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１ 基礎工学［１］ 番号 氏名 問／11問 ３Ｇ

■［燃焼室］

▲

問解 第１章 基礎工学 ２．計算問題 ２-１２-１ 燃焼室

【１】シリンダ内径70mm，ピストンのストロークが85mmの４サイクル４シリンダ・エンジンの１シリンダ当たり
の排気量として，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，小数点以下を切り捨て

なさい。[R2.10]

１．38cm３

２．153cm３

３．326cm３

４．486cm３

【２】シリンダ内径65mm，ピストンのストロークが88mmの４サイクル４シリンダ・エンジンの１シリンダ当たりの
排気量として，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，小数点以下を切り捨てなさ

い。[H29.3]

１．243cm３

２．291cm３

３．330cm３

４．429cm３

【３】１シリンダ当たりの燃焼室容積が65cm３，圧縮比が８の４シリンダ・エンジンの総排気量として，適切なもの

は次のうちどれか。[H31.3]

１．910cm３

２．1,560cm３

３．1,820cm３

４．2,080cm３

【４】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。[H29.10]

１．1365cm３

２．1560cm３

３．1820cm３

４．2730cm３

・燃焼室容積：65cm３

・圧縮比 ：８

・シリンダ数：３

【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。[H28.3]

１．1760cm３

２．1980cm３

３．2200cm３

４．2420cm３

・燃焼室容積：55cm３

・圧縮比 ：10

・シリンダ数：４

【６】排気量300cm３，燃焼室容積50cm３のガソリン・エンジンの圧縮比として，適切なものは次のうちどれか。

[R3.10/H30.10]

１�．５ ２�．６ ３�．７ ４�．８

【７】排気量400cm３，燃焼室容積40cm３のガソリン・エンジンの圧縮比として，適切なものは次のうちどれか。

[R2.3]

１�．８ ２�．９ ３�．10 ４�．11
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３ 基礎工学［３］ 番号 氏名 問／11問 ３Ｇ

■［警報装置］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３-１３-１ 自動車の構造［警報装置］

【１】自動車の警報装置に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[H30.3改]

１．SRSエアバッグ・ウォーニング・ランプは，シート・ベルトを着用していないときに点灯する。

２．チェック・エンジン・ウォーニングランプは，エンジンの電子制御装置に異状が発生したときに点灯する。

３．半ドア・ウォーニング・ランプは，ドアが完全に閉じていないときに点灯する。

４�．ブレーキ・ウォーニング・ランプは，ブレーキ液が不足したときに点灯すると共にパーキング・ブレーキ作

動時にも点灯する。

■［材料（鉄鋼）］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３-２３-２ 自動車の材料［鉄鋼］

【２】自動車に使用されている鉄鋼の熱処理に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

[H30.10/H28.10]

１�．焼き戻しとは，粘り強さを増すため，ある温度まで加熱したあと，急速に冷却する操作をいう。

２�．浸炭とは，高周波電流で鋼の表面層を加熱処理する焼き入れ操作をいう。

３�．窒化とは，鋼の表面層から中心部まで窒素を染み込ませ硬化させる操作をいう。

４�．焼き入れとは，鋼の硬さ及び強さを増すため，ある温度まで加熱したあと，水や油などで急に冷却する操作

をいう。

■［材料（非鉄金属）］

▲

問解 第１章 基礎工学 ３．工学一般 ３-３３-３ 自動車の材料［非鉄金属とガラス］

【３】自動車に用いられる非鉄金属に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[R3.10/R2.10/H31.3]

１．黄銅（真ちゅう）は，銅にアルミニウムを加えた合金で，加工性に優れている。

２．アルミニウムは，比重が鉄の約３倍と重く，線膨張係数は鉄の約２倍である。

３．ケルメットは，銀に鉛を加えたもので，軸受合金として使用されている。

４．青銅は，銅に錫
すず

を加えた合金で，耐摩耗性に優れ，潤滑油とのなじみもよい。

【４】自動車に用いられる非鉄金属に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

[R1.10/H29.10改/H28.3改]

１．ケルメットは，銀に鉛を加えたもので，軸受合金として使用されている。

２．青銅は，銅に錫
すず

を加えた合金で，耐摩耗性に優れ，潤滑油とのなじみもよい。

３�．黄銅（真ちゅう）は，銅に亜鉛を加えた合金で，加工性に優れているので，タイヤ・バルブなどに使用され

ている。

４．アルミニウムは，比重が鉄の約１／３と軽く，線膨張係数は鉄の約２倍である。

【５】自動車に用いられるアルミニウムに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R2.3/H30.3]

１．線膨張係数は，鉄の約10倍である。

２．熱の伝導率は，鉄の約20倍である。

３．電気の伝導率は，銅の約20％である。

４．比重は，鉄の約３分の１である。
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19 法 令［１］ 番号 氏名 問／13問 ３Ｇ

■［自動車の種別］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １-１１-１ 自動車の種別

【１】｢道路運送車両法｣に照らし，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。[R2.10]

｢道路運送車両｣とは，（ ）をいう。

１．原動機付自転車及び軽車両� � ２．自動車及び原動機付自転車

３．自動車，原動機付自転車及び軽車両� ４．自動車及び軽車両

■［検査制度］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １-３１-３ 検査制度

【２】「道路運送車両法」に照らし，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。[R1.10]

� 自動車の使用者は，自動車検査証の記載事項について変更があったときは，その事由があった日から（ ）以内

に，当該事項の変更について，国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

１．20日� ２．15日

３．10日� ４�．５日

■［認証制度］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １-４１-４ 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。

[H31.3改/H29.10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

■［定期点検］

▲

問解 第５章 法令 １．車両法／点検基準 １-５１-５ 定期点検

【４】「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし，車両総重量８トン未満の自家用貨物自動車の定期点検
の点検時期として，適切なものは次のうちどれか。[R2.3改]

１�．１か月ごと及び３か月ごと� ２�．３か月ごと及び12か月ごと

３�．６か月ごと及び12か月ごと� ４�．１年ごと及び２年ごと

【５】「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし，１年ごとに定期点検整備をしなければならない自動車
として，適切なものは次のうちどれか。[H30.3]

１．乗車定員５人の小型乗用自動車のレンタカー

２．車両総重量９ｔの自家用自動車

３．総排気量2.00ℓの自動車運送事業用の自動車

４．自家用乗用自動車

■［車体構造］

▲

問解 第５章 法令 ２．保安基準 ２-１２-１ 車体構造

【６】｢道路運送車両の保安基準｣に照らし，自動車（セミトレーラを除く。）の長さの基準として，適切なものは

次のうちどれか。[R2.10]

１�．９mを超えてはならない。� ２．10mを超えてはならない。

３．11mを超えてはならない。� ４．12mを超えてはならない。

【７】｢道路運送車両の保安基準｣に照らし，自動車の幅に関する基準として，適切なものは次のうちどれか。

[H31.3]

１．2.0mを超えてはならない。� ２．2.2mを超えてはならない。

３．2.5mを超えてはならない。� ４．2.8mを超えてはならない。
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21 模擬試験 第１回 番号 氏名 点／30点 ３Ｇ

【１】ガソリン・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．ノッキングの弊害の一つに，エンジンの出力の低下がある。

２．燃料蒸発ガスに含まれる有害物質は，主にHC（炭化水素）である。

３�．一般に始動時，高負荷時などには，理論空燃比より濃い混合気が必要となる。

４�．ブローバイ・ガスとは，フューエル・タンクなどの燃料装置から燃料が蒸発し，大気中に放出されるガスを

いう。

【２】ピストン・リングに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

１．組み合わせ型オイル・リングは，サイド・レールとスペーサ・エキスパンダを組み合わせている。

２．インナ・ベベル型は，しゅう動面がテーパ状になっているため，気密性，熱伝導性が優れている。

３．テーパ・フェース型は，オイルをかき落とす性能がよく，気密性にも優れている。

４．バレル・フェース型は，しゅう動面が円弧状になっているため，初期なじみの際の異常摩耗を防止できる。

【３】クランクシャフトの曲がりの点検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。

クランクシャフトの曲がりの値は，クランクシャフトの振れの値の（ ）であり，限度を超えたものは交換する。

１�．１/４

２�．１/２

３�．２倍

４�．４倍

【４】フライホイール及びリング・ギヤに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

１．フライホイールの材料には，一般に鋳鉄が用いられる。

２．リング・ギヤには，一般に炭素鋼製のスパー・ギヤが用いられる。

３．フライホイールの振れの点検は，シックネス・ゲージを用いて測定する。

４．フライホイールは，燃焼（膨張）によって変化するクランクシャフトの回転力を平均化する働きをする。

【５】点火装置に用いられるイグニション・コイルに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

１．鉄心に一次コイルと二次コイルが巻かれておりケースに収められている。

２�．二次コイルは，一次コイルに対して銅線が太い。

３�．一次コイルは，二次コイルより銅線が多く巻かれている。

４�．一次コイルに電流が流れたときに，二次コイル部に高電圧が発生する。

【６】トロコイド式オイル・ポンプに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

１．アウタ・ロータの回転によりインナ・ロータが回される。

２．アウタ・ロータが固定されインナ・ロータだけが回転する。

３．インナ・ロータの回転によりアウタ・ロータが回される。

４．インナ・ロータが固定されアウタ・ロータだけが回転する。

            






