
1

技術士資格取得のための通信
第二次試験 第３号

発行者：江平 英雄、発行日：2008 年 11 月 21 日

メールアドレス：ｒｄｓｎｘ１８７＠ｙｂｂ．ｎｅ．ｊｐ

１．論文作成上の留意点

受験者は、設問の意図（主眼としていること）を理解した上で、その内容を

キーワードに整理するようにします。はじめて英語を学んだ時、あなたは、「I

love You」の言葉と、その意味「私は、あなたを愛しています」を教えられ

たと思います。そして「私は」が主語、「あなたを」が目的語、「愛していま

す」が述語、「日本人の会話には主語が省略されています」と教えられ、だか

ら「君を愛す」だけで、あなたの意図していることを相手に伝わりますと教え

られたのではないかと思います。しかし、文章では、「起承転結」が重要な意

味を有しています。主語は、あなたが述べようとしている全体像を表現してい

ます。「起承転結」とは、漢詩の構成法の一つですが、起＝はじめ、承＝受け、

転＝内容、結＝結論と物事や文章の順序・組立方のことを指しています。それ

は、「何が、何を、どのようにして、どうしたのか」を順序良く説明するに、

主語、目的語、述語を明確にしていなければ意味がありません。

２．設問の主旨を理解すること

建設部門の選択科目「道路」では、「次の６問題のうち２問題を選んで解答

せよ。ただし、2 問のうちⅠｰ 2 ｰ 1 は全ての受験者に共通の問題とし、他の１

問題はⅠ－2－2 以下から選ぶこと。」となっています。受験生には、「6 問の

うちから 2 問を選べ」の文字だけを記憶し、解答してしまっている人がいます。

Ⅰｰ 2 ｰ 1 は、必須問題であるのに。それを解答しないで失敗しています。設

問の主旨は、キチンと理解した上で解答するよにして下さい。

（１）設問内容は、「あなたの意見を述べよ」となっています。このことは、

あなた自身の意見を述べることを求めています。従って、あなたは、自信をも

って意見を述べることです。

（２）技術士にふさわしい者であることを強調するのには、技術士法第 2 条に

書かれている「高等な技術的知識と応用する能力」を有していることを発揮で

きる者であることを表現するように考えて解答することです。

（３）文章には、主語と述語で表現されています。主語は、文意を代表する言

葉です。主語のない文章は、死語です。主語と述語は、一体をなしています。

自分の主張は、主語によって表現されています。主語なくても、理解してくれ
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るだろうと言う甘い考えを捨て、文意が理解できるように主語は、大切にして

下さい。（日本人は、主語を表現しないから・・。気をつけること）

⑷ 誤字・脱字は、減点されます。（３）に述べたように、技術士は、Professional

Engineer ですので、誤字・脱字に気を付けるようにして下さい。

３．技術士第二次試験は、技術知識を問うものではない。

第一次試験は、技術者としての基本的な知識を評価するものになっています。

第二次試験は、技術士としての本質、科学技術に関する高等の専門的応用能力

について評価するものになっています。この評価は、知識レベルが高く、豊富

な知識を持った人が応用能力として発揮することができるかを評価するための

試験です。従って、高等知識とは別問題になります。この試験を受験するため

に重要なことは、問題を発見し、その問題に対処するための知恵の発揮する能

力にあると言えます。解決能力とは、問題を解決するために発揮することので

きる情報収集・活用能力、即ち経験知識が鍵になります。受験生は、出題内容

の意図を理解し、その問題についての課題を理解し、本質的な課題解決能力を

発揮することが求められていると考えることにあります。即ち、技術士第二次

試験では、技術士にふさわしい業務経験、業績が重要になります。あなたの書

いた受験願書には、そのことが記述していますよね。これらの提出資料は、口

頭試験で問われることになります。提出した資料は、コピーして保存しておく

ことも必要になります。また、自分が受験しょうとする専門分野、科目には、

経験した経歴が、要求されている経験年数に合致していることも大切になりま

す。

４．記試験の傾向分析

4.1.専門部門の必修問題（道路）

筆記試験は、択一問題である○×式の問題でなく、全て論文記述式に変更さ

れています。即ち、そこには、あなたの記述能力や本質的な分析・構築力を評

価する試験内容になっています。しかも、その試験内容は、論文記述の苦手な

技術者の増加に合伴って？記述枚数が減らされ、時間的な余裕がもたらされて

います。このことは、如何に要領良く、要求されている字数で、自分の能力を

評価して貰うかということになります。字数が減ったことは、それだけ表現能

力の良否を求められていることにもなります。そこで要求される能力は、解答

時間の増加に見合う解答の充実が求められると同時に、短文で、要領良く、ま

とめることになっています。その能力には、図表を使用した説得力の有無も評

価に大きく影響を与えることになります。何せ、この試験は、専門的な応用能

力の有無を評価する試験ですから、如何に評価点が得られるかを考えて記述し

なければなりません。



3

Ⅰ‐１ ： ６００字用紙６枚以内 ⇒ ３時間３０分Ⅱ‐１ ： ６００

字用紙３枚以内 ⇒ ２時間３０分

記述時間が大幅に増加したので、論文記述内容の充実が要求されています。

Ⅰｰ 1 「道路特定財源の見直しに関する具体策」（平成 18 年 12 月閣議決定）

においては、「道路整備に対するニーズを踏まえて、その必要性を具体的に

精査し、引き続き、重点化、効率化を進めつつ、真に必要な道路整備は計画

的に進める」とされている。このような見直しに至った背景と考えられる例

２例以上挙げその内容を記述するとともに、これらの事例を踏まえて「真に

必要な道路とは何か？」についてあなたの意見を述べよ。

そこで考えるべきことは、技術士法第２条の定義『科学技術に関する高等の

専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、

評価又は、これらに関する指導の業務を行なう者』の能力が評価基準です。

この評価基準は、以前と変ってはいません。しかも、現在の筆記試験は、次の

ようになっています。

これは、合格率に大きな変化をもたらせてくれるチャンス？かも知れません。

また、毎年、同じような問題は、出題されていません。ただし、設問の傾向と

しては、建設政策トピックス的な話題に、受験生の意見を求めています。例え

ば、平成 19 年道路部門の必修問題では、次のような設問でした。

この設問にある「道路特定財源の見直しに関する具体策」（平成 18 年 12 月

閣議決定）は、新聞やテレで報道されていた政策トピックスです。受験者は、

このような報道に留意し、自分の意見をまとめるように努めることです。

もし、その報道をキャッチしていなくても、次の文章には「道路整備に対す

るニーズを踏まえて、その必要性を具体的に精査し、引き続き、重点化、効率

化を進めつつ、真に必要な道路整備は計画的に進める」とあります。そこには、

「道路整備に対するニーズを踏まえて」とあります。「そのニーズとはどんな

ことだろう？」とは、「高速道路ネットワークは、全国的に張りめぐらされて

いるだろうか？」「災害に対しての道路は、確保されているのだろうか？」「開

かずの踏み切りが 500 ヶ所もあるというが、それで良いのだろうか？」「物質

の輸送網として、満足できる状況にあるのだろうか？」・・等と考え、それが

国民のニーズだと思いませんか？

次に「その必要性を具体的に精査し、引き続き、重点化、効率化を進めつつ、

真に必要な道路整備は計画的に進める」とあります。この言葉には、「必要性

を具体的に精査し、引き続き、重点化、効率化を進めるためにも、道路整備を

計画的に進めること示唆しています。そして、設問では、「このような見直し
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① 設問内容によっては、メリットの面とデメリットの面があります。そ

れを分析し、あなたの考え方を示し、答案を作成することは、大切な

ことです。

② そのためには、普段から受験する分野（道路関係）のニュースに関心

を抱き、理解するように努めていなければなりません。

③ 答案文は、質問の主旨に対する自分の考えを述べ、論理的に作成する

ようにします。そのためには、例えば、道路における道路の無料公開

原則」とか、無駄な道路とか、道路網の意義とか、道路特定財源とか

の意味を持つようにしてもらいたいと思っています。

④ あなたの意見は、あなたの考え方を要領よく述べることになります。

評論家や政治家の意見でなく、あなた自身の意見ですので、あなたは、

自信を持って解答することです。自信を持つということは、如何に試

験官を説得できる内容になっているかと言うことでもあります。

Ⅰ-2-1 沿道や周辺地域などと道路が一体となった美しい国土景観の形

成の観点から、公共事業の現状を踏まえ道路分野における課題を述べると

ともに、道路整備における留意事項と今後のあり方についてあなたの意見

を述べよ。

に至った背景と考えられる例、２例以上挙げその内容を記述するとともに、こ

れらの事例を踏まえて“真に必要な道路とは何か？”についてあなたの意見を

述べよ」となっています。

「道路特定財源の見直し」とは、「何を意味しているのだろうか？」と考え

れば、「国の財政問題」「日本道路公団の民営化問題」「道路無料公開の原則」・・

等が話題になっていたなぁと思いませんか？ただ、設問には、「このような見

直しに至った背景と考えられる例、２例以上挙げその内容を記述するととも

に・・」とあること、「真に必要な道路とは何か？”についてあなたの意見を

述べよ」に注目し、自分の意見を述べることになります。このように考えれば、

仮に、「道路特定財源の見直しに関する具体策」を知らなくても、普段の報道

やニュースを知っていれば、ある程度のことは、答えられることになります。

そこでは、あなた自身がある程度の知識を有していることが条件になります

が・・。ともかく、建設部門の技術者は、一般的社会の動向、国民の声等を基

にインフラ整備に貢献することを目的にし、人々の安全・安心・福祉に努める

ことを職業としていることを念頭に置きたいですね。

4.2 専門部門の選択問題（道路）

専門部門の選択問題（道路）は、次のような設問になっています。
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Ⅰ-2-3 切土のり面と盛土のり面の設計・施工に関する以下の問いに答え

よ。

⑴ のり面の設計にあたって、検討すべき基本的内容と留意事項に

ついて述べよ。

⑵ 崩壊を起こしやすいなど、特に注意の必要な事例を切土のり面

と盛土のり面について具体的にそれぞれ１例挙げ、その特徴と

対策を述べよ。

⑶ 具体の災害事例を踏まえて、防災対策上特に留意しなければな

らない内容についてあなたの意見を述べよ。

この設問は、道路が周辺地域と一体をなす国土景観を形成するために道路整備

で考えなければならない問題について、どのように対処すべきかを問うってい

ます。自分自身が普段から感じられている道路施策のあり方について、あなた

は、事例を上げて自分の意見を述べることになるでしょう。

この設問では、「道路構造に起因する道路交通渋滞」が何かを考えなければ

なりません。その上で、あなたは、一般道路及び自動車専用道路における各々

の渋滞メカニズムを考え、その問題点を述べるとともに、道路整備における留

意事項と今後のあり方について意見を述べることになります。道路渋滞は、何

故、起きているのだろうか？その原因は、一般道路及び自動車専用道路と同じ

だろうか？そのメカニズムには、どんな違いがあるのだろうか？そこには、ど

んな問題が生じているのだろうか？事故、トラブルを含めて、あなたは、検討

してください。そこには、道路技術者として考えなければならない対策案がク

ローズアップしてくると思います。

この設問では、切・盛土におけるのり面の設計・施工に関する問題です。(1)

は、設計上で考えるべき留意点を問っています。(2)では、崩壊しやすいのり面

として考えられる例を、切・盛土別に記述し、その特徴と対策を記述すること

になります。(3)では、切・盛土箇所における防災対策上の留意事項に就いて、

あなたの意見を聞いています。切・盛土工は、道路だけに限りませんが、ここ

では、自分の経験した切・盛土工を中心に記述するようになります。

Ⅰ-2-4 舗装はアスファルト舗装とセメントコンクリート舗装に大別され

るが、最近我が国の舗装を取り巻く状況を踏まえた上でそれぞれの舗装の特

徴及び課題を述べるとともに、これらを考慮して今後の舗装の計画がどうあ

るべきかについてあなたの意見を述べよ。

Ⅰ-2-2 道路構造に起因する道路交通渋滞について一般道路及び自動車専

用道路において各々の渋滞メカニズムと課題を述べるとともに、道路整備に

おける留意事項と今後のあり方についてあなたの意見を述べよ。
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Ⅰ-2-5 これまで整備されてきた多くの道路構造物について、引き続き安

全の確保等その本来の役割を果し続けるための維持管理・更新の現状と課

題を述べるとともに、今後の維持管理・更新のあり方についてあなたの意

見を述べよ

この設問では、わが国の現状を踏まえたアスファルト舗装とセメントコンクリ

ート舗装における問題としての特徴や課題を述べると共に、今後の舗装指針と

なる計画・設計・施工についてのあなたの意見を尋ねています。

この設問は、道路の維持管理上の問題です。あなたは、道路構造物としてな

にを定義しますか？そして、道路の安全性、快適性、円滑性を確保するために、

道路構造物としては、何を必要としますか？そのために必要な維持管理や補修

のあり方をどうすれば良いかを、この設問では、尋ねています。

［ポイント］

① 設問内容を分析すると、設問は、環境問題、交通渋滞問題、土工設計・施

工問題、舗装問題、維持管理問題の中から 1 題を選択することになっていま

す。

② 設問は、その問題に対するあなたの考え方、その対策に対する解決策、そ

の根拠、それに伴ってくる新たな問題、あるいは結果を見通しについて解答

を求めています。

③ これらの設問については、あなたの経験を踏まえて、自分の意見を述べる

ことに心掛け、教科書や評論家、学者の意見でないものを解答することにな

っています。あくまでも、設問は、あなたの知識を問う問題ではないと考え

て解答することです。
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① 自分が解答できる問題を選択すること。

② 自分の意見を述べること。

③ 問いからキーワードを選別すること。

④ 解答すべき論点を定め、文書構成を考えること。

どのような方向で、どのように述べるかを考えて、その主旨、自分の考

えた点、姿勢、その理由、結論と流れることを検証すること。

⑤ 問いに対して、自分の意見は、｛○○である｝と述べているかをチェッ

クすること。

Ⅱ-１ 産業構造の変化等により、人口減少傾向にある地域における社会資本

整備の課題を挙げ、厳しい財政の制約の下で、地域の活性化を図って

いくための社会資本整備のあり方について、具体策を示しあなたの意

見を述べよ。

4.3 建設一般問題

平成 20 年の設問は、下表に示す通りです。受験者は、この２問のうち、１

問を選択して答えることになります。

この設問は、「産業構造の変化等により、人口減少傾向にある地域における社

会資本整備の課題を挙げ、厳しい財政の制約の下で、地域の活性化を図ってい

くための社会資本整備のあり方について、具体策を示しあなたの意見を述べよ」

となっています。「産業構造の変化」とは、一次産業、二次産業、三次産業の

変化を指しているとすれば、一次産業が衰退し、二次・三次産業が増大してき

ていますね。一次産業の衰退に伴って農村では、過疎化が進行しています。そ

のような地域を活性化するためには、財政的に考えても、厳しい状況下におい

て、どのような社会資本整備（インフラ整備）をすれば良いかと問う問題にな

っています。このような問いに対しては、わが国の国土面積約 38 万 km
2

を如

何に有効活用するかを念頭に、食糧自給率 30～40%である現状、少子高齢化

問題などを考慮しながら答えることになると思いますが、如何でしょう。

建設産業は、国民の安全・安心を目途になる国土形成にあることを考え、ど

のようにすれば、過疎地を活性化できるかを考えなければならないと思います。
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Ⅱ-２ 我が国の技術の発展を支えてきた“団塊の世代”の多くの技術者が、

定年退職により実務の第一線から退く事態を迎えている。そのような

経験豊富な技術者の大量退職が、社会資本を整備するための技術に与

える影響と課題について多面的に述べ、それを踏まえて、今後技術を

維持継承するための方策についてあなたの意見を述べよ。

この設問は、「我が国の技術の発展を支えてきた“団塊の世代”の多くの技

術者が、定年退職により実務の第一線から退く事態を迎えている。そのような

経験豊富な技術者の大量退職が、社会資本を整備するための技術に与える影響

と課題について多面的に述べ、それを踏まえて、今後技術を維持継承するため

の方策についてあなたの意見を述べよ」となっています。“団塊の世代”と言

う言葉は、毎日のように報道されていましたね。その人たちが退職してしまっ

たら、工業立国としてのわが国は、どうなるのだろう。ここでは、「技術に与

える影響と課題について多面的に述べ」とあり、そのような状況にあって「技

術を維持継承するための方策」をどのようにすべきかについて、あなたの意見

を聞いています。このように見れば、受験者は、日々のニュースに注目しない

でいられなくなるでしょう。 以上


