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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

Ｕ相

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１章　ハイブリッド車

 ５  動力分割機構及びギヤ・トレーン（教 P18 ～ 19）

【１】図に示すパラレル・シリーズ・ハイブリッド・システムの動力分割機構に関して説明した共線図１～
３に適合する車両の状態を（イ）～（ハ）からそれぞれ１つ選びなさい。ただし，動力分割にはプラネ

タリ・ギヤを利用しており，インターナル・ギヤはモータ及び駆動輪に，サン・ギヤはジェネレータに，

プラネタリ・キャリヤはエンジンにそれぞれ直結又は連結されている。
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●● 自動車新技術　／　［Ⅱ］シャシ　／　第２章　車両安定制御装置

 29  VSCS ２（教 P126 ～ 136）

【１】FF式の車両に採用されているVSCS（ビークル・スタビリティ・コントロール・システム）について，
次の各設問に答えなさい。

　１ ．右旋回時におけるオーバステアの抑制作動を説明した図として，適切なものを（イ）～（ニ）から
１つ選びなさい。

　２ ．右旋回時におけるアンダステアの抑制作動を説明した図として，適切なものを（イ）～（ニ）から
１つ選びなさい。

（イ）

制動力制動力

制動力 制動力

（ロ）

制動力制動力

制動力 制動力

（ハ）

制動力制動力

制動力 制動力

（ニ）

制動力制動力

制動力 制動力

【２】車両安定制御装置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。

　　〔システム協調制御〕
　１ ．VSCSの制御を効率的に発揮させるために，電子式燃料噴射制御や電子制御式オートマティック・
トランスミッション制御などとシステム協調制御を行っている。

　２ ．VSCSのシステム協調制御において，VSCS作動中にアクセル・ペダルを踏み込まない状態でダウン・
シフトが行われた場合には，VSCS作動によるブレーキ力に強いエンジン・ブレーキ力が加わることで，

走行安定性を向上させている。

　　〔VSCS装着車の注意事項〕
　３ ．VSCS装着車の点検・整備においてドラム・テスタを使用する場合は，VSCSの作動（機能）を停
止させる必要がある。



●● 法令　／　［Ⅱ］道路運送車両の保安基準

 60  第３章　自動車の装置〔車体関係〕（教 P160 ～ 193）／ 
　　 第４章　自動車の装置〔公害防止関係〕（教 P194 ～ 210）

　　〔車枠及び車体［リヤオーバハング］〕
【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，車枠及び

車体のリヤ・オーバハングの限度の基準に関する次の文章の（　）に当てはまるものを選び，記号を記

入しなさい。

　�　「物品を車体の後方に突出して積載するおそれのある構造の小型貨物自動車について，自動車の最後

部の車軸中心から車体の後面までの水平距離（リヤ・オーバハング）の基準（限度）は，最後部の車軸

中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距（ホイールベース）の（　）以下であること。」

Ａ．２分の１　　　Ｂ．20分の11　　　Ｃ．３分の１　　　Ｄ．30分の11

　　〔運転者席〕
【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，小型四輪

乗用自動車（右ハンドル車，乗車定員５人）の運転者席の運転者の視野の基準に関する次の文章の（ａ）・

（ｂ）に当てはまる数値を記入しなさい。

（ａ）
（ｂ）

（参考図）

　�　「運転者席は，運転者が運転者席において，次に掲げる鉛

直面により囲まれる範囲内にある障害物（高さ１m直径30cm

の円柱をいう。）の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確

認できるものであること。」

　　　　イ．当該自動車の前面から（ａ）mの距離にある鉛直面

　　　　ロ．当該自動車の前面から（ｂ）mの距離にある鉛直面

　　　　ハ．自動車の左側面から0.9mの距離にある鉛直面

　　　　ニ．自動車の右側面から0.7mの距離にある鉛直面

　　〔騒音防止装置〕
【３】「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，近接排気

騒音の基準に関する次の文章の（　）に当てはまる数値を記入しなさい。

　�　「平成10年騒音規制が適用される乗車定員５人の小型乗用自動車（車両の後部に原動機を有するもの

以外のもの）は，「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した

値が（　）dBを超える騒音を発しない構造であること。」




