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構造１ 

 
第１問 
図 1 に示されている片持ち梁について考える。オイラー梁を仮定し、端点の
たわみ量 wと系全体に蓄えられたポテンシャルエネルギーWを求めよ。 
第２問 
次に図 2のように剛体に貼り付けられた弾性体の板を引き剥がす事を考える。
板は表面張力 S の接着剤により剛体に貼り付けられているものとする。板の奥
行き方向の長さを 1とし、板の断面 2次モーメントを I、ヤング率を Eとする。
今、板の端から長さ xの部分が既に剥がれているとし、以下の問いに答えよ。 
(1) 端点での荷重 P を固定したとき、更に微小長さΔx剥がれることによる系の
ポテンシャルエネルギーの変化量ΔWを求めよ。 

(2) 長さΔx剥がれることにより放出されるポテンシャルエネルギーΔWが、接
着剤をΔx だけ引き剥がすのに必要なエネルギー 2SΔx と等しいか大きい
ときに板が更に剥がれるとする。板を引き剥がす為に必要な荷重Pを求めよ。 

(3) 端点での荷重 Pを制御することで、剥がれた部分の長さを制御することは可
能か否か議論せよ。同様にして、端点での変位 uを制御する場合についても
議論せよ。 
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図 1．端点に荷重 Pを受ける片持ち梁 
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図 2．薄膜の剥離 



構造２ 

図 1 のように，隣接する高層建物を結ぶ連絡路が設けられることがある．この
連絡路をうまく設計することで，隣接する 2 棟の建物全体の耐震性能を高める
ことを試みる．このシステムは，各建物の質量をそれぞれm1，m2，剛性を k1，
k2とし，連絡路の剛性を kとすれば，簡易に図 2のようにモデル化可能である．
なお，連絡路の質量は建物に比べてはるかに小さいのでここでは無視している． 

 

図１．対象構造物 
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図２．構造系モデル 
 



第１問 
図 2の構造系の運動方程式を導け． 
 
第２問 
m1＝1，m2＝2，k1＝２，k2＝１，k＝0.1の場合の固有振動数を求めよ． 
 
第３問 
上で導いた振動数と連絡路が無い場合（k＝0）の各建物の固有振動数を比較し，
連絡路の剛性を変化させることで，隣接建物系全体の耐震性能がどう変化する
かを論じよ．その際，耐震設計上，ｋの値はどのような値であることが望まし
いかも併せて議論すること． 
 
 



材料１（問題１，２と３，４は別々の 答用紙に 答せよ）

第１問

自己充填コンクリートの配合 に関して，以下の問いに答えよ。

(1) はじめに粗 材を最大限充填し，次に細 材を最大まで充填するとき，粗

材と細 材の占める固体 分の割合を体積比で答えよ（図 1）。粗 材の

実積率（Glim）と細 材の実積率（Slim）は 60%とする。ここで実積率は，

自由空間に 材を最大限充填することのできる体積割合として定義される。

(2) 普通コンクリートならびに自己充填コンクリートの構成材料（粗 材，細

材，ペースト（水＋粉体））の体積比を求めよ。（１）と同様に，はじめ

に粗 材を充填し，次に残りの空間に細 材を充填することを考える。こ

のとき，粗 材体積の実積率に対する割合 G/Glim，及び細 材体積の実積率

に対する割合 S/Slimはそれぞれ，

普通コンクリート：G/Glim=0.60，S/Slim=0.80

自己充填コンクリート： G/Glim=0.50，S/Slim=0.65

となる。ここで，G と S は，それぞれコンクリート配合中の粗 材，細

材体積比である。粗 材の実積率（Glim）と細 材の実積率（Slim）は 60%

とする。また空気量は無視してよい。

(3) (2)で得られた結果をもとに，自己充填コンクリートの配合上の特徴を，フ

レッシュコンクリートにおける 材，水及びペーストの役割に着目して簡

潔に述べよ。次の各問いに関して答えよ。

第２問

曲げとせん断が作用する，図 2 に示す RC 片持ち梁に関して，以下の問いに

答えよ。

(1) この梁が図のように１点載荷を受けるときの終局耐力と破壊モードを求め

よ。主鉄筋およびせん断補強筋の降伏強度を 3500 kgf/cm2 (350MPa)，コン

クリートの圧縮強度を 400kgf/cm2 (40MPa)とする。また，せん断ひび割れが

発生するときのせん断力は，9 (kgf/cm2) _bd (cm2)で算定してよい。 算にお

いて必要なデータ等が与えられていないと判断されるときは，その数値を

定，定義して 答に用いよ。

(2) 桁 さを増やすことなく終局耐力を めるために 上，打てる手立てを

３通り，図などを用いて答えよ。



第３問

　コンクリート構造物の耐久性に関して，以下の問いに答えよ。

(1) 鉄筋コンクリート構造物の中性化に関する照査を実施する理由を簡潔に述

べよ。

(2) 中性化深さの 値を算出する際は種々の安全係数を用いる。コンクリー

トの材料係数の 定に関して，普通コンクリートと自己充填コンクリート

を比 して異なる点を簡潔に述べよ。

(3) 一般に中性化の進行速度は水セメント比と関係があるといわれている。両

者には，どの様な関係があるのか，なぜその様な関係となるのか，に着目

し簡潔に述べよ。

第４問

　以下に示す用 を簡潔に説明せよ。

(1) 潜在水硬性

(2) 再生 材

(3) クリープとリラクセーション

(4) 温度ひび割れ

(5) 打音法

最初に粗 材を充填 次に細 材を充填

P300 cm

s=25cm

主鉄筋総断面積＝75 cm2

b=100 cm

d=50 cm

用の
鉄筋断面積
＝1 cm2

　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2



材料２材料２材料２材料２（土質力学／地盤工学）

第１問第１問第１問第１問　図１のような無限長さ、勾配θの一
様な斜面があり、不透水性の基盤の上に風化
した砂質土（土粒子の比重Gs、間隙比ｅ、内
部摩擦角φ）が厚さＨで堆積している。これ
に降雨があり、地下水位hが徐々に上昇する
ものとする。水位上昇によって砂質土中のせ
ん断応力と有効応力は変化し、せん断破壊に
対する安全率は減少する。せん断破壊は、砂
質土層と基盤との境界面（傾きθ）にそって
発生するものとする。そこで次の問いに答え
よ。
1)� 乾燥した状態での砂質土の単位体積重量（単

位体積あたりの重量）γ2を計算せよ。
2)� 地下水位の上昇によって水で飽和した砂質

土の単位体積重量γ1を計算せよ。
3)� 基盤面に作用する直応力σとせん断応力τ

とを計算せよ。
4)� 地下水面がθ傾いていることを考慮して基

盤面に作用する静水圧ｕを計算し、これにもと
づき有効応力σ'を算出せよ。ただし水の単位
体積あたりの重さを γ wとする。

　　　　　　　　　　註： u wh≠ γ

5)� せん断強度とせん断応力τとから、斜面すべり
の安全率Ｆsと水深ｈとの関係を示せ。

第２問第２問第２問第２問　軟弱粘性土地盤上に造成した大面積の砂
質盛土があり、圧密地盤沈下の速さと大きさとが
問題となっている（図２）。周知のように圧密地
盤沈下とは、上向き動水勾配によって間隙水が地

表へ流れ、排水量に見合った体積収縮が地中に起
こるものである。
　近年、この盛土に隣接して新たな大規模砂質盛土
が提案された。そして既存盛土の地盤沈下のさらな
る悪化を心配する声に対して、「新規の盛土荷重が
地中の間隙水圧を高め、上向き動水勾配を小さくす
るので、地盤沈下の進行は鈍る、」という説明がさ
れた。そこで次の問いに答えよ。
1) 「新規の盛土荷重が地中の間隙水圧を高め」る、

とは何のことか、説明せよ。
2)� 上述の「地盤沈下の進行は鈍る」という説明を批

判せよ。
なお、盛土材料の透水係数は十分に大きく、盛土自
体が間隙水の排出を閉塞することは、考えなくてよ
い。

第第第第３３３３問問問問　図３のように応力の比率Koで異方的な応力によって圧密されている砂がある。こ
れに水平面上でせん断応力τが排水条件で載荷されるとき、せん断破壊時のτの値τmaxは
いくらか。またτが最大値に達した時、最大主応力σ１'方向が鉛直となす角度βは、いくら
か。なおKoは一定、過剰間隙水圧は発生しない。

図３　砂の異方圧密状態�
Fig.3�Anisotropoic�consolidation�
����������of�sand.
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図１　豪雨によって崩壊する砂質土斜面.
Fig.1 Sandy slope subjected to rainfall-
          induced failure.
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図２　軟弱粘性土地盤上の盛土の沈下.
Fig.2  Subsidence of land fill located 
            upon soft clay deposit.
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水工1

第 1問

x− y平面における完全流体の二次元流れにおいて，速度ポテンシャルΦと流れ関数Ψが以下
のように与えられているとき，以下の問いに答えよ．

Φ = x2 − y2, Ψ = 2xy

(1)複素ポテンシャルw = Φ + iΨを z = x + iyの式で表せ．ここで，i =
√−1である．

(2)流れの概略を図示せよ．

第 2問

半径 aの一様な円管の中を流れる定常な層流について，以下の問いに答えよ．

x
a r

xx
u

(1)円管内の流速 uは，管の中心からの距離 rの関数 u(r)として与えられる．円管に沿う x軸方
向の運動方程式を求めよ．ただし，以下の円筒座標系 (r, θ, x)におけるNavier-Stokesの方程式の
x方向成分式を用いても良い．ここで，(vr, vθ, vx)は座標軸方向の流速成分，ρは密度，νは動粘
性係数である．
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(2)境界条件を示せ．
(3)流速分布 u(r)を求めよ．
(4)流れの平均流速 vを求めよ．
(5)流れによる損失水頭 hlを摩擦損失係数 f を用いて以下の式で表す．ただし，gは重力加速度
である．

dhl

dx
= f

1

2a

v2

2g

このとき，f を v，a，νを用いて表せ．
(6)流れの平均流速を大きくすると流れは乱流に遷移する．このとき，f の値はどのように変化

するか．50字程度で述べよ．



水工２ 

 

第１問 

粘性流体のせん断応力は，分子粘性による応力と渦粘性（Reynolds）応力との和で

ある．下図に示されるような，開水路における流れ方向には変化がない定常流に対し

て，次の問いに答えよ． 

（１） 分子粘性による応力が支配的な粘性低層内での流速分布を，摩擦速度 *U  

（ ρτ /0* =U ）を用いて表せ． 

 

（２） 壁面から離れ，渦粘性応力が支配的な領域で，Prandtl の混合距離理論，お

よびせん断応力は壁面せん断応力 0τ に等しいという仮定を用いて，流速分布を求めよ． 

x

y

hu(y)

0 x

y

hu(y)

0  
 
第２問 

水路床勾配の異なる十分に長い広幅長方形断面水路が下図のように接続している．

水路１と水路２の河床勾配はそれぞれ 1i 、 2i である．これなの水路に水が一定流量 q

（単位幅流量）で流れている．ただし，Manning の粗度係数を n とする． 

（１） 水路１と水路２の等流水深及び限界水深を求めよ． 

 

（２） 水路全体の水面形の概形を描け（等流水深、限界水深、及び水面線を明記す

る）．ただし，等流状態での流れは，水路１では常流，水路２では射流とする． 

水路１：i1 (緩勾配水路)

水路２: i
2 (急勾配水路 )

水路１：i1 (緩勾配水路)

水路２: i
2 (急勾配水路 )

 



画１

第１問

　次の用 についてそれぞれ簡潔に説明せよ．

(1) 戦略的環境アセスメント
(2) コンパクトシティ
(3) 市再生

(4) ネットワークのリダンダンシー
(5) NIMBY

第２問

　次の５問の中から３問を選び回答せよ．どの問題を選んだかを明示すること．

(1) 社会基盤整備プロジェクトの評価に関して，以下の問いに答えよ．
(1-1) プロジェクト評価における費用便益分析の果たす意義と限界について述べよ．
(1-2) プロジェクト評価における財務分析の果たす役割について述べよ．

(2) 市の 画マネジメントに関して，以下の問いに答えよ．

(2-1) 市に 画マネジメントが必要な理由を述べよ．

(2-2) 交通 要を抑制するための 市の 画マネジメント方策について述べよ．

(3) 社会基盤整備をめぐる合意形成に関して，以下の問いに答えよ．
(3-1) PI（パブリックインボルブメント）の合意形成に果たす役割と限界について述

べよ．

(3-2) 社会基盤整備の合意形成における NPOの果たすべき役割について述べよ．

(4) 孤立四肢信号交差点に関して，以下の問いに答えよ．
(4-1) 流入車両は直進のみで，横断歩行者も存在しないとき，所与の流入交通量なら

びに交差点容量の下における最適な信号制御の決定方法について述べよ．

(4-2) 上記交差点において，流入車両は直進のみだが， 齢者の歩行横断交通量が多

い場合，信号制御を決定する上で考慮すべき事項を述べよ．

(5) 交通サービスの 制緩和に関して，以下の問いに答えよ．

(5-1) 交通サービスの 制緩和の例を１つ挙げ，それについて説明せよ．

(5-2) (5-1)で挙げた例について， 制緩和の意義と限界について述べよ．



画２

第１問　次の各問に答えよ。

（１）測地的測量と平面的測量の違いを説明せよ。

（２）ジオイドと準拠楕円体について説明せよ。また、標 とは何か定義せよ。

（３）最小二乗法による水準測量の誤差調整法について説明せよ。

（４）水準測量の場合との違いを明示しつつ、最小二乗法によるトラバース測

量の誤差調整法について説明せよ。

第２問　GPS(Global Positioning System)について次の各問に答えよ。

（１）単独測位（positioning by pseudoranging）の原理を説明せよ。

（２）干渉測位（positioning from carrier phase measurements）の原理を説明せよ。

（３）GPSが空中写真測量に果たす役割を考察せよ。

第３問　地理情報システム(GIS)とは何かについて、他の情報システムとの違い

を明示して説明せよ。地域 画における GIS の意義と 題を体系的かつ具体的

に議論せよ。

　



画３

以下の３問から，２問を選択して 答せよ．問題ごとにそれぞれ別の 答用紙

を使用せよ．（各 100点，合 200点）

第１問

日本の公共工事の入札制度における，一般競争入札，指名競争入札，および

随意契約について説明し，それぞれの得失について論ぜよ．

第２問

日本の公共工事の契約制度における，前払い金制度および竣工時一括精算支

払い方式について説明し，出来 分支払い方式（毎月精算支払い方式）と対

比しつつ，その得失について論ぜよ．

第３問

個人の選好を集 して社会的意思決定を行う際に考慮されるべき決定 準を

２つ以上あげ，それぞれについて説明しなさい．



画４（第１問と第２問は別の 答用紙に記入せよ）

第 1問
　橋のデザインに関する以下の問いに答えよ。

(1) 橋の景観 の方法として次の三つの考え方があることが一般に知られている。

a) 消去法（ 景に対して橋の存在感を消す）

b) 融和法（橋の形を 景に従属させる）

c) 強調法（橋によって 景の新しい中心を創る）

それぞれの方法について，架橋地点の地形や景観の特徴に応じた構造型式・素

材の選定という観点から，具体的に 説せよ。

(2) 図(A) (B)は，ある橋梁事例の写真及び側面図である。架橋地点はダムの 画

地であり，将来は湖面に架かる橋となる予定である（図 (B)を参照）。代替案
を一案考え，その側面図を描け。また， 意図を説明せよ。

ただし，以下の諸点に留意すること。

・橋と地形の関係に着目して考えること。

・側面図は，全体及び各 の形状，プロポーション，スケール等に留意して

正確に描くこと（図 (B)を参照せよ）。ただし，寸法及び基礎形状は省略し
てよい。

図（A）

図（B）　S=1/2000



第２問

　次の各問いに関して答えよ。

(1) 日本の多くの 市は、 世城下町をその 源としている。次の a)~d) それ
ぞれの観点から、 世城下町の特徴をヨーロッパの中世 市やバロック

市などと比 して述べよ。

a) 市全体の構造・秩序

b) 路景観

c) ランドマーク
d) オープンスペース

(2) 明治維新以降の 市の発展は、 世城下町が残したストックを活用するこ

とで実現された。その中でも特に掘割・水路の果たした役割は大きい。

a) 世城下町において掘割・水路がなぜ作られたのか、その理由を４つ挙

げよ。

b) 明治維新以降、現在に至るまで、城下町の掘割・水路は 市の発展の中

でどのような役割を果たしてきたか、簡潔に述べよ。




