
平成26年度技術士第二次試験 試験問題

9-7道 路

選択科目Ⅱ (1230～ 1430) 、

注意事項
1 -般注意事項

(1)試験開始の合図があるまで、試験問題冊子を開いてはいけません。

(2)試験室では、監督員の指示に従つて下さい。指示に従わない場合は、「失格」となる場合があり

ます。また、不審な行動をみかけた場合、持ち物等の検査をさせていただく場合があります。

(3)不正の手段を用いて受験 した場合は、即亥1退室を命 じます。さらに、技術士法の規定により、

その後 2年間の受験が禁止されます。

(4)試験開始後 60分間及び試験終了前の 10分間は、退室を認めません。無断で退室した場合は、
「失格」となります。

(5)試験開始後 60分を経過 してからは、答案が完成 した場合の退室や手洗いのための一時退室を

認めますので、希望するときは、必ず手を挙げ監督員の指示に従つて下さい。無断で退室した場

合は、「失格」となります。

(6)答案が完成 し、途中退室する場合 (試験を「棄権」する場合も含む。)は、答案用紙のみ所定の

箱に投函 して下さい。試験問題は机上に残し、受験票及び所持品をすべて持って退室 して下さい。

(7)試験終了後、答案用紙のみ所定の箱に投函 して下さい。

(8)試験問題の内容や答案用紙の書き方に関する質問には、一切お答え致 しません。

(9)次の試験科目の試験開始は 15時です。 14時 50分までに着席して下さい。

2.試験問題について

(1)受験申込をした選択科 目の試験問題冊子であることを確認 して下さい。

(2)試験問題の落丁などがあった場合は、手を挙げて監督員に申し出て下さい。

(3)本科目の試験終了時刻 (14:30)まで在席 した場合は、試験問題を持ち帰つても構いません。

ただし、途中退室 した場合は、本科目の試験問題を持ち帰ることはできません。

注意事項は裏表紙に続きます。

公益社団法人 日本技術士会



平成26年度技術士第二次試験問題 〔建設部門〕

9-7道 路 【選択科目Ⅱ】

Ⅱ 次の 2問題 (Ⅱ -1, Ⅱ-2)に ついて解答せよc(問題 ごとに答案用紙を替えること。)

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間番号を明記 し,それぞれ 1枚以内にまとめよ。)

Ⅱ-1-1 道路の種級区分の体系に関し,種 。級の各々について,区分を決定づける要

素を用いて説明せよ。また,級別の区分をやむを得ず 1級下の級に下げて適用すること

があるが,そ の場合の留意点を述べよ。

Ⅱ-1-2 高速道路におけるスマー トインターチェンジの特徴を述べよ。また,ス マー

トインターチェンジを導入する際の留意点を 2つ述べよ。

Ⅱ-1-3 車道及び側帯の舗装の必須の性能指標の 1つである塑性変形輪数について説

明せよ。また,そ の評価法として近年追加 された簡便法について,概要 と適用に当たつ

ての留意点を述べよ。

Ⅱ-1-4 植物によるのり面保護工と構造物によるのり面保護工について,各々の概要

を述べよ。また,の り面保護ェの選定に当たつて考慮すべき事項を述べよ。
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Ⅱ-2 次の 2設問 (Ⅱ -2-1, Ⅱ-2-2)の うち 1設間を選び解答せよ。 (解 答設間

番号を明記 し,答案用紙 2枚以内にまとめよ。)

Ⅱ-2-1 我が国の道路構造物は,今後,補修や更新を行 う必要性が急激に高まってく

ることが見込まれてお り,維持管理の業務サイクル (メ ンテナンスサイクル)の構築が

極めて重要である。維持管理の担当責任者 として,下記について述べよ。

(1)道路橋における代表的な損傷原因である疲労,塩害,アルカリ骨材反応のうち 2つ

について,各々の概要

(2)メ ンテナンスサイクルの構築に必要な基本的事項が法令上位置づけられたことを踏

まえ,点検,診断,措置,記録の うち点検,診断の段階で,各々実施すべき対応

(3)メ ンテナンスサイクルを持続的に回すために,体制,技術各々の観点から見て必要

と考えられる仕組み

Ⅱ-2-2 「道の駅Jは道路利用者へのサービス提供の場 として重要な役割を果たして

きたが,近年では多様な機能を有する地域の拠点 としての役割 も担っている。「道の

駅」の計画・運営 。更新を行 う担当責任者 として,下記について述べよ。

(1)「道の駅Jを設置する際,道路利用者へ適切なサービスを提供する観点から,備 え

るべき施設構成 と提供サービスについて,各 々の概要

(2)「道の駅」力`地域の拠点として果たしうる役割を 2つ挙げ,それ らをより充実させ

るための具体的な取 り組み
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平成26年度技術士第二次試験 試験問題

9-7道 路

選択科目Ⅲ (15Ю O～ 17Ю O)

注意事項

1 -般注意事項

(1)試験開始の合図があるまで、試験問題冊子を開いてはいけません。    ,
(2)試験室では、監督員の指示に従つて下さい。指示に従わない場合は、「失格」となる場合があり

ます。また、不審な行動をみかけた場合、持ち物等の検査をさせていただく場合があります。

(3)不正の手段を用いて受験 した場合は、即刻退室を命 じます。さらに、技術士法の規定により、

その後 2年間の受験が禁止されます。

(4)試験開始後 60分間及び試験終了前の 10分間は、退室を認めません。無断で退室 した場合は、

「失格」となります。

(5)試験開始後 60分を経過 してからは、答案が完成 した場合の退室や手・itい のための一時退室を

認めますので、希望するときは、必ず手を挙げ監督員の指示に従つて下さい。無断で退室 した場

合は、「失格」となります。

(6)答案が完成 し、途中退室する場合 (試験を「棄権」する場合も含む。)は、答案用紙のみ所定の

箱に投函 して下さい。試験問題は机上に残し、受験票及び所持品をすべて持つて退室 して下さい。

(7)試験終了後、答案用紙のみ所定の箱に投函 し、試験問題、受験票及び所持品をすべて持つて退室

して下さい。

(8)試験問題の内容や答案用紙の書き方に関する質問には、一切お答え致しません。

注意事項は裏表紙に続きます。

公益社団法人 日本技術士会



平成26年度技術士第二次試験問題 〔建設部門〕

9-7道 路 【選択科目Ⅲ】

Ⅲ 次の 2問題 (Ⅲ -1,Ⅲ -2)の うち 1問題を選び解答せよ。 (解答問題番号を明記 し,

答案用紙 3枚以内にまとめよ。)                        |

Ⅲ-1 物流は,産業競争力の強化や豊かな国民生活の実現を支える,社会 。経済にとつて

不可欠の構成要素であり,物流の効率化は,物流関係者や企業のみならず,国民全体にと

って重要な課題である。これに関し,道路に携わる技術者として,以下の問いに答えよ。

(1)道路インフラの整備や適切な管理が我が国の物流に与えるメリットについて,そ の関

係性 を多面的に述べ よ。

(2)物流の効率化 に向けて,国 内 。国際各々

現状 と課題 を述べ よ。

(3)上述 した現状 と課題を踏まえ,物流の効率化に資する様々な解決策のうち,高速道路

ネ ットワークの有効活用に着 目したものを 2つ示 し,各々のねらいと,実効性をより高

める上で留意すべき事項を述べよ。

Ⅲ-2 近い将来に,首都直下地震,東海 。東南海 。南海地震の発生が予想 されているが ,

こうした大規模地震災害に備える上で,道路に関わる技術者の立場から,以下の問いに答

えよ。

(1)大規模地震災害が発生 した場合における道路の役割について,東 日本大震災の経験を

踏まえ,多面的に述べよ。

(2)(1)で 述べた役割の うち, 1つ を取 り上げて,そ れを果たすための課題及びその解

決策について述べよ。

(3)(2)で 述べた解決策について,実効性をより高める上での留意事項を述べよ。

の観点から,我が国における道路インフラの
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2 試験問題について

(1)受験申込をした選択科 目の試験問題冊子であることを確認 して下さい。

(2)試験問題の落丁などがあった場合は、手を挙げて監督員に申し出て下さい。

(3)本科目の試験終了時刻 (17:00)まで在席 した場合は、試験問題を持ち帰つても構いません。

ただし、途中退室 した場合は、本科目の試験問題を持ち帰ることはできません。

3 答案用紙及び解答について

(1)試験は、記述式により行われます。

(2)赤色の答案用紙の枚数は、3枚です。後ほど枚数を確認 して下さい。

答案用紙 1枚目の上欄に、受験番号・解答する問題番号・技術部門・選択科目・専門とする事項

を記入して下さい。

答案用紙 1枚目の上欄に、受験番号・問題番号の未記入・誤記入及び不明確な場合、又は試験問題

に明記されている指示どおりに解答していない場合は、「失格」となります。

なお、記述式の答案用紙には、氏名を記入する欄はありません。

(3)受験番号欄は、次の記入例を参照して、受験票に記載されているとおりに記入して下さい。

<受験番号記入例 >

受験番号 0 0 1 A
つ
０ 4

Ｅ
Ｕ

′
Ｕ

数字 (4桁)英字 数字(4桁 )

(4)解答する問題番号 (ゴシックで表示されています。)は、次のとおり記入して下さい。

答案用紙 1枚目の問題番号欄には、「Ⅲ一 | |」 と印字されています。

問題番号は、次のように記入して下さい。

例 :Ⅲ 一|バ、Ⅲ一|ス

(5)答案用紙の書き方は、原則として 1マス 1字 とし、横書きで解答 して下さい。

なお、英字・数字及び図表を記入する場合はその限 りではありません。

各答案用紙 1枚は、A4版、片面のみ 24字×25行の計 600字詰です。

縦書きの解答は、「失格 lと なります。

また、裏面に記載された内容は、採点の対象となりません。

(6)試験問題中の図表を切 り取つて答案の一部として提出することはできません。

(7)答案用紙のホッチキス針を取らないで下さい。

(8)答案用紙の交換等には、落丁以外は、応 じません。

(9)試験を 「棄権」する場合は、答案用紙の 1枚 目に大きく「棄権上 と書いて下さい。

(10)答案用紙に「棄権Jと 書いた場合、又は答案用紙を提出しなかった場合 (答案用紙の持ち帰り、

答案用紙を所定の箱に未投函)は、「棄権」として取 り扱います。

(11) 「失格」及び 「棄権」の場合は、全ての答案を採′気の対象から除外します。
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