
平成２０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するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売等を規制するとともに、民間

事業者および高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保する

ことを目的としている。 

ロ． 温度３０度において圧力が０．２メガパスカルである液化ガスは、高圧ガスである。 

ハ． １日の冷凍能力が５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規定

の適用を受けない。 

 

（１） ロ （２） ハ （３） イ、ロ （４） イ、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． １日の冷凍能力が５０トンである冷凍のための設備（１つの設備であって、認定指定設備でないもの。）を使用して

高圧ガスの製造をする者は、事業者ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。 

ロ． 第一種製造者は、製造設備について定められた軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道

府県知事に届け出なければならない。 

ハ． 高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、事業所ごとに、事業の開始後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け

出なければならない。 

 

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

 

 

 



平成２０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． 冷凍保安規則に定められている高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガス

の２種類のみである。 

ロ． 一般高圧ガス保安規則に定められている高圧ガスの貯蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガ

ス及び毒性ガスの２種類のみである。 

ハ． 一般高圧ガス保安規則に定められている高圧ガスの移動に係る技術上の基準等に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及

び毒性ガスの２種類のみである。 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） イ、ロ （５） イ、ハ 

 

 

問４ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスを車両に積載した容器（高圧ガスを充てん

するためのもの）により移動する場合について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 高圧ガスを移動するとき、充てん容器及び残ガス容器（それぞれ内容積が５リットル以下のものを除く。）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、粗暴な取扱いをしてはならない。 

ロ． 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。 

ハ． 毒性ガスを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を

運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。 

 

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

 

 

 

問５ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスを製造する者について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍のための製造施設について定期自主検査を行わなければならないのは、第一種製造者のみである。 

ロ． 第二種製造者のうち、特に定められた者は、冷凍保安責任者及びその代理者を選任しなければならない。 

ハ． 第二種製造者は、事業所ごとに、製造開始の日の２０日前までに高圧ガスの製造をする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 

 

 

 

 

 



平成２０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、高圧ガスを充てんするための容器（容器検査に合格したもの）について正しいもの

はどれか。 

 

イ． 圧縮ガスを充てんする容器に刻印すべき事項の一つに、最高充てん圧力がある。 

ロ． 液化ガスを充てんする容器に明示すべき事項の一つに、その容器に充てんすることができる液化ガスの最高充てん質

量の数値がある。 

ハ． 高圧ガスである冷媒ガスを冷媒設備から回収し、容器（再充てん禁止容器を除く。）に充てんするとき、その容器が

容器再検査の期間を経過していないものであることは、その容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つで

ある。 

 

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

 

問７から問１２までの問題は、次の例による事業所に関するものである。 

［例］ 冷凍のため、次に掲げる高圧ガスの製造施設を有する事務所 

この事業所は認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者ではない。 

製造設備の種類 ：定置式製造設備（一つの製造設備であって、専用機械室に設置してあるもの。） 

冷媒ガスの種類 ：アンモニア 

冷媒設備の圧縮機：容積圧縮式（往復動式）２台 

１日の冷凍能力 ：９０トン 

主な冷媒設備  ：凝縮器（横置円筒形で胴部の長さが３メートルのもの） 

        ：受液器（内容積が３，０００リットルのもの） 

 

 

 

 

問７ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者について正しいものはどれか。 

 

イ． 製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガス

を安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させることは、この事

業者が取るべき危険時の措置の一つである。 

ロ． この事業者は、高圧ガスの製造施設が危険な状態となっている事態を発見したとき、直ちに、応急の措置を講じなけ

ればならないが、その事態を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出る必

要はない。 

ハ． この事業者は、その所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が、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要はない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） イ、ハ （５） ロ、ハ 

 



平成２０年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問８ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者について正しいものはどれか。 

 

イ． この事業者がこの事業所内において指定する場所では、その従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。 

ロ． この事業所の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任す

ることができる。 

ハ． この事業者は、高圧ガスの製造施設の変更の許可を受けた特定変更工事を完成し、その施設について都道府県知事が

行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用して

はならない。 

 

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

 

 

問９ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所の製造施設の冷媒ガスの補充用としての液化アンモニアの充てん容器及

び残ガス容器の貯蔵について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 充てん容器及び残ガス容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられている。 

ロ． 充てん容器及び残ガス容器を置く容器置場の容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講

じない場合、容器置場の周囲２メートル以内において火気の使用及び引火性又は発火性の物を置くことは禁じられて

いる。 

ハ． 充てん容器と残ガス容器は、それぞれ区分して容器置場に置く必要はない。 

 

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

 

 

 

問１０ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所に適用される技術上の基準について正しいものはどれか。 

 

イ． 受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計を使用してはならない。 

ロ． 製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、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． 凝縮器には、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、こ

の事業所の凝縮器はそれに該当しない。 

 

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

 

 

 

 



平成２０年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１１ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所に適用される技術上の基準について正しいものはどれか。 

 

イ． 専用機械室内を運転中強制換気できる構造とした場合は、冷媒設備に設けた安全弁には、放出管を設けなくてもよい。 

ロ． 冷媒設備の配管の変更工事の完成後に行う気密試験は、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。 

ハ． 製造設備に設けたバルブ又はコックが操作ボタン等により開閉されるものである場合は、その操作ボタン等には、作

業員がその操作ボタン等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。 

 

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

 

 

 

 

問１２ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所の冷凍設備の１日の冷凍能力の算定に必要な数値であるものはどれか。 

 

イ． 圧縮機の原動機の定格出力の数値 

ロ． 冷媒ガスの種類に応じて定められた数値 

ハ． 冷媒設備内の冷媒ガスの充てん量の数値 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） イ、ハ （５） ロ、ハ 

 

 

 

 

 

 

問１３から問２０までの問題は、次の例による事業所に関するものである。 

［例］ 冷凍のため、次に掲げる高圧ガスの製造施設を有する事業所 

この事業者は認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者ではない。 

製造設備の種類 ：定置式製造設備Ａ（冷媒設備及び圧縮機用原動機が１つの架台上に一体に組み立てられていないもの

であり、かつ、認定指定設備でないもの）１基 

        ：定置式製造設備Ｂ（認定指定設備であるもの）１基 

        これら２基はブラインを共用し、同一の専用機械室に設置してある。 

冷媒ガスの種類 ：設備Ａ及びＢとも、フルオロカーボン１３４ａ 

冷媒設備の圧縮機：設備Ａ及びＢとも、遠心式 

１日の冷凍能力 ：１８０トン（設備Ａ：８０トン、設備Ｂ：１００トン） 

主な冷媒設備  ：凝縮器（設備Ａ：横置円筒形で胴部の長さが３メートルのもの） 

        ：受液器（設備Ａ：内容積が２，０００リットルのもの） 

 



平成２０年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１３ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者が定めるべき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たときは、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． 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つ

である。 

ハ． 保安に係る記録に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。 

 

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

 

 

 

問１４ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者について正しいものはどれか。 

 

イ． 製造設備Ａの冷媒設備に係る切断、溶接を伴う圧縮機の取替えの工事を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知

事の許可を受けなければならない。 

ロ． 選任している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、遅滞なく新たに選任し

たものについてその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、解任したこれらの者についてはその旨を都道府

県知事に届け出る必要はない。 

ハ． 所定の事項について記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出れば、従業者に対する保安教育計画

は定める必要はない。 

 

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

 

 

問１５ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒設備を開放して修理するとき、あらかじめ定めたその修理の作業計画に従い、かつ、あらかじめ定めたその作業

の責任者の監視の下に行った。 

ロ． 製造施設の定期自主検査を実施するとき、冷凍保安責任者が旅行で不在のため、その実施の監督をさせることができ

なかったので、冷凍保安責任者の代理者にその監督をさせた。 

ハ． 製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、記載の日から１０年間保存

することとした。 

 

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

 

 

 



平成２０年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１６ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者が行う定期自主検査について正しいものはどれか。 

 

イ． 製造施設の製造設備Ｂの部分についても定期自主検査を行わなければならない。 

ロ． 定期自主検査を行ったとき、所定の検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 

ハ． 定期自主検査は、１年に１回以上行わなければならない。 

 

（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、この事業所に適用される技術上の基準について正しいものはどれか。 

 

イ． 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、１日に１回以上その製造設備の属する製造

施設の異常の有無を点検し、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しなければな

らない。 

ロ． 冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その冷凍設備の運転停止中は常に閉止しておかなければならな

い。 

ハ． 冷媒設備の圧縮機は、その製造設備外の火気の付近にあってはならない。ただし、その火気に対して安全な措置を講

じた場合は、この限りでない。 

 

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

 

 

問１８ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所の製造設備Ａに適用される技術上の基準について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒設備には、安全弁を設ければ、圧力計を設ける必要はない。 

ロ． 冷媒ガスが不活性ガスであるので、この製造設備に自動制御装置を設ければ、その冷媒設備には、その設備内の冷媒

ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける必要はない。 

ハ． 配管以外の冷媒設備は、所定の気密試験及び所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高

圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。 

 

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

 

 

 

 



平成２０年度 第三種冷凍機械責任者 試験問題 

問１９ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業者が製造施設（製造設備Ｂの部分を除く。）について受ける保安検査につ

いて正しいものはどれか。 

 

イ． この事業者は、製造施設について、３年以内に少なくとも１回以上、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安

検査機関が行う保安検査を受けなければならない。 

ロ． 保安検査は、製造施設の位置、構造及び設備が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。 

ハ． 製造施設について、高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、かつ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道

府県知事が行う保安検査を受けなくてもよい。 

 

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

 

 

問２０ 次のイ、ロ、ハの記述のうち、この事業所について正しいものはどれか。 

 

イ． 認定指定設備である製造設備Ｂの冷媒設備が、その冷媒設備の製造業者の事業所において脚上又は１つの架台上に組

み立てられたものであることは、製造設備Ｂが認定を受けるときの条件の一つである。 

ロ． 認定指定設備である製造設備Ｂを使用して高圧ガスの製造を行うときに従うべき製造の方法に係る技術上の基準は

定められていない。 

ハ． この製造施設にブラインを共有する認定指定設備である製造設備Ｃを増設する工事は、軽微な変更の工事に該当しな

いので、都道府県知事の許可を受ける必要がある。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２０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、冷凍の基礎的事項について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒は、冷凍装置内で熱が出入りして状態変化する。冷凍装置内の各機器における熱の出入り前後の冷媒の比エンタ

ルピー差と流量がわかれば、各機器における出入りの熱量が計算できる。 

ロ． 冷凍装置の圧縮機の軸動力を小さくするためには、蒸発温度を必要以上に高くし過ぎないこと、凝縮温度を必要以上

に低くしすぎないことが必要である。 

ハ． 冷凍装置は、それの冷却の温度や目的、冷却対象などに応じて、種々の冷媒が使い分けられているが、それぞれの冷

媒の性質に見合った、機器の選定と配管の工夫が必要である。 

ニ． 冷凍装置の機器の耐圧強度が十分であっても、装置の操作ミスによって異常高圧になり、装置が破壊することもある。 

 

（１） イ、ロ （２） ロ、ハ （３） ハ、ニ （４） イ、ロ、ニ （５） イ、ハ、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． 冷媒液が圧力降下するときに、液の一部が自己蒸発する際の潜熱によって、冷媒自身の温度が下がる。 

ロ． 使用する冷媒が同じであれば、蒸発器における冷凍降下の値は、凝縮温度、蒸発温度、膨張弁手前の冷媒液過冷却度、

蒸発器出口の冷媒蒸気過熱度などの冷凍サイクルの運転条件によって変わらない。 

ハ． ヒートポンプサイクルは、圧縮機での圧縮動力に相当する熱を蒸発器で取り入れた熱とともに、凝縮負荷として凝縮

器から放出される熱を利用する。 

ニ． 蒸発温度が－３０℃よりも低い低温用冷凍装置では、二段圧縮冷凍装置を使用することが多い。 

 

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

 

問３ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍能力、動力および成績係数について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧縮機の冷凍能力は冷媒循環量と比エンタルピー差の積で示されるが、蒸発温度が低下すると比体積が小さくなり冷

媒循環量が大きくなるので冷凍能力は大きくなる。 

ロ． 凝縮温度を高く、蒸発温度を低くして運転すると、圧縮機の全断熱効率が大きくなり、圧縮機駆動の軸動力は大きく

なる。 

ハ． 蒸発温度を低くして運転すると、圧縮機の断熱効率が小さくなり、体積効率も小さくなるので冷凍装置の成績効率は

小さくなる。 

ニ． 理論ヒートポンプサイクルの成績係数の値は、同一運転温度条件における理論冷凍サイクルの成績係数の値よりも常

に１の数値だけ大きい。 

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



平成２０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、冷媒およびブラインについて正しいものはどれか。 

 

イ． 非共沸混合冷媒液が蒸発するときは、沸点の高い冷媒が早く蒸発する。 

ロ． 塩化ナトリウムブラインは、食品に直接接触する場合に使用することがあるが、金属に対する腐食性が有機ブライン

よりも強い。 

ハ． 圧縮機の単位吸込み体積当たりの冷凍能力を体積能力といい、その単位はｋJ/㎥である。 

ニ． R１３４aと R４１０Aはともに単成分冷媒である。 

 

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

 

 

 

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． 冷媒蒸気の圧縮方法は、容積式と遠心式に大別されるが、容積式のほうが多くの形式がある。 

ロ． アンモニアは銅に対して腐食性があるが、アンモニアが電動機巻線を浸すことはない。 

ハ． 圧縮機のピストンに付いているコンプレッションリングが摩耗しても、体積効率は変わらない。 

ニ． インバータは、圧縮機駆動用電動機への供給電源の周波数を変化させるもので、圧縮機回転速度を限定された範囲内

で無断階に近い調節を行うことができる。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） イ、ニ （４） ロ、ハ （５） ロ、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． 横形シェルアンドチューブ凝縮器の冷却管としては、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。 

ロ． 冷却管の内面に水あかが付着すると、水あかは熱伝導率が小さいので熱通過率の値は大きくなる。 

ハ． 凝縮器に不凝縮ガスが混入すると、冷媒側の熱伝達が悪くなって、凝縮圧力が上昇する。 

ニ． 空冷凝縮器は、冷媒を冷却して凝縮させるのに、空気の顕熱を用いて冷却する凝縮器である。 

 

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

 

 

 

 



平成２０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、蒸発器について正しいものはどれか。 

 

イ． 大きな容量の乾式蒸発器は、多数の伝熱管をもっているので、これらの管に均等に冷媒を送り込むのにディストリビ

ュータ（分配器）を取り付ける。その設置場所は、蒸発器の冷媒の出口側である。 

ロ． 水やブラインなどの液体を冷却する乾式蒸発器は、一般にシェルアンドチューブ形が用いられる。 

ハ． フルオロカーボン冷媒を使用する満液式蒸発器では、蒸発器に入った油の戻りが悪いので、油戻し装置が必要となる。 

ニ． プレートフィンコイル蒸発器のフィン表面に霜が厚く付着すると、空気の通路が狭くなって風量が減少し、蒸発圧力

が上昇する。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、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固定絞りであるが、蒸発器出口冷媒の過熱度制御もできる。 

ロ． 蒸発圧力調整弁は、蒸発器の出口配管に取り付けて、蒸発器内の冷媒の蒸発圧力が所定の蒸発圧力以下に下がるのを

防止する。 

ハ． 吸入圧力調整弁は、圧縮機の吐出し配管に取り付けて、圧縮機吸込み圧力が設定値よりも上がらないように調整する。 

ニ． 凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器の出口配管に取り付けて、凝縮圧力を所定の圧力に保持する。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） イ、ニ （４） ロ、ハ （５） ロ、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． 液ガス熱交換器は、圧縮機吸込み蒸気を適度に過熱させる。 

ロ． 低圧受液器は、冷媒液強制循環式冷凍装置で使用され、冷凍負荷に応じて液面が変化するが、液面位置の制御は必要

ない。 

ハ． 油分離器は、すべての空調装置の圧縮機出口側に設けなければならない。 

ニ． 液分離器は、蒸発器と圧縮機の間に設け、圧縮機に冷媒液が吸い込まれるのを防止する。 

 

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

 

 

 

 



平成２０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． フルオロカーボン冷凍装置の吸込み管では１ｍ／ｓ以下の流速にし、油が確実に圧縮機に戻るようにする。 

ロ． 液流下管を冷媒液が流下しやすくするための方法の一つとして、凝縮器と受液器の間に均圧管を設ける。 

ハ． アンモニア冷凍装置の配管には、銅および銅合金を用いることができない。 

ニ． 横走管の途中には∪トラップを設け、冷媒液を保持するようにする。 

 

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

 

 

 

 

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

 

イ． 圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、冷媒の種類に応じて決まるが、圧縮機のピストン押しのけ量の平方根

に正比例する。 

ロ． 内容積５００リットル未満のフルオロカーボン冷媒用受液器に使用する溶栓は、原則として１２５℃で溶融すること

となっている。 

ハ． 高圧遮断装置の作動圧力は、高圧部に取り付けられた安全弁の吹始め圧力の最低値以下の圧力であって、かつ、高圧

部の許容圧力以下に設定しなければならない。 

ニ． 安全弁の放出管は、一般に安全弁の口径以上の内径とする。なお、アンモニア用の安全弁の放出管には、除害設備を

設ける。 

 

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

 

問１２ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、機器の材料および圧力容器について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒がフルオロカーボンの場合には、２％を超えるマグネシウムを含有したアルミニウム合金は使用できない。 

ロ． 円筒胴圧力容器にかかる応力は、接線方向にかかる応力と長手方向にかかる応力があるが、接線方向の応力のほうが

長手方向の応力よりも大きい。 

ハ． 円筒胴圧力容器の板厚を計算する場合、設計圧力、容器の内径、材料の許容引張応力、溶接継手の効率、腐れしろを

考慮する。 

ニ． 圧力容器の腐れしろは、鋼材は１ｍｍとし、銅、銅合金およびステンレス鋼は０ｍｍとする。 

 

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

 

 

 



平成２０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、圧力試験および試運転について正しいものはどれか。 

 

イ． 気密試験は、気密の性能を確かめるための試験であり、漏れを確認しやすいように、ガス圧で試験を行う。 

ロ． 真空試験（真空放置試験）では、真空圧力の測定には連成計が用いられる。 

ハ． 冷凍機油および冷媒を充てんするときには、冷凍装置内への水分混入を避けなければならない。 

ニ． 冷凍装置の圧縮機に充てんする冷凍機油として、低温用には一般に流動点が高いものを選定する。 

 

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

 

 

 

 

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

 

イ． 一定の凝縮圧力のもとでは、圧縮機の吸込み蒸気圧力の低下により、圧力比が大きくなり、冷凍能力は増加する。 

ロ． アンモニア冷媒の場合は、蒸発と凝縮のそれぞれの温度が同じ運転状態でも、フルオロカーボン冷媒に比べて圧縮機

の吐出しガス温度が数十℃高くなる。 

ハ． 冷蔵庫の冷凍負荷が減少すると、蒸発温度は低下し、圧縮機の吸込み圧力は低下する。 

ニ． 冷凍装置を運転開始するときは、凝縮器の冷却水出入口弁が閉じていることを確認する。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （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． 圧縮機が湿り蒸気を吸い込むと、圧縮機の吐出しガス温度が低下し、オイルフォーミングを生じて給油ポンプの油圧

が下がり、潤滑不良になりやすい。 

ロ． 冷媒系統内に空気が侵入しても、凝縮圧力は変わらないが、凝縮温度が上昇する。 

ハ． 冷媒系統内に異物が混入すると、圧縮機のシリンダ、ピストン、軸受けなどの摩耗を速めることがあるが、シャフト

シールには影響がない。 

ニ． 冷媒が過充てんされている場合には、凝縮器で冷媒が凝縮するために有効な伝熱面積が減少し、凝縮圧力が高くなる

ことがある。 

 

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

 


