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本書の使い方

１．収録問題と構成
　「ジャンル別」問題では，過去に実施された10回分の登録試験を収録してあります。

　収録方法としては，過去の試験問題を，①電気回路，②電子制御装置，③ハイブリッド車，④圧縮天然ガス（CNG）

自動車，⑤筒内噴射式ガソリン・エンジン，⑥コモン・レール式高圧燃料噴射システム，⑦電子制御式AT，⑧無段変

速機（CVT），⑨電動式パワー・ステアリング（EPS），⑩アンチロック・ブレーキ・システム（ABS），⑪車両安

定制御装置，⑫オート・エア・コンディショナ，⑬SRSエア・バッグ，⑭振動・騒音，⑮故障診断，⑯環境保全，⑰安

全管理，⑱法令，に区分し配列しました。また，各区分ごとに，さらに細かく項目を配列してあります。

　「模擬試験」では，直近に出題された試験問題を３回分掲載しています。

過去１～10回

回　数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

実施時期 31.3 30.3 29.3 28.3 27.3 26.3 25.3 24.3 23.6 23.3

受験者数 3,403人 3,563人 3,318人 3,376人 3,216人 3,448人 3,470人 3,685人 65人 3,296人

合格者数 1,676人 823人 744人 1,274人 1,016人 1,489人 1,362人 1,261人 22人 752人

合格率 49.3％ 23.1％ 22.4％ 37.7％ 31.6％ 43.2％ 39.3％ 34.2％ 33.8％ 22.8％

　設問の後に［31.3］などとあるのは，出題時期を表しています。［31.3］であれば，平成31年３月の問題となりま

す。出題時期の後に［改］とあるのは，設問の内容を現教科書（平成31年４月）に合うように編集部で直していること

を表しています。また，法令については，法改正のあった部分を現行の法令に合うように直していることを表します。

２．試験の出題形式について
　出題形式は四肢択一式です。

　出題数は全50問，解答はマークシート方式，試験時間は100分です。

３．合格基準について
　合格基準は以下のとおりです。

　① 学科（筆記）試験の合格基準は，50点満点に対し40点以上の成績であって，かつ，エンジン，シャシ，故障診断，

環境保全・安全管理及び法令のそれぞれの分野ごとに40％以上の成績であること。

　②学科（口述）試験の合格基準は，20点満点に対し16点以上の成績であること。

　③ 実技試験の合格基準は，100点満点に対し80点以上の成績であって，かつ，問題１から問題４までそれぞれの問題

ごとに40％以上の成績であること。

４．正解について
　試験を行う日整連（日本自動車整備振興会連合会）は，学科試験問題（筆記）の正解を公表しています。従って，公

表されている正解をそのまま掲載しました。ただし，設問の中には，編集部でも正解を迷うケースがあります。このよ

うな場合は，理論的な考え方のほかに，出題者側の出題意図も十分に考慮して判断しました。設問が不適切であっても，

出題者側には必ず「正解」が用意されているためです。
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１ ―電気回路

■［サーキット・テスタ］

【１】デジタル式サーキット・テスタに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[26.3]

　１ ．最大入力電圧が｢1000V　DC及び1000V･rms　AC｣と表示されているテスタの場合は，直流電圧は1000Vまで

許容できることを表し，交流電圧も実効値（RMS）で1000Vまで許容できることを表している。

　　２ ．クレスト・ファクタ３未満の真の実効値方式のデジタル式サーキット・テスタを使用して，デューティ比５％

のパルス矩形波の交流電圧を測定する場合は，測定精度許容範囲外のため，正確な数値は表示されない。

　　３ ．電源電圧が５Vで，抵抗値２ＭΩの抵抗２個を直列に接続した回路において，片方の抵抗の両端に内部抵抗

11MΩのテスタ（電圧計）を接続したとき，計算で求められるテスタの表示値は，約2.1414Vになる。

　　４ ．テスタの直流電圧表示値が4.0000Vのとき，直流電圧計の性能表に確度が５Vレンジで｢0.025 ＋５｣と記載さ

れていた場合の実際の電圧値は，3.9985V～4.0015Vの範囲になる。

【２】表にある直流電圧計の性能を有するサーキット・テスタを用いて，図の電圧Ｖを測定したときの記述として，適
切なものは次のうちどれか。ただし，電圧レンジは最も適切なレンジを使用したものとする。[28.3]

5Ｖ電源

① ② ③ ④
信号線

１ＭΩ

0.5ＭΩ

Ｖ

コネクタＡ

コネクタＢ

ＥＣＵ

　　　　　　　　表
レンジ 分解能 確　度 入力抵抗 最大入力電圧
50mV 0.001mV 0.05＋10

100MΩ 1000V　DC500mV 0.01mV
0.02＋２

2400mV※ 0.1mV
５V 0.0001V 0.025＋５

11MΩ 1000V　rmsAC
50V 0.001V

0.03＋２500V 0.01V
1000V 0.1Ｖ

NMRR：80dB以上　50/60Hz　　　※2400mVレンジの最大有効表示　24000

ただし50mVレンジは70dB以上　50/60Hz　±0.1％

CMRR：120dB以上　50/60Hz（Rs=１kΩ）

応答時間：１秒以内

　１．図の電圧計Ｖは約1698.3mVを表示する。

　　２．図の状態からコネクタⒶを外した場合，電圧計Ｖは約4.9504Vを表示する。

　　３．電圧計Ｖの表示が3.2000Vであったと仮定した場合，真の電圧は3.1987V～3.2013Vの範囲にある。

　　４．電圧計Ｖの表示が4.9500V～4.9504V間で変動している場合は，4.9502Vを測定値として用いる。
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６ ―電子制御装置［５］（制御関係）

■［ガソリン・エンジンの作動制御モード］

【９】図①～⑦は，ガソリン・エンジンにおける「アイドル回転速度時（電気負荷OFF→ON：前照灯 点灯）モード」

のデータを外部診断器のデータ・モニタ機能を用いて表示したものである。図の⑧～⑪のデータのうち，この運転

制御モードに該当しない組み合わせは，次のうちどれか。[31.3]

①電気負荷信号
ＯＮ
ＯＦＦ

15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0

90
70
50
30
10
－10

90.0
70.0
50.0
30.0
10.0
－10.0

1000
800
600
400
200
0

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

②バッテリ電圧信号（Ｖ）

③冷却水温信号（℃）

④吸入空気温度信号（℃）

⑤吸入空気量信号（g/s）

⑥エンジン回転速度
　信号（min-1）

⑦アクセル開度信号（％）

⑧Ｏ２センサ電圧信号（V）

⑨電子スロットル・
　バルブ開度信号（％）

⑩イグナイタ点火時期
　信号（°BTDC）

⑪インジェクタ噴射
　時間信号（ms）

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2s

　１ ．「⑧O２センサ電圧信号」と「⑨電子スロットル・バルブ開度信号」

　　２ ．「⑨電子スロットル・バルブ開度信号」と「⑪インジェクタ噴射時間信号」

　　３ ．「⑩イグナイタ点火時期信号」と「⑪インジェクタ噴射時間信号」

　　４ ．「⑧O２センサ電圧信号」と「⑩イグナイタ点火時期信号」
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13 ―電動式パワー・ステアリング（EPS）

■［モード切り替えスイッチ］

【１】図に示すEPSの電子式モード切り替えスイッチ回路の点検に関する記述として，不適切なものは次のうちどれ
か。[26.3]

図１ 図２　モード別信号電圧特性

マ
イ
コ
ン

入
力
回
路

Ａ Ｂ

重め（＋）

標準（●）

軽め（－）

5Ｖ安定化電源回路

12Ｖ電源

ＥＰＳ・ＥＣＵ

重め（＋）側信号線

信号アース線

軽め（－）側信号線

＋

－

電源線

＋

－

センサ・アンプ／出力回路
（電子式モード切り替えスイッチ）

抵抗
（Ｒ）

Ｖ1

Ｖ3
Ｖ5

Ｖ2

Ｖ4
Ｖ6

ＥＰＳ・ＥＣＵ
アース線

5Ｖ

0Ｖ

5Ｖ

0Ｖ

重め(＋)側

信号電圧

軽め(－)側

信号電圧

重め(＋)

モード

標準(●)

モード

軽め(－)

モード

　１ ．重め（＋）モード又は軽め（－）モードに操作したときに，V３とV４の電圧値が等しく，かつEPS・ECUか

ら信号アース線を外したときに，V３と配線側のV４に等しい電圧が発生する場合，信号アース線の断線は考えら

れない。

　　２ ．重め（＋）モードに切り替えたときに，V１とV２の電圧値が５V一定で変化しない場合，EPS・ECU本体の

異常は考えられるが，重め（＋）側信号線の断線は考えられない。

　　３ ．標準（●）モードのときに，V１とV２の電圧値が異なる場合，重め（＋）側信号線の断線は考えられるが，信

号アース線の断線は考えられない。

　　４ ．標準（●）モードのときに，V５とV６の電圧値が０V一定で変化しない場合，センサ・アンプの異常及び軽め

（－）側信号線の短絡（地絡）は考えられるが，EPS・ECUアース線の異常は考えられない。
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14 ―アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）

■［ランプ・スイッチ］

【１】図に示すABS・ECUのパーキング・ブレーキ・ランプ・スイッチの接点閉時に関する記述として，適切なもの
は次のうちどれか。[23.6]

5Ｖ安定化電源回路

�
�
�
�

入
力
回
路

12Ｖ電源

12Ｖ電源 ABS･ECU

Ａ
Ｂ

ランプ

スイッチ

①

④

②

③

抵
抗
(Ｒ)

　１ ．①の箇所に断線があるときは，入力回路に５Vの信号電圧が

入力される。

　　２ ．②の箇所に断線があるときは，入力回路に12Vの信号電圧が

入力される。

　　３ ．③の箇所に断線があるときは，入力回路に５Vの信号電圧が

入力される。

　　４ ．④の箇所にボデーとの短絡があるときは，入力回路に５Vの

信号電圧が入力される。
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18 ―振動・騒音

■［振動の表し方］

【１】図に示す「重りとばね」に対して，次の二つの変更を行った場合，上下方向の固有振動数の変化に関する記述と
して，適切なものは次のうちどれか。[31.3]

変更内容

１．ばねを，ばね定数が３倍のものと交換した。

２．重りを，質量が0．48倍のものと交換した。 ばね

重り

図　重りとばね

　１ ．固有振動数は，変更前の固有振動数の2．5倍になる。

　　２ ．固有振動数は，変更前の固有振動数の1．25倍になる。

　　３ ．固有振動数は，変更前の固有振動数の0．8倍になる。

　　４ ．固有振動数は，変更前の固有振動数の0．4倍になる。

【２】図に示す「重りとばね」に対して，次の二つの変更を行った場合，上下方向の固有振動数の変化に関する記述と
して，適切なものは次のうちどれか。[30.3]

変更内容

１．重りを，質量が５/４倍のものと交換した。

２．ばねを，ばね定数が４/５倍のものと交換した。

　図

ばね

重り

　１．固有振動数は，変化しない。

　　２．固有振動数は，変更前の固有振動数の0.8倍になる。

　　３．固有振動数は，変更前の固有振動数の1.25倍になる。

　　４．固有振動数は，変更前の固有振動数の1.6倍になる。

【３】図に示す「重りとばね」に対して，次の二つの変更を行った場合，上下方向の固有振動数の変化に関する記述と
して，適切なものは次のうちどれか。[29.3]

変更内容

１．重りを，質量が４/５倍のものと交換した。

２．ばねを，ばね定数が８/５倍のものと交換した。

　図

ばね

重り

　１．固有振動数は，変更前の固有振動数の１/２倍になる。

　　２．固有振動数は，変更前の固有振動数の  １
  ２

 倍になる。

　　３．固有振動数は，変更前の固有振動数の ２ 倍になる。

　　４．固有振動数は，変更前の固有振動数の２倍になる。
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21 ―故障診断［３］（EPS）

■［故障診断前の注意点］

【１】EPSの故障診断に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[29.3]

　１ ．EPS警告灯は，システムが正常であっても，エンジン回転速度500min－１以下で，かつ，車速10km/h以上を

３秒継続したとき，または，車速１km/h以下で，かつ，エンジン回転速度2000min－１以上を３分継続した場合

でも点灯する。

　　２ ．「トルク・センサ上下限値診断」のダイアグノーシス・コードを検出すると，警報中は動力補助を停止するが，

イグニション・スイッチをOFFにするとシステムのリセットが行われる。

　　３ ．ダイアグノーシス・コードを消去する際は，トルク・センサ中点値も消去されるため，トルク・センサ交換時

と同様に，トルク・センサ中点値の書き込みを行う必要がある。

　　４ ．「電流センサ故障診断」のダイアグノーシス・コードを検出すると，警報中は動力補助を停止し，不良コード

を消去するまでシステムのリセットは行われない。

【２】EPSの故障診断に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[31.3/27.3]

　１ ．据え切り操作を極端に連続で行うと，モータ出力制限制御が働き，補助動力を徐々に低下させてシステムの保

護を行う。このとき，EPS警告灯は点灯せず，復帰には最長で８分程度を必要とする。

　　２ ．EPS・ECUは，トルク・センサ中点値をEEP ROM（消去プログラム対応読み出し専用メモリ）に記憶しており，

ギヤ・ボックス脱着時，トルク・センサ交換時，EPS・ECU交換時及びダイアグノーシス・コードを消去した際は，

トルク・センサ中点値の書き込みが必要になる。

　　３ ．「フェイルセーフ・リレー ON故障診断」のダイアグノーシス・コードが検出されると，警報中はアシスト（動

力補助）を停止し，警報中に正常回復してもシステム復帰は働かず，イグニション・スイッチをOFFすること

でシステムがリセットされる。

　　４ ．「モータ・ハーネス断線診断」のダイアグノーシス・コードが検出されると，EPS・ECU内のパワー・リレー

がOFFし，アシストが停止するため，フェイルセーフ時のモータの電圧測定では不具合部位の特定ができない。

■［故障診断］

【３】EPSの故障診断において次の三つの条件に当てはまる故障原因として，適切なものは次のうちどれか。[23.6]

条件
１ ．EPS警告灯が点灯し，ダイアグノーシス・コードを

確認したところ「車速信号無し」の異常コードが表示

された。

２ ．駆動輪を浮かせて車速が出ている状態を作ると，ス

ピードメータは正常に作動している。

３ ．アナログ式のサーキット・テスタを用いて，V１を

測定したところ５V一定であり，駆動輪を浮かせて車

速を上げてもV１が５V一定のまま変化せず，V２は平

均約2.5Vでテスタの指針が振れた。

信号線

ＥＰＳ･ＥＣＵ

�
�
�
�

5Ｖ

Ｖ1Ｖ2

①③

②

スピードメータ

(5Ｖを出力)

車速センサ（MT)

　１．①～②間の信号線の断線

　　２．②～③間の信号線の断線

　　３．EPS・ECU内部の信号線の断線

　　４．EPS・ECU内部での信号線とアース系の短絡
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27 ―法　令［１］（車両法）

■［車両法の目的］

【１】「道路運送車両法」の目的を定めた「道路運送車両法第１条」について，（イ）～（ハ）に当てはまるものとして，
下の組み合わせのうち，適切なものはどれか。[28.3]

　 　この法律は，道路運送車両に関し，所有権についての（イ）等を行い，並びに安全性の確保及び（ロ）の防止その

他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り，併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより，

公共の（ハ）を増進することを目的とする。

 （イ） （ロ） （ハ）

　１．証明　　　事故　　　利益

　　２．公証　　　公害　　　福祉

　　３．証明　　　事故　　　福利

　　４．照会　　　災害　　　福祉

■［定義］

【２】「道路運送車両法」に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[31.3/23.6]

　１ ．この法律で「軽車両」とは，人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条

若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって，

政令で定めるものをいう。

　　２ ．この法律で「自動車」とは，国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動さ

せることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させ

ることを目的として製作した用具をいう。

　　３ ．この法律で「自動車」とは，原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架

線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって，軽車両以

外のものをいう。

　　４ ．この法律で「道路運送車両」とは，自動車及び原動機付自転車をいう。

■［自動車の種別］

【３】「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし，自動車の大きさに関する次表の（イ）～（ハ）
にあてはまる語句の組み合わせとして，適切なものは次のうちどれか。[編集部]

　〔表〕

自動車の
種別

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

小型
自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するも
ののうち軽自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機
関を原動機とする自動車（軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料
とする自動車を除く。）にあっては，その総排気量が2.00リットル以下のも
のに限る。）

(イ)m
以下

1.70m
以下

2.00m
以下

軽自動車 二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）以外の自動車及び被けん引自動車
で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊
自動車以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車にあっては，その総排気
量が0.660リットル以下のものに限る。）

(ロ)m
以下

1.48m
以下

(ハ)m
以下

 （イ） （ロ） （ハ）

　１．  4.70　　3.40　　2.00

　　２．  4.70　　3.60　　1.80

　　３．  4.90　　3.40　　1.80

　　４．  4.90　　3.60　　2.00
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32 ―模擬試験第３回（平成 29年３月）

【１】アクチュエータに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

　１ ．リニアDCブラシレス・モータは，リニア駆動アクチュエータに該当し，バイポーラ駆動方式とユニポーラ駆

動方式とがあり，電流で回転速度を，周波数で出力トルクを制御できるため，高い精度の制御を可能にするモー

タである。

　　２ ．イグニション・コイルは，スイッチング駆動アクチュエータのトランスフォーマに該当し，ステップ・アップ

のトランスフォーマが用いられており，自己誘導作用で一次コイルに入力した電圧を相互誘導作用で二次コイル

に発生させている。

　　３ ．ステッピング・モータは，リニア駆動アクチュエータに該当し，駆動回路のインバータで直流を三相交流に変

換して活用するもので，フィールド・コイルの代わりにパーマネント・マグネット（永久磁石）を用いたものが

多く使用されている。

　　４ ．リニアDCブラシ・モータは，リニア駆動アクチュエータに該当し，モータを駆動する場合には，PWMを利

用したデューティ比による駆動電圧変化を用いるより，駆動電圧の絶対値を連続的に可変させる方法を用いた方

が，電力損失が少なく駆動効率が高い。

【２】オシロスコープの基本知識に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

　１ ．RUN（ラン）とは，波形取り込みが可能な状態をいう。ROLL（ロール・モード）とは，波形データを表示

する場合に，画面に新しいデータを次から次に表示し，その前のデータを送りながら，連続的に波形を表示する

モードで，O２センサの信号波形観測などに使用する。

　　２ ．VOLTS/Div（ボルト・パー・デビジョン）とは，垂直軸の一目盛あたりの電圧の単位のことである。×10の

プローブを使用した場合，設定電圧を10倍にして読むため，表示が10.6Vを示しているときの実際の値は，106V

である。

　　３ ．DATA POS（データ・ポジション）とは，水平軸の同期位置のことである。V MODE（バーチカル・モード）

とは，掃引切り替えのことで，掃引の方式を選択する。SWEEP MODE（スイープ・モード）とは，波形表示切

り替えのことで，使用するチャンネルの状態を選択する。

　　４ ．SCRL（スクロール）とは，波形データの一部を表示する場合に表示部分を移動して表示することである。H 

POS（ホリゾンタル・ポジション）とは，水平位置のことで，波形を水平方向に移動する。FINE（ファイン）

とは，水平位置を微少移動することである。

【３】CAN通信システムに関して述べた（イ）～（ハ）の文章の正誤の組み合わせとして，適切なものは１～４のう
ちどれか。

　（イ ）CAN通信の「メッセージ」のデータ構成の「コントロール・フィールド」とは，メッセージの信号量を表し，

「データ・フィールド」とは，実際の信号（0-64bit）を表し，「識別子フィールド」とは，複数のメッセージが

同時に送信されそうになったときの優先順位を表す。

　（ロ ）ECUに内蔵されたマイコンの情報の送信は，CANコントローラの送信データ（TxD）窓口を介してCANトラ

ンシーバで行う。

　（ハ ）高速CAN通信信号において，CAN-H線とCAN-L線間とに電圧差が発生している状態（ドミナント２V）をデ

ジタル信号の「０」とし，CAN-H線とCAN-L線間とに電圧差が発生していない状態（レセシブ０V）をデジタ

ル信号の「１」としている。

 （イ） （ロ） （ハ）

　１．正　　　正　　　正

　　２．正　　　誤　　　誤

　　３．誤　　　正　　　正

　　４．正　　　誤　　　正
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