
技術士第三ニン欠試験 試験問題

16情報工学部門 (午後)

選択科目

16-1 コンピユータエ学

ソフトウェアエ学

1～ 2

3-6

7-8

9-10

16-2

16--3

16-4

情報システム・データエ学

情報ネットワーク

注意事項
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。〔※ 問題番号には,設間番号を含む。〕

☆

(3)

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 _主主。

答案の書き方は,原則として 1マス 1字とし,横書きで解答して下さい。

縦書きの解答は,【失格】となります。

また,答案用紙の裏面に記載された内容は採′点対象外となります。

2.試験問題冊子について

(1)受験申込をした技術部門の問題冊子であることを確認 して下さい。

(2)技術部門内の全ての選択科 目の問題が印刷 されています。

(3)受験申込をした選択科 目の問題を解答 して下さい。

(社)日本技術士会



平成22年度技術士第二次試験問題 〔情報工学部門〕

選択科目 【16-1】 コンピュータエ学                    1時 30分～5時

I 次の 2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

I-1 次の 4つの設間の うち 3設間を選んで解答せよ。 (解 答設間番号を明記 し,設問ご

とに答案用紙を替えて,それぞれ 1枚以内にまとめよ。)

I-1-1 多重割 り込みの 目的 と仕組みについて説明 し,あ なたが想定 したRTOS

(Real Time OS)で の多重割 り込み時の状態遷移を説明せよ。また,多重割 り込み処

理を実装するためには,ハー ドウェアとソフ トウエアを トレー ドオフしながら設計する

必要がある。設計するに当た り,ハー ドウェア及びソフ トウェア各々の留意点を簡潔に

述べよ。

I-1-2 自動認識技術のRFID(Radio Frequency ldentification),バーコー ド,

2次元コー ド,指紋認証,静脈認証の 5つ の中からRFIDを 含め, 3つ を挙げその原理

と応用例を述べよ。また,RFIDの 現時点での課題も述べよ。

I-1-3 入出力装置,例 えば,磁気ディスクなどへのアクセスは,一般的にある一定

の時間を必要とするために,頻繁なアクセスを必要とする処理では性能上のボ トルネッ

クとなる可能性がある。そこで, ソフ トウエアによる工夫でボ トルネックの回避が行わ

れている。次の問いに答えよ。

(1)ブロッキング (blocking),バ ッファリング (buffering)に よるボ トルネックの回

避技法の要点を各々簡潔に説明せよ。

(2)磁気ディスクなどへの入出力用キャッシング (caching)に よるボ トルネックの回

避技法の要点を簡潔に説明した後に,こ の技法におけるソフ トウェア上の技術的課題

を述べ,そ の解決策に関して説明せよ。

I-1-4 次の 2つの問いの うち 1つを選んで答えよ。

(1)隠れマルコフモデルの概要を述べよ。次に 1つの応用例を挙げて説明し,そ の応用

例の長所と短所を説明せよ。

(2)文字列から自然な音声を合成する方法を 1つ挙げて概要を説明し,そ の長所 と短所

を述べよ。

-1-

【16-1】 午後 1/2



-2 次の 2設間の うち 1設間を選んで解答せよ。 (答案用紙を替えて解答設間番号を明

記 し, 3枚以内にまとめよ。)

I-2-1 高性能なマイクロプロセ ッサ (micrOprocessor)を 実現するマルチコア

(multiple core)に 関して次の (1)～ (3)の問いに答えよ。ただし,(1)と (2)の解

答を合わせて答案用紙 1枚以内とし,(3)は答案用紙 2枚以内とする。

(1)マルチコアの目的,構成,利点,欠点を簡潔に説明せよ。

(2)マルチコアを有効に活用するためには制御プログラムとしてどのような機能を備え

る必要があるか簡潔に説明せよ。

(3)マルチコアが適 していると思われるコンピュータの利用形態を想定し,そ の概略を

図と文章を用いて説明せよ。その後,上記の (1)に 関連 させて, どの部分がマルチコ

アに適 しているのか,そ の理由を説明せよ。最後に, この利用形態において,上記の

(2)で説明した制御プログラムの機能との関係を説明せよ。

I-2-2 A社 では,IP電話機 を開発す ることになった。ハー ドウェアは,SOC

(System On a chip)を 採用 し, ソフ トウェアは,市販品のRTOS(Real Time OS)

やLinux等の組み込み系OSを採用することを検討 している。あなたが設計を担当する

場合に,次の (1)～ (3)の問いに答えよ。ただし,(1)は答案用紙 1枚以内とし,(2)

と(3)については,ど ちらか 1つの問いを選択 し,答案用紙 2枚以内に答えよ。

(1)SOCの 概要を述べよ。また,そ の長所 と短所も述べよ。IP電話機の機能 として設

定値や各種 ログを循環 リンクリス ト (circular linked list)の データ構造 として不

揮発性メモ リヘ記憶する必要がある。その際,フ ラッシュメモ リ以外のメモ リを採用

することにした。それはどのような理由が考えられるか説明し, どのようなメモ リを

採用すべきかを技術的観点から述べよ。

(2)市販 されているRTOSやLinux等の組み込み系OSを採用する場合に,そ の目的と

採用の選択基準について述べよ。また,通信機能部の開発については,IP電話機に

関連 して重要視すべき検討事項について述べよ。

(3)A社では,次のステップとして当該端末を複数台接続する多地点音声会議用のMCU

(Multipoint Communication Unit)を 開発 す る こ とにな った。 VoIP(Voice Over

lnternet Protocol)で 用 い られ る音 声 CODECに つ い て説 明せ よ。 ま た ,MCUで

の音声CODECは , どのように処理されるかを説明せよ。その際, どのような課題が

あるかを述べ,そ の解決策を述べよ。なお,解決策として仕様を限定してよい。
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平成22年度技術士第二次試験問題 〔情報工学部門〕

選択科目 【16-2】 ソフトウエアエ学                    1時 30分～5時

I 次の 2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

I-1 次の 4設間の うち 3設間を選んで解答せよ。 (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。)

I-1-1 アジヤイル型開発 といわれる開発プロセスにおいて実践される活動 (プ ラク

ティス)に関して,要求,設計,実装,テ ス ト, リリースの工程の中から3つの工程を

選び,そ の工程で活用される具体的なプラクティスを挙げ,それぞれの特徴 とともにソ

フ トウェア開発への効果について論ぜよ。

I-1-2 オブジェク ト指向,CORBA,Webサ ービス,コ ンポーネン トに基づく設計 ,

SOAの 中から3つ を選び,それぞれの特徴とともに技術的な進化の過程を論ぜよ。

I-1-3 ホワイ トボックステス トにおける網羅性 (カ バレッジ)に関して,命令網羅

(CO),分岐網羅 (Cl),条件網羅 (C2),分岐/条件網羅,複数条件網羅の中から

3つ を選び,それぞれに対して以下の問いに答えよ。

(1)内容を説明せよ。

(2)網羅を説明するためのプログラムとテス トデータを示せ。

I-1-4 ソフ トウエア保守に関して,適応保守,是正保守,緊急保守,完全化保守 ,

予防保守の中から3つ を選び,それぞれに対 して内容 とソフ トウェアの運用に対する影

響を論ぜよ。

I-2 次は,あ る航空会社の利用者に関して国内航空券の予約から搭乗までの手続きを説

明したものである。以下の (1)及 び (2)の 問いに答えよ。 (答案用紙を替えて問題番号を

明記 し, 3枚以内にまとめよ。)

なお,航空旅客に関する実際の内容 との差異については考察の対象外とする。ただし,

論ずるにあたつて手続き等に関し仮定が必要な場合は明記すること。
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ある航空会社では,航空券の予約は旅行会社窓口及びインターネ ットの両者で可能

である。予約にあたって,搭乗を希望する航空便を指定 し,空席があれば座席の指定

が可能である。支払いを行い,航空券を受け取る (注 1)。 なお,当 該航空便に空席がな

い場合は,別 の便に変更するか,ま たは,搭乗 (旅行)自 体を中止する。

当日,搭乗のために空港の自動チェックイン機又は航空会社カウンタでチェックイ

ンする。座席を予約 していない場合は,座席を指定しチェックインする。

なお,出発当日,予約 した便を変更することが可能である。変更の航空便に空席が

ある場合は座席を指定 し,差額を清算 し航空券を交換する。空席がない場合は空席待

ちとなり,空席待ち番号を受け取 り,購入済みの航空券と新 しい航空券 との差額を清

算 し航空券を交換する。航空券交換後,チェックインする。

チェックイン前までに搭乗 (旅行)自 体を中止することもできる。この場合は払い

戻 しの清算を行い,航空券を返却する。

チェックインの後,保安検査ゲー トを通過する。保安検査ゲー トで異常があった場

合は対策 (注 2)を とり、再び検査を受ける。問題ないと確認 されたところで検査合格

となる。

保安検査の後,座席が既に指定されている利用者は搭乗ゲー トで搭乗案内を待つ。

搭乗案内の後,搭乗ゲー トで搭乗券を受け取る。これで搭乗が完了する。

なお,空席待ちの利用者は,希望の航空便で空席待ち番号に相当する空席ができた

ところで,座席が決まる。この利用者も,搭乗ゲー トで搭乗券を受け取 り,搭乗が完

了する。空席ができない場合は,払い戻 しの清算を行い,航空券を返却する。

(注 1)航空券は旅行会社窓口で受け取る場合やメール等で印刷可能なものを電子的に受け取る場合

などがあるが特に区別 しない。

(注 2)こ こでの対策 とは,具体的には金属物の取 り出しなどの利用者の対策を指す。

(1)上記の手続きをフローチャー ト又はアクティビテ ィ図で表せ。 フローチャー トにつ

いては 」IS,ア クテ ィビテ ィ図についてはUMLに 準拠す ることとす るが,必要に応

じて凡例を示せ。なお,次頁の図 1に部分的なアクテ ィビティ図を示 している。

(2)上記の手続きに関 して,次頁の図 2に示す利用者の状態図を完成 させ よ。なお,図

2の凡例に示す表記以外のものを使 う場合はその説明を記せ。
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[異常あり]

図 1 アクティビティ図 (部分 )

● ◎

航空券所持

搭乗待ち

凡例

開始状態

終了状態

状態

イベント[ガード条件]ノアクション 遷 移

(た だし,遷移のガー ド条件 とアクションはオプション)

●

◎

図 2 利用者の状態図 (部分)
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【余白頁】
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平成22年度技術士第二次試験問題 〔情報工学部門〕

選択科目 【16-3】 情報システム・データエ学 1時 30分～5時

I 次の 2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

I-1 次の 4設間の うち 3設間を選んで解答せよ。 (設 問ごとに答案用紙を替えて解答設

間番号を明記 し,それぞれ 1枚以内にまとめよ。)

I-1-l Digital Signageと は何かを述べ,そ のメリットを 2つ述べよ。 さらに,普

及に向けての課題を 2つ挙げよ。

I-1-2 概念データモデ リング手法の一種である実体関連モデル (ERM)に 関する

以下の (1)～ (4)の事項のうち, 3つ を選択 し,それぞれについて説明せよ。なお,選

択 した事項の番号をそれぞれの書き出し (行頭)に明記すること。

(1)実体型がもつ属性集合 と関連型がもつ属性集合のモデ リング上での意味の相違点

(2)3項関連において関連の結合度 (Cardinality)が示す意味

(3)実体型に多値属性 と単値属性が混在するときのモデル化の方法

(4)弱実体型を代表的な論理モデルである関係データモデルヘマッピングする方法

I-1-3 クラウドコンピューティング (public cloud computing)を 導入するメリ

ットをユーザの規模を意識 して説明せよ。 さらに,事業継続計画 (BCP:Business

Continuity Plan),「情報の安全保障」及び 「ユーザの技術力」の観点から,ク ラウド

コンピューティングのデメリット (リ スク)を挙げ,そ の対応策をユーザの立場と, 日

・本にクラウドコンピューティング基盤 (データセンター)を構築する立場から論ぜよ。

I-1-4 経済産業省が策定 した 「システム監査基準J(平成 16年 10月 8日 改訂)の前

文では,「 システム監査は,組織体の情報システムにまつわるリスクに対するコン トロ

ールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段 となる。」と記述

されている。「組織体が情報システムにまつわるリスクに対するコン トロールを適切に

整備・運用する目的」を4つ記述せよ。
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I-2 企業における情報システムのセキュリティを確保するためには組織的な取組,物理

的セキュリティ,情報システムの開発・保守,情報システムにおけるアクセス制御,情報

システム及び通信ネットワークの運用管理,事故発生後の対応など,多面的な対策が必要

となる。情報システムのセキュリティを確保する情報工学部門の技術士を想定し,そ の立

場から以下の (1)及 び (2)の 問いに答えよ。 (答案用紙を替えて問題番号を明記 し,それ

ぞれ指定の枚数以内にまとめよ。)

(1)あ なたの企業又は顧客の企業における情報システムを例に,問題文の冒頭に挙げられ

ている観点を参考に,と るべき対策を論ぜよ。 (答案用紙 2枚以内に記述せよ。)

(2)対策の実施には相応のコス トがかかり,利用部門にとつては業務上の利便性が損なわ

れる結果になる事態も想定される。対策を進めるにあた り,経営層や利用部門など,関

係者からの理解を得るための方策を論ぜよ。 (答案用紙 1枚以内に記述せよ。)
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平成22年度技術士第二次試験問題 〔情報工学部門〕

選択科目 【16-4】 情報ネットワーク 1時 30分～5時

し

次の 2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

-1 次の 4設間の うち 3設間を選んで解答せよ。 (設 問ごとに答案用紙を替えて解答設

間番号を明記 し,それぞれ 1枚以内にまとめよ。)

I-1-l Gumblar型 攻撃について,Webサイ トからクライアン トに至る一連のマル

ウェア融 のプロセスを説明せよ。また,被害を受けない
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;IEEE802.lag)に ついて,背景や経緯を踏まえて説明せよ。

I-1-4 統合脅威管理 (UTM:Unified Threat Management,以 下,UTMと い
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-2 次の 2設間の うち 1設問を選んで解答せよ。 (答 案用紙を替えて解答設間番号を明

記し, 3枚以内にまとめよ。)

I-2-l A社 は映像ス トリー ミングをベースにしたWebサービスを開発・提供 して

いる。同サービスは広告収入をベースに,一部コンテンツをプレミアム会員向けに有料

提供 している。サービスメニューの充実や利便性の向上に努めた結果,ア クセス数は順

調に伸びてきた。それに伴い数ヶ月前から深夜 21:00～ 01:00の 最瀕時間帯において ,

遅延やタイムアウトなどの品質上の問題の発生が無視できなくなりつつあり,コ ンテン

ツ提供用のサーバやインターネット接続回線の増速など追加投資の検討を始めた。一方 ,

アクセス数の伸びに応 じて広告収入及び有料コンテンツ収入も伸びてはいるものの,両

者は必ず しも比例 しておらず,単純にアクセス数の増加に比例 して追加投資をすると利

益率の悪化が懸念される。A社から何か うまい技術的方策がないかどうか相談を受けた

ことを想定し,A社に対 して技術士としての見地からア ドバイスできることについて下

記の観点から論ぜよ。

(1)品質上の問題が発生 している技術的要因について分析せよ。 (答案用紙 1枚 )

(2)上記分析に基づき,想定しうる対応策を複数挙げ,それぞれの得失や組合せの可能

性などについて論 じた上で,A社 に対する技術士としてのア ドバイスを述べよ。 (答

期 紙 2褥   tirrl )プ
リ  石

・
   ギ

I-2-2 A社 は,全国10カ 所に拠点をもつ年商2,000億 円の製造業である。情報シ

ステムに関する事業継続性強化を進めてお り,次年度予算に,あ る社内システムの災害

対策システム整備を盛 り込むことにした。この社内システムのサーバ (以 下,本番サー

バとい う)は,本社 ビルのサーバ室に設置されてお り,災害対策システムのサーバ (以

下,災害対策サーバ とい う)は別のA社拠点に設置される。本番サーバは,A社の拠点

に設置された1,000台 のPCか らイン トラネット経由でアクセスされる。事業継続計画

では,本社 ビルが被災した場合,48時間以内に災害対策サーバを稼働 させ,被災 して

いない拠点から利用する計画である。情報工学の技術士であるあなたは,A社の情報シ

ステム部から災害対策システムの提案を依頼された。

(1)提案のために,事前にA社から入手すべき情報 (ヒ アリング項 目)を述べよ。 (答

案用紙 1枚 )

(2)災害発生から業務システムの再開までに必要となる,情報システムに関する作業を

述べよ。 (答案用紙 1枚 )

(3)(2)で 述べた作業の前提 となるネ ットワークの切 り替え方式を複数挙げ,そ の技

術的内容を論 じ,A社から見た得失を比較せよ。 (答案用紙 1枚 )

-10-

【16-4】 午後 2/2

佐武良祐
四角形

佐武良祐
四角形

佐武良祐
四角形

佐武良祐
四角形

佐武良祐
四角形


