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【注意事項】 

１．問題用紙は、試験開始の合図があるまで開かないでください。 

２．問題用紙と解答用紙は別になっています。 

３．問題用紙の表紙に受験番号と氏名・ふりがなを記入してください。 

４．解答用紙にも、氏名・フリガナ、受験番号を正確かつ明瞭に記入してください。 

５．解答用紙の受験番号は、アラビア数字で記入し、さらに、該当する数字をＨＢ

またはＢの黒鉛筆(シャープペンシル可)で黒く塗りつぶしてください。 

６．解答用紙はマークシート方式となっています。問題を読んで解答番号を選び、

解答用紙の該当する数字欄をＨＢまたはＢの黒鉛筆(シャープペンシル可)で

黒く塗りつぶしてください。 

７．設問は、問題１～問題 25 までの 25 問題が記載されています。 

  この 25 問のうちから 20 問を選択して解答してください。 

＊なお、選択指定数(20 問)を超えて解答した場合は、減点となります。 

８．設問は、「不適切なもの」を選ぶ場合と「適切なもの」を選ぶ場合があります

ので注意してください。 

９．訂正する場合は、消しゴムできれいに消してください。解答用紙は汚したり、

折り曲げたりしないでください。 

10．参考書、携帯電話、電子辞書、電卓、パソコン等は使用禁止です。 

11．問題用紙及び解答用紙は、必ず試験監督員に提出し持ち帰らないでください。 

12．その他、試験監督員の指示に従って受験してください。 





 

問題１ 桟橋式係船岸の構造に関する次の記述のうち、不適切なものを

１つ選べ。 

 

①横桟橋本体と土留部との間は、単純支承の版で連絡し、その両端に空間を設

けるか、または緩衝材を詰めること等により、土留部に働く力が桟橋に伝達

しない構造としなければならない。 

②斜め組杭式横桟橋は、桟橋に作用する地震動の作用、防衝工反力、牽引力等

の水平力を斜め組杭で分担する構造である。このため、組杭は、一般に鉛直

支持力の期待できない地盤に用いられる。 

③斜め組杭式横桟橋は、組杭を法線直角方向の水平力に対して配置することか

ら、直杭式横桟橋に比べて法線直角方向の水平変位を小さくすることができ

る。 

④直杭式横桟橋にコンテナクレーン等の荷役機械を設置する場合は、通常、桟

橋上かあるいは土留部上のいずれかに独立させることが望ましい。やむを得

ず桟橋上と土留部上にクレーン脚がまたがる場合は、陸側の脚の沈下による

不同沈下を防ぐため基礎杭等で十分な基礎工を設ける。 

 

 

 

問題２ 杭の支持層等に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①砂層、砂礫層の場合、Ｎ値が 30 程度以上あれば良質な支持層と考えてよい。 

②岩盤は材料としての強度が大きく、均質な岩盤を支持層とした場合には大き

な支持力が期待できる。しかし、岩盤の亀裂や層理等の不連続面が存在する

場合や風化の程度によっては、支持層に適しない場合がある。 

③支持杭においては、杭先端の支持層への根入れ深さは、杭径程度以上確保す

るのがよい。地盤の不均一性等による誤差を考慮して、杭長はある程度の余

裕を見込み 1.0m 刻み程度で決定するのがよい。 

④Ｎ値から判断して良質な支持層と考えられる層でも、その層厚が薄くその下

に相対的に弱い層または圧密層がある場合には、支持層として適切かどうか

支持力と沈下についてその影響を検討する必要がある。 

 

 

  

1



 

問題３ 鋼管杭の支持力確認として実施する載荷試験に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①衝撃載荷試験は、杭頭に動的荷重を加える試験方法で、通常、杭打ち施工用

の載荷装置を用いる。計測データの解析により、杭押込み時の軸方向先端抵

抗力と周面抵抗力を求めることができる。 

②急速載荷試験は、杭頭に動的荷重を加える試験方法(軟クッション重錘落下

方式)で、反力装置を必要としない。また、試験で計測される抵抗力には動的

な成分が含まれないため、押込み試験と同等の軸方向先端抵抗力と周面抵抗

力を求めることができる。 

③押込み試験は、杭頭に静的荷重を加える試験方法で、杭の鉛直載荷試験方法

の中で最も標準的な試験方法である。杭押込み時の軸方向先端抵抗力と周面

抵抗力を求めることができる。 

④引抜き試験は、杭頭付近に静的な引抜き荷重を加える試験方法で、杭の軸方

向引抜抵抗力を求める試験方法である。引抜き試験では、杭の引抜き軸方向

抵抗力として、引抜き時の深さ方向の周面抵抗力の分布を求めることができ

る。 

 

 

問題４ 「港湾土木請負工事積算基準」における鋼矢板等の導材設置撤去 1

組(10m)あたりの代価表について、表中名称欄の名称 Ａ ～ Ｃ の

組合せとして、適切なものを１つ選べ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ａ           Ｂ            Ｃ  

① とび工      溶接工      普通作業員 

② とび工      特殊作業員    普通作業員 

③ 普通作業員    溶接工       特殊作業員 

④ 普通作業員    溶接工       とび工  
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問題５ 鋼管杭の特徴に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①材料強度が大きく、大きな耐力が期待できるため、支持層に確実に根入れす

ることにより大きな支持力を期待することができる。 

②断面剛性が大きく、曲げモーメントおよび水平力に対し大きな抵抗力を期待

することができる。さらに、大径・厚肉の鋼管杭が適用可能であり、大きな

横方向力を受けるドルフィンや橋台、橋脚などに広く利用されている。 

③継ぎ杭溶接が難しいので、現場における杭長の変更は困難である。 

④杭頭部に鉄筋を配置することにより、上部のコンクリートと容易に結合する

ことができる。また、直接上部構造物と溶接結合することもできるため、上

下部構造一体の強固な構造物をつくることができる。 

 

 

 

問題６ 鋼管杭に関する以下の記述のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

①JIS で規定されている鋼管杭の材料規格は SKK400、SKK490 である。 

②JIS で規定されている鋼管杭の板厚には、マイナスの許容差を規定していな

い。 

③板厚の異なる管の円周溶接において、板厚差が２mm 以下のとき、又は工場円

周溶接を内外面溶接とする場合で板厚差が３mm 以下のときは、切削加工が不

要である。 

④鋼管杭の重防食塗装としてポリエチレン被覆、ウレタンエラストマー被覆が

用いられており、工場施工であるため品質が安定している。 
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問題７ 矢板式係船岸に関する次の記述のうち、不適切なものを 1 つ選べ。 

 

①矢板式係船岸は、矢板を打込んで土留壁とした係船岸である。矢板の材料に

は鋼、鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリート及び木材があるが、

鋼矢板が最も多く用いられている。 

②通常用いられる鋼矢板の断面形状は、ハット型、Ｕ形及び鋼管に継手を設け

たものである。Ｕ形断面の矢板は、継手間のすべりがあると、一体として求

めた断面係数より小さくなるため、継手間にすべりが起こらないような形式

としなければならない。 

③鋼管に継手を設けた鋼管矢板は大口径の鋼管を用いることによって、単位幅

当たりの鋼材重量をあまり増さないで断面係数を大きくすることができ、鋼

矢板よりも大きな断面係数の矢板を容易に得ることができる。 

④鉄筋コンクリート矢板及びプレストレスコンクリート矢板では、断面係数を

大きくすると矢板が厚くなり、剛性が増すため、大型係船岸に用いられるこ

とが多い。 

 

 

 

問題８ 「港湾工事共通仕様書」において、鋼矢板の施工に関する次の記

述のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

①受注者は、矢板の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないように

取り扱い、矢板本体、矢板継手及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。ま

た、受注者は、矢板を２点吊りで吊り上げなければならない。 

②受注者は、土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、打ち込みを

中断し、速やかに監督職員に通知し、設計図書に関して監督職員と協議しな

ければならない。 

③受注者は、矢板打ち込み後、継手が離脱していることが認められた場合、引

き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引き抜きが不可能な場合は、

速やかに監督職員に通知し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければ

ならない。 

④受注者は、鋼矢板打ち込み方向の傾斜が矢板の上下で矢板 1/2 枚幅以上の差

が生じるおそれがある場合、設計図書に関して監督職員の承諾を得て、異形

矢板を用いて修正しなければならない。 
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問題９ 鋼矢板に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①鋼矢板の陸上輸送可能長さは、最長で 18m 程度であるが、鋼矢板長が 10m 程

度を超える場合は、一般に特殊車両通行許可が必要である。 

②鋼矢板の現場保管方法は、平坦で鋼矢板の局部変形が生じないような場所を

選定し、積重ねは一層ごとに枕木を挿入し、その全体高さは３m未満とする。 

③鋼矢板が輸送時、又は打設時等に長さ制限を受ける場合には、現場にて縦継

ぎ溶接を行うことがあるが、壁体としての応力集中を避ける意味で、その溶

接箇所は隣接する鋼矢板の溶接箇所と同一平面上に並ばないよう千鳥配置

とすることが推奨されている。 

④鋼矢板を縦継ぎ溶接する場合、上下の矢板の継ぎ手部分に目違いが生じると、

次に打設する矢板との嵌合に支障を生じることから、工場出荷時に全幅差の

少ない鋼矢板同士をグルーピングしたりするなど、接合箇所の管理が求めら

れる。 

 

 

問題 10 「港湾土木請負工事積算基準」において、現場条件・土質条件

に制約がある場合、鋼矢板及び鋼管矢板の標準的な打設工法

(ハンマ形式)に関する組合せのうち、適切なものを１つ選べ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ        Ｂ        Ｃ       Ｄ 

① 油圧ハンマ    ディーゼルハンマ   バイブロハンマ   バイブロハンマ 

(ジェット併用) 

 
② 油圧ハンマ    バイブロハンマ    バイブロハンマ   ディーゼルハンマ 

(ジェット併用) 

 
③ バイブロハンマ  ディーゼルハンマ   油圧ハンマ     バイブロハンマ 

(ジェット併用) 

 
④ バイブロハンマ  バイブロハンマ    油圧ハンマ     ディーゼルハンマ 

(ジェット併用) 

A B C D

騒音への配慮が
必要な場合

○ ー ○ ○

振動への配慮が
必要な場合

○ ー ー ー

油飛散等への配慮が
必要な場合

○ ー ○ ○

土質条件
支持層へ打ち込む、
または中間層を打ち
抜く場合

○ ○ ○ ー

※ ○印は標準適用工法を示す

ハンマ形式

現場条件
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問題 11 鋼管杭の施工機械設備に関する次の記述のうち、不適切なもの

を１つ選べ。 

 

①油圧ハンマは、その多くがラムの落下高を 10cm 程度ごとに調整できるよう

になっており、ハンマの適用杭種や杭径は一般に広い。 

②ドロップハンマの杭頭に作用する打撃力は、ハンマの重量とハンマの落下高

との積の平方根に比例する。 

③バイブロハンマを使用して杭に上下振動を与えると、周囲の土を構成する土

粒子間の結合力が一時的かつ急激に減少し、杭の周面摩擦と先端断面抵抗が

著しく低下する。 

④中掘り杭工法は、杭の中空部にオーガを挿入して、杭先端の地盤を削孔しな

がら杭を貫入させる低騒音・低振動な工法である。他の工法に比較して施工

速度は速いが、杭頭部の施工装置が複雑である。 

 

 

 

問題 12 杭頭座屈に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①杭頭座屈の原因を大別すると、ハンマの入力エネルギーの過大によるもの、

過剰打撃によるもの、偏打によるもの、局部応力によるものに分けられる。 

②座屈の初期のうちは、座屈の進行を防ぐための部品を溶接取り付けした後、

添材で補強すると効果がある。 

③座屈が進行している場合には座屈箇所をガス切断し、切断面を平坦に仕上げ

てから添材で補強すると効果がある。 

④座屈した杭の座屈部分を切断除去しても、残った杭材は劣化していると判断

すべきである。 
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問題 13 「港湾工事共通仕様書」において、鋼杭の打撃工法による施工

に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①受注者は、「港湾工事出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督職員

に提出しなければならない。 

    a) 杭の貫入量  b) 打止り付近のラム落下高又は打撃エネルギー 

  c) 打止り付近のリバウンド量  d) 打止り付近の打撃回数 

②杭の継足しを行う場合の材料は、本体の鋼材と同等以上の品質を有しなけれ

ばならない。なお、受注者は、継手構造及び溶接方法について、事前に監督

職員の承諾を得なければならない。 

③受注者は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打込み不

能となった場合には、速やかに監督職員に通知し、設計図書に関して監督職

員と協議しなければならない。 

④受注者は、施工に先立ち支持杭の打止め深度の確認方法について、監督職員

の承諾を得なければならない。 

 

 

 

問題 14 ジャケット式桟橋構造に関する次の記述のうち、不適切なもの

を 1 つ選べ。 

 

①ジャケット構造は、主要な鋼構造部分を工場製作し、大型のブロックを一括

架設できるため、高品質の確保と現地作業の工期短縮が可能である。 

②ジャケット式桟橋は剛性の高いジャケットと鋼管杭が一体化されるので、一

般に直杭式桟橋より杭本数を減らすことができる。 

③ジャケット構造の防食には干満帯以下の海中部に対しては、電気防食を施し、

干満帯以上の範囲に対しては、エポキシ樹脂等による重防食塗装か、耐食金

属による被覆が用いられる。 

④ジャケットに作用する力を杭に伝達するために、ジャケットと杭は確実に結

合しなければならない。ジャケットと杭の結合方法には、グラウトによる結

合、溶接による結合、高力ボルトによる結合がある。 
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問題 15 鋼矢板構造物の本体と控え工の連結に関する次の記述のうち、

不適切なものを１つ選べ。 

 

①鋼矢板式控え工の前面鋼矢板壁が海上施工の場合は打込んだ矢板が風、波等

によって影響されるのを防ぐためにタイ材の取付けを早急に行う必要があ

る。 

②杭式控え工の鋼管杭は、打込み精度が要求される形式である。なお腹起しの

取付けは各杭が均等にタイ材の張力を分担できるよう注意して施工する必

要がある。 

③腹起し材の穴あけは通常機械加工により、鋼矢板の穴あけはガス加工による

のが一般的である。 

④腹起し材は鋼矢板にできるだけ密着させ、ボルトを十分締め付けて取付ける。

また、密着できない場合の許容されるすき間は 30mm 以下とする。 

 

 

 

問題 16 タイロッド及びタイワイヤーに関する次の記述のうち、不適切

なものを１つ選べ。 

 

①タイロッドは矢板との取付点において、曲げモーメントを受けた状態で張力

が作用する場合があり、伸びが 18%以上に相当する特性を有する鋼材を用い

ることが望ましい。 

②タイロッドは、土中では腐食が著しく進行することはないため、腐食量を考

慮せず引張応力度を算出する。 

③タイワイヤーは明瞭な降伏点を示さないので、0.2%の永久ひずみを生じる応

力を降伏点応力とみなし、これの破断強度に対する比が 2/3 を下回らないこ

とを確認する必要がある。 

④タイワイヤーの防食にポリエチレン材を用いる場合、裏込め工事等で被覆に

損傷を生じさせないように施工に慎重を期す必要がある。 
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問題 17 「港湾工事共通仕様書」のタイロッドの規定に関する次の記述

のうち、不適切なものを１つ選べ。 

    

①タイロッドの材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。なお、

受注者は、製作に先立ちタイロッド及び付属品の図面を 監督職員に提出し

なければならない。 

②タイロッドとして、高張力鋼及び普通鋼(JIS G 3101)を使う事ができる。 

③タイロッドの製造方法は、アプセット方法によらなければならない。 

④タイロッドの本体と付属品の各部材を組み合わせた場合の引張強度は、付属

品の引張強度の規格値以上でなければならない。 

 

 

 

問題 18 鋼橋または鋼製橋脚の大ブロックの海上架設に関する次の記述

のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

①起重機船による海上架設には、台船併用方式と起重機船単独方式があり、起

重機船単独方式の大ブロック輸送は吊運搬となる。 

②大ブロック架設方式は仮置き方式と吊切り連結方式があり、セッティングビ

ームを使用して仮支持する場合は仮置き方式となる。 

③複数の起重機船を用いて相吊りで大ブロック架設をする場合の歩掛係数は、

能力の小さい起重機船にて選定を行う。 

④沓据付工は現地先据え方式と工場取り付け方式とがある。工場取り付け方式

は現地以外で桁本体にあらかじめ沓を取り付ける方法である。 
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問題 19 溶接部の検査に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ 

選べ。 

 

①外観検査の対象となるのは、ビードのそろい具合、脚長、オーバーラップ、

アンダーカット、クレータの処理具合、及びそれに表面に現れた欠陥等であ

る。 

②浸透探傷検査は、目視で確認できない微細な傷に、色のついた浸透材をしみ

こませて検査する方法である。浸透材が内部まで浸透するのを待ち、表面と

内部の探傷を行う。 

③超音波検査は、可聴範囲を超える周波数の高い音波が金属内部へ伝播・反射

する現象を利用して探傷するもので、内部に有効な検査方法である。 

④放射線検査は、Ｘ線やガンマ線などの特性を利用して金属内部の欠陥を探る

検査方法である。設備がやや大がかりとなるため、重要な構造物などの検査

に用いられる。 

 

 

 

問題 20 「港湾工事共通仕様書」において、鋼矢板等切断撤去に関する

次の記述のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

①水中切断の場合の切断工は、潜水士の免許を有する者でなければならない。 

②切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。なお、施工方法は手動としな

ければならない。 

③受注者は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。 

④受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を行っ

てはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うこ

とができる。 

 

 

  

10



 

問題 21 裏込・裏埋工に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①裏込とは、岸壁や護岸等の壁体背後を良質な材料で埋め立てることである。

壁体に働く土圧強度の軽減、土圧の均等化、裏埋土砂の流出防止及び残留水

位を一定に保つなどの効果がある。 

②裏込材を投入する場合、均等に盛り上げることが大切である。 

③裏込材料には、一般に、割石、切込砂利、玉石、鉄鋼スラグなどが用いられ

る。裏込の標準的な法勾配は、割石で 1：1.2、切込砂利、玉石で 1：2～ 

1：3 である。 

④裏埋とは、岸壁、護岸等の裏込部の背後に土砂を投入し、埋立工事に引き継

ぐことであり、上部はエプロン等が計画されるので、不同沈下が生じないよ

うに良質な材料で埋め立てる。 

 

 

 

問題 22 腐食が原因で性能低下した鋼管杭や鋼矢板等の補修又は補強に

関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

  

①一般的には、鋼材の腐食が進み平均的な鋼材の肉厚が５mm 程度以下にまで

達していると構造物としての力学的特性が大幅に低下しており、早急な対策

が必要となる。 

②補修・補強を行うと部材として断面剛性が変化する場合があるが、断面剛性

が大きくなる場合については構造物の全体系での断面力の検討を行う必要

はない。 

③鉄筋コンクリートを用いた補修・補強で使用するスタッドの溶接箇所は、２

種ケレン以上で素地調整する。 

④鋼板を用いた補修・補強で使用する鋼材の厚さは、最小が８mm、最大は鋼種

ごとの溶接可能な厚さとする。 
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問題 23 海上におけるサンドコンパクションパイル工(ＳＣＰ工)の施工

に関する次の記述のうち、不適切なものを１つ選べ。 

 

①ＳＣＰ工の貫入試験は、施工機械が所定の深度まで貫入する能力があること

を確認するとともに、ＳＣＰを支持層に着底させる場合の管理基準値(例え

ば、貫入速度)を設定するために実施する。 

②ＳＣＰ工の施工方法には、打戻し締固め方式の他に、先端振動締固め方式や

先端拡径締固め方式があり、砂面計(SL 計)はＳＣＰ船により計測方法が異な

る場合があるが、砂面天端位置を計測する点は変わらない。 

③ＳＣＰ工は、周辺地盤等への影響が比較的大きな工法であり、粘性土地盤の

場合は現地盤の盛上がりが発生する。盛上がりは置換率が高いほど、また改

良長が長いほど顕著である。 

④ＳＣＰ工の施工後に実施するチェックボーリングは、粘性土地盤ではＳＣＰ

の杭芯における連続性とＮ値、砂質土ではＳＣＰの杭芯における改良地盤の

土層構成・粒度とＮ値を確認する。 

 

 

 

問題 24 「港湾工事共通仕様書」において、防舷材及び車止めに関する

次の記述のうち、不適切なものを 1つ選べ。 

 

①ゴム防舷材のゴムは、カーボンブラック又はホワイトカーボン配合の天然若

しくは合成ゴム又はこれらを混合した加硫物で、耐老化性、耐海水性、耐オ

ゾン性、耐摩耗性等を有しなければならない。 

②ゴム防舷材の取り付け方法は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 

③鋼製(溶融亜鉛めっき)以外の車止めの製作は、設計図書の定めによるものと

する。 

④車止めは、設計図書に定めのない場合、JIS Z 9101 に規定する黄と黒のしま

模様に塗装し、しまの幅 20cm、傾斜は左上がり 60 度でなければならない。 
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問題 25 着床式洋上風力発電施設の施工に関する次の記述のうち、 

不適切なものを 1つ選べ。 

 

①プレアッセンブルを行う作業基地において地盤改良や荷重分散などの対策

を行うのは、岸壁および仮置きヤードの耐力不足を解消するためである。 

②作業の性質上やむをえない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、SEP

船に設置されたクレーンの吊り具に専用の搭乗設備を設置して当該作業設

備に作業員を乗せることができる。 

③SEP 船、ケーブル敷設船には、DPS(自動位置保持システム)を装備する必要が

ある。 

④SEP 船の船体昇降に際し、ジャッキアップ位置の海底地盤条件(レグを支持

する海底地盤耐力、埋設物等)を十分に考慮して検討しなければならない。 
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