
平成２２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て公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販

売、移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている。 

ロ． 液化ガスであって、その圧力が０．２メガパスカルとなる場合の温度が３０度であるものは、現在の圧力が０．１５

メガパスカルであっても高圧ガスである。 

ハ． １日の冷凍能力が４トンの冷凍設備内における高圧ガスである不活性のフルオロカーボンは、高圧ガス保安法の適用

を受けない。 

 

（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． 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

高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所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、その製造設備の冷媒ガスの種類を変更しようとするときは、その製造設備の変更の工事を伴わない

場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

ハ． 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って廃棄しなければならない高圧ガスは、可

燃性ガス及び毒性ガスに限られる。 

 

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

 

 



平成２２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． 高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、その事業の開始後、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。 

ロ． 冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者は、事業所ごとに、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。 

ハ． もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、定められたもの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を製造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

するためのものであって、内容積が４８リットルのもの。）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、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、薬剤及び工具等のほか、消火設備を携行しなければならない。 

ロ． 液化アンモニアを移動するときは、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

いが、不活性のフルオロカーボンを移動するときは、その措置を講じる必要はない。 

ハ． 液化アンモニアを移動するときは、その高圧ガスの名称、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、高圧ガスを充てんするための容器について容器保安規則上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にうちには、その容器の表面積の２分の１以上についての白色

の塗色、その高圧ガスの名称及び「燃」、「毒」の明示がある。 

ハ． 液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められ

ている。 

 

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

 

 

 

 



平成２２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容器によ

る高圧ガスの貯蔵（質量１．５キログラムを超えるもの）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． 特に定められた場合を除き、車両に積載した容器により貯蔵してはならない。 

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

ハ． フルオロカーボンのうち不活性ガスのものは、充てん容器と残ガス容器とにそれぞれ区分して容器置場に置く必要は

ない。 

 

（１） ロ （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、正しいものはどれか。 

 

イ． 製造施設の所有者又は占有者が、その製造施設が危険な状態となったときにとるべき措置の一つとして、直ちに応急

の措置を講じることができないときに、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告することが定められて

いる。 

ロ． 第二種製造者がその事業所内で火気を取り扱ってはならないと指定した場所には、その事業所の従業者であってもこ

の事業者の承諾を得ることなしに、発火しやすい物を持って立ち入ることは禁じられている。 

ハ． 第一種製造者は、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） 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一種製造者（認定保安検査実施者でない者）に

ついて正しいものはどれか。 

 

イ． 事業所ごとに帳簿を備え、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． 製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については、保安検査を受ける必要はない。 

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

 

 

 



平成２２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（冷凍保安責任者を専任しなければ

ならない者）について正しいものはどれか。 

 

イ． １日の冷凍能力が９０トンである製造設備（認定指定設備でないもの）の事業所に冷凍保安責任者を選任するとき、

その選任される者が交付を受けている製造保安責任者免状の種類は、第三種冷凍機械責任者免状でもよい。 

ロ． 冷凍保安責任者の代理者を選任するとき、その選任される者が第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けているもので

あれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者でよい。 

ハ． 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。 

 

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

 

イ． 特定変更工事が完成し、その工事に係る製造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、その施設を使用してはならない。 

ロ． 製造施設についてブラインを共通とする認定指定設備を増設したときは、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞

なく、都道府県知事に届け出ればよい。 

ハ． 従業者に対して臨時保安教育を施せば、保安教育計画を定める必要はない。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （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（冷凍保安責任者を専任しなけれ

ばならない者）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、これを変更したとき

は届け出る必要はない。 

ロ． 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。 

ハ． 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。 

 

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

 

 

 



平成２２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、製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については実施する必要はない。 

ロ． 冷凍保安責任者を選任している第一種製造者は、定期自主検査を行うときには、その冷凍保安責任者にその実施につ

いて監督を行わせなければならない。 

ハ． 定期自主検査は、製造施設について１年に１回以上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． 第二種製造者には、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持すべき定め

はない。 

ロ． 第二種製造者のうちには、製造施設について定期自主検査を行わせなければならないものがある。 

ハ． 第二種製造者が、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ことの定めはない。 

 

（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、製造設備の冷媒設備の圧縮機が容積圧縮式（往復動式）である冷凍事業所の１日

の冷凍能力の算定に必要な数値として冷凍保安規則に定められているものはどれか。 

 

イ． 冷媒ガスの種類に応じて定められた数値（Ｃ） 

ロ． 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（∨） 

ハ． 圧縮機の原動機の定格出力の数値（Ｗ） 

 

（１） イ （２） ロ （３） ハ （４） イ、ロ （５） ロ、ハ 

 

 

 

 

 



平成２２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である第一種製造者の製

造施設について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

 

イ． 受液器に設ける液面計には、その液面計の破損を防止するための措置を講じれば、丸形ガラス管液面計を使用するこ

とができる。 

ロ． 内容積が１万リットル以上の受液器の周囲には、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。 

ハ． 縦置円筒形で胴部の長さが５メートル以上の凝縮器及び配管（特に定めるものに限る。）並びにこれらの支持構造物

及び基礎は、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に該当する。 

 

（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

機を除く。）である第一種製造者の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． 製造設備には、その設備から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必

要はない。 

ロ． 圧縮機を設置する室は、冷媒設備から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。 

 

（１） ロ （２） ハ （３） イ、ロ （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、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

装置を設けなければならない。 

ロ． 冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、その圧縮機

の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。 

ハ． 不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする製造設備に設けたバルブには、いかなる場合であっても、作業員が適切

に操作することができる措置を講じる必要はない。 

 

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

 

 



平成２２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、製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の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． 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。 

ロ． 冷媒設備の配管の変更工事の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。 

ハ． 冷媒設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性の物又は発火性の物（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。 

 

（１） ロ （２） ハ （３） イ、ロ （４） イ、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． 冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならない。 

ロ． 冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、その冷媒ガスが不活性のものである場合は、その開放する部分に他の

部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる。 

ハ． 冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に全開

にしておかなければならない。 

 

（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、製造設備が認定指定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． 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． 認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、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

行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行うことができる設備のものにあってはこの限りでない。 

ハ． 認定指定設備として認定を受けるときの条件の一つに、「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転

を行い、使用場所に分割されずに搬入されたものであること」がある。 

 

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

 

 

 



平成２２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． 冷媒が液体から蒸気に、または蒸気から液体に状態変化するときに必要とする熱を、潜熱と呼ぶ。 

ロ． 小さな圧縮機軸動力で大きな冷凍能力を出せる冷凍装置が望ましいが、そのためには蒸発温度をできるだけ低くする

とよい。 

ハ． 空冷凝縮器は外気に放熱するが、この熱を暖房や加熱に利用する冷凍装置をヒートポンプ装置と呼ぶ。 

ニ． 蒸発器では、周囲に熱を放出して冷媒が蒸発する。 

 

（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． 冷媒の蒸発温度が－３０℃よりも低く、単段圧縮冷凍装置では圧縮機吐出しガス温度の高温化や冷凍装置の効率低下

が見られるときには、二段圧縮冷凍装置が使用される。 

ロ． 冷凍サイクルの蒸発器で冷媒から奪う熱量のことを、冷凍効果という。 

ハ． 冷蔵庫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、冷蔵庫壁の面積、熱通過率に比例する。 

ニ． 固体壁表面での熱交換による伝熱量は、伝熱面積、固体壁表面の温度と周囲温度との温度差および比例係数の積で表

されるが、この比例係数のことを熱伝導率という。 

 

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

 

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

 

イ． 往復圧縮機の体積効率の値は、圧縮機の構造、運転の圧力比の大きさなどによって異なり、圧力比とシリンダのすき

ま容積比が大きくなるほど体積効率が大きくなる。 

ロ． 圧縮機の吸込み蒸気の比体積は、吸込み圧力が低いほど、また、吸込み蒸気の過熱度が大きいほど大きくなり、圧縮

機の冷媒循環量および冷凍能力が減少する。 

ハ． 圧縮機においては、駆動の軸動力に相当する熱量が冷媒に加えられ、この熱量が蒸発器で冷媒に取り入れられた熱量

と一緒になって、圧縮機から凝縮器に向かって吐き出される。 

ニ． 実際の冷凍装置は、蒸発温度と凝縮温度との温度差が大きくなると、圧縮機の圧力比、断熱効率と機械効率がともに

大きくなるので、成績係数が低下する。 

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



平成２２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． 非共沸混合冷媒が蒸発する場合は、沸点の低い冷媒が早く蒸発し、凝縮する場合は沸点の高い冷媒が早く凝縮する。 

ロ． アンモニア液は、鉱油にほとんど溶解しない。また、アンモニア液のほうが鉱油よりも比重が小さいので油溜め器、

液溜め器などでは油が底に溜まるので、油抜きは容器底部から行う。 

ハ． 冷媒と潤滑油の組合せとして、Ｒ２２とＲ１３４ａは鉱油、Ｒ４０７Ｃはエーテル油、Ｒ４０４Ａはエステル油が一

般的に使用される。 

ニ． フルオロカーボン冷媒は、水分が混入すると冷媒が加水分解し、酸性の物質を作り金属を腐食させるので、ドライヤ

をつけて冷媒に混入した水分を吸着して除去する。 

 

（１） イ、ハ （２） イ、ニ （３） ロ、ハ （４） イ、ロ、ニ （５） ロ、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． 圧縮機は冷媒蒸気の圧縮方法により、容積式、遠心式に大別されるが、スクリュー圧縮機、往復圧縮機は容積式であ

る。 

ロ． スクリュー圧縮機の容量制御はスライド弁で行い、ある範囲内で無断階制御または段階制御が可能である。 

ハ． 遠心圧縮機は冷凍負荷の大容量なものに適しているが、高圧力比には不向きなため、空調用として使用されることが

多い。 

ニ． 往復圧縮機のオイルリングが著しく摩耗すると、油上がりは多くなるが、油分離器をつけている場合には凝縮器や蒸

発器の伝熱性能には影響を与えない。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ニ （３） ハ、ニ （４） イ、ロ、ハ （５） ロ、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． 高温、高圧の圧縮機吐出しガスを、凝縮器によって液化するために取り去る熱量を凝縮負荷といい、冷凍能力に圧縮

機軸動力を加えて求めることができる。 

ロ． シェルアンドチューブ水冷凝縮器は、鋼管製の円筒胴と伝熱管から構成されており、冷却水が円筒胴の内側と伝熱管

の間の空間に送り込まれ、伝熱管の中を圧縮機吐出しガスが通るようになっている。 

ハ． 冷却管の水あかの熱伝導抵抗を汚れ係数で表し、汚れ係数が大きいほど熱通過率が低下する。 

ニ． プレートフィン空冷凝縮器は、薄板で作られたフィンに穴をあけて、そこに冷却管を通し、このフィンをある間隔で

冷却管に圧着させた形をしており、フィンの材質、形状、冷却管の種類、前面風速、入口空気の乾球温度などによっ

て、熱交換性能が変化する。 

 

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

 



平成２２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． 膨張弁から流出する冷媒をそのまま蒸発管に導き、飽和液が周囲から熱を取り込んで乾き飽和蒸気となり、さらに、

いくらか過熱された状態で蒸発管から出て行くようにした蒸発器を、冷媒液強制循環式蒸発器という。 

ロ． 冷蔵用の空気冷却器では、算術平均温度差は通常５～１０Ｋ程度であるが、この温度差が大きすぎると、蒸発温度を

高くしなければならないので圧縮機の軸動力は減少し、装置の成績係数が低下する。 

ハ． シェルアンドチューブ形満液式蒸発器に入る冷媒は、大きな容量のシェルの中で蒸発して冷媒蒸気が圧縮機に吸い込

まれ、冷媒液は滞留してシェル内の冷却管を侵している。蒸発器内に入った油の戻りが悪いので、油戻し装置が必要

になる。 

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、霜の熱伝

導率が小さいため伝熱が妨げられ、蒸発圧力、蒸発温度が低下する。 

 

（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． 温度自動膨張弁は、高圧の冷媒液を低圧部に絞り膨張させる機能と、過熱度により冷媒流量を調節して冷凍装置を効

率よく運転することの二つの役割をもっている。 

ロ． 内部均圧形温度自動膨張弁は、冷媒の流れの圧力降下の大きな蒸発器、ディストリビュータで冷媒を分配する蒸発器

に使用される。 

ハ． 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よりも下がるのを

防止する目的で用いる。 

ニ． 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する。 

 

（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． ドライヤの乾燥剤にシリカゲルやゼオライトが用いられる理由は、化学反応により水分を除去しやすいこと、砕けに

くいことである。 

ロ． 液分離器は、冷媒蒸気中に混在した液を分離し、蒸気だけを圧縮機に吸い込ませて、液圧縮を防止して圧縮機を保護

する役目で取り付けられる。 

ハ． 高圧受液器は、つねに冷媒液を確保して、液とともに冷媒蒸気が流れ出さないような構造である。 

ニ． 油分離器は、圧縮機の吸込み管に設けられ、冷媒液と潤滑油を分離する機器である。 

 

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

 



平成２２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． アンモニア冷媒用の配管には、銅および銅合金を使用してはならない。 

ロ． 圧縮機への吸込み管の立ち上がりが非常に長い場合には、約１０ｍごとに中間トラップを設けることがあるが、これ

は油を圧縮機に吸い込ませないためである。 

ハ． 冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が増加し、冷凍能力が増加する。 

ニ． 圧縮機吐出し管の施工上の大切なことは、圧縮機の停止中に配管内で凝縮した液や油が逆流しないようにすることで

ある。 

 

（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． 高圧遮断装置の作動圧力は、圧縮機に取り付ける安全弁の作動圧力と同じに設定する。 

ロ． 安全弁にはそれの検査のために止め弁を設けることができるが、検査時を除き止め弁を開にしておき「常時開」の表

示をする。 

ハ． 溶栓は、温度の上昇を検知して冷媒を放出し、過大な圧力上昇を防ぎ、温度の低下とともに閉止して冷媒の放出を止

める。 

ニ． 破裂板は、圧力の上昇を検知して冷媒を放出し、過大な圧力上昇を防ぎ、圧力の低下とともに閉止して冷媒の放出を

止める。 

 

（１） イ （２） ロ （３） イ、ニ （４） ロ、ハ （５） ハ、ニ 

 

 

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

 

イ． 圧力容器の必要とする腐れしろの大きさは、材質、使用条件にかかわらず、一定値である。 

ロ． 円筒胴の直径が大きく、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． 応力集中が小さい形状であると、より安全な圧力容器といえる。 

 

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

 

 

 

 

 



平成２２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について正しいものはどれか。 

 

イ． 耐圧試験は気密試験を実施した後に行う。 

ロ． 耐圧試験を気体で行う場合は、耐圧試験圧力を設計圧力または許容圧力のいずれか低い圧力の１．２５倍以上とする。 

ハ． 耐圧試験と気密試験に使用する圧力計の最高目盛は、試験圧力の１．２５倍以上、２倍以下とする。 

ニ． アンモニア冷凍装置の気密試験には、乾燥空気、窒素ガスまたは炭酸ガスが使用できる。 

 

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

 

 

 

 

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

 

イ． 冷蔵庫の負荷が増加したとき、冷蔵庫の庫内温度と蒸発温度が上昇し、温度自動膨張弁の冷媒流量が増加するが、蒸

発器における空気の出入口の温度差は変化しない。 

ロ． 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、熱通過率が大きくなり、庫内

温度が低下する。 

ハ． 圧縮機の吐出しガス圧力が高くなると、蒸発圧力が一定ならば、圧縮機の体積効率が低下し、圧縮機駆動の軸動力は

増加するが、装置の冷凍能力は変化しない。 

ニ． 凝縮圧力が一定の場合、蒸発温度が低くなるほど冷媒循環量が減少し、圧縮機の軸動力の減少割合よりも、冷凍能力

の減少割合のほうが大きい。 

 

（１） ロ （２） ニ （３） イ、ロ （４） イ、ハ （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． 同じ運転条件でも、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場合よりも高く、通常は１０

０℃を超えることが多い。 

ロ． 運転中に往復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するが、液戻りがさらに続いてもクラ

ンクケース内でオイルフォーミングを生じることはない。 

ハ． 不凝縮ガスがアンモニア冷凍装置内に存在すると高圧圧力が上昇する。不凝縮ガスを除去する場合、不凝縮ガスには

冷媒は含まれないのでそのまま大気に放出してもよい。 

ニ． 凝縮液が水冷凝縮器の多数の冷却管を浸すほどに冷媒が過充てんされている場合には、凝縮圧力が高くなる。 

 

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

 

 


