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第 3 章 製造 

【問 3-1】 
セメントに関する次の記述のうち，不適当なものはどれか。 
(1) 普通ポルトランドセメントは，国内で最も使用量が多く，汎用性の高いセメントである。 
(2) フライアッシュを混合したフライアッシュセメントは，ポゾラン反応により緻密な組織を

形成する。また，長期的に強度を発現し，乾燥収縮は小さく，水和熱も小さい。 
(3) 低熱ポルトランドセメントは，長期強度の発現に優れており，柱や梁部材の超高強度コン

クリートなどに使用される。 
(4) 早強ポルトランドセメントは初期強度を高めるために，水和反応が早いけい酸二カルシウ

ム（C₂S：ビーライト）の含有率を高めている。 
解答 (4) 

【解説】 (1)(2)(3)は正しい。(テキスト 76，78 頁) 
(4) 早強ポルトランドセメントは水和反応が早いけい酸三カルシウム（C₃S：エーライト）の

含有率を高めている。 
 

【問 3-2】 
下表に示す示方配合（計画調合）の計算結果に関する次の記述のうち，不適当なものはどれか。

ただし，骨材は表面乾燥飽水状態とし，骨材密度は表乾密度を示す。 

密度(g/cm3) 1.00 3.15 2.65 2.65 
計 

使用材料 水 セメント 細骨材 粗骨材 

単位量(kg/m3) 165 388 920 920 2393 
単位容積

(L/m3） 165 123 347 347 982 

 
(1) 水セメント比は，42.5%である。 
(2) 単位容積質量は，2393kg/m3である。 
(3) 細骨材率は，50%である。 
(4) 空気量は，3%である。 

解答(4） 
【解説】  
水セメント比 W/C=165÷388＝0.425＝42.5％ 
細骨材率   s/a＝Vs/(Vs+VG)＝347/（347+347）＝0.50＝50％ 
空気量    1.8％  



第 4 章 設計 

【問 4-1】 
Ｌ型擁壁で縦壁の主鉄筋の配置として適切なものはどれか。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【解説】（テキスト92頁） 
(1) 主鉄筋：コンクリートの引張を補強するための鉄筋であるが，中でも主として設計上の荷

重が作用する時に発生する曲げに対して抵抗するために配置される。 

(1) (2) ハンチ筋：ハンチに配置されている斜めの鉄筋はハンチ部の補強を意味しており， 構
造計算とは直接の関連性は無い。 

(3) 配力鉄筋：主鉄筋に，外部からの荷重を分散して伝達させるための鉄筋である。 

(2) (4) その他の鉄筋：設計荷重作用時の引張側ではないが製品の脱型や反転・施工・運搬な

どの状況を想定した際に設計上の荷重とは違う位置に引張が発生することがある。このよ

うな荷重に対して配置する鉄筋である。 
解答(1) 

 
  

1 

3
 

4
 

2 

縦壁 



第 5 章 品質管理と検査 

【問 5-1】  
プレキャストコンクリート製品に使用する原材料の受入検査に関する次の記述のうち，適当なも

のはどれか。 
(1) セメントの品質について，高炉セメントはセメント生産者が発行する試験成績表によって，

1 回以上／3 か月，品質及びそのばらつきを確認する。 
(2) 骨材の塩化物量について，天然骨材の砂の場合，海砂又は塩化物量の多い砂以外の場合に

あっては，1 回以上／週検査を行う。 
(3) 混和材料の品質について，JIS A 6206 に適合するコンクリート用高炉スラグ微粉末は，1

回以上／月又は入荷の都度，自工場での検査，製造業者又は第三者試験機関の試験成績表に

よって品質を確認する。 
(4) 鋼材（PC 鋼材，鉄筋および鋼管）の品質について，JIS マーク品を購入している場合は，

1 回以上／月又は入荷の都度，自工場での検査，鋼材製造工場の試験成績表又は第三者試験

機関の試験成績表によって品質を確認する。 
解答(3) 

【解説】 
(1) セメントの 品質については，セメント生産者が発行する試験成績表又は“公平であり妥当

な試験データ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関の試験成績表によって 1 回

以上／月，品質及びそのばらつきを確認するとあり，高炉セメントもこれに該当する。（テ

キスト 134 項） 
(2) 骨材の塩化物量は，天然骨材の砂の場合，海砂又は塩化物量の多い砂は，1 回以上／週。そ

れ以外の場合にあっては，1 回以上／12 か月検査を行っていること。（テキスト 136 項） 
(3) 混和材料の品質および品質の均一性は，1 回以上／月又は入荷の都度，自工場での検査，製

造業者又は第三者試験機関の試験成績表によって品質を確認していること。JIS A 6206 に

適合するコンクリート用高炉スラグ微粉末もこれに該当する。（テキスト 138 項） 
(4) 鋼材（PC 鋼材，鉄筋および鋼管）の品質について，JIS マーク品を購入している場合は，

入荷の都度 JIS マークを確認することでその品質を確認する。（テキスト 139 項） 
 
  



6 章 耐久性 

【問 6-1】 
アルカリシリカ反応に関する次の記述のうち，不適当なものはどれか。 
(1) アルカリシリカ反応とは，コンクリート中のアルカリと特定の反応性鉱物を有する骨材と

の化学反応をいい，生成物の吸水に伴う膨張によってひび割れが発生する。 
(2) 無筋コンクリート構造物では，アルカリシリカ反応によって生じるひび割れは，網の目状

または亀甲状になりやすい。 
(3) 鉄筋コンクリートの柱や梁は，アルカリシリカ反応によって軸方向鋼材に沿ってひび割れ

が発生することが多い。 
(4) 高炉スラグ微粉末を普通ポルトランドセメントに，アルカリシリカ反応性抑制効果の確認

された混合率を使用しても対策とはならない。 
解答(4) 

【解説】(1)(2)(3)は正しい。テキスト 159 頁 
(4) アルカリシリカ反応抑制対策としては，一般に以下の 3 つの抑制対策のうちいずれか 1 つ

を講じなければならない。 
a.安全と認められる骨材の使用 

化学法（JIS A 1145）またはモルタルバー法（JIS A 1146）の試験結果によって無害と

判定された骨材を使用する。 
b.コンクリート中のアルカリ総量の規制 

全アルカリ量が明らかなポルトランドセメント等を使用し，コンクリート中のアルカリ

総量が 3.0kg/m3以下になることを確認する。 
c.抑制効果のある混合セメントなどの使用 
混合セメントを用いる場合は，JIS A 5211 に適合する高炉セメント B 種（高炉スラグの

分量 40％以上），JIS R 5213 に適合するフライアッシュセメント B 種（フライアッシュ

の分量 15％以上）でなければならない。また，混和材を使用する場合は，併用するポル

トランドセメントとの組み合わせにおいて，試験などによって抑制効果を確認する。 
  



7 章 苦情処理 
【問 7-1】クレームの発生要因及びクレーム処理に関する次の記述のうち，不適当なものはどれ

か。 
(1) クレームの主な発生原因としては，取引に起因するもの，製品に起因するもの，担当営業

マンの顧客に対する営業活動に問題があるもの，顧客自体に何らかの問題がある場合などが

ある。  
(2) 製品に起因するクレームの発生要因として，外観，寸法・形状，表示，耐久性，構造，施

工・据付等がある。  
(3) 企業としては，「クレームを起こさない」，「限りなくゼロを目指す」対策を講じておくこと

と，クレームが発生したときの対処方法を確立しておくことが必要である。 
(4) クレームに関し，発生原因の解析，対処方法の評価を行うことが重要であるが，再発防止

策については取りまとめや他の部署への実行案の提示など行う必要はない。 
                                 解答(4) 

【解説】テキスト 178，179 頁 
(1)(2)(3)は正しい。 
(4)クレームが発生した場合，①初動対応（クレーム内容の把握，顧客への対応）②社内体制

（組織編成，情報整理），クレーム処理(処理方法の協議，処理実施)，③クレーム評価及び再発

防止（クレーム原因・処理方法・費用のまとめ，再発防止対策の取りまとめ及び実行，顧客満足

度の把握など）が必要。 
 
  



8 章 安全衛生・公害管理 

【問 8-1】  
労働安全衛生法で定められた安全衛生管理組織において，次の記述のうち不適当なものはどれか。 
(1) 安全管理者の職務には，「リスクアセスメントの技術的事項に関すること」も含まれる。 
(2) 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場は，衛生委員会を設置し月 1 回以上開催しなけれ

ばならない。またその記録を３年間保存しなければならない。 
(3) 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は，産業医を選任し労働者の健康管理を行わなけ

ればならない。     
(4) 製造業にあっては，常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業場では，安全衛生に

係る業務を担当する者として，安全衛生推進者を選任しなければならない。 
解答（2） 

【解説】 
(1) 労働安全衛生法第十一条 安全衛生規則第六条より 

・安全管理者の職務には，「⑥リスクアセスメントの技術的事項に関すること」が含まれる。 

（テキスト 195 頁） 
(2) 労働安全衛生法十八条第１項，施行令第九条より 

・「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場では，衛生委員会を設けなければならない」        

10 人以上は不適当 （テキスト P196 頁） 
労働安全衛生規則第二十三条より 

  ・「事業者は衛生委員会を毎月１回以上開催するようにしなければならない」 
労働安全衛生規則第 23 条の 3 より 

  ・「事業者は委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して，これを 3 年間保存し

なければならない」 （テキスト P196 頁） 
(3) 労働安全衛生法第十三条，施行令第五条 より 
  ・「常時 50人以上の労働者を使用する事業場では，医師の中から産業医を選任し労働者の健

康管理を行わせなければならない」 （テキスト P196 頁） 
   

 
  



9 章 設備管理 

【問 9-1】 
JIS Q 1012（日本工業規格への適合性の認証－分野別認証指針（プレキャストコンクリート製

品））で規定されている，コンクリート用材料計量器の一回の計量分量における計量精度（動荷

重）について，次の記述のうち不適当なものはどれか。 
(1) セメント     ±1% 
(2) 水      ±1% 
(3) 細骨材     ±3% 
(4) 混和材（コンクリート用高炉スラグ微粉末） ±2%        

 
解答(4) 

【解説】 
(1),(2),(3)は記述の通り （テキスト 212 頁） 
（4）混和材のうち，コンクリート用高炉スラグ微粉末は±1% 
 
10 章 マネジメント 

【問 10-1】  
製造原価に関する次の記述のうち，不適当なものはどれか。 
(1) セメント，骨材，混和材料，鉄筋，スペーサやインサートは原材料費である。 
(2) 直接費は原材料費や，直接労務費や外注加工費である。消耗品費や工具類費は間接費にな

る。 
(3) 固定費は，操業度の増減に関らず一定額の原価で，労務費の基本給や減価償却費，賃借料

及び原材料費が該当する。 
(4) 原価を管理可能費と管理不可能費に分類できる。原価償却費は年額で定められており管理

不可能費といえる。 
解答(3) 

【解説】(1)(2)(4)は正しい。テキスト 226，227 頁 
 (3) 変動費は，操業度の増減に伴って増減する原価であり，原材料費や残業代，パート社員が

該当する。従って，原材料費は固定費ではなく変動費となる。 


