が、
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吻罐■ 2016年度の択―式の出題内容と出典

枠内を着色した部分は過去問題と類似した項目、赤字は国土交通白書2015か らの出題



そのまま出題された部分だ。

ただし、過去問から出題された問

題については、選択肢の力贋番を入れ

替えたり、正誤を逆にしたりすると

いった加工が施されていた。

出題の一例を見てみよう。図2は

16年度の建設部門I-18で 出題さ

れた問題だ。これは15年度のI一

18と ほぼ同 じ問題になっている。

選択肢の順番が同じで、15年度に

不正解だった選択肢を正解の内容に

変えた。

全ての選択月支ではないにしても、

このような格好で出た類題は20問

中8間 を占めた。I-18の ような改

題に対して、「たったこれだけの変

化か」と思う人は多いかもしれない。

ただ、内容をしっかりと理解、記憶

していなければ、これだけでも難度

は上がるものだ。

少なくとも「単に過去間を解いて

いればいい」という勉強方法は見直

さなければなFない。

(2)選択科目Ⅱ-1信己述式)

専門知識を問う出題で、出題され

た4間の中から2間 を選択して答案

用紙1枚ずつに記述する。16年度は

全体的に難度が下がっており、基本

的な知識や最新情報を問われた。

図3に「道路」における出題夕jを

示す。Ⅱ-1-1は視距の基本を問

う問題だ。道路計画では基本だ。Ⅱ

-1-2については、道路緑化の役

割と計画設計時の留意点を質問して

いる。維持管理の問題であり、 トレ

ンディーな出題だ。Ⅱ-1-3は舗

装の構造調査の手法を問うており、

図2■ 2016年度と2015年度の択―式I-18の 出題比較

舗装分野ではトレンディーな話題だ

ろう。Ⅱ-1-4の問題も、地すべ

り対策を問うており、法面の設計を

していれば容易に解答できる。

その他の科目も出題レベルは似た

ような状態だ。個々の問題の難度は

それほど高くなく、広く浅い知識を

持っていれば十分に対応できる。

ただ、出題された分野と異なる仕

事をしている場合には、問題をうま

く解けない恐れもある。4間 中2問

を選択できるように勉強範囲を広げ

ておくこと力朝千要だ。

(3)選択科目Ⅱ-2信己述式)

専門知識と応用能力を問う出題

で、2問 出題される。このうち、1

間を選んで、答案用紙2枚に解答す

る。この出題も一つひとつの出題の

難度はそれほど高くない。最新 1青報

や受験科目の定番となる課題をもと

に、出題されている。

しかし、応用能力は条件付きの専

門知識なので、出題文に書かれた状

況や数字といった条件に触れないと

いけない。一般論で書くと評価され

ない。
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[2016年度]

I-18 次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

(1)コ ンクリートは圧縮強度が引張強度に比べて低く、この欠点を補うために、鉄筋などの鋼
材を使用して鉄筋コンクリート構造にしている。

(2)飽 和粘土のような透水性が小さい土に荷重が加わり、内部の間隙水が徐々に排出され
て時間とともに体積が減少していく現象を圧密という。

(3)設計基準強度が、18N/m m2の コンクリートと30N/m m2の コンクリートのヤング係数を比較
すると、前者の方が後者より大きい。

(4)マニング(Manning)の平均流速公式において、粗度係数が大きいほど流速は速くなる。

(5)モルタルの構成材料は、コンクリートを構成する材料から綱骨材を除いたものである。

[2015年度]

I-18 次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

(1)コ ンクリートは圧縮強度が引張強度に比べて低く、この欠点を補うために、鉄筋などの鋼
材を使用して鉄筋コンクリート構造にしている。

(2)飽和粘土のような透水性が小さい土が作用を受け、内部の間隙水が徐々に排出されて
長時間かかって体積が減少していく現象を、土質力学分野では圧縮と定義されている。

(3)設計基準強度が、18N/m m2と 30N/m m2の コンクリートのヤング係数を比較すると、前者
の方が後者より大きい。

(4)マ ニング(Manning)の平均流速公式において、粗度係数が大きいほど流速は速くなる。

(5)モルタルの構成材料は、コンクリートを構成する材料から粗骨材を除いたものである。

図3■ 2016年度の道路のⅡ-1の出題

Ⅱ-1 次の4設問 (正-1-1～Ⅱ-1-4)のうち、2設間を選び解答せよ。(設問ごとに答案用紙を替えて解
答設問番号を明記し、それぞれ1枚以内にまとめよ)

Ⅱ-1-1 道路の線形設計において重要な要素である視距について、その定義とそれを確保する目的を
説明せよ。また、視距の確保について、線形設計上の留意点を述べよ。

Ⅱ-1-2 道路空間や地域の価値向上に資する道路緑化の役割について説明せよ。また、道路緑化の
計画および設計段階における留意点を述べよ。

Ⅱ-1-3 アスファル踏甫装の破損の調査には、路面調査と構造調査がある。このうち、構造調査の手法
を2つ挙げ、その内容について説明せよ。

Ⅱ-1-4 地すべり対策工には大別して抑制工と抑止工がある。抑制工と抑止工について対策工法をお
のおの1つずつ挙げ、それぞれの概要及び計画・設計上の留意点を述べよ。



靱縄■ 2016年度の施工計画のⅡ…2の 出題

Ⅱ-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
20m、 20m四方の立坑を築造する際の土留め工について、以下の問いに答えよ。

(1)上 記の施工環境に適した土留め工法を2つ挙げ、選定理由と工法の概要を述べよ。

(2)(1)で 説明した工法のうち1つ について、土留め工の要求される品質を確保するために、調査検討時に
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。

Ⅱ-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。
(1)発生しやすい初期ひび割れの原因を3つ挙げ、それぞれについて概説せよ。

(2)(1)で挙げた3つの原因のうち2つについて、初期ひび割れを防ぐため、施工計画段階で検討するべき
事項及び施工時に実施すべき対策を述べよ。

趙藝■ 2016年度の施工計画のI-2-1の土留め支保工図

中間杭

図4に「施工計画」の出題を示す。

Ⅱ-2-1は市街地での大規模土留

め工に関する内容だ。幅員30mの

幹線道路を20mも 占用 して立坑を

構築するので、あまり現実的ではな

いが、「この条件の場合には」という

対応が必要だ。

切梁長さは20m程度になり、さ

らに掘削深さが20mで地下水が高

いとなると水圧も大きく、土留め支

保工はおそらく図5に示すような形

になると思われる。このような細か

い支保工を記述する必要はないが、

少なくとも厳しい条件であることを

記述しなければならない。一般的な

土留めの留意点では不十分だ。

Ⅱ-2-2は このところ、業務に

関わる技術者が増えていると思われ

るマスコンクリートに関する品質管

理をテーマに据えた。高さ10mの

橋脚なら打ち継ぎも発生するので、

これらの条件を踏まえた解答をしな

ければならない。一般論では合格点

に届かない。施工計画で合格率が下

がつた一因だと思われる。

どの科目も大体このような傾向に

ある。ただ、業務遂行手順や留意点

などは、自分の専門分野や経験分野

でないと解答が難しい問題も少なく

ない。選択科目Ⅱ-1と 同様に、専

門分野が狭い受験者は、2間 中1問

を選択できるように勉強範囲を広げ

ておく必要がある。

(4)選択科目Ⅲ信己述式)

課題解決能力を問う出題で、2問

が出題され、1間 を選択して答案用

紙3枚に記述する。

全体的に出題テーマにネタ切れ感

がある。どの科目も防災や技術者不

足、維持管理といった似通ったテー

マでの出題が目立つ。科目ごとに分

けて出題する必然′
性はなさそうな出

題も見受けられる。

図6は施工計画の出題だ。選択問

題Ⅲは1問 しか解答しないので、題

意を間違えると致命的だ。この出題

では、担い手不足により品質低下が

危`瞑されるので、それを確保する方

法を問うている。

このテーマはある程度予測でき、

準備していた受験者も多かったと思

われる。しかし、担い手不足による

影響は品質低下以外にも、工期遅延

や労災事故増加にもつながる。

多くの受験者が、省力化、つまり

i―Constructionと 思い、ICT土工な

どを記述したと思われる。しかし、

このテーマは品質確保であり、ICT

土工 とは異なる。ICT土工はどち

鶉瘍■ 2016年度の施工計画のⅢ-1の出題

Ⅲ-1 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
坐に、その担い手(建設技術者、建設技能労働者)の 中長期的な育成および確保を促進するため
の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。

(1)担 い手不足ヰご生じる要因を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成果を、発

注者、受注者等の立場を明確にした上で記述しなさい。泣 百 、実 泣 百 寺 υり工 場 を明 惟 に した上 で
｀
冨己運 しなさい 。

(3)担 い手不足に対応するために、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

問
題
を
よ
く
読
む

い 。



らかといえば、省力化を目指し、多

少の品質には目をつぶる方策であ

る。二次製品化や情幸Иヒ施工を記述

すべきであった。

特にⅢでは読み間違えは致命的

だ。「発注者、受注者等の立場を明

確にした上で」という条件も併せて、

問題文をよく読んでほしい。

なお、総合技術監理部門の傾向と

対策については、この連載に関連し

た情幸艮を紹介するウェブサイトの記

事 (増補版)と して掲載する予定だ。

2.2017年度の勉強方法

(1)択―式

択一式の出題範囲は広い。従っ

て、全範囲をカバーすることは、ま

ず不可能だ。ただ、過去7年間の出

題傾向を分析すると、問題番号ごと

にテーマが固定化されている。

図7にそのテーマを示す。枠内を

着色した問題は、毎年同じテーマで

出題されている書F分だ。問題番号 I

-1と I-2は、その出題内容が毎

年異なっているものの、それ以タトの

問題はこの範囲に絞って勉強すると

よい。

手始めに7年分の過去間を勉強す

る。このとき、漠然と過去間を解く

だけではなく、間違っている選択肢

を正しい選択肢に置き換えて、その

内容を覚えてほしい。

誤った記述の選択肢だけを見てい

ても、正しい記述が頭に残っていな

ければ、試験当日に正しい解答がで

きなくなってしまう恐れがあるから

だ。「過去間が出題された」というこ

とは分かっても、正解できなければ

意味がない。

I-5の国土計画やI-6の都市計

画は、法律の条文から出題される

ケースが多い。これらに関連した法

改正があった場合には、過去間の条

文を最新版に変えて覚え直す必要が

ある。

I-15で 出題 される地理情報や

ITSは、ほとんどが国土交通白書の

記載内容から出題されている。最新

の自書の内容を押さえておく。

繰り返すが、択一式の対策で留意

すべき点は、全てのテーマを勉強し

なくてもいいということだ。20問

中15間 を選んで9問 以上正解でき

れば合格できる。勉強する項目に強

弱を付けることがポイントだ。

用語の定義などを問うI-19、 I

-20の問題では、国土交通白書の

オ閑夕ヽに注釈が付けられたものからの

出題もある。それらに着目して覚え

ておくと効果的な試験対策となる。

(2)記述式

この4年間の出題傾向では時事的

な出題が多いことが分かる。特に

「都市及び地方計画」、「河川、砂防

及び海岸・海洋」「港湾及び空港」、

「電力土木」、「道路」、「鉄道」など計

画系が主体の科目は、必ず時事性の

高いテーマについて出題される。し

かも、1年以内の直近の話題が多い。

「土質及び基礎」、「鋼構造及びコ

ンクリー ト」、「 トンネル」、「施工計

画、施工設備及び積算」、「建設環境」

といった工学的な色合いが強い科目

でも、対象となる構造物は国土交通

政策の影響を受ける。また、コンク

囃了■ 択―式の出題テーマ

(色の着いたテーマは毎年固定)

リートは道路橋に多く使用されてい

て、道路政策の影響は大きい。これ

らの分野でも、時事性の高いテーマ

の学習は必須だ。

時事
′Lの高いテーマについては、

国土交通省のウェブサイトを参考に

する。特に参考になるのは、継続中

の審議会などの情報だ。ガイドライ

ンなどのアウトプットが出れば、時

事的な話題となる可育レ生が高い。日

経コンス トラクションをはじめとし

た定期刊行物にも情報が掲載されて

いるので、参考にしてほしい。

現時点で17年度の筆記試験で出

題が予想される時事性の高い4テー

マを以下に紹介する。

(i)自然災害に対する防災 0減災

相変わらず自然災害による被害は

多い。豪雨や地震など自然災害は多

いが、試験では大雨洪水対策と地震

対策の二つを書ければよい。前者

華鍵‐雰鍵ff撃1撃|
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は、治水、内水対策、土砂災害対

策、後者は、耐震化、液状化対策な

どである。

(li)ス トック効果の最大化

国土交通白書2016第 I部にも掲

載されている。国土交通省重点政策

2016に も盛 り込まれている。今後

の社会資本整備は、維持管理、ス

トック効果の最大化に向けられ、そ

の見える化を目指す方向だ。国土交

通省のインフラス トック効果 情報

ポータルサイトには事例も掲載され

ているので確認しておこう。

(ili)生産性革命

国土交通白書2016の メインテー

マである。技術者不足への対策にも

なる。また、上記のようにストック

効果の最大化にもつながる。2016

年の秋には生産`性革命プロジェクト

第3弾 も認定された。自分の科目に

関連するプロジェクトは押さえてお

こう。

(� )観光先r国の実現

2016年 3月 に出された「観光ビ

ジョン」においては、新たな目標 (訪

日外国人旅行者数2020年4000万人
→2030年 6000万人、訪日外国人旅

行消費額2020年 8兆円→2030年 15

兆円など)を定めるとともに、「観光

は真に我が国の成長戦略と地方創生

の大きな柱である」との認識の下、

政策を進めている。それに伴うイン

フラ整備が必要となる。移動手段の

ネットワーク化、交通結節′点の整備

などが重要となろう。

三つのキーワードを考える

これら時事性の高いテーマに加え

て、各科目の普遍的なテーマを勉強

範囲とする。普遍的なテーマとは、

「鋼構造及びコンクリー ト」であれ

ば、高強度コンクリートが一例とな

る。「道路」であれば、渋滞解消など

が代表的な項目だ。

次に記述式の試験に対する具体的

な勉強方法を紹介しよう。大きく分

けて二つの準備が効果的だ。一つ

は、テーマに対する論文を作成 し

て、それを誰かに添削してもらって

仕上げること。もう一つは、その

テーマに対 して記述すべき項目(見

出し)を三つ挙げる訓練だ。

前者は従来から実施されている方

法だ。社内に多くの先輩技術士がい

るのであれば、この方法を実践でき

る。ただ、論文を数多く作成して覚

え込む勉強法は通用しにくくなって

いる。13年度以降、試験内容が大

きく変わったからだ。

出題数が減り、解答する問題をピ

タリと予想するのは難しくなってい

る。もはや、「とにかく根性で頑張

れ」や「毎朝5時に起 きて、土日は

朝から晩まで勉強しろ」といった精

神論で合格できる時代ではない。

とはいえ、選択問題Ⅱは、2時間

で答案用紙4枚を書き上げなければ

ならない。書くだけで精いっぱいで

その場で考える時間などほとんどな

い。ここで必要なのは、問題を見た

瞬間にできるだけ早く答案を書き始

められるようにする訓練だ。有効な

のは、答案用紙1枚につき、3項 目

の見出しを書き出す練習だ。

不合格者の多くは、問題が解けな

いわけではない。解けそうだと思っ

て書き始めたものの、書くべき内容

が途中で切れたり、思い出せなく

なったりすることが多いのだ。知っ

ているにもかかわらず、その場で書

き起こせないだけなのである。

こうした事態を防ぐには、記述す

鋼コンクリートの例
問題:既設コンクリート構造物の剥離の原因は?

(1)経 年劣化 (中性化。塩害の進行)

(2)構 造 (応力集中、疲労)

(3)施 工不良 (かぶクリ不足、締固め不足 )

都市計画の例
問題:都市公園の役割を3つ挙げよ。
(1)環境保全、環境創出(保水、景観、低炭素、

ヒートアイランド対策など)

(2)コミュニティ(広場、健康増進、憩いなど)

(3)防 災 (避難場所、延焼防止など)

河川砂防の例
問題:者5市部の大雨洪水対策を3つ挙げよ。
(1)河 川整備 (堤防の補強・かさ上げ、河I‖ の

浚渫)

(2)内水被害対策 (貯留、排水、ポンプ場)

(3)ソ フト対策 (タイムライン、新たなステージ)

道路の例
問題:増 加する多様な歩行者のための歩道整
備を3つ挙げよ。
(1)拡 幅 (道路空間の再配分、電柱の地中化

など)

(2)自 転車分離(道路空間の再配分、新設など)

(3)付 加価値向上 (バリアフリー、ユニバーサル
デザイン、景観、緑化、ベンチなど)

トンネルの例
問題:NATMで、坑ロインバートの役割は何か、
3つ挙げよ。
(1)早 期閉合
(2)地 山の偏土圧への補強
(3)作 業性向上 (車両等の出入 |り

)

施工計画の例
問題:開 削トンネル、大規模土留の管理項目は
何か、3つ挙げよ。
(1)土 留め壁の変形を許容値内に
(2)底 盤崩壊させない

(3)背 面地下水位を下げない

置8■ 出題テーマと見出し例

土質の例
問題:原理の異なる液状化対策を3つ挙げよ。
(1)排水 (グラベルドレーンなど)

(2)締 固め(サンドコンパクションパイルなど)

(3)固 結 (深層混合処理など)



べきキーワードをすぐに思い浮かベ

られるようにしておくことが効果的

だ。例えば、図8に示すように、間

題で言己述すべき三つの項目を思い浮

かべてほしい。すぐに出てくれば、

合格″点は近い。

科目ごとに解答として示した (1)

～ (3)の項目を見れば、キーワード

について書き起こす作業はそれほど

難しくなさそうに見えるだろう。だ

が、準備せずに試験に臨めば、キー

ワード自体が浮かんでこないものな

のだ。

1日 10分でいい。なるべく毎日続

けて、こうしたテーマごとのキー

ヮードを整理しておいてほしい。こ

の積み重ねで、筆記試験までに180

個分のテーマを使いこなせることに

なる。

このくらいキーワードを整理でき

ていれば、どんな問題が出てもたじ

ろがないはずだ。三つの見出しを付

けられれば、それぞれ7行ずつ書け

ば答案用紙1枚が埋まる。内容さえ

分かっていれば、このくらいの文を

書くことはそれほど難しくない。

ただし、論文を書く練習が全く要

らないわけではない。論文形式で書

き上げる練習を通じて、丁寧さやス

ピードを養えるからだ。数時間単位

で机に向えるようなときには、論文

作成にもチャレンジしてほしい。

3.参考になる書籍、セミナー

今回の記事で紹介した出題傾向や

勉強法を実践するうえで、筆者たち

が用意した参考書やセミナーなどを

紹介する (図 9)。

択一式の試験で問われるキーワー

ドについては、書籍「技術士第二次

試験建設部門択一式対策厳選 100

問」(日 経BP社 )に まとめた。さら

に、国土交通白書から頻出の項目を

効率良く学習する書籍として「国土

交通白書2016の 読み方」(日 経BP

社)も 発行している。択一式に出題

されそうな箇所を明示しているの

で、参考にしてほしい。

出題テーマが毎年異なるI-1と I

-2は、国交省のホームページを

時々閲覧して情報を得るよう勧め

る。特に17年 4月 ごろまでの情報

は押さえておく。6月 10日 に開く

「直前対策セミナー (仮称 )」 では、

受講者にその内容を伝える予定だ。

記述式の問題への対策としては、

書籍「2017年版技術士第二次試験

建設部門合格指南」(3月 6日発行予

定)を勧めたい。全科 目を対象に、

出題されそうなテーマと3項 目の見

出し、その下に書く本文のキーワー

ドを掲載している。

次回 (3月 27日 号)は「受験申込書

の書き方」について解説する。

■執筆協力者

坂ロテクノコンサルタント代表

坂口 和保

西脇プランニングオフィス代表

西脇 正倫

トマル経営技術コンサルタント代表

外丸 敏明

技術士一直線2017に 加え、さまざまな科目や

総合技術監理部門の詳細、追加情報などをお

伝えする【増補版】は日経コンストラクションの

ウェブサイトでお読みいただけます。本誌購読

者またはウェブ有料会員限定

http:〃nkbp.ip/nCrpe

難9■ 参考になるセミナー、書籍など

書籍

2017年版 技術士第二次試験 建設部門 合格指南
勉強方法、択―想定問題、記述式予想
テーマと解答のポイント、論文例

国土交通白書2016の 読み方 択一式出題範囲、記述式情報

2025年の巨大市場 維持管理

技術士第二次試験 建設部門 択一式対策厳選100問 キーワード集

日経コンストラクション トレンディーな1青幸晨

国土交通白書2016の 読み方 択―式、記述式情報

環境白書・循環型社会白書0生物多様性白書2016 環境政策

土木学会誌

コンクリート標準示方書 [基本原則編、設計編、施工編、

維持管理編]

鋼・合成構造標準示方書 総則編・構造計画編・設計編、

耐震設計編、施工編、維持管理編

トンネル標準示方書 シールドエ法・同解説、開削工法・同

解説、山岳工法・同解説
トンネルの基準、留意点

地盤工学会誌 土質基礎のトレンディな情報

港湾の施設の技術上の基準・同解説 港湾施設の基準、留意点

道路土エー軟弱地盤対策工指針、盛土工指針、切土

工・斜面安定工指針
土工事の基準、品質管理、留意点

セミナー

2017年度技術士第二次試験対策 建設部門
「個別指導」講座(3月 11日 または4月 2日開講分)

マンソーマン指導、通信添削、模擬試験

直前対策セミナー (6月 10日 ) 国土交通政策の最新情報

2017年度 技術士第二次試験対策 建設部門

模擬試験 (6月 17日 )

模擬試験


