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【問題 1】図一１のような断面で同一材質からなる梁Ａ及びＢに、一点鎖線を中立軸とする曲げモ

ーメントのみが作用している。これらの断面の降伏開始曲げモーメントをＭy、全塑性モーメントを

Ｍpとするとき、断面内の応力度分布が図一２に示す状態である。梁Ａ及びＢにおけるＭpとＭyの

比α＝Ｍp／Ｍy をそれぞれαＡ、αＢとするとき、その大小関係として、正しいものは、次のうち

どれか。ただし、降伏応力度はσyとする。 

 

1. αＡ＞αＢ＞１ 

2. αＢ＞αＡ＞１ 

3. １＞αＡ＞αＢ 

4. １＞αＢ＞αＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

降伏開始曲げモーメントの求め方は、Mｙ＝σｙ×Z   

σｙ：降伏応力度 Z：断面係数（I／2a） 

梁Ａ、梁Ｂの降伏開始曲げモーメント MyA、MyB を求めます。 

MyA＝σｙ×ZA＝8 a3σｙ 

MyB＝σｙ×ZB＝22 a3σｙ／3 

 

全塑性モーメント Mｐの求め方は、Mp= C×ｊ＝T×ｊ 

T：全断面が塑性化しているときの、断面の引張部分の垂直応力度の合力 

C：全断面が塑性化しているときの、断面の圧縮部分の垂直応力度の合力 

梁Ａ、梁Ｂの全塑性モーメント MｐA、MｐB を求めます。 

MｐA＝CA×ｊA＝TA×ｊA＝2a×3a×σｙ×2a＝12a3σｙ 

MｐB＝CB×ｊB＝TB×ｊB＝a×3a×σｙ×3a ＋ a×a×σｙ×a ＝10 a3σｙ 

 

梁ＡのＭｐとＭｙの比 αA＝Ｍｐ／Ｍｙ＝12 a3σｙ／8 a3σｙ＝1.5 

梁ＢのＭｐとＭｙの比 αB＝Ｍｐ／Ｍｙ＝10 a3σｙ／（22 a3σｙ／3）≒1.36 

 

よって、大小関係は、αA＞αB＞１ となります。 

 



【問題 2】図のような断面をもつ片持ち梁Ａ及びＢの先端に荷重Ｐが作用したとき、曲げによる最

大たわみδＡ及びδＢが生じている。梁ＡとＢの最大たわみの比δＡ／δＢの値として、正しいもの

は、次のうちどれか。ただし、梁Ａ及びＢは同一材質とする。 

 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

片持ち梁のたわみの公式は、P ℓ
  ３

/3E I 

ここで、荷重Ｐは同じ、長さ ℓ も同じ、同一材質なので E も同じです。 

したがって、比較の検討は、断面二次モーメント I（ｂh3/12）だけをすればいいことになります。 

ただし、I は分母にあることに注意してください。I が大きい方がたわみは小さいです。 

 

IA ＝ 2a× a3／12 ＝ 2a4／12 

IB ＝ a×（2a）3／12 ＝ 8a4／12 

 

8÷2＝4 梁 A のたわみは梁 B のたわみの４倍です。 

 

 

比を求める問題の場合は、余計なものはできるだけなくしてしまうのがコツです。 

この問題の場合は、（ｂh3/12）この式の 12 もなくすことが可能です。 

  



【問題 3】図のような荷重を受ける３ヒンジラーメンにおいて、Ａ点における曲げモーメントの大

きさとして、正しいものは、次のうちどれか。 

 

1. 2Ｐｌ 

2. 4Ｐｌ 

3. 14Ｐｌ 

4. 28Ｐｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

Ｃ点を基準にモーメントのつり合いを考えます。 

ＶＢ×3ℓ＋ＨＢ×ℓ－15Ｐ×ℓ－10Ｐ×2ℓ＝0 ⇒ ＶＢ＝（35Ｐ－ＨＢ）／3 …① 

Ｄ点を基準にモーメントのつり合いを考えます。 

ＶＢ×2ℓ－ＨＢ×ℓ＝0 ⇒ ＨＢ＝２ＶＢ …② 

① の式を②の式に代入すると 

ＨＢ＝２×（35Ｐ－ＨＢ）／3 ⇒ ＨＢ＝14Ｐ（右向き） 

 

Ａ点における曲げモーメントは、 

14Ｐ×ℓ＝14Ｐℓ となります。 
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【問題 4】図のような水平力が作用する三層構造物において、各層の層間変位が等しくなるときの

各層の水平剛性Κ１、Κ２、Κ３の比として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、梁は剛と

し、柱の伸縮はないものとする。 

 

 

 

1． 

2． 

3． 

4． 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

各階の層間変位は、層せん断力（図中の P）に比例し、水平剛性に反比例します。 

計算式にすると、 

各階の層間変位＝層せん断力／水平剛性 となります。 

ここで各層のせん断力は 

1 層のせん断力＝4P＋3P＋2P＝9P   

2 層のせん断力＝4P＋3P＝7P   

3 層のせん断力＝4P  

従って、 9P／Ｋ1 ＝ 7P／Ｋ2 ＝ 4P／Ｋ3  ⇒ K1：K2：K3 ＝ 9：7：4 

 

※別解 

層間変位が等しいということは、下層の方が、剛性が高いということはイメージできると思います。 

ここで、１、と２、は消えます。 

あとは、各層のせん断力に比例することに気が付けば、上から 4、7、9 であることがわかると思

います。 

 

  

Κ１：Κ２：Κ３ 

2 ： 3 ： 4 

2 ： 5 ： 9 

4 ： 3 ： 2 

9 ： 7 ： 4 



【問題 5】図のような鉛直荷重Ｐを受けるトラスＡ、Ｂ、Ｃにおいて、それぞれのローラー支持点

の水平変位δＡ、δＢ、δＣの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、各部材は

同一材質とし、斜材の断面積はそれぞれ a、2a、3a とし、水平材の断面積はいずれも a とする。 

 

1. δＡ＞δＢ＞δＣ 

2. δＡ＝δＢ＝δＣ 

3. δＢ＝δＣ＞δＡ 

4. δＣ＞δＢ＞δＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

三角形の底辺の部材は、Ａ、Ｂ、Ｃいずれも断面と長さが同じなので、軸方向力を比較すると変位

δも比較することができます。 

ピンとローラー部分の鉛直反力は、Ａ、Ｂ、Ｃ共に 1/2P です。ここから、節点法を用いて底辺の

部材の軸方向力を求めます。 

Ａの軸方向力＝P/4  Ｂの軸方向力＝P/2  Ｃの軸方向力＝2P/3 

したがって、水平変位の多い順番は、C、B、A となります。 

部材の長さや断面積、材質が変われば、水平変位が違ってきますが、この問題の場合は、同じ条件なの

で、軸方向力を比較すれば OK です。 

※別解 

反力がＡ、Ｂ、Ｃ共に同じなので、三角形の辺の割合を利用する節点法で求めた場合、斜めの部材

の角度が緩いほど、底辺部材の軸方向力は大きくなります。ここに気付くと、この問題は、単純に

三角形の高さから答えを導くことができます。 

  

同じ力がかかった場合、右側の

方が底辺の部材の引張力が大

きそうですよね。 



【問題 6】図のような支持条件及び断面で同一材質からなる柱Ａ、Ｂ、Ｃにおいて、中心圧縮の弾

性座屈荷重の理論値ＰＡ、ＰＢ、ＰＣの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、

図中における寸法の単位はｃｍとする。 

                    

1. ＰＡ＞ＰＣ＞ＰＢ 

2. ＰＢ＞ＰＡ＞ＰＣ 

3. ＰＢ＞ＰＣ＞ＰＡ 

4. ＰＣ＞ＰＡ＞ＰＢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

弾性座屈荷重を求める公式は 

 

Pk ＝ ———— 

                         

Ａ、Ｂ、Ｃ共に座屈長さは全て同じ、また、材質、ヤング係数Ｅも全て同一なので、断面二次モー

メントを求めれば、弾性座屈荷重の大小関係を求めることができます。座屈をしやすい方に軸を設

定することに注意してください。 

 

IＡ＝（15×10
 ３

）/12 ＋ 2×（10×30
 ３

）/12 ＝ 555,000/12 cm
  4

 

IＢ＝（35×10
 ３

）/12＋2×（10×20
 ３

）/12 ＝ 195,000/12 cm
  4

 

IＣ＝（37.5×20
 ３

）/12 ＝ 300,000/12 cm
  4

  

従って、ＰＡ＞ＰＣ＞ＰＢ となります。 

  

π
    2

 E I 

l k
    2

 

弾性座屈荷重とは、 

部材が座屈する時の荷重です。 

部材が強い順を考えるといいです。



【問題 7】建築基準法における荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 風圧力を算出する場合の基準風速Ｖoは、地方の区分に応じて規定されている。 

2. 多雪区域ではない地域において、暴風時又は地震時の荷重を、積雪荷重と組み合わせる必要は

ない。 

3. 多雪区域内において、長期積雪荷重は、短期積雪荷重の 0.7 倍の数値とする。 

4. 沖積層の深さが 35m の軟弱な第三種地盤の地盤周期Ｔcは、0.2 秒以下である。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 風圧力を算出する場合の基準風速Ｖo は、地方の区分ごとに、30～46 ｍ/ｓの範囲で定めら

れています。正しい記述です。過去の台風の記録に基づいています。 

2. 多雪区域ではない一般の場合の地域においては、暴風時又は地震時の荷重を、積雪荷重と組み

合わせる必要はありません。正しい記述です。 

3. 多雪区域内において、長期積雪荷重は、短期積雪荷重の 0.7 倍の数値とします。正しい記述で

す。 

短期積雪荷重＝Ｇ＋Ｐ＋Ｓ  長期積雪荷重＝Ｇ＋Ｐ＋0.7Ｓ  

Ｇ:固定荷重 Ｐ:積載荷重 Ｓ:積雪荷重 

4. 沖積層の探さが 30m 以上の軟弱な第三種地盤の場合、地盤周期Ｔc は、0.8 秒とします。 

0.2 秒以下は第一種地盤 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 8】建集基準法における建築物に作用する地震力に関する次の記述のうち、最も不適当なも

のはどれか。 

1. 鉄筋コンクリート造の保有水平耐力計算を行う場合の地上部分の地震力は、標準せん断力係数 

Co が「0.2 以上の場合」と「1.0 以上の場合」の２段階の検討をする。 

2. 鉄骨造の地震力を算定する場合に用いる建築物の設計用一次固有周期Ｔ（単位 秒）は、特別な

調査又は研究の結果に基づかない場合、建築物の高さ（単位 m）に 0.03 を乗じて算出するこ

とができる。 

3. 建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数Ｚが小さい場合には、地震層せん断力係数Ｃiは、

標準せん断力係数 Ｃoより小さくなる場合がある。 

4. 地震地域係数Ｚは、過去の地震の記録等に基づき、1.0 から 1.5 までの範囲で、建設地ごとに

定められている。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 鉄筋コンクリート造の保有水平耐力計算を行う場合の地上部分の地震力は、①標準せん断力係

数 Co が 0.2 以上（中地震動を想定した１次設計）の場合と 1.0 以上（大地震動を想定した２

次設計）の場合の２段階の検討をします。 

2. 鉄骨造の地震力を算定する場合に用いる建築物の設計用一次固有周期 T は、Ｔ＝0.03ｈで求

めることができます。ｈ：建築物の高さ したがって正しい記述です。 

3. 地震層せん断力係数Ｃi の求め方は、Ｃi＝Ｚ×Ｒt×Ａi×Co 

Ｚ：地震地域係数（0.7～1）、Ｒt：振動特性係数（0.25～1）、Ａi：高さ方向の分布を表す係数、 

Ｃo：標準せん断力係数  

建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数Ｚが小さい場合、地震層せん断力係数Ｃi は、標準

せん断力係数Ｃo より小さくなります。 

4. 地震地域係数Ｚは、過去の地震の記録等に応じて、0.7 から 1.0 の範囲で建設地ごとに定めら

れています。1.0 から 1.5 ではありません。誤り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 9】木造２階建ての建築物において、軸組に下表のＡ仕様、Ｂ仕様、Ｃ仕様又はＤ仕様のも

のを組み合わせて用いた場合、建築基準法に基づく軸組の倍率として、誤っているものは、次のう

ちどれか。 

 

仕  様 倍率 

Ａ仕様 厚さ 3㎝、幅 9㎝の木材の筋かいを用いた場合 1.5 

Ｂ仕様 9 ㎝角の木材の筋かいを用いた場合 3.0 

Ｃ仕様 
厚さ 12 ㎜のパーティクルボードを所定の方法で軸組の

片面に打ち付けた場合 
2.5 

Ｄ仕様 
厚さ 12.5 ㎜のせっこうボードを所定の方法で軸組の片

面に打ち付けた場合 
0.9 

 

1. 内部にＡ仕様の筋かいをたすき掛けとして用いたもの――――――― 3.0 

2. 内部にＢ仕様の筋かいをたすき掛けとして用いたもの――――――― 6.0 

3．片面にＣ仕様、他面にＤ仕様、内部にＡ仕様を用いたもの――――― 4.9 

4．両面にＤ仕様、内部にＢ仕様を用いたもの―――――――――――― 4.8 

 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. A 仕様の倍率 1.5 を 2 倍します。1.5×2＝3.0 正しいです。 

2. B 仕様の倍率 3.0 を 2 倍します。1.5×2＝6.0 6.0 となりますが、上限は 5 となりますの

で、誤りです。  

3. C 仕様と D 仕様、A 仕様の倍率を全て加えます。2.5＋0.9＋1.5＝4.9 正しいです。 

4. D 仕様（両面）と B 仕様を加えます。D 仕様は両面なので 2 倍します。0.9×2＋3.0＝4.8 正

しいです。 

 

この問題は、壁倍率の上限が 5 であることを知っていれば、すぐに正解を出すことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 10】木造２階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」

に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が 0．3以下であることを確認した場合を除き、

「木造建築物の軸組の設置の基準」に従って軸組を設置しなければならない。 

2. 図－１のような不整形な平面形状において、側端部分は、建築物の両端（最外縁）より 1/4 の

部分（ ■ 部分）である。 

3. 張り間方向及びけた行方向の側端部分の壁量充足率が１以下の場合には、建築物全体の耐力が

十分に確保されているので、壁率比の確認は省略することができる。 

4. 図－２のような建築物の１階側端部分の必要壁量は、「ａの部分は２階建ての１階」とし、「ｂ

の部分は平家建て」として算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

壁率比の確認を省略することができるのは、壁量充足率が１を超える場合なので、誤りです。 

壁量充足率とは、側端部分の存在壁量を側端部分の床面積に対する必要壁量で割ったものです。 

つまり、実際にある壁量が必要壁量より多ければ OK ということです。 

 

 

 

 

 



【問題 11】図に示す開口を有する鉄筋コンクリート造の壁部材に関する次の記述のうち、最も不適

当なものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 式①を用いて算定した値が 0.4 以下であるので、開口のある耐力壁とみなす。 

2. 一次設計時に用いるせん断剛性の低減率を、式②を用いて算定する。 

3. 一次設計時に用いる許容せん断耐力の低減率を、式①、②及び③のうち最小値を用いて算定す

る。 

4. 開口補強筋の量は開口の大きさを考慮して算定し、開口補強筋はＤ13 以上、かつ、壁筋と同径

以上の鉄筋を用いる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

一次設計時に用いる開口のある耐力壁の許容せん断耐力の低減率は、③の式を用います。 

Max｛ro、lo/l、ho/h｝は、ro、lo/l、ho/h の中で最大となるもの。 

 

 

 

 

 

 

 



【問題 12】鉄筋コンクリート造の柱部材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 地震時に大きな変動軸力が作用する外柱の曲げ耐力及び靭性能は、変動軸力が少ない同断面・

同一配筋の内柱と同等である。 

2. 柱と一体的に挙動するそで壁部分で、そで壁の厚さを 150mm 以上、壁筋を複配筋及びせん断補

強筋比を 0.4％以上としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみなすことがで

きる。 

3. 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、「圧縮鉄

筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して

算定した曲げモーメントのうちの最小値である。 

4. 他の層と比べて剛性・強度が低い層は、大地震時に大きな変形が集中するおそれがあるので、

当該層の柱には十分な強度及び靭性を確保する必要がある。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 一般に柱は、負担している軸方向力が大きくなると、変形能力が低下し、ねばりのない脆性的

な破壊が生じやすくなります。地震時に大きな変動軸力が作用する外柱の靭性能は内柱と比べ

て低くなります。誤り。 

2. 厚さを 150ｍｍ以上、壁筋を複配筋及びせん断補強筋比を 0.4％以上とした袖壁は、柱ととも

に地震に対して有効な構造部材とみなすことができます。 

3. 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、「圧縮鉄

筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して

算定した曲げモーメントのうちの最小値とします。鉄筋コンクリート構造計算規準 

4. 正しい記述です。特にピロティなどが対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 13】鉄筋コンクリート構造の部材の剛性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれ

か。 

1. 地震力作用時における層間変形の算定時において、耐力壁脚部における地盤の鉛直方向の変形

が大きい場合、耐力壁脚部に鉛直バネを設けた検討を行った。 

2. 一次設計の応力算定において、スラブ付き梁部材の曲げ剛性として、スラブの協力幅を考慮し

たＴ形断面部材の値を用いた。 

3. 柱部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントはコンクリート断面を用い、ヤング係

数はコンクリートと鉄筋の平均値を用いた。 

4. 床を支持する小梁には、過大なたわみを防止するために、十分な曲げ剛性を確保した。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 地震力作用時における層間変形の算定時において、耐力壁脚部における地盤の鉛直方向の変形

が大きい場合（地盤の剛性が小さい場合）、層間変形が大きくなるおそれがあるので、耐力壁脚

部に鉛直バネを設けた検討を行うことは有効です。 

2. 正しい記述です。 

3. 柱部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントはコンクリート断面を用いるか、鉄筋

の影響は無視します。 

ヤング係数も、一般的にはコンクリートのヤング係数を用いて算定します。鉄筋のヤング係数

の方が大きいので、コンクリートと鉄筋の平均値を用いると、実際よりも大きく評価されるこ

とになります。誤り。 

柱や梁の断面の占める割合は、コンクリートの方が圧倒的に多いですからね。 

4. 床を支持する小梁は、曲げ剛性が確保されていないとスラブがたわんだりひび割れなどが生じ

たりします。過大なたわみを防止するために、十分な曲げ剛性を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 14】鉄筋コンクリート構造の部材の靭性や破壊形式に関する次の記述のうち、最も不適当な

ものはどれか。 

1. 純ラーメン部分の柱梁接合部内において、柱梁接合部のせん断強度を高めるために、帯筋量を

増やした。 

2. 柱部材の脆性破壊である付着割裂破壊を避けるため、断面隅角部に細径の鉄筋を配置した。 

3. 曲げ降伏する耐力壁の靭性を高めるため、断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん断補強筋を増

やした。 

4. 曲げ降伏する梁部材について、曲げ降伏後のせん断破壊を避けるため、曲げ強度に対するせん

断強度の比を大きくした。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 柱梁接合部内の帯筋は、柱梁接合部のせん断強度を高める効果はほとんど期待できません。誤

り。 

2. 柱部材の隅角部に太い鉄筋を設けると脆性破壊である付着割裂破壊が生じて耐力低下になりま

す。それを避けるため、断面隅角部には、細径の鉄筋を配置します。 

3. 断面内の圧縮部分に当たる側柱のせん断補強筋を増やすことは、軸方向力に対してコンクリー

トを有効に拘束し、曲げ降伏する耐力壁の靱性を高めることになります。正しい。 

4. 曲げ強度に対するせん断強度の比を大きくすることで、曲げ降伏後のせん断破壊を避けること

ができます。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 15】鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 弱軸まわりに曲げを受けるＨ形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、横座屈のお

それがないので、許容引張応力度と同じ値とすることができる。 

2. SN490 材の許容引張応力度は、板厚による影響を受けないので、板厚 25mm と 50mm とでは同じ値

である。 

3. F10T の高力ボルト摩擦接合において、使用する高力ボルトが同一径の湯合、１面摩擦接合４本

締めの許容せん断耐力は、２面摩擦接合２本締めの場合と同じ値である。 

4. 高力ボルト摩擦接合部（浮き錆を除去した赤錆面）の１面せん断の短期許容せん断応力度は、

高力ボルトの基準張力の 0.45 倍である。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 弱軸まわりに曲げを受けるＨ形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、 降伏点に達

するまで局部座屈を起こさないことから、許容引張応力度と同じ値とすることができます。 

2. 鋼板の許容引張応力度は、基準強度 F に基づき求めますが、F は、鋼板の板厚によって異なり

ます。したがって、応力度は同じになりません。誤り。 

・板厚 40 ㎜以下：F＝325N/㎜２ 

・板厚 40 ㎜を超え 100 ㎜以下：295N/㎜２ 

3. F10T の高力ボルト摩擦接合において、使用する高力ボルトが同—径の場合、１面摩擦接合４

本締めの許容せん断耐力（1×４＝４）は、２面摩擦接合２本締めの許容せん断耐力（２×２

＝４） の場合と同じ値となります。 

4. 高力ボルト摩擦接合部（浮き錆を除去した赤錆面）の１面せん断の短期許容せん断応力度は、

高力ボルトの基準張力の 0.45 倍です。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 16】鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 柱・梁に使用する材料を SN400B から SN490B に変更したので、幅厚比の制限値を大きくした。 

2. 軸方向力と曲げモーメントが作用する露出型柱脚の設計において、ベースプレートの大きさを

断面寸法とする鉄筋コンクリート柱と仮定して、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして許容

応力度設計を行った。 

3. Ｈ型断面の梁において、横座屈を生じないようにするために、この梁に直交する小梁の本数を

増やした。 

4. 骨組の靭性を高めるため、塑性化が予想される部位に降伏比の小さい材料を使用した。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 幅厚比の制限値は、材料の基準強度が大きいほど小さくなります。誤り。 

強度を強くすると、より大きな力に対して局部座屈を防止することになりますので、幅厚比が厳し

く（小さく）なるようにします。 

2. 軸方向力と曲げモーメントが作用する露出型柱脚の設計においては、ベースプレートの大きさ

を断面寸法とする鉄筋コンクリート柱と仮定して、アンカーボルトを引張鉄筋とみなして許容

応力度設計を行います。 

3. 小梁（横補鋼材）を設けると、圧縮側フランジのはらみを防止できるので、横座屈を生じない

ようにするためには有効です。 

4. 降伏比（降伏強度/引張強度）の小さい材料は、塑性変形能力が大きく粘り強い、したがって、

骨組みの靭性を高めるには有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 17】図は鋼板の突合せ溶接（完全溶込み溶接）を模式的に表したものである。次の記述のう

ち、最も不適当なものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

1. 図の溶接金属は、溶接材料から溶接部に移行した溶着金属と溶接部の中で母材が溶融した部分

からなる。 

2. 図の（ａ）の部分は、熱影響部といい、溶接などの熱で組織、冶金的性質、機械的性質などが

変化を生じた、溶融していない母材の部分である。 

3. 図に示した方法の溶接部の許容引張応力度は、鋼種に応じた溶接材料を用いた場合、母材の許

容引張応力度と同じとすることができる。 

4. 図の溶接方法の JIS における記号表示は、     のように表される。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 正しい記述です。 

2. 正しい記述です。 

3. 完全溶込み溶接の引張許容応力度は、接合される母材の許容引張応力度とすることができます。

正しい。 

4. 設問の記号は、両面隅肉溶接です。図の溶接方法の JIS における記号表示は下図になります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



【問題 18】鉄骨構造の筋かいに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか 

1. 山形鋼を用いた筋かいの有効断面積の計算においては、筋かいの断面積からファスナー孔によ

る欠損部分及び突出脚の無効部分の断面積を差し引いて求める。 

2. 座屈拘束ブレースは、軸力材（芯材）の外側を座屈拘束材で囲むことにより軸力材の座屈によ

る強度低下が防止されており、塑性変形能力に優れた筋かいである。 

3. 引張力を負担する筋かいの設計において、筋かいの靭性を確保するため、その降伏耐力は、接

合部の破断耐力に比べて大きくする必要がある。 

4. 細長比の大きい部材を筋かいに用いる場合、筋かいは引張力に対してのみ有効な引張筋かいと

して設計する。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 正しい記述です。 

2. 正しい記述です。 

3. 反対です。筋かいの接合部が先に破断してしまうと、筋かい自体を強くする必要がなくなりま

す。接合部の破断耐力は、筋かい軸部の降伏耐力より大きくします。 

4. 細長比の大きい部材を筋かいに用いると座屈しやすくなりますので、引張力に対して有効な筋

かいとして設計を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 19】鉄骨鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 鉛直荷重を受ける架構の応力及び変形の計算は、一般に、鉄筋コンクリート構造の場合と同様

に行うことができる。 

2. 柱の短期荷重時のせん断力に対する検討に当たっては、鉄骨部分と鉄筋コンクリート部分の許

容せん断耐力の和が、設計用せん断力を下回らないものとする。 

3. 柱梁接合部における帯筋は、一般に、鉄骨梁ウェブを貫通させて配筋する。 

4. 梁に設けることができる貫通孔の径は、鉄筋コンクリート構造に比べて、鉄骨部材に適切に補

強を施すことにより、大きくすることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 鉛直荷重を受ける架構の応力及び変形の計算は、鋼材の影響が小さい場合、鉄筋コンクリート

構造の場合と同様に行うことができます。 

2. 鉄骨鉄筋コンクリート構造の柱の短期荷重時のせん断力に対する検討においては、鉄骨部分と

鉄筋コンクリートの許容せん断耐力が、それぞれの設計用せん断力を下回らないものとして行

ないます。和ではありません。誤り。 

3. 鉄骨鉄筋コンクリート構造の柱梁接合部における帯筋は、一般に、鉄骨梁ウェブを貫通させて

配筋を行います。 

4. 鉄筋コンクリート構造の貫通孔は、梁せいの 1/3 以下とする必要があります。鉄骨鉄筋コンク

リート構造の貫通孔は、梁せい の 0.4 倍以下かつ鉄骨のせいの 0.7 倍以下まで許容されてい

ます。つまり、鉄骨鉄筋コンクリート構造の梁の貫通孔の径は、鉄筋コンクリート構造に比べ

て、 鉄骨部材に適切に補強を施すことにより、大きくすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 20】建築構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. プレストレストコンクリート部材に導入されたプレストレス力は、コンクリートのクリープや

ＰＣ鋼材のリラクセーション等により、時間の経過とともに減少する。 

2. 同一架構において、プレストレストコンクリート部材と鉄筋コンクリート部材とを併用するこ

とができる。 

3. 地上４階建ての壁式鉄筋コンクリート構造において、許容応力度計算による検討を行う場合、

４階の耐力壁のせん断補強筋比は、0.1％とすることができる。 

4. 壁式鉄筋コンクリート構造において、耐力壁に使用するコンクリートの設計基準強度を 18N／

mm2 から 24N／mm2 に変更すると、必要となる壁量を減じることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 正しい記述です。 

2. 正しい記述です。 

3. 壁式鉄筋コンクリート構造の耐力壁のせん断補強筋比は、下表の数値以上となります。 

 

 階 せん断補強筋比（％） 

 

地上階 

平家、2 階建ての最上階 0.15 

2 階建ての 1 階、3～5 階建ての最上階 

最上階から数えて 2 つめの階 
0.2 

その他の階 0.25 

 

設問の場合は、0.2％以上となります。誤り。 

4. 壁式鉄筋コンクリート構造において、耐力壁に使用するコンクリートの設計基準強度が 18N/

㎟を超える場合は、定められた壁量を低減することができます。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 21】地盤及び基礎に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 地下外壁に作用する土圧は、地表面に等分布荷重が作用する場合、一般に、「地表面荷重がない

場合の土圧」に「地表面の等分布荷重に静止土圧係数を乗じた値」を加えたものとする。 

2. 地盤の許容支持力度は、標準貫入試験のＮ値が同じ場合、一般に、砂質地盤より粘土質地盤の

ほうが大きい。 

3. 軟弱地盤の下部に良質な支持層のある敷地において、支持層に達する支持杭を採用する場合に

は負の摩擦力を考慮し、軟弱地盤中の摩擦杭を採用する場合には負の摩擦力を考慮しなくても

よい。 

4. 基礎の極限鉛直支持力は、傾斜地盤上部の近傍の水平地盤に基礎がある場合、斜面の角度、斜

面の高さ、法肩からの距離に影響を受けるので、一般の水平地盤に基礎がある場合に比べて大

きくなる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 正しい記述です。 

2. 正しい記述です。 

3. 支持層に達する杭は、圧密沈下が起こると杭周面に下向きの摩擦力（負の摩擦力）が生じます

が、軟弱地盤中の摩接杭の場合は、圧密沈下とともに周辺地盤も沈下しますので、負の摩擦力

を考慮しなくてもよい。正しい。 

4. 基礎の極限鉛直支持力は、一般の水平地盤に基礎がある場合に比べて、傾斜地盤上部の近傍の

水平地盤に基礎がある場合の方が小さくなります。 

支持力の低下率は、斜面の角度、斜面の高さ、法面からの距離に影響されます。 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 22】 地盤及び基礎に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 地盤の液状化は、地表面から約２０ｍ以内の深さの沖積層で地下水位以下の緩い細砂層に生じ

やすい。 

2. 地盤沈下の生じる原因としては、地下水の過剰な揚水や埋立てによる下部地盤の圧縮等がある。 

3. 直接基礎は、地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、かつ、偏

土圧等の水平力が作用していなければ、基礎底面と地盤との摩擦により抵抗できると考えられ

る。 

4. 同一工法の杭基礎を用いる建築物において、杭の径のみが異なる場合、地震時の水平力に対し、

杭頭固定曲げモーメントは、径が小さい杭ほど大きくなる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 地盤の液状化は、次の条件に該当する砂質地盤で起こりやすくなります。したがって正しい。 

① 地表面から約 20m 以内の探さであること 

② 細粒度含有率が 35％以下で比較的均一な径の砂であること 

③ Ｎ値が概ね 15 以下であること 

④ 地下水位面が地表面に近いこと 

2. 地盤沈下が生じる原因としては、建築物の荷重によるものと、設問のように、地下水の過剰な

揚水や埋立てによる下部地盤の圧縮等があります。 

3. 直接基礎は、地震時の水平力に対し、基礎底面と地盤との摩擦により抵抗できると考えられま

す。正しい。 

4. 杭基礎で杭の径のみが異なる場合、径が大きい杭ほど剛性が高くなり、負担する水平力が大き

くなります。杭頭固定曲げモーメントは、径が大きいほど大きくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 23】基礎に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 直接基礎と杭基礎を併用する場合には、それぞれの基礎の鉛直・水平方向の支持特性と変形特

性を適切に評価する。 

2. 水平力が作用する杭基礎において、地震時に液状化する可能性がある地盤では、水平地盤反力

係数を低減して、杭の水平力に対する検討を行う。 

3. 軟弱地盤において良好な支持地盤が深く、支持杭基礎工法によると極端に費用が高くなる場合、

地盤改良又は摩擦杭を用いることを検討する。 

4. 直接基礎及び杭基礎の長期許容支持力Ｒa は、基礎の材料の許容応力度以下の範囲で、地盤の

破壊に基づく極限支持力Ｒuの２／３以下とする。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 直接基礎と杭基礎の併用はできる限り避けたいですが、併用しなければならない場合は、それ

ぞれの基礎の鉛直・水平方向の支持特性と変形特性を適切に評価します。 

2. 水平力が作用する杭基礎において、地震時に液状化する可能性がある地盤では、その液状化の

程度により水平地盤反力係数を低減して、杭の水平力に対する検討を行います。 

3. 正しい記述です。 

4. 直接基礎及び杭基礎の長期許容支持力Ｒa は、基礎の材料の許容応力度以下の範囲で、地盤の

破壊に基づく極限支持力Ｒu の 1/3 以下とします。（短期の場合は 2/3 以下とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 24】建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 地上６階建ての建築物（１階が鉄骨鉄筋コンクリート造、２階以上が鉄骨造）の構造計算にお

いて、２階以上の部分の必要保有水平耐力を、鉄骨造の構造特性係数Ｄsを用いて計算した。 

2. 高さ２５ｍの鉄骨鉄筋コンクリート造、地上６階建ての建築物の構造計算において、塔状比が

４.９であり、剛性率及び偏心率の規定値を満足していたので、許容応力度等計算により安全性

の確認を行った。 

3. 高さ３０ｍ、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上７階建ての建築物において、外壁から突出する部

分の長さ２.５ｍの鉄筋コンクリート造の片持ち階段について、その部分の鉛直震度を１.０Ｚ

（地震地域係数）として、本体への接続部も含めて安全性の検証を行った。 

4. 高さ３０ｍ、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上７階建ての建築物において、３階の耐力壁の量が

４階に比べて少ない計画とする必要があったので、３階の耐力壁の取り付かない単独柱につい

ては、曲げ降伏先行となるようにせん断耐力を高めた。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 建築物の構造計算は、それぞれの構造種別に応じて行ないます。従って、２階以上の部分の必

要保有水平耐力を計算する場合は、鉄骨造の構造特性係数Ｄs を用いて計算します。正しい。 

2. 高さ 25m の鉄骨鉄筋コンクリート造（31ｍ以下の建物）の構造計算は、許容応力度等計算（ル

ート２）とすることができますが、塔状比が 4.0 を超える場合は、保有水平耐力計算（ルート

3）を行う必要があります。 

3. 鉄筋コンクリート造の外壁から突出する部分の長さ が２ｍを超える片持ち階段は、その部分の

鉛直震度を 1.0Z（地震地域係数）とした上下方向の地震力に対して、本体への接続部を含め

て安全性の検証を行います。正しい。 

4. ３階の耐力壁が４階に比べて少ない場合、３階の耐力壁の取り付かない単独柱は、柱がせん断

破壊をしないようせん断耐力を高めることが有効です。（曲げ降伏が先におこるようにします。）  

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 25】建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比（全高さ／幅）が大きい場合、耐力壁の頂部を剛性

の高い梁で外周の柱とつなぐことによって、一般に、地震時にその耐力壁が負担する地震力の

割合を高める効果がある。 

2. 積層ゴムアイソレータを用いた基礎免震構造は、地震時において建築物に作用する水平力を小

さくすることはできるが、地盤と建築物の間の相対変位は大きくなる。 

3. 地震時に建築物に生じるねじれを抑制するためには、重心と剛心の位置が変わらない限り、耐

力壁等の耐震要素を建築物の外周部に分散して配置するより、同量の耐震要素を平面の中心部

に集中して配置したほうが有効である。 

4. 制振構造に用いられる鋼材や鉛などの履歴減衰型の制振部材は、履歴エネルギー吸収能力を利

用するものであり、大地震時に小さな層間変形から当該部分を塑性化させることが有効である。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比（全高さ/幅）が大きい場合、柱脚部に転倒モーメン

トが生じます。それによって、耐力壁の剛性が低下し、負担できる地震力が低下します。耐力

壁の頂部を剛性の高い梁で外周の柱とつなぐことは、基礎の浮き上がりを防止し、地震時にそ

の耐力壁が負担する地震力の割合を高める効果があります。 

2. 積層ゴムアイソレータを用いた基礎免震構造は、地震時において建築物に作用する水平力を小

さくすることはできるが、積層ゴムの影響から固有周期が長くなり、地盤と建築物の間の相対

変位は大きくなります。 

3. 耐力壁等の耐震要素は、建築物の中心部に集中するより、外周部に分散して配置するほうが、

建物のねじれを抑制することができるので、耐震上有効です。誤り。 

4. 制振構造に用いられる鋼材や鉛などの履歴減衰型の制振部材（ダンバー）は、履歴エネルギー

吸収能力を利用するものであり、大地震時に小さな層間変形から当該部分を塑性化させること

が有効です。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 26】建築物の構造計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 長い杭により支持される建築物の計画において、地下室を設けることは、一般に、杭の鉛直支

持力に対する安全性を低下させるので好ましくない。 

2. 鉄骨造の多層骨組の建築物において、床を鉄筋コンクリートスラブとした場合には、一般に、

各骨組に水平力を伝達するために、床スラブとこれを支持する鉄骨梁をシアコネクター等で緊

結する必要がある。 

3. 梁が鉄骨造で柱が鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を計画する場合は、一般に、柱鉄骨の曲げ

終局強度が、梁鉄骨の曲げ終局強度に比べて著しく小さくならないように計画し、柱梁接合部

における円滑な力の伝達を図る必要がある。 

4. コンクリート充填鋼管（ＣＦＴ）構造の柱においては、外周の鋼材による拘束（コンファイン

ド）効果により、一定の要件を満足すれば、充填コンクリートの圧縮強度を、通常の鉄筋コン

クリート造の場合よりも高く評価することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 地下室を設けることによって、杭の長さを短くすることができます。杭は長くなるほど傾斜す

る可能性が高くなりますので、地下室を設けることは、杭の鉛直支持力に対する安全性を低下

させることにはなりません。誤りです。 

2. 鉄骨造の多層骨組の建築物において、床を鉄筋コンクリートスラブとした場合には、 各骨組に

水平力を伝達するために、床スラブとこれを支持する鉄骨梁をシアコネクター等で緊結し、一

体化する必要があります。 

3. 正しい記述です。柱鉄骨の曲げ終局強度が梁鉄骨の曲げ終局強度に比べて著しく小さくなると、

応力の伝達が十分にできなくなります。 

4. コンクリート充填鋼管（ＣＦＴ）構造の柱は、外周の鋼材による拘束（コンファインド）効果

により、充填コンクリートの圧縮強度 Fc を通常の鉄筋コンクリート造の場合よりも高く評価

（割増）することができます。ただし、柱長さと柱外径の比、コンクリートの設計基準強度、

鋼管柱の径厚比など、一定の要件を満足する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 27】木材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 木表は、木裏に比べて乾爆収縮が大きいので、木表側が凹に反る性質がある。 

2. 防腐剤を加圧注入した防腐処理材であっても、仕口や縦手の加工が行われた部分については、

再度、防腐処理を行う。 

3. 木材の繊維方向の材料強度は、一般に、圧縮強度より引張強度のほうが大きい。 

4. 含水率が繊維飽和点以下の木材の伸縮率は、含水率が小さくなるほど小さくなる。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 木表は、木裏に比べて乾燥収縮が大きいので、木表側が凹に反る性質があります。 

2. 仕口や継手の加工が行われた部分は、防腐処理をしていない部分が新たに現れますので、再度、

防腐処理を行う必要があります。 

3. 木材の繊維方向の強度の大小関係は、曲げ＞圧縮＞引張＞せん断 です。圧縮強度より引張強

度のほうが小さい。誤り。 

4. 含水率が繊維飽和点以下の木材の伸縮率は、ほぼ含水率に比例します。含水率が小さくなるほ

ど伸縮率は小さくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 28】コンクリート強度に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. セメントの粒子が大きいものほど、コンクリートの初期強度の発現が早くなる。 

2. コンクリートの硬化初期の期間中に水分が不足すると、セメントの水和反応に必要な水分が不

足し、コンクリートの強度発現に支障をきたす。 

3. コンクリートの硬化初期の期間中にコンクリートの温度が２℃を下回ると、コンクリートの強

度発現が遅延する。 

4. コンクリートは、気中養生したものより、水中養生したもののほうが、強度の増進が期待でき

る。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 反対です。セメントの粒子が細かいものほど、水和反応が促進されますので、コンクリートの

初期強度の発現が早くなります。誤り。 

2. 正しい記述です。コンクリートの硬化初期の期間中に水分が不足すると、セメントの水和反応

に必要な水分が不足することになりますので、コンクリートの強度発現が遅くなるなど支障を

きたします。 

3. コンクリートの硬化初期の期間中にコンクリートの温度が２℃を下回ると、コンクリートの強

度発現が遅延します。温度が２℃を下回る場合は、採暖して２℃以上に保つようにします。 

4. 正しい記述です。コンクリートは、水硬性材料なので、気中養生より、水中養生したほうが、

強度の増進が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 29】金属材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 鋼材に含まれる化学成分における P（リン）や S（硫黄）は、一般に、鋼材の靭性に悪影響を与

える。 

2. 建築構造用ステンレス鋼（SUS304）のヤング係数は、アルミニウム合金に比べて小さい。 

3. 建築構造用耐火鋼（FR鋼）は、高温時の耐火性に優れており、600℃における降伏点が常温規格

値の 2/3 以上あることを保証した鋼材である。 

4. SN490B（板厚 12mm 以上）は、引張強さの下限値が 490N／mm2であり、「降伏点又は耐力」の上限

値及び下限値が定められている。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 正しい記述です。鋼材に含まれる化学成分におけるＰ(リン)は溶接性や衝撃特性、Ｓ(硫黄)は衝

撃特性を低下させるので、有害とされています。また、その含有割合が制限されています。 

2. 反対です。建築構造用ステンレス鋼(SUS 304)のヤング係数は、アルミニウム合金に比ベて

大きいです。誤り。 

3. 建築構造用耐火鋼(ＦＲ鋼)は、高温時の耐火性に優れており、600℃における降伏点が常温規

格値の 2/3 以上あることを保証した鋼材。なお、一般構造用鋼材は 350℃です。 

4. SN490B(板厚 12mm 以上)は、引張強さの下限値が 490N/ｍｍ２であり、｢降伏点又は耐力｣

の上限値及び下限値が定められています。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【問題 30】次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 「限界耐力計算」においては、積雪、暴風及び地震のすべてに対して、極めて稀に発生する荷

重・外力について建築物が倒壊・崩壊しないことをそれぞれ検証することが求められている。 

2. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「日本住宅性能表示基準」に規定される「耐

震等級」において、等級１は、等級２に比べて、より大きな地震力に対して所定の性能を有し

ていることを表示するものである。 

3. 高炉スラグを利用した高炉セメントを構造体コンクリートに用いることは、再生品の利用によ

って環境に配慮した建築物を実現することにつながる。 

4. 免震建築物が所期の性能を発揮する上で、免震層が正常に機能するように維持管理することは

重要であるので、設計者は建築物の管理者に対して、このことを認識するように説明を行う必

要がある。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 「限界耐力計算」は、積雪、暴風及び地震のすべてに対して、極めて稀に発生する荷重・外力

について建築物が倒壊・崩壊しないことをそれぞれ検証することが求められています。正しい。 

2. 反対です。等級の数字は、大きいほどより大きな地震力に対して所定の性能を有していること

になります。 

3. 高炉スラグは産業廃棄物の１つです。したがって、高炉スラグを利用した高炉セメントを用い

ることは、再生品の利用によって環境に配慮した建築物を実現することにつながります。なお、

高炉セメントは、水和熱が小さいなどの利点から、マスコンクリート等に利用されます。 

4. 正しい記述です。免震建築物が所期の性能を発揮する上で、免震層が正常に機能するように維

持管理することは重要であるので、設計者は建築物の管理者に対して、このことを認識するよ

うに説明を行う必要があります。 

① 大地震時には免震部材が性能を発揮するため相対変位が生じること。 

② 免震部材以外の可動部は、この相対変位に追随しなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 


