
 

               令和３年度高圧ガス冷凍機械責任者試験 

（第三種冷凍機械 ） 

 

〔法令〕 

次の各問について、高圧ガス保安法に係る法令上正しいと思わ

れる最も適切な答えをその問の下に掲げてある（1）、（2）、（3）、

（4）、（5）の選択肢の中から 1個選びなさい． 

 なお、経済産業大臣が危険のおそれがないと認めた場合等にお

ける規定は適用しない． 

（注）試験問題中、「都道府県知事等」とは、都道府県知事又は

高圧ガス保安法に関する事務を処理する指定都市の長をいう。 

 

 

問  1 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

イ. 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公

共の安全を確保する目的のため、民間事業者及び高圧ガ

ス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動

を促進することも定めている。 

ロ． 常用の温度において圧力が 0.9メガパスカルの圧縮ガス

（圧縮アセチレンガスを除く。）であっても、温度  35度

において圧力が１メガパスカル以上となるものは高圧ガ

スである。 

ハ. 圧力が 0.2メガパスカルとなる場合の温度が 32度であ

る液化ガスは、現在の圧力が 0.1メガパスカルであって

も高圧ガスである。 

（1）イ      （2）ハ    （3）イ、ロ 

（4）イ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

問  2 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

イ． 冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしよう

とする者が、都道府県知事等の許可を受けなければなら

ない場合の１日の冷凍能力の最小の値は、冷媒ガスであ

る高圧ガスの種類に関係なく同じである。 

ロ. １日の冷凍能力が５トン未満の冷凍設備内におけるフ

ルオロカーボン（不活性のものに限る。）は、高圧ガス

保安法の適用を受けない。 

ハ. 専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者（機

器製造業者）が所定の技術上の基準に従って製造しなけ

ればならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、１

日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに

限られている。 

（1）イ     （2）ロ    （3）イ、ロ 

（4）イ、ハ   （5）ロ、ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問  3 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 

イ. 第一種製造者は、製造設備の冷媒ガスの種類を変更し

ようとするときは、その製造設備の変更の工事を伴わな

い場合であっても、都道府県知事等の許可を受けなけれ

ばならない。 

ロ. 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、

遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければな

らないが、高圧ガスの製造を廃止したときは、その旨を

届け出る必要はない。 

ハ. 冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうと

する者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、

事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け

出なければならない。 

（1）イ      （2）ロ     （3）ハ 

（4）イ、ロ    （5）イ、ハ 

 

 

問  4 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍に係る製造事業所

における冷媒ガスの補充用としての容器による高圧ガス

（質量が 1.5キログラムを超えるもの）の貯蔵の方法に

係る技術上の基準について一般高圧ガス保安規則上正し

いものはどれか。 

イ. 一般高圧ガス保安規則に定められている高圧ガスの貯

蔵の方法に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可

燃性ガス及び毒性ガスの２種類に限られている。 

ロ. 液化アンモニアの充塡容器及び残ガス容器の貯蔵は、

通風の良い場所で行わなければならない。 

ハ. 内容積が５リットルを超える充塡容器及び残ガス容器

には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止

する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。 

（1）イ      （2）ハ     （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

 



 

問  5 次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器（内

容積が 48リットルのもの）による冷凍設備の冷媒ガスの

補充用の高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について

一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。 

イ. 不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動すると

きは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない。 

ロ. 液化アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、

性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記

載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを

遵守させなければならない。 

ハ. 液化アンモニアを移動するときは、充塡容器及び残ガ

ス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷

を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはな

らない。 

（1）ロ     （2）ハ    （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ   （5）イ、ロ、ハ 

 

問  6 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍設備の冷媒ガスの

補充用の高圧ガスを充塡するための容器（再充塡禁止容

器を除く。）について正しいものはどれか。 

イ. 容器検査に合格した容器に刻印等すべき事項の一つに、

充塡すべき高圧ガスの種類がある。 

ロ. 容器の外面の塗色は高圧ガスの種類に応じて定められ

ており、液化アンモニアの容器の場合は、ねずみ色である。 

ハ. 液化アンモニアを充塡する容器にすべき表示の一つに、

その容器の外面にそのガスの性質を示す文字の明示があ

るが、その文字として「毒」のみの明示が定められてい

る。 

（1）イ     （2）ロ     （3）ハ 

（4）イ、ロ   （5）イ、ハ 

 

 

 

 

 

 

問  7 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍能力の算定基準に

ついて冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

イ. 吸収式冷凍設備の１日の冷凍能力は、発生器を加熱す

る１時間の入熱量をもって算定する。 

ロ. 圧縮機の原動機の定格出力の数値は、冷媒設備の往復

動式圧縮機を使用する製造設備の１日の冷凍能力の算定

に必要な数値の一つである。 

ハ. 蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、回転

ピストン型圧縮機を使用する製造設備の１日の冷凍能力

の算定に必要な数値の一つである。 

（1）イ     （2）ロ     （3）イ、ロ 

（4）イ、ハ   （5）ロ、ハ 

 

 

問  8 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの

製造をする第二種製造者について正しいものはどれか。 

イ. 第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始

の日の 20日前までに、その旨を都道府県知事等に届け出

なければならない。 

ロ. 第二種製造者は、製造設備の変更の工事を完成したと

き、許容圧力以上の圧力で行う所定の気密試験を行った

後に高圧ガスの製造をすることができる。 

ハ. 全ての第二種製造者は、冷凍保安責任者を選任しなく

てよい。 

（1）イ      （2）ロ     （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

 

 

問  9 次のイ、ロ、ハの記述のうち、第一種製造者が冷凍保

安責任者を選任しなければならない事業所における冷凍

保安責任者及びその代理者について正しいものはどれか。 

イ.  １日の冷凍能力が 90トンの製造施設を有する事業所に

は、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者で

あって、かつ、所定の経験を有する者のうちから冷凍保

安責任者を選任することができる。 

ロ.  定期自主検査において、冷凍保安責任者が旅行、疾病

その他の事故によってその検査の実施について監督を行

うことができない場合、あらかじめ選任したその代理者

にその職務を行わせなければならない。 

ハ.  選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、

新たな者を選任したときは、遅滞なく、その冷凍保安責

任者の解任及び選任について都道府県知事等に届け出な

ければならないが、冷凍保安責任者の代理者の解任及び

選任については届け出なくてよい。 

（1）イ      （2）ロ      （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

問 10 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの

製造をする第一種製造者（認定保安検査実施者である者

を除く。）が受ける保安検査について正しいものはどれか。 

イ. 保安検査の実施を監督することは、冷凍保安責任者の

職務の一つとして定められている｡ 

ロ. 製造施設のうち認定指定設備である部分は、保安検査

を受けなくてよい｡ 

ハ. 特定施設について、定期に、都道府県知事等、高圧ガ

ス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受け

なければならない｡ 

（1）ハ      （2）イ、ロ    （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 



 

問 11 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの

製造をする第一種製造者が行う定期自主検査について正

しいものはどれか。 

イ. 定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成

し、遅滞なく、これを都道府県知事等に届け出なければ

ならない｡ 

ロ. 定期自主検査は、３年以内に少なくとも１回以上行う

ことと定められている｡ 

ハ. 定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所

定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わ

なければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験

に係るものは除かれている｡ 

（1）イ     （2）ハ    （3）イ、ロ 

（4）イ、ハ   （5）ロ、ハ 

 

 

問 12 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの

製造をする第一種製造者が定めるべき危害予防規程及び

保安教育計画について正しいものはどれか。 

イ. 危害予防規程に記載しなければならない事項の一つに、

製造施設の保安に係る巡視及び点検に関することがある。 

ロ. 保安教育計画は、その計画及びその実行の結果を都道

府県知事等に届け出なければならない。 

ハ. 危害予防規程は、公共の安全の維持又は災害の発生の

防止のため必要があると認められるときは、都道府県知

事等からその規程の変更を命じられることがある。 

（1）イ     （2）ロ    （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ   （5）イ、ロ、ハ 

 

 

問 13 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製

造をする第一種製造者について正しいものはどれか。 

イ. その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、

又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事

等又は警察官に届け出なければならない。 

ロ. 事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があった場

合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置を

その帳簿に記載しなければならない。また、その帳簿は

製造開始の日から 10年間保存しなければならない。 

ハ. 高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となってい

る事態を発見したときは、直ちに、応急の措置を講じれ

ば、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若し

くは消防団員若しくは海上保安官に届け出る必要はない。 

（1）イ     （2）ロ     （3）イ、ロ 

（4）イ、ハ   （5）ロ、ハ 

 

 

 

 

 

問 14 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製

造をする第一種製造者（認定完成検査実施者である者を除

く。）が行う製造施設の変更の工事について正しいものは

どれか。 

イ. 特定不活性ガスであるフルオロカーボン 32を冷媒ガス

とする冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係

る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能

力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変

更の工事には該当しない。 

ロ. 製造施設の特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安

協会が行う完成検査を受け、これが所定の技術上の基準に

適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け

出た場合は、都道府県知事等が行う完成検査を受けなくて

よい。 

ハ. 冷媒設備に係る切断、溶接を伴う凝縮器の取替えの工

事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事等の許可を

受け、その完成後は、所定の完成検査を受け、これが技

術上の基準に適合していると認められた後でなければそ

の施設を使用してはならない。 

（1）ハ      （2）イ、ロ   （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニア

を冷媒ガスとする定置式製造設備（吸収式アンモニア冷

凍機であるものを除く。）である第一種製造者の製造施設

に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいもの

はどれか。 

イ. 製造施設の冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部

の位置は、冷媒ガスであるアンモニアの性質に応じた適

切な位置でなければならない。 

ロ. 製造施設には、その施設の規模に応じて、適切な消火

設備を適切な箇所に設けなければならない。 

ハ. 製造設備が専用機械室に設置されている場合は、冷媒

ガスであるアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、

速やかに除害するための措置を講じなくてよい。 

（1）イ      （2）ハ       （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

 



 

問 16 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備がアンモニア

を冷媒ガスとする定置式製造設備（吸収式アンモニア冷

凍機であるものを除く。）である第一種製造者の製造施設

に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいもの

はどれか。 

イ. 冷媒設備の受液器には、その周囲に、冷媒ガスである

液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止す

るための措置を講じなければならないものがあるが、そ

の受液器の内容積が１万リットルであるものは、それに

該当する。 

ロ. 冷媒設備の圧縮機を設置する室は、冷媒設備から冷媒

ガスであるアンモニアが漏えいしたときに、滞留しない

ような構造としなければならない。 

ハ. 冷媒設備の受液器にガラス管液面計を設ける場合には、

丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損

を防止するための措置のほか、受液器とその液面計とを

接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止す

るための措置を講じなければならない。 

（1）イ     （2）ハ    （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ   （5）イ、ロ、ハ 

 

問 17 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍保安規則に定める

第一種製造者の定置式製造設備である製造施設に係る技

術上の基準に適合しているものはどれか。 

イ. 冷媒設備の配管の完成検査における気密試験を、許容

圧力の 1.1倍の圧力で行った。 

ロ. 製造設備に設けたバルブ又はコックが操作ボタン等に

より開閉されるものであっても、作業員がその操作ボタ

ン等を適切に操作することができるような措置を講じな

かった。 

ハ. 配管以外の冷媒設備の完成検査において行う耐圧試験

を、水その他の安全な液体を使用することが困難である

と認められたので、窒素ガスを使用して許容圧力の 1.25

倍の圧力で行うこととした。 

（1）イ     （2）ロ     （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ   （5）イ、ロ、ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 次のイ、ロ、ハの記述のうち、製造設備が定置式製造

設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準

について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

イ. 冷媒設備には、その冷媒ガスの圧力が許容圧力の 1.5

倍を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻す

ことができる安全装置を設けなければならない｡ 

ロ. 冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑

油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、

その圧縮機の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設け

なければならない。 

ハ. 凝縮器には、その構造、形状等により耐震に関する性

能を有しなければならないものがあるが、横置円筒形の

凝縮器は、その胴部の長さにかかわらず、耐震に関する

性能を有すべき定めはない。 

（1）イ     （2）ロ     （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ   （5）イ、ロ、ハ 

 

問 19 次のイ、ロ、ハの記述のうち、第一種製造者の製造の

方法に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しい

ものはどれか。 

イ. 冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安

全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に

全開しておかなければならない。 

ロ. 冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、

その作業計画及びその作業の責任者を定め、修理又は清

掃はその作業計画に従うとともに、その作業の責任者の

監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその

旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなけ

ればならない。 

ハ. 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造

設備の態様に応じ、１日に１回以上その製造設備の属す

る製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、

その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行

わなければならない。 

（1）イ      （2）ロ    （3）イ、ハ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 

 

問 20 次のイ、ロ、ハの記述のうち、指定設備の認定に係る技

術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。 

イ. 製造設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止

め弁には、手動式のものを使用しなければならない。 

ロ. 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所

で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定

の耐圧試験に合格するものでなければならない。 

ハ. 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所

において、脚上又は一つの架台上に組み立てられていな

ければならない。 

（1）イ      （2）ハ    （3）イ、ロ 

（4）ロ、ハ    （5）イ、ロ、ハ 



 

〔保安管理技術〕 

次の各問について、正しいと思われる最も適切な答えをそ

の問の下に掲げてある（1）、（2）、（3）、（4）、（5）の選択肢

の中から 1個選びなさい。 

 

 

問  1 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍の原理などにつ

いて正しいものはどれか。 

イ. ブルドン管圧力計で指示される圧力は、管内圧力であ

る大気圧と管外圧力である冷媒圧力の差であり、この圧力

をゲージ圧力と呼ぶ。 

ロ. 液体１kg を等圧のもとで蒸発させるのに必要な熱量を、

蒸発潜熱という。 

ハ. 冷凍装置の冷凍能力に圧縮機の駆動軸動力を加えたも

のが、凝縮器の凝縮負荷である。 

ニ. 必要な冷凍能力を得るための圧縮機の駆動軸動力が小

さいほど、冷凍装置の性能が良い。この圧縮機の駆動軸

動力あたりの冷凍能力の値が、圧縮機の効率である。 

（1）イ、ロ   （2）ロ、ハ   （3）ハ、ニ 

（4）イ、ロ、ニ （5）イ、ハ、ニ 

 

 

 

 

問  2 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、熱の移動について正

しいものはどれか。 

イ. 冷凍装置に使用される蒸発器や凝縮器の伝熱量は、対

数平均温度差を使用すると正確に求められるが、条件によ

っては、算術平均温度差でも数％の差で求めることができ

る。 

ロ. 固体壁を隔てた流体間の伝熱量は、伝熱面積、固体壁

で隔てられた両側の流体間の温度差と熱通過率を乗じた

ものである。 

ハ. 固体壁と流体との熱交換による伝熱量は、固体壁表面

と流体との温度差、伝熱面積および比例係数の積で表され、

この比例係数を熱伝導率という。 

二. 熱の移動には、熱放射、対流熱伝達、熱伝導の三つの

形態が存在し、冷凍・空調装置で取り扱う熱移動現象は、

主に熱放射と熱伝導である。 

（1）イ、ロ   （2）イ、ニ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問  3 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍装置の冷凍能力、

軸動力、成績係数などについて正しいものはどれか。 

イ. 圧縮機の実際の駆動に必要な軸動力は、理論断熱圧縮

動力と機械的摩擦損失動力の和で表される。 

ロ. 圧縮機の全断熱効率が低下するほど、実際の圧縮機吐

出しガスの比エンタルピーは大きくなる。 

ハ. 実際の冷凍装置の成績係数は、理論冷凍サイクルの成

績係数に圧縮機の断熱効率と体積効率を乗じて求められ

る。 

二. 機械的摩擦損失仕事が熱となって冷媒に加わる場合、

実際のヒートポンプ装置の成績係数の値は、同一運転温

度条件における実際の冷凍装置の成績係数の値よりも常

に１の数値だけ大きい。 

（1）イ、ハ   （2）イ、ニ   （3）ロ、ニ 

（4）イ、ロ、ハ （5）ロ、ハ、ニ 

 

 

 

問  4 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷媒およびブライン

について正しいものはどれか。 

イ. R 290、R 717、R 744は、自然冷媒と呼ばれることがあ

る。 

ロ. 臨界点は、気体と液体の区別がなくなる状態点である。

この臨界点は飽和圧力曲線の終点として表される。臨界

点における温度および圧力を臨界温度および臨界圧力と

いう。 

ハ. 塩化カルシウムブラインの凍結温度は、濃度が 0  mass％

から共晶点の濃度までは塩化カルシウム濃度の増加に伴

って低下し、最低の凍結温度は－40 ℃である。 

二. 二酸化炭素は、アンモニア冷凍機などと組み合わせた

冷凍・冷却装置の二次冷媒（ブライン）としても使われ

ている。 

（1）イ、ハ   （2）イ、ニ   （3）ロ、ハ 

（4）イ、ロ、ニ （5）ロ、ハ、ニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問  5 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、圧縮機について正し

いものはどれか。 

イ. 開放圧縮機は、動力を伝えるための軸が圧縮機ケーシ

ングを貫通して外部に突き出ている。 

ロ. 一般の往復圧縮機のピストンには、ピストンリングと

して、上部にコンプレッションリング、下部にオイルリン

グが付いている。 

ハ. 多気筒の往復圧縮機の容量制御装置では、吸込み板弁

を開放することで、無段階制御が可能である。 

二. スクリュー圧縮機は、遠心式に比べて高圧力比での使

用に適しているため、ヒートポンプや冷凍用に使用され

ることが多い。 

（1）イ、ロ   （2）ロ、ハ   （3）ハ、ニ 

（4）イ、ロ、ニ （5）イ、ハ、ニ 

 

 

問  6 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、凝縮器および冷却塔

について正しいものはどれか。 

イ. シェルアンドチューブ凝縮器は、円筒胴と管板に固定

された冷却管で構成され、円筒胴の内側と冷却管の間に

圧縮機吐出しガスが流れ、冷却管内には冷却水が流れる。 

ロ. 二重管凝縮器は、冷却水を内管と外管との間に通し、

内管内で圧縮機吐出しガスを凝縮させる。 

ハ. 冷却塔の運転性能は、水温、水量、風量および湿球温

度によって定まる。また、冷却塔の出入口の冷却水の温

度差は、クーリングレンジといい、その値はほぼ５K程度

である。 

二. 蒸発式凝縮器は、空冷凝縮器と比較して凝縮温度が高

く、主としてアンモニア冷凍装置に使われている。 

（1）イ、ロ   （2）イ、ハ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）イ、ハ、ニ 

 

 

 

問  7 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、蒸発器および蒸発器

の除霜について正しいものはどれか。 

イ. 蒸発器における冷凍能力は、冷却される空気や水など

と冷媒との間の平均温度差、熱通過率および伝熱面積に

比例する。 

ロ. 大きな容量の乾式蒸発器では、蒸発器の冷媒の出口側

にディストリビュータを取り付けるが、これは多数の伝

熱管に冷媒を均等に分配するためである。 

ハ. 満液式蒸発器における平均熱通過率は、乾式蒸発器の

平均熱通過率よりも大きい。 

二. ホットガス除霜は、冷却管の内部から冷媒ガスの熱に

よって霜を均一に融解でき、霜が厚くなってからの除霜

に適した方法である。 

（1）イ、ハ   （2）イ、ニ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 

問  8 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、自動制御機器につい

て正しいものはどれか。 

イ. 温度自動膨張弁は、蒸発器出口冷媒蒸気の過熱度が一

定になるように、冷媒流量を調節する。 

ロ. 温度自動膨張弁の感温筒が外れると、膨張弁が閉じて、

蒸発器出口冷媒蒸気の過熱度が高くなり、冷凍能力が小

さくなる。 

ハ. キャピラリチューブは、冷媒の流動抵抗による圧力降

下を利用して冷媒の絞り膨張を行うとともに、冷媒の流

量を制御し、蒸発器出口冷媒蒸気の過熱度の制御を行う。 

二. 断水リレーとして使用されるフロースイッチは、水の

流れを直接検出する機構をもっている。 

（1）イ、ハ   （2）イ、ニ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 

 

問  9 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、附属機器について正

しいものはどれか。 

イ. 高圧受液器内には、常に冷媒液が保持されるようにし、

受液器出口から冷媒ガスが冷媒液とともに流れ出ないよ

うに、その冷媒の液面よりも低い位置に液出口管端を設け

る。 

ロ. 圧縮機から吐き出される冷媒ガスとともに、若干の冷

凍機油が一緒に吐き出されるので、小形のフルオロカーボ

ン冷凍装置でも、一般に、油分離器を設ける場合が多い。 

ハ. 冷凍機油は、凝縮器や蒸発器に送られると伝熱を妨げ

るので、液分離器を圧縮機の吸込み蒸気配管に設け、冷

媒蒸気と冷凍機油を分離する。 

二. サイトグラスは、冷媒液配管のフィルタドライヤの下

流に設置され、冷媒充填量の不足やフィルタドライヤの交

換時期などの判断に用いられる。 

（1）イ、ロ   （2）イ、ハ   （3）イ、ニ 

（4）ロ、ハ   （5）ハ、ニ 

 

問 10 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷媒配管について正

しいものはどれか。 

イ. 配管用炭素鋼鋼管（SGP）は、低温用の冷媒配管として、

－30 ℃ で使用できる。 

ロ. フルオロカーボン冷凍装置の配管でろう付け作業を実

施する場合、配管内に乾燥空気を流して、配管内に酸化

皮膜を生成させないようにする。 

ハ. 高圧冷媒液管内にフラッシュガスが発生すると、膨張

弁の冷媒流量が変動して、安定した冷凍作用が得られな

くなる。 

二. 圧縮機吸込み管の二重立ち上がり管は、容量制御装置

をもった圧縮機の吸込み管に、油戻しのために設置する。 

（1）イ、ロ   （2）イ、ハ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 



 

問 11  次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、安全装置について正

しいものはどれか。 

イ. 圧力容器などに取り付ける安全弁には、修理等のため

に止め弁を設ける。修理等のとき以外は、この止め弁を

常に閉じておかなければならない。 

ロ. 破裂板は、構造が簡単であるために、容易に大口径の

ものを製作できるが、比較的高い圧力の装置や可燃性ま

たは毒性を有する冷媒を使用した装置には使用しない。 

ハ. 圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、ピスト

ン押しのけ量の平方根に反比例する。 

二. 液封による事故は、低圧液配管で発生することが多く、

弁操作ミスなどが原因になることが多い。 

（1）イ、ロ    （2）イ、ニ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 

問 12 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、材料の強さおよび圧

力容器について正しいものはどれか。 

イ. JISの定める溶接構造用圧延鋼材 SM 400 Bの許容引張応

力は 100 Ｎ/ｍｍ２であり、最小引張強さは 400 Ｎ/ｍｍ２

である。 

ロ. 高圧部の設計圧力は、凝縮温度が基準凝縮温度以外の

ときには、最も近い下位の基準凝縮温度に対応する圧力

とする。 

ハ. フルオロカーボン冷媒は、プラスチック、ゴムなどの

有機物を溶解したり、その浸透によって材料を膨張させ

たりする。 

二. 圧力容器を設計するときは、一般に、材料に生じる引

張応力が、材料の引張強さの 1 2 ⁄ の応力である許容引張

応力以下になるようにする。 

（1）イ、ハ     （2）ロ、ニ   （3）イ、ロ、ハ 

（4）ロ、ハ、ニ （5）イ、ロ、ハ、ニ 

 

問 13 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、据付けおよび試験に

ついて正しいものはどれか。 

イ. 耐圧試験は、耐圧強度を確認するための試験であり、

被試験品の破壊の有無を確認しやすいように、体積変化

の大きい気体を用いて試験を行わなくてはならない。 

ロ. 真空試験は、法規で定められたものではないが、装置

全体からの微量な漏れを発見できるため、気密試験の前

に実施する。 

ハ. 圧縮機の据付けにおいて、圧縮機の加振力による動荷

重も考慮し、十分に質量をもたせたコンクリート基礎を

地盤に築き、固定する。 

二. 冷凍装置に使用する冷凍機油は、圧縮機の種類、冷媒

の種類などによって異なり、特に常用の蒸発温度に注意

して冷凍機油を選定する必要がある。 

（1）イ、ロ   （2）イ、ハ   （3）ロ、ハ 

（4）ロ、ニ   （5）ハ、ニ 

 

 

問 14 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍装置の運転など

について正しいものはどれか。 

イ. 外気温度が一定の状態で、冷蔵庫内の品物から出る熱

量が減少すると、冷凍装置における蒸発器出入口の空気

温度差は変化しないが、凝縮圧力は低下する。 

ロ. 冷凍装置を長期間休止させる場合、冷媒系統全体の漏

れを点検し、漏れ箇所を発見した場合は、完全に修理し

ておく。 

ハ. 蒸発圧力一定で運転中の冷凍装置において、往復圧縮

機の吐出しガス圧力が上昇した場合、吐出しガス温度も

上昇するが、圧縮機の体積効率は変化しない。 

二. 冷凍装置運転中における、水冷凝縮器の冷却水の標準

的な出入口温度差は、４〜６Ｋであり、標準的な凝縮温

度は、冷却水出口温度よりも３〜５Ｋほど高い温度であ

る。 

（1）イ、ハ   （2）イ、ニ    （3）ロ、ニ 

（4）イ、ロ、ハ （5）ロ、ハ、ニ 

 

問 15 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、保守管理について正

しいものはどれか。 

イ. 冷凍負荷が急激に増大すると、蒸発器での冷媒の沸騰

が激しくなり、蒸気とともに液滴が圧縮機に吸い込まれ、

液戻り運転となることがある。 

ロ. アンモニア冷凍装置の液封事故を防ぐため、液封が起

こりそうな箇所には、安全弁や破裂板を取り付ける。 

ハ. フルオロカーボン冷媒の大気への排出を抑制するため、

フルオロカーボン冷凍装置内の不凝縮ガスを含んだ冷媒

を全量回収し、装置内に混入した不凝縮ガスを排除した。 

二. フルオロカーボン冷凍装置において、冷凍機油の充填

には、水分への配慮は必要ないが、冷媒の充填には、水

分が混入しないように細心の注意が必要である。 

（1）イ、ロ     （2）イ、ハ   （3）イ、ニ 

（4）ロ、ハ   （5）ロ、ニ 



 

令和３年度高圧ガス製造保安責任者試験解答と解説 

 

（第三種冷凍機械 ）令和３年１１月１４日実施 

１.  解答 

[法令の解答 ] 

問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

解答 5 2 1 4 4 1 1 3 3 4 2 3 1 4 3 5 3 4 5 4 

 

[ 保安管理技術の解答 ] 

問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

解答 2 1 3 4 4 2 1 2 3 5 4 1 5 3 2 

 

２． 解説（解説文中で法令は、以下の省略記号で表しています。） 

     法：高圧ガス保安法、一般：一般高圧ガス保安規則、冷規：冷凍保安規則、容規：容器保安規則 

    省令：経済産業省令、 政令：高圧ガス保安法施行令 

 

[法令] 試験時間 ６０分（9:30～10:30） 

 

問 １ （５）イ、ロ、ハ 

イ. ○ 高圧ガス保安法第１条（目的）にて、高圧ガスによ

る災害を防止して公共の安全を確保する目的のため、

民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保

安に関する自主的な活動を促進することを定めている。 

ロ. ○ 法第 2条第 1号（定義）により、温度  35度において

圧力が１メガパスカル以上となる圧縮ガスは高圧ガス

である。 

イ. ○ 法第 2条第 3号（定義）により、圧力が 0.2 メガパス

カルとなる場合の温度が 35 度以下である液化ガスは、

高圧ガスである。 

 

問 ２ （２）ロ 

イ．× 法第 5条第 1項第 2号（製造の認可等）及び政令第 4  

条により、１日の冷凍能力がフルオロカーボン及びア

ンモニアを冷媒ガスとする設備にあっては 50トン以上、

フルオロカーボン及びアンモニア以外を冷媒ガスとす

る設備にあっては 20トン以上と、高圧ガスの種類によ

って異なる。 

ロ. ○ 法第 3 条第 1 項第 8 号（適用除外）で規定されてい

る政令第 2 条第 3 項第 4 号により、１日の冷凍能力が

５トン未満の冷凍設備内における不活性フルオロカー

ボンは、高圧ガス保安法の適用を受けない。 

ハ. × 冷規 63条（冷凍設備に用いる機器の指定）にて、法

第 57条（冷凍設備に用いる機器の製造）で定める技術

上の基準は、もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、

１日の冷凍能力が３トン以上（不活性フルオロカーボ

ンにあっては、５トン以上。）の冷凍機に用いるものと

定められている。 

 

 

 

問 ３ （１）イ 

イ．○ 法第 14条第 1項（製造のための施設等の変更）によ

り、記述は正しい。 

ロ. × 法第 21条（製造等の廃止等の届出）により、第一種

製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したと

きは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

ハ. × 法第 20 条の 4（販売事業の届出）により、販売所ご

とに、事業開始の日の二十日前までに、その旨を都道

府県知事に届け出なければならない。 

 

 

問 ４ （４）ロ、ハ 

イ. × 法 15条第 1項（貯蔵）、一般規第 18条第 1 号～第 3

号（貯蔵の方法に係る技術上の基準）、にて、省令で

定める容量を超えるものは、可燃性ガス、毒性ガス以

外であっても、省令で定める技術上の基準に従って貯

蔵しなければならない。 

ロ. ○ 法 15 条第 1 項、一般規第 18 条第 2 号イにて、可燃

性ガス又は毒性ガス（液化アンモニアが該当）の貯蔵

について定められている。 

ハ. ○ 法 15条第 1項、一般規第 6 条第 2 項第 8号トにて、

充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ

の損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いを

しないことと定められている。 

 

 

 

 

 

 



 

問 ５ （４）ロ、ハ 

イ. × 法第 23条（移動）第 1項にて、「高圧ガスを移動す

るには、その容器について、経済産業省令で定める保

安上必要な措置を講じなければならない」と定められ

ており、省令で定める技術上の基準は、一般規第 49条 

（車両に固定した容器）、第 50条（その他の場合）で

規定されている。 

ロ. ○ 一般規第 49 条第 1 項第 21号により、記述は正しい。 

ハ. ○ 一般規第 50 条第 4 号により、記述は正しい。 

 

問 ６ （１）イ 

イ.  ○ 法第 45 条（刻印等）第 1 項、容規第 8 条 第 1 項、

第 3号により、記述は正しい。 

ロ. × 法第 46 条（表示）第 1 項、容規第 10 条第 1 項第 1

号表により、液化アンモニアは「白色」の塗色で、液

化フルオロカーボンは「ねずみ」色となる。 

ハ. × 法第 46条第 1項、容規第 10条第 1項 第 2号ロにて、

高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあっては、

当該高圧ガスの性質を示す文字（可燃性ガスにあって

は「燃」、毒性ガスにあっては「毒」）と定められてい

る。液化アンモニアの充填容器には「燃」及び「毒」

の明示がされる。 

 

 

問 ７ （１）イ 

イ．○ 冷規第 5条第 2号にて、吸収式冷凍設備にあっては、

発生器を加熱する１時間の入熱量をもつて１日の冷凍

能力 1トンとすると定められている。 

ロ. × 冷規第 5 条第 1 号により、圧縮機の原動機の定格出

力の数値は、遠心式圧縮機を使用する製造設備の１日

の冷凍能力の算出に必要な数値であり、往復動式圧縮

機の冷凍能力の算定に必要な数値ではない。 

ハ. × 冷規第 5 条第 3 号により、蒸発器の冷媒ガスに接す

る側の表面積の数値は、自然環流式冷凍設備及び自然

循環式冷凍設備を使用する製造設備の１日の冷凍能力

の算定に必要な数値の一つであり、回転ピストン型圧

縮機の冷凍能力の算定に必要な数値ではない。 

 

問 ８ （３）イ、ロ 

イ. ○ 法第 5条第 2項（製造の許可等）により、製造開始

の日の 20日前までに、その旨を都道府県知事等に届け

出なければならない。 

ロ. ○ 法第 12 条第 2 項、冷規第 14 条第 1 号により、気密

試験を行った後に高圧ガスの製造をすることができる。 

ハ. × 法第 27条の 4第 1 項（冷凍保安責任者）にて、第二

種製造者は、事業所ごとに、製造保安責任者免状の交

付を受けている者であって、高圧ガスの製造に関する

経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、

職務を行わせなければならないと定められている。但

し、１日の冷凍能力が３トン未満の場合は該当しない。 

 

問 ９ （３）イ、ロ 

イ. ○ 1 日の冷凍能力が 100 トン未満の製造施設にあって

は、法第 27 条の 4 第 1 項、冷規 36 条第 1 項により、

冷凍保安責任者を選任しなければならない。 

ロ. ○ 法 33条第 2項（保安統括者等の代理者）により、代

理者を任命し、冷凍保安責任者が職務を行うことがで

きない場合に、その職務を代行させなければならない。 

ハ. × 法第 27 条の 4（冷凍保安責任者）第 2 項、法第 27

条の 2 第 5 項準用にて、冷凍保安責任者の解任の届出

が定められており、法第 33条第 3項で、冷凍保安責任

者の代理人の解任についても、同様に届出が定められ

ている。 

 

問 １０ （４）ロ、ハ 

イ. × 定期自主検査は、冷凍保安責任者が監督しなければ

ならないが、保安検査は都道府県知事が行うので、監

督する規定がない。 

ロ. ○ 法第 35条（保安検査）第 1項により、特定施設は保

安検査の対象となるが、冷規第 40条第 1項第 2号にて

認定指定設備は特定施設に含まれないと定められてお

り、保安検査を受けることを要しない。 

ハ. ○ 法第 35条第 1項第 1号により、特定施設は保安検査

を受けなければならない。 

 

問 １１ （２）ハ 

イ. × 定期自主検査は、法 35条の 2（定期自主検査）、冷規

第 44条第 5項により、所定の検査記録を作成し、これ

を保存しなければならないが、都道府県知事への届出

の定めはない。 

ロ. × 法 35条の 2、冷規第 44条第 3項にて、定期自主検査

は、１年に１回以上行うことと定められている。 

ハ. ○ 法 35条の 2、冷規第 44条第 3項にて、定期自主検査

は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の

基準（耐圧試験に係るものを除く。）に適合している

かどうかについて行われる。 

 

 

 

問 １２ （３）イ、ハ 

イ. ○ 法第 26条（危害予防規定）第 1項、冷規第 35条第 2

項第 4号にて、記載しなければならない細目の一つに、

製造施設の保安に係る巡視及び点検項目がある。 

ロ. × 法第 27条（保安教育）第 1項にて、従業者に対する

保安教育計画の計画、第 3 項にて、その実行が定めら

れているが、保安教育計画及び実行結果を都道府県知

事に届け出る定めはない。 

ハ. ○ 法第 26条第 1項第 2号により、都道府県知事は、公

共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があ

ると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずること

ができる。 



 

問 １３ （１）イ 

イ. ○ 法第 63 条（事故届）第 1 項 第 2 号により、高圧ガ

ス又は容器の喪失/盗難時は、遅滞なく、その旨を都道

府県知事等又は警察官に届け出なければならない。 

ロ. × 冷規第 65 条（帳簿）にて、法第 60 条（帳簿）第 1

項の規定により、帳簿を備え、記載の日から１０年間保

存しなければならないと定められている。 

ハ. × 法第 36条（危険時の措置及び届出）第 1項にて、災

害の発生の防止のための応急の措置が定められており、

第 2 項にて、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察

官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に

届け出なければならないと定められている。 

 

問 １４ （４）ロ、ハ 

イ. × 法第 14 条第 1 項、冷規第 17 条（第一種製造者に係

る軽微な変更の工事等）第 1項 第 2号により、製造設

備の取替え（可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷

媒設備の取替えを除く。）の工事（冷媒設備に係る切断、

溶接を伴う工事を除く。）であって、当該設備の冷凍能

力の変更を伴わないものに該当するので、軽微な変更

の工事となる。 

ロ. ○ 法第 20条（完成検査）第 3項第 1号にて、高圧ガス

保安協会が行う完成検査を受け、これが所定の技術上

の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県

知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う完成

検査を受けなくてよいと定められている。 

ハ. ○ 冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事は、特定変更

工事に該当するので、法第 20条第 3項により、完成検

査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認

められた後でなければ、使用してはならない。 

 

問 １５ （３）イ、ロ 

イ. ○ 冷規第 7 条（定置式製造設備に係る技術上の基準）

第 1項第 9号により、記述は正しい。 

ロ. ○ 冷規第 7条第 1項第 12号により、記述は正しい。 

ハ. × 冷規第 7 条第 1 項第 16号にて、毒性ガス（アンモニ

ア）の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安

全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずるこ

とと定められている。 

 

問 １６ （５）イ、ロ、ハ 

イ. ○ 冷規第 7 条（定置式製造設備に係る技術上の基準）

第 1 項第 13 号にて、受液器の内容積が 10,000 リット

ル以上と定められている。 

ロ. ○ 冷規第 7条第 1項第 3号により、記述は正しい。 

ハ. ○ 冷規第 7 条第 1 項第 10 号及び第11号により、記述は

正しい。 

 

 

 

問 １7 （３）イ、ハ 

イ. ○ 冷規第 7 条第 1 項第 6 号にて、冷媒設備の気密試験

は、許容圧力以上の圧力で行うと定められており、許

容圧力の 1.1倍であるので、記述は正しい。 

ロ. × 冷規第 7条第 1項第 17号にて、製造設備に設けたバ

ルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコック

を適切に操作することができるような措置を講ずるこ

と定められている。 

ハ. ○ 冷規第 7条第 1項第 6号により、記述は正しい。 

 

 

 

 

問 １８ （４）ロ、ハ 

イ. × 冷規第 7 条第 1 項第 8 号にて、冷媒設備には、当該

設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直

ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設け

ることと定められている。圧力が許容圧力を超えた場

合であって、設問の許容圧力の 1.5倍ではない。 

ロ. ○ 冷規第 7条第 1項第 7号により、記述は正しい。 

ハ. ○ 冷規第 7 条第 1 項第 5 号にて、耐震に関する性能に

おいては、縦置円筒形の凝縮器は胴部の長さが 5 メー

トル以上のものに限るとの定めはあるが、横置円筒形

の凝縮器は、耐震に関する性能を有すべき定めはない。 

 

 

 

問 １９ （５）イ、ロ、ハ 

イ. ○ 冷規第 9 条（製造の方法に係る技術上の基準）第 1

号 にて、安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開

しておくことと定められている。 

ロ. ○ 冷規第 9 条第 3 号イにて、修理等をするときは、あ

らかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を

定めることされており、修理等とは「修理又は清掃」

であるので、清掃の場合も含まれる。 

ハ. ○ 冷規第 9 条第 2 号にて、高圧ガスの種類及び製造設

備の態様に応じ、１日に１回以上の製造設備の異常の

有無の点検が定められている。 

 

 

問 ２０ （４）ロ、ハ 

イ. × 冷規第 57 条（指定設備に係る技術上の基準）第 12

号にて、日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め

弁には、手動式のものを使用しないことと定められて

いる。 

ロ. ○ 冷規第 57 条第 4 号、冷規第 7 条第 1 項 第 6 号によ

り、記述は正しい。 

ハ. ○ 冷規第 57条第 3号により、記述は正しい。 

 

 



 

 [保安管理技術] 試験時間 ９０分（11:10～12:40） 

 

問 １ （２）ロ、ハ 

イ.  × ブルドン管圧力計で指示される圧力は、管内圧力 管

外圧力である大気圧と管外圧力 管内圧力である冷媒

圧力の差であり、この圧力をゲージ圧力と呼ぶ。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. × 必要な冷凍能力を得るための圧縮機の駆動軸動力が

小さいほど、冷凍装置の性能が良い。この圧縮機の駆

動軸動力あたりの冷凍能力の値を、圧縮機の効率 成績

係数という。（成績係=冷凍能力 圧縮機の駆動軸動力⁄ ） 

問 ２ （１）イ、ロ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 固体壁と流体との熱交換による伝熱量は、固体壁表

面と流体との温度差、伝熱面積および比例係数の積で

表され、この比例係数を熱伝導率 熱伝達率という。 

ニ. × 熱の移動には、熱放射、対流熱伝達、熱伝導の三つ

の形態が存在し、冷凍・空調装置で取り扱う熱移動現

象は、主に熱放射と熱伝導 対流熱伝達と熱伝導である。 

問 ３ （３）ロ、ニ 

イ. × 圧縮機の実際の駆動に必要な軸動力は、理論断熱圧

縮動力 蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損

失動力の和で表される。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 実際の冷凍装置の成績係数は、理論冷凍サイクルの

成績係数に圧縮機の断熱効率と体積効率 機械効率を

乗じて求められる。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

問 ４ （４）イ、ロ、ニ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 塩化カルシウムブラインの凍結温度は、濃度が 0  

mass％から共晶点の濃度までは塩化カルシウム濃度

の増加に伴って低下し、最低の凍結温度は－40 ℃  

－50 ℃である。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

問 ５ （４）イ、ロ、二 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 多気筒の往復圧縮機の容量制御装置では、吸込み板

弁を開放することで、無段階制御 作動気筒数を減らす

ことにより、段階的に制御が可能である。 

二. ○ 記述は正しい。 

 

 

 

 

 

問 ６ （２）イ、ハ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × 二重管凝縮器は、冷却水を内管と外管との間に通し、

内管内 冷却水を内管内に通し、内管と外管との間で圧

縮機吐出しガスを凝縮させる。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. × 蒸発式凝縮器は、空冷凝縮器と比較して凝縮温度が

高く 低く、主としてアンモニア冷凍装置に使われてい

る。 

 

問 ７ （１）イ、ハ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × 大きな容量の乾式蒸発器では、蒸発器の冷媒の出口

側 入口側にディストリビュータを取り付ける。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. × ホットガス除霜は、冷却管の内部から冷媒ガスの熱

によって霜を均一に融解でき、霜が厚くなってから 霜

が厚くなる前に行う除霜に適した方法である。 

 

問 ８ （２）イ、ニ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × 温度自動膨張弁の感温筒が外れると、膨張弁が閉じ

て 開いて、蒸発器出口冷媒蒸気の過熱度が高く 低く

なり、液戻りが発生する。 

ハ. × キャピラリチューブは、冷媒の流動抵抗による圧力

降下を利用して冷媒の絞り膨張を行う細管であるが、

冷媒の流量を制御し、蒸発器出口冷媒蒸気の過熱度の

制御を行う機能はない。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

問 ９ （３）イ、二 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × 小形のフルオロカーボン冷凍装置では、一般に、油

分離器を設けない場合が多い。油分離器は大型や低温

用のフルオロカーボン冷凍装置、アンモニア冷凍装置

に用いられることが多い。 

ハ. × 冷凍機油は、凝縮器や蒸発器に送られると伝熱を妨

げるので、液分離器を圧縮機の吸込み蒸気配管 吐出し

配管に設け、冷媒蒸気と冷凍機油を分離する。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

 

 

 

 

 

 



 

問 １０ （５）ハ、ニ 

イ. × 配管用炭素鋼鋼管（SGP）の使用温度は－15～350℃

である。 

ロ. × フルオロカーボン冷凍装置の配管でろう付け作業を

実施する場合、配管内に乾燥空気 窒素ガスを流して、

配管内に酸化皮膜を生成させないようにする。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

問 １１ （４）ロ、ニ 

イ. × 圧力容器などに取り付ける安全弁には、修理等のた

めに止め弁を設ける。修理等のとき以外は、この止め

弁を常に閉じて 開けておかなければならない。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、ピス

トン押しのけ量の平方根に反比例 比例する。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

問 １２ （１）イ、ハ、 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × 高圧部の設計圧力は、凝縮温度が基準凝縮温度以外

のときには、最も近い下位 上位の基準凝縮温度に対応

する圧力とする。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. ×圧力容器を設計するときは、一般に、材料に生じる引

張応力が、材料の引張強さの1/2 1/4 の応力である許

容引張応力以下になるようにする。 

 

問 １３ （５）ハ、ニ 

イ. × 耐圧試験は、耐圧強度を確認するための試験であり、

被試験品の破壊の有無を確認しやすいように、体積変

化の大きい気体 小さい気体を用いて試験を行わなく

てはならない。 

ロ. × 真空試験は、法規で定められたものではないが、装

置全体からの微量な漏れを発見できるため、気密試験

の前に 後に実施する。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 １４ （３）ロ、二 

イ. × 外気温度が一定の状態で、冷蔵庫内の品物から出る

熱量が減少すると、冷凍装置における蒸発器出入口の

空気温度差は変化しないが 減少し、凝縮圧力は低下す

る。 

ロ. ○ 記述は正しい。 

ハ. × 蒸発圧力一定で運転中の冷凍装置において、往復圧

縮機の吐出しガス圧力が上昇した場合、吐出しガス温

度も上昇するが、圧縮機の体積効率は変化しない 低下

する。 

ニ. ○ 記述は正しい。 

 

問 １５ （２）イ、ハ 

イ. ○ 記述は正しい。 

ロ. × アンモニア冷凍装置の液封事故を防ぐため、液封が

起こりそうな箇所には、除害設備内に放出管の開口部

を設けた安全弁を取り付ける。破裂板は可燃性ガス又

は毒ガスには使用してはならないので、アンモニア冷

凍装置には取り付けてはならない。 

ハ. ○ 記述は正しい。 

ニ. × フルオロカーボン冷凍装置において、冷凍機油の充

填には、水分への配慮は必要ない 水分が混入すると冷

凍機油を乳化させ潤滑を阻害し、冷媒の充填の際にも、

水分が混入しないように細心の注意が必要である。 


