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ディジタル技術検定

公益財団法人国際文化カレッジ／ディジタル技術検定部
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-2-38 T03-3361-1541

成績優秀者、文部科学大臣賞他を受賞
令和元年度ディジタル技術検定成績優秀者表彰
令和元年度において、公益財団法人国際文化カ

令和元年度 成績優秀表彰内訳

レッジ主催として「ディジタル技術検定」
「レタリング技能検定」
「フォトマスター検定」が

＜個人賞＞

文部科学省後援検定として実施されました。

［文部科学大臣賞］…………………… ６名

そのうち、フォトマスター検定を除く２検定につ

（１級情報・制御各１名、２級情報・制御各２名）

には賞状が届けられました。本検定はウェブでの

［優秀賞］………………………………６４名
［優良賞］………………………………７１名

無料模擬試験などを利用すれば、合格は比較的容

＜団体賞＞

易であると思いますので、しっかり準備をして受

［文部科学大臣賞］………………… ２団体
（株式会社島津製作所様）
（
様）
［団体優秀賞］……………………… ２団体
（デンソーテクノ株式会社様）
（Ｓｋｙ株式会社様）

いては、１月３１日付にて表彰が行われ、受賞者

験に臨んでください。
また、今回授賞された方については、後進の指
導などにおいても今後活躍されることを期待い
たします。

第５８・５９回ディジタル技術検定／試験問題の解説
文部科学省後援として行われた令和元年度の検定

【１級の試験結果】

試験は第５８回が６月２３日、
全国４１箇所(本会場

１級の試験は第５９回に行われ、受験者数は情

１３、準会場２８)の会場で、第５９回が１１月２４

報部門が６７名、制御部門が８７名でどちらも前

日、全国４４箇所(本会場１３、準会場３１)の会場

回より多くなりましたが、合格者の数は情報部門

で一斉に実施され、１～４級に合計２，３５８人が

が２１名、制御部門が２２名で大きな変化はあり

挑戦しました。各回の級別志願者数と試験結果は別

ません。

表にまとめてあります。以下に、各回の試験結果に
ついて試験委員に簡単な解説をお願いしました。
【まえがき】

［情報部門］
情報部門の必須問題では、構造体を使ったＣプ
ログラムの 問題１ は受験者の半数以上が満点、

５月から年号が変わった令和元年度には、６月に

平均点も８４．５点でした。１級としては問題が

第５８回、１１月に第５９回と２回の試験が行われ

易しすぎたようです。また情報源の符号化に関す

ました。
ここではこの２回の試験結果をご報告して、

る 問題３ では、平均点は５９．７点になりまし

２級以下の各回・級・部門についてそれぞれ４問ず

たが「クラフトの不等式」を知らない受験者が多

つを取り上げて、簡単に説明しておきます。

かったようです。クラフトの不等式は「エントロ
ピー」という理解しにくいものと「平均符号長」

という意味のよく分かるものとを結びつけるも

第５８回

ので、情報理論としては重要なものです。選択問

（３）線形符号の問題で、３行６列の生成行列が

題の方では、神経回路網に関する 問題４ を選択

与えられています。小問は２問で（ア）は情報ビッ

した受験者が１０名だけですが、平均点は高く

ト(011)に対する符号を求めるもの、
（イ）では８個

７２．５点でした。自信のある受験者だけが選択

の選択肢の中からこの符号に含まれないものを探

した結果でしょう。成績の悪かったのは１０進

します。生成行列の形から問題の符号では情報ビ

浮動小数常数についてＢＮＦ記法（::＝）で書か

ットが符号の左３ビットにそのまま現れることが

れている規則をオートマトンとして図示する

分かりますから、すべて簡単な計算で答が分かる

問題５ で、受験者２７人が選択していますが

は ず で 。（ イ ） は 一 見 大 変 そ う で す が 、

平均点は２６．９点です。

８個の選択肢中には（ア）で求めたものがあり、
(000)に対する(000000)と生成行列の各行がその

［制御部門］

まま符号になっている３個を除いて、計算しなけ

制御部門の必須問題では、制御システムの安定

ればならないのは三つだけになります。
（ア）の正

性に関するＣプログラムの 問題１ の平均点が

解率は７２．０％ですが、
（イ）は５７．５％と低

６３．４点、Ｒ－２Ｒはしご型Ｄ―Ａ変換器の抵

くなっています。

抗回路網に関する 問題２ の平均点が６５．６点

（８）与えられている八つのアルゴリズムの中

でした。 問題２ は等価回路を求めるまでの手順

から、経路探索にふさわしいものを二つ選ぶ問題

が細かすぎるので、良く理解している受験者には

です。正解は「ダイクストラ法」と「Ａ*アルゴ

煩雑すぎたかも知れません。IoT についての

リズム法」ですが、Ａ*アルゴリズム法はなじみ

問題３ は平均点がやや低くなって５０．８点で

のないものだったかも知れません。詳細の説明は

すが、与えられた６種類のセンサの中から二つを

できませんが、Ａ*アルゴリズム法は「探索を開

取り上げて用途と活用例を述べるという具体的

始したノードから現在のノードに至るまでのコス

な問題もあり、知識や興味を持っていないと答案

ト」と「現在のノードから探索のゴールとなるノ

が書きにくかったと思います。選択問題では

ードまでのコストの推定値」を使って、コストが

ＢＣＤ符号の復号器に関する 問題７ を４９名

最小となる経路を効率よく求めるアルゴリズムで

の受験者が選択していますが、単なる無定義組合

す。正解率は５４．０％でした。

せ（冗長な組合せ）を持つ論理回路の簡単化なの

（１２）ＲＩＳＣの問題で、五つの文の中からＲ

に成績が悪く、平均点が４６．３点で５０点を割

ＩＳＣの説明文として誤っているものを二つ選び

っています。選択した受験者が最も少なかったの

ます。ＲＩＳＣは(Reduce Instruction Set

はＧＰＵに関する 問題５ で、１８名でした。

Computer)の略でＣＩＳＣ(Complex Instruction

特にディープラーニングなどは、良く理解してい

Set Computer)に対応し、
「単純な命令」のみで構

ない受験者も多かったのでしょう。

成されるのが特徴です。キーワードとして「単純な
命令」に着目するだけでも、正しい文の見当がつき

【２級の試験結果】

ます。問題文の中で誤りとされるのは「
（ア）命令

［情報部門］

を単純化することで、プログラムのステップ数を

第５８回の試験は３３９名の受験者中２９１

少なくすることができる。
」と「
（ウ）豊富な命令群

名が合格して合格率が８５．８％、第５９回で

を用意することで、プログラムのステップ数を少

は２９３名が受験して２０２名が合格し、合格

なくして高速化を図ろうとする考えに基づいて作

率は６８．９％です。昨年の検定ニュースにも

られたもの。
」の二つです。この二つの文には「プ

書きましたが毎回の合格率はかなり変動します

ログラムのステップ数を少なくする」という共通

が、特に原因は思い当たりません。ただ、あま

な文があり、特に（ウ）には「豊富な命令群」とい

り合格率が高いのも、逆にあまり低いのもいけ

うＲＩＳＣの特徴とは相反する言葉があります。

ないと思っていますが、その都度出題のレベル

正解率は非常に低く、３５．４％でした。

を変えるわけにはいかないのが現状です。

（１３）ＵＭＬの問題で、
「シーケンス図」
「ユ
ースケース図」
「クラス図」についての説明文を

第５８回検定結果
級／部門

志願者数

第５９回検定結果

（１年６月２３日実施）

受験者数

合格者数

合格率％

志願者数

受験者数

（１年１１月２４日実施）
合格者数

合格率％

情報

－

－

－

－

67

58

21

36.2

制御

－

－

－

－

87

68

22

32.4

－

－

－

－

154

126

43

34.1

情報

377

339

291

85.8

340

293

202

68.9

制御

328

297

224

75.4

382

344

285

82.8

小 計

705

636

515

81.0

722

637

487

76.5

３ 級

472

445

310

69.7

353

320

217

67.8

４ 級

128

102

77

75.5

109

92

68

73.9

合 計

1,305

1,183

902

76.2

1,338

1,175

815

69.4

１級

小 計
２級

与えられた四つの文の中から選びます。三つの中

生 成 多 項式

を 与 え たと き の 符号 多項 式

で「クラス図」の正解率は非常に高く９２．９％

の式が与えられています。小問は二つで、

ですが、
「ユースケース図」は５０．７％、
「シー

（ ア ） で は 情 報 ビ ッ ト (0101) に 対 す る 符 号 が

ケンス図」は３２．２％ですが、これには誤答が

(0100111)であったときの生成多項式を求めます。

多く、「ユーザの基本シナリオを時間の流れに沿

分かりやすいのは情報ビットと符号から多項式を

って抽出し表現」を選んだ受験者が６１．４％も

求めて割り算をするのですが、多項式の係数０と

ありました。
「シーケンス」と「時間の流れ」から

１を使って割り算をする方法を覚えておけば、よ

生じた誤りだと思います。正解は「オブジェクト

り簡単に計算できます。正解となる生成多項式は

相互の振る舞いを表現」です。ＵＭＬについては

で、正解率は４８．５％です。

「ディジタル技術検定試験問題集（２級情報部

（イ）では情報ビット(1010)に対する符号を求め

門）
」の５５ページ以下に説明がありますが、そこ

ます。
（ア）で求めた生成多項式を使って計算すれ

に書かれている説明文とこの問題にある説明文

ばよいのですが、この問題にはもっと簡単な解法

とが異なるように、ＵＭＬの各図についての説明

があります。着目するのは（イ）の情報ビット

文にはいろいろのものがありますから、注意して

(1010)は（ア）の情報ビット(0101)を左に１ビット

読み比べ、理解するようにしてください。

シフトしたものになっていることです。巡回符号
ですから、情報ビットを左に１ビットシフトする
ことは情報多項式に

第５９回

号多項式も

を掛けることですから、符

を掛けたものになり、符号を左に１

（１）論理回路の問題で、３入力のＡＮＤ－Ｏ

ビット巡回すればよいことになります。
（ア）の符

Ｒ回路が示されていてこれに関する説明文の穴

号が(0100111)ですから、求める符号は(1001110)

埋めです。空所は４カ所ありますがはじめの三つ

です。この問題の正解率も（ア）と同じ４８．５％

は易しく、正解率も９０％前後です。成績の悪か

です。

ったのは最後の問題で「論理和で結合された３変

（４）７元無記憶情報源{A,B,C,D,E,F,G}につい

数（問題の場合）の論理積項」の名称を答えるの

ての問題で、各シンボルの生起確率はシンボル A

ですが、正解率は４３．３％でした。この形の式

の生起確率 P(A)との関係式で与えられています。

は特殊加法標準形で項の名称は「最小項」です。

問題（ア）はシンボル A の生起確率を求めるので

これに対して特殊乗法標準形を構成する「論理和

すが、与えられた式から計算することになります。

項の論理積」の各論理和項は「最大項」と呼ばれ

式は一つ足りませんが、７シンボルの生起確率の

ます。何故「最大」
「最小」がつくのかは、論理回

和が１になることを用います。正解は０.５で正解

路の教科書で調べてください。論理関数につい

率は４８．１％です。
（イ）はこの情報源のエント

て、新しい興味が沸くかも知れません。

ロピーを求めるので、定義に従って計算します。結

（３）巡回符号の問題で情報多項式

と

果は２.０ビットになりますが、シンボルの生起確

率が特殊な形になっているので、慣れていれば

呼ばれるので、
「双対」が正解です。ある論理関数

暗算でも求められるかも知れません。正解率は

に対して、これと双対な論理関数

（ア）よりも低く、３５．２％でした。

は

で定義されますが、この定義に

（９）ソフトウェア開発手法に関する問題で、

従って求めると「論理積と論理和は互いに双対」

「アジャイル」
「ウォーターフォール」
「スクラム」

であることが分かります。一般に双対な関数は元

「スパイラル」
「デバッキング」の中からソフト

の関数とは異なったものになりますが、問題の関

ウェア開発に関する用語でないものを選びます。

数（多数決関数）では同じものになっていて、こ

正解（ソフトウェア開発に関する用語でないも

のような論理関数は「自己双対関数」と呼ばれて

の）は「デバッギング」ですが正解率は３４．８％

います。

で、これよりも多い誤答として「スクラム」が３

（１１）フィードバックシステムのブロック図

８．６％の受験者に選択されています。スクラム

とその伝達関数が与えられていますが、図の二つ

はラグビーの用語として定着していますから無

の要素の中にそれぞれ

理もないと思います。簡単に説明すると、ソフト

メータがあります。このシステムの伝達関数が与

ウェアの開発手法は始めに全体の機能・設計・計

えられたものと一致するように、二つのパラメー

画を決定してこれに従って開発・実装していく

タを決めるのが問題です。未知のパラメータを含

「ウォーターフォール」と、システムを小さい単

んだままシステムの伝達関数を求めて与えられて

位に区切って実装とテストを繰り返していく「ア

いる伝達関数と比較することによって得られる

ジャイル」とに分けられますが、
「スクラム」は

「

アジャイルに属する手法で、開発に携わるチーム

ラメータの値を求めます。このとき、

のコミュニケーションとチームワークを重視す

ぐに求められますが

る手法です。語源は、やはりラグビーにあるよう

を使いますから、

です。選択肢にあるもう一つの用語「スパイラル」

ことになります。正解率は

は、開発に当たって設計・実装・テストの工程を
繰り返すことを表しています。なお、
「デバッキ

、

」と「

という未知のパラ

」の二つの式からパ
の値はす

を求めるときには
を間違えると

の値

も間違える

が６５．７％ですが

の方は５５．２％で、約１０％低くなってい
ます。

ング」はプログラムをチェックして欠陥やミスを

（１４）キューの問題です。
「キュー」はデータ

修正する作業で、ソフトウェア開発の段階で行わ

構造の一つで「待ち行列」とも呼ばれ、最初に入

れるものではありません。

力されたデータが最初に出力され、新しいデータ
は末尾に追加されます。小問は二つで、
（ア）は選

［制御部門］
第５８回には２９７名が受験して２２４名が

択肢の中からこのような動作を表すものを探しま
す。正解は「FIFO」で、
「First In First Out」の

合格し、合格率は７５．４％、第５９回は３４４

略です。選択肢の中に「LILO（Last In Last Out）
」

名が受験して２８５名が合格し、合格率は８２．

を入れてしまったので心配しましたが、これを選

８％と高くなっています。

択した受験者は３．７％だけでしたので誤りとし
て扱いました。正解率は６２．０％です。キュー

第５８回
（６）前問（５）で３変数の多数決関数が乗法

に関してはデータを書き込むことを「エンキュ
ー」
、出力することを「デキュー」と言います。
（イ）

標準系（論理和項の論理積）として与えられてい

は「データ x を書き込む操作を enq x」
、
「データ

ますが、この問題にはこの関数が加法標準系（論

を出力する操作を deq」としたときに

理積項の論理和）で示されていて、前問の乗法標

ーに対して「enq 1 ⇒ enq 2 ⇒ deq ⇒ enq 3

準形の式とこの問題の加法標準形の式とはどの

⇒ deq ⇒ enq 4 ⇒ enq 5 ⇒ deq」のように操

ような関係にあるかが問題です。二つの式を比べ

作したときに次の deq の操作で出力されるデータ

ると、それぞれ論理和と論理積とを入れ替えたも

はどれかです。上の操作では整数の１から５まで

のになっていることに気がつきます。このような

が入力されていますが、deq は３回しか行われて

関係にある二つの関数（問題の場合は同じ関数で

いませんから１から３までが出力されて４と５が

すが）は、互いに「双対（そうつい）
」であると

残っています。この二つの中で先に入力されたの

空のキュ

は４ですから、次の deq の操作で出力されるの４

です。正解率は６４．０％でした。
（１５）Ｃプログラムの問題で、問題には明記

（９）ｚ変換の問題で、ｚ変換の初期値定理

「

」が示されています。小問は２

問 で 、（ ア ） は 与 え ら れ た 関 数

してありませんが「ユークリッドの互除法で二つ

「

の整数 x と y の最大公約数を求める」プログラ

を求めます。初期値定理の式を使って計算すると、

ムです。問題ではこの操作を関数 f(x,y)で表し

初期値が

ていて、関数の内容は二つの文「if（y==0）return

率は５６．４％です。なお、この場合の時間関数

x」と「else return f（y,x%y）
」で構成されてい

は

ます。求めるのは f（63,14）と f（91,663）で、

」に対する

の初期値

になることが簡単に分かります。正解
です。

（イ）は

のｚ変換を求めるので

f（63,14）の正解率は７０．４％ですが f（91,663）

すが、始めから計算で求めるのは大変ですが、問

の正解率はこれよりも低く５７．６％でした。

題が初期値定理に関係があることに気がつけば簡

簡単に計算してみましょう。

単です。与えられた関数

「663/91=7 余り 26」

は１ですから、選択肢として与えられた五つの式

「91/26=3 余り 13」

について初期値定理を使うと、選択肢の中で初期

「26/13=2 余り 0」

値が１になるのは一つしか無いことに気がつきま

で余りはなくなりますから、答え（91 と 663 の

す。正解率は２４．４％ですが、これよりも多い

最大公約数）は 13 になります。

誤答として

の初期値

が２７．６％の受

験者に選択されています。多分、
第５９回
（３）Ｒ－２Ｒはしご型Ｄ－Ａ変換器の回路図
が示されていて、これに関する説明文の空所を埋

のラプラス変換が

になることからの

類推による誤りでしょう。なお、初期値定理につ
いてはラプラス変換の場合は右辺の

める問題です。埋めるところは２カ所で、
（ア）

がついて

図のＤ－Ａ変換器の名称と、
（イ）回路要素とし

の前に

の前に

となりますが、ｚ変換では
はつきません。

てこの変換器が使われるＡ－Ｄ変換器の名称を

（１３）リスト構造について説明した文の空所

答えます。
（ア）の正解率は６９．２％ですが、

を埋める問題です。空所は３カ所ですが正解率の

（イ）の方は５２．３％と低くなりました。
（イ）

低かったのはこの中の二つで、一つは「各ノード

の正解は「逐次比較型」です。Ａ－Ｄ変換器の構

が直前のノードのポインタと直後のノードのポイ

成要素としてＤ－Ａ変換器が使われる特殊な例

ンタを持って連結しているリスト」を「双方向リ

ですから、その動作と一緒によく理解しておいて

スト」と答えるところで、正解率は４３．４％で

ください。

すが「線形リスト」を入れた誤答が４４．５％あ

（７）Ｊ－Ｋフリップフロップの問題です。

りました。もう一つは「双方向リストの末尾のノ

フリップフロップの動作が真理値表の形で与え

ードに次のノードを表すポインタとして NULL

られていて、
（ア）では動作を表す論理式を求め

を入れれば」
「線形リストになる」というところで、

ますが、正解率は高く８３．７％でした。
（イ）

正解率が３７．２％でした。

はＪ－Ｋフリップフロップの二つの入力ＪとＫ
を接続して同じ信号を加えたとき、フリップフ

【３級の試験結果】

ロップとしてはどのような動作をするかです。

第５８回は受験者４４５名中３１０名が合格し

正解は「Ｔフリップフロップ」ですが、正解率

て、合格率が６９．７％、また第５９回は３２０

は低く、４９．１％になっています。Ｊ－Ｋフ

名の受験者に対して２１７名が合格して、合格率

リップフロップはＪ、Ｋ二つの端子に１を加え

は６７．８％になります。

たときに出力が反転して、この特性がＲ－Ｓフ
リップフロップとの大きな違いです。Ｊ－Ｋフ
リップフロップとＲ－Ｓフリップフロップの違

第５８回
（２）

（

）
、

(

)と周波数

いについては、第５９回３級の問題（８）でも

の異なる二つの交流電源が直列に接続され、これ

取り上げています。

にインダクタンス

のコイルと静電容量

のコンデンサによるＬＣ並列回路と負

アドレス」の正解率は５４．４％でした。正解となる

荷（何であるかは分かりません）が直列に接続さ

のは「ＷＷＷに接続されているコンピュータを識別

れています。この回路の特性を説明する文が三つ

する世界に一つしかない固有のもの」ですが、
「世界

あって、それぞれ正しいか誤りかを答えます。最

に一つしかない」に迷った受験者がいたようです。例

も正解率の低かったのは「

成分の電流は負荷

えば、電話番号を考えてください。ＩＰアドレスには

にはほとんど流れない」に対する答で、直列に接

「グローバルＩＰアドレス」と「プライベート（ロー

続されているＬＣ回路は

カル）ＩＰアドレスとがあって、単に「ＩＰアドレス」

に共振しています

から「正しい」が正解ですが正解率は４４．０％

というときには一般に前者を指しています。この問

で、
「誤り」とした誤答が５５．５％ありました。

題でもグローバルＩＰアドレスを想定しているので

また、「ＬＣ共振回路は

「世界に一つ」という表現を用いています。
「プライ

に共振している」は

上で示したように「誤り」ですが、正解率は５３．

ベートＩＰアドレス」は、例えばルータから見て接続

０％です。並列共振回路の共振周波数を含めた特

されているＰＣを識別するときなどに使われます。

性が理解されていないのでしょう。
（７）３入力の論理回路で、ＮＡＤ素子にＡと
Ｂ、ＮＯＲ素子にＢとＣが入力され、この二つの

第５９回
（２）周波数

の電波について、周期

素子の出力がＡＮＤ素子に入力されています。問

波長

題はこの回路の簡単化した論理式を求めます。い

間には

ろいろな考え方があると思いますが、ここではそ

行えばよく、正解率も比較的高く６３．４％でした

のまま計算してみましょう。まずＮＡＮＤとＮＯ

が、波長を求めるためには電波の伝播速度

Ｒの出力にドモルガンの法則（定理）を使うと回
路の出力は
すと

（

を求める問題です。周期

と周波数

と
との

の関係がありますから単に割り算を

）が必要なので、正しく１５０ｍと

となり、カッコを外

答えられたのは１７．２％です。これに対して、正解

となりますがこの式の右

よりも多い２００ｍという誤答が２２．５％ありま

辺第１項は吸収則によって第２項に吸収されま
すから、これにもう一度ドモルガンの法則を使え
ば最も簡単な論理式が

となることが

分かります。正解率は５８．０％です。

した。
（８）選択肢として与えられた四つの文の中から、
「ＲＳフリップフロップ」と「ＪＫフリップフリップ
フロップ」の違いについて説明した文として、正しい

（１２）ソフトウェア開発で用いられる言語と

ものを選びます。ＲＳフリップフロップとＪＫフリ

して「JavaScript」
「Ｃ++」
「Java」の三つが挙げ

ップフロップはどちらも２入力で、二つの入力が共

られていて、選択肢の四つの文の中からこれらの

に０の場合とどちらか一方だけが１の場合の動作は

言語の機能・説明として適切なものを選びます。

同じように考えられますが、二つの入力が共に１の

Ｃ++についてはさすがに正解率が高く９２．６％

場合の動作が違います。問題もこの点に関するもの

ありましたが、Java は６０．９％と低くなり、

で、選択肢の中にある「ＲＳフリップフロップは２つ

JavaScript は２６．７％の正解率です。これに

の入力に同時に１を加える使い方はできない」が正

は正解よりも多い誤答があり、
「Java から派生し

解です。これに対してＪＫフリップフロップでは、二

たもので人工知能向けに特化した言語」を選んだ

つの入力に同時に１を加えたときには出力が反転

受験者が６６．７％ありました。JavaScript に

し、この特性を利用すればＴフロップとして使うこ

は Java がついていますが Java と直接の関係は

とができます。正解率はあまり高くなく、５３．１％

なく、Web ページの上で使われる言語です。選択

です。

肢の中では「Web サイトを構成する要素に対して
動きを作ることができる」が正解です。

（１３）６つの選択肢の文の中から、
「プロバ

（９）コンピュータでの数値データの表現法に関
する文の空所を埋める問題です。正解率の低かった

のは浮動小数点数として「

」と表したとき

イダ」
「プロトコル」
「ＩＰアドレス」の説明とし

のＭとＢの名称です。
「Ｍは仮数」ですが正解率は１

て最も適切なものを選びます。始めの二つについ

９．７％と低く、
「基数」という誤答が６１．６％で

ては正解率も高く、
「プロバイダ」が６６．３％、

す。また「Ｂは基数」ですが、正解率が３２．８％で

「プロトコル」が６８．５％ですが、
「ＩＰアド

「補数」という誤答がこれよりもやや多く３５．６％

ありました。なおＥ（指数）の正解率は高く、

から十分に時間が経過して抵抗両端の電圧が電池の

７３．４％でした。

電圧Ｅに等しくなると回路に電流は流れなくなりま

（１４）ＩＰアドレスの問題で、与えられた図

す。このとき、コイル両端の電圧は０です。正解は「電

のＩＰアドレスがどのクラスに属するかです。Ｉ

源電圧Ｅと等しくなる」ですが、正解率は４５．１％

Ｐアドレスはインターネット上に接続された機

でした。なお、上ではコイルに流れる電流は急には変

器に割り当てられた番号で３２ビットの２進数

化できないと書きましたが、コンデンサには両端の

で構成され、ネットワークアドレス部とホストア

電圧が急には変われないという性質があります。

ドレス部に分けられていますが、各部のビット長

（６）選択肢にある１６進数の計算式の中で、正

によってＡ、Ｂ、Ｃの三つのクラスに分類されて

しいのはどれかという問題です。示されている式は

います。簡単に説明すると「クラスＡ」は先頭ビ

「

ットを０としてネットワークアドレス部７ビッ

つです。最後の式が１０進数の掛け算としては正し

ト、ホストアドレス部２４ビットとなっていま

いのでこれを選んだ受験者が４７．１％ありました

す。ネットワーク数は少ないのですがホストの数

が、この式は誤りです。

が多いので、大規模なネットワークに向きます。

が、１６進数で表すと５１になります。
「

「クラスＢ」は先頭の２ビットを１０として、ネ

も誤りで、右辺の１６進数は３１です。また最初の

ットワークアドレス部１４ビット、ホストアドレ

式の右辺（答）が１になることはすぐに分かると思

ス部１６ビットで、中規模なネットワーク向きで

います。正しいのは

す。また「クラスＣ」は先頭の３ビットを１１０

でした。なお余談になりますが１桁の１６進数の２

として、ネットワークアドレス部２１ビット、ホ

乗では、
「

ストアドレス部８ビットで、ホストの数は少ない

あります。

のですがネットワークの数が多いので、小規模な

」
「

」
「

」
「

」の四

は１０進数では８１です
」

で正解率は３７．３％

」
「

」のようなものが

（８）これも１６進数の計算です。問題に示され

ネットワーク向きです。 問題の場合には先頭の

た四つの式の中で、答えが

２ビット（クラス識別用ビット）が１０になって

す。一つずつ計算してみますが、できるだけ１０進

いますから、クラスＢに分類されます。なお、Ｉ

数に頼らないで１６進数のママで計算します。

Ｐアドレスについては「ディジタル技術検定試験

「

問題集（３級）
」の１１９ページ以下に詳細な解

ですから、答えは下の桁が

説がありますから参照してください。

す。
「

」第２項の

は第１項の下の桁と同じ

第５８回は１０２名が受験して７７名が合格

になって「

」で

」第２項は第１項の下の桁よりも

だけ多いので、上の桁から
【４級の試験結果】

になるものを探しま

借りてきて を引くと
になりますから答えは「

し、合格率は７５．５％です。第５９回では９２

２項の

から

名が受験して６８名が合格し、合格率は７３．

になり、これに残りの

９％になります。４級では受験者の数が年々減っ

す。
「

てくるようで、気になります。

桁を加えると「

（１０進数では

）

、上の桁は 引いて
」です。
「

」第

だけ取って上の桁に加えると
を加えた「

」が答えで

」第１項の各桁に第２項の対応する
」になりますから、これが正解

です。正解率はやや低く、５９．８％でした。
第５８回

（１６）コンピュータのメモリの問題で、選択肢の

（３）コイルＬと抵抗Ｒの直列回路に直流電

四つの文の中からメモリの説明として誤っているも

源Ｅを接続した回路で、スイッチＳを閉じてか

のを探します。誤っているのは「電源を切ると記憶内

ら十分時間が経過したとき、抵抗Ｒ両端の電圧

容が消えてしまうメモリを不揮発性メモリという」

はどうなるかです。コイルには、流れる電流が

で、このようなメモリは「揮発性メモリ」です。長く

急には変化できないという性質（特性）があり

なるので再録しませんが、正しい文の内容も含めて

ますから、Ｓを閉じた瞬間には回路の電流は０

すべて常識の範囲だと思いますから、正解率の６６．

で、抵抗Ｒ両端の電圧も０です。その後時間の

３％は低すぎると思って取り上げました。

経過と共に回路の電流は増加を続け、抵抗両端
の電圧も高くなってきます。スイッチを閉じて

第５９回

論理素子ＮＯＴはいらないのでしょうか？

（２）直流回路の電力です。前問（１）で３Ｖの
直流電源（電池）に抵抗を負荷とした回路が示され
ています。負荷抵抗は１ｋΩと２ｋΩの抵抗をそれ
ぞれ２個並列にして、さらにこの二組の抵抗を直列
にしています。
（１）ではこの回路について各抵抗両
端の電圧と電源から出る回路の電流とを求めてい
ます。問題（２）は、この回路について回路全体の
電力を求めます。抵抗
端の電圧が
、

に電流

が流れていて両

のとき、抵抗に消費される電力は
、

によって求められますが、

どの式を使えばよいかはそのときの状況によって
決まります。この問題の場合には、前問で回路の電
流が求められていますから

を使えば簡単で、結

果は３Ｖと２ｍＡの積で６ｍＷになります。正解率
は低く５１．１％です。
（４）npn トランジスタの図記号に各電極の電流
を

、

、

と記入した図が与えられていま

す。問題はこのトランジスタの電流増幅率

は

選択肢の中のどの式で与えられるかです。簡単な問
題ですから答えだけを書くと

ですが正解率

が低く３３．７％と約３分の１です。ディジタル技
術としては、論理素子の構成に関係のある問題で
す。もっと高い正解率を期待しています。
（１１）前問（１０）には論理素子のはたらきを
説明した三つの文からこの素子の真理値表を求め
る問題があり、正解を文章で書くと「二つの入力が
共に０のときにだけ出力が１となる」です。問題（１
１）はこの論理素子の名称は何かです。上の文の出
力１を０に変えた「二つの入力が共に０のときにだ

け出力が０となる」がＯＲ素子のはたらきを示した
ものになりますから、前問の素子はこれを否定した
ＮＯＲ素子であることが分かります。正解率は
５７．６％です。
（１２）前問（１１）の素子の図記号です。正解
率は５９．８％でした。
（１０）～（１２）の３問に
ついては、問題(１０)の正解率が８３．７％ありま
したから、論理素子の動作が分からないのではな
く、単に名称と図記号を知らないと言うことになる
ようです。ＮＡＮＤ素子とＮＯＲ素子は、ＡＮＤや

ＯＲよりも親しみが無いかも知れませんが、どちら
もこの素子だけ（ＮＡＮＤまたはＮＯＲだけ）で論
理回路を構成できるという性質を持った重要な論
理素子です。ここで一つ問題を出しておきます。Ｎ
ＡＮＤ素子もＮＯＲ素子も２入力ですが、１入力の

（ディジタル技術検定・中央試験委員会）

