
 

 

示現塾  プロジェクトマネージャ・ネットワークスペシャリストなど各種セミナーを開催中！！   

開催日、受講料、カリキュラム等、詳しくは、https://zigen.cosmoconsulting.co.jp 今すぐアクセス！！  
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応用情報技術者 解答用紙 
◆令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問１                            得点     点 

 

設問１（10 点×2＝20 点） 

a  b  

 

設問２（20 点＋10 点＋15 点＝45 点） 

(1)（20 点） 

 
                   

 
              

     

(2)（10 点） 

 

(3)（15 点） 

                    

 

設問３（15 点＋10 点＋15 点＝35 点） 

(1)（15 点） 

               

(2)（10 点） 
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応用情報技術者 解答用紙 
◆令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問２                            得点     点 

 

設問１（16 点） 

 
                   

     
               

 設問２（10 点＋10 点＋10 点＋12 点＝42 点） 

(1)（10 点） 

a  

(2)（10 点） 

b  

(3)（10 点） 

 

(4)（12 点） 

               

 

設問３（12 点＋20 点＋10 点＝42 点） 

(1)（12 点） 

               

(2)（20 点） 

                    

                    

(3)（10 点） 
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氏名(          ) 

 

 問３                            得点     点 

設問１（10 点＋10 点＝20 点） 

(1)（10 点） 

 

(2)（10 点） 

 

 

設問２（10 点×3＝30 点） 
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イ  
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オ  
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応用情報技術者 解答用紙 
◆令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問４                            得点     点 

 

設問１（10 点＋10 点＋10 点＋14 点＝44 点） 

(1)（10 点） 

 

(2)（10 点） 

 

(3)（10 点） 

a  

(4)（14 点） 

                    

 

設問２（8 点＋8 点＝16 点） 

(1)（8 点） 

 

(2)（8 点） 

 

 

設問３（20 点＋20 点＝40 点） 

(1)（20 点） 

 
                   

 
              

     

(2)（20 点） 
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◆令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問５                            得点     点 

 

設問１（9 点×2＝18 点） 

a  b  

 

設問２（18 点＋22 点＝40 点） 

(1)（9 点×2＝18 点） 

本社の NPC  

営業所 1 の NPC  

(2)（8 点＋14 点＝22 点） 

機器名： 

 

理由： 

                    

                    

 

設問３（30 点＋12 点＝42 点） 

(1)（10 点×3＝30 点） 

経由しなくなる通信  

新たに経由する通信  

平均通信帯域  

(2)（12 点） 
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氏名(          ) 

 

 問６                            得点     点 

 

設問１（10 点×2＝20 点） 

a  b  

 

設問２（10 点×2＝20 点） 

c  d  

 

設問３（20 点＋10 点＋30 点＝60 点） 

(1)（10 点×2＝20 点） 

e  f  
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g  
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氏名(          ) 
 

 問７                            得点     点 

 

設問１（10 点＋20 点＝30 点） 

(1)（10 点） 

 

(2)（10 点×2＝20 点） 

  

 

設問２（10 点） 

 

 

設問３（30 点＋15 点＝45 点） 

(1)（10 点×3＝30 点） 

a  b  c  
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応用情報技術者 解答用紙 
◆ 令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問８                            得点     点 

 

設問１（10 点＋8 点＝18 点） 

a  b  

 

設問２（8 点＋24 点＝32 点） 

(1)（8 点） 

 

 

(2)（8 点×3＝24 点） 

c  d  e  

 

設問３（30 点＋20 点＝50 点） 

(1)（15 点×2＝30 点） 

原因： 

 
                   

     
               

解決策： 

 
                   

     
               

 

(2)（20 点） 

 
                   

 
              

     

 

 

  



 

 

示現塾  プロジェクトマネージャ・ネットワークスペシャリストなど各種セミナーを開催中！！   

開催日、受講料、カリキュラム等、詳しくは、https://zigen.cosmoconsulting.co.jp 今すぐアクセス！！  

                                                      

Copyright  kaneko@cosmoconsulting.co.jp 

 
－ 9 － 

応用情報技術者 解答用紙 
◆ 令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 
 

 問９                            得点     点 

 

設問１（12 点×2＝24 点） 

a： 

        

b： 

        

 

設問２（8 点＋16 点＋24 点＝48 点） 

(1)（8 点） 

d  

(2)（16 点） 

                    

                    

(3)（12 点×2＝24 点） 

c  e  

 

設問３（14 点） 

                    

          
          

 

設問４（14 点） 
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応用情報技術者 解答用紙 
◆ 令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 

 

 問 10                            得点     点 

 

設問１（12 点） 

a  

 

設問２（18 点＋14 点＋28 点＝60 点） 

(1)（18 点） 

                    

                    

(2)（14 点） 

               

(3)（14 点＋14 点＝28 点） 

(a) 

 

(b) 
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応用情報技術者 解答用紙 
◆ 令和 02 年度秋期 午後◆ 

氏名(          ) 
 

 

 問 11                            得点     点 

 

設問１（18 点） 

                    

          
          

 

設問２（13 点×3＝39 点） 

a           

 

b           

 

c           
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設問５（13 点） 
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