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「一 問題表紙 ｜ 

。問題用紙が」三ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

。解答用紙が＿§＿一枚綴りが_L：組あることを試験開始直後に確認しなさい。

a，試験科目は以下の通りである。

(1）構造力学
(2）コンクリート構造学（コンクリート工学を含む）

(3）水理学

(4）水環境工学（環境工学を含む）

(5）土質力学

(6）都市・地域計画

(7）交通計画

(8）景観・デザイン

各科目 2題ずつ，合計 16題が出題される。

b. 前記のうち 3科目（6題）を解答するものとする。ただし以下の通り各自が志望する部門に

該当する科目のうち 1科目（2題）は必ず選択しなさい。

社会基盤部門

環境・防災部門

計画・マネジメント部門

構造力学
コンクリート構造学（コンクリート工学を含む）

水理学
水環境工学（環境工学を含む）

土質力学

都市・地域計画

交通計画

景観・デザイン

C. 解答用紙の所定の欄に，受験番号，氏名，部門名，選択した科目と問題番号を記入しなさい。

d. 解答は3 解答用紙 1枚に 1題ずつ書きなさい。

e. 電卓の使用を許可する。



問題番号Q

No. 巴／日
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名目 撞造亭主

以下の(1),(2）の問いに答えよ。なお，解答用紙には答えのみではなく，主要な（全て記述する必要は
ない）答えの導出過程も記述すること。

(1）図－1に示すように，断面積が 2A(m2），部材長が SL(m），ヤング率が 3E(Nlm2），線膨張係数が 4α(1/oC),

の部材 BCが壁に固定されており，最初は無応力状態であったとする。その後，部材 BCの温度が部材

全体にわたって一様に 3t（℃）上昇したとする。無応力状態から温度が 3t（。'C）上昇した時，部材BCに発

生する軸力Nを求めよ。ただい軸力は引張を正とし，部材BCの自重は無視でき，部材BCが取り付
いている壁は温度上昇の影響を受けないとする。

(2A, 3£, 4α） 
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図ーl

(2）図・2に示すように，部材BO, CO, DOで構成されたトラスがある。図・2のトラスを構成する各部材

について，断面積は全ての部材がA(m2), 部材長は部材BO, DOが2L(m）， 部材coが丹L(m）， ヤング

率は部材BO, DOがE(N/m2）， 部材coが2E(N/m2）， 線膨張係数は部材 BO, DOが3α（1/℃），部材co
がα(I／℃）であり，最初は全ての部材が無応力状態で、あったとする。その後，部材BO, CO, DOで同時

に温度が部材全体にわたって一様に t（℃）上昇したとする。無応力状態から温度が t（℃）上昇した時の状

態について，以下の（a), (b）の問いに答えよ。ただ、し，部材BO, CO, DOの自重は無視でき，部材が取

り付いている壁は温度上昇の影響を受けないとする。

(a）部材BO,CO, DOにそれぞれ発生する軸力NB,Nと， Noを求めよ。ただし，軸力は引張を正とする。

(b）点0の鉛直方向変位6。を求めよ。ただし，鉛直方向変位は下向きを正とする。
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図－2
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No.図 ／[I§] 
2 0 1 9年9月・ 20 2 0年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 撞造主主

開会占亡~－－－ -------

以下の (1)I (2）の聞いに答えよ。なお，解答用紙には答えのみではなく，主要な（全て記述する必要

はない）答えの導出過程も記述すること。

(1)図ーlに示すラーメンABC Dについて， 2つの集中荷重Pが
作用するときのD点の水平方向の変位0D lを求めよ。ただし，

全てのラーメン部材の曲げ剛性はEI，水平方向の変位は右

方向を正の値とし3 せん断力と軸力による変位は無視する。

(2）図－2に示すラーメンABC Dについて， 2つの集中荷重Pが
作用するときの反力VA, HA, Vo, Hnを求めよ。ただし，

はりの曲げ剛性はEIとする。また， HA, Hn, VA, Voは

図－2中の矢印の方向を正の値とし，せん断力と軸力による変位

は無視する。
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2019年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

防回／回

科 目名 ：コンクリート構造学（コンクリート工学を含む）

問題番号［ヨ
以下の聞いに答えなさい。

(1）コンクリート構造物の耐久性を向上させるための方法を述べなさい。

(2）再生骨材の品質と製造方法との関連性を述べなさい。また，再生骨材をコンクリー トに用いる場合

の留意点を述べなさい。

(3）以下に示す用語を簡潔に説明しなさい。
a）寸法効果

b）細骨材率

c）アルカリ骨材反応



防回／回
2019年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科 目 名：コンクリート構造学（コンクリ｝ト工学を含む）

問題番号［ヨ
以下の問いに答えなさい。

(1）鉄筋コンクリートはり部材のせん断耐力の評価方法を説明しなさい。説明に図や式を用いてよい。

(2）図 1(i）に示す断面を有する鉄筋コンクリートはり（RCはり）がある。単純支持されたスパンSmの

RCはりの中央に集中荷重が作用しているとしたとき，以下の聞いに答えなさい。なお，計算に必要

な諸量は以下の通りとする。

コンクリートの圧縮強度， jγ

コンクリートの曲げ強度， β

コンクリートのヤング係数， E~

: 30N/mm2 

: 4 N/mm2 

: 28000 N/mm2 

I~ b=600 mm -1 
B司 ’Z

(i) 

引張鉄筋の降伏強度， fy : 350 N/mm2 

引張鉄筋のヤング係数，Es : 200000 N/mm2 
引張鉄筋の断面積， As : 8000mm2 

. 0.85ff e, l←4 
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図1

a）曲げひび割れが発生するときの荷重 （Per）を求めよ。なお，ひずみ分布は図 1の(ii）を想定してよ

い。ただし，全断面有効の断面2次モーメントlgは， lg=bh3/12により求めてよい。

b）曲げ破壊するときの荷重 （Py）を求めよ。なお，応力状態は図 1の(iii）を想定してよい。

c) b）では引張鉄筋が降伏していることを仮定していた。その仮定が正しb、かどうかを考察せよ。



No. 困 ／固
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 五里主

問題番号巳コ
以下の二つの問いに答えよ。 7］（.の密度をp，重力加速度をgとする。

(1）図－1に示すように，点。周りに回転可能な自動転倒ゲート（平板 a-b）がある。図の左側に水が堰

き止められており，その水深が hであるとする。図中の諸量が記載のとおりとすると，このゲート

が転倒するのは hがどのような関係を満足するときか。その関係式を導き出しなさい。ただし，ゲ

ートの厚さならびに自重については無視できるものとする。

(2）図ー2に示されるように，断面積Aの水槽の底面と側面に断面積 01および 02の管路がそれぞれ取り

付けられている。管路の末端に当たる断面 1および断面 2は同一水平面上にあり，これを基準面と

したときの水槽内の水面の高さ（水位）を Lと定義する。このとき以下の聞いに答えなさい。ただし，

解答に当たってはすべての水頭損失を無視してもよいものとする。

a）図に示された瞬間に，断面 1ならびに断面 2から流出する流量を Q1および Q2とすると，それ
ぞれが表す関係式を導きなさい。

b）水位の低下速度恒.，／dtを表す式を導きなさい。

d 水面が図中の破線（基準面から Zmだけ上方で側面の管路よりも上）の位置に到達するのは，図

に示された瞬間からどれだけの時聞が経過した後か。この時間 tmを表す式を導きなさい。

図－1 図－2

水槽



2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名：一丞翠笠

No.＠／函

問題番号c:Q
水理学に関して下記の問いに答えよ。（必要な記号で，問題文で定義されていないものについては，自ら

定義すること。）

( 1 ）開水路における常流と射流は物理的にどのような違いがあるのかを説明せよ。また，眺水はどの

ような条件で発生するのかについても記述せよ。

(2）以下の場合の水面形の概略を描け。図を描くのに定規を使わなくてよい。跳水が発生する場合に

はその旨を明記すること。上手からは等流状態で流入する。 （he，・限界水深 ho：等流水深）

急、勾配水路

( 3 ）下図に示すようなサイホンで，水位の異なる貯水池を結ぶ。サイホンの流量と，実際にサイホン
現象が生じるための圧力条件を求めよ。必要な記号で，定義されていないものについては，すべて自ら

定義してから解き始めること。

z 1 z 
C 

Pc~ 0 (Gauge Pressure) 

hz 

z 2 



問題番号C己

2 0 1 9年 9月・ 20 2 0年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科 目 名 ： 水環境工学（環境工学を含む）

No.凹 ／固

図 1は SETAC(Society of Environmental Toxicology and Chemistry）が提案したライフサイクルア

セスメント（LCA）の枠組みである。以下の問いに答えなさい。

(Framework of LCA proposed by SETAC is show in Fig. 1. Answer the fol lowing questions.) 

1）ゴールが設定された。その後の手順について，具体例を一つあげて説明しなさい。

(Explain procedures after setting goals with an example of product or system.) 

2）インベントリー分析とインパクトアセスメントとの関係について説明しなさい。

(Explain the relationship between inventory analysis and impact assessment.) 

3) 以下の製品Aと製品 Bの地球温暖化への影響は，いずれがより大きいか示しなさい。ただし，温

室効果ガスの特性係数は， CO2: l. 0, CH4 : 20, N20 : 300 （一）とする。

(Calculate, compare and indicate a product having smaller global warming effect.) 

製品 A(CO2: lOton, CH4: 0. 5ton, N20:0. 2ton）， 製品B(CO2: 20 ton, CH4: l. 0 ton, N20: 0. 1 ton) 

画融爾踊圃

－盟国

図 lLCAの枠組み



No.［§］／回
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科円名： 水環境工学（環境工学を含む）

問題番号［日
河川水質管理に関する以下の問いに答えなさい。

(Answer the following Questions on water Quality management in river.) 

1）式(1)はStreeter-Phelps式である。式中のLとDについて説明しなさい。

(EQ. (1) is the Streeter-Phelps equation. Explain Land D.) 

空＝－k.L
dt ' 

空 ＝k,L-k,D
dt 』 ム

）
 

1
E
i
 

（
 

2）式 (1）を物質収支式から導きなさい。

(Obtain EQ. (1) from mass balance equation.) 

3) LとDは t（あるいは流下距離x）に対してどのように変化するか？その概略を図示しなさい。

(II lustrate changes in L and D against t or flow-down distance, x.) 

4) 3）で示した図を用い，どのようにして河川の水質管理を行うかについて説明しなさい。
(Explain how to achieve water quality management using an illustration shown in 3).) 



問題番号~］

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科 目 名 ： 土宜主主

No.困／固

以下の土の透水および圧密に関する問いに答えなさい。

1. 土の透水係数を測定する方法には数種類ある。以下の土質区分A,B, Cに対して透水係数を測定す

る際には，それぞれ適切な試験方法を選択する必要がある。土質区分A,B, Cに適切な試験法を，それ
ぞれ解答しなさい。

土質区分 A B C 

透水係数（m/s) 10-1 l～10-9 10-9～10-7 10-1～10-5 10-5～10-3 10 3以上

透水性 実質上不透水 非常に低い 低い 中位 高い
土質分類 粘性土 微細砂，シノレト，砂・シノレト・粘 砂および磯

土混合土 清浄な磯

2. 下図に示す仕様で，高さ 12.0cm，直径 10.0cmの円柱供試体を用いて透水試験を行った。この透水

試験とは，水位を一定に保ちながら水を通水する試験である。ここでは，水位差を 6cmとした。 2種類

の土に対して試験を行い， 5分間の流出量を測定したところ，下表に示す結果を得た。それぞれの土の
透水係数を求め，その値からどのような土質なのか推察しなさい。

図

表

土サンプル Ts分間の流出水
量（cm3)

土サンプルA I 2s3 

土サンプりレB I 10 

3.テノレツアーギは地盤の圧密現象について，「①士の変形J，「②土中の水の流れjに対してそれぞれ

物理法則を適用し，これに加えて「③基礎的な物理法則Jを適用し，一次元圧密方程式を誘導した。①，
②，③に適用した物理法則の名称を解答しなさい。

4. 3.の解答となる物理法則の基礎式を起点に，間隙水圧とひずみに関する一次元圧密方程式を誘導
しなさい。なお，誘導過程が示されていない場合，配点しない。

5.圧密係数と透水係数および体積圧縮係数の関係を式で示しながら，圧密における土の透水性と圧縮
性に関して説明しなさい。



回No.固／
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

主宜主主名：日科

問題番号〔ヨ
飽和粘土地盤（奥行き lm）における幅B(m），深さ B(m）の鉛直な壁面をもっ掘削（Excavation）を行った場

合の，掘削底面PQの安定を表す安全率Fs(Factorof Safety）を円弧すべり面QRに基づいて検討する。な

お，均一な飽和粘土地盤の単位体積重量γ悶t(kN!m＼非排水せん断強度 Cu(kN/m2）で、あり， RS面上の粘

土の Cuは無視してよい。
1. Fig.l(a）に示す幅B(m），深さ B(m）の掘削を行った場合の，掘削底面PQの安定を表す安全率Fsoを下

記の手）l国で求める。下線部の解答の文字式に用いる文字は， γ回 t, Cu, B，π （円周率）である。

1）粘土ブロック PRSTの重心に作用する自重宝Qt凶L円弧すべり面の中心Pに関する時計四りそ）メ

ント盟国間.:.!!!lをそれぞれ求めよ。
2）円弧すべり面QRの弧の長さ江里｝と粘土の非排水せん断強度Cuに基づく円弧すべり面の中心Pに関

する反時計回りモーメント担RO＇住担：.！！！〕を求めよ。
3）このとき，掘削底面PQの安定を表す安全率L立を求めよ。
2.掘削底面の安全率を増加させるために，Fig.l(b）に示すように掘削底面PQ下部の粘土にセメントを

混合園化させてPQ面からの深さ d1(m）まで非排水せん断強度を一様に 2cuに増加させた。下線部の解答

の文宇式に用いる文字は， γ附 Cu,B，π （円周率）' 0である。
1）円弧すべり面上の強度増加深さ diに対応する点Q’とし，どQPQ’ニecoく Oく π／2）とすると，円弧すべ

り面の中心Pに関する反時計回りのモーメント盟主l魁 3〕を求めよ。

2）このとき，掘削底面PQの安定を表す安全率E止を求めよ。

3)Fs1＝〔5/4）・Fsoを満足する強度増加深さに対応する4と4但jをそれぞれ求めよ。
3.掘削底面の安全率を増加させるために， Fig.l(c）に示すように粘土ブロック PRSTの一部を STから

深さ di(m）まで掘削して除去した。下線部の解答の文字式に用いる文字は， γsat, Cu, B，π （円周率），

のである。

1）深さぬ（m）まで掘削除去した後の粘土ブロックの自重J!..1生lli,
回りモーメント盟虫色証二旦〉をそれぞれ求めよ。

2）このとき3 掘削底面PQの安定を表す安全率f§.えを求めよ。

3) Fs2=(5/4）・Fsoを満足する掘削除去深さ企図｝を求めよ。

4.セメントの混合固化と粘土の掘削除去に伴う粘土単位体積当たりの費用がともに Co（万円Imうとす

る。このとき， CoとBを用いて 2.のセメント混合固化費用色伍由， 3.の粘土の掘削除去費用 色Q三回
をそれぞれ求め3 同じ安全率を得るための費用比率色~Lを求めよ。

円弧すべり面の中心Pに関する時計

一－
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問題番号巳コ

2 0 1 9年9月 ・20.2 0年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科 目 名 ： 都市・地域計画

1. 日本の都市計画制度において以下の口に当てはまる言葉を答えよ。

No. [I] / [ii] 

1 ）日本の都市計画マスタープランには， ｜ ① ｜マスタープランおよび市町ネ埼日市計画マスタープ

ランがある。このとき，｜ ① ｜マスクープランを定める主体は都道府県である。

2）都市計画マスクープランの役割は，都市の｜ ② ｜を明確にし，それを住民に周知して理解しを

得，さらに実現に向けてJどうしていくのかを明確に示すためのものである。

3）都市計画法に「区域区分Jと呼ばれる制度がある。これは通常｜ ③ ｜と呼ばれ，都市計画区域

を｜ ④ ｜と｜ ⑤ ｜に区分して，将来的に都市的な土地利用をするところと，都市化を抑える区

域に分けることである。

4）市街化区域は13の区域区分に分けられる。その中で第 1種｜ ⑥ ｜地域は，低層の住宅以外に

は，｜ ⑦ ｜や小中学校のみが建てることができる。

s) I ③ ｜事業は都市計画の母と呼ばれ，区域内の土地の交換分合をして，市街地の整備を図るも

のである。事業費は，国庫補助金や自治体の負担のほかに，｜ ⑨ ｜処分金によって賄われる。

6）策定された都市計画を実現させるためには，都市計画事業として直接的に実施する場合だけでなく，

土地利用や建築の 「規制」によるものや，ガイドラインや補助金等の｜ ⑬ ｜施策がある。

2.人口減少・超高齢化社会における都市の課題について，土地利用の観点から簡潔に説明せよ。



問題番号Eコ

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 都市・地域計画

No.~ ／正司

1. 日本の地方都市の多くは，中心市街地から郊外に人口が拡散し，都市の人口は薄く広く分布するよ

うになってきた。そのため，都市の集中度の指標が小さくなっている地域が多い。このようになっ

た理由を， 1）都市構造の視点と， 2）住民の生活の視点の 2点から考察しなさい。

2. 1. で考察した地方都市の人口の拡散の理由に基づいて，今後の人口減少社会の中で，再び集約を

進める政策を成功させるために，どういった政策が必要であるかを論ぜよ。



問題番号仁三コ

2 0 1 9年9月 ・2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 室通註直

No.［］］／ 固

次世代公共交通システムの導入を検討する際について，以下の聞いに答えなさい。

( 1 ）次世代公共交通の交通需要予測において， 4段階推定法を用いる際の特徴を述べ，その利点と欠
点について説明しなさい。

(2）都市内の基幹公共交通として LRTとBRTのどちらを導入するべきかを検討している。両者の特
徴を解説し，その際の判断基準や留意事項を述べなさい。
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2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 盃通註直

問題番号〔ヨ

最近，高齢者ドライパーによる悲惨な交通事故の実態が全国各地で報じられている。道路交通安全の

観点から，以下の問いに答えなさい。

( 1）生活道路での歩行者の交通事故を抑制するために，歩車分離や歩車共存の考え方を引用しつつ，

その対策について解説しなさい。

(2) 自動運転などの技術革新が交通安全に与える影響について，その期待と課題について説明しなさ
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2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 景観・デザイン

日

グローバル化が進む中で，都市の持続的な景観形成を行うには，都市の特色や個性の尊重が重要と考え

られる。その際に3 都市の実空間の特色とあわせて，人々が都市に対して抱くイメージを把握すること

が求められる。人口 5万人程度の都市を想定しながら，以下の質問に答えなさい。

(1）人々が都市に対して抱くイメージに関する代表的な研究であるケビン・リンチの「都市のイメージj

において提示された 5つの要素とは何か，簡潔に説明しなさい。

(2）人口 5万人程度の都市において，当該都市のイメージを把握するには，どのような調査方法を行う

ことが適当と考えるか，その具体的な調査方法について述べなさい。

(3) (2）の調査方法で得られた結果を用いて，当該都市のイメージにあった駅および駅前広場の景観デザ

インを行う場合，どのような方策が考えられるか，それによって得られる効果を含めて簡潔に述べ
なさい。



No. [uJ / [ill 
2 0 1 9年9月岡 2020年4月入学誌験問題

大学院創造理工学研究科修士課程建設工学専攻

科目名： 景観・デザイン

「

各地で景観の向上などを百的として，電線類の地中化の検討が進んでいる。街路景観に重要な影響を与

えるこの問題について2 以下の質問に答えなさい。

(1）電柱および電線類が景観の阻害要素であるとされる理由を3 景観を考える際の 3つのアプローチで
ある，視覚的アフcローチ，身体感覚的アプローチ，意味的アプローチから，それぞれ簡潔に説明し

なさい。

(2）電線類は街路や道路の景観構成要素の一つである。電線類の地中化の景観的効果を上げるためには，

合わせてどのような整備などを行うことが効果的であると考えるか。その理由を含めて自分の提案

を述べなさい。




