
平成２４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を定めているが、民間事業者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は定めていない。 

ロ． 現在の圧力が０．９メガパスカルの圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。）であって、温度３５度において圧力が

１メガパスカルとな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温度が３２度である液化ガスは、現在の圧力が０．１メガパスカルであっても高圧

ガスである。 

 

（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． 冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者の定置式製造設備である製造施設に、その製造設備とブラインを共通

に使用する認定指定設備を増設する工事は、軽微な変更の工事に該当する。 

ロ． １日の冷凍能力が５トンの冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン（不活性のものに限る。）は、高圧

ガス保安法の適用を受けない。 

ハ． 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。 

 

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

 

 

 



平成２４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、その高圧ガスの販売について販売所ごとに、都道府県知事の許可を受け

なければならない。 

ロ． 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

に限られる。 

ハ． 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、不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、１日の冷凍能力が５トン以上のも

のである。 

 

（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１１８リットルのもの。）による液化アンモニアの移

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． 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。 

ロ． 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。 

ハ． 充てん容器及び残ガス容器には、木枠又はパッキンを施さなければならない。 

 

（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、冷媒ガスの補充用としての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． 容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである。 

ロ． 容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、次回の容

器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている。 

ハ． 容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の方法により刻印等又は自主検査刻印等で示された容器の内容積

に応じて計算した質量以下のものでなければならない。 

 

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

 

 

 



平成２４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． 充てん容器及び残ガス容器であって、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ための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 

ロ． 液化フルオロカーボンの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。 

ハ． 液化アンモニアの充てん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が、不活

性ガスのフルオロカーボンの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていな

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． 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、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． 圧縮機の気筒の内径の数値は、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。 

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． 第二種製造者のうちには、冷凍保安責任者を選任しなければならない者がある。 

ロ． 第二種製造者が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． すべての第二種製造者は、製造施設について定期自主検査を行う必要はない。 

 

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

 

 

 

 

 

 



平成２４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． 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。 

ロ． 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事業所ごとに備え、これを記載の日か

ら次回の保安検査の実施日まで保存しなければならないと定められている。 

ハ． 従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事に

届け出る必要はない。 

 

（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、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、高圧ガスの製造の方法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． 特定施設について高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、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る必要はない。 

ハ． 保安検査を冷凍保安責任者に行わせなければならない。 

 

（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、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準（耐圧試験に係るものを除く。）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． 製造施設について保安検査を受け、かつ、所定の技術上の基準に適合していると認められたときは、その翌年の定期

自主検査を行わなくてよい。 

ハ． 製造施設の定期自主検査について冷凍保安責任者にその実施の監督をさせた場合には、その検査記録を作成しなくて

よい。 

 

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

 

 



平成２４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． 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。）の冷凍保安責任者に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。 

ロ． 冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する経験を有していれば、製造保安責任者免状の交付を受けてい

ない者を選任することができる。 

ハ． 冷凍保安責任者の代理者は、冷凍保安責任者の職務を代行する場合は、高圧ガス保安法の規定の適用については、冷

凍保安責任者とみなされる。 

 

（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． 危害予防規程を変更したときは、都道府県知事に届け出なければならない。 

ロ． 危害予防規程には、協力会社の作業の管理に関することも定めなければならない。 

ハ． 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を定めなければならないが、危害予防規程の変更の

手続の関することは定める必要がない。 

 

（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（認定完成検査実施者である者を

除く。）について正しいものはどれか。 

 

イ． 第一種製造者が事業所内において指定する場所では、この事業所の従業者といえども、何人も火気を取り扱ってはな

らない。 

ロ． 製造施設の特定変更工事を完成しその工事に係る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。 

ハ． 第一種製造者は、冷媒設備である圧縮機の取り換えの工事であって、その工事を行うことにより冷凍能力が増加する

ときは、その冷凍能力の変更の範囲にかかわらず、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２４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． 製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、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なければならない。 

ロ． 製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければなら

ない室は、凝縮器と受液器を設置する室に限られている。 

ハ． 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。 

 

（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． 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５０００リットルであるものは、それに該当しない。 

ロ． 製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を運転中強制換気できる構造とした場合、冷媒設備に設けた安全弁

の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。 

ハ． 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ガスが滞留するおそれのある場所であって

も、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る必要はない。 

 

（１） イ （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． 冷媒設備に圧力計を設け、かつ、その圧力を常時監視することとすれば、その冷媒設備には、圧縮機内の圧力が許容

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くてよい。 

ロ． アンモニアの製造設備に設けたバルブには、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、フル

オロカーボンの製造設備に設けたバルブにはその措置を講じなくてよい。 

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、縦置

円筒形であって、かつ、胴部の長さが４メートルの凝縮器は、その構造としなくてよい。 

 

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

 

 



平成２４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． 圧縮機と凝縮器との間の配管が、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、認定指定設備である製造設備には適用されない。 

ハ． 冷媒設備の配管の取り換えの工事を行うとき、その配管を設計圧力及び設計温度における最大の応力に対し十分な強

度を有するものとすれば、気密試験の実施を省略することができる。 

 

（１） イ （２） ハ （３） イ、ロ （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． 冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その修理又は清掃の作業計画及びその作業の責任者を定め、修

理又は清掃はその作業計画に従うとともに、その作業の責任者の監視の下で行うか、又は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わなければならない。 

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

全開しておかなければならない。 

ハ． 他の製造設備とブラインを共通にする認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、認定指定設備には自動制御装置が

設けられているので、１か月に１回その認定指定設備の異常の有無を点検して行うことと定められている。 

 

（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． 「指定設備の冷媒設備は、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る

ものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。 

ロ． 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。 

ハ． 「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は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２４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． 冷媒は、冷凍装置内で熱を吸収して蒸気になったり、熱を放出して液になったりして、状態変化を繰り返す。 

ロ． 蒸発器で冷媒が蒸発するときに潜熱を周囲に与える。 

ハ． 冷凍装置の冷凍能力は、凝縮器の凝縮負荷よりも小さい。 

ニ． 凝縮器の凝縮負荷は、凝縮器内の冷媒液から冷却水や外気に放出される熱量のことである。 

 

（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． 冷凍装置の運転条件が変化しても、成績係数の値は変化することはない。 

ロ． 水冷凝縮器では、冷却水温度は凝縮液冷媒の過冷却液の温度に影響を与えない。 

ハ． 熱伝導は、固体内の低温端から高温端へ熱が移動する現象である。 

ニ． 固体壁表面での熱伝達による伝熱量は、固体壁表面と流体との温度差と伝熱面積に正比例する。 

 

（１） イ （２） ニ （３） イ、ロ （４） ロ、ハ （５） ハ、ニ 

 

 

問３ 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、圧縮機の性能、効率などについて正しいものはどれか。 

 

イ． 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小さいほど大きくなる。 

ロ． 圧縮機の圧力比が大きくなると、断熱効率は小さくなるが、機械効率は大きくなる。 

ハ． 往復圧縮機のピストン押しのけ量は、単位時間当たりのピストン押しのけ量のことで、気筒数、シリンダ容積および

回転速度により決まる。 

ニ． 圧縮機駆動の軸動力Ｐは、理論断熱圧縮動力をＰｔｈ、全断熱効率をηtadとすると、 

  Ｐ＝
Ｐｔｈ

ηtad
 で表される。 

 

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

 

 



平成２４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． 単成分冷媒の沸点は種類によって異なるが、沸点の低い冷媒は、同じ温度条件で比べると、一般に沸点の高い冷媒よ

りも飽和圧力が低い。 

ロ． 冷媒ガス吸込み側に電動機を収めた密閉圧縮機では、電動機で発生する熱が冷媒に加えられて、吸込み蒸気の過熱度

が大きくなるため、吐出しガス温度が高くなりやすい。 

ハ． フルオロカーボン冷媒の比重は、液の場合は冷凍機油よりも大きく、漏えいガスの場合は空気よりも大きい。 

ニ． ブラインは、塩化カルシウムや塩化ナトリウムのほかに、エチレングリコール系やプロピレングリコール系の無機ブ

ラインがある。 

 

（１） イ、ロ （２） イ、ハ （３） ロ、ハ （４） ロ、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． 圧縮機の体積効率が小さくなると冷媒循環量は減少する。 

ロ． 半密閉圧縮機および全密閉圧縮機は、圧縮機内部の点検、修理ができない。 

ハ． 停止中の圧縮機クランクケース内の油温が高いと、始動時にオイルフォーミングを起こしやすい。 

ニ． 圧縮機が頻繁な始動と停止を繰り返すと、駆動用電動機巻線の異常な温度上昇を招き、焼損のおそれがある。 

 

（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． 水冷凝縮器の冷却管に水あかが付着すると、冷却水流速が大きくなり、熱通過率の値も大きくなる。 

ロ． 水冷凝縮器と空冷凝縮器を比べると、熱通過率の値は水冷凝縮器のほうが大きい。 

ハ． 蒸発式凝縮器では、空気の湿球温度が低くなると凝縮温度は高くなる。 

ニ． 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。 

 

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

 

 

 

 

 



平成２４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． ホットガス除霜は、冷却管の内部から冷媒ガスの熱によって霜を均一に融解し、霜が厚くなっても有効に除霜ができ

る方法である。 

ロ． 大形の乾式蒸発器では、多数の伝熱管に均等に冷媒を分配させるためにディストリビュータを取り付けるが、ディス

トリビュータの圧力降下があるので、その分膨張弁の容量は小さくなる。 

ハ． シェルアンドチューブ乾式蒸発器では、水側の熱伝達率を向上させるために、バッフルプレートを設置する。 

ニ． 冷媒液強制循環式蒸発器において、液ポンプにより強制循環する冷媒液量は、蒸発器で蒸発する冷媒量だけで十分で

ある。 

 

（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． 蒸発器の熱負荷変動に対応して、蒸発器出口の冷媒過熱度を５Ｋ前後に制御するために、最大熱負荷に対して２倍程

度の定格容量の膨張弁を選定する必要がある。 

ロ． 外部均圧形温度自動膨張弁は、蒸発器やディストリビュータの圧力降下が大きな場合に利用されるが、蒸発器出口の

圧力を外部均圧管で、膨張弁のダイヤフラム面に伝える構造になっている。 

ハ． 温度自動膨張弁は過熱度を制御するために、蒸発器出口冷媒の温度を膨張弁の感温筒で検出する。感温筒の取付け場

所としては、冷却コイル出口ヘッダが適切である。 

ニ． 凝縮圧力調整弁は、凝縮器の圧力が設定圧力以下にならないように凝縮器から流出する冷媒液を絞る。 

 

（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． 高圧受液器を設置することにより、冷媒設備を修理する際に、大気に開放する装置部分の冷媒を回収することができ

る。 

ロ． 小形のフルオロカーボン冷凍装置やヒートポンプ装置に使用される小容量の液分離器では、内部のＵ字管下部に設け

られた小穴から少量ずつ液を圧縮機に吸い込ませるものがある。 

ハ． 冷凍装置に用いられる受液器には、大別して凝縮器の出口側に連結される高圧受液器と、冷媒液強制循環式で凝縮器

の出口側に連結して用いられる低圧受液器とがある。 

ニ． アンモニア冷凍装置の油分離器で分離された鉱油は、一般に圧縮機クランクケース内に自動返油される。 

 

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

 

 



平成２４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． 飽和温度以上に高圧液管が温められても、フラッシュガスは発生しない。 

ロ． 圧縮機の吐出し管も吸込み管も管の内径が大きいほど、冷媒の流れの抵抗は小さくなる。 

ハ． アンモニア冷媒配管には、真ちゅう製のバルブを取り付ける。 

ニ． 冷媒蒸気中に混在している冷凍機油を戻すために圧縮機の吸込み配管径を小さくして冷媒流速を大きくすると、吸込

み圧力は低下する。 

 

（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、ピストン押しのけ量の平方根を冷媒の種類により定められた定数で除

して求められる。 

ロ． 溶栓付きのフルオロカーボン冷媒用シェルアンドチューブ凝縮器において、溶栓が１００℃の高温吐出しガスにさら

されても、問題なく運転を継続できる。 

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． 液封による事故を防止するために、液封の起こるおそれのある部分には、溶栓、安全弁、破裂板または圧力逃がし装

置を取り付ける必要がある。 

 

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

 

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

 

イ． 高圧部設計圧力は、停止中に周囲温度の高い夏期に内部の冷媒が３８～４０℃程度まで上昇したときの冷媒の飽和圧

力に基づいている。 

ロ． 許容圧力は、冷媒設備において現に許容しうる最高の圧力であって、設計圧力または腐れしろを除いた肉厚に対応す

る圧力のうち低いほうの圧力をいう。 

ハ． 冷凍保安規則関係例示基準によれば、溶接継手の効率は、溶接継手の種類により決められており、更に溶接部の全長

に対する放射線透過試験を行った部分の長さの割合によって決められているものもある。 

ニ． 薄肉円筒胴圧力容器の板の内部に発生する応力は、円筒胴の接線方向に作用する応力が長手方向に作用する応力の１

／２である。 

 

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

 



平成２４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、冷凍装置の据付け、圧力試験および試運転について正しいものはどれか。 

 

イ． 圧縮機の据付けで防振支持を行うと、圧縮機の振動が配管に伝わり、配管を損傷したり、配管を通じて他に振動が伝

わったりするが、これを防止するため、圧縮機の吸込み管や吐出し管にフレキシブルチューブを挿入する方法がある。 

ロ． 液体で行う耐圧試験の圧力は、設計圧力または許容圧力のいずれか低いほうの圧力以上とする。 

ハ． 圧縮機など配管以外の部分について耐圧強度を確認してからそれらを配管で接続して、すべての冷媒系統について必

ず真空試験を行ってから気密試験を行う。 

ニ． 真空乾燥の後に水分が混入しないように配慮しながら冷凍装置に冷凍機油と冷媒を充てんし、電力・制御系等、冷却

水系統などを十分に点検してから指導試験を行う。 

 

（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． 冷凍装置を手動で停止するときは、圧縮機を停止してから液封が生じないように受液器液出口弁を閉じて、その直後

に圧縮機吸込み側止め弁を閉じる。 

ロ． 水冷凝縮器の冷却水量が減少したり、冷却水温が上昇したりすることによって凝縮圧力が上昇すると、圧縮機吐出し

ガス圧力と温度が上昇するので、圧縮機シリンダが過熱し、潤滑油を劣化させ、シリンダやピストンを傷める。 

ハ． 圧縮機の吸込み蒸気の圧力は、蒸発器や吸込み配管内の抵抗により、蒸発器内の冷媒の蒸発圧力よりもいくらか低い

圧力になる。 

ニ． 冷凍装置を長期間休止させる場合には、低圧側の冷媒を受液器に回収するが、装置に漏れがあったとき装置内に空気

を吸い込まないように、低圧側と圧縮機内には大気圧より高いガス圧力を残しておく。 

 

（１） イ （２） イ、ロ （３） ロ、ハ （４） ハ、ニ （５） ロ、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． シャフトシールに汚れた潤滑油が入ると、シール面を傷つけて冷媒漏れを起こすことがある。 

ロ． フルオロカーボン冷凍装置に水分が混入しても、装置に障害を引き起こすことはない。 

ハ． 圧縮機において潤滑油量の不足や油ポンプの故障などで油圧が不足すると、潤滑作用が阻害される。 

ニ． 圧縮機のシリンダの温度が過熱運転により上昇すると、潤滑油が炭化し分解して不凝縮ガスを生成することがある。 

 

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

 

 

 


