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（ボイラーの構造に関する知識）

ボイラーの水循環について、誤っているものは次のうち

どれか。

（１） 水循環が良いと熱が水に十分に伝わり、伝熱面温度は

水温に近い温度に保たれる。

（２） 丸ボイラーは、伝熱面の多くが水部中に設けられ、水

の対流が容易なので、特別な水循環の系路を要しない。

（３） 水管ボイラーは、水循環を良くするために、水の気泡

の混合体が上昇する管と、水が下降する管を区別して

設けているものが多い。

（４） 水管ボイラーは、高圧になるほど蒸気と水との密度差

が大きくなり、水の循環力が増す。

（５） 水循環が不良になると気泡が停滞したりして、伝熱面

の焼損、膨出などの原因となる。

ボイラーの燃焼室及び燃焼装置について、誤っているも

のは次のうちどれか。

（１） 燃焼室は、燃料を燃焼し熱を発生する部分で、火炉と

もいわれる。

（２） 燃焼装置は、燃料の種類によって異なり、液体燃料及

び気体燃料にはバーナが、一般固体燃料及び微粉炭に

は火格子が用いられる。

（３） 燃焼室は、供給された燃料を速やかに着火、燃焼させ、

発生する可燃ガスと空気との混合接触を良好にして

完全燃焼を行わせる部分である。

（４） 燃焼室は、加圧燃焼方式の場合は気密構造になってい

る。

（５） 燃焼室に直面して火炎などからの熱を水や蒸気に伝

える伝熱面は、放射伝熱面といわれる。

丸ボイラーと比較した水管ボイラーの特徴として、誤っ

ているものは次のうちどれか。

（１） 構造上、低圧小容量用から高圧大容量用に適する。

（２） 燃焼室を自由な大きさに作れるので、種々の燃料及び

燃焼方式に適応できる。

（３） 伝熱面積当たりの保有水量が小さいので、起動から所

要蒸気発生までの時間が短い。

（４） 負荷変動による圧力変動及び水位変動が小さい。

（５） 給水及びボイラー水の処理に注意を要し、高圧ボイラ

ーでは厳密な水管理を行う必要がある。

暖房用鋳鉄製蒸気ボイラーにハートフォード式連結法

により返り管を取り付ける目的は、次のうちどれか。

（１） 蒸気圧力の異常な昇圧を防止する。

（２） 湿り飽和蒸気を乾き蒸気にする。

（３） 不純物のボイラーへの混入を防止する。

（４） 低水位事故を防止する。

（５） 燃焼効率を向上させる。
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ボイラー各部の構造と強さについて、誤っているものは

次のうちどれか。

（１） 胴板には、内部の圧力によって周方向及び軸方向に引

張応力が発生する。

（２） 胴板の周継手の強さは、長手継手に求められる強さの

１／２以上とする。

（３） だ円形のマンホールを胴に設ける場合には、長径部を

胴の軸方向に配する。

（４） ガセットステーを取り付ける場合には、鏡板との取付

部の下端と炉筒との間にブリージングスペースを設

ける。

（５） 管板には、煙管のころ広げに要する厚さを確保するた

め、一般に平管板が用いられる。

ボイラーの水面測定装置について、誤っているものは次

のうちどれか。

（１） 貫流ボイラーを除く蒸気ボイラーには、原則として２

個以上のガラス水面計を見やすい位置に取り付ける。

（２） ガラス水面計は、可視範囲の最下部がボイラーの安全

低水面より上方になるように取り付ける。

（３） ガラス水面計は、ボイラー本体又は蒸気ドラムに直接

取り付けるか、又は水柱管を設けこれに取り付ける。

（４） 丸型ガラス水面計は、主として最高使用圧力１ＭPa以

下の丸ボイラーなどに用いられる。

（５） 平形反射式水面計は、ガラスの前面から見ると水部は

黒色に見え、蒸気部は白色に光って見える。

ボイラーにエコノマイザを設置した場合の得失として、

誤っているものは次のうちどれか。

（１） 通風抵抗が多少増加する。

（２） 炉内伝熱管の熱吸収量が多くなる。

（３） ボイラーへの給水温度が上昇する。

（４） ボイラー効率が上昇する。

（５） 燃料の性状によって低温腐食を起こすことがある。

ボイラーの給水系統装置について、誤っているものは次

のうちどれか。

（１） ディフューザポンプは、羽根車の周辺に案内羽根を有

するもので、高圧のボイラーには多段ディフューザポ

ンプが用いられる。

（２） 渦流ポンプは、羽根車の周辺に案内羽根のない遠心ポ

ンプで、大容量のボイラーに用いられる。

（３） インゼクタは、蒸気の噴射力を利用して給水するもの

で、給水ポンプの予備給水用として使用される。

（４） ボイラー又はエコノマイザの入口近くには、給水弁と

給水逆止め弁を設ける。

（５） 給水内管は、一般に長い鋼管に多数の穴を設けたもの

で、胴又は蒸気ドラム内の安全低水面よりやや下方に

取り付ける。
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ボイラーの圧力制御機器について、誤っているものは次

のうちどれか。

（１） 比例式蒸気圧力調節器は、一般にコントロールモータ

との組み合わせにより、比例動作によって蒸気圧力の

調節を行う。

（２） 比例式蒸気圧力調節器では、動作すき間の設定を行う。

（３） オンオフ式蒸気圧力調節器（電気式）は、水を入れた

サイホン管を用いてボイラーに取り付ける。

（４） 蒸気圧力制限機は、ボイラーの蒸気圧力が異常に上昇

した場合に、直ちに燃料の供給を遮断するものである。

（５） 蒸気圧力制限器には、一般にオンオフ式圧力調節器が

用いられている。

ボイラーの自動制御について、誤っているものは次の

うちどれか。

（１） シーケンス制御は、あらかじめ定められた順序に従っ

て、制御の各段階を順次進めていく制御である。

（２） オンオフ動作による蒸気圧力制御は、蒸気圧力の変動

によって、燃焼、燃焼停止のいずれかの状態をとる。

（３） 比例動作による制御は、偏差の大きさに比例して操作

量を増減するように動作し制御を行う。

（４） ハイ・ロー・オフ動作による蒸気圧力制御は、蒸気圧

力の変動によって、高燃焼、低燃焼、燃焼停止のいず

れかの状態をとる。

（５） 微分動作による制御は、制御偏差量に比例した速度で

操作量を増減するように動作し制御を行う。

（ボイラーの取扱いに関する知識）

ボイラーのばね安全弁又は逃がし弁の調整及び試験

について、誤っているものは次のうちどれか。

（１） ボイラーの圧力をゆっくり上昇させて安全弁を作動

させ、安全弁の吹出し圧力及び吹止まり圧力を確認す

る。

（２） エコノマイザの逃がし弁（安全弁）は、ボイラー本体

の安全弁より低い圧力に調整する。

（３） 最高使用圧力の異なるボイラーが連絡している場合、

各ボイラー安全弁は、最高使用圧力の最も低いボイラ

ーを基準に調整する。

（４） ボイラーに安全弁が２個設けられている場合は、１個

の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整

し、他の安全弁を最高使用圧力の３％増し以下で作動

するように調整する。

（５） 安全弁の吹出し圧力が設定圧力よりも低い場合は、い

ったんボイラーの圧力を設定圧力の８０％程度まで

下げ、調整ボルトを締めて再度試験する。

ボイラーのたき始めに燃焼量を急激に増してはなら

ない理由として、適切なものは次のうちどれか。

（１） 過熱器の高温腐食を起こさないため。

（２） 燃焼装置のベーパロックを起こさないため。

（３） スートファイヤを起こさないため。

（４） 火炎の振動を起こさないため。

（５） ボイラー本体の不同膨張を起こさないため。
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ボイラーの運転を停止し、ボイラー水を全部排出する

場合の措置として、誤っているものは次のうちどれか。

（１） 運転停止の際は、ボイラーの水位を常用水位に保つよ

うに給水を続け、蒸気の送り出しを徐々に減少する。

（２） 運転停止の際は、押込ファンを止めた後、燃料の供給

を停止し、石炭だきの場合は炉内の石炭を完全に燃え

切らせる。

（３） 運転停止後は、ボイラーの蒸気圧力がないことを確か

めた後、給水弁、蒸気弁を閉じる。

（４） 運転停止後は、ボイラーの蒸気圧力がないことを確か

めた後、ボイラー内部が真空にならないように、空気

抜き弁、その他蒸気室部の弁を開く。

（５） ボイラー水の排出は、運転停止後、ボイラー水の温度

が９０℃以下になってから、吹出し弁を開いて行う。

次のうち、ボイラー水の脱酸素剤として使用される薬

剤のみの組合せはどれか。

（１）塩化ナトリウム りん酸ナトリウム

（２）りん酸ナトリウム タンニン

（３）亜硫酸ナトリウム 炭酸ナトリウム

（４）炭酸ナトリウム りん酸ナトリウム

（５）亜硫酸ナトリウム タンニン

ボイラーにおけるキャリオーバの害として、誤ってい

るものは次のうちどれか。

（１） 蒸気とともにボイラーから出た水分が配管内にたま

り、ウォータハンマを起こす。

（２） ボイラー水全体が著しく揺動し、水面計の水位が確認

しにくくなる。

（３） 自動制御関係の検出端の開口部及び連絡配管の閉そ

く又は機能の障害を起こす。

（４） 水位制御装置が、ボイラー水位が上がったものと認識

し、ボイラー水位を下げて低水位事故を起こす。

（５） ボイラー水が過熱器に入り、蒸気温度が上昇して、過

熱器の破損を起こす。

ボイラー水位が安全低水面以下に異常低下する原因

として、誤っているものは次のうちどれか。

（１） ウォータハンマの発生

（２） 不純物による水面計の閉そく

（３） 吹出し装置の閉止不完全

（４） 蒸気の大量消費

（５） 給水温度の過昇
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油だきボイラーの運転中にバーナチップ、炉壁などに

炭化物が生成する原因として、誤っているものは次のうちどれ

か。

（１） バーナの油噴射角度が不適正である。

（２） バーナの油噴霧粒径が小さい。

（３） 燃料油の圧力が不適正である。

（４） 燃料油の温度が不適正である。

（５） 燃料油の残留炭素分が多い。

油だきボイラーの燃焼の維持、調節について、誤って

いるものは次のうちどれか。

（１） 燃焼時に火炎の流れの方向を監視し、ボイラー本体や

れんが壁に火炎が触れないようにする。

（２） 蒸気圧力を一定に保つように負荷の変動に応じて、燃

焼量を増減する。

（３） 燃焼量を増すときは空気量を先に増し、燃焼量を減ず

るときは燃料供給量を先に減らす。

（４） 炎が短く、輝白色で炉内が明るい場合は、空気量を減

らす。

（５） 空気量の過不足は、計測して得た燃焼ガスの中のＮＯ

２又はＳＯ２の濃度により判断する。

単純軟化法によるボイラー補給水処理について、誤っ

ているものは次のうちどれか。

（１） 軟化装置は、給水の硬度成分を除去する最も簡単なも

ので、低圧ボイラーに広く普及している。

（２） 単純軟化法では、給水中のシリカ及び塩素イオンを除

去することができる。

（３） 軟化装置による処理水の残留硬度は、貫流点を超える

と著しく増加してくる。

（４） 軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂が交換能力を減

じた場合、一般には食塩水で再生を行う。

（５） 軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂は、１年に１回程

度鉄分による汚染などを調査し、樹脂の洗浄及び補充

を行う。

ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期とし

て、誤っているものは次のうちどれか。

（１） 点火前に残圧がない場合は点火直前

（２） 二個の水面計の水位に差異を認めたとき

（３） ガラス管の取替え等の補修を行ったとき

（４） 取扱い担当者が交替し、次の者が引き継いだとき

（５） プライミング、ホーミングが生じたとき
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（燃料及び燃焼に関する知識）

次の文中の あ 内に入れるＡからＣの語句の

組合せとして、正しいものは（１）～（５）のうちどれか。

「日本工業規格による燃料の工業分析は、 Ａ を気乾

試料として水分、灰分及び Ｂ を測定し、残りを

Ｃ として質量（％）で表す。」

Ａ Ｂ Ｃ

（１）固体燃料 揮発分 固定炭素

（２）固体燃料 炭素分 硫黄分

（３）液体燃料 揮発分 硫黄分

（４）気体燃料 窒素分 炭化水素

（５）気体燃料 炭化水素 窒素分

燃料の分析及び性質について、誤っているものは次の

うちどれか。

（１） 組成を示すのに、通常、液体燃料及び固体燃料には元

素分析が、気体燃料には成分分析が用いられる。

（２） 液体燃料に小火炎を近づけたとき、瞬間的に光を放っ

て燃え始める最低の温度を着火温度という。

（３） 発熱量とは、燃料を完全燃焼させたときに発生する熱

量をいう。

（４） 高発熱量は、水蒸気の潜熱を含んだ発熱量で、総発熱

量ともいう。

（５） 高発熱量と低発熱量の差は、燃料に含まれる水素及び

水分の割合によって定まる。

重油の性質について、誤っているものは次のうちどれ

か。

（１） 重油の密度は、温度が上昇すると減少する。

（２） 密度の小さい重油は、密度の大きい重油より一般に引

火点が高い。

（３） 重油の比熱は、温度及び密度によって変わる。

（４） 重油の粘度は、温度が上昇すると低くなる。

（５） Ｂ重油は、Ｃ重油より単位質量当たりの発熱量が大き

い。

油だきボイラーにおける重油の加熱について、誤って

いるものは次のうちどれか。

（１） 粘土の高い重油は、噴霧に適した粘度にするため加熱

する。

（２） Ｃ重油の加熱温度は８０℃～１０５℃、Ｂ重油の加熱

温度は５０℃～６０℃が一般的である。

（３） 加熱温度が低すぎると、いきづき燃焼となる。

（４） 加熱温度が低すぎると、霧化不良となり、燃焼が不安

定となる。

（５） 加熱温度が高すぎると、バーナ管内で油が気化し、ベ

ーパロックを起こす。
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ボイラーの重油バーナについて、誤っているものは次

のうちどれか。

（１） 圧力噴霧式バーナは、油に高圧力を加え、これをノズ

ルチップから炉内に噴出させて微粒化する。

（２） 戻り油式圧力噴霧バーナは、単純な圧力噴霧式バーナ

に比べターンダウン比が広い。

（３） 蒸気噴霧式バーナは、蒸気のエネルギーを利用して油

を微粒化するもので、ターンダウン比が狭い。

（４） 回転式バーナは、回転軸に取り付けられたカップの内

面で油膜を形成し、遠心力により油を微粒化する。

（５） ガンタイプバーナは、ファンと圧力噴霧式バーナを組

み合わせたもので、燃焼量の調節範囲が狭い。

液体燃料と比較した都市ガス（気体燃料）の特徴とし

て、誤っているものは次のうちどれか。

（１） メタンなどの炭化水素を主成分とし、成分中の炭素に

対する水素の比率が高い。

（２） 発生する熱量が同じ場合、二酸化炭素の発生量が多い。

（３） 燃料中の硫黄分及び灰分が少なく、伝熱面、火炉壁を

汚染することがほとんどない。

（４） 燃料費は割高である。

（５） 漏えいすると、可燃性混合気を作りやすく爆発の危険

がある。

重油燃焼によるボイラー及び附属設備の低温腐食の

抑制措置として、誤っているものは次のうちどれか。

（１） 硫黄分の少ない重油を選択する。

（２） 燃焼室及び煙道への空気漏入を防止し、煙道ガスの温

度の低下を防ぐ。

（３） 給水温度を上昇させて、エコノマイザの伝熱面の温度

を高く保つ。

（４） 蒸気式空気予熱器を用いて、ガス式空気予熱器の伝熱

面の温度が低くなり過ぎないようにする。

（５） 重油に添加剤を加え、燃焼ガスの露点を上げる。

ボイラー用ガスバーナについて、誤っているものは次

のうちどれか。

（１） ボイラー用ガスバーナは、ほとんどが拡散燃焼方式を

採用している。

（２） 拡散燃焼方式ガスバーナは、空気の流速・旋回強さ、

ガスの分散・噴射方法、保炎器の形状などで、火炎の

形状、ガスと空気の混合速度を調節し、目的に合った

火炎を形成させている。

（３） センタータイプガスバーナは、空気流中に数本のガス

ノズルがあり、ガスノズルを分割することでガスと空

気の混合を促進する。

（４） リングタイプガスバーナは、リング状の管の内側に多

数のガス噴射孔があり、空気流の外側からガスを内側

に向かって噴射する。

（５） ガンタイプガスバーナは、バーナ、ファン、点火装置、

燃焼安全装置、負荷制御装置などを一体としたもので、

中・小容量ボイラーに用いられる。
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ボイラーの通風について、誤っているものは次のうち

どれか。

（１） 炉及び煙道を通して起こる空気及び燃焼ガスの流れ

を通風という。

（２） 煙突によって生じる自然通風力は、煙突内のガス温度

が低いほど大きくなる。

（３） 押込通風は、空気流と燃料噴霧流が有効に混合するた

め、燃焼効率が高まる。

（４） 誘引通風は、比較的高温で体積の大きな燃焼ガスを取

り扱うので、大型のファンを要する。

（５） 平衡通風に要する動力は、押込通風より大きいが、誘

引通風より小さい。

ボイラーの熱損失のうち、一般に最も大きなものは次

のうちどれか。

（１） 燃えがら中の未燃分による損失

（２） 不完全燃焼ガスによる損失

（３） 排ガス熱による損失

（４） ボイラー周壁からの放熱による損失

（５） 各部からのドレン、漏出等による損失

（関係法令）

ボイラー（移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型

ボイラーを除く。）を設置するボイラー室について、法令上、

誤っているものは次のうちどれか。

（１） 伝熱面積が５㎡の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置

しなければならない。

（２） ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの

上部にある構造物までの距離は、原則として１．２ｍ

以上としなければならない。

（３） ボイラーの外側から０．１５ｍ以内にある可燃性の物

は、金属製の材料で被覆しなければならない。

（４） 立てボイラーは、ボイラーの外側から壁、配管その他

のボイラーの側部にある構造物（検査及びそうじに支

障のない物を除く。）までの距離を原則として０．４

５ｍ以上としなければならない。

（５） ボイラー室に重油タンクを設置する場合は、ボイラー

の外側から原則として２ｍ以上離しておかなければ

ならない。

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の定期自主検査に

おける項目と点検事項との組合せとして、法令上、誤っている

ものは次のうちどれか。

項目 点検事項

（１） バーナタイル…………汚れ又は損傷の有無

（２） 燃料送給装置…………損傷の有無

（３） 火炎検出装置…………機能の異常の有無

（４） 空気予熱器……………通風圧の異常の有無

（５） 給水装置………………損傷の有無及び作動の状態
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法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次

のうちどれか。

（１） 管寄せ

（２） 煙管

（３） 水管

（４） 炉筒

（５） 蒸気ドラム

法令上、鋳鉄製温水ボイラー（小型ボイラーを除く。）

に取り付けなければならない附属品は、次のうちどれか。

（１） 験水コック

（２） ガラス水面計

（３） 温度計

（４） 吹出し弁

（５） 水柱管

ボイラー（小型ボイラーを除く。）に関する次の文中

の あ 内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、法令

上、正しいものは（１）～（５）のうちどれか。

「ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、

当該検査証に係るボイラー並びにボイラー室、ボイラー及びそ

の Ａ の配置状況、ボイラーの Ｂ 並びに燃焼室

及び煙道の構造について Ｃ 検査を受けなければなら

ない。」

Ａ Ｂ Ｃ

（１）配管 据付基礎 性能

（２）配管 通風装置 使用

（３）自動制御装置 通風装置 性能

（４）自動制御装置 煙突 使用

（５）附属品 据付基礎 性能

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の附属品の管理の

ため行うべき事項として、法令上、誤っているものは次のうち

どれか。

（１） 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す

位置に見やすい表示をすること。

（２） 水高計の目もりには、ボイラーの常用水位を示す位置

に見やすい表示をすること。

（３） 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受け

ることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又

は８０℃以上の温度にならない措置を講ずること。

（４） 燃焼ガスに触れる給水管、吹出し管及び水面測定装置

の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

（５） 温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温その

他の措置を講ずること。
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法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー

技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。

ただし、他にボイラーはないものとする。

（１） 伝熱面積が１００㎡の貫流ボイラー

（２） 伝熱面積が３０㎡の鋳鉄製蒸気ボイラー

（３） 伝熱面積が４０㎡の炉筒煙管ボイラー

（４） 伝熱面積が３０㎡の鋳鉄製温水ボイラー

（５） 伝熱面積が６０㎡の廃熱ボイラー

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の次の部分又は設

備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労

働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。

ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１） 燃焼装置

（２） 水管

（３） 据付基礎

（４） 管板

（５） 管寄せ

鋼製ボイラー（貫流ボイラー及び小型ボイラーを除

く。）の安全弁について、法令上、誤っているものは次のうち

どれか。

（１） ボイラー本体の安全弁は、ボイラー本体の容易に検査

できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしな

ければならない。

（２） 伝熱面積が５０㎡を超える蒸気ボイラーには、安全弁

を２個以上備えなければならない。

（３） 水の温度が１２０℃を超える温水ボイラーには、安全

弁を備えなければならない。

（４） 過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を設計

温度以下に保持することができる安全弁を備えなけ

ればならない。

（５） 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より後に作動するよう

に調整しなければならない。

貫流ボイラー（小型ボイラーを除く。）の附属品につ

いて、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１） 水面測定装置は、ボイラー本体に２個以上設けなけれ

ばならない。

（２） ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、ボ

イラー本体ではなく過熱器の出口付近に取り付ける

ことができる。

（３） 給水装置の給水管には、給水弁を取り付けなければな

らないが、逆止め弁は設けなくてもよい。

（４） 起動時にボイラー水が不足している場合及び運転時

にボイラー水が不足した場合に、自動的に燃料の供給

を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けな

ければならない。

（５） 沈殿物を排出する吹出し管は、設けなくてもよい。


