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はじめに

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12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基礎工学，②総論，③エンジン本体，④潤滑装置，⑤冷却装置，⑥燃料

装置，⑦吸排気装置，⑧電気装置，⑨法令，に区分して配列しました。また，各区分ごとに，さらに細かく項目

を分類してあります。

○ 「模擬試験」では，過去の登録試験を基に選択肢の順序を入れ替えて編集してあります。したがって，「ジャン

ル別」と「模擬試験」の両方を終えれば，合計 12 回分の問題に取り組んだことになります。

回数 １ ２ ３ ４ ５ ６

実施年月 令和３年10月 令和３年３月 令和２年10月 令和２年３月 令和元年10月 平成31年３月

受験者数 340人 759人 386人 875人 348人 981人

合格者数 234人 548人 284人 565人 210人 620人

合格率 68.8％ 72.2％ 73.6％ 64.6％ 60.3％ 63.2％

回数 ７ ８ ９ 10 11 12

実施年月 平成30年10月 平成30年３月 平成29年10月 平成29年３月 平成28年10月 平成28年３月

受験者数 380人 965人 431人 1,049人 381人 1,005人

合格者数 221人 626人 236人 627人 216人 558人

合格率 58.2％ 64.9％ 54.8％ 59.8％ 56.7％ 55.5％

○ 各項目の見出しの横に記載してある 

▲

問解  マークは，弊社出版物『自動車整備士 ３級ジーゼル 問題と解説 
令和４年版』※１（以下，『問解』）の掲載項を表しています。本書の構成は，『問解』に沿ったものであるため※2，

『問解』とこの『練習問題集』を併せて学習する場合や，問題を解くにあたって解説が必要な場合などに活用し

て下さい。 ※１：令和４年１月発刊予定。

 ※２：編集の都合上，『問解』と『練習問題集』は，一部問題や収録順序が異なる場合があります。

○ 出題時期は，各問題の最後に［ ］で表示しました。[R3.10]であれば令和３年10月の問題，[H31.3]であれば

平成31年３月の問題ということになります。複数表示されている場合は，類似問題も含めて過去に複数回出題

されていることを示しています。また，[編集部]とある場合は編集部で作成した問題であることを示していま

す。

○各問題には「  」マークを付けました。これにチェックを入れることで，問題の習熟度を知ることができます。

○ 教科書改訂又は法改正により設問自体が不適切となっている場合があります。このような場合は，編集部で設問

の一部あるいは全部を書き換え，適切なものとなるようにしています。設問の出題時期の後に［改］とあるも

のが該当します。

２．試験の出題形式及び合格基準について
○出題形式は四肢択一式で，解答はマークシート方式です。試験時間は60分です。

○ 試験問題は全部で30問出題されます。採点は１問１点で，合計30点満点です。合格基準は70％以上の成績とい

われています。

３．正解について
○ 試験を行う日整連は，問題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。
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１ 基礎工学［１］ 番号 氏名 問／12問 ３Ｄ

■［燃焼室］

▲

問解 第１章 基礎工学 ２．計算問題 ２２--１１  燃焼室［１］・２２--２２  燃焼室［２］・２２--３３  燃焼室［３］

【１】次に示す諸元のエンジンの圧縮比について，適切なものは次のうちどれか。ただし，円周率は3.14として計

算しなさい。[R3.3]

１．9.7

２．11.7

３．12.7

４．13.7

〇シリンダ内径 ：150mm

〇ピストンのストローク ：104mm

〇燃焼室容積 ：157cm3

【２】次に示す諸元のエンジンの圧縮比について，適切なものは次のうちどれか。ただし，円周率は3.14として計

算しなさい。[R1.10]

１．13.7

２．14.7

３．15.7

４．16.7

○シリンダ内径 ：100mm

○ピストンのストローク ：140mm

○燃焼室容積 ：70cm3

【３】次に示す諸元のエンジンの圧縮比について，適切なものは次のうちどれか。ただし，円周率は3.14として計

算しなさい。[H30.3]

１．14.0

２．15.7

３．16.7

４．17.0

〇シリンダ内径：80mm

〇ピストン行程：125mm

〇燃焼室容積  ：40cm3

【４】次に示す諸元のエンジンの圧縮比について，適切なものは次のうちどれか。ただし，円周率は3.14として計

算しなさい。[H28.10]

１．15.7

２．16．7

３．18.0

４．19.0

○シリンダ内径：120mm

○ピストン行程：125mm

○燃焼室容積 ：90cm3

【５】次に示す諸元のエンジンの総排気量について，適切なものは次のうちどれか。[R3.10]

１．10,695cm３

２．11,385cm３

３．12,075cm３

４．12,765cm３

〇燃焼室容積 ：115cm3

〇圧縮比 ：16.5

〇シリンダ数 ：６

【６】次に示す諸元のエンジンの総排気量について，適切なものは次のうちどれか。[R2.10]

１．3,192cm３

２．3,256cm３

３．3,344cm３

４．3,496cm３

○燃焼室容積：38cm3

○圧縮比 ：22

○シリンダ数：４
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３ 基礎工学［３］ 番号 氏名 問／12問 ３Ｄ

■［自動車の機械要素（ねじ）］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３３--４４  自動車の機械要素［ねじ］

【１】ねじの呼びが「M16×1.5」と表される「六角ナット」に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

[R3.3/R1.10/H30.3/H28.10]

１．めねじの谷の径は16mmである。

２．スパナは口径16mmのものを使用する。

３．標準締め付けトルクは1.5N·ｍである。

４．ねじ山の高さは1.5mmである。

■［Ｖベルト］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３３--６６  自動車の機械要素［ベアリング等］

【２】Ｖベルトと比べたときの，Ｖリブト・ベルトの特徴に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

[R3.10/R2.3/H30.10/H29.3]

１．張力が低下しやすい。

２．ベルト断面が薄い。

３．耐屈曲性に優れている。

４．伝達効率が高い。

■［燃料］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３３--７７  燃料

【３】ジーゼル・エンジン用の燃料（軽油）に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

[R2.10/H31.3/H29.10/H28.3]

１．着火性がよく，適当な粘度をもち，硫黄分が少なく，微細なごみも含まないものが必要である。

２ ．種類・品質はJIS規格により決められており，一般には２号が用いられ，寒冷地では３号または特３号が用

いられている。

３ ．一般に比重は0.80～0.90である。

４ ．一般に着火点は約45～80℃である。

【４】軽油（燃料）に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[R3.10/R2.3]

１．軽油の着火点は，一般に45～80℃である。

２．軽油は，適度な粘度をもち，ガソリンに比べてやや重く，着火性がよい。

３．寒冷地用の軽油は，一般に流動点が低い特１号又は１号が用いられている。

４．軽油の着火性を表すものにオクタン価があり，この数値が大きいものほどノッキングを起こしにくい。

【５】燃料（軽油）に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R1.10]

１．流動点とは，軽油を静止させ冷却したときに流動し得る最低の温度のことである。

２．軽油は，適度な粘度をもち，ガソリンに比べてやや重く，着火性がよい。

３．寒冷地では，一般に流動点の低い特１号又は１号が用いられている。

４ ．一般に軽油は，着火点が250～350℃で，やや黄色味を帯びている。

【６】ジーゼル・エンジン用の燃料（軽油）及び潤滑剤に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

[H30.10]

１ ．低硫黄化された軽油には，燃料装置の潤滑で必要となる潤滑剤が添加されている。

２ ．SAE10W－30 のエンジン・オイルは，マルチ・グレード・オイルである。

３ ．一般に軽油の着火点は45～80℃，引火点は250～350℃である。

４ ．DPF（ジーゼル微粒子除去装置）や触媒などの後処理装置を装着したエンジンには，適合性を有している

エンジン・オイルが設定されている。
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17 法 令［１］ 番号 氏名 問／11問 ３Ｄ

■［検査制度］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １１--３３  検査制度

【１】「道路運送車両法」に照らし，国土交通大臣の行う自動車の検査の種別として，該当しないものは次のうちど

れか。[H31.3/H29.10]

１．構造等変更検査 ２．分解整備検査 ３．継続検査 ４．新規検査

【２】「道路運送車両法」に照らし，自動車の検査に関する次の文章の（ ）に当てはまるものとして，適切なもの

はどれか。[R2.3改]

 登録自動車の使用者は，自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは，当該自動車

を提示して，国土交通大臣の行う（ ）を受けなければならない。

１ ．新規検査 ２ ．臨時検査 ３ ．予備検査 ４ ．継続検査

■［認証制度］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １１--４４  認証制度

【３】「道路運送車両法」に照らし，自動車特定整備事業の種類に該当しないものは，次のうちどれか。

[H30.10改/H28.3改]

１ ．特殊自動車特定整備事業 ２ ．普通自動車特定整備事業

３ ．軽自動車特定整備事業 ４ ．小型自動車特定整備事業

【４】「道路運送車両法」に照らし，普通自動車特定整備事業の対象とする自動車の種類に該当しないものは，次の

うちどれか。[R2.3改/H29.3改]

１ ．四輪の小型自動車 ２ ．検査対象軽自動車 ３ ．普通自動車 ４ ．大型特殊自動車

■［定期点検］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １１--５５  定期点検

【５】「道路運送車両法」に照らし，道路運送車両の点検及び整備について，次の文章の（イ）と（ロ）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。[R3.10/R1.10/H30.3/H28.10]

 自動車の（イ）は，自動車の点検をし，及び必要に応じ整備をすることにより，当該自動車を（ロ）に適合する

ように維持しなければならない。

 （イ） （ロ）

１．使用者 保安基準

２．使用者 整備基準

３．所有者 保安基準

４．所有者 整備基準

【６】「道路運送車両法」に照らし，車両総重量８ｔ以上の自家用自動車の日常点検整備について，次の文章の（イ）
と（ロ）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。[R3.3/H30.3改]

 自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は，（イ）に１回，その（ロ）において，灯火装置の点灯，制

動装置の作動その他日常的に点検すべき事項について，目視等により自動車を点検しなければならない。

 （イ） （ロ）

１ ．１日 運行の開始後

２ ．１日 運行の開始前

３ ．７日 運行の開始後

４ ．７日 運行の開始前
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19 模擬試験 第１回 番号 氏名 点／30点 ３Ｄ

【１】ジーゼル・エンジンの燃焼に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

１．ジーゼル・エンジンの熱効率は，約20～25％である。

２．ガソリン・エンジンと比較して，圧縮比は大きい（高い）。

３．エンジン自体の吸気の吸い込み状況の良否を比較する尺度として，体積効率がある。

４ ．１kgの軽油を完全燃焼させるのに必要な空気の質量は，理論上約15kgである。

【２】着火順序が１－３－４－２の４サイクル直列４シリンダ・エンジンにおいて，第４シリンダが排気行程上死点
にあり，この位置からクランクシャフトを回転方向に540°回したときに，圧縮行程上死点になるシリンダとして，

適切なものは次のうちどれか。

１．第１シリンダ

２．第２シリンダ

３．第３シリンダ

４．第４シリンダ

【３】ジーゼル・ノックに関する次の文章の（イ）と（ロ）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。

 ジーゼル・ノックは，燃料が噴射されてから着火するまでに噴射された燃料の気化が悪いとき，噴射時期が

（イ）とき，圧縮圧力が（ロ）ときなどに発生しやすい。

 （イ） （ロ）

１．早過ぎる 低い

２．早過ぎる 高い

３．遅過ぎる 低い

４．遅過ぎる 高い

【４】ジーゼル・エンジンの排出ガスに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

１．PM（粒子状物質）は，黒煙を主成分とする混合物である。

２．DPF（ジーゼル微粒子除去装置）は，NOxを減少させる。

３．ブローバイ・ガスに含まれる主な有害物質は，HC（炭化水素）である。

４．尿素SCRシステム（排気ガス後処理装置）は，NOx（窒素酸化物）を減少させる。

【５】図に示すジーゼル・エンジンのピストンにおいて，直接噴射式燃焼室の形状の名称として，適切なものは次の

うちどれか。

１．深皿形（トロイダル形）

２．リエントラント形

３．球形（Ｍ形）

４．浅皿形

            






