
平成23年度技術士第二次試験 試験問題

16情報工学部門 (午後)

選択科目 頁

16-1 コンピユータエ学 1～ 2

16-2 ソフ トウェアエ学 3ハψ 6

16-3 情報システム・データエ学 7ハΨ 8

16-4 情報ネットワーク 9～ 11

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,設問番号を含む。〕

☆ 受験番号/問題番号※にろぃて,未記入,誤記入又は不明確の場合は,【失格】となります。

(3)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′煮対象外となります。

2.試験問題冊手について

(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。

公益社団法人 日本技術士会



平1成23年度技術士第二次試験問題|〔情報工学部門〕

選択科目 【16-1】 コンピユータエ学                 。 1時 301分～5時

I 次の2門題 (1-1, 1-2)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。 (設問ごとに答案用紙を替えて解

答1設間番号を明記し―ォそれぞれ 1独黙血にまとめよ。)

I-1-1 仮想化機構により1台の物理的コンピュータで複数の論理的なコンピュータ

を稼働させる方法が実用化されている。次の問いに答えよ。

(1)仮想化機構の原理を簡潔に説明せよ。

(2)仮想化による情報システムのサーバが実現されているが,その目的,利点:及び技

術的に注意すべき点などを説明せよ。

I-1-2 画像に関|す る次の問いに答えよ―。

(1)BMP(Microsort window,B■map rhage)フ アイル内の主要 となる情報を

4種類挙げ,説明せよ.9

(2)GIF(Graplhic lnterchango For]mat),JPEG (」 oint Photographic Ettperts

Gro,p),PNG(Portable Network Graphic8)の 申か ら 2つを選 択 し,各 々 の

特徴を説明せよ―。

I-1二 3 半導体式加速度センサーに関する.次の問いに答えよ。

(1)MEMS仙 髄ro ElectFO.Med的咆ical Systems)に ついて説明
―
せよ。

(2)MEⅣLSを応用 したセンサーか ら2方式―を選択し,各々の原理―,特徴,精度を説明

―
せよ。         ,主

(3)MEMSを応用したセンサーの適用夕lJを述べよ。

I-1-4 人工知能分野の機械学習技術を応用した迷惑メールの自動族り分けシステム

について1次のFH日 いに答えよ。

(1)単純ベイズ分類器を用いた迷惑メールの自1動振り分けシステムについて,その概要

を説明
―せよ。

(2).上記のシステムと,送信アドレスのブラッタリストに―よる振り分け方式―とを比べて
―

利点と久点を述べよ。

― ■ ―

【16-J】 年後 1/2



I-2 次の2設問のうち 1設問を選んで解答せよ。 (答案用紙を替えて解答設問番号を

明記し, 3抜以内にまとめよ。)

I-2-1 あなたが民生用のPC(Personal COmputer)の マザーボー ドと同等のマザ

ーボー ドを用いて産業用の製品を開発する場合を想定 し,次の問いに答えよ。ただし,

(1)は答案用紙 1枚以内とし,(2)と (3)の解答は合わせて答案用紙 2独以内と

する。

(1)民生用PCに採用されているPC/AT互換機などのマザーボー ドの構成要素を 5つ以

上挙げ,それらをブロック図として示せ。また,各々のブロンクの機能を説明せよ。

(2)想定した産業用製品の概要及び目標とする項目を具体的に説明せよ。

(3)上記の産業用製品にPC/AT互換機などのマザーボー ドを使用する際,民生用マザ

ーボー ドにおける課題を示し,その課題解決策をハー ドウェア,ソ フトウェアの視点

から述べよ。なお,解決策として筐体に関する解答を含ませてもよい。

I-2-2 ひとり暮 らしの老人の見守 リサービスの一環 として,浴室での事故に対応す

るシステムを作 りたい。前提条件 として,浴室内に設置 したセンサーのデータから,転

倒や長時間動きがないなどの異常を中継器が自動的に検出して,警備センターにおいて

警告を発 し,警備員が音声回線での呼びかけや現場に向か うなどの対応措置を取るもの

とする。また,浴室の壁には配線等の穴を開けないこととし,浴室内外の通信 (数メー

トル以内)は無線で行 う。以下の問いについて,(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)上記の前提条件を考慮 した上で,どのようなセンサーが適 しているか挙げ,その機

能を説明せよ。ただし,防水 。結露対策については考慮 しなくてよいものとする。

(2)浴室内外の無線通信方式について,適 しているものを 3種類挙げ,そ の特徴を説明

せよ。

(3)上記の異常を自動検出するシステムについて,その構成図を描き,動作を説明せよ。

ただし,警備センターからの音声回線については考慮 しなくてよいものとする。

-2-
【16-1】 午後 2/2



平成23年度技術士第二次試験問題 〔情報工学部門J

選択科目【16-2】 ソフトウエアエ学                。   1時 130分～5時

I 次の2問題 (I-1, 1-!2)について解答せよ―。

「
-1 次の4設間のう支写芳

PH司

争|ん
で

蟹ξ三十

°(設間ごとlこ答案用紙を替えて解答設

間番号を明記し,それぞれ五数必血にまと

Iく 11呵  システム開発プロ
ー
ジェク

スク (脅威〉が想定されるならば,

下の (1),(2)の 問いに答えよ。

ク ト計画―などへの織 り

受容の 分類できる。以

を与えるリ

,紺策の考

回避i転嫁 ,

という観点か

牛

洛

オじ
ｌ

ｄ

ｒ
ｔ

(1) 妥容の定義を述べよ|。

2)リ スク管理が必要な具体的なシステム開発プロジェタトのケllと ,想定すべきリスタ

鮮か等 を記述せよさまた,情報工学の技術士の立場から,4つの対策の具体例をそれぞれ述

I令 2ル トゥェ製 品ゆ開発では,あ らかじ琳 質の綿 きれ紛 勒 郭 利用

するごとは,対象とする製品の品質の安定化i生産性の向上ュ開発)― ドタイムの短縮

に有効であるといわれている。以下の (■ ),(2)の聞いに答えよ。

(1七

再愁野将伝斌稔を重F監象2属愁母去こ;と残脅と|≧Rこ]用

が第。これら2

(2)1再利用の対象として代表的なものに,ノースコード,コ ンポーネント,フ レ‐ムフ

―夕,プ
ー
ロダクトラインなどがある。この中から―,再利用の を2つ選び,選択し

た対象を明記し|た うえで,両者を, 軽∋iO
ら比較することで,それぞれの特徴を述べよ。

ヾ郭

〒
｀

寃

攀

-3-
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I-1-3 オブジェク ト指向技術について,(1),(2)の 問いに答えよ。

(1)以下の技術を説明せよ。                3

① 継承 (inheritance)

② 動的結合 (dynamic binding)

③ 多相性 (polymorphish)

(2)オブジェク ト指向技術を用いた場合,テ ス トが困難になったり,あ るいは容易にな

ったりする。継承,多相性の技術について,テス トが困難になる理由,又は容易にな

る理由をそれぞれ述べよ。

II('1-4 ソフトウェアにおけるさまざまなサ陛質を計測するために多くのメトリクスが
提案され,利用されてきている。それらの一部を以下に示す。

これ らの中から任意の 3つ を選び,それぞれについて (1),(2)の 問いに答えよ。

(1)何を計測するメ トリクスか。

(2)そ の値が大きいとい うことは,どのような意味をもつか。

-4-

凝集度,ク Rぅレ数,サイクロマティック数,バぞ密度,

＼

Halsteadの Software Science,フ ァンクションポイン ト

【16-2】 午後2/4



正-2 以下は,あ るアパ レルメーカーの顧客管理サービスに関するシステムヘの要求の一

部である。

アパ レルメーカーであるA社は , 大 名屯庭,篭為 の 4都市に新規に出店

することにした。新規出店に際して,購入 した客に会員カー ドを発行 し,カ ー ドによ

る顧客管理 と顧客サービスを行 うことにした。顧客サービスとして,客の購入額に応

じたポイン トを付与 し,ポイン トが一定数に達すると,店舗内で買い物ができる商品

券を贈呈する。システムの稼働は出店と同時で2012年 全月 上_口 である。

店舗にて2,000円 以上の商品を購入した客に対して,新規入会を勧め,同意した客

にカー ドを発行する。カー ドは申し込みと同時にその場で発行する。新規入会した客

は一般会員となり,購入金額に応じてポイントが付与される。一般会員
【求浄 .さ

れる

ポイン トは,2,000円 につき 1ポイントである。保有するポイントが50ポイントに達

する毎に,5,000円 の商品券をその場で客に渡す。その際,客の保有するポイン トか

ら50ポイン トを差 し引く。

ポイン トの有効期限は 1年間とする。ポイン トが50ポイン ト以上になった客はプ

レミアム会員 となり,次回から,購入額2,000円 につき 2ポイン トが付与される。な

お,前回の購入 日を含む 1年間,購入実績のない客は,一般会員に戻る。

会員カー ドは 4店舗に共通で利用できる。ポイン トによつて贈呈 した商品券は4店

舗のいずれでも利用することができるが,商品券による購入ではポイン トは付与され

ない。

なお,システムは,会員カー ドから顧客情報を読み取 り, レジから自動的に購入金

額,購入 日の情報を取得し,ポイン ト管理処理を行 う。

以下の (1),(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。)

ただし,ポイン トの管理に関するシステムの機能を対象とし,顧客情報,購入金額, 日

付などのデータの入出力部分や通信については対象外とする。なお,顧客管理やポイント

管理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。解答に当た り,仮定が

必要な場合は明記すること。

(1)上記システムの開発が進み,システムテス トエ程に入つたとする。システムが正 しく

動作することを確認するためのシステムテス トシナ リオを 3つ記述せよ。なお,システ

ムテス トシナ リオには,シナ リオ名,事前条件,システムヘの操作,確認方法 とい う4

つの項 目を含めること。

ヒ́ヽ

-5-
【16-2】 午後3/4



(2)(1)で 記述 したシステムテス トシナ リオにおいて利用するテス トデータを定義せよ。

なお,テ ス トデータは,以下のディシジョンテーブルの例の解説を参照 して定義するこ

と。

ディシジョンテーブルの例

表 1は国際通常郵便物の料金を示している。表 1は ,手紙 (定形)を表 1の宛先に

送付する場合に,重量に応 じて,料金が設定されていることを示す。表 1の情報をデ

ィシジョンテーブルの形式に記述したものを表 2に示す。

表 1※ 国際通常郵便物の料金

※)表 1の郵便料金のデータは,郵便事業株式会社

(ゆ うびんホームページウェブサイ ト http:〃剛 ,post.japanpost.jp/)

を参考にして作成 した。

孵

表 2 国際通常郵便物
/           ,

ツシ 〆

じ

ァィシジョンÅ―ブル

宛先 25gまで 50gまで

第 1地帯
ァジナ,米国の造球領土

,

パラ(オ奸也
90円 160円

第 2地帯

オセア虫デ,中差負,北米子
咆:碁 ,西イ之ド語島,

ヨー ロィッィミ

110円 190円

第 3地帯 南米,ア フリカ 130円 230円

宛先/重さ
2 3 4

第 1地帯 中 国 パラオ グアム

第2地帯 米 国宛先

笛 3地帯

～ 25Ξ 5宜 25宜

～ 50宣 25宣重さ

その他 51宣

斗〔置 90円 可60円 定形外 可10円

N

ガーナ

50g

230円

-6-
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平成23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設問を選んで解答せよ。 (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送以内にまとめよ。)

I-1-1 社団法人 日本情報システム・ユーザ協会 (JUAS)は ,「 ソフ トウェア開発

環境基準に関する調査」報告書の中でノフ トlク ェアメ トリックスについての調査を発表

している。その中で「業務システム・情報システムのレベルアップは 3つのステップで

実現すべきである」と提言 している。この 3つのステップとは何か。第 1ス テップにお

いて重視 されるソフ トウェア開発の 3大メ トリックスとは何か。また,そ の 3大メ トリ

ックスにおいて,高い評価を得るために,技術士としてどう取 り組むべきかについて述

べよ。

I-1-2 組織体の個々の部門で管理 されているデータ資源を統合化 し,経営的な意思

決定に有効に活用するデータベース統合化を行 うとき,出発点となる概念データモデ リ

ングは,管理データの項 目数が大規模化するにつれて困難性を増す。そのため,一定の

アプローチにしたがつてモデ リングを行 うことが必要になる。そのアプローチの代表例

として, トップダウンアプローチとボ トムアップアプローチがある。それぞれのアプロ

ーチについて,その考え方 と長所 。短所,及び効果的な適用業務分野について述べよ。

I-1-3 ワイヤレス技術に関する次の問いに答えよ。

(1)3.9G携 帯電話システム (広域無線ブロー ドバンド)について説明せよ。

(2)Wi一 Fi無線LAN(近距離通信)について説明せよ。

(3)上記の技術の活用について,次の①,②に答えよ。

① スマー トフオンなどのモバイル端末の活用方法としてどのようなものが考えられ

るか。また,課題は何か。

② 企業における情報システムで, どのような活用方法が考えられるか。また,課題

は何か。

I-1-4グ リーンITの用語について説明し,ITが環境面でどのように社会貢献できる

か述べよ。

-7-
【16-3】 午後 1/2



I-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問番号を明

記 し,それぞれ指定の枚数以内にまとめよ。)

I-2-1 企業における情報システムを経営や意思決定に活用する取 り組みは,例えば

1960年代のマネージメン トインフォメーションシステム (MIS)な どから継続的に提

唱され,現在もビジネスインテ リジェンス (BI)な どが活用 されている。情報システ

ムを経営や意思決定に活用することを使命 とする情報工学部門の技術士の立場から,以

下の (1),(2)の 問いに答えよ。

(1)情報システムの経営への寄与に関する歴史 (おおよそ50年程度)を振 り返るとと

もに,現状 と今後の展望,及び課題について述べよ。 (答案用紙 1枚以内に記述せ

よ。)

(2)BIの活用について,経営者の理解を得るための方策を述べよ。また,BIを構成す

るシステムやツールを 3つ挙げ,それを使用するメ リッ トや効果について述べよ。

(答案用紙 2枚以内に記述せよ。)

I-2-2 社会活動のインフラとして電力の供給が大きな課題 となうている。このよう

な社会問題の解決のために,情報処理を活用 して電気の供給をリアルタイムに最適化 し

た り,企業や家庭の電気消費を効率化 したりすることで,総合的に電気利用をコン トロ

ール しようとするスマー トグリッドとい う考え方が提唱されている。米国では2009年

に金融危機脱却の政策 として公的資金を投入 して電カインフラの整備を開始 した。また ,

欧州では原子力や火力以外の発電能力の強化,及び電カインフラの構築が進められてい

る。 日本においても2011年 3月 の地震を契機に,電力の供給能力の管理や電力消費の

効率化の実施が急務になつてきた。このように期待 されてきたスマー トグリッドに関す

る次の問いについて述べよ。 (それぞれ答案用紙 1枚以内に記述せよ。)

(1)スマー トグリッドとはどのような考え方か。

(2)情報アーキテクチャをスマー トグリッドにどのように活用できるか,情報工学部門

の技術士の立場から述べよ。

(3)日 本においてスマー トグリンドを推進するメリット,及び課題は何か,情報工学部

門の技術士の立場から述べよ。

-8-
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平成23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

I 次の 2問題 (I-1, I-2)に ついて解答せよ。

I-1 次の5設問のうち3設問を選んで解答せよ。 (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■枚以内にまとめよ。)

I-1-1 公開鍵暗号方式を利用 したセキュ リテ ィ基盤であるPKI(Public Key

lnfrastructure)で は,公開鍵 (公開鍵証明書)を第二者が保証することにより安全な

や り取 りを実現 している。PKIにおける「認証局モデル」について述べよ。

I-1-2 LTE(Long Term Evolution)に |ま , 3G方式と比較し以下の 3つの特長

がある。 3つの特長から1つを選び,それを実現している通信技術について述べよ。

① 通信速度の向上

② 周波数利用効率の向上

③ マルチパスによる相互干渉の低減

I-1-3 HTML5と 並行 して検討が進んでいるWebSocket(draft一 ietf一 hybi一

thewebsocketprotocol-07)に ついて,何故それが必要とされるのか,背景につい

て述べよ。

I-1-4  FCoE(Fiber Channel over Ethernet)に ついて説明し, 背景, メリン

ト,デメリットについて述べよ。

I-1-5 1Pv 6におけるPathMTU Discovery(RFC1981)イこついて述べよ。
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I-2

記 し,

次の 2設問のうち 1設問を選んで解答せよ。 (答案用紙を替えて解答設問番号を明

3枚以内にまとめよ。)

I-2-¶  特定の国や地域からしか自社サービスにアクセスできないようにしようとし

ているインターネ ット上のサービスがある。例えばラジオ放送番組のインターネ ット向

けサイマル放送サービスを日本国内で展開しているRadikoは ,都道府県ごとに聴取地

域を分け,既存ラジオ局の放送範囲に合わせて聴取できる放送番組を制限しようとして

いる。米国において冴レビ番組や映画などのス トリー ミング配信を行つているHuluは ,

提供動画を米国国内からしか視聴できないようにしようとしている。インターネ ット上

のサービスの地域制限について,情報工学部門の技術士としての立場から下記の問いに

答えよ。

(1)特に視聴環境等の違いによって,対象地域外でもアクセスできてしまうケース,対

象地域内にも関わらずアクセスできないケースが発生する可能性について考慮 しなが

ら,イ ンターネット上のサービスにおいてサービス提供地域を制限しようとする方式

を設計するに際して検討すべき技術的課題について考察せよ。 (答案用紙 1枚以内に

まとめよ。)

(2)イ ンターネット上のサービスにおける地域制限の具体的な方式を提案せよ。提案方

式が前項で検討した技術的課題をどのように解決するのか,あ るいは解決できない課

題が残る場合はどのような課題が残るのかについて説明せよ。さらに,提案方式の技

術的実現容易性・コス ト,並びに運用時の運用容易性 。コス トについて技術的見地か

ら説明せよ。 (答案用紙 2枚以内にまとめよ。)
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I-2-2 製造業のA社は,自社の販売管理システムと同等のシステムを,業務提携先

のB社に対しSaasの 形態で提供することになつた。同システ小の利用者はB社の社員―
,

並びにB社の取引先社員で,プライベー トネットワーク又はインターネットを経由しサ

ーバヘアクセスする。A社のデータセンタのサーバは,市販のハイパーバイザ型仮想化

ゾフトウェアを利用し仮想化されている。A社の販売管理システムも,数十台の仮想サ

ーバ上で稼働している。

A社の情報システム都は,SaaSの形態―で提供するB社向け販売管理システムに関し

て次の構想をまとめた。

① A社のデータセンタ内に,B社向けシステムを構築する。

② B社向けシステムと他のA社システムは独立で,相互のアクセスは許さない。

③ B社向けシステムは仮想サーバで稼働させ,物理サーバは他のA社のシステムと

共有させる。

④ 現行のA社専用ネットワークに,B社向けネットワークを新たに追加する。

⑤ 販売管理システムはRDBMSを使つて構築されており,今回アーキテタチャの見

直しは行わない。

構想に基づき,A社の情報システム部は情報工学部門の技術士であるあなたに,追加

で構築するB社向けネットワークの検討を依頼してきた。以上を踏まえて下記の問いに

答えよ。

(1)A社のデータセンタに追加するB社向けネットワークの構成を考え,その概要を述

べよ。概要を述べたネットワーク上において,A社とB社の販売管理システムが同一

の物理サーバを共有 (構想③)しつつ,相互のアクセスを排除する (構想②)ための

技術的仕組みについて説明せよ。(答案用紙■撫丞血にまとめよ。)

(2)B社向けネットワークの導入,並びに運用に関して,想定される問題を複数挙げ,

解決策を述べよ。 (答案用紙 2独以内にまとめよ。)
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