
■ 本書について
◎�本書は，過去 11 年（平成 23 年６月～令和３年）11 回分の日本自動車整備振興会連合会（以下，日整

連）・登録試験（筆記）に出題された問題を教科書ごとに分け，更に出題ジャンルごとに○×式問題（一
部，選択式問題や記述式問題）に編集し，問題集にしたものです。

◎�登録試験は，４つの選択肢の中から求められる正解を１つ選んで解答します。出題される４つの選択肢

は，教科書の様々な箇所から集められていることが多く，教科書をある程度読み込み，学習していないと

解けない場合があります。そこで本書では，教科書（学習）の進捗状況と平行して使用できるように，教

科書の構成順に沿って，問題を収録しています。

◎�また，本書のそれぞれのページに，教科書の参照ページを掲載しました。学習の参考にしてください。

◎�この問題集は教科書に沿って「エンジン編」，「シャシ編」，「自動車新技術他編（自動車新技術／総合診断・

環境保全・安全管理／法令）」の３冊となっています。法令につきましては，教科書の参照ページを弊社発

行の「法令教本�令和３年版」に合わせています。
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●● 自動車新技術　／　［Ⅰ］エンジン　／　第１章　ハイブリッド車

 ４  モータ（教 P12 ～ 16）

【１】図に示すパラレル・シリーズ・ハイブリッド車に用いられるモータ（ACサーボ・モータ）に関する記
述として，適切なものには○を，不適切なものには×を記入しなさい。

Ｓ

ステータ：電磁石

ポール

インバータより

ロータ：永久磁石

インバータ
より

ステータ・
コイル

インバータへ
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Ｗ相Ｖ相

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｓ

　１ ．ステータ・コイルに，図のように三相に交流電流を流すと，モータ内に回転磁界が発生し，この回転
磁界をロータの回転位置，速度に合わせて制御することにより，ロータに配置された永久磁石が回転磁

界の作用を受け，トルクが発生する。

　２ ．ロータに発生するトルクは，電流の大きさにほぼ比例し，ロータの回転速度は，交流電流の周波数で
制御する。

　３ ．モータは，減速機を介して前輪（駆動輪）に直結されているため，常に前輪と比例して回転しており，
低速時にはクリープ現象を発生させる。また，減速及び制動時には発電機として働くことで，エネルギ

を回収している。

　４ ．図のようなロータの位置のとき，U相ポール先端をN極，V相ポール先端をS極，W相のポール先端
をN極にすると，ロータには右回転方向のトルクが発生する。



●● 自動車新技術　／　［Ⅰ］エンジン　／　第２章　圧縮天然ガス自動車

 13  点検・整備２（教 P49 ～ 64）

【１】圧縮天然ガス（CNG）自動車の点検・整備に関する記述として，適切なものには○を，不適切なもの
には×を記入しなさい。

　　〔外観検査〕
　１ ．燃料用ガス・ボンベ（容器）の再検査における外観検査は，ボンベの損傷の有無のみによって合否判
定する一次外観検査と，一次外観検査に不合格となったボンベについて，測定器具を用いて，法の規

定に従い損傷の程度を区別して合否判定する二次外観検査がある。

　　〔点検・整備上の注意事項〕
　２ ．ガス・ボンベ（容器）の元弁と配管の接続や，燃料系統の配管の取り外しを行う場合は，Oリングな
どの再使用不可部品については必ず新品と交換し，また，Oリング組み込みのニップルもOリングと共

に新品に交換しなければならない。

　　〔容器のクズ化〕
　３ ．CNG自動車を廃棄するとき，容器の再検査に不合格となったとき及びガス容器などの標章記載の容
器検査合格年月日から15年経過したときなど，車両に使用できなくなった容器は，車両から取り外し，

再使用できないように，クズ化しなければならない。

　　〔使用制限の規定〕
　４ ．容器再検査に合格した燃料用ガス・ボンベ（容器）は，一回に限り，搭載容器の他車への転用が可
能である。

　　〔外観検査の具体的方法〕
　５ ．ガス・ボンベ（容器）の再検査において行う外観検査では，電孤（スパーク）傷，溶接（トーチ）炎，
火災などにより発生した熱的損傷を受けた容器は不合格となる。

　　〔検査主任者の選任〕
　６ ．ガス・ボンベ（容器）の再検査を行う容器検査所の登録を受けた場合は，検査主任者を選任する必
要があり，また，検査主任者は，容器再検査又は附属品再検査の実施について監督しなければならない。



●● 総合診断・環境保全・安全管理 ／［Ⅲ］安全管理 ／ 第３章　災害防止

 50  危険物の取り扱い２（教 P142 ～ 143）

【１】危険物の取り扱いに関する記述として，適切なものには○を，不適切なものには×を記入しなさい。

　　〔危険物の分類〕
　１ ．消防法によると，エンジン・オイルは第４石油類に，軽油は第２石油類に，エチレングリコール（不
凍液）と重油は第３石油類に，ベンジンは第１石油類に分類される。

　２ ．消防法によると，ポリグリコールエーテル（ブレーキ液）は第３石油類に，ミッション・オイルは第
４石油類に分類される。

　３ ．消防法によると，ポリグリコールエーテル（ブレーキ液）は第４石油類に，エチレングリコール（不
凍液）は第３石油類に分類される。

　　〔指定数量〕
　４ ．消防法によると，ガソリン110ℓ，軽油110ℓ，灯油20ℓ，重油200ℓ，不凍液200ℓ ,ブレーキ液300
ℓ，エンジン・オイル400ℓ，ミッション・オイル100ℓを保管する場合は，事前に市町村長等から「危

険物貯蔵所または取扱所」として許可を受ける必要がある。

　５ ．消防法によると，ガソリン70ℓ，軽油300ℓ，灯油180ℓ，エンジン・オイル720ℓ，ミッション・オ
イル200ℓを保管する場合は，事前に所轄消防署から「危険物貯蔵所または取扱所」として許可を受け

る必要がある。

　６ ．消防法によると，ガソリン60ℓ，軽油400ℓ，灯油200ℓ，エンジン・オイル600ℓ，ミッション・オ
イル600ℓを保管する場合は，事前に所轄消防署に「少量危険物貯蔵所または取扱所」として届出する

必要がある。

　７ ．消防法によると，ガソリン80ℓ，軽油200ℓ，灯油200ℓ，不凍液60ℓ，ブレーキ液100ℓ，エンジン・
オイル600ℓ，ミッション・オイル200ℓを保管する場合は，事前に市町村長等から「危険物貯蔵所ま

たは取扱所」として許可を受ける必要がある。

　８ ．消防法によると，ガソリン80ℓ，軽油200ℓ，灯油100ℓ，エンジン・オイル1,200ℓ，ミッション・
オイル800ℓを保管する場合は，事前に所轄消防署に「少量危険物貯蔵所または取扱所」として届出す

る必要がある。

　９ ．ガソリン100ℓとエンジン・オイル100ℓを貯蔵する場合は，「少量危険物貯蔵所」として，所轄の消

防署に事前に届出する必要がある。

  10 ．指定数量の異なる二つ以上の危険物を同一の場所で保管又は取り扱う場合，保管するそれぞれの危
険物の数量をその指定数量で割り，それらの数値の合計が１未満であれば，指定数量未満として市町

村で定める条例に従う。

　　〔危険物貯蔵所または取扱所〕
  11 ．第４類危険物を貯蔵，又は取り扱う場合は，貯蔵，又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数

量で割って，その数値の和が，1.0以上の場合は，「危険物貯蔵所または取扱所」として，市町村長等

から事前に許可を受ける。

  12 ．第４類危険物の貯蔵，又は取り扱う場合は，貯蔵，又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数
量で割って，その数値の和が，1.0以上の場合は，｢少量危険物貯蔵所または取扱所｣ として，所轄消

防署に事前に届出をする。



●● 法令　／　［Ⅱ］道路運送車両の保安基準

 65  第６章　自動車の装置〔運転操作〕（教 P278 ～ 297）

　　〔非常信号用具〕
【１】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし，自動車

（最高速度100km/hの小型四輪自動車）の非常信号用具の基準に関する記述として，適切なものには○を，

不適切なものには×を記入しなさい。

　１ ．非常信号用具は，夜間100mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
　２ ．夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
　３ ．自発光式，又は反射式のものであること。
　４ ．使用に便利な場所に備えられたものであること。
　５ ．振動，衝撃等により，損傷を生じ，又は作動するものでないこと。

　　〔後写鏡〕
【２】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし，最高速度

が100km/hの小型四輪乗用自動車の後写鏡の基準として，適切なものには○を，不適切なものには×を

記入しなさい。

　１ ．容易に方向の調節をすることができ，かつ，一定の方向を保持できる構造であること。
　２ ．取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは，当該部分が
歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。

　３ ．車室内に備えるものは，当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において，乗車人員の頭部等
に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。

　４ ．運転者が運転者席において，自動車の左右の外側線上後方100mまでの間にある車両の交通状況及び
自動車の左外側線付近（運転者が運転者席において確認できる部分を除く。）の交通状況を確認でき

るものであること。


