
験試験問題  

9－1 土質及び基礎  （午後）  

1．答案用紙の記入について  

（1）試験問題の指示どおりに解答していない場合は，【失格】となります 
。  

（2）受験番号／問題番号／技術部門／選択科目／専門とする事項を，解答に使用した答案用紙の   

それぞれの上欄に記入して下さい。   

☆受験番号／問題番号について，未記入，誤記入又は不明確の場合は，【失格】となります。                                                 、       、：  ■∴‘▼二 、’■ ■  ▼て「－Tt．∵ ∴   ，■  
（3）答案の書き方は，」朋りとして1マス、1字とし，横書きで解答して卜さい。   

縦書きの解答は，【失格】となります 
。   

また，答案川紙の裏耐こ記載された内容は採点対象外となります。  

2．答案用紙綴りの使用について  答
案
用
紙
綴
り
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用
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つ
い
て
は
，
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試験‡、～1j接が，「答案用紙3枚以内」で「計2問題」を解答する形式の場合は，                   ’                      ・              丁ニ▼「「 ・ l l∴■ 「  －’．丁∴∴、  
以下のように  案用紙綴りを使ノ  iして下さい   

答案用紙綴りの1枚目～3枚目 で1問題を解答   

答案用紙綴りの4枚目～6枚目 で1問題を解答  

☆解答する順序の指定はありませんが，解答の書き出しを，   

答案川紙綴りの1枚巨】から及び4・枚目からとしてl、‾さい。  

☆例えば，最孜＝こ解答する問題を答案用紙2枚のみで解答した場合で史），   

次に解答する問題は，答案川紙綴りの4枚l：、！から使川して璽ごさい。  

3．試験問題冊子について  

受験申込をした選択料仁Jの問題冊子であることを確認して卜さい。  

（社）日本技術士会   



平成22年度技術士第二次試験問題〔建設部門〕   

選択科目 E9－1ヨ土質及び基礎  1時30分～5時  

Ⅰ 次の11問題のうち2問題を選んで解答せよし－（l．■‡＝題ごとに答案川紙を称えて解答問題番号   

を明記し，それぞれ㌻枚以内にまとめよし））  

Ⅰ間1 市裾地から離れた，騒．キや振動に対する制約の無い地域に渡河橘の建澱が計l画され   

ている。h肛工ほ／刷込180tl↑，全痛員＝mの3径関連統御腑吊紆であ巧，橋脚払礎は柱状  

休基礎で計画されている。肘鍵の計抑こ関して以卜の問いに答えよ。なお，解答は各‡机、   

につき1枚程度をl】′安とする〔〕   

（1）柱状体基礎は，ケーソン基イ軋 鋼管矢板基礎及び肘l■連続哩基磯に分類される。各基   

礎形式の設．汁。施L卜の特徴を述／くよ 

（2）模式脂拍）条イ叫こおいて，適川できる粧‡大体」．録基の形式を巨ナ選定し，姑礎の概略形状  

を図ホするととヰ）に，運用封l州l及び施L卜の軋翫l、（について述べよ。   

（：i）（2）で選定した基礎形式の評㈲．没計及び施し計両の、－／二案において，必要と考えられ  

る地蝦．調粟‡。．試験項l】を挙げてその内容を述べよ（1  

叩2．Om  

粘性土〟＝1～3  
岬5．5m  

J O．Om  

砂礫（玉石混り）〃＝5～20  

粘性土〟＝3～5  

…15，Om  

砂質土 〟＝13…20  

ー25．Om  

砂質土 〟≧50  

（模式図）  

監9刑1ヨ午後■け11   



Ⅰ－2 模式l如こ示すような運河に近接する川＝■rて地において，30槻宜糾一事‘き建物の建築のため，  

平面用模ニi（）1・rlX5（）】11，探さ15mの相切り出傍梯川）計画がある。山留せ耽計囲い設計。施】二  

に関して，以卜の閃いに答え（よ〔）なお，解答は各問いにつきト枚程度を】i安とする。   

（1）本条件で適川できる根切りIL溜め】二法及び山留め壁の種類をそれぞれ2種類挙げ，そ  

れぞれの特徴及び適川ヒの梓「首ノ、－、・二を述べよ（：】   

（2）本条件の根切り山村めの設計において，課題となる検討牒膵を3つ挙げ，その検．汁ノノー  

法の概要と検討に必要な地姐御査d討灘項‡†を述べよ。  

（3）GIJ仙川1、Oillの根切り段階で近接建物イ州の‥l留め壁の水、ド変伸二が施】二管〕≡l棚】二の7（）（舛，に達  

し，最終根切りでは砲＝二管理他を超えるおそれがノトじた。（】）で挙げた2種類の山留  

め】二法に対して，近接施l二の観ノ・、－、くから補助】二法等による対策】二を複数挙げ，それぞれの  

設計。施l」二の留意ノ．】、（を述べよ。〕  

（模式図）  

E9－1ヨ午後2／11   



Ⅰ－3 軟弱な粘性＝押隠上の道路磯ヒについて，以卜の問いに答えよ〔）なお，解答は各  

問いにつき1枚程度をl】安とする。   

（1．）比較的高さの低い道路盛ヒ（盛ヒ南2m程度以卜）において，兼生しやすい破鳶：とそ  

の発／い質因について述べよ（〕さらに，その対策を選定明日lととヰ）に述べよ。  

（2）感」二高：うm程度以【二〝）道路盛ヒの安定対策として，工期に余裕のない条侶′こおいて，  

＼般に避川が考えられる対策のIl‡から原理けバIrをなる軟朝地焼対策l二法を、こ津丘光卜挙げ，」二  

法の概要。昭徴，適川条件に／〕いて述べよ。   

（ニり 模式図のように住宅に近接した箇所の軟弱地場上に高さ7tm，道路幅員約25mの道  

路盛l二が計画されている。’勘端の検討により，基礎地盤を含むすべり安定が満足できな  

いことが分かっている。この現場の軟弱触焼朴策として，】闇に余裕のない条件におい  

て，あなたが適切と考える方法（複数の［J法〝）組合せも・け）を簡榊こ図示し，その選定  

川川‡，ノlど、要な地蝿訓査。細扱項勘．設計。施l二卜の留意J■、（に／）いて述べよ（つ  

（模式図）   

監9…・1ヨ午後3／1、1  



Ⅰ…4 模式l如こ示すような地層構成の敷地上に，平面寸法70】¶×90nl，平均接地圧   

201くN／1112の：糾一毒たを建設「）‾る．汁画がある。当机（；ユノ仙∴iニ3．01¶以探に堆積する砂礫を先端   

支持層とする支特杭基礎を採川する計l面であったが，基礎の合理化を求められている－〕基  

礎の計画＝こ関して，以下の問いに答えよ。なお，解答は各問いにつきL5枚松度を】1安と   

する。   

（1）地層構成は，敷地周辺の枕往の地盤朋／査結果であることから，当敷地内の地盤調査計   

画を立案する。支持杭に柑らない基礎の採川の‖丁否を判断するための検討〕羊＝≡】を示し，   

それらの検討を行う」：で必一要な地盤情批 その情報を得るために必要な地盤調査・試験  

項l＝7〕内容を述べよ。）   

（2）地盤調査結果を踏まえて改めて検討を行った結果，支持杭に頼らない基礎形式の採川   

が叶経との結論を得たとする。具体的な基礎形式を卜つ挙げ，採川叶能の紙鋸こ至った  

判断明川lについて述べよ。  

粘土 〟＝1～2  

ー18．Om  

粘土質シルト 〟＝2…3  
一25．Ol¶  

シルト 〟＝4…7  

一33．Ol¶  

砂礫 〟≧50  

（模式図）  

【9…1】午後4／11   



‡…5 ヒのノ上告軋験と地場の挙動の関係に／、〕いて，以卜の問いに答えよ。，なお，解答は各   

l川いに／）き1枚程度を＝′友とする。   

（1）試験に供する土償の違いを踏まえて，非圧密非排水（しノしり。圧密非排水（CしJ）。圧  

密排水（（．二Ⅰ））の3村撒押）上の 二．・紬圧縮蘭凋沌」F果の利川ノノ■法を述べよ（、   

（2）繰返し非排水 州l試験を砂地脱の油状化相性を評価するた捌こ油川する場合の試験方  

法の概・則こついて甘試体の準備。試験手順や観ノ、－、（から述べよ（）また，その試験結果の利  

jlリノ▲法に／〕いて述べよ（、  

（封 模式医＝こ示すような地根で，点線で示すような大規模な掘削をする場合の掘削底面地  

脱の変形とせん断強さの変化を卜の力′、締・ヒ験によって㌢測する方法を述べよ。また，予  

想される底面地賑の変形とせん断強さの変化に／〕いて，出川■■闇遇を考慮して．批明せよ。  

130m程度  

GLlrrOm 

＼、∴t輿…m鵬～～鵬………－′  

沖積粘性土 〟ニ’l～4  

（正規圧密粘土）  

ー30m  

泥岩  〟＝＞50  

（模式図）  

E9－1】午後5／11   



Ⅰ－6 杭の支持力に／ついて以卜の問いに答えよぐ、なお，佃答は各問いに／〕きト枚程度を1】  

安とする（ 

（1）一般的に，杭の紬Ijl二支持力は先端支持力と周而摩擦力の抑ぐ表現され，先拙文持力度   

と周両津勘案ノ」度の算定ソ沌畑封鉦十方決別に設定されている。砂質1二の場合について，そ  

れぞれの算定方法の考え方を搬l二方法別に説明せよ 

（2）模コニじi冥‡の地盤を想定し，（；1ノ・50111以深の砂礫層を支持層とする場所打ち杭（杭径   

l．2nl程度）の杭動こおける鉛直荷し区と沈下量明lちり係を示す曲線を模′－二Cl′畑こ描け。さら   

に，先端支持力と周而摩擦力が杭頭の沈下に応じて発揮される様」′一を示す1抽線を図中に   

加え、て，それぞれの特徴と考え方を説明せよ。   

（ニミ）（2）の場所打ち杭をアーースドリル］二法で施l二〉す‾る場合に想定される地上L上の′不具合   

を：iつ以1二挙げ，それぞれの杭蔓■‖！一質。性能への影響と対処方法を述べよ。  

G/-9-0m 

哩土  ▽  

粘土  脾1～3  
」3m  

砂質土 〟＝10柑20  
ー18m  

砂質シルト脾3瑚5  

h30m  

粘土  〟＝8～10  

【50m  

砂礫 〟≧50   

（模式図）  

E9－1ヨ午後6／11   



Ⅰ－7 平坦なrF丁街地において開削〉【二法による道路トンネル（幅16m，高さ15m，延長   

900汀1）を建設する計画がある。周辺地域には井戸が存硝ミするく，トンネル本体及びr二留め   

壁の設計。施二l二に関して，以下の問いに答えよ。なお，解答は各問いにつき1枚程度を目  

安とする。  

（1）開削トンネルの設計において，トンネル本体の浮きトニがりに対する安定性に関する▲  

般的な照査方法について説明し，照査に必要な地根調査。詩・℃験項目を挙げよ。   

（2）模式図の条件のもと，ソイルセメント地rll1連続壁二1二法による土留め壁を計画する場合，  

施二［二時及び完成後における周辺地下水に対する留意点をそれぞれVlつ以Ⅰ二挙げ，留意す  

べき内容とその対策を述べよ。  

（3）（2）の土留め壁を第2粘昭」二層まで根入れさせて施二Ⅰ二した後，掘削前に揚水試験を  

行ったところ，計画された揚水鼓の封倍の揚水量になった。考えられる原因を複数挙げ，  

それらの凧大lについての検討方法と対応策について述べよ。  

Jm  ．獅、  欄、  

第1砂  

〕m  

16m  

第2砂  

Om  

15m  第1粘  

30m 

第3砂  
Om  

Om  
第4砂   

盛土 〃＝2   

質土層 〟＝5～10  

質土層 〟＝20～30  

性土層 〟＝5～15   

砂礫層 〟＞50  

質土層 〟＞50   

第2粘性土層 〟＝20   

質土層 〟＞50  

（模式図）  

【9闘1】午後7／11   



Ⅰ血8 都l「榊川（振込河道）において，大規模地震（レベル2地震動）が作」1】］した時の湛  

岸の耐震対策の必要性を判断するため，護岸に対する耐震性能照査の実施が計附されてい   

る。模式図は対象区間のある箇所の状況を示したものである。このような状況のもと，以   

卜の問いに答えよく〕なお，解答は各問いにつき1枚程度を目安とする。   

（’1）模式図に示す河川の地震による被害形態を被割釧莫に着目して複数挙げ，それぞれ   

の被害発生原暦1を説明せよ。また，これらの被ノ害発生の有無や被害規模を検討するた  

めに必要な地盤調査・試験項目を挙げ，調査・試験結果の利用目的を説明せよ。   

（2）模式医＝こ示す河川の耐震安定照押）評価に適用可能と考えられる検討手法を複数挙げ，  

その矧】】及び各検討手法の特徴や検討実施に当たっての留意点を述べよ。   

（㌻）調査・検討の結果，模式図に示すⅠうs層の一部とAsl．，As2層が大規模地震で液状化   

することが判明した。この状況において，あなたが最適と考える耐震対策工を簡†単に   

図示し， その選定に至った判断矧圭‡及び耐震対策．、1二の設計・施二】二たの留意点を述べよ。  

TP－3．Om  

Acl  

（模式図）  

【9－1】午後8／11   



Ⅰ－9 模式l削こ示すような水深が－1、Om程度のしE規庄線状態の粘性トニ地盤l二に縦断延長  

がこう，0001Tlの緩傾斜護岸（築堤及び雌＼1／二て）の計耐がある。安定の確保及び供川開始後の   

l二部二王ニブロック天端の残留沈下量を許容範囲内に収めるために，地盤対策としてサンドド  

レ一山ンー二法を施すこととした。ただし，施1二【二の制約からサンドドレ、一一－ンの打設は【25   

mまでしかできない。これらの状況を踏まえて以卜の問いに答えよ。なお，解答は各日肌、   

につき1枚程度を目安とする。   

（二1）築堤（盛砂，捨石，上部Ⅰニブロック）し背後の明日1rてを完j′するまでの．役計に必要な   

地盤情袖について述べよ。また，サンドドレーンl二法の原理と護片け）設計手順について  

述べよ。   

（2）サンドドレーンを施二［二した彼の築堤，背後の埋＼一とて過程において実施する動態観測及   

び調査について，必要と考えられる計測項目とその利用法について述べよ。   

（3）上記の動態観測及び調査の結果から，設計時に予測した地槻対策効果の発現が遅れて  

いることが護岸の築堤中に明らかになった。考えられる理≠と対処方法について述べよ。  

上部エブロック  

正規圧密粘性土  

ー30m  

砂礫  

（模式図）  

E9鵬1ヨ午後9／11   



Ⅰ－10 道路の切土法面について以卜のl閃いに答えよ。解答は問い（1）については2枚   

程度，問い（2）については1枚程度を目安とする。   

（1）恥土によって崩壊が発生しやすい地盤には，（a）浸食に弱い土質， （b）同紙度の低   

い二＝抄や強風化斜軋（c）風化が速い岩∴（d）割れ‡三Jの多い乱（e）割れl】が流れ   

盤となる場合がある。（a）～（e）のそれぞれについて，代表的土質名又は岩石名，   

地山を切士二する場合において想定される崩壊形態，安定に関する地盤調査。試験項目を  

述べよ。   

（2）供月川1道路の切土法面において，模式区＝こ示すような崩壊が発生した。現地条件は図   

中に示すとおりである。あなたが適切と考える法面復旧対策－1二を1つ挙げ，図を用いて   

概要を説明し，選定した埋傭及び施二J∴j二の留意点を述べよ。  

用地境界  

【現地条件】   

①部分的に土砂化していた軟岩が，雨により高さ約14m，幅約20m，深さ約2m  

の規模で崩壊した。   

（∋当該箇所は地すべり地形ではない。また，崩壊部以外の法面や小段に変状は見  

られない。   

③道路中心，道路幅員，縦断線形及び用地境界は変更できない。   

④復旧対策工事中は，市道閉鎖は可能であるが幹線道路は閉鎖できない。  

（模式図）  

【9－1】午後10／11   



Ⅰ－11’Frr街地周辺部の、憂え坦他において橋長二120mのこう径r～～一j連続鋼鉄桁橋（径間割こう＠40   

m，l幅員こ12m）が計画されている。そこ で，模式剛こ示す橋台を杭基礎で検討している。   

ただし ，背耐盛土は橋台構築後の施、1二を予定し，周辺状況から杭の打撃二1二法の採用や地  

盤改良の対策は選択できない条件である。これらを踏まえ以下の問いに答えよ。なお，  

解答は各問いにつき1枚程度を【ノ‡l安とする。   

（l）GIノ【15mの砂礫層を支持層とする杭去封建を計画再‾る場合，杭基礎の設計に必要な検   

討項目を3つ以上挙げ，各々について内容を説明せよ。また，検討に必要な地盤調査・   

試験項目と調査日的を述べよく）   

（2）（1）において，適合すると考えられる杭稚及び施】ニ方法を複数挙げ，各々について   

設計・施．1二上〝）特徴を述べよ。   

（こi）地盤調査の結兇，〔11．【【15mの砂礫層に不陸があり支持層としての膳＝辛が確保できな   

いことが判明した。（ユⅠノ…仙20mの砂礫層を支持層とする杭基礎を計耐する場合，あなた   

が最ヰ）適切と考える杭稀及び施ニー二方法を選定し，その矧＝l＝lについて設計・施l」二の課題  

及び対応策の観点から説明せよ。  

頂「「「  

盛土高   

GL鵬3m  

GL士Om  
▽地下水位 G  

砂質土 N＝2～5  

粘性土 N＝2～5  

－15m  

砂礫 Ⅳ＝30～35  

（最大れき径90mm）  ー18m  

粘性土 N＝5～10  
－20m  

砂礫 N＝40以上  

（模式図）  
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