
平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

 

法  令 

 

 次の各問について、高圧ガス保安法に係る法令上正しいと思われる最も適切な答えをその問の下に掲げてある（１）、

（２）、（３）、（４）、（５）の選択肢の中から１個選びなさい。 

 なお、経済産業大臣が危険のおそれのないと認めた場合等における規定は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

問１ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

 

イ． 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの容器の製造及び

取扱についても規制している。 

ロ． 常用の温度において圧力が１メガパスカル未満である圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。）であって、温度３５

度においてその圧力が１メガパスカル未満であるものは、高圧ガスではない。 

ハ． 圧力が０．２メガパスカルとなる場合の温度が３０度である液化ガスであって、常用の温度において圧力が０．１メ

ガパスカルであるものは、高圧ガスではない。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

問２ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

 

イ． 第一種製造者は、その製造施設の位置、構造又は製造設備について、定められた軽微な変更の工事をしようとすると

きは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その工事の完成後遅滞なく、都道府県知事が行う完成検査を受け

なければならない。 

ロ． １日の冷凍能力が３トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガス保安法の適

用を受けない。 

ハ． 不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする１日の冷凍能力が３０トンの設備を使用して冷凍のための高圧ガスの

製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問３ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開

発の日の２０日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

ロ． 冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアは、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃

棄しなければならないものに該当する。 

ハ． もっぱら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者（機器製造業者）が所定の技術上の基準に従って製造しなけれ

ばならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、１日の冷凍能力が２０トン以上の冷凍機に用いられるものに限ら

れる。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問４ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器（内容積が４８リットルのもの）による冷凍設備の冷媒ガスの

補充用の高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について一般高圧ガス保安規制上正しいものはどれか。 

 

イ． 液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、液化フルオロカー

ボン（不活性のものに限る。）を移動するときは、その必要はない。 

ロ． 液化アンモニアを移動するときは、消火設備のほか防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応

急措置に必要な資材、薬剤及び工具等も携行しなければならない。 

ハ． 液化フルオロカーボンを移動するときは、充てん容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損

傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問５ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、高圧ガスを充てんするための容器（再充てん禁止容器を除く。）について正しいもの

はどれか。 

 

イ． 容器に充てんすることができる液化フルオロカーボン２２の質量は、次の式で表される。 

 G =
𝑉

𝐶
  

   Ｇ：液化フルオロカーボン２２の質量（単位 キログラム）の数値 

   ∨：容器の内容積（単位 リットル）の数値 

   Ｃ：容器保安規則で定める数値 

ロ． 液化アンモニアを充てんする容器にすべき表示の一つに、その容器の外面にそのガスの性質を示す文字の明示がある

が、その文字として「毒」のみ明示すればよい。 

ハ． 容器検査に合格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器が受けるべき次回の容器再検査の年月がある。 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） イ、ハ （５） ロ、ハ 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問６ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用としての容器に

よる高圧ガス（質量が１．５キログラムを超えるもの）の貯蔵に係る技術上の基準について一般高圧ガス保安規制上正し

いものはどれか。 

 

イ． 高圧ガスが充てんされた容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。 

ロ． 液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。 

ハ． 特に定められた場合を除き、車両に固定した容器又は積載した容器により貯蔵してはならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

問７ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍能力の算定基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 発生器を加熱する１時間の入念量の数値は、吸収式冷凍設備の１日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである。 

ロ． 冷媒設備内の冷媒ガスの充てん量の数値は、往復動式圧縮機を使用する冷凍設備の１日の冷凍能力の算定に必要な数

値の一つである。 

ハ． 圧縮機の標準回転速度における１時間のピストン押しのけ量の数値は、遠心式圧縮機を使用する冷凍設備の１日の冷

凍能力の算定に必要な数値の一つである。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

 

問８ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者について正しいものはどれか。 

 

イ． 第二種製造者は、事業者ごとに、高圧ガスの製造開始の日の２０日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

ロ． 第二種製造者とは、その製造をする高圧ガスの種類に関係なく、一日の冷凍能力が３トン以上５０トン未満である冷

凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者である。 

ハ． 第二種製造者が、製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け

出るべき定めはない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問９ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者について正しいものはどれか。 

イ． 事業者ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をそ

の帳簿に記載し、記載の日から１０年間保存しなければならない。 

ロ． 従業者に対する保安教育計画を定めなければならないが、その保安計画は、冷凍保安責任者及びその代理者以外の従

業者に対するものとしなければならない。 

ハ． その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に

届け出なければならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

問１０ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者（認定保安検査実施者である者を

除く。）が受ける保安検査について正しいものはどれか。 

 

イ． 保安検査は、特定施設について、その位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行

われる。 

ロ． 製造施設のうち、認定指定設備の部分については、保安検査を受けることを要しない。 

ハ． 保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関が行うものであって、３年以内に少なく

とも１回以上行われる。 

 

（１） ロ （２） ハ （３） イ、ロ （４） イ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

問１１ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が行う定期自主検査について正し

いものはどれか。 

 

イ． 定期自主検査は、１年に１回以上行わなければならない。 

ロ． 製造施設のうち、認定指定設備の部分については、定期自主検査を行わなくてもよい。 

ハ． 選任している冷凍保安責任者又は冷凍保安責任者の代理者以外の者であっても、所定の製造保安責任者免状の交付を

受けている者に、定期自主検査の実施について監督を行わせることができる。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１２ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所（１日の冷凍能力が９０トンの

製造施設（認定指定設備でないもの）を設置しているもの）における冷凍保安責任者及びその代理者について正しいもの

はどれか。 

 

イ． この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造

に関する経験を有する物を選任することができる。 

ロ． この事業所の冷凍保安責任者には、所定の免状の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者

のうちから選任しなければならないが、その経験とは、１日の冷凍能力が３トン以上の製造施設を使用して行う高圧

ガスの製造に関する１年以上の経験である。 

ハ． 選任していた冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれらの者を選任したときは、遅滞なく、その解任及

び選任の旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問１３ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が定める危害予防規程について正

しいものはどれか。 

 

イ． 危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、その危害予防規程を変更したときは、その

旨を都道府県知事に届け出る必要はない。 

ロ． 危害予防規程を守るべき者は、その第一種製造者及びその従業者である。 

ハ． 危害予防規程に記載すべき事項の一つに、保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関することがあ

る。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問１４ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者について正しいものはどれか。 

イ． 第一種製造者がその事業所内において指定した場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者を除き、何人も火

気を取り扱ってはならない。 

ロ． 第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事の許可を受けた者は、その第一種製造

者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の基準に適合していると認められている場合にあっては、

都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなくその施設を使用す

ることができる。 

ハ． 第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造

の方法を変更しようとするとき、都道府県知事の許可を受ける場合に適用される技術上の基準は、その第一種製造者

が高圧ガスの製造の許可を受けたときの技術上の基準が準用される。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１５ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備（吸収式アンモニア冷凍

機であるものを除く。）である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍設備に設けなければならない安全装置は、冷媒ガスの圧力が耐圧試験圧力を超えた場合に直ちに運転を停止する

ものでなければならない。 

ロ． 製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室に運転中常時強制換気できる装置を設けている場合であっても、製

造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設

備を設けなければならない。 

ハ． 受液器には、その周囲に、冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講

じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が１万リットルであるものは、それに該当しない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問１６ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準に

ついて冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 受液器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、内容

積が３０００リットルのものは、その構造としなくてよい。 

ロ． 製造設備に設けたバルブ又はコックには、作業員がそのバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置

を講じなければならないが、そのバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、操作ボタン等にはその

措置を講じなくてよい。 

ハ． 製造設備の冷媒設備に冷媒ガスの圧力に対する安全装置を設けた場合、この冷媒設備には、圧力計を設ける必要はな

い。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問１７ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準に

ついて冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の１．５倍以

上の圧力で行わなければならない。 

ロ． 製造施設には、その製造施設の外部から見やすいように警戒標を掲げなければならない。 

ハ． 冷媒設備の配管の取替えの工事を行うとき、完成検査における気密試験は、許容圧力以上の圧力で行わなければなら

ない。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１８ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備（吸収式アンモニア冷凍

機であるものを除く。）である第二種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

イ． 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するための措置を講じるか、又は受液器とガラ

ス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれかの措置を講じるこ

とと定められている。 

ロ． 冷媒設備の圧縮機を設置する室は、冷媒設備から冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような

構造としなければならないものに該当する。 

ハ． 「製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。」の定め

は、この製造施設には適用されない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

問１９ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍保安規則に定める第一種製造者の製造の方法に係る技術上の基準に適合して

いるものはどれか。 

 

イ． 冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁を、その製造設備の運転終了時から運転開始時までの間、閉止している。 

ロ． 冷媒設備の修理は、あらかじめ定めた修理の作業計画に従って行ったが、あらかじめ定めた作業の責任者の監視の下

で行うことができなかったので、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行っ

た。 

ハ． 高圧ガスの製造は、１日に１回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行い、異常のあるときは

その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行っている。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

問２０ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、認定指定設備について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 認定指定設備に変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある。 

ロ． 「指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」は、製造設備

が認定指定設備である条件の一つである。 

ハ． 「指定設備の冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられていること。」

は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

 

保安管理技術 

 

次の各問について、正しいと思われる最も適切な答をその問の下に掲げてある（１）、（２）、（３）、（４）、（５）の選択肢

の中から１個選びなさい。 

 

問１ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍の原理について正しいものはどれか。 

 

イ． 水１トンの温度を１Ｋ下げるのに除去しなければならない熱量を１冷凍トンと呼ぶ。 

ロ． 膨張弁における膨張過程では、冷媒液の一部が蒸発することにより、膨張後の蒸発圧力に対応した蒸発温度まで冷媒

自身の温度が下がる。 

ハ． 理論冷凍サイクルの成績係数は、理論ヒートポンプサイクルの成績係数より１だけ大きい。 

ニ． 冷凍サイクルの圧力比は、蒸発圧力に対する凝縮圧力の比であり、これらの圧力はゲージ圧力を用いて表される。 

 

（１） ロ （２） ハ （３） イ、ハ （４） イ、ニ （５） ロ、ニ 

 

問２ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、熱の移動について正しいものはどれか。 

 

イ． 定常な状態において、均質な固体内の熱の流れの方向の温度分布は、直線状となる。 

ロ． 熱伝達率は、固体壁の表面とそれに接して流れている流体との間の熱の伝わりやすさを表している。 

ハ． 固体壁で隔てられた流体間で熱が移動するとき、固体壁両面の熱伝達率と固体壁の熱伝導率が与えられれば、水あか

の付着などを考慮しない場合の熱通過率の値を計算することができる。 

ニ． ポリウレタンフォームは、鉄や銅のような金属と比べて熱伝導率が小さく、断熱材として使用される。 

 

（１） ニ （２） イ、ロ （３） ロ、ハ （４） イ、ロ、ニ （５） イ、ハ、ニ 

 

問３ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、圧縮機の効率および冷凍装置の成績係数について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧力比が大きくなると、機械効率は小さくなり、冷凍装置の成績係数は大きくなる。 

ロ． 断熱効率は、理論断熱圧縮動力Ｐｔｈと実際の圧縮機での蒸気の圧縮に必要な圧縮動力Ｐｃとの比（Ｐｔｈ／Ｐｃ）で表

され、圧力比が大きくなると小さくなる。 

ハ． 冷媒循環量は、往復圧縮機のピストン押しのけ量、圧縮機の吸込み蒸気の比体積および体積効率の大きさにより決ま

り、吸込み蒸気の比体積が大きいほど小さくなる。 

ニ． 冷凍装置やヒートポンプ装置の成績係数は、装置全体の運転条件によって決まり、圧縮機の性能の影響を受けること

はない。 

 

（１） イ、ロ （２） ロ、ハ （３） ハ、ニ （４） イ、ロ、ニ （５） イ、ハ、ニ 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問４ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷媒および潤滑油について正しいものはどれか。 

 

イ． アンモニア冷媒は水と容易に溶け合ってアンモニア水になるので、冷凍装置内に多量の水分が存在しても性能に与え

る影響はない。 

ロ． フルオロカーボン冷媒の液は潤滑油よりも重いが、これらは互いに溶解して溶液になることが多い。 

ハ． フルオロカーボン冷媒は化学的安定性が高い冷媒なので、装置には銅や銅合金をはじめ、マグネシウムを含むアルミ

ニウム合金の配管や部品の使用には制限がない。 

ニ． 圧力一定のもとで非共沸混合冷媒が凝縮器内で凝縮するとき、凝縮中の冷媒蒸気と冷媒液の成分割合は変化しない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） ニ （５） イ、ロ 

 

 

問５ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、圧縮機について正しいものはどれか。 

 

イ． 開放形圧縮機はシャフトシールが必要であるが、密閉圧縮機および半密閉圧縮機ではシャフトシールは不要である。 

ロ． 多気筒圧縮機の容量制御はスライド弁で行い、ある範囲内で段階制御が可能である。 

ハ． 往復圧縮機の吐出し弁からシリンダヘッド内のガスがシリンダ内に漏れると、シリンダ内に絞り膨張して過熱蒸気と

なり、吸込み蒸気と混合して、吸い込まれた蒸気の過熱度が大きくなる。 

ニ． 圧縮機は、冷媒蒸気の圧縮の方式により容積式と遠心式に大別される。容積式のスクリュー圧縮機は、遠心式に比べ

て高圧力比には不向きである。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 

問６ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、凝縮器について正しいものはどれか。 

 

イ． 空冷凝縮器は、冷媒を冷却して凝縮させるのに、空気の顕熱を用いる。空冷凝縮器に入る空気の流速を前面風速とい

い、風速が大き過ぎると騒音が大きくなり、風速が小さ過ぎると熱交換の性能が低下する。 

ロ． 横型シェルアンドチューブ凝縮器の冷却管としては、冷媒がアンモニアの場合には銅製の裸管を、また、フルオロカ

ーボン冷媒の場合には銅製のローフィンチューブを使うことが多い。 

ハ． 二重管凝縮器は、内管に冷却水を通し、冷媒を内管と外管との間で凝縮させる。 

ニ． 立形凝縮器において、冷却水は、上部の水受スロットを通り、重力でチュープ内を落下して、下部の水槽に落ちる。 

 

（１） イ、ロ （２） ロ、ハ （３） ハ、ニ （４） イ、ロ、ニ （５） イ、ハ、ニ 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問７ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、蒸発器の凍結防止と除霜について正しいものはどれか。 

 

イ． 水は０℃で凍結するので、凍結防止装置が必要であるが、ブラインは０℃で凍らないので、凍結防止装置は必要ない。 

ロ． 庫内温度が５℃程度のユニットクーラの除霜には、蒸発器への冷媒の送り込みを止めて、庫内の空気の送風によって

霜を融かす方式がある。 

ハ． ホットガスデフロストは温かい冷媒ガスを蒸発器に送って霜を融解するので、散水デフロストよりも霜が厚く付いて

から行う。 

ニ． デフロスト水の排水配管には、庫外にトラップを設けて庫内への外気の侵入を防止する。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

問８ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、自動制御機器について正しいものはどれか。 

 

イ． キャピラリチューブは、細管を流れる冷媒の抵抗による圧力降下を利用して、冷媒の絞り膨張を行う機器である。 

ロ． 温度自動膨張弁の感温筒が外れると、膨張弁が閉じて過熱度が高くなり、冷凍能力が小さくなる。 

ハ． 凝縮圧力調整弁は夏季に凝縮圧力が高くなり過ぎるのを防ぐために用いる。 

ニ． 大型の冷凍装置に保安の目的で高低圧圧力スイッチを設ける場合、高圧側の圧力スイッチは自動復帰式を用いる。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 

 

 

問９ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、附属機器について正しいものはどれか。 

 

イ． 高圧受液器内には常に冷媒液を確保するようにし、受液器出口では蒸気が液とともに流れ出ないような構造とする。 

ロ． 冷凍機油は凝縮器や蒸発器に送られると伝熱を妨げるので、圧縮機の吐出し管には必ず油分離器を設け、潤滑油を分

離する。 

ハ． 液ガス熱交換器は凝縮器を出た冷媒液を過冷却させるとともに、圧縮機に戻る冷媒蒸気を適度に過熱させるので、フ

ルオロカーボン冷凍装置、アンモニア冷凍装置でよく利用される。 

ニ． ドライヤの乾燥剤には、水分を吸着して化学変化を起こさないシリカゲル、ゼオライトをよく使用する。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ニ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１０ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷媒配管について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒配管に使用する材料は、冷媒と潤滑油の科学的作用によって劣化しないものを使用する。 

ロ． スクリュー圧縮機の吐出し管の管径は、過大な圧力降下と異常な騒音を生じないガス速度のみで決定する。 

ハ． 高圧液管に大きな立ち上がり部があり、その高さによる圧力降下で飽和圧力以下に凝縮液の圧力が低下する場合には、

フラッシュガスは発生しない。 

ニ． 圧縮機吸込み管の二重立ち上がり管は、容量制御装置をもった圧縮機の吸込み管に、油戻しのために設置する。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ニ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 

問１１ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、安全装置などについて正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍装置の安全弁の作動圧力は、吹始め圧力ではなく、吹出し圧力のことである。 

ロ． 安全弁に要求される最小口径を求める式は、圧縮機用と圧力容器用とでは異なる。 

ハ． 圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、同じ大きさの圧力容器であっても高圧部と低圧部によって異なり、多く

の冷媒では高圧部のほうが大きい。 

ニ． 冷媒設備の冷媒ガスが室内に漏えいしたときに、その濃度において人間が失神や重大な障害を受けることなく、緊急

の処置をとったうえで、自らも避難できる程度の濃度を基準とした限界濃度が規定されている。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ニ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 

問１２ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、材料の強さなどについて正しいものはどれか。 

 

イ． 溶接構造用圧延鋼材ＳＭ４００Ｂの許容引張応力は４００Ｎ／ｍ㎡である。 

ロ． 許容圧力は、対象とする設備が実際に許容できる圧力のことである。 

ハ． 圧力容器で耐圧強度が問題となるのは、一般に引張応力である。 

ニ． 二段圧縮の冷凍設備では、低段側の圧縮機の吐出し圧力以上の圧力を受ける部分を高圧部とし、その他を低圧部とし

て取り扱う。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

 

 

 



平成２５年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１３ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍装置の圧力試験および試運転について正しいものはどれか。 

 

イ． 耐圧試験は、気密試験の前に行い、圧力容器および配管の部分について行わなければならない。 

ロ． 気密試験は、気密の性能を確かめるために行い、圧力のかかった状態で、つち打ちしたり、衝撃を与えたりして行う。 

ハ． 真空放置時間は、数時間から一昼夜程度の長い時間を必要とする。 

ニ． 試運転準備で受液器を設けた冷凍装置に冷媒を充てんするときは、受液器の冷媒液出口弁を閉じ、その先の冷媒チャ

ージ弁から圧縮機を運転しながら液状の冷媒を入れる。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） イ、ニ （４） ロ、ハ （５） ハ、ニ 

 

 

 

問１４ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍装置の運転について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍装置の運転開始前に行う点検確認項目の中に、圧縮機クランクケースの油面の高さの点検、凝縮器と油冷却器の

冷却水出入口弁が開いていることの確認がある。 

ロ． 冷蔵庫の負荷が増加すると、冷蔵庫の庫内温度が上昇し、蒸発温度が上昇し、温度自動膨張弁の冷媒流量が増加し、

圧縮機の吸込み圧力が上昇する。 

ハ． 冷蔵庫の蒸発器に厚く着霜すると空気の流れの抵抗が増加するので、風量が減少し、熱通過率は大きくなるが、冷却

能力は低下する。 

ニ． 蒸発圧力が一定で圧縮機の吐出しガス圧力が高くなると、体積効率は低下し、軸動力は増加するが、冷凍能力は変化

しない。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ニ （３） ロ、ハ （４） ロ、ニ （５） ハ、ニ 

 

問１５ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍装置の保守管理について正しいものはどれか。 

 

イ． アンモニア冷凍装置の液封事故を防ぐため、液封が起こりそうな箇所には安全弁や破裂板を取り付ける。 

ロ． 不凝縮ガスがフルオロカーボン冷凍装置内に侵入しているかどうかを確かめるため、圧縮機の運転を停止し、凝縮器

の冷媒出入口便を閉め、凝縮器冷却水を十分流したままで、凝縮器圧力を測定する。そのとき、不凝縮ガスが含まれ

ていると冷却水温における冷媒の飽和圧力よりも測定圧力が低くなる。 

ハ． 密閉形フルオロカーボン往復圧縮機では、冷媒充てん量が不足していると、吸込み蒸気による電動機の冷却が不十分

になり、電動機を焼損するおそれがある。 

ニ． フルオロカーボン冷凍装置に水分が侵入すると、０℃以下の低温の運転では膨張弁部に水分が氷結して冷媒が流れな

くなるおそれがある。そのため、修理工事後の冷媒の充てんには水分が侵入しないように最新の注意が必要である。

しかし、潤滑油の充てんには油と水は相容れない性質があることを考えると、水分への配慮は必要ない。 

 

（１） イ （２） ハ （３） ロ、ニ （４） ハ、ニ （５） イ、ロ、ニ 


