
平成２１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、民間事業者及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することも定めている。 

ロ． 常用の温度において圧力が０．２メガパスカル以上となる液化ガスであって、現在の圧力が０．２メガパスカルであ

るものは、高圧ガスである。 

ハ． 温度３５度において圧力が１メガパスカルとなる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。）であって、現にその圧力

が０．９メガパスカルの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． 冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、都道府県知事の許可を受けなければならない場合

の 1日の冷凍能力の最少の値は、冷媒ガスである高圧ガスの種類に関係なく同じである。 

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． 容器に充てんされた冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者（定められた者を除く。）は、販売所ごと

に、事業開始の日の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。 

 

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

 

 

 



平成２１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． 冷凍保安規則では、可燃性ガス及び毒性ガスに限り、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準が定められている。 

ロ． 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、質量１０キログラムの液化フルオロカー

ボン４１０Ａを容器により貯蔵するときは、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない。 

ハ． １日の冷凍能力が５トンの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）は、所定の技術上の基準に

従ってその機器の製造をしなければならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、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． 液化アンモニアを移動するときは、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、薬剤及び工具等を携行しなければならない。 

ロ． 質量５０キログラムの不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用

を受けない。 

ハ． 質量５０キログラムの液化アンモニアの充てん容器２本を移動するときは、液化アンモニアの名称、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なくてもよい。 

 

（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、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高圧ガ

ス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． 液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器は、常に温度４０度以下に保たなければならない。 

ロ． 充てん容器及び残ガス容器（それぞれ内容積が５リットルを超えるもの）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なければならない。 

ハ． 特に定められた場合を除き、高圧ガスを車両に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 

 

 

 

 



平成２１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． 蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、回転ピストン型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。 

ロ． 発生器を加熱する１時間の入熱量の数値は、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。 

ハ． 圧縮機の原動機の定格出力の数値は、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７ 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について正しいものはどれか。 

 

イ． 容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、容器の記号及び番号がある。 

ロ． 液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項の一つに、「そのガスの性質を示す文字を明示すること」があ

る。 

ハ． 容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の算式で計算した質量以下の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 

 

 

 

 

 

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、製造設備の設置又は変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以

上の圧力で行う気密試験を行った後でなければ、製造をしてはならない。 

ロ． 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。 

ハ． すべての第二種製造者は、冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。 

 

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

 

 

 

 



平成２１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． その所有又は占有する製造施設が危険な状態になったとき、直ちに、応急の措置を行わなければならないが、その措

置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。 

ロ． その製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見した者は、直ちに、その旨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なければならない。 

ハ． その所有又占有する製造施設の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） ハ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） イ、ロ、ハ 

 

 

問１０ 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． 冷凍保安責任者の代理者には、所定の冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する

経験を有しない者を選任することができる。 

ロ． 第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている冷凍保安責任者が職務を行うことができる範囲は、１日の冷凍能力が

１００トン未満の製造施設における製造に係る保安についてである。 

ハ． 定期自主検査において、冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその検査の実施について監督を行うこと

ができない場合、あらかじめ選任したその代理者にその職務を行わせなければならない。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （４） ロ、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について正しいものはどれか。 

 

イ． その従業者に保安教育を施さなければならないが、その保安教育計画を定める必要はない。 

ロ． 選任していた冷凍保安責任者の代理者を解任し、新たに冷凍保安責任者の代理者を選任したときは、その新たに選任

した代理者についてのみ、遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。 

ハ． 事業所ごとに、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、これを所定の期

間保存しなければならない。 

 

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

 

 

 

 



平成２１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． 認定完成検査実施者ではない第一種製造者が製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県

知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものである。 

ロ． 第一種製造者がその事業所において指定する場所では、何人も火気を取り扱ってはならない。また、何人も、その第

一種製造者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。 

ハ． 不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事を行う場合、溶接、切断を伴わない工事であって、冷

凍能力の変更を伴わないものであれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （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べき危害予防規程につい

て正しいものはどれか。 

 

イ． 所定の事項を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なければならないが、これを変更した場合

も同様に届け出る必要がある。 

ロ． 危害予防規程には、製造設備の安全な運転及び操作に関することや従業者に対する危害予防規程の周知方法に関する

ことを定めなければならないが、危害予防規程の変更の手続に関することは定める必要がない。 

ハ． 危害予防規程を守るべき者は、その事業所の従業者に限られる。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ハ （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（認定完成検査実施者である者を

除く。）が受けるべき保安検査について正しいものはどれか。 

 

イ． 保安検査は、製造施設の位置、構造及び設備に係る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． 保安検査は、３年以内に少なくとも１回以上行われる。 

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

 

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

 

 

 

 

 



平成２１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、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が行うべき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、製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。 

ロ． 定期自主検査を実施したときは、検査の実施について監督を行った者の氏名も検査記録に記載しなければならない。 

ハ． 定期自主検査は、認定指定設備に係る部分についても実施しなければならない。 

 

（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、第一種製造者のアンモニアを冷媒とする定置式製造設備（吸収式アンモニア冷凍

機を除く。）である製造施設について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 製造設備が専用機械室に設置されている場合は、製造施設から漏えいしたアンモニア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くてもよい。 

ロ． 受液器は、その内容積の値によっては、その周囲に液状の冷媒ガス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場合がある。 

ハ． この受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止する

ための措置とともに、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

措置も講じなければならない。 

 

（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、第一種製造者の定置式製造設備である製造施設について冷凍保安規則上正しいも

のはどれか。 

 

イ． 冷凍設備の配管に係る変更の工事の完成後に気密試験を行うときは、許容圧力以上の圧力で行わなければならない。 

ロ． 配管を除く冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められる

ときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる。 

ハ． 内容積が所定の値以上である受液器並びにその支持構造物及びその基礎を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定めは、冷媒ガスが不活性ガスである場合には適用されない。 

 

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

 

 

 



平成２１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、第一種製造者の定置式製造設備である製造施設について冷凍保安規則上正しいも

のはどれか。 

 

イ． 冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、

圧力計を設けなければならない。 

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、その操作ボタン等には

その措置を講じなくてもよい。 

ハ． 圧縮機、凝縮器等が引火性又は発火性の物（作業に必要な物を除く。）をたい積した場所の付近にあってはならない

旨の定めは、不活性ガスを冷媒とする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、第一種製造者の製造の方法について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、冷媒ガスが不活性ガスである場合、その作業の責任者の監視の下で行

えば、その作業計画を定めなくてよい。 

ロ． 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要

な場合に限り閉止してもよい。 

ハ． 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。 

 

（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． 認定指定設備である条件の一つには、自動制御装置が設けられていなければならないことがある。 

ロ． 認定指定設備である条件の一つには、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

立てられたものでなければならないことがある。 

ハ． 認定指定設備である製造設備について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。 

 

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

 

 

 

 

 



平成２１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． ０℃の水１０００ｋｇを１日（２４時間）で０℃の氷にするために除去しなければならない熱量のことを、１冷凍ト

ンと呼んで、これを冷凍能力の単位として用いることもある。 

ロ． 圧縮機では冷媒蒸気に動力に加えて圧縮すると、冷媒は動力を受け入れて、圧力と温度の高いガスとなる。 

ハ． 凝縮器で冷媒から放出される熱量は、圧縮機で冷媒に加えられた動力に等しい。 

ニ． 圧縮機の軸動力を少なくするためには、蒸発温度をできるだけ低くし、また、凝縮温度を高く運転するのがよい。 

 

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

 

問２ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍サイクルおよび熱の移動について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍サイクルにおいて、蒸発圧力だけが低くなっても、あるいは凝縮圧力だけが高くなっても、成績係数は大きくな

る。 

ロ． 単段圧縮の冷凍装置は、蒸発温度の下限が－３０℃ぐらいまでである。 

ハ． 物体内を熱が移動するとき、その伝熱量は熱の流れに垂直な面の物体の断面積、物体の両端の温度差およびその物体

の熱伝導率に正比例し、熱移動の距離に反比例する。 

ニ． 固体壁を通過する伝熱量は、その壁で隔てられた両側の流体間の温度差、伝熱面積および壁の熱伝導率の値によって

決まる。 

 

（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、冷凍装置の冷凍能力、動力および成績係数について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧縮機の冷媒循環量は、圧縮機の押しのけ量、吸込み蒸気の比体積、体積効率の大きさによって決まり、吸込み圧力

が低く、吸込み蒸気の過熱度が小さくなるほど減少する。 

ロ． 圧縮機の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表すことができる。 

ハ． 圧縮機の運転条件によって決まる圧力比が小さくなると、断熱効率と機械効率は小さくなり、冷凍装置の成績係数は

小さくなる。 

ニ． 往復圧縮機が冷媒蒸気を吸い込んで圧縮し、吐き出す量は、押しのけ量よりも小さくなる。その理由は、圧縮する際

のピストンからクランクケースへの漏れ、シリンダのすきま容積（クリアランスボリューム）内の圧縮ガスの再膨張

などがあるためである。 

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



平成２１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． 密閉往復圧縮機では、電動機で発生する熱が冷媒に加えられ、シリンダ吸込み蒸気の過熱度が大きくなるが、吐出し

温度はほとんど変化しない。 

ロ． 冷凍装置の中では、フルオロカーボン冷媒と油、それに微量の水分と金属などが共存しているので、温度が高くなる

と冷媒の分解や油の劣化が生じ、金属腐食や潤滑不良を起こすことがある。 

ハ． フルオロカーボン冷媒が潤滑油に溶け込む割合は、温度が低いほど、圧力が低いほど大きくなる。 

ニ． アンモニアの漏えいの検出をするために硫黄を燃やし、二酸化炭素（炭酸ガス）とアンモニアが反応して白煙を生じ

ることを利用して検知する。フルオロカーボン冷媒は、電気式検知器や炎色反応を利用したハライドトーチ式検知器

を利用する。 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） ニ （５） ハ、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． スクリュー圧縮機は、容積式で高圧力比に適しているため、ヒートポンプや冷凍用に利用されることが多い。 

ロ． 開放および半密閉の圧縮機ではシャフトシールが必要であるが、全密閉圧縮機はシャフトシールは不要である。 

ハ． 停止中の圧縮機クランクケース内の油温が高いと、油に冷媒が溶け込む溶解量は大きくなり、始動時にオイルフォー

ミングを起こす。 

ニ． 容量制御装置は、多気筒圧縮機の負荷減少時の容量を制御するとともに、圧縮機始動時の負荷軽減装置としても使用

される。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） イ、ニ （４） ロ、ハ （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． シェルアンドチューブ水冷凝縮器の伝熱面積は、冷媒に接する冷却管外表面の合計面積で表す。 

ロ． 水冷凝縮器では、冷却水中の汚れや不純物が冷却管内面に水あかとなって付着し、水あかの熱伝導率が大きいので、

熱通過率の値が大きくなり、凝縮温度が上昇する。 

ハ． 蒸発式凝縮器では、冷却コイルに散水ヘッダから水を散布して、主として水の蒸発潜熱を利用して冷媒を凝縮させる。 

ニ． 空冷凝縮器では、空気側熱伝達率が冷媒側熱伝達率に比べて小さいので、内外の熱伝達抵抗を同程度にするために、

冷却管の空気側の外面にフィンを付けて表面積を増大する。 

 

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

 

 

 



平成２１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． 大容量の乾式プレートフィンコイル蒸発器にディストリビュータを取り付けたが、過熱度制御に内部均圧形温度自動

膨張弁を用いることができる。 

ロ． 満液式蒸発器には冷媒の過熱に必要な管部がないため、蒸発器冷媒側伝熱面における平均熱通過率は、乾式蒸発器の

場合よりも大きい。 

ハ． 乾式プレートフィン蒸発器の伝熱計算に必要な伝熱面積は、冷媒に接する内表面積を基準として表す。 

ニ． 冷媒液強制循環式蒸発器では、低圧受液器から蒸発液量の約３～５倍の冷媒液を液ポンプで強制的に循環させるため、

潤滑油も冷媒液とともに運び出され、蒸発器内に油が滞留することはない。 

 

（１） ロ （２） イ、ハ （３） イ、ニ （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． 温度自動膨張弁は、蒸発器出口冷媒の過熱度が常にほぼ一定になるように、冷媒流量を調節する。 

ロ． 温度自動膨張弁の容量は、弁開度と弁オリフィス口径が同じであっても、凝縮圧力と蒸発圧力との圧力差によって異

なる。 

ハ． 吸入圧力調整弁は、弁の出口側の圧縮機吸込み圧力が設定値よりも下がらないように調節し、圧縮機駆動用電動機の

過負荷を防止している。 

ニ． 給油ポンプを内蔵している圧縮機では、運転中に何らかの原因によって、定められた油圧を保持できなくなると、油

圧保護圧力スイッチが作動して圧縮機を停止させる。このスイッチは自動復帰式である。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、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． ドライヤは、冷媒配管内の水分を除去するために、アンモニア冷凍装置に使用される。 

ロ． 液ガス熱交換器は、冷媒液を過冷却して液管内でのフラッシュガスの発生を防止し、圧縮機吸込み冷媒蒸気の過熱度

を小さくするために用いる。 

ハ． 低圧受液器は、冷媒液強制循環式冷凍装置において、蒸発器に液を送り、かつ、蒸発器から戻る冷媒の気液分離と液

だめの役割をもつ。 

ニ． 油分離器は、大形や低温用のフルオロカーボン冷凍装置、アンモニア冷凍装置に用いることが多い。 

 

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

 

 

 



平成２１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、配管について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧縮機吸込み管の管径は、冷媒蒸気中に混在している油を、最少負荷時にも圧縮機に戻せるような蒸気速度が保持で

き、かつ、過大な圧力降下が生じない程度の蒸気速度を上限として決定する。 

ロ． 横走り吸込み配管に∪トラップがあると、軽負荷運転時や停止時に油や冷媒液が溜まり、圧縮機の再始動時に液圧縮

の危険がある。 

ハ． 冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、配管内の流れの抵抗が小さくなる。 

ニ． 配管用炭素鋼鋼管（配管用炭素鋼管）（ＳＧＰ）は、設計圧力が１．６ＭＰａのフルオロカーボンの冷媒配管に使用

できる。 

 

（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、安全装置について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、冷媒の種類にかかわらず、容器の外径と長さだけで決まる。 

ロ． 圧力容器に取り付ける安全弁には、検査のために止め弁を設けるが、この止め弁には「常時開」の表示をするなど、

止め弁の操作に間違いのないようにしなければならない。 

ハ． 溶栓は温度を検知して圧力の異常な上昇を防ぐので、すべての冷凍装置に使用できる。 

ニ． 破裂板は圧力を感知して冷媒を放出するため、可燃性や毒性を有する冷媒を用いた装置では使用できない。 

 

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

 

 

 

 

問１２ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、圧力容器の強度について正しいものはどれか。 

 

イ． 円筒胴の圧力容器の胴板に生じる応力は、接線方向の引張応力が長手方向の引張応力よりも大きい。 

ロ． 円筒胴の直径が小さいほど、また、内圧が高いほど、円筒胴の必要とする板厚は厚くなる。 

ハ． さら形鏡板は、半球形鏡板よりも板厚を薄くすることができる。 

ニ． 応力集中は、形状や板厚が急変する部分に発生しやすい。 

 

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

 

 

 

 

 



平成２１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、冷凍装置と圧力容器の圧力試験について正しいものはどれか。 

 

イ． 冷凍装置の気密試験を実施したとき、加圧終了時刻の外気温度（周囲温度）を記録した。 

ロ． 冷凍装置の真空放置試験を、内圧８ｋＰａ（絶対圧力）で実施した。 

ハ． 圧力容器の耐圧試験を、気密試験の後に実施した。 

ニ． 圧力容器の耐圧試験を気体で行う際、圧力計の文字盤の大きさが７５ｍｍのものを使用した。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、ニ （４） ハ、ニ （５） イ、ロ、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． 蒸発温度が低くなるほど、圧縮機の吸込み蒸気の比体積は大きくなる。 

ロ． 横型シェルアンドチューブ凝縮器（開放型冷却塔使用）の運転状態が、冷却水の出入口温度差は４～６Ｋで、凝縮温

度は冷却水出口温度よりも３～５Ｋ高い温度であったので、正常であると判定した。 

ハ． フルオロカーボン用半密閉圧縮機を使用した冷凍装置で、吐出しガス温度が１５０℃であったので、正常であると判

定した。 

ニ． 多気筒圧縮機のクランクケース内の冷凍機油（鉱油）の温度が６５℃であったが、油圧が正常であったので、圧縮機

の運転状態は異常なしと判定した。 

 

（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． 冷媒充てん量が不足していると、蒸発圧力が低下し、圧縮機の吸込み蒸気の過熱度が大きくなり、吐出しガス圧力が

上昇し、吐出しガス温度も上昇する。 

ロ． 液封事故の発生しやすい箇所は、低温の液配管である。 

ハ． 運転停止時に、蒸発器に冷媒液が過度に滞留していた場合には、圧縮機を再始動したときに液戻りを生じやすい。 

ニ． アンモニア圧縮機の吐出しガス温度は、フルオロカーボン圧縮機の吐出しガス温度よりも低いため、冷凍機油は劣化

しにくい。 

 

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

 

 

 


