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■ 令和２年８月実施試験問題

自動車整備技能登録学科（口述）試験
［一級小型自動車］

問　題　用　紙
【試験の注意事項】

　１ ．試験は問題１と問題２があり，試験時間はそれぞれ５分です。問題１が５分
以内に終了した場合，試験開始後５分のブザー吹鳴まで問題２には進めません。

　２．試験開始のブザー吹鳴と同時に試験時間がカウントされるので，入室後は速
やかに氏名（フルネーム）を申し出て，問題１に進んでください。

　３．試験中，試験委員に対して受験者としてふさわしくない言葉づかい・態度が
あった場合は，減点の対象となります。

　４．試験終了後は，この問題用紙を持ち帰ってください。

【不正行為等について】
　１ ．携帯電話等の電子通信機器類は，試験会場に入る前に必ず電源を切って，カ

バン等に入れておいてください。
　２ ．試験時間中（試験会場内）において，携帯電話等の電子通信機器類を使用し

た場合は，不正の行為があったものとみなし，試験を停止し，又は，その試験
を無効とすることがあります。

　３ ．登録試験に関して不正の行為があったときは，当該不正行為に関係ある者に
ついて，その試験を停止し，又は，その試験を無効とすることがあります。

　　 　この場合において，その者について，３年以内の期間を定めて登録試験を受
けさせないことがあります。
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問題１．タナカ様は，「走行中に異音がする｡」という症状の点検を依頼するため，本
日，自動車に乗って整備工場を訪れた。下記の情報をもとに依頼に関する 

「基本的な問診」を実施しなさい。

　　　　なお，問診後に試験委員が点検方法などについて質問するので答えなさい。
　　　　続いて，この自動車の原動機において，法令（自動車点検基準）で「２年毎」

に実施するよう定められている点検項目について，試験委員の求めに応じて回
答しなさい。

〔自動車に関する情報〕

自動車の種類 普通四輪自家用乗用車

初度登録年月 平成21年11月

エンジン 電子制御式ガソリン・エンジン

総排気量 2.5ℓ

駆動方式 FR　２WD

トランスミッション ５速AT

ブレーキ ４輪ディスク・ブレーキ

年間走行距離 約10,000km

総走行距離 105,000km

自動車の乗車定員 ５人

その他
この自動車は，平日は通勤に，土日は買い物

やレジャーに使われている。

メモ欄

口述問解.indb   30口述問解.indb   30 2020/11/11   12:26:002020/11/11   12:26:00



31

令和
２年
８月

問題２．スズキ様から，「車両の下廻りにグリースが飛び散っている｡」及び，「エア
コンの効きが時々甘い。」という故障の修理と，｢１年定期点検整備｣及び「日
常点検整備」の依頼があり，必要な点検整備作業を行った。

　　　１�．試験委員の指示に従って点検整備記録簿の情報をもとに，次の（1）～（2）
の順序で説明しなさい。

（1）　依頼された故障の内容，修理内容及び修理後の確認結果について
（2）　点検整備記録簿の次の項目について
　　①　交換した項目
　　②　調整及び測定の数値のある項目

　　　　なお，試験の都合上，以下のとおり留意して下さい。

　　　　①　点検整備記録簿，交換部品を試験委員に向けて説明する必要はない。
　　　　②　点検整備記録簿には必要事項を書き込んでもよい。
　　　　③　整備保証の適用及び整備料金の説明は行わなくてよい。

　　　２ ．上記「１.（１）～（２）」の説明終了後，今回の整備で交換した日射センサに
用いられる，光量に応じて電流の流れを変化させる素子の名称，試験委員の
求めに応じて回答しなさい。

〔情報〕

　１．自動車に関する情報

自動車の種類 小型四輪自家用乗用車

初度登録年月 平成22年５月

エンジン 電子制御式ガソリン・エンジン

総排気量 1.5ℓ

駆動方式 FF　２WD

トランスミッション CVT

ブレーキ
フロント ディスク式

リヤ ドラム式

年間走行距離 約9,500km

総走行距離 95,000km

自動車の乗車定員 ５人

口述問解.indb   31口述問解.indb   31 2020/11/11   12:26:002020/11/11   12:26:00



32

令和
２年
８月

２．点検整備作業等

　（1）「車両の下廻りにグリースが飛び散っている｡」及び，「エアコンの効きが時々
甘い。」という故障の修理と１年定期点検整備及び日常点検整備を実施した。（作
業内容は点検整備記録簿のとおり）

　（2）エンジン・オイルとオイル・フィルタはスズキ様の依頼により交換した。

　（3）故障修理での部品交換は，スズキ様に連絡して了承を得てから行った。
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問題２ 交換部品等

　●エンジン・オイル　　　●オイル・フィルタ　
　　（図は省略）　　　　　　　（図は省略）

　●日射センサ

　　

　　●ドライブシャフトのダスト・ブーツ

口述問解.indb   34口述問解.indb   34 2020/11/11   12:26:032020/11/11   12:26:03



35

令和
２年
８月

�解説

■問題１　模範解答の流れ（令和２年８月）
①依頼された不具合の確認

　『走行中に異音が発生する。』

②具体的な不具合の確認

　（1）大きな音の発生頻度　「どのようなときに発生するか」⇒『走行中いつでも』

　（2）大きな音の発生部位　「どの辺りから聞こえてくるか」⇒『車両後方』

　（3）大きな音はどのような音であるかの確認

　　　　「どのような音であるか」⇒『クー音』

③不具合はいつから発生しているか、自動車および症状の変化の確認

　（1）月日　「いつから発生しているか」⇒『数日前、数週間前、数ヶ月前』

　（2）過去の不具合や修理歴、整備歴の確認

　　　『不具合が発生した頃、車に変化はなかったか』

④不具合はいつ、どの程度発生するかの確認

　（1）時間帯「いつ発生するか」⇒『午前中・昼間・午後』『朝・昼・夕』

　（2）発生頻度「どの程度発生するか」⇒『乗車するたび・何回かに１回』

⑤不具合発生時の走行状態の確認

　（1）走行状態

　　　シフト・レバーの位置⇒『Ｄ、２、１』

⑥不具合発生時の環境確認

　（1）道路状況　⇒『高速道路・一般道・凸凹道（未舗装路）・舗装路・坂道』

　（2）天候状態　⇒『晴れ・曇り・雨（雪）』

　（3）気温　　　⇒『暑いとき・寒いとき』『発生時の気温（℃）』

⑦再現性の有無の確認

　『誰が運転しても同じ不具合を感じるか』

⑧不具合が発生したときの自動車の状態の確認

　『警告灯の点灯の有無』

　『エンジン状態の確認』

⑨不具合原因の推定と点検予定作業の説明

⑩ 自動車の原動機において，法令（自動車点検基準）で「２年毎」に実施するよう定

められている点検項目について

口述問解.indb   35口述問解.indb   35 2020/11/11   12:26:032020/11/11   12:26:03



36

令和
２年
８月

模　範　解　答 ワンポイント

（アドバイザー） 　いらっしゃいませ、タナカ様。今回の
不具合現象は「走行中に異音が発生す
る。」でよろしいでしょうか？

（お客様）　　　 　はい。

（アドバイザー） 　それでは、お車の状態をお伺いしたい
と思います。

（お客様）　　　 　はい。

（アドバイザー） 　「走行中に異音が発生する。」という
ことですが、それはどのような時に発生
しますか？

（お客様）　　　 　走行中いつでも発生します。

（アドバイザー） 　その音はどこから発生しています
か？

（お客様）　　　 　車両後方から音がします。

（アドバイザー） 　その音は車両後方左右どちらから発
生していますか？

（お客様）　　　 　車両後方です。

（アドバイザー） 　その音はどのような音ですか？

（お客様）　　　 　クーという音がします。

（アドバイザー） 　その不具合が発生したのはいつから
ですか？

（お客様）　　　 　２週間前からです。

（アドバイザー） 　その不具合が発生した時間は朝、昼、
夕のいつ頃ですか？

（お客様）　　　 　時間に関係なく発生します。

（アドバイザー） 　その不具合の発生頻度は、１日で何
回、週で何回ぐらいですか？

一般的な挨拶からはじめ
る。

具体的な不具合状況の確
認。

発生箇所を具体的に尋ね
る。

念の為、更に詳しい発生
箇所を具体的に尋ねる。

発生する音を具体的に尋
ねる。

発生時期を具体的に尋ね
る。

具体的な発生時間を尋ね
る。

発生頻度の確認。

口述問解.indb   36口述問解.indb   36 2020/11/11   12:26:032020/11/11   12:26:03



39

令和
２年
８月

（お客様）　　　　わかりました。

（お客様）　　　 　この自動車の原動機において、「法令

点検（自動車点検基準）で「２年毎」に
実施するよう定められている点検項目
について」教えてください。

（アドバイザー） 　はい、自動車点検基準別表第６におい
て、この自動車の原動機において、「２

年毎」に実施するよう定められている点
検項目は、燃料装置の燃料漏れとなって
います。

（お客様）　　　　わかりました。

問題用紙に記載されてい
る予定事項。

法令でどのような基準に
なっているかを説明す
る。

■問題２　模範解答の流れ（令和２年８月）
　説明の順序が設問によって指示されているので、指示に従って進める。また、「点

検整備記録簿、交換部品を試験委員に向けて説明する必要はない。」との記載がある

ので、見やすいよう自分に向けて説明できる。（こうした指示がない場合は、試験資

料はお客様役となる試験委員側に向けて説明しなければならない。）

故障の内容、修理内容及び修理後の確認結果

　基本的に分解整備記録簿の「その他の点検項目等」欄に記載された内容に沿って説

明していく。

　（1）「下廻りにグリース飛び散り」

　　　①故障の内容………… 左シャフトのアウタ側のダスト・ブーツの切れ。ドライ

ブ・シャフトを分解した結果、内部に異常なし。

　　　②修理内容……………グリースを充塡し、ダスト・ブーツを交換。

　　　③修理後の確認結果… 試運転をこない、左ドライブ・シャフトの機能等に異常

がないことを確認。

　（2）「時々エアコンの効きが甘い」

　　　①故障の内容………… オート・エアコンの日射センサの内部不良。

　　　②修理内容……………日射センサを交換。

　　　③修理後の確認結果…  オート・エアコンの作動に異常なし。

口述問解.indb   39口述問解.indb   39 2020/11/11   12:26:042020/11/11   12:26:04



40

令和
２年
８月

定期点検整備及び日常点検整備の内容

　この部分についても、説明順序が指示されているので、指示に従って説明を進める。

　①交換した項目について説明（数量と単位も含めて説明）

　　・エンジン・オイル　3.3ℓ　　　

　　・オイル・フィルタ　１個

　　・ダスト・ブーツ　１個

　　・日射センサ　１個

　② 調整又は測定の数値のある項目について説明（作業前後の数値と単位も含めて説

明）

　　・パーキング・ブレーキ・レバーの引き代調整：８ノッチ ⇒４ノッチ

　　・タイヤ空気圧の調整： フロント210kPa ⇒ 230kPa、リヤ190kPa ⇒ 210kPaに

調整

　　・スペア・タイヤ空気圧の調整：350kPa ⇒ 420kPaに調整

　　・CO、HC濃度：CO濃度0.1％、HC濃度10ppm

　　・タイヤの溝の深さ： 左前輪5.2mm、右前輪5.1mm 

左後輪5.3mm、右後輪5.4mm

　　・ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ： 左前輪7.5mm、右前輪7.0mm 

左後輪3.0mm、右後輪3.5mm

　③整備内容説明後の質問

　　 　「日射センサに用いられる、光量に応じて電流の流れを変化させる素子の名称」

について答える。

　　 　フォト・ダイオードや光導電セル（CdS）が使用されている。

　④終了宣言
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模　範　解　答 ワンポイント

（アドバイザー） 　いらっしゃいませ、スズキ様。ご依頼
のありました「車両の下廻りにグリース
が飛び散っている。」と「エアコンの効
きが時々甘い。」という修理と「１年定
期点検整備」及び「日常点検整備」が完
了いたしましたので、整備内容をご説明
させていただきます。

（お客様）　　　　はい。

（アドバイザー） 　 　まず、「車両の下廻りにグリースが
飛び散っている。」について点検の結
果、左ドライブ・シャフトのアウター
側のダスト・ ブーツが切れていまし
た。ドライブ・シャフトを分解した結
果、内部に異常はありませんでした。
修理内容はグリースを充塡しダスト・
ブーツを交換しました。試運転を行い
左ドライブ・シャフトの機能等に異常
はありませんでした。

　 　続いて「エアコンの効きが時々甘
い。」については「オート・エアコン
の日射センサの内部不良」を確認しま
した。日射センサを交換し、オート・
エアコンの作動を点検し異常がない
ことを確認しました。その他の部分に
ついても点検いたしましたが、異常は
ありませんでしたのでご安心くださ
い。

（お客様）　　　　はい。

（アドバイザー） 　続きまして１年定期点検整備と日常
点検整備の内容についてご説明させて
いただきます。
 　点検の結果が｢良｣の箇所は省略させ
ていただきます。

（お客様）　　　　はい。

出題の指示に沿った説明
順序。

記録簿の「その他の点検
項目等」欄に記載された
内容に沿って「故障の内
容」「修正内容」「修理後
の確認結果」について説
明する。

出題の指示に沿った説明
順序。
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（アドバイザー） 　「交換した項目」について説明しま
す。ご用命いただきました、エンジン・
オイル3.3ℓ及びオイル・ フィルタを１
個交換させていただきました。また、ダ
スト・ブーツ及び日射センサをそれぞれ
１個交換させていただきました。

（お客様）　　　　はい。

（アドバイザー） 　続きまして、「調整又は測定の数値の
ある項目」について説明します。

（お客様）　　　　はい。

（アドバイザー） 　パーキング・ブレーキの引き代を８ノ
ッチから規定値の４ノッチに調整しま
した。

（お客様）　　　　はい。

（アドバイザー） 　タイヤの空気圧が、フロントは210kPa
 に低下していましたので230kPaに、リ
ヤは190kPaに低下していましたので210
kPaに調整しました。

（お客様） はい。

（アドバイザー） 　また、スペアタイヤの空気圧も350kPa
 に低下していましたので420kPaに調整
しました。今回のようにタイヤの空気圧
が低いままでご使用になりますと、タイ
ヤの摩耗を早める原因ともなりますの
で、タイヤの空気圧管理が重要となりま
す。それからスペアタイヤは万が一の為
に使用するので、定期的な空気圧点検が
大切です。

（お客様） はい。

（アドバイザー） 　アイドリング時、排気ガス中に含ま
れるCO･HC濃度ですが、COが0.1％、
HCが10ppmでした。

エンジン・オイル及びオ
イル・フィルタ、ダスト
・ブーツ、日射センサを
交換したことを数量と単
位を含めて伝える。

出題の指示に沿った説明
順序。

パーキング・ブレーキ・
レバーの引き代を調整し
たことを数値や単位も含
めて説明する。

タイヤ空気圧を調整した
ことを数値や単位も含め
て説明する。

スペア・タイヤの空気圧
も調整したことを数値や
単位も含めて説明する。

記録簿下欄の数値項目に
ついて、測定値とその単
位を含めて説明する。
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