
判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　４点

（３） 「航法ログ」は提出する必要はありません。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P1

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２５題　２時間題数及び時間定期運送用操縦士（飛）

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航　法 〔科目コード：０１〕科　目

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎

Ａ１ＡＡ０１０９３０

◎

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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（４）カテゴリーD・・・・・ 2 ．5nm

Ａ空港から３１３nm　ＥＴＡ：１４時３４分
Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時２５分（３）

（４）Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時３８分

問 4 日本時間の１３時３０分に航空機がＡ空港をＴＣ０８０ﾟ で出発し、7００nm先の
Ｂ空港に向かう場合のＥＴＰ（等時点）について正しいものはどれか。

（１）Ａ空港から３１３nm　ＥＴＡ：１４時２２分
ただし風は３００ﾟ ／４５kt、ＴＡＳ３３０ktとし、上昇降下は考えないものとする。

（２）

問 2 周回進入区域における航空機区分と滑走路末端中心からの半径で誤りはどれか。
（１）

問 3 同時平行ＩＬＳ進入について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～

（ｄ）各進入復行経路は 30ﾟ 以上分岐して設定するものとする。

（ｄ）
（１） 正 誤 正 正

（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）最終進入経路の滑走路中心線相互間の間隔は、4,300ft 以上分離しているものと

（ｂ）不可侵区域とは各最終進入経路から等距離に位置する 2,000ft 以上の幅を有する
する。

問 1 航空図についての記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中
で正しいものはどれか。

（ａ）ランバート航空図において子午線と平行圏の接線は直交する。
（ｂ）ランバート航空図は距離誤差が極めて小さく、高緯度地方の中距離用として使用さ

メルカトール航空図においては子午線が平行であるため航程線が直線となる。

れる。
（ｃ）メルカトール航空図においては子午線が平行であるため極を表すことができない。

カテゴリーC・・・・・ 2 ．0nm

カテゴリーＡ・・・・・１．2nm
カテゴリーB・・・・・ １．5nm

（ｄ）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
正

（２） 誤 正 誤 誤
（１） 正 誤 正

誤
（４） 正 正 正 正
（３） 正 誤 正

（２）
（３）

区域をいう。
（ｃ）グライドスロープへの会合高度相互間に最低 500ft の垂直間隔を設定する。

（ａ） （ｂ） （ｃ）

正
（３） 正 正 誤 誤
（２） 正 正 誤

（４） 誤 正 正 正
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７

で正しいものはどれか。
問 5

問

（２）
（３）

約４２４ｋｔ

約３４０ｋｔ

（４）

約２８６ｋｔ

約３８０ｋｔ

（１）

気圧高度２０,０００ｆｔ、外気温度－３０℃の大気中を、ＩＡＳ２８０ktで飛行中の
航空機のＴＡＳで正しいものはどれか。

飛行中の錯覚について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中

（ａ）進入時、風防に当たる雨は、より高い高度にあるように見せかける錯覚の原因とな
る。

（ｂ）高さを判定する灯火が、わずかしかない地域の上空を飛行する場合、平常よりも高
い進入になりがちである。

（ｃ）通常より広い幅の滑走路に進入するときは、飛行機が実際の高さよりも低い高度に

（ｄ）霧の中に入ると機首が下がっているような錯覚に捉われる。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
誤

（２） 正 正 誤 誤
（１） 誤 誤 正

正
（４） 誤 正 正 誤
（３） 誤 正 正

あるような錯覚を生じ易い。

問 6 ＩＬＳ運用について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で
正しいものはどれか。

（ａ）滑走路の中心線とローカライザコースの中心線が、５ﾟ 以内の範囲でオフセット
している場合に限り、オフセットローカライザーのＩＬＳとして運用される。

（ｂ）ローカライザーコースの幅は、コースの中心線から左右に３．０ﾟ ずつの計６ﾟ で
ある。

（ｃ）グライドスロープの角度は、２．５ﾟ 以上３．５ﾟ 以下（ＣＡＴⅡ／Ⅲ運航では
最大３ﾟ ）とされている。

（ｄ）真高度は、標準大気の気温より１０℃低下につき約４％気圧高度より低くなるため、
特定の気圧高度を維持してグライドスロープに会合しても、会合地点が一定ではな
いことがある。

（ｄ）
（１） 誤 誤 正 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

誤
（３） 正 誤 正 正
（２） 正 正 誤

（４） 誤 正 正 誤
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RNAV経路は原則としてレーダー覆域のみに設定されレーダー管制が提供される

（４）

（３）
入する。

問 ９ RNAV（広域航法）の記述で誤りはどれか。

（４） 誤 正 誤

パイロットはRNAV経路を飛行中に求められる航法要件を満足しない事態が生じ

（１）国内空域の航空路部分に設定されているRNAV経路はRNAV5の基準に基づいて

正

場合に限定して運用される。

（３） 誤 誤 正
（２） 正 正

RNAV経路の飛行を計画する航空機は、飛行計画書第１０項に「Ｗ」の文字を記
いる。

（ｄ）
誤
誤
正
正

（ａ） （ｂ） （ｃ）
（１） 正 正 誤

（ｃ）夜間にあって「進入灯および滑走路灯」が運用されている場合、地上視程通報値が
500m であれば CMV は 750m である。

「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密進入方式」「周回進入」「離陸」「代替飛行場」である。

（２）

は、「進入灯および滑走路灯」「滑走路灯」「前記以外の場合」に分類される。
（ｂ）最低気象条件に対して地上視程通報値のCMVへの変換が適用されない場合は

（ａ）地上視程通報値を CMV に変換する場合に関係する運用中の航空灯火の運用状態

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
問 10 地上視程通報値のＣＭＶへの変換について（ａ）～（c）の正誤の組み合わせについて

たときは、管制機関にその旨を報告しなければならない。

（ａ）離陸の最低気象条件は滑走路視距離（RVR）とし、RVR が利用できない場合のみ

問 8 最低気象条件について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中
で正しいものはどれか。

飛行視程とする。ただし、これらに加え雲高を組み合わせる場合がある。
（ｂ）進入継続の可否判断は、最終進入フィックス、アウターマーカー、飛行場標高から

1,000ft の地点、またはその他、特に認められたいづれかの地点でおこなう。
（ｃ）進入限界高度において適切な目視物標を視認し、継続的に識別の維持が可能である

場合のみ、進入限界高度未満へ着陸のための進入を行うことができる。
（ｄ）進入継続の可否判断に、適用される最低気象条件は RVR とし、RVR が利用でき

ない場合のみ、地上視程換算値（CMV）とする。周回進入にあっても RVR が適
用される。

（１） 正 正 誤
（ａ） （ｂ） （ｃ）

（３） 正 誤 正
（２） 誤 正 正

（４） 誤 正 正
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（ｄ）周回進入の場合にあっては、周回進入のMDHに等しい雲高（100ft 単位に切り

出発飛行場に対する代替飛行場のための最低気象条件について（ａ）～（ｄ）の正誤の

上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

　直線着陸の基準は、VOR/NDB により最終進入を行う場合、無線施設が飛行場内（

（ｃ）非精密進入方式の場合にあっては、非精密進入方式の MDH に 200ft を加えた雲
高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件に対して 1,000m を加えた地上

（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、それぞれCAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方

（ｂ）CAT－Ⅰ精密進入方式の場合にあっては、非精密進入方式の MDH に等しい雲高

（ａ）
式の最低気象条件の値に等しい地上視程

問 11
組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

中で正しいものはどれか。

誤 誤
（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（１） 正 正

問 12 直線着陸の基準で、下線（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の

視程

誤
（３） 正 誤 誤 正
（２） 誤 正 正

正（４） 誤 誤 正

着陸面から１ＮＭ以内）に設置されている場合で、無線施設に向っての最終進入経路が
滑走路中心線の延長線と交差する場合は、滑走路進入端の手前（a）1,400m 以上離れ
た位置での滑走路中心線の延長線と最終進入経路との交角が航空機区分 A および B で
は30ﾟ 以下、その他の区分では（b）10ﾟ以下であること。
　上記と同じ無線施設の設置状態で、無線施設に向っての最終進入経路が滑走路中心線
の延長線と交差しない場合は、最終進入経路と滑走路中心線の延長線との間隔が滑走路

（ｄ）

進入端の手前 1,400m の地点において（c）150m 以下であること。また、最終進入
経路のオフセットは（d）5ﾟ以下であること。

（ａ） （ｂ） （ｃ）
正

（２） 正 正 正 正
（１） 正 誤 正

誤
（４） 誤 誤 誤 正
（３） 誤 正 正
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おいて RVSM 適合機相互間に適用される。

本来2,000フィートの垂直間隔を1,000フィートに縮小して運用する方式である。（ａ）

（１）

（ｄ）

（ｄ）

（３）

（４）ランディングコンフィギュレーションにおいては当該警報は使用できない。

問

問 13

（１）
EGPWS の記述で誤りはどれか。15

険度に応じて色分け表示される。

従来の GPWS の欠点を改良し、高度な計算方式と全地球規模の地形データベース

（２）航空機の位置情報とデータベースを比較検証し気象レーダーやEFIS画面にその危

ホールディングプロシージャーについて（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）セクター３エントリーはフィックス通過と同時にホールディングパターンの旋回方

ングインバゥンドに乗るか、あるいはホールディングフィックスに向かう。
または距離を飛行した後にホールディングパターン内に向け旋回して、ホールディ

（ｂ）セクター2エントリーはフィックス通過と同時にホールディングインバゥンドの反

ングインバゥンドに会合する。

方位のコースからホールディングパターン側に30ﾟのコースをトラッキングし、
定められた時間またはDME距離／ラジアルまで飛行した後に旋回してホールディ

（ｃ）セクター１エントリーはフィックス通過と同時にホールディングパターンの旋回方
向と同一方向に旋回し、アウトバゥンドのヘディングに向ける。

（ｄ）ホールディングフィックスに到達した時のヘディングが象限の境目付近であるとき

航空機が赤で表示された地形に向かって飛行した場合、衝突予測時刻の 60 ～ 40

は、それが５ﾟ以内ならばどちらの方式を使用してもさしつかえない。

（ｄ）
（１） 正 正 正 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

正
（３） 誤 正 誤 正
（２） 正 誤 正

誤（４） 誤 誤 誤

（ｂ）福岡 FIR 全域で、フライトレベル 290 以上フライトレベル 450 以下の高度に

向と反対方向に旋回し、ホールディングインバゥンドの反方位で、定められた時間

問 14 RVSM（短縮垂直間隔）について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）
～（４）の中で正しいものはどれか。

誤

（ｃ）福岡 FIR 全域で、フライトレベル 290 以上の空域では原則として VFR による
飛行は禁止されている。
飛行にあたっては飛行計画の第１０項に「Ｗ」の文字を記入する。

（ａ） （ｂ） （ｃ）
正 正 正

誤 正
（２） 正 誤 正

秒前に接近の警報が、30 ～ 20 秒前に回避のための警告が音声で発出される。

誤 誤（４） 正

の組み合わせにより前方の地形に対する警報を効果的に発出することができる。

正
（３） 誤 正

正
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［飛行計画問題］

那覇空港（ＲＯＡＨ）から米子空港（ＲＪＯＨ）への計器飛行方式による航法ログを
完成させて下記の問１６～問２５に答えよ（問１７から問２５においては（１）から
（４）の中で最も近いものを選ぶこと）。ただし、航空機はターボファン発動機を装
備した双発の飛行機とし、既記入のものはすべて間違いないものとする。

（１） 　離陸予定時刻（ＥＴＤ）
　平成21年3月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
ＲＯＡＨ（ＮＨＣ）～ＯＮＣ～ＢＯＭＡＰ～ＨＫＣ～ＴＡＥ～ＩＷＣ～ＲＪＯＨ

（３） 　高　　度
　①　上昇可能な最高高度まで上昇し、巡航するとして計画する。
　②　STEP  UPは２,０００ｆｔ毎に時間は２分、燃料は３００ｌｂｓを
　　　それぞれ加算すること。ただし、STEP  DOWNは行わない。

（４） 　代替空港
　大阪国際空港（ＲＪＯＯ）

（５） 　代替空港までの経路
　ＲＪＯＨ～ＹＭＥ～ＯＷＥ上空とし、13,000ft の一定高度で飛行し
　上昇、降下は考えない。

（６） 　燃　　料
　HOLDING  FUELは、代替飛行場上空 450ｍ の高度で 30 分間待機す
　ることができる燃料の量とする。
　CONTINGENCY  FUEL（不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示
　で定める燃料の量）は、1,000lbs とする。
　TAXI  FUEL は無視する。

（７） 　離陸重量
　93,000lbs

（８） 　その他
　①　出発空港及び目的空港の標高は ０feet とする。
　②　与えられた航法 DATA を使用すること。

（１）１４時２３分（日本時間）

１４時３５分（日本時間）（４）

（２）１４時２７分（日本時間）
（３）１４時３１分（日本時間）

航法ログ作成において STEP UP について正しい記述はどれか。

（４）HKC - TAE 間で STEP UP が行われる。
（３）BOMAP - HKC 間で STEP UP が行われる。

米子空港の予定到着時刻（ ETA ）は次の内のどれか。問 17

問 16

（２）ONC - BOMAP 間で STEP UP が行われる。
（１）STEP UP は行われない。
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問 18

０２６°
（４）０３２°

（２）０２０°

（３）２，３８０lbs
（２）

（４）２，４８０lbs

（３）

２，２８０lbs

米子空港から代替飛行場までの必要燃料は次の内どれか。
（１）２，１８０lbs

問 20

（３）１７，６００lbs
（４）１７，９００lbs

（１）１７，０００lbs
（２）１７，３００lbs

この飛行に必要とする最少搭載燃料の量はどれか。問 19

（４）１２，７００lbs

（２）１２，１００lbs
（３）１２，４００lbs

（１）１１，８００lbs
米子空港までの予定消費燃料は次の内どれか。

（１）０１０°
問 21 BOMAP の 10nm 手前の磁方位（ MH ）はどれか。

問 22 HKC から TAE までの ZONE TIME は次の内どれか。
（１）２２分
（２）２４分
（３）２６分
（４）２８分

問 23 BOMAP から HKC までの ZONE FUEL は次の内どれか。
（１）      ９１０lbs
（２）１，２４０lbs
（３）１，６５０lbs

（１）

（４）１，９５０lbs

問 24 目的地空港での予想着陸重量は次の内どれか。

問 25 TOD（降下開始点）は IWC から次の内どの距離にあるか。

８０，１００lbs
（２）８０，５００lbs

８１，３００lbs
（３）８０，９００lbs
（４）

（４）IWC から TAE 寄りで 18nm の距離

（１）IWC から RJOH 寄りで 48nm の距離
（２）IWC から RJOH 寄りで 23nm の距離
（３）IWC から RJOH 寄りで   9nm の距離
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  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　ＣＬＩＭＢ　ＤＡＴＡ

ＰALT

×1000 -10 +5 -5 +5

（feet）

39 TIME 32
(min)

25 5460 FUEL 4000
(ｌｂｓ）

258 TAS 259
(kt)

35 27.5

24 5000 3690

253 250

31 24.0 32.0

23 4600 3430 4510

248 241 247

27 21.0 27.5

22 4260 3210 4100

244 237 241

24 38.5 19.0 24.5

21 3930 5610 3010 3760

240 246 234 237

22 32.5 17.5 22.0

20 3650 5110 2820 3500

236 242 230 234

20 28.0 15.5 20.0

19 3370 4670 2620 3260

233 239 227 231

18 26.0 14.5 18.0

18 3130 4240 2210 3030

229 238 225 229

16 23.5 13.0 16.0

17 2890 3890 2210 2800

228 232 223 227

14.5 21.0 12.0 14.5

16 2670 3560 2030 2570

225 231 222 226

13.5 19.0 10.5 13.5

15 2440 3230 1860 2360

223 231 221 225

12 17.0 9.5 12.0

14 2210 2910 1690 2150

221 227 220 224

10.5 15.0 8.5 10.5

13 2010 2610 1510 1940

219 225 219 223

9.5 13.0 7.5 9.5

12 1800 2300 1300 1700

218 224 218 222

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＰALT

-5 STD +10 ×1000 -10 STD +10

（feet）

TIME 30

32.5

(min)

25 4000
(ｌｂｓ）
FUEL

24 3630 4220

TAS 257
(kt)

25.5

4970 23 3350 3930

248 252

36.0 22.5 26.5

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5 37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

246 258 235 239

4670

242 244 233 235 239

4100 4560 21 2910

6520 20

16.5

3320

19.025.0 27.0 45.0

15

244 228

24.5 39.5

3850 4250

29.0

2740 3100 4300

232 236

233

3500 3900

17.5 26.0

238 240

21.0

3960

235 237 241 225 229

25605910 19 2890

3640

19.0 22.0 35.0 13.5 23.0

232 234 238

15.5

3250 3600 5310 18 2380 2670

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0 20.5

17

227223

2200 2450

231

3320

225 229

3000 3270 4800

230 232 236 221

2750 3010 4320 16

15.0 18.0 27.0 13.0

224 227

11

11.5 16.5

18.5

2020 2260 3060

227 229

14.0 16.0 24.5 10

233 220

2080 2800

225 227 233 219 223 227

2500 2730

14.5 21.5 9

18503910 15

10.5 15.0

2300 2520 3550 14 1660 1890 2560

12.5

225

11.0 12.5 19.0 8 9.5 13.5

223 225 229

3180 13

222218

1500 1710

8.5

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280

10.0 11.0 16.5 7

2010 2700 12 1350

12.0

1900

220 223220 222 226 217

1510 2100

定運(飛)ー航DATAー１定運(飛)ー航DATAー１定運(飛)ー航DATAー１定運(飛)ー航DATAー１



265 258 252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274

256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

269 263

10

-11.5 ＴＡＳ 279

254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

273 265

11

-13.5 ＴＡＳ 274

264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

277 268

12

-15.5 ＴＡＳ 285

267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

281 274

13

-17.5 ＴＡＳ 288

271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

285 278

14

-19.5 ＴＡＳ 292

274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

288 282

15

-21.5 ＴＡＳ 296

279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

293 287

16

-23.5 ＴＡＳ 301

283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

297 289

17

-25.5 ＴＡＳ 304

289

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

302 296

18

-27.5 ＴＡＳ 308

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

3335

19

-29.5 ＴＡＳ 312 306 300 293

299

-39 Ｆ／Ｆ 3765 3655 3490

-31.5 ＴＡＳ 312 306

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465

-45 Ｆ／Ｆ

3305

20

-43 Ｆ／Ｆ 3385 3205

21

-33.5 304

22 （ｌｂｓ/H）

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

ＴＡＳ 311

3115

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ－１０℃）
ＴＥＭＰ 95 85 75 65ＷＴ

定運(飛)ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

定運(飛)ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

定運(飛)ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

定運(飛)ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～

85 75 65 55

～

3190

21

3400

-25.5 ＴＡＳ 314

（kt)

22 （ｌｂｓ/H）

-33 Ｆ／Ｆ 3430

-35 Ｆ／Ｆ

20

-21.5 ＴＡＳ 317

310

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610 3440

-23.5 ＴＡＳ 317

312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705 3540

3810 3640

19

-19.5 ＴＡＳ 313 307 299

-27 Ｆ／Ｆ

18

-17.5 ＴＡＳ 316

4100 3980

297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060 3890 3720

309

17

-15.5 ＴＡＳ 311

303

291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

304 297

16

-13.5 ＴＡＳ 308 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

300 294

15

-11.5 ＴＡＳ 303 281

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

295 289

14

- 9.5 ＴＡＳ 299 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

292 285

13

- 7.5 ＴＡＳ 294 273

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

287 281

12

- 5.5 ＴＡＳ 291 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380 4200

283 277

11

- 3.5 ＴＡＳ 293 266

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370 4190

286 272

10

- 1.5 ＴＡＳ 283 275 269 262

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590 4420 4240

271 265 258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

定運(飛)ー航DATAー３

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー３

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー３

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー３

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



280 273

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286

281

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

302 296 289

307 301 293

4375

286

302 294

297 289

ＴＡＳ 316 309

- 1.5 ＴＡＳ 311 304

299

312 304

- 5.5 ＴＡＳ 319 312

- 7.5 ＴＡＳ 317

318 311

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

22 （lbs/H）

-15.5 ＴＡＳ

（kt）

-23 Ｆ／Ｆ

～

85 75 65 55

-25 Ｆ／Ｆ

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85

～ ～ ～

15

305

4150

19

-17 Ｆ／Ｆ

-15 Ｆ／Ｆ 4350

- 3.5

12

+ 0.5 ＴＡＳ

-7 Ｆ／Ｆ

+ 2.5 ＴＡＳ

3580

3825 3645

-1 Ｆ／Ｆ 4905 4735 4560 4360

-3

-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690

20

-19 Ｆ／Ｆ 3910

-11.5 ＴＡＳ 324

3870

17

4100 3965 3790

18

4500 4330

4220 4050

3960

16

-11 Ｆ／Ｆ 4585 4395 4220 4025

-13 Ｆ／Ｆ

4485 4295 4110

14

-9 Ｆ／Ｆ 4660

4180

13

-5 Ｆ／Ｆ 4795 4620 4445 4255

4710 4550

4660 4495 4305

11

Ｆ／Ｆ 4835

10

+1 Ｆ／Ｆ 4933 4780 4600 4415

9

272 265+10.5 ＴＡＳ 286 278

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー４

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー４

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

定運(飛)ー航DATAー４



ＡＬＴ

（×1,000 feet）

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30 min

ＤＥＳＣＥＮＴ　ＤＡＴＡ

ＴＩＭＥ ＴＡＳ ＦＵＥＬ

（min） （kt） （ｌｂｓ）

15 291 670

14 289 655

13 286 645

13 284 630

12 280 610

12 279 600

11 277 585

8 265 520

11 274 570

10 271 560

10 269 545

9 267 530

8 263

７９～７７

7 261 490

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ（×1,000ｌｂｓ ）

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ＬＢ）

505

2245 2155 2065

８５～８３ ８２～８０

定運(飛)ー航DATAー５定運(飛)ー航DATAー５定運(飛)ー航DATAー５



DEPARTURE AP

TOTAL　FUEL

　　　　 ｌｂｓ

ALT TEMP WIND TC VAR ZONE CUM GS ZONE CUM ETO F/F CUM

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

ＯＮＣ +10 270/30 038 4W 93

ＢＯＭＡＰ +10 320/40 021 5W 165

ＨＫＣ STD 330/55 020 6W 109

ＴＡＥ STD 320/50 031 6W 108

ＩＷＣ -10 330/50 023 7W 56

ＲＪＯＨ -10 350/30 028 7W 99

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　ｌｂｓ

 TO ALTERNATE AP

ＹＭＥ +10 130/30 091 7W 100

ＯＷＥ STD 220/30 160 7W 45

   

TO　ALTERNATE HOLDING

 FUEL　　PLANDESTINATION AP ALTERNATE AP ＥＴＤ

CONTINGENCYＥＴＥ ＋ TO　DESTINATION

                       航　法　ロ　グ

ZONE

FUEL

　　　　　　  ｌｂｓ 　　　　　　　　　ｌｂｓ  　　　　　　 ｌｂｓＥＴＡ  　　　　　　 ｌｂｓ

ＲＭＳ

TAS WCA TH MH

定運(飛)　ー航法ログー定運(飛)　ー航法ログー定運(飛)　ー航法ログー定運(飛)　ー航法ログー



（２）

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

マーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可能

ること。

（３） 「航法ログ」は提出する必要はありません。

◎ 配　　点 １問　５点

P2

科　目 記　　号

資　格 ２０題　２時間題数及び時間定期運送用操縦士（回）

航　法〔科目コード：０１〕 Ａ１ＨＨ０１０９３０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

と。

となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」、「科目コードの

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

定運（回）-航-1/7



ただし、無風とする。

（１） １ （２） ２

任意の２点を結ぶ直線の一方の端点における真方位（TB）と他方の端点における
真方位（TB）は反方位になる。ただし、任意の２点は同じ平行圏上にないものと
する。

（３） ３ （４） ４

する。

する。
（２）対流圏内では高度を下げると温度は上昇するので、マッハ数一定ではＴＡＳは増加

となる。

（ｃ）距離の歪みが極めて小さく、どの子午線の緯度目盛を使用しても、一定尺で正確

（ａ）任意の２点を結ぶ直線は、ほぼ大圏に近い。
（ｂ）任意の２点を結ぶ直線の真航路（TC）を中分子午線を基準に測定し、それをもと

に真針路一定で飛行した場合、その航跡（TR）は真航路（TC）と一致する。

問 4 ランバート航空図についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか

対流圏内では高度を下げると温度は上昇するが、マッハ数一定ではＴＡＳも一定

問 1 月齢 7 のときの月の見え方として正しいものはどれか。
（１）新月
（２）

（３）

な距離が測定できる。
（ｄ）

（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

上弦の半月
（３）満月
（４）下弦の半月

真高度と大気温度の関係で正しいのはどれか。

問 5 次の記述で正しいものはどれか。

（１）気圧高度(QNE)の大気温度が標準大気温度より5.5℃低い時、真高度は計器高度の
約2％だけ高くなる。

問 2
航空機の位置の測定を天体、地上物標または航空保安施設に頼ることなく、自らの
機体に搭載した機上航法装置のみにより行う航法である。

自蔵航法に関する記述で誤りはどれか。
（１）

（２）自蔵航法も推測航法の範疇である。
（３）慣性航法装置及び精密ドップラーレーダー装置は自蔵航法装置である。
（４）ＧＰＳ受信機を単体で利用し、それに頼って位置決定を行いながら航法を行うこと

も自蔵航法の範疇である。

約2％だけ高くなる。

（１）対流圏内では高度を下げると温度は上昇するので、マッハ数一定ではＴＡＳは減少

（４）対流圏内では高度を下げると温度は上昇するが、マッハ数とＴＡＳは無関係である。

気圧高度(QNE)の大気温度が標準大気温度より5.5℃低い時、真高度は計器高度の
約2％だけ低くなる。

（３）

（２）

問 3

約2％だけ低くなる。
（４）気圧高度(QNE)の大気温度が標準大気温度より5.5℃低い時、真高度は気圧高度の

気圧高度(QNE)の大気温度が標準大気温度より5.5℃低い時、真高度は気圧高度の

定運（回）-航-2/7



（リード量）

（４）

（１）

問

（２）　049ﾟ

7 HSI の表示が右図の時、この航空機は選択した VOR 局の何度のラジアル上にあるか
正しいものを選べ。

（３）
（２）航空機は２９５度ラジアル上にある。

航空機は１１５度ラジアル上にある。
航空機は１０５度ラジアル上にある。

（１）航空機は２８５度ラジアル上にある。

（２）２月５日午後８時
（３）２月６日午前８時

（２） 5° （３）

（１）２月５日午前８時

（４）２月６日午後８時

　039ﾟ
（４）　019ﾟ

７時間である。ハワイ到着予定時刻をハワイの標準時で求めよ。なお、ハワイ標準時の
経度は１５０°Ｗとする。

ただし、偏差は 10ﾟW とし、TAS と風は変わらないものとする。
（１）　069ﾟ

（３）

問 8 ２月６日、中部国際空港を２０００ＪＳＴにハワイに向けて出発した。飛行予定時間は

3°

問 6

問

7° （４） 9°

ADF を利用して AB 間（ 10˚ ）で Time and Distance Check を下図のように実施
したら 40 秒かかった。その後、NDB 局と C 点を結ぶコースに旋回リード量をとっ
て D 点でインタ－セプトし、NDB 局まで飛行する予定である。旋回リード量として
適切なものはどれか。
ただし、旋回は標準旋回、速度は TAS120kt、無風状態とする。

9 A 地点から B 地点まで TC214ﾟ MH229ﾟ でコース上を飛行した航空機が、B 地点
から A 地点まで同じコースを引き返すときの MH を求めよ。

定運（回）-航-3/7



（１） １ （２） ２ （３） （４）３

問

問 12 CRMについての記述における下線部（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

雲のない青空を背景にした時の他機の視認性は、焦点が手前になり遠方の視認性が
低下する。空中近視という。

（３）夜間は目標物を凝視すれば、光を感じる細胞が網膜の中心にあるため良く見える。
（４）昼間は形や色を感知する細胞が網膜の中心から少しずれている為、オフセンターで

による最善の意志決定をするために、コミュニケーション、チームワーク、ワーク

（２）

CRMは複数の乗員が乗務している航空機の操縦室内で、（ａ）全乗員の総合能力

見ると良い。

っているシステムであり、（ｄ）並列型の信頼性を得ようとするものである。従っ

ロード管理等の、（ｂ）ノンテクニカル・スキルの向上を目指して開発された

か（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

４

11 目標物の見え方で正しいものはどれか。
（１）人は網膜に映った情報をすべて認識している。

おり、あくまでも高い技能を有する者の力が組み合わせられることによって成り立

て個人の技能不足を補うような、助け合いの制度になっては、本来のトータル・パ

（ｃ）訓練手法の一つである。CRMはチームワーク・スキルの向上を目的として

フォーマンスが期待できなくなる。

（１）

（３） 94kt
（４） 99kt

の IAS を別添資料１を使用して求め、最も近いものを次の（１）～（４）の中から
選べ。

問 10 気圧高度 9,000ft で外気温度が -10℃ であった。TAS 100kt 一定で巡航するため

 85kt
（２） 89kt
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CRUISE

500
(fｔ/min)

降下率

8,500

7,500

6,500

5,500

　最も長い距離を飛行することができる速度に対応した燃料消費量：60 gal/h

　燃料に関する資料は下記に示したものを使用すること。
※燃料に関する資料　

　する回転翼航空機、有視界飛行方式により飛行しようとするものを適応するもの
　とする。
　ただし、始動・試運転及び TAXI に係わるものは無視し、着陸地までの飛行を終
　わるまでに要する燃料量には含まないものとする。また、当該規則に定められた

②RCA（巡航高度到達点）及び EOC（降下開始点）を航法ログの適当な枠に
　入れること。
③降下は目的地で ０ft となるように計画すること。
④RESERVE FUEL は航空法施行規則第１５３条区分 三 航空運送事業の用に供

DESCENT 120 240/20

（４）その他
①出発空港及び目的地の標高は、０ft とする。

50

280/15 OHDAI ～ RJGG 

300/20
140 KTE ～ 和歌山市 ～ OHDAI 300/20 85

RJFR ～ 松山市 ～ KTE

 OHDAI ～ RJGG 280/20
300/40KTE ～ 和歌山市 ～ OHDAI

310/30
80

RJFR ～ 松山市 ～ KTE

140

 OHDAI ～ RJGG 

280/20
300/20
300/50 75
290/20

330/30

140 KTE ～ 和歌山市 ～ OHDAI

RJFR ～ 松山市 ～ KTE

300/40 70
 OHDAI ～ RJGG 

140 KTE ～ 和歌山市 ～ OHDAI

RJFR ～ 松山市 ～ KTE

(fｔ/min)
500 100 270/20

下記（１）～（４）に記載された内容を条件に、北九州空港（RJFR）から中部

（２）経　　路

いては、（３）航法DATAより目的にあった高度を選定すること。

95CLIMB
上昇率

離陸予定時刻（ETD）
　平成２１年３月２３日　０９時００分（日本時間）

(ft) (kt) (度/kt)

　北九州空港（RJFR） ～ 松山市 ～ KAGAWA（KTE） ～ 和歌山市 
　～ OHDAI ～ 中部CENTRAIR空港（RJGG）

(gal/h)

（２）７，５００ft

［飛行計画問題］

問 13 この飛行において最も適した巡航高度で正しいものはどれか。

CENTRAIR空港（RJGG）に最も速く経済的に到達できる航法ログを作成し、問１３
から問２０に答えよ。ただし、既記入のものは全て間違いないものとし、巡航高度につ

（３）航法DATA
高　度 TAS 風　向　風　速 燃料消費率

（１）

（３）６，５００ft
（４）

（１）８，５００ft

５，５００ft
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（１）１０時５３分（日本時間）
（２）１０時５８分（日本時間）

（２）１４８gal
（３）

問 14 中部CENTRAIR空港（RJGG）の予定到着時刻（ＥＴＡ）で正しいものはどれか。

問 15 中部CENTRAIR空港（RJGG）までの予定消費燃料量で正しいものはどれか。

（３）１１時０３分（日本時間）
（４）１１時０８分（日本時間）

１５８gal

問 16 この飛行に必要とする最少搭載燃料量で正しいものはどれか。

（４）１６８gal

（１）１７０gal

（４）２００gal

（２）１８０gal
（３）１９０gal

問 17 ＫＴＥ ～ 和歌山市間の対地速度（ＧＳ）で正しいものはどれか。

（３）１８４kt

（１）１７６kt
（２）１８０kt

（２）－６°

（４）１８８kt

問 18 松山市 ～ KAGAWA（ＫＴＥ）間の偏流修正角（ＷＣＡ）で正しいものはどれか。
（１）－２°

問 19 和歌山市～ OHDAI間のＺＯＮＥ　ＴＩＭＥで正しいものはどれか。

＋６°

（１）１７分

（３）＋２°

問 20 北九州空港（RJFR） ～ 松山市間のＺＯＮＥ　ＦＵＥＬで正しいものはどれか。
（１）４６．５gal

１３８gal

（２）５１．５gal

（４）２３分

（２）１９分

（４）

（４）６１．５gal
（３）５６．５gal

（３）２１分

（１）
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受験番号： 氏　名：
                       航　法　ロ　グ

TOTAL　FUEL

　　　　　　　 gal

ZONE CUM ZONE CUM CUM

TO DIST DIST TIME TIME FUEL

松山市 090 7w 87

KAGAWA(KTE) 071 7w 68

和歌山市 089 7w 57

OHDAI 074 7w 55

RJGG 053 7w 36

FUEL
ALT TAS WIND TC WCA TH

ZONE
F/F

 　　　　　　gal 　　　　　　gal

RMKSVAR MH GS ETO

ＥＴＡ  　　　　　　gal  　　　　　　gal

ＣＲＵＩＳＥ ＤＥＳＣＥＮＴ ＲＥＳＥＲＶＥ

DEPARTURE AP DESTINATION AP ＥＴＤ  FUEL　　PLAN

ＥＴＥ ＋ ＣＬＩＭＢ

定運（回）－航法ログ－



（２）

P4

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間定期運送用操縦士(飛)(回)(船)

注　　意

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

判定基準

１問　５点配　　点

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

Ａ１ＣＣ０４０９３０

◎

記　　号法規〔 科目コード：０４〕  科　目

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ること。

◎

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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正 誤

問 ４ 次の記述のうち誤りはどれか。

（２） 正 正 誤 正
（３） 誤

（１）「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める

航空日誌
（４）空港及び着陸場の性質

（ｄ）
正

正 正（４）

国際民間航空機関の目的は、国際航空の（ａ）原則及び（ｂ）技術を発展させ、並び

問 ２ 国際民間航空機関が採択する国際標準並びに勧告される方式及び手続きで該当しない

問 ３

正 誤 正

正

「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は
視界上不良な気象状態をいう。

誤 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

型式証明について正しいものはどれか。
（１）国土交通大臣は、届け出により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。

正 正 正 正
正

（２） 正 正 誤
（３） 誤 正 誤

国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を必ずしも
表示する義務はない。
税関の業務に用いる航空機は、国の航空機とはみなさない。（ｄ）

（ａ）航空機は、二以上の国で有効に登録を受けることができない。但し、その登録は、
一国から他国に変更することができる。

（ｂ）締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有すること
を承認する。

（１） 正 誤 誤 正

（ｃ）

すみやかに

（４）

国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。

経済産業大臣は、申請により、航空機の強度について型式証明を行う。
国土交通大臣は、申請により、航空機の強度について型式証明を行う。（３）

（２）

（４）

（２）

（３）

（４）

ものはどれか。

（ａ）

（４）

（ｂ） （ｃ） （ｄ）

誤

航空機の整備体制

（１）  3日以内

航空機がまっ消登録を受けた場合に、航空機の所有者が登録証明書を返納しなければ
ならない期間で正しいものはどれか。

各地間において行う航空運送事業をいう。
「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器のみに依存

貨物を運送する事業をいう。

航空機の耐空性

して行う飛行をいう。

に国際航空運送の（ｃ）実績及び（ｄ）発達を助長することである。

「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の

（３）

国際民間航空条約第44条国際民間航空機関の目的の文章の下線部（ａ）～（ｄ）の

（１）

５問

６問

正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

15日以内
（２）14日以内
（３）

（１）
（２）

問 １ 国際民間航空条約の（ａ）～（ｄ）の条文の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。
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有するため航空機からの視認が困難であるもの

航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で
ないものはどれか。

（３）全ての架空線
（４）ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を

垂直偏波

煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの

（４）

（１）
（２）骨組構造の物件

年齢：23歳以上　　夜間飛行：  50時間以上　　計器飛行：30時間以上

年齢：23歳以上　　夜間飛行：100時間以上　　計器飛行：75時間以上

同年6月15日に定期運送用操縦士の実地試験に合格した。このパイロットの航空身体
検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

（２）
（１）

年齢：21歳以上　　夜間飛行：  50時間以上　　計器飛行：30時間以上
年齢：21歳以上　　夜間飛行：100時間以上　　計器飛行：75時間以上

2009年3月10日に交付された航空身体検査証明書を所持している事業用操縦士が

（２）

（４）

（３）

基準方位信号

水平偏波

（４）

2010年3月9日

航空英語能力証明の記述で正しいものはどれか。

おける航行を行ってはならない。

航空英語能力証明は、航空業務に従事するのに必要な一般の英語に関する
知識及び能力を有することについての証明である。
自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者には必要はない。
航空英語能力証明を受けていなければ本邦内の地点と本邦外の地点との間に

（１）
（２）

問 13

（３）

（３）

（１）

（２）
（３）

（１）

（３）

適合する語句が正しく記載されているのは、次の（１）から（４）のうちどれか。

（ａ）

2009年12月14日

定期運送用操縦士の実地試験に合格した場合、現有の航空身体検査証明は失効する

予備品証明を受けることができる国土交通省令で定める「航空機の安全性の確保のため
重要な装備品」について誤りはどれか。

定期運送用操縦士（飛行機）に係る技能証明の要件について正しいものはどれか。

（１）

（４）

（２）
（３）

静圧孔
気化器

航空法第５３条第１項（禁止行為）の空港等の重要な設備のうち、誤りはどれか。

ジャイロ式姿勢指示器

航空保安無線施設の設置基準のVORの性能、構造に関して航空法施行規則の条文に

格納庫

給油施設
（２）飛行場標識施設

速度計

（４）航空英語能力証明の有効期限は２年である。

（１）

可変位相信号 基準位相信号

ので、新規に航空身体検査を受けなければならない。

旅客ターミナル
（４）

垂直偏波 水平偏波
水平偏波

（ｂ）及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
（イ）

基準位相信号 可変位相信号 水平偏波

（ｃ） （ｄ）

問 ８

問

問

問

問

12

９

11

垂直偏波

可変方位信号

問

７

可変方位信号 基準方位信号

（ロ）電波は、（ｃ）で、できるだけ（ｄ）を含まないものであること。

垂直偏波
（ｂ）

航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、（ａ）、

2009年９月９日

10
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される場合を除く。)

性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。) 
又は引火点が摂氏 60度を超える液状の物質 (当該引火点未満の温度で輸送

又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により

（３）

（４）

どれか。

（４）可燃性物質類（但し、自然発火性物質を除く。）

旅客の運送の用に供する航空機で有視界飛行方式により飛行するもの

（２）

（３）

航空機の操縦に障害が発生した事態
オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱 (航空機が自ら地上走行
できる場合を含む。)

当該航空機の航行が継続できなくなった事態

（４）

特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために２人を要する
航空機であって当該特定の方法又は方式により飛行するもの

（２）構造上、その操縦のために２人を要する航空機
（３）旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が５時間を超えるもの

航空法第76条の２に規定されている国土交通省令で定める事態（事故が発生するおそれ

ア 航空機使用事業　　イ ３０　　ウ 救急の用　　エ 医薬品又は医療用具

（３）落下傘

（１）
（２）

（イ）で定める勾配を有する平面であって、その投影面が（ウ）と一致するものをい
う。

（４） ４０分の１  　　 国土交通省令　　　 水平表面

 ５０分の１  　　 航空法  　　 　　　 進入区域
（１）

か。
「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ（ア）以上で

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　 進入区域

救急用具の記述で、正しい組み合わせはどれか。

 ４０分の１  　　 航空法 　　 　 　　 進入区域

　（ア）　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）

飛行中における発動機（多発機の場合は、２以上の発動機）の継続的な停止又は
出力若しくは推力の損失（動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。）
気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障

火薬類　火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件

引火性液体　引火点 (密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。) が
摂氏 60度以下の液体 (引火点が摂氏 35度を超える液体であって、燃焼継続

問 17 航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外の者を

（３）

（２）
（３）

があると認められる事態の報告）のうち、誤りはどれか。
（１）航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、

（４）

（１）

防水携帯灯

（　ア　）の用に供する航空機であって客席数が（　イ　）を超えるものには、

救命胴衣

（１）

（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

（４）ア 航空運送事業　　　イ ３０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品及び医療用具

（２）ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 救急の用　　エ 医薬品及び医療用具

乗り組ませなければならない航空機で誤りはどれか。

ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品又は医療用具

次の緊急用具の中で180日ごとに点検するものはどれか。

救急箱

問 18

問 19

（２）
（１）

航空法施行規則第１９４条（輸送禁止の物件）の条文で（１）から（４）のうち誤りは

高圧ガス　摂氏50度で圧力 300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は
摂氏20度で圧力 101．3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質

問 15

問 16

問 14 航空法に定義されている次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれ
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誤 正 正 誤
正 正 正 誤

正
正 正 誤 正
正 誤 正

（ｂ） （ｃ） （ｄ）

情報）に規定されている文章の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで正しいも

法第９５条の２第３項 の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の（ａ）飛行計画
及び航空機の（ｂ）位置、（ｃ）高度又は（ｄ）針路に関する情報とする。

のはどれか。

（ａ）

（２）

航空法施行規則第１９８条の１０（航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある

（４）
（３）

（１）

問 20
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(1)

(2)

(a)

(b)

(c)

(d)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Qualification Airline Transport Pilot (Airplane) (Rotorcraft) No. of questions;
time allowed 20 questions; 40 minutes

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A1CC040930

Explanatory Notes: In the designated spaces on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-
Choice Answers) (mark sheet), write your examinee number, examinee number mark, subject,
subject code, subject code mark, qualification, qualification category, name, and date of birth.
If you write your examinee number, examinee number mark, subject code, and/or subject code
mark incorrectly, computer grading will not be possible and you will fail the subject.

Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-Choice
Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: The following statements (a) to (d) are articles of the Convention on International Civil Aviation. Which of the
“correct” and “incorrect” combinations below is appropriate for these statements?

Maintenance system of aircraft
Airworthiness of aircraft

a: Correct b: Correct c: Correct d: Correct

a: Correct b: Correct c: Incorrect d: Correct

E4Airmen’s Academic Examination

b: Incorrect

d: Correct

An aircraft cannot be validly registered in more than one State, but its registration may be changed
from one State to another.

The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the
airspace above its territory.

c: Incorrect d: Incorrecta: Correct b: Correct

Every aircraft engaged in international air navigation may bear its appropriate nationality and
registration marks.

Aircraft used in customs service shall not be deemed to be state aircraft.

a: Correct

Question 3: The following statement is a part of Article 44 (Objectives) of the Convention on International Civil Aviation.
Which of the “correct” and “incorrect” combinations below is appropriate for the four underlined items ( a ) to
( d ) in the statement?

a: Incorrect b: Correct c: Incorrect d: Correct

Log books
Characteristics of airports and landing areas

Question 2: The International Civil Aviation Organization shall adopt and amend from time to time, as may be necessary,
international standards and recommended practices and procedures for dealing with the following and
others. However, one of the following items is incorrect. Which one is incorrect?

c: Correct d: Incorrect

c: Incorrect d: Correct

c: Incorrect d: Correct

The aims and objectives of the Organization are to develop the ( a ) principles and ( b ) techniques of
international air navigation and to foster the ( c ) achievement and ( d ) development of international air
transport.

a: Correct b: Incorrect c: Correct

a: Incorrect b: Correct
a: Correct b: Correct
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

Question 4: Which of the following definitions is incorrect?
The term “instrument meteorological conditions” means bad weather conditions with a range of vision
which may be specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
taking the visibility and cloud conditions into consideration.

The term “air transport service” means any business using aircraft to transport passengers or cargo for
remuneration upon demand.

The term “international air transport service” means any air transport service operating from a point
within this country to a point out of this country, or between any points within this country.

The term “instrument flight” means a flight which is performed relying solely on flight instruments to
measure the response attitude, altitude, position and course of the aircraft.

Question 5: When an aircraft registration is cancelled, by when must the owner of the aircraft return the aircraft
registration certificate to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism?

Within 3 days
Within 14 days
Within 15 days
Without delay

Question 6: Which of the following statements regarding the type certification is correct?
The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism grants type certification for the specific
design type of an aircraft, when a notification for such is submitted.

The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism grants type certification for the specific
design type of an aircraft, when an application for such is submitted.

The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism grants type certification for the strength of
an aircraft, when an application for such is submitted.

The Minister of Economy, Trade and Industry grants type certification for the strength of an aircraft,
when an application for such is submitted.

Question 7: Which of the following parts is not included in the parts critical for aircraft safety specified by Ordinances of
the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism that can receive spare part certification?

Gyroscopic attitude indicator
Static vent
Carburetor
Airspeed indicator

The pilot who has passed the practical examination for airline transport pilots shall undergo an aviation
medical examination again.

September 9, 2009
December 14, 2009

Question 8: Which of the following sets of requirements must be satisfied for eligibility for competence certification for an
airline transport pilot (airplane)?

Age: at least 23; night flight hours: not less than 100; instrument flight hours: not less than 75
Age: at least 21; night flight hours: not less than 50; instrument flight hours: not less than 30
Age: at least 21; night flight hours: not less than 100; instrument flight hours: not less than 75
Age: at least 23; night flight hours: not less than 50; instrument flight hours: not less than 30

Question 9: A commercial pilot who has an aviation medical certificate issued on March 10, 2009 passed the practical
examination for airline transport pilots and was issued the competence certificate on June 15, 2009. Which
of the following is the correct period of validity of his or her aviation medical certificate?

March 9, 2010

Question 10: Which of the following statements regarding the Aviation English Competence Certification is correct?
The Aviation English Competence Certification certifies the English language knowledge and skills
required for daily life.

A private pilot does not require the Aviation English Competence Certification.
No person shall engage in air navigation between domestic points and foreign points without obtaining
an Aviation English Competence Certification.

To receive the Aviation English Competence Certification, an applicant just submits an application for
such to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
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(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

c: horizontal area
b: 1/40th
b: 1/40th

c: approach areab: 1/50th

Question 11: Which of the following installations is not included in the important installations on the aerodrome specified
under Article 53 (Prohibited Acts), paragraph 1 of the Civil Aeronautics Law?

Fuel facilities

a: variable bearing signal b: reference bearing
    signal

c: horizontally
    polarized

d: vertically polarized

Aerodrome marking facilities
Passenger terminal

a: reference phase
    signal

b: variable phase signal c: horizontally
    polarized

Hangar

Question 12: The following statement concerns the installation criteria for VOR stipulated in the Civil Aeronautics
Regulations. Which of the groups of words below can be used to fill in the blanks (   ) to make the statement
complete and correct?

a: variable phase signal b: reference phase
    signal

c: vertically
    polarized

d: horizontally polarized

The VOR shall emit a radio frequency carrier comprising a (  a  ), a (  b  ), and an identification signal,
in order to furnish magnetic azimuth as measured from the location of the VOR to an aircraft in
navigation.

Emissions from the VOR shall be (  c  ), and the (  d  ) component of the emissions should be as small
as possible.

d: horizontally polarized

Question 13: Which of the following objects is not included in the objects for which day obstruction markers should be
provided under the provisions of Article 51-(2), paragraph 1 of the Civil Aeronautics Law?

Question 14:

An object of truss structure

The following statement concerns the approach surface stipulated in the Civil Aeronautics Law. Which of the
groups of words below can be used to fill in the blanks (   ) to make the statement complete and correct?

Any aerial wire
A gas tank, a petroleum tank or objects of like function which are difficult to recognize the presence of
them from an aircraft because the color of them look like the background

a: reference bearing
    signal

b: variable bearing signal c: vertically
    polarized

A chimney, an iron tower, a pole or other objects which are extremely narrow as compared to those
height in structure

d: vertically polarized

a: Civil Aeronautics Law

The term “approach surfaces” means an area abutting on the shorter side of a landing area and, as specified
by ( a ), sloping upwards at a gradient of ( b ) or more from the horizontal plane, the projection of which
corresponds to the ( c ).

c: approach areab: 1/50th

c: approach area

a: Ordinances of the Ministry
    of Land, Infrastructure,
    Transport and Tourism

a: Civil Aeronautics Law

a: Ordinances of the Ministry
    of Land, Infrastructure,
    Transport and Tourism

Question 15: The following statement concerns the emergency equipment stipulated in the Civil Aeronautics Regulations.
Which of the groups of words below can be used to fill in the blanks (   ) to make the statement complete and
correct?

Any aircraft used for ( a ) with passenger seats more than ( b ) shall be equipped with ( c ) including drugs
and equipment for the use for ( d ) purpose.

a: aerial work d: air navigationb: 30 c: medical kit
a: air transport service d: first-aidb: 60 c: medical kit
a: air transport service d: air navigationb: 60 c: emergency kit
a: air transport service d: first-aidb: 30 c: emergency kit
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An aircraft used for the air transport of passengers engaged in a flight under visual flight rules

a: Correct b: Correct c: Correct d: Incorrect
a: Incorrect b: Correct c: Correct d: Incorrect
a: Correct

Parachute
Waterproof portable light

Question 16: Of the following emergency equipment, which shall be inspected at every 180 days?
Life vest
First-aid kit

The following statements describe those aircraft that must be manned by an additional pilot other than the
pilot-in-command as stipulated by Article 65 “Manning of Aircraft” of the Civil Aeronautics Law. Which one is
incorrect?

An aircraft for which two persons are required for pilotage only when under the specified procedures or
rules is engaged in a flight under the said specified procedures or rules.

An aircraft for which, because of its design, two persons are required for pilotage
An aircraft used for the air transport of passengers engaged in a flight, the duration of which exceeds 5
hours

b: Correct c: Incorrect d: Correct

Question 20: The following is the provision of Article 198-(10) (Information directly related to Flight Safety) of the Civil
Aeronautics Regulations. Which of the “correct” and “incorrect” combinations below is appropriate for the
four underlined items ( a ) to ( d ) in the provision?

The “information stipulated in Ordinances of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism” stated
in Article 95-(2), paragraph 3 of the Civil Aeronautics Law is the information regarding the (a) flight plans of
other aircraft, and (b) position, (c) altitude or (d) heading of these aircraft.

a: Correct b: Incorrect c: Correct d: Correct

Flammable liquids - Any liquid with a flash point (referred to as a flash point by means of a closed-cup
tester, hereinafter the same shall apply) below 60℃ (excluding the case when the liquid with a flash
point over 35℃ and recognized as having no continuous combustibility is transported at a temperature
below the said flash point) or any liquid material with a flash point over 60℃ (excluding the case when
the liquid is transported at a temperature below the said flash point)

Flammable substances - Flammable substances except for the self-reactive substances

Encounter with turbulence or other abnormal weather phenomena, malfunction of any onboard
equipment, or difficulty of flight control caused by exceeding the operational limit of airspeed, load
factor or operating altitude.

Overrunning, undershooting, or running off the side of runways (including the case in which the aircraft
can taxi by itself)

The following statements describe goods that are prohibited for carriage under Article 194 of the Civil
Aeronautics Regulations. Which of the following statements is incorrect?

Explosives - Gunpowder, explosives, fireworks and other incendiary materials
Gases - Any materials which have a vapor pressure exceeding 300 kilopascals (kPa) at 50℃ or
vaporizes completely at a pressure of 101.3 kPa and a temperature of 20℃

Question 19:

Question 18: Which of the following events is not included in “the events stipulated by Ordinances of the Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism regarding the ‘Report of the condition which is recognized to be afraid
of accidents’” stated in Article 76-(2) of the Civil Aeronautics Law?

The propeller, rotor, landing gear, rudder, elevator, aileron or flap is damaged and therefore the aircraft
cannot continue the current flight plan.

In-flight sustained loss of the power or thrust of an engine (for multi-engine aircraft, produced by two or
more engines), except for a case in which an engine of a motor glider is stopped intentionally

Question 17:
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（２）

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

注　　意 （１）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号気象〔科目コード：０２〕

２０題　　　１時間題数及び時間定期運送用操縦士 (飛)(回)(船)

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

Ａ１ＣＣ０２０９３０

◎

１問　５点

資　格

判定基準

P５航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

定運(飛)(回)(船)-気象-1/5



（４）亜熱帯ジェット気流も寒帯前線ジェット気流も、対流圏界面付近に風速の最大

気圧が周囲より低い。

問 6

積雲系の雲は過冷却水滴からなることが多く、－3℃～－10℃の外気温のとき

（２）亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ一般に風速が極大となる

（３）

着氷についての記述で誤りはどれか。

（３）寒冷低気圧の東進により、特に中心の南東側では成層状態が不安定となる。
囲より温度が高く、空気密度が小さい。

（２）寒冷低気圧の上方では対流圏界面が大きく垂れ下がっており、その領域では周

（１）略号はFXFE502である。

（３）

問 5 寒冷低気圧について誤りはどれか。

（４）渦度0の等渦度線は実線で示される。

1日2回発行される。
正の渦度域には縦横の破線を施し、渦度の極大域のみを数値で示す。

乱流混合層の乱れの強い層内で、上下混合によって発生する。

（２）

問 4 極東500hPa高度・渦度12・24時間予想図について誤りはどれか。

コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に比例する。

（１）前線の存在により、下層に寒気、上層に暖気がくるために発生する。

（１）

高気圧内では上層の空気層全体が沈降し気温が断熱上昇して発生する。（３）

晴れた日中地表面や地物が放射によって冷却し、それに接する空気の温度が
低下するために発生する。

（４）

中・高緯度の対流圏上層の大気の大規模な流れにおいては、コリオリの力と
気圧傾度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

（２）

亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ時間的・空間的な変動が
説明で誤りはどれか。

行している。

値を持つ。

（１）
に強い着氷を起こす。

（１）
大きい。

温帯低気圧が発達するとき、それに対応する寒帯前線ジェット気流は南北に蛇

対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。

大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が高いほど大きい。
北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は西向きに働く。（３）

（４）

（１）中心部の温度が対流圏の上層や中層で周囲より低いにもかかわらず、中心部の

（２）

（４）

（２）
（３）

問

問 ７

問 ２

問 ３

１

（４）

（４）RIME ICEとは空気の泡を含む氷であり、もろいが表面がザラザラしているので

（２）

逆転層の成因について誤りはどれか。

全大気の50%程度の量の空気を含んでいる。

気温の減少は12㎞付近で止まる。
対流圏の範囲は全大気体積の1/10 以下である。

着氷域の予想には－８D法が利用できる。
（３）厚さ1.5㎜程度の着氷が翼にあっても失速速度はほとんど増加しない。

翼の空力特性に影響を与える。

対流圏の特徴で正しいものはどれか。
（１）気温は地表面から高度とともに2～3℃/㎞の割合で減少していく。

北半球の偏西風帯における寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流についての

高度が高い。
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　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

について、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

　寒冷前線がある地点を通過する場合、一般にその地点では（ａ）風向は時計回りに

亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で

（ａ）

（ｂ）

問 11 寒冷前線とそれに伴う現象についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせ

（ｃ）温暖前線のそれに比べて幅が広いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの

（４）        正　　　正　　　正　　　誤

        正　　　正　　　誤　　　正

（３）移動性高気圧には低気圧と低気圧の間に現れる尾根の高気圧と、極気団の氾濫に
より寒冷な気団がちぎれて動いてくるものとがある。

く、特に梅雨末期の西日本で顕著である。

しいものはどれか。

梅雨前線は水平の温度傾度が比較的緩やかである。しかし水蒸気の水平傾度が大き

高気圧について正しいものはどれか。
（１）温暖高気圧は対流圏全体及び成層圏でも暖かくなっている。

問 10

大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。

梅雨前線について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）の中で正

東西に長く発達する。
（４）

（２）

ブロッキング高気圧と密接に関係している。

問 ８ 寒気団の特性について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）の

視程は良好である。
（ｂ）安定度は不安定気温減率である。

問 ９

変化し、気温や露点温度が急下降し、（ｂ）気圧は上昇する。寒冷前線に伴う悪天域は

梅雨前線はインドモンスーン、太平洋の亜熱帯高気圧、オホーツク海方面にできる

（２）
（１）        正　　　正　　　誤　　　正

（ｃ）

（４）
（３）

        誤　　　正　　　正　　　誤
        正　　　誤　　　正　　　誤
        正　　　正　　　正　　　誤

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。（ｄ）

中で正しいものはどれか。

（ａ）気流は下層に乱流がある。

梅雨期の飛行に障害を及ぼす現象は、低シーリング、悪視程や雷雨であるが、その

（ｃ）オホーツク海高気圧の影響を受ける東日本では、雲は積雲系が多く発達する。その
ため降水は比較的強い。

（ｄ）

        誤　　　誤　　　正　　　誤
（４）        誤　　　正　　　誤　　　誤
（３）

範囲が広いので代替飛行場の選定が難しい。

（１）        正　　　正　　　正　　　誤
　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（２）        正　　　正　　　誤　　　正

（２）        誤　　　正　　　正　　　誤
（１）

がある。
　また、前線から離れた温暖域においても、（ｄ）積乱雲が発生し大雨を降らせること
現象を伴うことがある。　

（３）        正　　　誤　　　正　　　誤
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前線に対応している。
（４）縦軸に高層観測地点番号および緯度、横軸に標準大気における高度が示される。

問 18 高層断面図における説明で誤りはどれか。
（１）風のシヤーの把握としては、等風速線の混んでいる位置に注意する。

（４）海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

陸上と海上の大気下層に気温差が生じることにより出現する。

（３）一般的に陸風はそれが及ぶ厚さも風速も海風に比べて大きい。
比較的穏やかな晴天日に出現する。

（１）
（２）

（２）高層断面図は大気を鉛直にとらえた解析図である。
（３）水蒸気が少ない上層では、圏界面から等温位線が傾斜し温位傾度が混む場所が、

（４）

問 17 海陸風について誤りはどれか。

台風の中心付近では低層でウインドシヤーによる激しい乱気流が予想される。
（４）台風は低気圧と異なり、直径500㎞以上におよぶ広範囲に影響を及ぼすことはない。
（３）

問 15 晴天乱気流（CAT）の記述で誤りはどれか。

（２）

気流近傍で多く見られる。
（４）積乱雲が前線付近や下層暖湿気流場で多く見られるのに対し、上層雲はジェット

（３）積乱雲は停滞したり移動速度が遅いのに対し、上層雲は上層風の速度で移動し、

問

（１）HZ ：

（４）

赤外画像では、積乱雲は白く見えるのに対し、上層雲は太陽光の透過率が大きく
セルが塊状になったり線状に並んだりする。

視程が１,000m以上5,000m以下の場合
FU ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が5,000m以下の場合

（３）

問 12 ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

問 13
（１）一般に上層雲ははけで書いたように滑らかで一様な雲であるのに対し、積乱雲は
衛星画像による積乱雲と上層雲の識別要領について誤りはどれか。

（１）
（２）
（３）

ショワルター指数について誤りはどれか。
夏の雷雲発生に良い目安となる。

積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

14

（２）

肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、
視程が5,000m以下の場合

FG ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合

（２）

問 16 台風について正しいものはどれか。

気象庁が発表する台風予報の内容には暴風警戒域は含まれない。

（３）鉛直シヤー（VWS）が5kt/1,000ftより大きいとき、CATの発生確率は増大する。

乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。
指数が＋４であっても機械的上昇によっては発雷の可能性がある。

（１）CATは雲のない晴天中で突然おこる現象である。

温度差を指数としたものである。
850hPaの空気塊を500hPaまで上昇させたときの気温と、500hPaの空気の

CATはジェット気流の近くでは発生しない。（２）

積乱雲に比べてかなり暗く見える。

BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。

（４）CATとはClear Air Turbulenceの略である。
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可能性がある。

（１）相当温位とは、未飽和の空気塊が断熱的に移動するときに保存される量をいう。
（２）一般に相当温位線の混んでいる場所は、異なった性質をもった空気塊の境で

（４）
（３）高相当温位域は湿った暖かい空気の流入を意味しており、大雨の恐れがある。

前線に対応する。

渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。
（３）

（１）

強風軸の中心に沿って渦度の最大値が現れる。
（４）

相当温位線が混んでいる暖域側で、風速が50kt以上あるときは下層ジェットの

渦度は時計回りの回転を正とする。
問 19 渦度の説明について正しいものはどれか。

問 20 日本850hPa風・相当温位12・24・36・48時間予想図についての説明で誤りは

（２）ジェット気流の北側では正、南側では負の渦度となっている。

どれか。
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番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P6
資　格 定期運送用操縦士（飛） 題数及び時間 ２０題　　１時間

科　目 工学〔科目コード：０３〕 記　　号 Ａ１ＡＡ０３０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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風圧中心について正しいものはどれか。
翼に作用する空気力の合力の作用点をいう。
迎え角が変化しても空力モーメントが一定である点をいう。
空力モーメント係数が０となる点をいう。
迎え角が小さくなると前進する。

制限荷重及び制限荷重倍数に関する説明で誤りはどれか。
制限荷重の1.5倍までは破壊してはならない。
常用の運用状態において予想される最大荷重でも破壊しない必要がある。
輸送機に係る制限荷重倍数は1.5と規定されている。
制限荷重倍数とは制限重量に対応する荷重倍数をいう。

縦の静安定について誤りはどれか。
主翼迎え角が大きくなると、風圧中心は後方に移動し機首下げモーメントを発
生する。
水平尾翼は重心位置から離れた位置に取り付け、迎え角が変わると主翼と逆の
モーメントを発生する。
主翼の風圧中心と重心位置が合致していれば、尾翼の釣り合いモーメントは必
要としない。
水平尾翼の面積が小さいか重心位置から尾翼揚力中心までのアームが短いと、
主翼モーメントに打ち勝つことができず縦安定が負となる。

一般的な主翼の抗力係数（CD）に関する説明で正しいものはどれか。
常に正の値で、迎え角とCDの関係はだいたい揚力係数曲線と同じカーブを示す。
迎え角が負になればCDも負の値となる。
迎え角が変化してもCDは負の値にならない。
零揚力時の迎え角、すなわち垂直急降下の場合にはCDは負となるが、その他の
場合は必ず正の値である。

５ タック・アンダの現象と発生原因についての説明で、次の文章の空欄に入る言葉の
組み合わせで正しいものはどれか。

タック・アンダとは、高速飛行中に（ア）に発生した衝撃波の影響により、主翼から
水平尾翼に吹き下ろす気流（洗流）の角度が変化し、水平尾翼の（イ）が減少したり、
衝撃波の発生によって翼上面の風圧分布が変化し、（ウ）が移動して（エ）のモーメ
ントを生じる現象である。

ア　翼上面　　　イ　揚力　　　ウ　風圧中心　　　エ　機首下げ
ア　翼前縁　　　イ　揚力　　　ウ　空力中心　　　エ　機首下げ
ア　翼下面　　　イ　迎角　　　ウ　風圧中心　　　エ　機首下げ
ア　翼上面　　　イ　抗力　　　ウ　空力中心　　　エ　機首上げ

問 ３
（１）

（２）

（４）

（１）
（２）

問 ２
（１）
（２）

（２）
（１）

（３）
（４）

問 １

（４）

（３）

（１）

（３）

（４）

（４）

４

（２）
（３）

問

問

（３）
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アンチ・スキッド装置の機能で誤りはどれか。

対地接近警報装置（GPWS）についての説明で、次の文章の空欄に入る言葉の組み合わ
せで正しいものはどれか。

着陸のため高度を下げたり、山岳地帯を飛行中パイロットが気付かないまま機が（ア）
に異常接近したことを警報する装置である。この装置に使われるコンピュータには、
（イ）からの高度信号、エア・データ・コンピュータからの（ウ）と、上昇、降下率、
グライド・スロープ受信機からの降下路からの逸脱信号などが供給されている。
GPWSコンピュータは、機があらかじめ設定された危険領域に入ると（エ）と灯火で
警報を発する。

ア　地表　　イ　電波高度計　　ウ　気圧高度　　エ　合成音声
ア　他機　　イ　気圧高度計　　ウ　気圧高度　　エ　合成信号
ア　山岳　　イ　電波高度計　　ウ　飛行速度　　エ　赤色表示
ア　地表　　イ　気圧高度計　　ウ　対気速度　　エ　合成音声

主翼に装備される翼端板（エンド・プレートまたはウイング・レット）の効果で誤り
はどれか。

翼幅方向の流れを抑えるので、大きな翼端板をつけると、翼の表面の流れを２次
元の流れに近づけることができる。
翼幅方向の流れを抑えるので、翼型抗力を減少させることができる。
翼端板をつけると、翼幅を増加したのと同様の効果即ちアスペクト比を増加した
と同様の効果がある。
翼端板をつけると、誘導抗力を減らし揚力曲線の勾配を増加する効果がある。

直流発電機に比較した場合の交流発電機の特徴について誤りはどれか。
同一の出力を発生させるのに発電機を小型にできる。
電圧を高くすれば細い電線で多量の電力を送ることができる。
電圧変更が容易にできる。

10 タービン・エンジンのFADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行う
エンジン制御機能で誤りはどれか。

（３）フェール・セイフ・プロテクション
（４）オート・スピード・ブレーキ・ファンクション

（１）ロックドホイール・スキッド・コントロール
（２）タッチダウン・プロテクション

（１）
（２）
（３）

（３）

（３）
（２）イグニション系統のON/OFF

（４）

問

（１）

（４）スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの開閉

V1はＶＥＦ＋加速分以上であり、ＶＥＦはＶＭＣＧ以上でなければならない。
Ｔ類の飛行機における速度の説明で誤りはどれか。

VRはＶ１以上であり、1.３ＶSO以上でなければならない。（２）

VRは離陸面上35ftの高度に達する以前にV２が得られるような速度である。
V1は故障を認識し対応措置をとるまでの時間などを考慮して申請者が選択する。

（１）

（３）

９

11

（３）

（１）

８

６

（４）

（２）

問

問

問

問

（２）

７問

（４）

（４）

（１）

エンジンの低速から高速にかけて回転数の変化に応じて電圧を変更できる。

ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

エンジン燃料流量
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12 フェール・セーフ構造のレダンダント構造方式の説明で正しいものはどれか。
部材が破壊し始めるとその部材の受け持つ荷重がすべて硬い補強材に転移され
る。
部材が破壊すると近くの遊んでいる部材が全荷重を受け持つ。
部材が破壊してもその部材の分担荷重が他の数多くの部材に分配される。
２個以上の部材を結合しているので、部材にクラックが発生した場合、クラッ
クは結合面の間隙によって阻止される。

の方が大きいため

与圧系統に使用されているネガティブプレッシャ・リリーフ・バルブの目的で正しい
ものはどれか。

する。

を防ぐ。

ヨー・ダンパの働きで正しいものはどれか。
高速飛行時、ラダーの作動角を制御する。
釣り合い旋回をするため、ラダーを作動させる。
高速飛行時、エルロンの逆効きを防止する。
旋回飛行時、ラダーのフラッタを防止する。

高バイパス比ターボファン・エンジンの特徴で誤りはどれか。
推進効率の向上による燃費の大幅な低減
全体圧力比の減少及びタービン入口温度の低下による燃費の低減
高バイパス比の採用による排気騒音の大幅な減少
ファン直径の増加による推力の増大

18 重量76,000lbsの飛行機が直線定常飛行の失速速度（指示対気速度IAS）が152ktで
あったとき、45度バンクの旋回をしているときの失速速度（IAS）を求めよ。
ただし、計器誤差と位置誤差及び空気の圧縮性の補正は無視することができるほど小
さいものとする。

174kt
181kt
212kt
220kt

（２）

（３）

（２）

（４）

（３）

（１）

（３）

（１）

（１）

差圧が設計より大きくなった場合、客室圧力を機外に逃がして機体構造を保護

（２）

（４）

（２）
（３）
（４）

（１）

（４）
（３）

大気温度低下による空気密度の増加よりも大気圧力の減少による空気密度の減少
（１）

（４）

（１）

（３）
（２）

（４）

（２）

大気圧力が増加しエンジンの圧力損失が大きいため
大気温度が減少しエンジンの熱効率が低下するため

（２）

16

15

（４）

14

（１）

外気温度がエンジン性能に及ぼす影響について誤りはどれか。

操縦室での煙発生時、強制的に煙を機外に排出する。
設定された客室高度への気圧変化率を制御する。

客室圧力が外気圧よりわずかに低くなると、外気を取り入れて機体が潰れるの

13 飛行高度が高くなると推力が減少する理由で正しいものはどれか。
大気圧力は増加するが大気温度低下の影響の方が大きく空気密度が減少するため

（３）

問

問

17

問

問

問

問

問

大きくなる。

外気温度が上昇するとエンジン性能は低下する。
外気温度が上昇するに従って流入空気量（重量）は減少する。
同一出力を維持する場合、外気温度が低下すれば回転数を上げる必要がある。
タービン入口温度を一定にする推力設定法では外気温度が低下すると推力は
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重量300,000lbsの飛行機が速度180kt、バンク角30度で定常釣り合い旋回を行って

いるとき飛行機に働く遠心力を求めよ。

重力の加速度は32.2feet/sec2、１ktは1.69feet/secとする。

157,000lbs

165,000lbs

173,000lbs

181,000lbs

総重量152,000lbs、重心位置が基準線後方450inchにある飛行機で、6名の乗客を基
準線後方700inchの座席から基準線後方200inchの座席へ移動させ、追加の貨物を搭
載して、重心位置を基準線後方452inchから455inchの範囲に収めたい。追加貨物の
搭載の方法で正しいものはどれか。ただし、当該航空機の最大ランプ重量155,000lbs
とし、乗客一人の重量は150lbsとする。

基準線後方1,000inchの貨物室に1,500lbsの貨物搭載
基準線後方700inchの貨物室に2,000lbsの貨物搭載
基準線後方700inchの貨物室に3,500lbsの貨物搭載
基準線後方600inchの貨物室に2,500lbsの貨物搭載

（３）

（２）

（４）

（２）
（３）

（１）

（４）

（１）

20

19

問

問
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合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

科　目

（２）

◎

Ａ１ＨＨ０３０９３０

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

◎ 注　　意 （１）

工　学〔科目コード：０３〕

判定基準

P7

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
資　格 ２０題　　１時間題数及び時間定期運送用操縦士（回）
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誘導速度とは、ロータにより加速されたロータ通過直後の空気の速度増加分のこと

は小さい。

ただし、空気のみだれのない対気速度“零”のホバリング状態とする。

（ｄ）
（ｃ）

である。
（ａ）

問 3 （Ａ）にあてはまる文で、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
『圧縮性流体である空気が、マッハ１よりも大きな速度で、下流に行くほど断面積

（３）

問 5 運動量理論から得られるロータの誘導速度等に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正し
いものはいくつあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

ピッチ変化のない軸をいう。
（４）

問 1 耐空性審査要領の定義で誤りはどれか。
（１）回転翼とは、回転翼航空機の回転する翼をいう。
（２）主回転翼とは、回転翼航空機を空中に支持するための主要なる回転翼をいう。
（３）ピッチ不変軸とは、回転翼航空機において、その軸まわりにフェザー又は周期的

回転翼面とは、回転軸に垂直な基準面をいう。

速度は増加し、静圧、密度、温度は減少する。

レイノルズ数は流れの摩擦力と粘性力の比である。
（ｂ）レイノルズ数が臨界レイノルズ数より小さいと流れは乱流になる。
（ｃ）乱流は層流よりも境界層が厚い。
（ｄ）

速度、静圧、密度、温度は減少する。
（２）

（ａ）

層流はエネルギーが少なく剥離しやすいが、乱流はエネルギーが豊富で剥離しにく

（ｂ）ロータ面を通過した空気の後流速度は、ロータ面での誘導速度の２乗に加速される。

が小さくなってゆく流管に流れ込むと、（Ａ）』

（４）速度、静圧、密度、温度は増加する。

（１）速度は減少し、静圧、密度、温度は増加する。

４

ロータの発生する推力の大きさは、誘導速度に反比例する。
ロータの発生する推力の大きさが一定だとすると、流入速度が大きいほど誘導速度

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（３） ３ （４） ４（１） １ （２） ２

（ｄ）ブレード表面の空気の流速及び気温が衝撃波発生の有無を決定する。

発生しない。
（ｃ）空気の圧縮波は音速で伝わる性質があり、このことが衝撃波発生の一因である。

（ａ）空気が非圧縮性流体であることが衝撃波発生の一因である。
（ｂ）ヘリコプタの前進速度と前進側ブレード翼端の回転速度の和が音速以上でないと

問 4 ヘリコプタのブレードに発生する衝撃波発生の仕組みについての記述（ａ）～（ｄ）の
中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

問 2 流体の特性、レイノルズ数に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあ
るか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

い。

（３） ３ （４） ４（１） １ （２） ２
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（ａ）
（ｂ）

（４） ４

（ｄ）高空・高速域でのメインロータ・ブレードの翼端失速を遅らせる。

メインロータ・ブレードの発生する揚力の翼端損失を”零”にする。
メインロータ・ブレードの揚力分布の均一化

（ｃ）必要馬力の軽減

（１） １ （２） ２ （３） ３

４（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ｄ）摩擦抗力とは、物体表面に付着して流れる空気の摩擦によって生じる抗力のことで
ある。

（ｃ）圧力抗力とは、物体まわりの空気が剥れ、後方に渦を作り圧力が低下することに
よって物体を後方に引っ張ろうとする抗力のことである。

抗力を形状抗力（あるいは形状抵抗）という。
（ｂ）形状抗力（profile drag）は圧力抗力と摩擦抗力に分類される。

揚力ベクトルが後傾する。
（４）翼全体としては抗力が減少する。

形状抗力（profile drag）とは、抗力のうち、物体の形状にのみ依存して変化する

（３）

（１）有効迎え角が増加する。
（２）

翼端渦によって誘起される誘導速度がもたらす現象のうち正しいものはどれか。

問 7 翼に発生する抗力の記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～

問 6

誘導抗力が減少する。

（４）の中で正しいものを選べ。

（ａ）

（４）ω = g cosθ / 2 t = 4π / g cosθ
（３）ω = g cosθ / V t = 2πV / g cosθ
（２）ω = g tanθ / 2 t = 4π / g tanθ

時間（t）を求める式で正しい組み合わせはどれか。
ただし、ｇ：重力加速度、V：真対気速度とする。

（１）ω = g tanθ / V t = 2πV / g tanθ

問 8 メインロータ・ブレードにねじり下げを設けることで期待できる効果の記述（ａ）～
（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

問 10 バンク角(θ)で定常釣り合い旋回した時の旋回率（ω：rad/s）および旋回に要する

問 9 ＧＰＳについて誤りはどれか。
（１）ＧＰＳは、高度約 20,200 kmの 6 つの周回軌道に各々最低 4 個、合計 24 個

以上配置された人工衛星で構成されている。
（２）利用者が３次元位置（緯度、経度、高度）を測定するには、４個の衛星を観測する

必要がある。測位と同時に世界標準時も求まる。
（３）測位方法は航空機からＧＰＳ衛星に電波を発射し、その反射波を受信するまでの

時間差を測定することによって計算されている。
（４）ＧＰＳ衛星からは電離層での電波伝搬誤差を除くため、1,575.4 MHzと1,227.6

MHzの２つの電波が発射されている。
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として作用するので、動的には安定である。

問 ヘリコプタの前進飛行時の方向の安定性に関する記述で誤りはどれか。

横滑り運動が生じた時、風見効果により、その横滑りした方向とは反対に機首が
向かうように偏揺れモーメントが発生するので静的に安定である。

１ （２） ２ （３） ３ （４）

（１） １ （２） ２

４

を発生させるので静的に安定である。
（４）テールロータの復元作用は方向の角速度に対する減衰効果（ヨー・ダンピング）

４（４）

（ｄ）ホバリング時に必要な馬力は、誘導馬力と形状抵抗馬力だけである。

（３） ３

（ｃ）有害抗力は速度の２乗に比例して増加し、有害抵抗馬力も速度の２乗に比例して
増加する。

（ｂ）形状抵抗馬力とは、ロータ・ブレードを空気抵抗に打ち勝って回転させるために
必要な馬力のことである。

（ａ）

13

る。）反時計回りとする。

（１）

誘導馬力とは、ロータ・ブレードが空気に作用し、吹き降ろす運動量を与えること
によって推力を得るために必要な馬力のことである。

問 ヘリコプタの飛行に必要な馬力に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいく
つあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

12

問 旋回中発生する現象について説明した文章の下線部（１）～（４）で誤りはどれか。11

　旋回方向側のラダー操作量が多すぎると旋回の（１）外側に横滑りを生じる。
この場合、機体に働く遠心力よりも揚力の水平成分が（２）小さく、見かけの重力
の方向が釣り合い旋回の場合より旋回の（３）外側にずれるので、すべり計の
ボールは旋回計の振れる方向とは反対の方向にずれる。この場合、機体はロール角
の割合には旋回半径は（４）大きくなる。

（１）方向安定に関係する機体の主な部分は、テールロータ、垂直尾翼（垂直安定板）
胴体である。

（２）

（３）テールロータは横滑りにより有効迎え角が変化し、機首方向を元に戻す復元力

（ｄ）ホバリング中に左ラダーを大きく踏み込めば、クロス・カップリングにより機首は
上がる。ただし、テールロータはヘリコプタを側面から見て（機首部を左とす

（ｃ）サイクリック・スティックを後方に操作した場合、クロス・カップリングにより
機体は右へ傾く。

より機首は上がり、次いで右へバンクする。同時に機首が右に振れる。
（ｂ）右旋回を行う場合、クロス・カップリングにより必ず機首は下がる。

問 14 ヘリコプタの操縦特性であるクロス・カップリングに関する代表的な記述（ａ）～
（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。
ただし、メインロータは上から見て反時計回りとする。

（ａ）前進飛行中にコレクティブ・ピッチ・レバーを上げるとクロス・カップリングに
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（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ｄ）上記（ウ）の発電機で200（Ｖ）の定格電圧も取り出すことができ、航空機の

交流電源の電圧を示すのに115/200（Ｖ）と記載されることもある。

（３） ３ （４）

（ａ）トランスフォーマ（transformer）は、交流電圧を変える機器であり、直流には

４（１） １ （２） ２

（ｂ）

つあるか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。

速度

いものを選べ。

動力ポンプが故障した場合に、一定量の圧力作動液を作動装置に供給する。
（ｃ）動力ポンプが吐出した作動液の脈動によって生じる圧力サージングを和らげる。

（ａ）圧力流体の形でエネルギーを蓄え、圧力マニホールド内を高圧に保ち、ピーク負荷
時に動力ポンプを助け、一時的に作動油を供給する。

問

である。

問 18 次の記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で正し

16

（４）

問 17 油圧系統における蓄圧器の機能に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいく

（３）機体姿勢、パイロットの視界、振動などパイロットが操縦するうえで不快と感じる

使用できない。

（ｃ）航空機で使用される3相交流発電機の相電圧は115（Ｖ）、周波数は400（Ｈｚ）

トランスフォーマ・レクチファイアー（transformer rectifier）は、交流電力を

降圧、整流し直流電力に変換する機器をいう。

サイクリック・スティックの操作量

もので誤りはどれか。
（１）前進側ブレードの圧縮性の影響
（２）特定の部位に生ずる荷重

問 15 フライト・ディレクタについての記述で誤りはどれか。

リング・コマンド）を表示する。

左に倒す。

コマンド・バーの振れの大きさは、姿勢変化（ピッチ軸とロール軸）させるべき

（４）

（３）ロール軸のコマンド・バーが中央より左にある時は、サイクリック・スティックを

（２）
大きさに比例する。

ロール軸のコマンド・バーが中央にある時は、常に機体は水平でなければならない。

（ｄ）各機器が作動したときの作動液の圧力サージングを吸収する。

飛行規程に定められる超過禁止速度（VNE）を決定する要素として、考慮されている

（１）あらかじめ設定した飛行姿勢を保つためのピッチ軸とロール軸の操縦指令（ステア

（ｂ）
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（１）870ft
（２）700ft

（４）510ft
（３）690ft

問 20 A空港へ進入中に、ＱＮＨ29.68の通報を受けたが、間違って29.86に合わせて指示

（４）デジタル信号を利用するので、電源用の配線とは別に電気信号用の配線を装備
している。

高度700ftで場周経路に入った。この時の対地高度（絶対高度）を求めよ。ただし、
場周経路の標高は10ftとする。

（３）飛行中はエンジン回転数（Ng又はN1）を一定に保つように燃料流量をコントロー
ルする。

（２）構成主要機器として一種の高性能マイクロ・コンピュータが搭載されており、電源
が必要である。

（１）油圧・機械式FCUや、アナログ電子式FCUに比べて制御精度が高く、信頼性に優
れている。

問 19 ヘリコプタに装備される全デジタル電子式制御装置（Full Authority Digital Electro-
nic Control：FADEC）に関する記述で誤りはどれか。
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◎

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎ 配　　点

（２）

能となるので当該科目は不合格となります。

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士 (飛)(回)(船)

Ａ３ＣＣ０２０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号気象〔科目コード：０２〕

合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P10

事操(飛)(回)(船)-気象-1/4



問 ５ 台風について正しいものはどれか。
（１）台風は積雲対流に伴って放出される顕熱をそのエネルギー源として発達する。
（２）北緯５度以内の赤道付近で主に発生する。

（２）晴れた日中地表面や地物が放射によって冷却し、それに接する空気の温度が低下す

（２）

るために発生する。
高気圧内では上層の空気層全体が沈降し気温が断熱上昇して発生する。

（４）

前線の存在により、下層に寒気、上層に暖気がくるために発生する。

対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。

（４）

問 1 周囲より3℃気温の低い空気塊が、0.5℃/100mの気温減率をもった大気中を、ある高
度から周囲の気温と等しくなる高さまで断熱的に下降した。下降した高さとして正しい

約2,000ft
（３）約1,200ft

外周にはらせん状降雨帯（スパイラルレインバンド）と呼ばれるものがある。

約   500ft

（２）

ものはどれか。
（空気塊は凝結した水分を含んでいないとし、乾燥断熱減率は約1℃/100mとする。）

（１）約3,000ft

上昇に伴って、空気塊の温度は低下する。

大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に比例する。

り温度が高く、空気密度が小さい。

計器高度は真高度より低い。
計器高度は平均海面高度より低い。

台風の発生には、コリオリの力は影響を及ぼさない。

コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
（１）

度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

問 ６ 寒冷低気圧について誤りはどれか。

（３）

問 ７ 逆転層の成因について誤りはどれか。
（１）

問

（４）乱流混合層の乱れの強い層内で、上下混合によって発生する。

空気塊の上昇に関する記述について誤りはどれか。

問 ３ 高気圧域の空港から低気圧域の空港に向かって飛行する場合で、出発時のアルチメーター

上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は減少する。
（２）
（３）

上昇に伴って、空気塊の体積は増加する。

（空気塊は水蒸気を含まず、外部との熱のやりとりはないものとする。）

（１）計器高度は真高度より高い。

が周囲より低い。

（４）
（３）

（４）

セッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

（３）

（１）中心部の温度が対流圏の上層や中層で周囲より低いにもかかわらず、中心部の気圧

（３）寒冷低気圧の東進により、特に中心の南東側では成層状態が不安定となる。

寒冷低気圧の上方では対流圏界面が大きく垂れ下がっており、その領域では周囲よ

（４）上昇に伴って、空気塊の内部エネルギーは増加する。

（２）大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が高いほど大きい。
（３）北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は西向きに働く。

（２）計器高度と真高度は等しい。

４

（１）

（４）中・高緯度の対流圏上層の大気の大規模な流れにおいては、コリオリの力と気圧傾

2
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     （a）    （b）    （c）    （d）
       正      　正     　 誤         正 　  　
       誤      　正     　 正         誤　 
       正     　 誤         正　   　誤
       正      　正     　 正         誤      　 （４）

（１）
ショワルター指数について誤りはどれか。

熱帯低気圧の最大風速の強さによる分類で正しいものはどれか。

ガストフロントの兆候があるとき

問

夏の雷雲発生の良い目安となる。

問 11 寒冷前線とそれに伴う現象についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせ

（３）鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき
（４）

TD ＜ STS ＜  TS  ＜   T

（４）

（３）地上気温が27℃以上のとき
（４）気温と露点の差が3℃以上のとき

（２）

－8℃～＋8℃の高度では落雷が少ない。

（２）

（４）TD ＜  TS  ＜ STS ＜   T

風速値が110ktより大きいとき

850hPaの空気塊を500hPaまで上昇させたときの気温と、500hPaの空気の

（ｃ）温暖前線のそれに比べて幅が広いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの
現象を伴うことがある。　

について、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

　寒冷前線がある地点を通過する場合、一般にその地点では（ａ）風向は時計回りに
変化し、気温や露点温度が急下降し、（ｂ）気圧は上昇する。寒冷前線に伴う悪天域は

８

12

　また、前線から離れた温暖域においても、（ｄ）積乱雲が発生し大雨を降らせること
がある。

（１）
低高度ウインドシヤーの発生を予測する目安として誤りはどれか。

風向や風速が短時間で変化しているとき

（１）
（２）
（３）

（４）

晴天乱気流の発生条件で誤りはどれか。

（４）

（１）地上低気圧と高層の気圧の谷を結ぶ低気圧の軸（うず管）が鉛直に立ってくるとき

問

雷雲付近の飛行について誤りはどれか。
雷雲の上5,000ft以上を飛行できない時は迂回したほうが良い。

（１）

（３）TD ＜  TS  ＜   T   ＜ STS

（１）

指数が＋3程度であっても機械的上昇によっては発雷の可能性がある。

温度差を指数としたものである。

問 10

（２）低気圧の前面に暖気の移流があり、後面に寒気の移流が顕著なとき

水平シヤーが20kt/120nmより大きいとき

乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。

（２）

（３）

（３）
（２）

等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき

地上低気圧の上流で500hPaの谷が深いとき

日本付近の低気圧がさらに発達すると予想できる場合で誤りはどれか。

500hPa面の等高線の蛇行（南北流）が大きくなるとき

問

９

（１）

問 14

問 13

Cbの雲頂の風下にある Ci や Cs の雲層の中や下方を飛ばない。（３）
線状に並んだセルに沿ったコースではできるだけ風上側を飛ぶ。

TD ＜　T　＜ STS ＜  TS
（２）
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視程が10km以上であること。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のどちらか高い値未満にないこと。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がないこと。
顕著な天気現象がないこと。

     （a）    （b）    （c）    （d）
       正      　正     　 誤         正 　  　
       正      　誤     　 誤         正　 
       誤     　 誤         正　   　誤
       正      　誤     　 正         誤      　 

５００hＰa天気図の－６℃線

（２）
（３）

（４）

問 19 降雪の目安となる高層天気図の等温線について正しいものはどれか。

（３）
（４）

一般的に陸風はそれが及ぶ厚さも風速も海風に比べて大きい。

（４）

問 16 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

（１）

（３）７００hＰa天気図の－６℃線

日本850hPa風・相当温位12・24・36・48時間予想図についての説明で誤りは
どれか。

可能性がある。

（２）一般に相当温位線の混んでいる場所は、異なった性質をもった空気塊の境で

（４）相当温位線が混んでいる暖域側で、風速が50kt以上あるときは下層ジェットの

（１）５００hＰa天気図の－３０℃線
（２）８５０hＰa天気図の－３０℃線

誤
（４） 正 誤
（３） 正 誤 正

誤 正

（４）渦度の零線はほぼ前線帯と一致している。

（２）
（１）

（３）強風帯の中心に沿って渦度の最大値が表れる。

渦度は反時計回りの回転を正とする。
ジェット気流の北側では正、南側では負の渦度となっている。

問 20 渦度の説明について誤りはどれか。

（１）

問 18

陸上と海上の大気下層に気温差が生じることにより出現する。
比較的穏やかな晴天日に出現する。

海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

相当温位とは、未飽和の空気塊が断熱的に移動するときに保存される量をいう。

問 17 海陸風について誤りはどれか。

（２）

誤
（２） 正 誤 誤 正
（１） 正 正 正

（ａ） （ｂ） （ｄ）

部分　：ＢＲ

（ｄ）

（ｂ）
低い　：ＤＲ

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）

（ｃ）

気象通報式の天気略号を表す記号として（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、

高い　：ＢＬ（ｃ）
散在　：ＶＣ

（１）

問 15

前線に対応する。
（３）高相当温位域は湿った暖かい空気の流入を意味しており、大雨の恐れがある。
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　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ１１

科　目 Ａ３ＧＭ０２０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

資　格 ２０題　　４０分

記　　号

事業用操縦士（滑）上級・動力

気象  〔科目コード：０２ 〕

題数及び時間

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 判定基準

（２）

◎ 配　　点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

事操（滑）-気象-1/４



平均海面高度での標準大気圧は29.92inchである。
標準大気の下層では、１００mの高さは1hPAの気圧にあたる。
大気の圧力とは気圧を測定する点から大気の上限までの空気の重さである。
気圧の値は高さによっても異なるので、地上気圧を比較する場合には、これを平均
海面の気圧値に更正しなければならない。

国際標準大気における5,000ftの気温で正しいものはどれか。
　５℃
　０℃
－５℃
－１０℃

大気の状態で正しいものはどれか。

地上の低気圧の上流で500hPAの気圧の谷が深い場合の地上低気圧について、正しい
ものはどれか。

衰える。
変わらない。
発達する。
消滅する。

日本付近に現れる気団の変質についての記述で誤りはどれか。

夏季には、太平洋の（１）高温多湿な小笠原気団が内地や大陸に向かって吹き込む。
このため（２）日本海側では特に暖湿な空気が山地を這い上がっていくが、一般には
日本付近は気流が発散域になっているので（３）積雲形の雲は現れるが、（４）天気は
は比較的良い。

問

（１）
（２）
（３）
（４）

（１）
気温について誤りはどれか。

物質に熱を与えると、内部エネルギーが増大して温度が上がる。

（４）

（４）対流圏では、気温の平均減率として２℃/1000mを採用している。

問 １

（２）気温の日変化では14時頃が最高となる。
（３）気温は上空に上がるほど低い。この気温の下がる割合を気温減率とよんでいる。

（３）
（４）

（１）
（２）

大気圧についての記述で誤りはどれか。
（１）
（２）
（３）

（１）

（１）対流圏では高度が上がると気温が減少する。

（４）

（２）対流圏と成層圏の境を圏界面といい、その高度は高緯度ほど低い。

不安定

大気の状態曲線において、乾燥断熱減率線より気温減率が大きかった。

中立
（２）安定
（３）

条件付き不安定

対流圏では上下方向の空気の移動もさかんにおこる。
（４）対流圏内の上層にはオゾンを含むオゾン層が形成される。

問 ３

問 ４

５

６

対流圏について誤りはどれか。

問 ２

問

７問

（３）
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山岳波について誤りはどれか。
山頂高度付近に逆転層か大きい安定層があり、山脈に直角に近い風向で風速が強い
ときに発生する。
強い山岳波は山脈の風下側１００マイル位まで影響していることがある。
圏界面付近まで乱流のあるケースもある。
風が強くても、雲ができていないければ注意は必要ない。

背の高い低気圧の特徴について正しいものはどれか。
低気圧は周囲の空気より冷たい。
低気圧は周囲の空気より暖かい。
低気圧は周囲の空気と同じ温度
低気圧は高層にいくに従い消滅してしまうことがある。

ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後、予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の接近
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

暖気団の特性で誤りはどれか。
気流はなめらかである。
視程は良好である。
雲形は層状雲形である。
安定度は安定な気温減率である。

（３）

問

問

問

（３）

（１）

（３）

航空気象電文のうちTRENDについて正しいものはどれか。
地上気象実況

（４）

特別飛行場実況気象

（４）

（１）

（４）

（４）

（４）

（２）

（１）

（２）
（１）

空域悪天情報
（４）着陸用飛行場予報

（２）

（１）
（２）
（３）

（３）

問

（３）ＳＷ：暴風警報

平均海面からBKN以上の雲層の雲底までの垂直距離

（１）地表または水面から雲底までの垂直距離
（２）平均海面から雲底までの垂直距離

９

（２）

10

12

ＧＷ：強風警報
海上警報の記号と内容の組み合わせで誤りはどれか。

（１）

11

問 ８

13

14

問

問

METARにおいて「雲底の高さ」の意味として正しいものはどれか。

地表面からBKN以上の雲層の雲底までの垂直距離

Ｗ：一般警報

（３）

ＴＷ：雷警報

（２）

（４）
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地衡風と等圧線の角度について正しいものはどれか。
等圧線に約６０°の角度で吹く。
等圧線に約４５°の角度で吹く。
等圧線に直角に吹く。
等圧線に平行に吹く。

漏斗雲の中に急速に巻き上がっていく鉛直軸を持つ渦
ローター雲付近に発生する乱気流
積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な下降気流のうち、強風の吹き出し口の
直径が水平方向に4km以下のもの
空気が障害物や起伏の多い地形の上を流れる時発生する乱気流

定時観測以外で気象現象に一定の重要な変化があった場合等に実施された特別観測気象報
であることを示すコードはどれか。

ＳＩＧＭＥＴ
ＳＰＥＣＩ
ＴＲＥＮＤ
ＳＹＮＯＰ

ウインドシヤーに関する文章で誤りはどれか。

大気中の近い距離で風向又は風速の差がある時、それらの風の間に（１）引っ張りまた
は刈り取り効果が現れてくるが、この風向風速の差をウインドシヤーと呼んでいる。ウ
インドシヤーは（２）水平方向にも鉛直方向にも存在するが、（３）水平・鉛直方向に
同時に存在することはない。ウインドシヤーは（４）どの高度にもあって、空気の撹拌
と渦巻運動を起こし、大気中に乱気流を発生させる。

問

問

問

16

問

問 20

問 15

（３）

（１）
（２）

（２）
（１）
マイクロバーストについて正しいものはどれか。

18

17

（１）

（４）

風向は南に変わり、露点温度は上昇する。
寒冷前線通過後の変化で正しいものはどれか。

（２）気圧は上昇し、風向は北もしくは西に変化する。
（３）気圧、気温および露点温度は降下する。

予報円は、台風の中心が到達すると予想される範囲を示している。

19

（４）気温と露点温度は上昇する。

台風について誤りはどれか。
（１）台風の強さは雲域の範囲によって決まる。

反時計回りに風を吹き込む。（２）
（３）
（４）

進行方向の右半円を危険半円という。

（４）

（３）

（４）

（１）
（２）
（３）
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工学〔科目コード：０３〕科　目

注　　意 （１）◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

◎ 配　　点

◎ 判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P１２航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（飛）

Ａ３ＡＡ０３０９３０記　　号

事操（飛）-工-  1/４



（１）プロペラ後流を打ち消すためラダーの使用が必要である。

問 ４

問 １

問 ２

問 ３

（１）風圧力の作用線と翼弦との交点をいう。
（２）

（２）
（１）矩形翼は翼端失速の傾向が大きい。

（２）操縦するうえでプロペラの回転方向は考慮する必要がない。

右発動機

翼型の空力中心について、正しいものはどれか。

（３）左発動機

どちらの発動機も該当する。

（３）
（４）エンジンの出力を急激に変化させると機体が傾こうとする。

旋回時にはプロペラのジャイロ効果を打ち消す必要がある。

（２）
（１）

左右どちらか操縦士が選んだ発動機とする。

問 ６ 機首にプロペラを装備した単発機の飛行特性について誤りはどれか。

右回りプロペラ（牽引式右回転プロペラ）を装備している双発機の臨界発動機はどれか。問 ７

乱流を発生させて揚力を減らす。
衝撃波を発生させて抗力を増す。
乱流を層流に変えて失速を遅らせる。

（３）

（２）

誘導抗力が減少する。
形状抗力が減少する。

（３）

（４）

問 主翼にボルテックス・ジェネレータをつける目的として正しいものはどれか。５
（１）層流を乱流に変えて剥離を遅らせる。

風圧力が前縁まわりのモーメントと釣り合う位置をいう。
翼の縦揺れモーメントが迎え角に関係なくほとんど一定となる点をいう。（３）

先細翼は翼端失速を起こしやすい。

（４）空力平均翼弦の中心点をいう。

次のうち正しいものはどれか。

（３）

（４）

（４）

楕円翼の失速は翼全体から見ると不均一に発生する。

（２）

翼面積が同じで翼幅を2倍にした場合のアスペクト比（縦横比）で正しいものはどれか。

（１）翼端で起きる揚力損失を減少する。
主翼に取り付けられたウイング・レットの効果について誤りはどれか。

（４）

前進翼は翼端失速の傾向が強い。
（３）
（４）

１／４になる。

１／２になる。

アスペクト比を大きくした時と同様な効果がある。

（１）2倍になる。
（２）

4倍になる。
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（１）前縁フラップは一般に後縁フラップと組み合わせて使用する。

（３）

（１）外力により機体の姿勢が変化したとき復元力が働くかどうかという性質を動安定と

（４）
温度

８

（１）

（２）

（４）静安定が強すぎると動安定が負となることがある。

フラップを使用すると揚力は増加するが抗力は変わらない特徴がある。

（４）

（２）

（３）地上駐機中の航空機の盗難を防止するためにある。

地上係留中の航空機が突風にあおられて、操縦翼面がばたついたり、それによって
破損しないようにする。
着陸滑走中の航空機が突風にあおられて、操縦翼面がばたついたり、それによって
破損しないようにする。

問

以下のうちフェール・セーフでないものはどれか。

空気中の音速は、実用上、次のうちの何によって変化するか。

（４）

（２）
最良上昇率が0feet／minとなる高度を言う。

（３）

問 14

（３）

最良上昇率が100feet／minとなる高度を言う。

（４）

問

問 11

12

（１）
13

ロード・ドロッピング構造方式

問

水平飛行を維持できる最高の高度を言う。

バック・アップ構造方式

問

問 10

フラップに関する記述で誤りはどれか。

９

（３）

安定性についての記述で正しいものはどれか。

（４）VFOは最大フラップ操作速度といい、通常はフラップ角により異なる速度である。

（２）後縁フラップは翼のキャンバーを変化させることにより揚力を増加させる。

（１）

（１）レダンダント構造方式

（３）

最良上昇率が５０feet／minとなる高度を言う。

（２）

（２）セーフライフ構造方式

フラップや着陸装置下げなど、形態を変えても再調整の必要はない。

（１）定常飛行を継続するのに必要な保舵力をゼロにする機能がある。
（２）

動安定が負である飛行機は静安定を正とすることができない。

トリム・タブについての説明で誤りはどれか。

いう。
動安定は「正・負・中立」があるが、静安定は「正・負」のみである。

全発動機作動状態での実用上昇限度の説明として正しいものはどれか。

気圧

湿度

密度

ガスト・ロックの役割で正しいものはどれか。

エルロン、エレベーター、ラダーの三舵に装備が可能である。

速度の違う定常飛行に移行したら再調整をしなければならない。
（３）

（４）小型機においては効果が期待できないので役割はない。
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（４）基準線後方　 250 cm

（２）基準線後方　 180 cm
（３）

電圧24V、容量30AH
電圧12V、容量60AH

基準線後方　 210 cm

問 20 下図の飛行機の重心位置はどれか。ただし後輪は２つある。
（１）基準線後方　 175 cm

（２）

（４）

（１）

（４）

か。

（４）電圧24V、容量60AH

ジャイロについての記述で誤りはどれか。

電圧12V、容量30AH

（４）

（３）

問 17 電圧12V、容量30AHのバッテリーを２個並列に接続した状態として正しいものはどれ

混合比を薄くする。

燃料混合比を濃くする。

（２）

問 15

カウルフラップを閉じる。

エンジン回転数を上げて炎速度を大きくして、正常燃焼炎を速く通過させる。

問 19 ATCトランスポンダーについて正しいものはどれか。

地球上ではジャイロの示す基準軸は地球の公転に影響を受ける。
ジャイロの剛性とは、ジャイロが慣性空間に対して安定していることをいう。

問 16

（４）

キャブヒートを使用する。

キャブアイシング発生時の措置として誤りはどれか

（１）

（１）高度を下げる。

（２）
（３）

エンジンの運転条件によるデトネーションの防止策で誤りはどれか。

問 18

（１）シリンダ温度を下げて末端ガスの温度を下げる。

（３）
吸気温度、圧力を下げて、末端ガスの温度を下げる。（２）

（３）地球上ではジャイロの示す基準軸は航空機が移動することに影響を受ける。
地球上ではジャイロの示す基準軸は地球の自転に影響を受ける。

SSRからの質問電波を捉えて、自動的に応答する装置である。

（２）
航空機から地上局までの斜距離を知る装置である。

地上局からの電波を捉えて、位置を知る装置である。

（１）
人工衛星からの電波を捉えて、位置を知る装置である。

（３）

７０ｃｍ

２８０ｃｍ

基準線

６００kg １８００kg（片車輪につき）
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ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

科　目

資　格

P13

記　　号工　学〔科目コード：０３〕 Ａ３ＨＨ０３０９３０

２０題　　４０分

◎ 注　　意

◎ 判定基準

◎ 配　　点

題数及び時間事業用操縦士（回）

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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に大きな荷重がかからないように、あらかじめ上方にある角度をとってブレードが
取り付けられており、これを（４）プレコーニング角という。

ダウンウォッシュが強い水平速度をもって影響を与える範囲は、無風の場合、自機

　シーソー型ロータまたは（３）全関節型ロータでは、ハブあるいはブレード根元

問 5 コーニングに関する記述で、下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

ダウンウォッシュ速度はロータ半径に反比例する。
（４）

問 1 耐空性審査要領における速度の定義で正しいものはどれか。

真対気速度(TAS)とは、かく乱されない大気に相対的な航空機の速度をいう。従っ

目盛りがつけてあり、かつ、対気速度計系統の誤差を修正したピトー静圧式対気速
（１）指示対気速度(IAS)とは、海面上における標準大気断熱圧縮流の速度を表すように、

等価対気速度(EAS)とは、航空機の指示対気速度を、特定の高度における断熱圧縮

要となる。

（４）

（４）オートローテーション降下時は、メインロータの回転数が増加すると右ラダーが必

（３）オートローテーション降下時は、メインロータのオートローテーション領域が左に
が回されるため右ラダーが必要となる。

（２）粘性流体であることに起因する。この層の空気の流れが翼表面からはがれる

オートローテーション降下時、ミッションの摩擦により回転方向と同じ方向に機体（２）

（１）

問 2 流体の特性に関する記述で、下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

　翼表面を空気が流れる時、翼表面から一定の速度になるまでのあいだで流れの速

ホバリング中のヘリコプタが発生するロータ・ダウンウォッシュの記述で誤りはどれか。

問 3 上から見て反時計回りのメインロータを有するヘリコプタが、オートローテーション降

りトルクの影響がなくなり右ラダーが必要となる。

　コーニング角の大きさは、ブレードに関わる（１）揚力と遠心力及びブレードの

問 4

移動するため右ラダーが必要となる。

を中心としてロータ直径の約３倍の半径円内と言われている。ただし、地表または

ダウンウォッシュ速度は誘導速度の２乗である。

ダウンウォッシュの強さは全備重量に比例する。
（２）

て、TAS=EAS  ρ0/ρとなる。ここにρは、その時の大気状態における空気密度
（３）

ればコーニング角は小さくなる。

水面付近でのホバリング中とする。
（３）

自重の釣り合いで決まり、飛行中、（２）揚力と遠心力の変化に応じて間断なく変
化し、ロータが大きな推力を発生すればコーニング角は大きくなり、回転数が増え

度計の示す航空機の速度をいう。
（２）

流に対して修正したものをいう。海面上標準大気においてはEASはCASに等しい。

失することを（４）失速という。
ことを（３）離脱という。この現象が翼表面の広い範囲で起こり、揚力が大きく損

をいい、ρ0は海面上標準大気の空気密度をいう。
較正対気速度(CAS)とは、航空機の指示対気速度を、空気密度に対して修正したも
のをいう。海面上標準大気においてはCASは真対気速度(TAS)に等しい。

下時、右ラダーを踏む理由について誤りはどれか。

（１）巡航飛行時、左ラダーを踏んでいたものがオートローテーションに入れることによ

度が変化する空気の層を（１）境界層という。このような層ができるのは、空気が

事繰（回）-工-2/5



問６の図中、曲線①の最低点Cに関する説明で正しいものはどれか。

（１）

（４）

荷重が（４）エンジン制御機構に伝わらないようにするためである。

破線Ⓑよりも破線Ⓐの方が余剰馬力は大きい。

（４）引っ張り荷重には強く、剪断には柔らかい特性がある。
（３）ゴム（エラストマ）の大きな弾性変形能力を利用した軸受けである。

（２）配管を通して油圧アクチュエータや油圧モータなどの機械的な力に変換する力
の伝達装置をいう。　
　操縦系統に（３）ブースト・アクチュエータが設けられている理由は、ブレードを
強大な遠心力に抗してピッチ変化させるための力やプロペラ・モーメントなど大きな
力に対抗できる力が必要になるため操作力を増強するとともに、ブレードからの周期

問 ９ 油圧装置(系統)について説明した文章の下線部（１）～（４）の記述で誤りはどれか。

　油圧装置とは、航空機のエンジン、メイン・トランスミッションまたはその他の動

問

破線Ⓐ及び破線Ⓑはメインロータ誘導馬力である。
（２）破線Ⓐと破線Ⓑの違いは、機体重量の差によるものである。
（３）破線Ⓐと破線Ⓑの違いは、エンジンの出力の差によるものである。

（４）メインロータ形状抵抗馬力

問 8 問６の図中、破線Ⓐ及び破線Ⓑの示す馬力について正しいものはどれか。

問 7

点Cより左側は一般的にバックサイドと呼ばれ、速度が減少するに伴い全必要馬力

（２）

問 6 右図は馬力と前進速度との関係を示したものである。

（２）潤滑が定期的に必要である。

（１）

オートロテーションにおいて最も距離が得られる速度である。
（３）余剰馬力が最大であり、最大航続距離が得られる速度である。

最良上昇率速度である。

（４）

力から取り出した機械的な力を（１）油圧ポンプによって流体を昇圧させ、これを

（１）全必要馬力

も減少している。

1０ エラストメリック・ベアリングに関する記述で正しいものはどれか。

（１）プラスチックの薄板とゴムを交互に積層した構造になっている。

（３）メインロータ誘導馬力

図中、曲線②の示す馬力について正しいものはどれか。

（２）有害抵抗のための馬力

C
●

C
●
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問

コレクティブ・ピッチ・レバーを上げる場合、機首方向を一定に保つためには、左
ペダルを踏み込む必要がある。

問 13

テールロータの推力と釣り合わせるため、サイクリック・スティックは右に操作す

の釣り合いと操縦についての説明で誤りはどれか。

（１）テールロータは機体を左に動かそうとする推力を発生している。
（２）

（３）

（４）

（２）

+10.28 in

マグネチック・フィルタ方式
（４）ファズ・バーン（fuzz burn）型マグネチック・チップ・ディテクタ方式

上から見てメインロータが時計方向に回転するヘリコプタが、ホバリングしているとき

14 次の記述で誤りはどれか。

（３）オルタネータは逆電流を感知して作動し、回路及び機器を保護するものである。

した電気を発生する機械である。

性質を利用した機械である。
（２）モーターは「磁界のなかにコイルをおき、これに電流を流すと力をうける」という

問 12 トランスミッション潤滑油内のメタル・チップ（金属破片、磨耗粉）の検出に利用され
ている方式で誤りはどれか。

乗員 340lb -30.0in

（１）+1.03 in
+1.60 in

（３）+1.70 in

（２）
（１）マグネチック・プラグ方式

マグネチック・チップ・ディテクタ方式

（４）

（３）

滑油 15lb +15.0in
貨物 300lb -10.0in

空虚重量
燃料

重　量

問1１ 次の条件で重心位置が正しいものはどれか。

問 15

（４）

燃料タンクを加圧し燃料の移送を補助する。

燃料タンク内を減圧し燃料の蒸発を防ぐ。
燃料タンク内の燃料の蒸気を密閉して発火を防ぐ。

燃料タンクのベント系統について正しいものはどれか。

発電機は「磁界のなかでコイルを回すとコイルに電気が流れる」という性質を利用

釣り合ったホバリングでは、ロータ回転面は右に傾いている。
（４）

アーム

（３）

電機回路を制御する機器である。

（２）燃料タンク内外の差圧を小さくしてタンクの保護をする。

る。

電圧調整器は発電機の回転数及び負荷によって、その出力電圧を一定にするよう発

（１）

+10.0in420lb
+  7.0in2,000lb

（１）
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降下速度がホバリング時の誘導速度の２倍までの垂直降下状態のとき

はどれか。

構成されるシステムで、管制官はこれにより航空機の位置や高度を確認することが

の一次レーダーと併用されることが多く、この場合両システムは連動して作動する。

（４）ＡＴＣトランスポンダー機上装置の発する信号は航空機衝突防止装置（ＴＣＡＳ）

（３）

（３）
重心位置が限界を逸脱している場合に起こりやすい。

ーは航空機ごとに割り当てられた個別コードと気圧高度を応答する。

シーソー型ロータに起こる現象である。（１）

（３）
（２）

（４）

（１）

である。

（３）機体の傾く運動を早める加速源はロータ推力である。
（４）機体の傾く回転運動の中心はメインロータ・ハブである。

（４）メインロータが上から見て反時計回りのヘリコプタでホバリング中、テールロータ

動量）が過大となって機体姿勢制御力を上回ってしまう。

（１）降着装置の一部が地面又は固定物に接触している時に発生する。
（２）機体の傾く運動が始まると、それが急激に加速され、機体の有する回転惰性（角運

問 20 ダイナミック・ロール・オーバーの説明について誤りはどれか。

が空気力学的に能力を喪失し、機体が右旋転することをいう。

問

（２）メインロータが上から見て時計回りのヘリコプタで大きなレートで左ホバリング旋
が可能となる。

19 テールロータの効力の喪失（ＬＴＥ）に関する説明で誤りはどれか。

（３）ホバリング時、メインロータ・ディスク・ボルテックスの影響は背風のときが最大
回を行うとこの状態に入る可能性がある。

（１）ホバリングまたはホバリングに近い状態では、風上に機首を向けることで防ぐこと

問 17 セットリング・ウィズ・パワーに陥りやすい飛行状態の説明で誤りはどれか。

ＡＳＲなどの一次レーダーから照射された電波に対しても、ＡＴＣトランスポンダ

問

できる。

16 二次監視レーダー（ＳＳＲ）とＡＴＣトランスポンダー機上装置についての説明で誤り

（４）

（１）二次監視レーダーは地上のインタロゲーターと機上のＡＴＣトランスポンダーとで

定常つり合旋回中、深いバンク角になると起こりやすい。

あるとき

コントロール・モーメントが発生しない状況下で起こりやすい。
（２）

対気速度“零”のホバリング状態で、ロータの吹き下げ流と同等程度の上昇気流が

地面効果内ホバリングからの垂直着陸時

の作動にも利用されている。

問 18

（２）二次監視レーダーは空港監視レーダー（ＡＳＲ）や航空路監視レーダー（ＡＲＳＲ）

マスト・バンピングに関する説明で誤りはどれか。

緩降下を伴う低速度前進飛行状態のとき
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判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（２）
と。

１問　５点◎ 配　　点

科　目

資　格 事業用操縦士（滑）上級・動力

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ１５
２０題　　４０分題数及び時間

◎

Ａ３ＧＭ０３０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号工学　〔科目コード：０３〕
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境界層について誤りはどれか。
境界層とは、翼表面の流速が０のところから流れの速度になるまでの
速度の変化している流体のごく薄い部分のことである。
境界層にも層流と乱流がある。
乱流はエネルギーが少なく剥離しやすい。
乱流は層流よりも境界層が厚い。

下記の翼型の名称の組み合わせについて正しいものはどれか。

Ｄ Ｂ
A

Ｃ

Ａ：前縁　　   Ｂ：最大翼厚　　      Ｃ：翼弦線　Ｄ：最大キャンバ
Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼下面　Ｄ：最大翼厚
Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大翼厚
Ａ：平均線　　Ｂ：最大翼厚　    　  Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大キャンバ

降下中、静圧口が氷結により閉塞した場合の計器指示について正しいものはどれか。
高度計は実際より高く、速度計は実際より小さく指示する。
高度計は実際より高く、速度計は実際より大きく指示する。
高度計は実際より低く、速度計は実際より小さく指示する。
高度計は実際より低く、速度計は実際より大きく指示する。

旋回開始時に発生するアドバース・ヨーの説明で正しいものはどれか。
エルロンが下がることにより増加する抗力により発生する逆偏揺れ
エルロンが上がることにより減少する揚力により発生する逆偏揺れ
エルロンが下がることにより減少する揚力により発生する逆偏揺れ
エルロンが上がることにより増加する抗力により発生する逆偏揺れ

ある一定のバンク角で釣り合い旋回をしている時に、対気速度が速くなった場合につい
て正しいものはどれか。

バフェットについて正しいものはどれか。
迎え角の過大により剥離した気流が舵面や水平尾翼に当たって起こる振動である。
エルロンが下がることにより増加する抗力により発生する逆偏揺れである。
翼の縦揺れモーメントが迎え角に関係なくほとんど一定になる点をいう。
翼幅を翼弦長で割ったもので、滑空性能に大きく関係する。

（３）
（４）

地面効果によって、誘導抗力は減少する。

（４）

（１）

（２）

（４）

（２）
（３）
（４）

地面効果について正しいものはどれか。

（１）
（２）

（２）

問

５問

６

問 ７

問 １

問 ２

問 ３

問 ４

（３）

（１）

（２）

翼のアスペクト比が大きいほど地面効果は大きい。

（４）

（３）

（４）

（１）

（３）

（１）

（２）

旋回半径は大きくなり、旋回率は増加する。
旋回半径は小さくなり、旋回率は増加する。
旋回半径は大きくなり、旋回率は減少する。

地面効果は高度が高いほど大きい。
地面効果によって頭上げモーメントが発生する。（３）

（１）

（４）

（１）

（３）

旋回半径は小さくなり、旋回率は減少する。

（２）
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耐空性審査要領の速度の定義で誤りはどれか。
ＶNEとは超過禁止速度をいう。

ＶNOとは構造上の最大巡航速度をいう。

ＶＡとは設計運動速度をいう。

ＶDとは最大突風に対する設計速度をいう。

飛行中の滑空機にかかる荷重と対気速度との関係で正しいものはどれか。
ＶA を超える速度では制限荷重を超える可能性があるが、それ以下の速度では
制限荷重を超えることはない。
ＶD を超える速度では制限荷重を超える可能性があるが、それ以下の速度では
制限荷重を超えることはない。
対気速度に関係なくどの速度でも制限荷重を超える可能性がある。
最大重量を超えていなければ、どの対気速度でも制限荷重を超えることはない。

水バラストを搭載したときの滑空性能の変化について正しいものはどれか。
失速速度が小さくなる。
最良滑空速度が大きくなる。
旋回時の速度、バンク角が同じでも旋回半径が大きくなる。
最良滑空比が大きくなる。

対気速度計標識について誤りはどれか。
警戒範囲については、超過禁止速度VNEを上限とし、悪気流速度VRAを下限とする

黄色弧線
常用運用範囲については、悪気流速度VRAを上限とし、最大重量においてフラップ

中立、着陸装置下げで決定した失速速度VS1の110％を下限とする緑色弧線

フラップ操作範囲については、フラップ下げ速度VFEを上限とし、最大重量に

おける失速速度VS0の110％を下限とする白色弧線

水バラストを除く最大重量における推奨される最小進入速度については
黄色標識(三角印）

動翼に装備されているマス・バランスについて、正しいものはどれか。
操舵力の軽減に役立てる。
テーパー比が大きくなる。
動翼のフラッターを防止する。
固定バラストの代わりになる。

ある飛行場に着陸するとき、QNH29.59を間違えて29.89とセットした。高度計の
指示の誤差は次のどれか。

30ft高く指す。
30ft低く指す。
300ft高く指す。
200ft高く指す。

重量重心位置について誤りはどれか。
重心位置のことを基準線（リファレンス・デイタム）ともいう。
基準線はメーカーや機種によって異なる。
基準線からの距離をアームという。
重心位置は前後のモーメントが釣り合う点である。

滑空機に装備しなければならない計器で正しいものはどれか。

対気速度計と昇降計
対気速度計と高度計
対気速度計と磁気コンパス
高度計と昇降計

（２）

（２）

（４）

（１）
（２）

（３）

（４）

（３）

（４）

（４）

（１）

（２）

（３）

（３）
（２）

（１）

（４）

（４）

問 14

問
（１）

15

８問

９

問 10

問 11

問

（４）

13

問

問

12

（１）

（３）

（３）

（２）

（３）

（１）

（４）

（１）

（２）

（１）

（２）
（３）
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ことによりあと5cm後方に移したい。荷物を積む位置について正しいものはどれか。

磁気コンパスの自差表にTO FLY：030、STEER：033と記載されていた。
その意味で正しいものはどれか。

真方位30度へ飛行したい場合、コンパス指示33度にヘディングをあわせる。
磁方位30度へ飛行したい場合、コンパス指示33度にヘディングをあわせる。
コンパス指示30度にヘディングを合わせると、真方位33度へ飛行する。
コンパス指示30度にヘディングを合わせると、磁方位33度へ飛行する。

セミモノコック構造の説明で正しいものはどれか。
枠組構造とも呼ばれるものである。
構造に加わる応力を主に外板で受け持つ。
ストリンガ、フレーム、外板からなる。
トーションボックスによりねじり剛性を保つ。

フラッターについて正しいものはどれか。
剥離した気流が尾翼に当たり発生する現象をいう。
速度が減少してくるとエルロンの効きが悪くなる現象をいう。
翼の曲げ振動とねじり振動もしくは舵面の振動が連成し、振動が発散する
現象をいう。
偏揺れと横滑りとが相互に関連しながら機体を左右に振る現象をいう。

機体に偏揺れを起こす操縦装置はどれか。
エルロン
エレベーター
ラダー
トリム

（３）
（４）

（４）

（２）

（２）
（１）

（３）

（１）

問 18

問 17

（４）
（３）

問 16

（２）

重量500kg、重心位置が基準線後方1０cmの滑空機の重心位置を、20kgの荷物を積む

問 20

問 19

（４）

（２）

（３）

（４）

（１）

（１）
（２）

（１）
基準線後方　120cm
基準線後方　140cm

基準線後方　100cm

基準線後方　155cm
（３）
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◎ 判定基準

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

１問　５点配　　点

P16航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目 Ａ３ＣＣ０４０９３０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（飛）（回）（船）

記　　号法規〔科目コード：０４〕

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。
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ア　協定書　　イ　航行　　ウ　障害　　　エ　利用者　　オ　航空機利用　　

承認する。
（２）この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権が及ばない場合でも保護下にある

（３）

の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること

移転登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。
更新登録とは、航空機を改造した場合に行う登録をいう。（４）

問 ６

２
せはどれか。

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（ア）として採択された標準、
方式及び手続きに準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）

（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。
（２）

（３）「国内定期航空運送事業」とは、一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の
日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

（４）「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨

点間において行う航空運送事業をいう。

（２）

（４）ア　協定書　　イ　運航　　ウ　諸問題　　エ　利用者　　オ　運航者の利益　　

（１）「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物
を運送する事業をいう。

（２）「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の各地

問 １ 国際民間航空条約の条文で正しいものはどれか。
（１）締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを

陸地をいう。
（３）この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。
（４）締約国の国の航空機は、特別な許可を受けなくても他の国の領空の上空を飛行し、

又は着陸することができる。

問 ３ 次の定義で正しいものはどれか。

ア　附属書　　イ　航行　　ウ　障害　　　エ　利用者　　オ　公共の福祉　　（１）
ア　附属書　　イ　運航　　ウ　諸問題　　エ　運航者　　オ　公共の福祉　　

航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ

により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

問

物を運送する事業をいう。

問 ４ 飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。
（１）航空機の概要
（２）航空機の性能
（３）航空機の整備点検要領
（４）発動機の排出物に関する事項

問 ５ 操縦士に係わる技能証明の限定に関する記述で誤りはどれか。
（１）国土交通大臣は航空法施行規則で定めるところにより、航空機の種類について限

定するものとする。
（２）国土交通大臣は航空法施行規則で定めるところにより、航空機の等級について限

（４）航空機の種類、等級、型式の限定については実地試験に使用される航空機には
関係しない。

航空機の登録についての説明で正しいものはどれか。

定することが出来る。
（３）国土交通大臣は航空法施行規則で定めるところにより、航空機の型式について限

定することが出来る。

変更登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（３）
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（１）
問 ８ 事業用操縦士のみの技能証明を有する者が行える記述で正しいものはどれか。

（３）構造上1人の操縦者で操縦することができる航空運送事業の用に供する航空機に

（３）

の型式限定は必要ない。
（２）航空機操縦練習許可書を有する者に対し航空機に乗り組んで操縦教育を行う。

（１）
（２）

「航空業務」の内容で誤りはどれか。

航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
航空機に乗り組んで行うその運航

問 ７

操縦に2人を要する航空機において副操縦士として乗務するのであれば、技能証明

運行管理の業務

機長として従事する。

整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

（２）速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

問 ９ 気象状態の変化、その他やむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行した
ときは、どのようにしなければならないか。

（４）

（３）速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

（１）速やかに最寄りの飛行場に着陸し、国土交通大臣に報告しなければならない。

（４）報酬を受けて、計器飛行方式による運航を行うこと。

（４）速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。

問１０ 次の記述のうち誤りはどれか。
（１）「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上

不良な気象状態をいう。
（２）「進入表面」とは、飛行場の標点の垂直上方 45 mの点を含む水平面のうち、この

点を中心として 4,000 m以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で
囲まれた部分をいう。

（３）「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、
国土交通省令で定めるものをいう。

（４）「進入灯台」とは、着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置
する灯火で進入灯以外のものをいう。

問１１ 曲技飛行について誤りはどれか。
（１）国土交通大臣の許可を受ければ管制圏の中で曲技飛行等を行なうことが出来る。
（２）人又は家屋の密集している地域の上空においてはいかなる場合においても曲技飛行

等は禁じられている。
（３）曲技飛行等を行おうとする場合は当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安

全に影響を及ぼすおそれのないことを確認しなければならない。
（４）曲技飛行等を行おうとする場合、飛行視程が交通省令で定める距離以上なければな

らない。

問 12 「機長の権限」で正しいものはどれか。
（１）航空機内にある犯罪者を逮捕できる。
（２）航空機内にある者全員を指揮監督できる。
（３）航空機の危難が生じた場合、機内の旅客に対し安全のために必要な事項について

命令できる。
（４）航空機の安全を阻害するいかなる者も拘束できる。
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（２）

問

（３）

精密高度計

する有視界気象状態の条件で誤りはどれか。ただし、管制区、管制圏及び情報圏以外

（１）

航空交通情報圏の一部は航空交通管制区の中に含まれる。

航空交通管制用自動応答装置

を航行する場合、最低限装備すべき装置（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて

（ｃ）

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ｄ）

航空交通管制圏の一部は航空交通管制区の中に含まれる。

問

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機に適合

15

問

航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと。

14

（２）
（３）

航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと。

の空域を地表または水面から３００ｍ以下の高度で飛行する航空機は除く。

進入管制区は航空交通管制区の中に含まれる。（１）
航空交通管制区について次の記述で誤りはどれか。13

（４）航空機からの水平距離が1,500ｍである範囲内に雲がないこと。

ジャイロ式姿勢指示器

空中を航行する場合は右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しながら航行す
る。

（４）日没時間は過ぎたが薄暮で明るい場合には、航空機の灯火で当該航空機を表示する
必要がない。

（ｂ）
無線電話（ａ）

（４）

航空法第60条（航空機の航行の安全を確保するための装置）により管制区又は管制圏

飛行視程が1,500ｍ以上であること。

問１７
（１）地上を航行する場合は衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示し

ながら航行する。

航空機が夜間において空中及び地上を航行する場合の行為で正しいものはどれか。

（１）ア 爆発性　　　イ 易燃性　　　ウ 人　　　　　エ 何人も
（２）ア 毒性　　　　イ 引火性　　　ウ 航空機　　　エ 乗組員は

ものはどれか。

（ア）又は（イ）を有する物件その他（ウ）に危害を与え、又は他の物件を損傷する
おそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
（エ）、前述の物件を航空機内に持ち込んではならない。

航空法第８６条（爆発物等の輸送禁止）で規定する次の文章の空欄に入る言葉で正しい

　誤　　　誤　　　誤　　　誤　
　正　　　正　　　正　　　誤　（４）

（３）

（２）牽引して地上を航行する場合、牽引車が当該航空機を照射するときも衝突防止灯、
右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示する。

（３）

問１６

（１）
（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）
　正　　　誤　　　誤　　　誤　
　正　　　誤　　　正　　　正　

特別管制空域は航空交通管制区若しくは管制圏の中に含まれる。

（２）

ア 爆薬　　　　イ 毒性　　　   ウ 荷物　　　　エ 機長は
（４）ア 爆薬　　　　イ 腐食性　　　ウ 環境　　　　エ 運航者は
（３）
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（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）

（２）
　誤　　　正　　　誤　　　正
　誤　　　誤　　　誤　　　正

着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。
（ｄ）着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
空港等付近の航行方法に関する記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて

（４）１５,０００ｆｔ未満を飛行する場合

１３,０００ｆｔ未満を飛行する場合

規正しなければならない平均海面からの高度で正しいものはどれか。
（１）１０,０００ｆｔ未満を飛行する場合

問１９ 航空法施行規則で定められている、気圧高度計を飛行経路上の地点のＱＮＨの値によって

地面から離れる前に、着陸のために着陸帯の内に進入しないこと。

（３）１４,０００ｆｔ未満を飛行する場合
（２）

問 20

（４）計器飛行証明を所持していなくても 110 km以内であれば計器飛行を行うことが
できる。

行又は計器航法による飛行を行ってはならない。
（３）計器飛行証明を所持していなくても３０分以内であれば計器飛行を行うことができ

る。

問１８ 次の記述のうち正しいものはどれか。
（１）航空機は、計器気象状態の時でなければ計器航法による飛行を行ってはならない。

（１）

（２）

（ａ）他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して地面から

航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは計器飛

（ｃ）

離れる前に、離陸のための滑走を始めないこと。
他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の
外に出る前に、着陸のために着陸帯の内に進入しないこと。
離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して

（ｂ）

（４）
（３）　正　　　誤　　　正　　　正

　正　　　正　　　誤　　　誤
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ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

１問　５点配　　点

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

◎ 判定基準

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

P1７

科　目 Ａ３ＣＣ０４０９３０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（滑）上級・動力

記　　号法規〔科目コード：０４〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。
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　　誤　　　　誤　　　　誤　　　　正　

（１）

飛行視程が（ａ）以上であること。航空機からの垂直距離が上方に（ｂ）、下方に
（ｃ）である範囲内に雲がないこと。航空機からの水平距離が（ｄ）である範囲内

1,500メートル  　150メートル  　300メートル     1,500メートル

に雲がないこと。

  　（ａ）　　　　　（ｂ）　　　　　（ｃ）　　　　　（ｄ）

圏以外の空域を飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件（ａ）～（ｄ）の

（３）

3,000メートル未満の高度で、航空交通管制区、航空交通管制圏及び航空交通情報

　　正　　　　正　　　　誤　　　　誤
　　正　　　　誤　　　　正　　　　誤

４８ｍ

航空法第７５条により、機長が、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた
場合に行わなければならないことで正しいものはどれか。

組み合わせで正しいものはどれか。

ばならない。

　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）
　　正　　　　正　　　　誤　　　　正　（１）

（２）

（ｃ）
の右側を通過しなければならない。

中で正しいものはどれか。
進路権に関する記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の

進路を譲らなければならない。
（ａ）飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が

問 ４

1,500メートル  　150メートル  　300メートル  　　600メートル

（４）

ある航空機が滑空機を曳航する際、その時の曳航索の長さが６０ｍであった。
この場合、何ｍ以上の高度で曳航索を離脱しなければならないか。

（１）

４２ｍ

３０ｍ
（２）３６ｍ
（３）

問 １

問 ３

問 ２

（３）旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽く
さなければならない。

（１）国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならな
い。

（２）最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。

（４）国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従って航行しなければなら

（４）

（４）

ない。

（２）5,000メートル  　150メートル  　150メートル  　   600メートル

5,000メートル  　300メートル  　150メートル  　1,500メートル
（３）

（ｂ）前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合には、後者は前者

航空機は他の航空機と近接して飛行する場合は、互いに進路を右に変えなけれ
進路権を有する航空機は、その進路及び高度を維持しなければならない。

（ｄ）
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肯定　　　　　　　　　　　　　　　　　：Ｙ

遭難時に生存者の使用する対空目視信号の記号とそれの意味の組み合わせで誤りはど

問 6

（３）

問 ５

（１）

（４）

（１）
滑空機用航空日誌に記載すべき事項の飛行に関する記録で誤りはどれか。

（４）

（１）医療援助を要しない　　　　　　　　　　：Ｖ
（２）

れか。

（２）
（３）

医療援助を要する　　　　　　　　　　　：Ｘ

問 10

問

問

きないおそれがある間は、その（ウ）を行ってはならない。

8

（２）
飛行制限区域とは、その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止す

9
に関する記述で誤りはどれか。

（２）ア　運航乗務員　 　　イ　麻酔剤　　　ウ　航空機の運航

いう。

る区域をいう。

航空法で規定する次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれか。

（ア）は、酒精飲料又は（イ）その他の薬品の影響により航空機の正常な運航がで

ア　航空機乗組員　　 イ　麻酔剤　　　ウ　航空業務

飛行禁止区域は原則すべて告示で定める。

飛行禁止区域とは、その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域を（１）

（３）

（４）

航空法第８０条及び航空法施行規則第１７３条に規定されている飛行の禁止区域等

飛行制限区域は、原則として文書では報じられない。

飛行目的
最高到達高度
滑空機の飛行の安全に影響のある事項

係わるものを１４日以内に返納しなければならない。

（４）この方向に前進中　　　　　　　　　　　：↑

ない。

（２）　　正　　　　正　　　　正　　　　正　

　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤

（２）技能証明を取り消された時は、当該技能証明書を１４日以内に返納しなければなら

（３）

乗組員氏名

（１）技能証明を取り消された時は、当該技能証明書を１０日以内に返納しなければなら

　　誤　　　　正　　　　誤　　　　正

（３）ア　航空機乗組員　 　イ　麻酔剤　　　ウ　航空機の運航
（４）ア　航空機乗組員　 　イ　麻薬類　　　ウ　航空業務

（１）

重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項

　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）

気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項

　　誤　　　　誤　　　　正　　　　誤　

（ｄ）

問 ７ 技能証明の返納に関する記述で正しいものはどれか。　　　

航空法施行規則第173条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
（ｃ）航空交通管制に関する事項
（ｂ）

航空情報として示される（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

（４）航空従事者が死亡したときは、当該技能証明書を返納しなくてよい。

同一種類の上級の資格に係わる技能証明書の交付を受けた時は、現に有する資格に

（ａ）空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の

ない。
（３）
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（２）

（３）

「航空交通管制区」とは、地表または水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、

国土交通大臣は、日本の国籍を有する航空機及び政令で定める航空機について申請
により耐空証明を行う。

（２）耐空証明は、航空機の型式及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して

ない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限り
（３）

耐空証明について誤りはどれか。

航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上

の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

（１）

（４）

行う。
航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはなら

でない。
航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界

ための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
（３）

（１）

空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
（４）

（２）

ちいずれか高いもの。（ウ）地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人
又は物件から（エ）以上の距離を保って飛行することのできる高度

「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣

（１）「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航（航空機に乗り組んで行う無

航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行

「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助する

線設備の操作を含む。）及び整備又は改造した航空機について行う航空法第19条
第２項に規定する確認をいう。

（２）

問

着陸帯の中にある物件については昼間障害標識の設置は必要がない。

14

最低安全高度について、次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空

転移表面の投影面と一致する区域内にある物件であって航空機の航行の安全を著

国土交通省令で定める物件で地表又は水面から６０ｍ以上の高さのものの設置者

昼間障害標識について誤りはどれか。
（１）

11

13

問 12

問

問

（３）
低空で高調音を発する飛行

（１）失速を伴う飛行

航空法に定める、航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行に該当しないものはどれ

しく害するおそれのあるもの。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく（イ）できる高度及び次の高度のう

次の定義で誤りはどれか。

か。

（４）
航空機の高度を急激に変更する飛行

（４）

問

（２）
（３）
（４）

15

昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、その他の

は、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。

障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置したものは、昼間障害標識の設置は必要
がない。

動力装置ア
ア
ア
ア

プロペラ
主要装備
動力装置

イ
イ
イ
イ

着陸
回避
飛行
着陸

ウ
ウ

人又は物件のない
山岳

ウ
ウ 人又は物件のない

山岳

エ 150m
エ 300ｍ
エ 300ｍ
エ 150m
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（１）他の航空機の位置を確認した後

（３）
同乗者の氏名及び同乗者の行動要領

して良いのはどれか。

（４）

（１）合図及びその意味

（２）飛行視程を1,６00m以上に維持して飛行すること
（３）

航空機の操縦者は法96条第１項の規程による国土交通大臣の指示に従っている
場合は見張り義務は適用されない。

（２）操縦練習をしている場合は操縦練習している者と練習を監督するために同乗して
いる者は共に見張り義務を求められる。

（３）

（２）他の航空機の着陸が確実になった後
（３）他の航空機が停止した後
（４）他の航空機が着陸して着陸帯の外に出た後

問 17 航空法第９４条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて情報圏を飛行する際、

問 20 他の航空機に続いて着陸しようとする場合に、着陸のために当該空港等の区域内に進入

問 19 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航する前に打ち合わせなければならないことで誤り
はどれか。

（２）
曳航索の離脱の時期、場所及び方法
出発及び曳航の方法

問

問１６ 操縦者の見張り義務について正しいものはどれか。

計器気象状態の場合には見張り義務は適用されない。

（１）

（４）計器飛行等の練習を行っている場合で練習を監督するために同乗している者は見張
りをしなければならない。

１８ 次の記述のうち誤りはどれか。

飛行視程を1,８00m以上に維持して飛行すること
（４）飛行視程に係わる条件はない。

（１）飛行視程を1,５00m以上に維持して飛行すること
従わなければならない条件で正しいものはどれか。

（４）「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存し
て行う飛行をいう。

（３）「航空灯火」とは、灯光により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国
土交通省令で定めるものをいう。

（１）「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上
不良な気象状態をいう。

（２）「航空従事者」とは、操縦に関する技能証明を受けた者をいう。
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（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎ 判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

科　目 ＣＣＣＣ０５０９３０

◎

◎ 配　　点

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号通信〔科目コード：０５〕

P１８

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間共通

注　　意

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

共通-通信-1/4



（４）発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、目的飛行場上空に

（３）

管制業務の種類で誤りはどれか。

（２）６ヶ月にわたる滑走路工事について

（１）航空交通流管制業務

（１）406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。

次の航空情報のうちAIP改訂版により発行されるものとして正しいものはどれか。
（１）

（２）VORを搭載しているならば、「使用する無線設備」に「O」と記入する。
機体の空輸に関する飛行ならば、「飛行の種類」に「G」と記入する。（１）

航空援助施設の１年間の停波に伴う代替方式について

（３）

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入する。

（１）
ものはどれか。

（３）離陸してから、目的飛行場の目視位置通報点に到着するまでの予定所要時間

（４）（前の通報を）取り消します。

（１）

管制機関が許可するときには「Special VFR」の用語を用いる。
（４）

（２）優先度の高い通報なので、通信に割り込みます。
（３）送信多忙中、当方はこれにより他の航空機宛の通報との区別を示します。

問 １

問 ８

問 ７

問 ４

（２）

到達するまでの予定所要時間

計器飛行方式とは異なり、地表又は水面を引き続き視認しながら飛行する。

（２）飛行場管制業務

航空路管制業務
（３）着陸誘導管制業務
（４）

当方はこれにより通報の各部の区別を示します。

121.5MHzの電波にはコード化された位置情報が含まれている。
（３）406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。
（４）誤作動の原因のひとつとして、ハードランディングによるものがある。

（４）危険につき、場周経路を離脱せよ。

進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

問 ２ 航空機用救命無線機(ELT)に関する記述で誤りはどれか。

問 ３ 飛行中に指向信号灯で、「赤色の閃光」を受けた。この意味は次のうちどれか。

（２）

（１）

（３）付近に他機が飛行中、注意せよ。
（２）着陸してはならない。

新設滑走路の工事による誤認着陸防止について
（４）標準計器出発方式の変更について

問 ６ 有視界飛行方式において、フライトプランに記載する所要時間について正しい

問 ５ 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（４）出発飛行場にICAO４文字地点略号の指定がないならば、「出発飛行場」に

（３）当該フライトの離陸重量が7,000kgならば、「後方乱気流区分」に
「L」と記入する。

通信の一般用語「BREAK」の意味で、正しいものはどれか。

離陸してから、目的飛行場上空に到達するまでの予定所要時間
発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、目的飛行場の駐機場
で停止する（ブロックイン）までの予定所要時間

特別有視界飛行方式について誤りはどれか。

される。
（２）特別有視界飛行方式の管制許可には離陸、着陸許可が含まれる。

（１）飛行場が計器気象状態の場合は操縦者の要求により管制機関から許可が発出

共通-通信-2/4



滑走路18に向かって最短の経路で滑走し、滑走路18入口の停止位置標識の手前

当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分である

（１）1 ----------- WUN
（２）

（２）

問 ９

（１）

（４）

（１）航空交通管制圏

（４）

（４）

（２）
2
3

（３）4

意味する数字で正しいものはどれか。

（３）右回りの場周経路に入った。

正しい行動はどれか。

右側の先行機に続いて場周経路に入った。

か。

8 ----------- AIT

管制圏を飛行中、飛行場管制所から「JOIN RIGHT TRAFFIC」と指示された。

（４）

（３）

（１）

と認められる場合

右側の他機に注意しながら飛行した。

航空交通情報圏

5 ----------- FIVE

ものはどれか。
問 10 有視界飛行方式で飛行する場合で、通過時に管制機関の許可が必要とされる

（１）右旋回をして最寄りの場周経路に入った。
（２）

民間訓練/試験空域（２）
（３）

問 11 欧文通話表における発音の仕方で誤りはどれか。

（４）ターミナルコントロールエリア

3 ----------- TREE

問 12 次の通信のうち最も優先度が高いものはどれか。

（４）

（１）MAYDAY, JA32ZZ, engine failure, will make forced landing.・・・

（３）
（２）Declare emergency, JA82ZZ, left engine fire.

XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.
（４）PAN PAN, JA32ZZ, excessive high oil temperature. ・・・・

問 13 管制官から「Taxi to Runway 18」と指示された場合の意味で正しいのはどれか。
（１）滑走路18に進入してもよい。

滑走路18に向かって滑走し、途中の滑走路は横断してよい。
（３）滑走路18の離陸開始位置まで滑走し、待機する。
（４）

で待機する。

問 15 試験通信のうち、受信の感明度を数字で通報する場合で「困難であるが聞き取れる」を

問 14
航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から５分以内に着陸せず当該航空機
と連絡がとれなかった場合

次のうち、「遭難の段階」として捜索救難が開始されるのはどれか。

航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合（２）

（２）一辺が2分(ジェット機の場合は1分）で左回りの三角飛行

（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合

（１）

5

問 16 機位が不明となり、かつ送受信不能となった場合の飛行要領として正しいものはどれ

一辺が1分(ジェット機の場合は2分）で右回りの三角飛行
一辺が2分(ジェット機の場合は1分）で右回りの三角飛行

（３）

一辺が1分(ジェット機の場合は2分）で左回りの三角飛行
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ｈPａ（29.92inＨｇ）に規正する高度で正しいものはどれか。

（３）

123.15 MHz

10,000ft以上（１）

（３）14,000ft以上
（４）18,000ft以上

自局のコールサイン及び通信内容のリードバック（４）

（４）122.45 MHz

（２）24,000ft以上

（３）自局のコールサイン及び"roger"の用語

（１）"roger"の用語
（２）自局のコールサイン

（１）123.45 MHz

問 17 トランスポンダーを作動させる時期で正しいものはどれか。
（１）

18 日本国内のＱＮＨ適用区域内の空域を飛行する場合、気圧高度計を標準大気圧1013.2

問 20 受信証の発出要領で誤りはどれか。

問 19 日本国内において、航空機局相互間で航行の安全上必要な通信を行う場合の
周波数で正しいものはどれか。

（２）122.60 MHz
（３）

（４）モードCは管制官の指示があったときにのみ作動させる。

エンジンを始動させた直後に作動させる。
（２）離陸後のなるべく早い時期に作動させる。

離陸前のなるべく遅い時期に作動させる。

問
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解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（２）

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

科　目 Ａ３ＣＣ０１０９３０

◎ 注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間事業用操縦士（飛）（回）（船）

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航法〔科目コード：０１〕

◎ 配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P19
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問

（２）

（２）

ＴＡＳ１４０ktで飛行するためのＣＡＳで正しいものはどれか。

１６５°／３０kt

５ 変針点Ｂから変針点Ｃへのコース上を実際に飛行したところＷＣＡは＋８°

１時間５８分

（２）１時間５０分

１７０°／３０kt

ＧＳは１１６ktであった。この時の風向風速として正しいものはどれか。
（１）

約３４gal

３

約２５gal

１時間４６分

（４）

（２）約２８gal
（３）

（１）
Ａ空港からＤ空港までの所要燃料で正しいものはどれか。

（４）

（３）１時間５４分

１５４°

（１）
Ａ空港からＤ空港までの所要時間で正しいものはどれか。

１４５°
１４８°（２）
１５１°（３）

（１）

問 ４

（４）

問 １ ＲＣＡから変針点ＢまでのＧＳで正しいものはどれか。

変針点Ｂから変針点ＣまでのＣＨで正しいものはどれか。問 ２

１２２kt

１１３kt

約３１gal

問

（１）

問 ６ 変針点Ｂ上空において、QNHが29.92inHg　外気温度が－５℃のとき、

１３０kt

１３８kt
（３）
（４）

１８０°／２５kt
（３）１７５°／２５kt

１２６kt

１３４kt

（１）

下表はＡ空港から変針点Ｂ、Ｃを経由してＤ空港に至る未完成の航法ログである。

ただし、燃料消費率は、上昇時２４gph、巡航時１６gph、降下時８gphとする。

TAS GS DIST( nm )
WCA VAR MH DEV

（２）１１６kt
（３）１１９kt

CHTH

Ⅰ
問１から問６について解答せよ。

190/20

ＦＲＯＭ ＴＯ
ALT

Ａ ＲＣＡ CLM 110

FＵEL( gal )

( ft ) ( kt ) ( kt ) ZONE / CUM ZONE / CUM ZONE / CUM
TCＷＩＮＤ

TIME

  20 /160 7W 1E / /

ＲＣＡ Ｂ 7500 140 210/30 160 7W 1E  58 /  78 / /

Ｂ Ｃ 7500 140 220/30 130 7W 1E  77 / 155  / /

6W  68 / 2231Ｗ190/20 070

ＥＯＣ Ｄ DEC 140

Ｃ ＥＯＣ 7500 140 /

180/10 070  35 / 258

 /

 / /1Ｗ6W

（４）

（４）
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（２）ランバート図を使用して航路を中分子午線で測定し、距離を中分緯度付近の緯度目

（４）メルカトール図を使用して航路及び距離の測定を中分緯度線で測定する。

盛りを使用して測定する。
（３）メルカトール図を使用して航路及び距離の測定を任意の子午線を使用して測定する。

中緯度付近において航路及び距離の測定が最も正確にできるものはどれか。
（１）ランバート図を使用して航路を中分子午線で測定し、距離を任意の子午線の任意の

緯度を使用して測定する。

ＴＨ 147°　　行動半径 182nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:03　
（４）ＴＨ 147°　　行動半径 190nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:26　

１時間３５分後

（１）１時間２６分後

（２）
（１）

行動開始時の相対方位を一定に保つ。

（４）
１時間３２分後

変針点Ａから変針点Ｂへの飛行中、Ａから30nmの地点まで15分を要し、オフコース

（１）

目的空港の天候が悪化する可能性があるため、ＥＴＰで最終的な飛行の判断をしたい。

距離370nm、ＴＡＳ170kt、風180度30ktとし、上昇降下は考慮しない。
出発後ＥＴＰとなる経過時間として正しいものはどれか。ただし、ＴＣ140度

（２）１時間２９分後

日本標準時は１３８°Ｅを通る子午線における地方平時を使用している。（４）

（２）明石市に太陽が正中した瞬間に、東京では正中を既に経過している。
経度差１５度は地方平時で１時間の差がある。（３）

次のうち誤りはどれか。
（１）経度１３５°Eは本初子午線から東へ１３５°の経度をいう。

円筒投影法は、地表の小圏に接する円筒に子午線・平行圏を投影する。
ランバード図は円錐投影法を利用して作成されたものである。（４）

（３）

８

（３）

会合法の原則について誤りはどれか。

会合時刻に会合点へ到着するため速度を常に変更する。（４）

の距離が3nmであった。ただちにＢに向けるには何度変針して、その後、Ｂまでの

（１）ＴＨ 133°　　行動半径 131nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:12　

（２）

（４）１０度・１５分

行動開始後、変針、変速しない。

問 11

問 ７

問 10

問 ９

問

問 13

問 12

Ⅱ

（２）円錐投影法は、地表の小圏に接する円錐をかぶせて子午線・平行圏を投影する。

問７から問２０について解答せよ。

（１）平面投影法、円筒投影法、円錐投影法の３つの基本法がある。
航空図を作成するための投影法について誤りはどれか。

ＴＨ 133°　　行動半径 163nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:08　（２）
（３）

所要時間で正しいものはどれか。ただし、ＡＢ間の距離は５０nmとする。

（３）１５度・１０分
１０度・１０分
１５度・１５分

（３）

風280度30ktのもとで、ＴＡＳ150ktの航空機が時刻09:00からＴＣ140度

両者の行動開始が同時刻である。

を最大進出する時のＴＨと行動半径とＰＳＲの時刻で正しいものはどれか。
ただし、飛行可能時間は2時間30分とする。
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（３）ＧＳは計画と同じであり、コースから２°ずれた。
（４）ＧＳは計画と同じであり、コースから１°ずれた。

チェックポイント（発動点から20nmの位置）をＥＴＡと同時刻にアビームした。

へ日没の３０分前に到着したい。ＥＴＥを１時間３０分とする場合、離陸しなければ
ならない時刻で正しいものはどれか。ただし、Ａ空港の日没は、１８時００分とする。

１６時４０分
１７時００分

（３）１７時１０分
（２）

発動点から航法ログに従い高度6,000ftで針路・速力を維持して飛行し、途中の

（１）

（２）

針路360°から東に旋回する時、一時的に指示が減少する（西よりとなる）。

により大きな影響を受ける。

である。

真北が磁北より６度西にある。
航空図に記されている「－－－－６°Ｗ－－－－」の記号の意味で正しいものはどれか。

（２）

（３）

Ａ空港(35°30´Ｎ　140°30´Ｅ)を出発し、Ｂ空港(35°30´Ｎ　130°30´Ｅ)

（４）１２分　・　２４nm

　６分　・　３６nm

摂氏20度は華氏68度である。

飛行する前にパイロットは自身の状態が航空業務に適合しているか確認すべき

（３）

（４）
（３）

25kmは13.5smであり、15.6nmである。

（１）
ヒューマンファクターについて誤りはどれか。

（４）

どれか。ただし、無風状態とする。
２分かかった。ＴＡＳ１２０ktのときのＶＯＲ局までの時間と距離で正しいものは

（１）

（３）

針路270°から180°に旋回する時、遅く旋回しているように指示する。

VOR局へのTime and distance checkのため１０度の方位変化を測定したところ

（１）

（４）

等偏差線で磁北が真北より６度西にある。

16問

（２）

問 18

等偏差線で羅北が真北より６度西にある。

問 17 北半球で磁気コンパスの北旋誤差にあたるもので正しいものはどれか。

針路270°から360°に旋回する時、速く旋回しているように指示する。

針路360°から西に旋回する時、一時的に指示が減少する（西よりとなる）。
（２）
（３）

問 20

問 19

14

問 15

問
2,500mは8,200ftである。

（２）

航法計算盤を利用して算出した次の結果で誤りはどれか。

25galは95ℓ(リットル)である。

ＧＳは計画と同じであり、コースから３°ずれた。
ＧＳは計画より遅く、コースから２°ずれた。（１）

次のうち正しいものはどれか。

（２）

パイロットの活動は、ソフトウェア、ハードウェア、環境及び他の人間との関係

その時のチェックポイントは航空機から俯角４５°の位置にあった。

（４）１８時１０分

ストレスはパイロットの能力に悪い影響を与えない。
航空事故原因を機材と人間に分ければ、人間に起因する比率が増加してきている。

（１）

　６分　・　２４nm

１２分　・　３６nm

羅北が磁北より６度西にある。
（１）

（４）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P２１

◎ 配　　点

◎

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ａ４ＣＣ０２０９３０

◎ 注　　意 （１）

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士 (飛)(回)(船)

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号気象〔科目コード：０２〕

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

能となるので当該科目は不合格となります。
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気団の分類と発生について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）
の中で正しいものはどれか。

ｃＰｋ ： オホーツク海を発源地として、主として冬季に発生する。
ｍＰｋ ： 千島沖を発源地として、主として梅雨期に発生する。
ｍＴｗ ： 日本の南方海上を発源地として、主として夏季に発生する。
ｍＥ ： 赤道地方を発源地として、一年中発生する。

気温が上昇傾向にあること

（３）絶対温度

問 １

問 7

問 ６

（３）

（１）

（３）
（２）

問 ４

地表面摩擦の影響を受けない上層風の風向と、等高線のなす角度について正しいものは問

HZ ：

（３）

（１）

ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、
視程が１,000m以上5,000m以下の場合

FU ：

単位体積中に含まれる水蒸気の質量と、その温度において単位体積中に含み得る水蒸気

露点（１）

２

（１）平行に吹く。
（２）

風は弱いが静穏ではないこと

（３）

（ａ）

（３）約１０度の角度で吹く。
直角に吹く。

（２）
（１）

冬季において、日本付近の上空では通常、高度の上昇に伴い風はどのように変化するか。
反時計回りに吹く。
西よりの風となり、上空ほど強くなる。

（４）

問 ５ 高気圧域の空港から低気圧域の空港に向かって飛行する場合で、出発時のアルチメーター

（４）

計器高度と真高度は等しい。
計器高度は真高度より低い。
計器高度は平均海面高度より低い。

（１）

（４）

セッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

南よりの風となり、上空ほど強くなる。

問 ３

（４）

（２）

     （a）    （b）    （c）    （d）
       正      　正     　 誤         正 
       正      　誤     　 正         誤 
       誤      　正     　 正         正 
       誤      　正     　 誤         正 

東よりの風となり、上空ほど強くなる。

（４）

肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、
視程が5,000m以下の場合

（ｃ）
（ｄ）

（ｂ）

（２）

（２）

ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が5,000m以下の場合

（３）気団の型は、下層で湿度の高いこと

計器高度は真高度より高い。

（４）約３０度の角度で吹く。

霧が発生しやすい一般的な条件で誤りはどれか。
（１）気温と露点温度が近いこと

ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

FG ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合
BR ：

の質量との比の名称で正しいものはどれか。

（４）飽和

どれか。

相対湿度（２）
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雲量の増加
風向の顕著な変化
気温の上昇
気圧の降下

気象通報式の特性を表す記号について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（1）～（4）の中で正しいものはどれか。

散在：ＶＣ
部分：ＰＲ
低い：ＢＬ
高い：ＤＲ

　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）
　　正　　　誤　　　誤　　　正
　　正　　　誤　　　正　　　正
　　誤　　　正　　　誤　　　誤
　　誤　　　正　　　正　　　誤

（４）海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

問 11 海陸風について誤りはどれか。

（２）

9 北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。

移動速度が遅い。

（２）

（３）

問

（３）

（３）

（１）

（１）

（１）

（ｂ）

（４）

寒冷前線通過後の一般的な気象現象で正しいものはどれか。

（３）
好天が長続きする。

（４）

（２）

（４）

問 8

反時計回りに吹き出す。

時計回りに吹き込む。
時計回りに吹き出す。
反時計回りに吹き込む。

問 14 飛行場管制所から通報される風向で正しいものはどれか。

（１）この高気圧が近づくと、徐々に天気が悪くなる。
（２）

（１）陸上と海上の大気下層に気温差が生じることにより出現する。

（４）

問

問 13

移動速度が速い。

比較的穏やかな晴天日に出現する。

10 寒冷型移動性高気圧で正しいものはどれか。

磁方位を報じる。

（３）一般的に陸風はそれが及ぶ厚さも風速も海風に比べて大きい。

（ａ）

（ｃ）

（２）

（ｄ）

（１）

相対方位を報じる。
偏流修正方位を報じる。

（３）
真方位を報じる。（２）

（４）

（３）山岳地帯をのぞけば下層大気の代表的な値を示す。
（４）前線系の解析に最適である。

問 12 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
（１）対流圏の中間層にあたり非発散高度に近い。大気の流れを知るために最適である。
（２）この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。
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視程が10km以上であること。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のどちらか高い値未満にないこと。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がないこと。
顕著な天気現象がないこと。

     （a）    （b）    （c）    （d）
       正      　正     　 誤         正 　  　
       正      　誤     　 誤         正　 
       誤     　 誤         正　   　誤
       正      　誤     　 正         誤      　 

海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

500hＰa　：　約15,000ft
700hＰa　：　約10,000ft
850hＰa　：　約  5,000ft

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　正　　　誤　　　正　　　正　
（３）　　誤　　　正　　　誤　　　正
（４）　　正　　　誤　　　正　　　誤

ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

示される。

（２）

（1）～（4）の中で正しいものはどれか。

（ｄ）
（ｃ）
（ｂ）

（ａ）

上層気圧に対応する高度について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

300hＰa　：　約30,000ft

問 15 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、

問 18

（ｃ）
（ｂ）

（１）

（１）

（ａ）

（３）

問1６

問 17

（２）

（４）

問 20 ＭＥＴＡＲにおける雲の記述について正しいものはどれか。

（１）
（２）
（３）

（４）天空不明で鉛直視程が観測された場合は識別符号VVに続いて100m単位で

（２）FEWは雲量が3/8である。
（３）OVCは雲量が7/8～8/8である。

（１）雲量は雲に覆われた部分の全天空に対する見かけの割合で報じられる。

（４）

（３）

（ｄ）

（４）

北半球で風に向かって立ったとき低気圧は右にある。
（３）南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。
（４）

19 ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。
（１）北半球で風を背にしたとき低気圧は右にある。

北半球、南半球とも、風を背にしたとき低気圧は左にある。

（２）

問
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（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点◎ 配　　点

◎ 判定基準

Ａ４ＧＭ０２０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号気象　〔科目コード：０２〕科　目

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級・動力

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ２２
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対流圏と成層圏の境界面の名称はどれか。
対流圏界面
電離層
オゾン層
寒帯前線面

国際標準大気における5,000ftの気温で正しいものはどれか。
　５℃
　０℃
－５℃
－１０℃

露点温度について正しいものはどれか。
外気温度計の読みに補正をした温度
摂氏 －２７３℃をゼロとした温度
ある温度の気塊を1,000ｈPaの気圧にしたときの温度
一定気圧の空気の温度を下げたとき、その空気が飽和に達して露を結びはじめる
ときの温度

地面から形成されあまり上空までは発達しない。
晴れた日の夜間に形成される。
対流により形成される。
朝になって太陽の熱が地面に加わると解消する。

寒気団の特性で誤りはどれか。
気流はなめらかである。
視程は良好である。
雲形は積雲形である。
安定度は不安定気温減率である。

前線の持つ一般的性質について誤りはどれか。
前線は気圧の高い峰の中に存在することが多い。
前線を境にして風は変化している。
前線を境にして気温差がある。
前線の速度は前線に直角な方向の風の分力に一致する。

雲量が6/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。
ＦＥＷ
ＳＣＴ
ＢＫＮ
ＯＶＣ

（４）

（４）
（３）

（２）

St
（２）Sc

（３）

（１）

（２）

（１）Cs
上層雲として正しいものはどれか。

（１）

（４）

（２）
（３）

As

問

問

問 ３

問 ４

問 １

問 ２

問

問

５

（４）

（１）
（２）

８

（３）
（４）

放射性逆転について誤りはどれか。
（１）

（４）

（１）

（１）

（３）

６

（２）
（３）

（３）

７

（４）
（３）

（１）

（２）

（２）

（４）
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山岳波について誤りはどれか。
山頂高度付近に逆転層か大きい安定層があり、山脈に直角に近い風向で風速が強い
ときに発生する。
強い山岳波は山脈の風下側１００マイル位まで影響していることがある。
圏界面付近まで乱流のあるケースもある。
風が強くても、雲ができていないければ注意は必要ない。

がある。

  ５m/s
１０m/s
２０m/s
４０m/s

日本付近を進む高気圧と天候の特性について、誤りはどれか。
移動性高気圧の中心の東側は晴天となる。
移動性高気圧の南側は晴天となる。
移動性高気圧が南方を通過する場合は高温な晴天が続く。
移動性高気圧の中心が通り過ぎる頃から雲が広がりはじめる。

性質の違う両気団の勢力が伯仲して、その間の前線がほとんど移動していない前線
で正しいものはどれか。

閉塞前線
停滞前線
寒冷前線
温暖前線

温暖前線について誤りはどれか。
接近に従い中層の雲が広がり、次第に厚さを増し雲低高度も低くなる。
暖気団から寒気団の方に暖気が押し寄せて出来る。
この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。
温暖前線は寒冷前線に比べると移動速度は遅い。

（４）

問

（２）
（１）

問

（２）
（３）

（３）

サーマルは、耕された土地より緑地の方が良く発生する。
（２）地表面の熱特性が同じでも，平地と斜面でサーマルの発生の度合いが異なること
（１）

（３）サーマルの発生は晴天日の昼下がりの時間が最も多い。

（３）
（４）

20ktの風速はおおよそ毎秒何メートルか。問 11

問 ９

問

（４）

問 14

12

13

（１）

（２）

サーマルについて誤りはどれか。

サーマルは上昇中、風下に移動する。（４）

（１）

（１）

（２）

（３）

10

（４）

（１）
（２）
（３）
（４）
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山谷風に関する文章で誤りはどれか。

日中の高温時に山腹に沿って吹き上げる気流と夜間の低温時に山腹に沿って吹き下ろす
気流とがある。（１）前者を谷風、後者を山風といい、一括して山谷風という。山腹の
温度は、それと同じ高さの自由大気の温度に比べて（２）日中は低温となり、夜間は高
温となる。そのため山腹に接する空気は自由大気よりも日中は軽く夜は重くなって山谷
風を発生させる。（３）一般に山風は谷風より強い。（４）山谷風は小規模風系なので、
偏向力の影響はない。

発達した積乱雲の近くで予想される気象現象で誤りはどれか。
ひょう
乱気流
霧
突風

METARで「雷電」を示す記号で正しいものはどれか。
HZ
BR
VC
TS

ウインドシヤーに関する文章で誤りはどれか。

大気中の近い距離で風向又は風速の差がある時、それらの風の間に（１）引っ張りまた
は刈り取り効果が現れてくるが、この風向風速の差をウインドシヤーと呼んでいる。ウ
インドシヤーは（２）水平方向にも鉛直方向にも存在するが、（３）水平・鉛直方向に
同時に存在することはない。ウインドシヤーは（４）どの高度にもあって、空気の
かくはんと渦巻運動を起こし、大気中に乱気流を発生させる。

1013hPaより気圧が低いところが低気圧（L）で表されている。

地上天気図について正しいものはどれか。
毎時作成される。
等圧線は通常5hPa毎に引かれる。
低気圧の進行方向は矢印で図示されている。

（１）
（２）

問
台風の強さは雲域の範囲によって決まる。
反時計回りに風を吹き込む。

（１）
（２）

15問

17

16

予報円は、台風の中心が到達すると予想される範囲を示している。

（３）

問

問

19

18

台風について誤りはどれか。

進行方向の右半円を危険半円という。

問 20

（３）
（４）

（４）

（３）
（４）

問

（４）

（１）
（２）

（１）
（２）
（３）

自操（滑）-気象-4/４



P２３
自家用操縦士（飛）

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 題数及び時間

科　目 記　　号工学〔科目コード：０３〕

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

判定基準

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

ること。

◎

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点

（２）

◎ 配　　点

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

２０題　　４０分

Ａ4ＡＡ０３０９３０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

自操（飛）-工-  1/４



静圧と動圧の積は一定である。
静圧と動圧の比は一定である。
静圧と動圧の和は一定である。

下記の翼型の名称の組み合わせについて正しいものはどれか。

Ｄ Ｂ
A

Ｃ

Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼下面　Ｄ：最大翼厚
Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大翼厚
Ａ：平均線　　Ｂ：最大翼厚　    　  Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大キャンバ

横滑りに対する復元力を持たせる。

上記（１）～（３）はすべて誤りである。

（１）

（３）

（３）

（４）

翼型によって翼端失速の傾向が異なる。

（１）

高度が高くなるにつれて真対気速度（TAS）は大きくなる。
高度が高くなるにつれて TAS は小さくなる。

飛行機が同じ指示対気速度（IAS）で飛行しているとき、正しいものはどれか。

アスペクト比（縦横比）に比例する。（ただし翼面積と揚力係数は一定とする）

（３）

速度に比例する。

（４）IAS は TAS に位置誤差、計器誤差の補正をしたものである。

（４）

（２）

翼根から始まった失速が翼端まで到達してはじめて翼端失速を起こすので、翼根の

翼の周囲の気流が乱れて上下面の圧力が急減する現象である。

翼端失速はきりもみ、あるいは自転の原因となる危険な現象である。

翼の下面に渦が発生し、振動が生ずることである。

（１）

（４）

（２）

翼端失速に関して誤りはどれか。
（１）

（２）
（３）

翼に当たる空気の流速が急激に減ることである。
問 ３ 翼の失速とは、迎え角がある値より大きくなった時の、次のどの状態を指すか。

翼の上面の気流が剥離し、同時に抗力が急増、揚力が急減することである。

（２）

（２）
（１）

（３）

剥離を防ぐことが重要である。

問 主翼に上反角をつける目的として正しいものはどれか。６
（１）主翼に発生する抗力を小さくする。

問 ７ 揚力について正しいものはどれか。

（４）

重量に反比例する。

翼端失速を起こすと一般に補助翼では姿勢を立て直すことはできない。

１

４

問

問

問

Ａ：前縁　　   Ｂ：最大翼厚　　      Ｃ：翼弦線　Ｄ：最大キャンバ

問 ２

５

（４）

（３）
（４）

ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。 

IAS が同じならば TAS は高度に無関係である。

（１）静圧と動圧の差は一定である。
（２）

（２）

翼端失速を防止する。
旋回性能を改善する。

（３）

自操（飛）-工-  2/４



上昇中「Pファクター」により機首を右に向けようとする。
離陸滑走中「プロペラ後流」の影響により機首を左に向けようとする。

下図の飛行機（操縦席から見て右回転プロペラ）に関する記述で誤りはどれか。

（２）

（４）

横風を受けて離陸滑走をすると「風見効果」により機首を風上側に向けようとする。

（１）

水平直線飛行中エンジン出力を急激に増すと「トルクの反作用」により左に傾こう

（２）

車輪の首振り運動（回転方向の振動）を減衰、防止する。

制限荷重は、運用中予想される最大の荷重である。

制限荷重について、誤りはどれか。

車輪の上下方向の振動を防止する。
（２）

（４）

エルロン、エレベーター、ラダーの三舵に装備が可能である。
（３）

（３）

（１）定常飛行を継続するのに必要な保舵力をゼロにする機能がある。

（４）

制限荷重までは、構造は有害な残留変形を生じることはない。

（２）速度の違う定常飛行に移行したら再調整しなければならない。
フラップや着陸装置下げなど、形態を変えても再調整は必要ない。

（３）空力的に前縁半径を大きくする。
（２）翼面積を増大させる。

問

何らかの動力源を利用して翼面からの気流の剥離を防ぐ。

問 8

トリム・タブについての説明で誤りはどれか。

（４）上昇性能が向上する。

10

（３）失速速度が増加する。

離陸時の引き起こしが重くなる。

問 11

問

機体の安定性が悪くなる。

操縦者が行ってもよい範囲の荷重倍数を耐空類別ごとに定めてあり、これを制限荷
重倍数という。
制限荷重倍数に安全率をかけたものを、最大荷重倍数という。

内部圧力の上昇によるタイヤの破裂（バースト）を防止する。
（３）着陸接地時の衝撃を吸収する。

アンチノック性の低い燃料を使う。
シリンダーヘッドの温度を上げる。
吸気の温度、圧力を上げて、末端ガスの温度を上げる。

（１）
（２）
（３）

13
（１）

問

問 12

重心位置が後方限界を超えたことにより起こり得る現象で正しいものはどれか。
（１）

シミーダンパーの役目について次のうち正しいものはどれか。

（４）

９ 揚力または揚力係数を増加させる単純フラップの役割として最も大きいものはどれか。
（１）翼のキャンバを大きくする。

とする。

（４）燃料混合気を濃くする。

問 14 デトネーションの防止方法として正しいものはどれか。

（１）
（２）

（３）
（４）

自操（飛）-工-  3/４



量と釣り合う。

（３）
冷却作用

（１）

バンク角を浅くするなど注意が必要である。
旋回中は水平飛行時より失速速度が速くなるので、離陸直後など低速度での旋回は（１）

すると高度を維持できない。そこで操縦桿を引いて揚力を大きくして高度を維持す
るので、荷重倍数は１より大きくなる。

旋回は揚力の一部を向心力として利用するので水平飛行中と同じ揚力のまま旋回を

（１）

問 20

（３）

（１）

表示装置の一番左のドットから一番右のドットまでの偏位量は20°である。（４）
（３）表示装置の一番左のドットから一番右のドットまでの偏位量は15°である。

減摩作用

気密作用

（２）

VOR局方位の表示方法のうち、コース偏位計（CDI または CI）に関する記述で正しい

（４）旋回中、バンク角に対して方向舵の舵角が不足すると外滑りを起こす。

表示装置の一番左のドットから一番右のドットまでの偏位量は5°である。
表示装置の一番左のドットから一番右のドットまでの偏位量は10°である。（２）

問 19

直流・交流どちらにも使用できる。

（４）

理論混合比とは計算によって求めた完全燃焼に必要な燃料と空気の比であり、重量
15

航空機用エンジンは滑油の持つ作用に依存しているが、その作用で誤りはどれか。

最良経済混合比より薄い混合比では、燃料の減少割合よりも出力の減少割合が大き

最大出力を得られる混合比を最良出力混合比といい、理論混合比より濃い混合比で

理論混合比より燃料を濃くしても無駄になるので、通常は理論混合比より燃料を薄

溶けやすい鉛やすずなどの合金で作り、溶解して回路を遮断する。

サーキット・ブレーカーについて誤りはどれか。

（２）

着火作用

（２）

16問

（３）

混合比について誤りはどれか。

比で1:15 である。
（１）

問

（２）

（４）

基準線後方　 250 cm

旋回について誤りはどれか。

（３）設定値以上の電流が流れるとトリップする。

（２）

（４）

問 18

問 17

（３）

ものはどれか。

ある。

（１）基準線後方　 175 cm
基準線後方　 180 cm
基準線後方　 210 cm

トリップすると通常はノブが飛び出す。

（４）

下図の飛行機の重心位置はどれか。ただし後輪は２つある。

くする。

定常釣り合い旋回では、揚力の水平成分が遠心力と釣り合い、揚力の垂直成分が重

くなる。

７０ｃｍ

２８０ｃｍ

基準線

６００kg １８００kg（片車輪につき）

７０ｃｍ

２８０ｃｍ

基準線

６００kg １８００kg（片車輪につき）

自操（飛）-工-  4/４



Ａ４ＨＨ０３０93０

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

記　　号科　目 工　学〔科目コード：０３〕

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

能となるので当該科目は不合格となります。

P24
資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（回）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

◎ 配　　点 １問　５点

ること。

自繰（回）-工-1/5



翼上面の境界層が剥離して揚力が大きく減少することをいう。

定の流れで非圧縮性流体として取り扱うものとする。

Ａ点の流速とＢ点の流速は等しい。（１）

問 2

Ａ点の全圧とＢ点の全圧は等しい。（４）
Ａ点の静圧はＢ点の静圧より小さい。

（３）翼（ブレード）が進む方向に対して平行な力③を揚力という。
（４）角度αのことを迎え角という。

問 1

（３）静圧を測定する。
（２）動圧を測定する。

（４）

（３）

対気速度の測定に用いられる装置のピトー管の役目で正しいものはどれか。

（１）全圧を測定する。

Ａ点の動圧はＢ点の動圧より大きい。（２）

大気圧を測定する。

次の図は、途中を絞り込んだ管の中を通過する空気の様子を描いたものである。
Ａ点とＢ点に関する記述で正しいものはどれか。ただし、空気の速度は音速以下の一

（３）円板荷重　　39.9 kg/㎡
（４）円板荷重　　49.8 kg/㎡

円板荷重　　14.9 kg/㎡
（２）円板荷重　　29.9 kg/㎡

問 5 全備重量 1,500 kg、メインロータ半径 4 ｍのヘリコプタの円板荷重で正しいものは
どれか。

（１）

問 4

翼の迎角が小さくなり揚力が減少することをいう。（４）

（２）翼に当たる空気密度が減少することをいう。
（３）

失速の説明で正しいものはどれか。

（１）翼に当たる空気の速度が急激に減少することをいう。

問 3 下図は、翼（ブレード）が空気の中を進む時に発生する力等を示したものである。
説明で正しいものはどれか。

（１）翼（ブレード）が進む方向に対して垂直な力①を抗力という。
（２）翼弦線に対して垂直な力②を推進力という。

Ａ● Ｂ●

③

②①

α

ブレードの進む方向

翼弦線

自繰（回）-工-2/5



（３）

ホバリングしている状態では、適用されない。
（３）横軸は、指示対気速度である。

（２）ホバリングから増速していく過程で、単位時間当たりにロータを通過する空気流

転移揚力の大きさはコレクティブ・ピッチ・レバーの使用量で決定される。
（４）

（４）

（１）動力装置故障となった場合で、安全に着陸することができない高度－前進速度の

量が増加することによって得られる揚力増加分のことである。

巡航状態では発生していない。

（２）縦軸は、対地高度である。
組み合わせを示したものである。

問 6 転移揚力について正しいものはどれか。

（１）転移揚力の大きさは対地速度の大きさで決定される。

Ｃ

問 8 垂直オートローテーション中のオートローテーション領域はどれか。

（１）Ａ

問 7 Ｈ－Ｖ線図の説明で誤りはどれか。

（４）ＡとＣ

（２）Ｂ
（３）

（３）必要馬力の軽減
メインロータ・ブレードの揚力分布の均一化

（４）振動を吸収させる。

問 9 メインロータ・ブレードにねじり下げを設けることで期待できる効果のうち誤りはど
れか。

（１）高空・高速域でのメインロータ・ブレードの先端失速を遅らせる。
（２）

問 10 ロータ・ハブ型式のうち、全関節型ハブが有するヒンジで誤りはどれか。

（１）デルタスリー・ヒンジ
（２）フラップ・ヒンジ
（３）フェザリング・ヒンジ
（４）ドラッグ・ヒンジ

（２）ピッチング
（３）ヨーイング
（４）

問 11 機体の横軸を中心に生じる揺れで正しいものはどれか。

（１）ローリング

バランシング

自繰（回）-工-3/5



エンジンの回転数で制御する。
コレクティブ・ピッチの上下操作で制御する。

有害抵抗のための馬力
全必要馬力

（１）静的には中立、動的には安定

（４）静的には安定、動的には中立

（２）静的には不安定、動的には安定

（１）制限荷重とは、常用運用状態において予想される最大の荷重をいう。

問
いものはどれか。

1５

制限荷重倍数とは、制限重量に対応する荷重倍数をいう。
終極荷重とは、制限荷重に適当な安全率を乗じたものをいう。

問1４

問 16

いずれの破線も利用馬力である。

右図の安定性で正しいものはどれか。

（１）
（２）

である。
破線Ⓐと破線Ⓑの違いは、機体重量の差によるもの

問1３ 耐空性審査要領における定義等で誤りはどれか。

問14の図中、破線Ⓐ及び破線Ⓑの示す馬力について正し

（３）
（４）

（３）静的には不安定、動的にも不安定

法で正しいものはどれか。
問 12 ホバリング中における、テールロータの推力により生じる機体のドリフトを打ち消す方

（３）

（１）

サイクリック・スティックの前後操作で制御する。
（２）

サイクリック・スティックの左右操作で制御する。

図中、曲線①の示す馬力について正しいものはどれか。

（１）メインロータ形状抵抗馬力
（2）

荷重倍数とは、航空機に働く荷重とその航空機の最大離陸重量との比をいう。（４）

（２）
（３）

（3）

（４）

破線Ⓐ及び破線Ⓑはメインロータ誘導馬力である。

破線Ⓐよりも破線Ⓑの方が余剰馬力は小さい。

（4）メインロータ誘導馬力

右図は馬力と前進速度との関係を示したものである。

振
　
幅

時間

自繰（回）-工-4/5



（３）充電中は、有毒ガスが出ており換気が必要である。
（２）重負荷特性が鉛バッテリよりよく、大電流放電時にも安定した電圧を保つ。

問 20 ニッケルカドミウム・バッテリについて誤りはどれか。

問1８

問 19 ATCトランスポンダについて正しいものはどれか。

（２）地上レーダー（SSR）からの質問電波に対して自動的に応答するシステムである。

（１）地上レーダー（ARSR、ASR）からの質問電波に対して自動的に応答するシステ

油圧装置(系統)について説明した文章の下線部（１）～（４）の記述で誤りはどれか。

ムである。

　油圧装置とは、航空機のエンジン、メイン・トランスミッションまたはその他の

　油圧系統の構成部品には、リザーバ、（３）熱交換器、ポンプ、油圧弁、アキュ
ムレータ、フィルタ、（４）アクチュエータなどがある。

械的な力に変換する力の伝達装置をいう。　

動力から取り出した機械的な力を（１）油圧ポンプによって流体を昇圧させ、これ

（３）地上レーダー（ARSR、ASR）に対して航空機の針路や速度の情報を一方送信す
るシステムである。

ムである。
（４）地上レーダー（ASR）に対して航空機の針路や速度の情報を一方送信するシステ

を（２）コントロール・ロッドを通して油圧アクチュエータや油圧モータなどの機

（２）離陸時に比べ着陸時には 0.6 in－側へ移動する。

貨　物

（４）離陸時に比べ着陸時には 1.1 in＋側へ移動する。
（３）離陸時に比べ着陸時には 0.9 in＋側へ移動する。

200 Lbs - 21.0 in

（１）

乗　員 + 12.0 in

離陸時に比べ着陸時には 0.１in＋側へ移動する。

離陸時と着陸時の重心位置の変化で正しいものはどれか。
ただし、燃料消費に伴う燃料のアーム位置変化はないものとする。

重　量 アーム

（４）電解液温度が57℃以上になると熱暴走現象を生じる。

（１）電解液は水酸化カリウムである。

680 Lbs

問 17 離陸時に次の条件の航空機が、燃料を450 Lbs消費して着陸した。

+ 2.0 in
燃　料 800 Lbs - 15.0 in
自　重 5,000 Lbs

自繰（回）-工-5/5



　　　　　　　　　　 航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題            

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

Ａ４ＧＭ０３０９３０

◎

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎ 判定基準

注　　意

題数及び時間自家用操縦士（滑）上級・動力

記　　号 工学 〔科目コード：０３ 〕科　目

２０題　　４０分

Ｐ２６
資　格

自操（滑）-工学-1/４



１ 対気速度計について誤りはどれか。
対気速度計は滑空機に装備しなければならない計器の一つである。
対気速度計は全圧と静圧の差圧を目盛りに表している。
対気速度計が表す速度は真対気速度ＴＡＳである。
対気速度計の黄色弧線は警戒範囲である。

高度計について正しいものはどれか。
全圧孔が詰まると誤った指示を示す。
静圧孔が詰まると誤った指示を示す。
全圧孔と静圧孔は高度計の指示とは無関係である。
全圧孔と静圧孔のいずれかに詰まりがなければ正しい指示を示す。

先細（テーパ）翼とは翼の根本から翼端にかけて翼弦長が小さくなっていく翼を
いう。

揚力について誤りはどれか。
揚力は速度の二乗に比例する。
揚力は翼面積に比例する。
揚力は空気密度に比例する。
揚力は気圧高度に比例する。

磁気コンパスについて正しいものはどれか。
Ｎは真北を示す。
Ｎは磁北を示す。
方位により異なった数値の偏差がある。
加速度誤差や北旋誤差がある。

対気速度計における緑色弧線の上限はどれか。

超過禁止速度ＶＮＥ

フラップ下げ速度ＶFE

最大重量における失速速度Ｖso
悪気流速度ＶRA

制限荷重の説明について正しいものはどれか。
常用運用状態において予想される最大荷重で、この荷重までは構造は有害な残留
変形を生じることはない。
構造設計時の荷重基準で、この荷重までは構造は破壊しないが有害な残留変形を
生じることがある。
水平飛行時に主翼にかかる荷重で、この荷重をもとに最大荷重を決める。
荷重試験において実際に構造が破壊した荷重で、この荷重を超えると構造はすぐ
に破壊する可能性が強い。

問

（４）

２

（３）

（２）

（４）

（１）
問 ３

矩形翼とは長方形の翼である。

翼の形について誤りはどれか。

（１）
（２）

前進翼とは翼端が翼根より高くなっている翼である。

問
（１）
（２）
（３）

（１）

（２）

（３）

（３）

（１）
（２）

（３）

三角翼とは平面形が三角形をした翼である。

（３）
（４）

（３）

６

７

問

問

４

問

問 ５

（４）

（１）
（２）

（４）

（４）

（１）

（２）

（４）

自操（滑）-工学-2/４



旋回半径について正しいものはどれか。
同じバンク角でも速度が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度でもバンク角が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度及びバンク角でも機体重量が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度及びバンク角でも翼面積が大きいほど旋回半径は大きい。

重心位置が後方へ移動した場合の飛行特性の変化で誤りはどれか。
縦の安定性が悪くなる。
縦の操縦性が悪くなる。
失速からの回復が困難になる。
トリムをダウン方向にセットする必要がある。

機体に偏揺れを起こす操縦装置はどれか。
エルロン
エレベータ
ラダー
トリム

滑空機に装備されている操縦装置及び操作装置の色識別の組み合わせで誤りはどれか。
曳航離脱装置・・・・・白
抗力増大装置・・・・・青
縦のトリム・・・・・・緑
キャノピー投下装置・・赤

耐空性審査要領の定義で誤りはどれか。
ＶＳ１とは所定の形態の失速速度をいう。
Ｖｗ　とは設計ウインチ曳航速度をいう。

ＶＡ　とは設計運動速度をいう。
ＶＮＥとは飛行機曳航速度をいう。

主翼に取り付けられたウイング・レットの効果について誤りはどれか。
揚力損失を減らす。
アスペクト比を大きくしたときと同様な効果がある。
誘導抗力が減少する。
形状抗力が減少する。

最良滑空速度は変わらない。

（１）
（２）

水バラストを積んだときの速度の変化について正しいものはどれか。
最良滑空速度は大きくなる。
失速速度は変わらない。
最小沈下速度は小さくなる。

（１）

（２）
（３）

（３）

（１）

（４）

（４）

14

９

問

（１）
（２）

問 ８

問

12

問 11

問

問 10

（２）
（３）

（３）

（２）
（１）

（４）

（３）

（２）

（４）

（４）

（４）

（１）

問 13

問 15

誘導抗力について正しいものはどれか。
誘導抗力とは形状抗力のことである。
アスペクト比を大きくすると誘導抗力は大きくなる。

（１）
（２）
（３）

迎え角が大きいほど大きくなる抗力である。
速度が速いほど大きくなる抗力である。

（１）

（４）

（２）
（３）

（３）
（４）

自操（滑）-工学-3/４



最良滑空速度についての記述で誤りはどれか。
最良滑空速度とは最も大きな滑空比が得られる速度である。
沈下率が最も小さいときの速度が最良滑空速度である。
重量が異なると最良滑空速度も異なる。
性能曲線から最良滑空速度を求めることができる。

セミモノコック構造の説明で正しいものはどれか。
枠組構造とも呼ばれるものである。
構造に加わる応力を主に外板で受け持つ。
ストリンガ、フレーム、外板からなる。
トーションボックスによりねじり剛性を保つ。

アドバース・ヨーについての文章の下線部（１）～（４）で、誤りはどれか。

アドバース・ヨーは、エルロンを操作したときの抗力差が原因で発生する。左旋回する
とき、操縦桿を左に倒すと（１）左エルロンは上がり、右エルロンは下がる。そのとき
下がったエルロンの方が、上がったエルロンより抗力が増え、旋回と反対方向に
（２）ヨーイングが起こる。これをアドバース・ヨーと呼ぶ。アドバース・ヨーを打ち
消して、スムーズな旋回を行うためには（３）エレベータを使う必要がある。また、
エルロンの上下の作動角度を変える（４）差動補助翼を取り入れアドバース・ヨーを減ら
すような設計もなされている。

旋回する場合の失速速度はどれか。

重心（C.G：Center of Gravity)について正しいものはどれか。
翼の空力モーメントが迎え角に関係なくほとんど一定になる点をいう。
機体をある点でつり下げた場合前後に傾かない点である。
翼の周りの圧力を代表する点である。
揚力及び抗力が作用する点である。（４）

  42km/h
  71km/h
  85km/h

問 18

（２）

16

問 20

問 19 重量300kg、翼面積18ｍ
2
、失速速度が60km／hの滑空機がバンク６０度で水平

120km/h
（３）
（２）

（１）

（３）
（２）
（１）

（１）

（１）

（４）

（２）

（４）
（３）

（４）
（３）

問 17

問
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記　　号法規〔科目コード：０４〕

１問　５点配　　点

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

自家用操縦士（飛）（回）（船）

◎ 判定基準

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ

P２７航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目 Ａ４ＣＣ０４０９３０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

と。
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身体検査基準に適合しなくなったが、航空身体検査証明の有効期限内であるので

（３）体調が悪かったので、薬を服用して航空業務を行った。
（４）薬を服用して体調は回復したが、薬の影響を考慮して、航空業務は行わなかった。

（２）酒精飲料の影響があったが、飲酒後１２時間以上経過しているので、航空業務を
行った。

問 8  航空機乗組員の対処として適切なものはどれか。
（１）

（３）①滑空機　②物件を曳航している航空機　③飛行船　④動力で推進している滑空機
（４）①滑空機　②飛行船　③回転翼航空機　④飛行機

問 7 飛行の進路が交叉するか又は接近する場合における航空機相互の進路権の順位について
正しいものはどれか。

（１）①滑空機　②回転翼航空機　③物件を曳航している航空機　④飛行船
（２）①飛行船　②滑空機　③動力で推進している滑空機　④物件を曳航している航空機

問 6 有視界飛行方式で飛行する場合、国土交通大臣の許可が必要な空域はどれか。

（３）搭載用航空日誌
（４）型式証明書

問 5 航空機（滑空機を除く）に備え付ける書類について誤りはどれか。

（１）航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
（２）航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行う

問 4 自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

（３）用途を指定する場合は、航空機の耐空類別を明らかにするものとし、運用限界は
飛行規程の中の「航空機の限界事項」とする。

（４）用途は航空機の種類、等級及び型式を明らかにするものとし、運用限界は飛行規程

（１）用途を指定する場合は、航空機の種類と運航形態を明らかにするものとし、運用
問 3 耐空証明は、用途、運用限界を指定して行われるがその説明で正しいものはどれか。

（３）航空交通管制の実施
（４）航空機の運航管理

（１）航空機の牽引
（２）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

問 2 航空業務の定義として正しいものはどれか。

める。
（２）航空機を運航して営む事業の発展を図る。
（３）航空の発達を図る。
（４）公共の福祉を増進する。

問 1 航空法の目的について、誤りはどれか。
（１）航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定

限界は飛行規程の必要項目を指定する。
（２）用途は航空機の使用目的を明らかにするものとし、運用限界は耐空類別を指す。

の中の該当する章を指定する。

（３）

（４）進入管制区（２９,000 ft未満）

（１）

（２）耐空証明書

（３）航空交通管制区

特別管制空域
（２）ターミナル・コントロール・エリア

（４）航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

（１）航空機登録証明書

機長以外の操縦者として、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
こと。

航空業務を行った。
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（３）飛行視程を1,８00m以上に維持して飛行すること。
（４）飛行視程を3,２00m以上に維持して飛行すること。

管制圏を飛行する際、従わなければならない条件で正しいものはどれか。
（１）飛行視程を1,５00m以上に維持して飛行すること。
（２）飛行視程を1,６00m以上に維持して飛行すること。

問 13 航空法第９４条ただし書きの規定による許可（特別有視界飛行）を受けて航空交通

する場合は、巡航高度で１５分間飛行できる燃料の量を加えた量
（３）着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地までの飛行を終え

るまでに要する時間の１０％に相当する時間を飛行することができる燃料の量を加
えた量

（４）航空法では定められていない。

量で正しいものはどれか。
（１）着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、夜間において飛行しようとす

る場合は、巡航高度で４５分間飛行できる燃料の量又は昼間において飛行しようと
する場合は、巡航高度で３０分間飛行できる燃料の量を加えた量

（２）着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、夜間において飛行しようとす
る場合は、巡航高度で３０分間飛行できる燃料の量又は昼間において飛行しようと

（３）操縦練習の監督者
（４）国土交通大臣

問 12 航空法上、自家用機が有視界飛行方式で飛行する場合、携行しなければならない燃料の

経歴は誰によって証明されなければならないか。
（１）操縦練習を行った者
（２）航空機の所有者

問 11 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合、飛行

（２）ア　運航　　イ　航行中　　　ウ　気象状態の下　　　エ　接触
（３）ア　操縦　　イ　飛行中　　　ウ　機内点検時　　　　エ　接触
（４）ア　操縦　　イ　航行中  　　 ウ　気象状態の下　　　エ　衝突

航空機の（ア）を行っている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をする
ためその操縦を行っている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その
者）は、航空機の（イ）は、航空法第９６条第１項の規定による国土交通大臣の指示に
従っている 航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない（ウ）
にある場合を除き、他の航空機その他の物件と（エ）しないように見張りをしなければ
ならない。

（１）ア　運航　　イ　飛行中　　　ウ　機内点検時　　　　エ　衝突

（２）ア　動力装置　　イ　回避　　ウ　1,500m　　エ　　1,500m　　
（３）ア　主要装備　　イ　飛行　　ウ　1,000m　　エ　　1,000m　　
（４）ア　プロペラ　　イ　着陸　　ウ　　600m　　エ　　　600m　　

問 10 次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれか。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく（イ）できる高度及び次の高度のう
ちいずれか高いもの。
人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離
（ウ）の範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）の高度

（１）ア　動力装置　　イ　着陸　　ウ　　600m　　エ　  　300m　　

問 9 最低安全高度について、次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。
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区域をいう。
（４）

問 19 有視界飛行方式において飛行計画に記載すべき事項で誤りはどれか。
（１）持久時間で表された燃料搭載量

（４）巡航高度における指示対気速度

交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。

（２）搭乗する総人数

飛行禁止区域又は飛行制限区域について誤りはどれか。

ところにより飛行計画を通報した上、航行を行わなければならない。
（４）当該空域における安全を確保するため、国土交通省令で定めるところにより国土

（３）巡航高度及び経路

（１）

（２）原子力施設付近の上空は飛行禁止である。
（３）飛行制限区域とは、その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する

定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。
（２）当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定める

ところにより航空交通管制用自動応答装置を作動させた上、航行を行わなければな
らない。

（３）当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定める

問 17 航空交通情報圏内を航行する場合について、下記の中から正しいものを選べ。
（１）当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で

（２）高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、
２００ｋｔ

（３）高度 ９００ｍ以下で飛行するタービン発動機を装備する航空機にあっては、
２００ｋｔ

（４）高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、
１５０ｋｔ

（４）飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行又は飛行場への着陸及びその着陸のため
の飛行を行う空域で、国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

問 16 航空交通管制圏における速度制限で正しいものはどれか。
（１）高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、

２５０ｋｔ

のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

はない。
（３）航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並

びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上空における航空交通の安全

（１）地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のため国土
交通大臣が告示で指定するものをいう。

（２）航空機は計器飛行方式によらなければ飛行してはならない空域で国土交通大臣が告
示で指定するものをいう。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りで

（２）燃料の搭載量
（３）搭乗者の氏名
（４）積載物の安全性

問 15 航空交通管制圏の定義で正しいものはどれか。

問 14 機長の出発前の確認事項に該当しないものはどれか。
（１）離陸重量

問 18
飛行禁止区域とは、その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域をい
う。

飛行禁止区域は原則すべて告示で定める。
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問 20 航空路誌（ＡＩＰ）に記載された飛行場アドバイザリー業務が実施されている空港に
おける目視位置通報点に関する文章の下線部（a）～（d）の正誤の組み合わせで正し

（１）　　　誤　　　　正　　　　正　　　　正

いものはどれか。

有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で飛行場標点を中心とする
半径９kmの円内の空域を飛行場の標高から3,000ft以下の高度で飛行しようとする
ときは、（a）許可又は指示を受けるため各飛行場毎に定められている（ｂ）目視位置

　　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）

通報点は飛行場標点から９km以遠の（c）任意の地点の上空で（ｄ）現在位置、高度、
機長の意向及びその他必要な事項を飛行場アドバイザリー業務に通報すること。

（２）

（４）
（３）

　　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤
　　　正　　　　誤　　　　正　　　　正
　　　誤　　　　正　　　　誤　　　　誤
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(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

E27Airmen’s Academic Examination

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A4CC040930

Qualification Private Pilot (Airplane) (Rotorcraft) (Airship) No. of questions;
time allowed 20 questions; 40 minutes

Explanatory Notes: In the designated spaces on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-
Choice Answers) (mark sheet), write your examinee number, examinee number mark,
subject, subject code, subject code mark, qualification, qualification category, name, and
date of birth.
If you write your examinee number, examinee number mark, subject code, and/or subject
code mark incorrectly, computer grading will not be possible and you will fail the subject.

Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-
Choice Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: Which of the following items is not a purpose of the Civil Aeronautics Law?
Providing for methods to ensure the safety of, and to prevent problems arising from, navigation
of aircraft

Development of business for operating aircraft
Development of aviation
Promoting the welfare of the public

Question 2: Which of the following items is included in “air navigation service” stipulated by the Civil Aeronautics
Law?

Towing of aircraft
Operation of radio equipment on board

The aircraft type and operating configuration must be defined when the purpose of aircraft use is
designated, and the necessary items in the flight manual must be specified when the aircraft
operating limitations are designated.

The application of the aircraft must be defined when the purpose of aircraft use is designated,
and the airworthiness category must be defined when the aircraft operating limitations are
designated.

The airworthiness category of the aircraft must be defined when the purpose of aircraft use is
designated, and the items in the “limitations” section of the flight manual must be specified when
the aircraft operating limitations are designated.

The category, service class, and type of aircraft must be defined when the purpose of aircraft
use is designated, and the relevant chapters in the flight manual must be defined when the
aircraft operating limitations are designated.

Air traffic control
Dispatching aircraft

Question 3: Which of the following statements correctly applies to the designation of purpose of aircraft use and
the designation of aircraft operating limitations, both being required for airworthiness certification?
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(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

a)

(1)
(2)
(3)
(4)

Question 9: The following is a part of provision regarding the minimum safe altitude. Which group of words and
values below can be used to correctly fill the blanks (  ) in the statement?

Over areas with a high density of people or houses, the altitude of (  c  ) above the top of the
highest obstacle within a horizontal radius of (  d  ) from the aircraft;

In the case of an aircraft flying under visual flight rules: the altitude from which the aircraft can (  a  ),
when its (  b  ) alone have ceased to function during flight, without causing any danger to persons or
objects on the ground or on the water, or any of the following specified altitudes, whichever is the
higher altitude:

1: Glider 2: Airship 3: Rotorcraft 4: Airplane

1: Glider 2: Aircraft towing
    an object

3: Airship 4: Motor glider

1: Airship 2: Glider 3: Motor glider 4: Aircraft towing
    an object

Question 4: Which of the following items is correct as the privilege of a private pilot?
Pilotage of aircraft used for aerial work
Pilotage, for which a pilot is not paid, of aircraft operated for no remuneration
Pilotage of aircraft used for aerial work as a pilot other than pilot-in-command
Pilotage, for which a pilot is paid, of aircraft operated for no remuneration

Question 5: Which of the following documents is not included in the documents which shall be carried by an aircraft
(except gliders)?

Registration certificate
Airworthiness certificate
Aircraft logbook
Type certificate

Question 6: Which of the following airspaces requires a permission of the Minister of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism to fly under VFR?

Positive control airspace
Terminal control area
Air traffic control area
Approach control airspace (lower than 29,000 ft)

Question 8: Which of the following is proper behavior as a flight crew?

Question 7: Which of the following right-of-way priority orders is correct between aircraft when their routes of flight
cross or approach each other?

1: Glider 2: Rotorcraft 3: Aircraft towing
    an object

4: Airship

He has become physically unfit under medical examination requirements, but still engages in the
air navigation service as his aviation medical certificate has not yet expired.

He is still under the influence of alcohol, but engages in the air navigation service as more than
12 hours have passed since last drinking.

He is in poor physical condition, so takes medication and engages in the air navigation service.
He was in poor physical condition, took a medication and recovered, but refrains from engaging
in the air navigation service due to possible influence of the medication.

c: 600 m

b: propulsion componentsa: land

d: 600 m

b: propulsion components
b: major components
b: propeller

a: escape
a: fly
a: land

c: 300 m d: 600 m
d: 1,500 m
d: 1,000 m

c: 1,500 m
c: 1,000 m
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(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Question 10: Of the following emergency equipment, which shall be inspected at every 180 days?
Life vest
First-aid kit
Parachute
Waterproof portable light

Question 11: When an airman receives flight training to obtain a competence certificate that he does not have under
the supervision of a flight instructor, who will certify the trainee’s flight experience?

Person who receives the flight training himself/herself
Owner of the aircraft
Flight instructor
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Question 12: How much fuel should a private aircraft intending to perform a VFR flight carry under the Civil
Aeronautics Law?

The quantity of fuel required to complete the flight to the airport of landing and to fly for 45
minutes at a cruising altitude thereafter when the flight is conducted at night, or to fly for 30
minutes at a cruising altitude thereafter when the flight is conducted in the daytime

The quantity of fuel required to complete the flight to the airport of landing and to fly for 30
minutes at a cruising altitude thereafter when the flight is conducted at night, or to fly for 15
minutes at a cruising altitude thereafter when the flight is conducted in the daytime

The quantity of fuel required to complete the flight to the airport of landing and to fly for 10% of
the time required for the former flight.

Not stipulated by the Civil Aeronautics Law

Question 13: Which of the following standards applies to an aircraft engaging in a flight in a control zone with
permission under the provision of Article 94 of Civil Aeronautics Law (special VFR)?

Question 14: Which of the following items is not specified in the Civil Aeronautics Law as items to be confirmed by
pilot-in-command before departure?

Maintain flight visibility at least 1,500 m.
Maintain flight visibility at least 1,600 m.
Maintain flight visibility at least 1,800 m.
Maintain flight visibility at least 3,200 m.

Question 15: Which of the following statements correctly defines the term “control zone”?
It means any airspace, 200 m or more above the land or water, and designated in the
Notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism regarding the safety of
air traffic.

It means any airspace where any aircraft shall be flown in accordance with instrument flight rules
and designated in the Notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
However, the same shall not apply when permitted by the Minister of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.

It means any airspace above aerodrome with frequent takeoffs and landings of aircraft and as
well as its vicinity which the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism may
designate in the Notification regarding the safety of air traffic.

It means any airspace where taking off from an aerodrome and a climb succeeding the take-off,
and landing at an aerodrome and the descent preceding the landing take place, and designated
in the Notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Take-off weight
Loaded weight of fuel
Names of the persons on board
Safety of loads
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(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Question 16: Which of the following statements regarding the speed limitations within control zones is correct?
For an aircraft equipped with piston engine(s) flying at an altitude of 900 m or less: 250 kt
For an aircraft equipped with piston engine(s) flying at an altitude of 900 m or less: 200 kt
For an aircraft equipped with turbine engine(s) flying at an altitude of 900 m or less: 200 kt
For an aircraft equipped with piston engine(s) flying at an altitude of 900 m or less: 150 kt

Question 17: Which of the following statements is correct regarding an aircraft operating in the information zone?
Any aircraft must establish contact with the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism based on the Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
in order to receive information of other aircraft within said airspace.

Any aircraft is required to operate the ATC transponder as stipulated in the Ordinance of the
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism to maintain separations from other
aircraft within the same airspace.

Any aircraft is required to report the flight plan as stipulated in the Ordinance of the Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tourism to maintain separations from other aircraft within the
same airspace.

Any aircraft is required to obtain permission from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism to ensure safety of the airspace as stipulated in the Ordinance of the Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Question 18: Which of the following statements is incorrect regarding flight prohibited areas and flight restricted
areas?

Flight prohibited areas are areas over which the flight of aircraft is absolutely prohibited.
The airspaces over and around nuclear facilities are flight prohibited areas.
Flight restricted areas are areas over which the flight of aircraft is prohibited under certain
conditions.

Flight prohibited areas shall be so designated by Notification in all cases.

Question 19: Which of the following items is not included in the items to be filled in the VFR flight plan?

a: Incorrect b: Correct c: Incorrect d: Incorrect
a: Correct b: Incorrect c: Correct d: Correct
a: Incorrect b: Incorrect c: Incorrect d: Correct

Question 20: The following statement in AIP describes the visual reporting point at an airport where the airport
advisory service is operated. Which of the “correct” and “incorrect” combinations below is appropriate
for the four underlined items ( a ) to ( d ) in the statement?

When any VFR flight is made within an airspace of 9 km radius of ARP at or below 3,000 ft above the
elevation of the aerodrome for landing or other purposes, the pilot should report to Airport Advisory
Service Units his (a) present position, altitude, his intentions and other necessary items over the (b)
Visual Reporting Points promulgated at the each aerodrome or over the (c) appropriate geographical
points located more than 9 km from ARP (d) to obtain permission or advice.

a: Correct b: Correct c: Correct d: Incorrect

Amount of fuel on board expressed in flight time
Total number of persons on board
Cruising altitude and route of the flight
Indicated air speed at cruising altitude
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◎ 判定基準

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

P２８航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目 Ａ４ＣＣ０４０９３０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級・動力

記　　号法規〔科目コード：０４〕

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点配　　点
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どれか。

耐空証明について誤りはどれか。
（１）

（３）
して行う。

ない。
（２）

耐空証明の有効期間は、航空運送事業の用に供する航空機を除き１年である。

（１）

（３）

（１）航空機の種類について限定される。
自家用操縦士の技能証明の限定について、誤りはどれか。

（２）１年
２年

６ケ月

（４）航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機とは関係ない。

（４）無期限

航空機の等級について限定される。
構造上、その操縦のために２人を要する航空機は、型式について限定される。

自家用操縦士（滑空機）に係る航空身体検査証明の有効期間について正しいものは

ア　公平       イ　事業者        ウ　利用者の利便       エ　社会
（２）

（３）
（２）

（３）機長以外の操縦者として、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

（２）

こと
（２）

自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

（４）

問 2

問 3

問 4

問 5

問 7

問 滑空機の種類で誤りはどれか。

（４）

6

上級動力滑空機
動力滑空機

中級滑空機

当該航空機の抹消登録がされた場合は、耐空証明は失効する。

（１）航空機からの物件の投下
（２）航空機による物件の曳航

国土交通大臣の許可が必要なもので正しいものはどれか。

航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行うこと

航空運送事業の用に供する航空機の編隊飛行

航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと
航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行う

（１）

（３）

初級滑空機

管制区、管制圏以外で、人又は家屋の密集していない地域の上空で行う曲技飛行

（４）

式及び手続きに準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止
を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の（ア）かつ合理的な運営
を確保して輸送の安全を確保するとともにその（イ）の利便の増進を図ることにより、
（ウ）を図り、もって（エ）の福祉を増進することを目的とする。

（３）ア　公正       イ　利用者        ウ　航空の発達          エ　社会
（４）ア　適正       イ　事業者        ウ　利用者の利便       エ　公共

（１）

問 1 航空法の目的についての組合わせで正しいものはどれか。
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方

ア　適正       イ　利用者        ウ　航空の発達          エ　公共

（１）

（３）

（４）

耐空証明は、原則として日本の国籍を有する航空機でなければ受けることはでき

耐空証明は、航空機の種類及び航空法施行規則で定める航空機の使用方法を指定
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水面から３００ｍ以下の高度で飛行する航空機は除く。

電話を装備すること。

150ｍ 600ｍ

5,000ｍ ３00ｍ 150ｍ 1,500ｍ

（ｃ） （ｄ）

1,500ｍ 150ｍ 600ｍ

３00ｍ 1,500ｍ1,500ｍ
5,000ｍ 150ｍ

地上連絡員を配置すること。

9

問 10

問

問１１

問

8

（３）

ＶＦＲで飛行する航空機の最低安全高度に関する記述で、正しいものはどれか。

（４）人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平

航空機と滑空機には連絡員を乗せかつ、十分な連絡を行うことができる無線

（２）
（３）

人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平

人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平（１）

（２）曳航索の長さは、40メートル以上80メートル以下を基準とすること。

（２）

距離５００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度

距離６００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度

航空機が滑空機を曳航する場合の安全基準について誤りはどれか。
（１）離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、

航空機からの垂直距離が上方に（ｂ）、下方に（ｃ）である範囲内に雲がないこと。

３00ｍ

（ａ） （ｂ）

（４）雲中及び夜間の曳航飛行は行わないこと。

3,000m未満の高度で、航空交通管制区、航空交通管制圏及び航空交通情報圏以外の
空域を飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件（ａ）～（ｄ）の組み合わせ
で正しいものはどれか。ただし、管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表または

飛行視程が（ａ）以上であること。

人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平

航空機からの水平距離が（ｄ）である範囲内に雲がないこと。

（１） ３00ｍ

（４）

（２）

（４）

飛行規程に記載される事項について誤りはどれか。
（１）航空機の性能

航空機の限界事項

距離４００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度
（３）

距離３００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度

（３）航空機の整備に関する事項
航空機の概要
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（４）

（２）民間訓練試験空域において飛行を行う場合は、国土交通大臣が告示で定める機関に

必要はない。

（２）

（３）

民間訓練試験空域においては国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上

問 12

問 15

ア　操縦　　イ　航行中  　　 ウ　衝突

互いに進路を右に変えなければならない。

（４）

民間訓練試験空域において操縦練習飛行等を行う場合は、国土交通大臣に通報す
民間訓練試験空域に関する記述で正しいものはどれか。

（１）

民間訓練試験空域において飛行を行う場合、必ずしも他の航空機の情報を聴取する

（３）

問14

問 13

問

のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

区域をいう。

16

連絡した上で飛行を行う。

（１）

耐空証明書

滑空機に備え付けなければならない書類について正しいものはどれか。

困難であると認められる航空機は飛行してはならない。

（１）航空機登録証明書

（４）

航空交通管制圏の定義で正しいものはどれか。

（３）ア　操縦　　イ　飛行中　　　ウ　接触

（１）

航空機が計器飛行方式によらなければ飛行してはならない空域で国土交通大臣が告

ア　運航　　イ　飛行中　　　ウ　衝突
（２）ア　運航　　イ　航行中　　　ウ　接触

ためその操縦を行っている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その
者）は、航空機の（イ）は、航空法第９６条第１項の規定による国土交通大臣の指示に
従っている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象

航空機の（ア）を行っている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をする

びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上空における航空交通の安全

るだけでよい。

状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と（ウ）しないように見張りをし
なければならない。

示で指定するものをいう。

航空日誌
書類を備え付ける必要はない。

交通大臣が告示で指定するものをいう。
地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のため国土

（３）航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並

（２）

う。
（２）飛行制限区域は、原則として文書では報じられない。

飛行制限区域とは、その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する（３）

（４）飛行禁止区域は原則すべて告示で定める。

見張りについて、次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

（１）飛行禁止区域とは、その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域をい

の飛行を行う進入区域で、国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
（４）空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行又は空港等への着陸及びその着陸のため

進路権に関する記述で、誤りはどれか。
（１）

進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
（４）飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を左側に見る航空機が進

正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、

（２）前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下によ
る追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

路を譲らなければならない。

問 17 飛行禁止区域又は飛行制限区域について誤りはどれか。

（３）
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行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心として半径

飛行計画を通報するいとまのない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心とし

（２）

国土交通大臣に届け出なければならない。
（３）
（２）

（１）通報は、口頭（無線電話によるものを含む。）又は文書をもってするものとする。

（４）

空港等又は場外離着陸場を中心として半径９km以内の範囲を飛行し、かつ、当

有視界飛行方式により飛行する航空機が場外離着陸場を離陸しようとする場合で飛

有視界飛行方式により飛行する航空機が空港等又は場外離着陸場を離陸し、当該

（４）平均海面から１４，０００ft未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地
点のＱＮＥの値によって規正すること。

点のＱＮＨの値によって規正すること。
（２）航空法では、規定されていない。
（３）平均海面から１４，０００ft未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地

飛行計画に関する次の事項で誤りはどれか。

（３）有視界飛行方式により飛行する航空機が捜索又は救助のため飛行を開始する前に

点のＱＦＥの値によって規正すること。

（１）平均海面から１４，０００ft未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地

航空法施行規則で定める安全上の基準に従って行わなければならない。

国土交通大臣に報告しなければならない。

航空法第８８条の規定により物件を曳航する場合に行わなければならないことで正しい

問２０ 気圧高度計の規正について正しいものはどれか。

ものはどれか。

（４）

て半径５km以内の範囲において速やかに通報すること。

国土交通大臣の許可を受けなければならない。

（１）

９km以内の範囲において速やかに通報すること。

該区域内の空港等又は場外離着陸場に着陸する場合には通報義務はない。

問 18

問 19
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番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間自家用操縦士（飛）（回）（船）

Ａ４ＣＣ０１０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航法〔科目コード：０１〕科　目

◎ 配　　点

◎ 判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P29

自操(飛)(回)(船)-航-1/４



変針点Ｃ上空において、ＱＮＨが29.92inHg、外気温度が－５℃のとき

１１６kt

問

問

変針点ＣからＤ空港へのZONE TIMEで正しいものはどれか。

（４）

＋６°

０６８°

－６°

－４°

（２）

変針点ＣからＤ空港までのＷＣＡで正しいものはどれか。

５

１３４kt

（３）＋４°

（４）

（１）

１４２kt

（４）１時間４０分

ＴＡＳ１３０ktで飛行するためのＣＡＳで正しいものはどれか。

（１）

（３）０６５°

（４）１４６kt

（２）２４２°

（３）

（１）

１時間３２分
（３）１時間３６分
（２）

６

３５分

Ａ空港からＤ空港までの所要時間で正しいものはどれか。

（２）３８分

（４）４４分
４１分

問 １

問 ４

問 ３

問 ２

１１９kt

（４）１２５kt

（１）

（３）１２２kt

１３８kt

２３９°

（３）
（２）

変針点Ｂから変針点ＣまでのＣＨで正しいものはどれか。
（１）

（２）

Ａ空港から変針点ＢまでのＧＳで正しいものはどれか。

ＦＲＯＭ
ALT

TH VAR
( kt ) ZONE / CUM

Ａ Ｂ 6500

( ft )

6500

ＴＯ

       /５Ｗ 1Ｅ  85 / 145

Ｃ Ｄ 6500

250140 170/30Ｂ Ｃ

2Ｅ190140 210/30 ５Ｗ  65 / 210        /

140

Ⅰ　Ａ空港から変針点Ｂ、Ｃを経由してＤ空港に至る未完成の航法ログである。
　　問１から問６について解答せよ。

       /   

MH DEVTC WCA

120/20  60 /0210 ６Ｗ

GS DIST( nm ) TIME

( kt )

TAS
ＷＩＮＤ CH

ZONE / CUM

（１）１時間２８分
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（４）１８時１０分

しなければならない時刻で正しいものはどれか。
ただし、Ａ空港の日没は、１９時０0分とする。

（３）１８時００分
（２）

１７時１０分

Ａ空港(35°30´Ｎ　140°30´Ｅ)を出発し、Ｂ空港(35°30´Ｎ　130°30´Ｅ)

（１）

へ日没の３０分前に到着したい。ＥＴＥ（予定飛行時間）を１時間とする場合、離陸

通常より狭い幅の滑走路に進入するとき

パイロットが食事を採らないで飛行しても安全飛行に影響は生じない。

１７時３０分

ピトー管取付位置

等偏差線で磁北が真北より６度西にある。

対気速度計の指示に誤差を生じさせないものはどれか。

（３）

（１）パイロットに感情を乱すような出来事があっても安全飛行に問題は生じない。

（１）真北が磁北より６度西にある。

体重70kgの人は158lbsである。
（４）44kmは27.4smであり、23.8nmである。

（３）

（４）

（３）

等偏差線で羅北が真北より６度西にある。

29galは110ℓ(リットル)である。

（１）

1,800mは5,900ftである。（１）

（２）

（４）１５０Kt

１４０Kt（２）
１４５Kt

距離が正距であること

（１）

航空図に記されている「－－－　６°Ｗ　－－－」の記号の意味で正しいものはどれか。

航空機がＶＯＲ／ＤＭＥのラジアルを正確にトラッキングしているときに４８ＤＭＥと

（１）

（３）角度が正角であること
（４）

１３５Kt
２３ＤＭＥのZONE TIMEが１０分であった。このときのＧＳで正しいものはどれか。

問 ８

問 10

問 ９

７問

（１）

パイロットが地上でストレスを受けても空中に上がれば解放される。

下がり勾配の滑走路に進入するとき
風防に雨があたっているとき

羅北が磁北より６度西にある。
（３）

Ⅱ　問７から問２０について解答せよ。

不慣れな飛行場に着陸のため進入中、実際の高度よりも低い錯覚を生じるのは

次の記述で正しいものはどれか。

暗い滑走路に進入するとき

（４）

（４）

（２）
（３）

どれか。

11

問

12

問

14

問 13

問

航程線が直線で表されること
航空図作成上の条件で最も満足していなければならないものはどれか。

（２）空気密度

（３）パイロットは一時的な疲労であっても能力が低下して安全飛行に影響がある。
（２）

（２）

（２）

航法計算盤を利用して算出した結果で誤りはどれか。

空気の圧縮性
（４）風速

大圏が直線で表されること
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左に１２０°変針して３分間飛行し、右に６０°変針する。６分の遅れ。

なお、この時の風は無風であった。

（４）判断できない。

野外飛行で巡航中、前方に発達した雲があるため右に６０°変針して３分間飛行した
ところ雲を避けることができた。元のコースに戻るにはどのように飛行すればよいか。
また、コースに戻った時、ＥＴＡの遅れとして正しいものはどれか。

（１）機位の確認　・　針路の決定　・　到着予定時刻の算出

左に１２０°変針して３分間飛行し、左に１２０°変針する。６分の遅れ。（１）

問 15

左に６０°変針して３分間飛行し、右に１２０°変針する。３分の遅れ。

（２）自差は同一型式の航空機であっても異なる。

問 17

Ａ駅から見て南西の位置にいる。

問 19

（３）航空機が加速する際に誤差は最大となる。
（４）機体の持つ磁気により生ずる誤差である。

次のうち正しいものはどれか。

問 18

（３）Ａ駅から見て北東の位置にいる。

航空機に装備してある磁気コンパスの自差について誤りはどれか。

（４）Ａ駅から見て南東の位置にいる。

問 16

Ａ駅から見て北西の位置にいる。

風の算出　　・　機位の確認　・　到着予定時刻の算出

（１）

（１）搭載電子機器のＯＮ、ＯＦＦによって変化する。

（４）

どの位置にいるか。

（３）

（３）

（２）風の算出　　・　針路の決定　・　到着予定時刻の算出

航法の三作業の組み合わせで正しいものはどれか。

（４）左に１２０°変針して３分間飛行し、右に６０°変針する。３分の遅れ。

（２）

問 20 野外飛行において巡航中、ＷＣＡ＋10°として飛行したところ、機軸線上にある

真航路（ＴＣ）は出発地から目的地までの中分緯度から求める。
東京と大阪の地方平時では東京のほうが時刻が進んでいる。（４）

（３）

正しいものはどれか。

（１）

（３）大きすぎる。
（２）少なすぎる。

１nmの長さは地球上の経度１分の長さを基準としている。

（１）適切である。

機位の確認　・　針路の決定　・　風の算出

（２）

前方の目標物が機軸線に沿ってまっすぐに近づいてきた。この時のＷＣＡについて

磁針路２７０°で飛行中、Ａ駅が10時方向に見えた。この時の航空機はＡ駅から見て

（２）明石市を通る子午線１３０°Ｅの地方平時を日本標準時としている。
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能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点配　　点

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）動力

P30

Ａ４ＭＧ０１０９３０記　　号

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

判定基準

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 注　　意

◎

◎

航法〔科目コード：０１〕科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。
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地上物標の見えない洋上や雲上飛行において、実施できない航法はどれか。
無線航法
天文航法
推測航法
地文航法

偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。

一般的に航空図に求められる条件で誤りはどれか。
大圏が曲線で表されること。
角度が正角であること。
距離が正距であること。
航程線が直線で表わされること。

真針路について正しいものはどれか。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。
航空機が出発地から目的地まで飛行しようと計画している水平面の方位線である。
羅針路に偏差を加えたものである。
航空機の機首の向いている方向の真方位で、機位を通る子午線の真北から測った
ものである。

毎時１００キロメートルの速度で滑空比３０の滑空機が、静穏な大気中を同速度で９キ
ロメートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

１００メートル
２００メートル
３００メートル
４００メートル

次のうち正しいものはどれか。
協定世界時（UTC）の０２時は、日本標準時の午前８時である。
協定世界時（UTC）の０８時は、日本標準時の午後２時である。
協定世界時（UTC）の１４時は、日本標準時の午後１１時である。
協定世界時（UTC）の１８時は、日本標準時の午前６時である。

Ａ滑空場を出発してＱＮＨを変えずに３時間後にＡ滑空場に着陸したところ高度計が出
発時よりも低く指示していた。次のうち正しいものはどれか。

出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが大きくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが大きくなった。

問 ７

（１）
（２）

問 ６

問 ５

（３）

（１）
（２）
（３）
（４）

（４）

（４）

（３）
（４）

（１）
（２）

（４）

（４）
（３）

（１）
（２）

問 ３

１
（１）

（３）

２問

（４）

（２）

問

（３）

（１）
（２）

（２）
（３）

問 ４
（１）
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航空機に装備してある磁気コンパスの自差について誤りはどれか。
羅北と磁北間の方位誤差であり、機体毎に数値は異なる。
機体の持つ磁気や磁性体の影響などにより生ずる誤差である。
磁北が羅北の東側に偏するのを自差Eという。
搭載電子機器の ＯＮ、ＯＦＦ によって変化する。

Ａ点からＢ点に向けてＷＣＡをとらずに飛行したところ、Ｂ点が「左正横に１マイル」
のところに見えた。ＡＢ 間の距離が３０マイルとすると、この時のＤＡで正しいものは
どれか。

２度左
２度右
６度左
６度右

日本国内のＡ地点から同じ緯度で経度が１０度西側にあるＢ地点の日没時刻で正しいも
のはどれか。

Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４０分遅い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４０分早い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４分遅い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４分早い。

見張りと空中衝突の予防について誤りはどれか。
効果的な見張りのため、目を規則正しく短い時間ごとに移動するとよい。
他機に対する空中監視は、衝突防止の要である。
コックピット内の物標と遠距離の目標との間で視点を移動する場合、焦点を合わせ
るのに数秒かかることを認識しておくべきである。
ＴＣＡと通信設定をしている場合には、見張りをする必要はない。

磁針路２７０度で飛行中、３時方向にＡ滑空場を発見した。この時の滑空機の関係位置
で正しいものはどれか。

Ａ滑空場の東の位置にいる。
Ａ滑空場の南の位置にいる。
Ａ滑空場の西の位置にいる。
Ａ滑空場の北の位置にいる。

１５分間で燃料を３．０リットル消費したときの燃料消費率で正しいものはどれか。
５．０リットル／時間
９．０リットル／時間
１２．０リットル／時間
１５．０リットル／時間

（２）

（３）

（２）

（１）

（４）

12

（４）

（２）
（１）

１３

（１）
（２）

（１）

（３）

問

（４）

（３）

問

（３）
（４）

（２）

（２）

（３）
（４）

（３）
（４）

（１）

（１）
８

問 11

問

問 ９

問 10
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ＩＡＳ一定で飛行している時のＴＡＳについて誤りはどれか。
外気温度が高くなるとＴＡＳは増加する。
気圧高度が高くなるとＴＡＳは増加する。
空気密度が増加するとＴＡＳは増加する。
風が変化してもＴＡＳは変化しない。

緯度、経度について正しいものはどれか。
経度１度は「６０ノーティカルマイル」である。
経度１分は「１ノーティカルマイル」である。
緯度１分は「１ノーティカルマイル」である。
緯度１度は「１ノーティカルマイル」である。

空間識失調について誤りはどれか。
飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外景の視認などにより生ずる。
平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
信頼できる地上の固定物標または飛行計器を確実に視認することによって防止する
ことができる。
長時間の定常旋回中に急に頭を動かすと、まったく異なった軸で旋回もしくは運動
しているような錯覚が起きやすい。

航法の三作業の組合せで正しいものはどれか。
風の確認、航空情報の分析、到着予定時刻の算出
機位の確認、針路の決定、到着予定時刻の算出
機位の確認、必要燃料の計算、到着予定時刻の算出
風の確認、針路の決定、気象の解析

低酸素症について誤りはどれか。
苦痛をほとんど伴わないので、自覚が難しい。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。
陶酔もしくは闘争の感覚が起こることがある。
視力への影響はない。

着陸のために進入中、実際の高さよりも高いところにいるような錯覚を生ずるもので正
しいものはどれか。

下がり勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
通常より広い幅の滑走路に進入するとき
進入中に錯覚を生ずるようなものはない。

過呼吸について誤りはどれか。
呼吸の速さと深さを自分で意識的に調節してゆけば２～３分で治まるものである。
頭がふらふらすることがある。
兆候が現れたら、呼吸を速めれば数分で治まるものである。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。

（４）

（３）

（３）

（１）

（３）

（１）
（２）

（１）

15

（２）

（３）
（２）
（１）

（４）

（２）

（４）

問

（１）

（３）
（４）

14

問

問 16

（１）
（２）

（３）
（２）

問 20

（４）

（４）

17問

（４）

（１）
（２）
（３）

問1８

問１９
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「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

◎ 注　　意 （１）

気象〔科目コード：０２〕

◎

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間航　空　通　信　士

◎ 配　　点

C４ＸＸ０２０９３０

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P３１
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気団の分類と発生について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）
の中で正しいものはどれか。

ｃＰｋ ： オホーツク海を発源地として、主として冬季に発生する。
ｍＰｋ ： 千島沖を発源地として、主として梅雨期に発生する。
ｍＴｗ ： 日本の南方海上を発源地として、主として夏季に発生する。
ｍＥ ： 赤道地方を発源地として、一年中発生する。

視程が１,000m以上5,000m以下の場合
FU ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が5,000m以下の場合

肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、
視程が5,000m以下の場合

FG ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合
BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

４

（４）

（３）

HZ ：

（２）

（３）

（４）

高気圧域の空港から低気圧域の空港に向かって飛行する場合で、出発時のアルチメーター

相対湿度
（１）
（２）

直角に吹く。（２）

（４）飽和

霧が発生しやすい一般的な条件で誤りはどれか。

問
セッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

（１）

（４）約３０度の角度で吹く。

問

（３）約１０度の角度で吹く。

平行に吹く。

３ ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

（２）

（１）

問

（３）計器高度は真高度より低い。

（１）
（２）計器高度と真高度は等しい。

２
どれか。

計器高度は真高度より高い。

問

南よりの風となり、上空ほど強くなる。

       正      　正     　 誤         正 

       誤      　正     　 誤         正 

（３）

反時計回りに吹く。
西よりの風となり、上空ほど強くなる。
東よりの風となり、上空ほど強くなる。

（３）絶対温度

の質量との比の名称で正しいものはどれか。
露点

問 １ 単位体積中に含まれる水蒸気の質量と、その温度において単位体積中に含み得る水蒸気

地表面摩擦の影響を受けない上層風の風向と、等高線のなす角度について正しいものは

問 7 冬季において、日本付近の上空では通常、高度の上昇に伴い風はどのように変化するか。

（ｂ）
（ｃ）

       誤      　正     　 正         正 
（４）

（２）       正      　誤     　 正         誤 
（１）

（２）
（１）

     （a）    （b）    （c）    （d）

気温と露点温度が近いこと（１）
風は弱いが静穏ではないこと

（ａ）

問 ６

（３）気団の型は、下層で湿度の高いこと
（４）気温が上昇傾向にあること

５

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

（ｄ）
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雲量の増加
風向の顕著な変化
気温の上昇
気圧の降下

気象通報式の特性を表す記号について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（1）～（4）の中で正しいものはどれか。

散在：ＶＣ
部分：ＰＲ
低い：ＢＬ
高い：ＤＲ

　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）
　　正　　　誤　　　誤　　　正
　　正　　　誤　　　正　　　正
　　誤　　　正　　　誤　　　誤
　　誤　　　正　　　正　　　誤

（４）

（４）

（１）
（２）

（４）
（３）

（２）

（１）

（１）

（２）

海陸風について誤りはどれか。

（３）

磁方位を報じる。
（２）

9 北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。

寒冷型移動性高気圧で正しいものはどれか。

問

（４）

反時計回りに吹き出す。
反時計回りに吹き込む。

問 10

8

問

（ｄ）

（２）

比較的穏やかな晴天日に出現する。

時計回りに吹き出す。
時計回りに吹き込む。（４）

海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

（１）

（３）相対方位を報じる。
（４）偏流修正方位を報じる。

真方位を報じる。

（２）

（３）

（１）

好天が長続きする。

（３）一般的に陸風はそれが及ぶ厚さも風速も海風に比べて大きい。

移動速度が遅い。
移動速度が速い。

陸上と海上の大気下層に気温差が生じることにより出現する。

対流圏の中間層にあたり非発散高度に近い。大気の流れを知るために最適である。

11問

問 13

問 12

問 14 飛行場管制所から通報される風向で正しいものはどれか。

（ｂ）

（４）
（３）

（ｃ）

この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。
山岳地帯をのぞけば下層大気の代表的な値を示す。

（ａ）

（３）

（１）

前線系の解析に最適である。

（２）
この高気圧が近づくと、徐々に天気が悪くなる。（１）

寒冷前線通過後の一般的な気象現象で正しいものはどれか。

850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
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視程が10km以上であること。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のどちらか高い値未満にないこと。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がないこと。
顕著な天気現象がないこと。

     （a）    （b）    （c）    （d）
       正      　正     　 誤         正 　  　
       正      　誤     　 誤         正　 
       誤     　 誤         正　   　誤
       正      　誤     　 正         誤      　 

海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

500hＰa　：　約15,000ft
700hＰa　：　約10,000ft
850hＰa　：　約  5,000ft

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　正　　　誤　　　正　　　正　
（３）　　誤　　　正　　　誤　　　正
（４）　　正　　　誤　　　正　　　誤

ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

示される。

（４）

（１）

（ｃ）
（ｂ）
（ａ）

（３）
（２）

上層気圧に対応する高度について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

300hＰa　：　約30,000ft

問 15 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、

（４）
（３）

（ｃ）

（1）～（4）の中で正しいものはどれか。

（ｂ）

（２）

（ａ）

（１）

（ｄ）

問1６

問 17

問 19 ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。

問 18

（１）

問 20 ＭＥＴＡＲにおける雲の記述について正しいものはどれか。

北半球で風を背にしたとき低気圧は右にある。
北半球で風に向かって立ったとき低気圧は右にある。
南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。
北半球、南半球とも、風を背にしたとき低気圧は左にある。（４）

（３）

（４）天空不明で鉛直視程が観測された場合は識別符号VVに続いて100m単位で

（２）FEWは雲量が3/8である。
（３）OVCは雲量が7/8～8/8である。

（１）雲量は雲に覆われた部分の全天空に対する見かけの割合で報じられる。

（２）
（３）
（４）

（２）
（１）

（ｄ）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　１０点

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P33

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 1 ０ 題    　４ ０ 分題数及び時間航　空　通　信　士

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

構　造〔科目コード：０６〕科　目

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎ 判定基準

Ｃ４ＸＸ０６０９３０

◎

記　　号

通信士 - 構造 - 1/3
　



車輪の上下方向の振動を防止する。
シミーダンパーの役目について次のうち正しいものはどれか。

飛行機の姿勢の制御を行う操縦翼面で誤りはどれか。

（３）

非常脱出口の装備の規定について正しいものはどれか。
（１）搭乗できる人数により非常脱出口の数のみが決められている。

（１）

（１）Normal Skid Control

５問

問 ６ Cable Control Systemの利点で誤りはどれか。

（４）安価である。

問 ３

問 ４

問 １

問 ２

（３）スペースが少なくてすむ。

（１）軽量である。
（２）方向転換が自由にできること。

（１）レダンダント構造
フェール・セーフ構造について、該当しないものはどれか。

（４）ロード・ドロッピング構造

（２）バック・アップ構造
（３）セーフ・ライフ構造

（４）内部圧力の上昇によるタイヤの破裂（バースト）を防止する。
着陸接地時の衝撃を吸収する。

（２）車輪の首振り運動（回転方向の振動）を減衰/防止する。
（３）

（２）搭乗できる人数により非常脱出口の数及び大きさが決められている。
（３）耐空類別Ｎ、ＵおよびＡ類の航空機には非常脱出口を装備すべき規定はない。
（４）非常脱出口は外開きのものに限定されている。

エレベータ
（４）ラダー

（１）エルロン
（２）ステアリング

（４）Fail Safe Protection

（２）Locked Wheel Skid Control
（３）Emergency Brake Control

アンチスキッド制御装置の機能で誤りはどれか。
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取付け取外し作業の際に特別な工具が必要でない。

生ずる可能性並びに材料及び設計上の不確実性に備えて用いる設計係数をいう。

チューブレス・タイヤの特徴で誤りはどれか。

（４）「安全率」とは、常用運用状態において予想される荷重より大きな荷重の

（１）

ハイドロリック・ロック構造

飛行機に使用されている機体構造について誤りはどれか。

（３）Autobrake
（４）Gear Indicator

（４）サンドイッチ構造

問 ７

問 ８

問 ９

問 10

（３）セミモノコック構造

（１）トラス構造
（２）

（１）Centering Cam
（２）Safty Switch

（４）運用中の温度上昇が少ない。

地上で脚が不用意に引っ込むのを防止するための脚の安全装置として正しいものどれか。

（２）全体の重量が軽くできる。
（３）パンクの頻度が少ない。

（２）「終極荷重」とは、制限荷重に適当な安全率を乗じたものをいう。
（３）「制限荷重倍数」とは、常用運用重量に対応する荷重倍数をいう。

（１）「制限荷重」とは、常用運用状態において予想される最大の荷重をいう。
下記の耐空性審査要領の記述で誤りはどれか。
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「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点配　　点

P３５航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目 C４ＸＸ０４０９３０

資　格

法規〔科目コード：０４〕

２０題　　４０分題数及び時間航空通信士

記　　号

◎ 判定基準

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ること。
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

能となるので当該科目は不合格となります。
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 航空機乗組員の対処として適切なものはどれか。
（１）

（２）

（４）薬を服用して体調は回復したが、薬の影響を考慮して、航空業務は行わなかった。

酒精飲料の影響があったが、飲酒後１２時間以上経過しているので、航空業務を

問 6

正しいものはどれか。

（４）①滑空機　②飛行船　③回転翼航空機　④飛行機

（１）
（２）
（３）

（１）
問 5 航空機（滑空機を除く）に備え付ける書類について誤りはどれか。

4 自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

（２）

（４）航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

航空機登録証明書

問 3 耐空証明は、用途、運用限界を指定して行われるがその説明で正しいものはどれか。
（１）

型式証明書

問

（４）

（２）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（３）航空交通管制の実施

問 2 航空業務の定義として正しいものはどれか。
（１）航空機の牽引

（４）用途は航空機の種類、等級及び型式を明らかにするものとし、運用限界は飛行規程

限界は飛行規程の必要項目を指定する。

（４）

の中の該当する章を指定する。

航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行う

（２）
（３）搭載用航空日誌

（３）

耐空証明書

用途を指定する場合は、航空機の耐空類別を明らかにするものとし、運用限界は
飛行規程の中の「航空機の限界事項」とする。

機長以外の操縦者として、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
こと。

問 8

（４）

問

（１）
（２）

問 1

7

（２）用途は航空機の使用目的を明らかにするものとし、運用限界は耐空類別を指す。

身体検査基準に適合しなくなったが、航空身体検査証明の有効期限内であるので

有視界飛行方式で飛行する場合、国土交通大臣の許可が必要な空域はどれか。

ターミナル・コントロール・エリア
特別管制空域

航空交通管制区

①滑空機　②回転翼航空機　③物件を曳航している航空機　④飛行船

（３）

（２）航空機を運航して営む事業の発展を図る。

（１）航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定

公共の福祉を増進する。

用途を指定する場合は、航空機の種類と運航形態を明らかにするものとし、運用

める。

（３）

（４）航空機の運航管理

航空の発達を図る。

航空法の目的について、誤りはどれか。

飛行の進路が交叉するか又は接近する場合における航空機相互の進路権の順位について

（３）①滑空機　②物件を曳航している航空機　③飛行船　④動力で推進している滑空機

進入管制区（２９,000 ft未満）

（１）航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

行った。
体調が悪かったので、薬を服用して航空業務を行った。（３）

①飛行船　②滑空機　③動力で推進している滑空機　④物件を曳航している航空機

航空業務を行った。
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飛行視程を3,２00m以上に維持して飛行すること。

問 13 航空法第９４条ただし書きの規定による許可（特別有視界飛行）を受けて航空交通

（１）飛行視程を1,５00m以上に維持して飛行すること。
（２）飛行視程を1,６00m以上に維持して飛行すること。

量で正しいものはどれか。

する場合は、巡航高度で３０分間飛行できる燃料の量を加えた量
（２）着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、夜間において飛行しようとす

（２）

えた量
（４）航空法では定められていない。

（４）国土交通大臣

着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地までの飛行を終え
るまでに要する時間の１０％に相当する時間を飛行することができる燃料の量を加

ア　運航　　イ　飛行中　　　ウ　機内点検時　　　　エ　衝突

問 12 航空法上、自家用機が有視界飛行方式で飛行する場合、携行しなければならない燃料の

問 11 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合、飛行
経歴は誰によって証明されなければならないか。

（１）操縦練習を行った者

（２）ア　運航　　イ　航行中　　　ウ　気象状態の下　　　エ　接触

（３）ア　主要装備　　イ　飛行　　ウ　1,000m　　エ　　1,000m　　
（４）ア　プロペラ　　イ　着陸　　ウ　　600m　　エ　　　600m　　

従っている 航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない（ウ）
にある場合を除き、他の航空機その他の物件と（エ）しないように見張りをしなければ
ならない。

（１）

問 10

ちいずれか高いもの。
人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離
（ウ）の範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）の高度

（２）ア　動力装置　　イ　回避　　ウ　1,500m　　エ　　1,500m　　

問 9 最低安全高度について、次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく（イ）できる高度及び次の高度のう

る場合は、巡航高度で３０分間飛行できる燃料の量又は昼間において飛行しようと
する場合は、巡航高度で１５分間飛行できる燃料の量を加えた量

航空機の（ア）を行っている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をする
ためその操縦を行っている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その

る場合は、巡航高度で４５分間飛行できる燃料の量又は昼間において飛行しようと

次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれか。

者）は、航空機の（イ）は、航空法第９６条第１項の規定による国土交通大臣の指示に

（３）飛行視程を1,８00m以上に維持して飛行すること。
（４）

（１）

（３）

着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、夜間において飛行しようとす

（４）

航空機の所有者
（３）操縦練習の監督者

ア　操縦　　イ　航行中  　　 ウ　気象状態の下　　　エ　衝突
ア　操縦　　イ　飛行中　　　ウ　機内点検時　　　　エ　接触

（３）

（１）

管制圏を飛行する際、従わなければならない条件で正しいものはどれか。

ア　動力装置　　イ　着陸　　ウ　　600m　　エ　  　300m　　
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（３）巡航高度及び経路
（４）巡航高度における指示対気速度

問 18

区域をいう。
（４）飛行禁止区域は原則すべて告示で定める。

問 19 有視界飛行方式において飛行計画に記載すべき事項で誤りはどれか。

定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。
（２）当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定める

ところにより航空交通管制用自動応答装置を作動させた上、航行を行わなければな

（１）当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で

ところにより飛行計画を通報した上、航行を行わなければならない。

高度 ９００ｍ以下で飛行するタービン発動機を装備する航空機にあっては、
２００ｋｔ

（４）高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、
１５０ｋｔ

問 17 航空交通情報圏内を航行する場合について、下記の中から正しいものを選べ。

（３）

問 14 機長の出発前の確認事項に該当しないものはどれか。

高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、
２５０ｋｔ

（２）高度 ９００ｍ以下で飛行するピストン発動機を装備する航空機にあっては、
２００ｋｔ

（３）

航空機は計器飛行方式によらなければ飛行してはならない空域で国土交通大臣が告

離陸重量
燃料の搭載量
搭乗者の氏名
積載物の安全性

びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上空における航空交通の安全

（３）当該空域における他の航空機との管制間隔を維持するため、国土交通省令で定める

示で指定するものをいう。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りで

のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

航空交通管制圏における速度制限で正しいものはどれか。

交通大臣が告示で指定するものをいう。

飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行又は飛行場への着陸及びその着陸のため

（４）当該空域における安全を確保するため、国土交通省令で定めるところにより国土
交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。

（２）原子力施設付近の上空は飛行禁止である。
飛行制限区域とは、その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する（３）

（１）
（２）搭乗する総人数

持久時間で表された燃料搭載量

問

航空交通管制圏の定義で正しいものはどれか。

16

の飛行を行う空域で、国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

問 15

らない。

飛行禁止区域又は飛行制限区域について誤りはどれか。
（１）

（２）

はない。

（４）

飛行禁止区域とは、その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域をい
う。

（３）
（２）
（１）

（１）

（１）地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のため国土

（４）

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並
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　　　正　　　　誤　　　　正　　　　正
　　　誤　　　　正　　　　誤　　　　誤

ときは、（a）許可又は指示を受けるため各飛行場毎に定められている（ｂ）目視位置
通報点は飛行場標点から９km以遠の（c）任意の地点の上空で（ｄ）現在位置、高度、

　　　誤　　　　正　　　　正　　　　正
　　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤

問 20 航空路誌（ＡＩＰ）に記載された飛行場アドバイザリー業務が実施されている空港に

（２）
（１）

（４）
（３）

おける目視位置通報点に関する文章の下線部（a）～（d）の正誤の組み合わせで正し
いものはどれか。

機長の意向及びその他必要な事項を飛行場アドバイザリー業務に通報すること。

　　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）

有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で飛行場標点を中心とする
半径９kmの円内の空域を飛行場の標高から3,000ft以下の高度で飛行しようとする
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P37

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　４０分題数及び時間航 空 通 信 士

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航　法 〔科目コード：０１〕科　目 Ｃ４ＸＸ０１０９３０

◎

◎ 配　　点

◎
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ものはどれか。

かかることを認識しておくべきである。

（１）効果的な見張りのため、常に眼は外部の一点に集中させておくべきである。
（２）自機に進路権がある場合は、相手が回避するまで待つ必要がある。

羅針路（CH）は、磁針路（MH）に自差を考慮（＋－）した針路である。

約 6 度（４）

Ａ点からＢ点に向けて飛行した結果、Ｂ点の「左正横 1nm 」の地点を通過した。
ＡＢ間の距離が 20nm とするとコースからの偏位で正しいものはどれか。

（３）航空機内の計器等と遠距離の目標とを交互に見る場合、焦点を合わせるのに数秒

（４）航空機がレーダー誘導を受けた場合は、管制側に責任があるので見張りの義務を

緯度１分は「5　nm」である。
（３）経度１度は「60nm」である。
（４）経度１分は「1　nm」である。

（４）

７
緯度幅が一定でない。

赤道、子午線以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。
（４）航程線は赤道側に膨らんだ曲線となる。

子午線が平行の為、極を表すことができない。

問 4 経度、緯度について正しいものはどれか。
（１）緯度１度は「60nm」である。

問 5

問

（２）
（３）

（２）

飛行中、道路・鉄道・河川等の地上目標を利用して目的地まで飛行する方法で正しい

（１）

見張りと空中衝突の防止について正しいものはどれか。

問 1 針路 340度、TAS120kt で飛行中 070度/20kt の風を受けた。180nm の経路の

問 2

問 3

問 6

飛行時間として正しいものはどれか。

約 3 度

（１）
メルカトール図の特徴で誤りはどれか。

（１）約57分
（２）約１時間13分
（３）約１時間32分
（４）約１時間32分

地文航法

天文航法
無線航法（２）

（３）
（４）推測航法

負うことはない。

真針路（TH）は、機位を通る子午線の真北から測ったものである。
（２）真針路（TH）は、真航路（TC）に風を考慮（＋－）した針路である。
（３）磁針路（MH）は、真航路（TC）に偏差を考慮（＋－）した針路である。

（１）
各針路について誤りはどれか。

（２）約 4 度
（１）

（３）約 5 度
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（４）ＱＮＨ一定で巡航中に気温の低い空域に入ると真高度は高くなる。

同じ緯度ならどこでも同じ偏差である。

１クォートは「0.94リットル」である。

ＱＮＨ一定で巡航中に気圧が変化しても真高度は変わらない。
（２）ＱＮＨ一定で巡航中に気温の低い空域に入ると真高度は低くなる。

ＴＨ ＶＡＲ ＭＨ

偏差について正しいものはどれか。

（３）１６ＧＰＨ

０６４ ７Ｅ

問 15 対地高度6,000ftを飛行中、チェックポイントを「真横右下45度」に発見した。

視力への影響はない。（４）

横風のある場合、航跡は曲線となる。

０７１
０７７

（４）

６Ｗ ０７１
０６４ ７Ｗ ０７１

（２）

（３）約2.0nm

（１）約1.0nm
（２）約0.6nm

この時の機体からチェックポイントまでの水平距離で正しいものはどれか。

（２）脳の機能に障害をきたし、知識、記憶レベルが低下してくる。
（３）苦痛をほとんど感じないので自覚が難しい。

（１）自覚症状がはっきりしていないので、その影響を自ら認識することは難しい。

（４）適切な偏流修正角をとって飛行することである。

０６４ ＋７ ０７１

同じ経度ならどこでも同じ偏差である。

問 ９

問 8

問 11

（２）

１５分間で燃料を４ガロン消費した時の燃料消費率で正しいものはどれか。
（１）１２ＧＰＨ

１４ＧＰＨ

問 12 ＭＨ（磁針路）とＴＨ（真針路）の関係について正しいものはどれか。

低酸素症の症状で誤りはどれか。問 14

問 13

問 10 次の換算法として誤りはどれか。

（３）ＱＮＨ一定で巡航中に気温が変化しても真高度は変わらない。

（１）
計器高度と真高度の関係について正しいものはどれか。

（２）
（１）

１８ＧＰＨ

１ポンドは「0.67キログラム」である。
１（米）ガロンは「3.78リットル」である。

（３）１キロメートルは「0.54nm」である。
（４）

（４）日本付近では偏差は「Ｅ」で表す。
（３）偏差は年変化する場合がある。

（１）

（２）

ＮＤＢ局へのホーミングについて正しいものはどれか。

（４）約0.3nm

（２）
（１）

（４）
（３）

（１）横風のある場合、航跡は直線となる。

（３）無風の場合、航跡は曲線となる。

通信 - 航 - 3/4



Ａ飛行場の南東の位置にいる。

（２）０８３０
（１）０４３０

（３）Ａ飛行場の西の位置にいる。

（１）Ａ飛行場の東の位置にいる。
で正しいものはどれか。

問 17
開始予定時刻で正しいものはどれか。

（４）Ａ飛行場の北東の位置にいる。

（３）１５３０

（２）

（３）機位の確認、針路の決定、到着予定時刻の算出
（４）気象の解析、航空情報の分析、到着予定時刻の算出

（１）機位の確認、針路の決定、気象の解析
（２）針路の決定、必要燃料の計算、到着予定時刻の算出

航法の三作業の組み合わせで正しいものはどれか。問 16

問 18 磁針路030度で飛行中、8時方向にＡ飛行場を発見した。この時の航空機の関係位置

（４）０５３０

日本時間の午後5時30分に地上滑走を始める場合、飛行計画書第13項に記入する移動

問 19 太陽が経度10度を移動するのに要する時間で正しいものはどれか。
（１）10分
（２）20分
（３）40分
（４）60分

問 20 次の記述で正しいものはどれか。
（１）ＤＡとＷＣＡは同一のものである。
（２）風が吹いているときは飛行中必ずＤＡが生ずる。
（３）ＴＡＳが速くなるとＤＡは大きくなる。
（４）ＤＡと機体の大きさとは全く関係しない。
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◎ 配　　点

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準

と。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ

資　格 計器飛行証明

計器飛行一般〔科目コード：１４〕

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

２０題　　２時間題数及び時間

科　目 Ｈ１ＣＣ１４０９３０

◎ 注　　意 （１）

記　　号

１問　５点

（２）

能となるので当該科目は不合格となります。

P40航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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性能諸元
速度（ＴＡＳ）：　上昇　130kt　　　巡航　170kt 　
燃料消費率      ：　上昇　40gal/hr  　巡航　25gal/hr

２）
LOGの枠内の風を使用する。ただし、風の方向は磁方位である。

 154kt

巡航高度：　 　8,000ft

正しいものはどれか。

（２）

（４） 85 gal

 79 gal
（３）

   降下　150kt

計算に使用する風は上昇時250°/30kt、降下時200°/15ktとし、巡航時は航法

１）

飛行経路：　ＫＳ空港→ Ａ・ＶＯＲ→ Ｂ・ＶＯＲ→ Ｃ・ＶＯＲ→ Ｄ・ＶＯＲ→ ＡＫ空港

代替地への巡航高度：　　7,000ft　（上昇、降下は考慮しない。）

上昇率：　　1,000ft／min             降下率 ：   800ft／min
※飛行方法

代替地への経路：　　ＡＫ空港→ Ｅ・ＶＯＲ→ ＨＮ空港

出発は航法LOGに記載された[KS空港～A・VOR]の経路上を飛行する。到着及び進入

する。出発空港及び目的空港の標高は０（零）ftとする。目的空港での高度が０（零）
ftとなるように降下を開始し、途中に通過高度の指定はない。

出　発　日：　　平成２１年３月22日　　　出発予定時刻：　　１５時００分（ＪＳＴ）
出　発　地：　　ＫＳ空港　   　　目的地：ＡＫ空港    　　代替地 ： ＨＮ空港　　　　　　　

［飛行計画問題］　計器飛行方式による次の飛行計画について、NAVIGATION  LOGを完成さ
  　　　　　　　　 せ問１から問６に答えよ。

問 ３ Ｂ・ＶＯＲからＣ・ＶＯＲへのＣＨで最も近いものはどれか。

問 ２

（１）
ＡＫ空港への到着予定時刻（ＪＳＴ）として最も近いものはどれか。

 17時07分
 17時04分

（４） 17時13分
 17時10分

問

問 ４

問 ５

（４） 166kt

 148kt

のはどれか。ただし、回転翼航空機が待機する場合の燃料消費率は巡航と同じとする。

Ｃ・ＶＯＲ上空において、気圧が29.92inHgで外気温度が＋10℃のときCASとして

（３） 160kt

（１）
（２）

 82 gal

１

（２）

着陸は航法LOGに記載された［Ｃ・ＶＯＲ～Ｄ・ＶＯＲ～ＡＫ空港］の経路上を飛行

（３） 17分

（３）

（２） 14分
（１）

（４） 242 度

 230 度

（４）

（１）

（３） 236 度

 20分

 228 度
（２）

（１） 76 gal 

本飛行が航空運送事業の用に供する飛行でない場合であって代替飛行場を飛行計画に
表示する場合、ＫＳ空港を出発する際に必要な燃料搭載量の最小値として最も近いも

 11分
ＡＫ空港からＨＮ空港までの予定飛行時間として最も近いものはどれか。

   降下　15gal/hr
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:
:
:
:

：
：
：
：

「計器飛行」の定義として正しいものはどれか。 
（１）

（３）

 予定時間

（２） 常時、管制機関の指示に従って行う飛行

 当該進入方式のMDH（100フィート単位に繰上げ）に200フィートを加えた雲

 真対気速度250kt

 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行

（２）
（３） 航空機が出発のために移動を開始してから目的飛行場上空に到達するまでの

（４）

航空路監視レーダー
航空情報用略語と意味の組み合わせで正しいものはどれか。

 航空機が出発のために移動を開始してから着陸するまでの予定時間

 高、および公示されたRVR値に1,000メートル加えた地上視程

 れたRVR値に等しい地上視程

～に添って誘導を行います
 HOLD  FOR  RELEASE 地上で待機させてください

 ASR

 航空機が離陸してから目的飛行場の計器進入開始地点に到達するまでの予定時間

（４） 080°/16kt

（２） 204°/16kt
（１） 024°/16kt

７

（３） 268°/16kt

問

６ B・VORからC・VORを実際に飛行したところWCAは左に3度、ＧＳは156ktであっ
た。このときの風向風速として正しいものはどれか。ただし、風向は磁方位とする。

 航空機が離陸してから着陸するまでの予定時間

（４）
（３）

（１）

問 8 計器飛行方式で飛行する際の飛行計画書の第16項「所要時間」の記入要領について
正しいものはどれか。 

問

 航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行

 DA 決心高
（２）

 PALS 標準式進入灯

 EAT 到着予定時間
（３）

問 13 管制圏のうち高度3,000フィート以下の空域を飛行するピストンエンジンを装備する航
空機の速度制限で正しいのはどれか。

（１）

 雲高、および公示されたRVR値に4,000メートル加えた地上視程

 当該進入方式のMDH（100フィート単位に繰上げ）に等しい雲高、および公示さ

（２）

（４）

 当該進入方式のMDH（100フィート単位に繰上げ）に1,000フィートを加えた

 公示されたRVR値に等しい地上視程

 EXPECT  VECTOR  ACROSS～

（３）

問 12

航空機の識別が消失しました
（３）
（４）

問 10

 110km又は30分を超えて行う計器航法による飛行

問 9
（１）

CATⅠ ＩＬＳについて正しいものはどれか。

 ローカライザーコースのオフセットは5°以内である。
 DMEがマーカーの代用として使われることはない。

（４）

（２）
（１）

 グライドパスの角度は、2.5°以上3°以下である。

問 11 管制用語の意味として誤りはどれか。

（４） ＭＭは通常グライドパス上の航空機の高度が滑走路末端標高より250ft高い

（１）

（３）

 AT  PILOT'Ｓ  DISCRETION パイロットの判断で
（２）

飛行計画において目的地に対する代替飛行場を選定する際、非精密進入の直線進入が利
用できる場合の気象条件で正しいものはどれか。

（１）

 RADAR  CONTACT  LOST

 指示対気速度250kt

（４） 指示対気速度160kt
 真対気速度160kt

（２）

 ことを示す地点に設けられる。
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：
：
：
：

 暗闇で静止した灯光を見つめているとその灯光が動き回るような感覚に促われる。

 非精密進入を行う場合の進入限界高度である。（１）
目視降下点について正しいものはどれか。

 すい。

METARに使用される天気略語と意味の組み合わせで誤りはどれか。

（４）

（３）

 が指示されない場合は左旋回を意味する。

ＳＨ

ＦＺ

 時間飛行した後、通報した飛行計画による高度および速度を維持して飛行する。

 載した所要時間経過した時刻に進入を開始する。

（３） レーダー業務は当該機に対し飛行場管制所と通信を設定するよう指示したとき自

 目的地上空までに進入予定時刻を受領していない場合で、故障以前に目的地上空
 の到着予定時刻を通報している時は、その時刻に進入を開始する。

視認進入の内容で誤りはどれか。

（２）

問 14 計器気象状態の中で計器飛行方式による飛行において、通信機が故障した場合の飛行方

（４）

（３）

法について誤りはどれか。

 目的地上空までに進入許可が発出されている場合は、離陸時刻から飛行計画に記

 承認された経路に従って目的地上空まで飛行する。

問 16

問 15
 視認進入の許可は、先行機や飛行場の視認が通報されなくてもターミナル管制所
 の判断のみで発出される。

（２）

（４） 操縦士は視認進入許可後VMCを維持し、地上物標又は先行機を視認しながら

（１）

 非精密進入により直線進入を行う場合に、適切な目視物標を視認できたときに最低

（１）

（４）

 飛行しなければならない。

（４）

 周回進入の後に降下を開始する点である。

路を視認できる高度は、RULE  OF  THUMBを使うと概略何ftか。

（３）
（２）
（１）
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問 18

（２）

グライドスパスが３度に設定されたILS進入中、地上視程2,400mの通報を受けた。滑走

問 19

 降下高度以下に降下を開始する点である。

待機について誤りはどれか。

ＢＬ 低い
（２）

（３）

着氷性

問 20 飛行中の錯覚について誤りはどれか。
（１） 傾いた雲の稜線、地上の灯火と星の光が入り交じった暗闇などによって飛行機の

（１）

 いるような錯覚に捉れやすい。

 姿勢が実際の水平線に正しくアラインしていないような錯覚が起こりやすい。
（２） 通常錐揉みから回復しても同じ方向の錐揉みが継続しているような錯覚に陥りや

（３）
（４） 調和のとれた定常旋回中に高度の低下に気がつくと、ウイングレベルで降下して

（２） 待機の指示は待機を行うフィックスの到着予定時刻の5分前までに発出される。
（３） 待機経路が公示されていないフィックスで待機する時、管制機関から旋回方向

（４） 転入セクターの境界両側において5°の余裕分が勘案されている。

しゅう雨性
ＴＳ 雷電

（１）

 精密進入を行う場合に、適切な目視物標を視認し決心高度以下に降下を開始する
 点である。

問

 つかない場合はその旨通報される。

 視認進入は操縦士の要求がなくても進入の方式として管制の判断で選択される。

 動的に終了される。

 進入フィックスでの待機指示の発出に際しては進入予定時刻が、遅延時間の予想が

 300ft
 400ft
 500ft
 600ft

 承認された高度又は最低高度のいずれか高い高度を指示された速度で定められた

計証－一般－4／4



KS

AK

HN

  TO ALT TAS WIND MC WCA MH DEV CH Z DIST C DIST G/S Z TIME C TIME ETO F/F Z FUEL C FUEL REMARKS

 ＫＳ

   -   A 300/40 256 2E 47 A-VOR

   -   B 280/35 268 1E 42 B-VOR

   -   C 250/35 236 3W 69 C-VOR

   -   D 240/30 194 2W 62 D-VOR

     -  AK 240/30 208 1E 71

AK

   -   E 250/25 143 1W 8 E-VOR

     -  HN 250/25 112 2E 45

（注）　１）風は磁方位とし、上昇時250°/30KT、降下時200°/15KT、巡航時は枠内の風を使用すること。

　　　　２）出発地、目的地とも標高は０（零）フィートとする。 ３）適当な欄にRCA及びEOC（又はTOD）を書き込むこと。

gal     

  TO  DESTINATION  ： 　　　　DESTINATION  AP   BURN  OFF

ETD 15:00JST      ２２　MAR Ｎ　Ａ　Ｖ　Ｉ　Ｇ　Ａ　Ｔ　Ｉ　Ｏ　Ｎ　　　　Ｌ　Ｏ　Ｇ

T I M E 　　　　DEPARTURE  AP F U E L

計証　－　一般　

gal       RESERVE gal     

  FR   DESTINATION  TO  ALTERNATE    ： 　　　　ALTERNATE  AP   ALTERNATE gal       TOTAL



科　目

注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験（１）

能となるので当該科目は不合格となります。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

P41航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 操縦教育証明(飛)(回)(滑)(船)

解答は当該受験する航空機の種類に応じて行い、

題数及び時間

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入
すること。

Ｇ１ＸＸ１５０９３０記　　号操縦教育一般〔科目コード：１５〕

１０題　２時間

配　　点

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）を挟んで行うこと。

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３）

１問　１０点

提出は「航空従事者学科試験記述問題答案用紙」の間に、

「航空従事者学科試験記述問題答案用紙」に記入すること。

◎

◎ 判定基準
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・最近の飛行経験 ：

・算入できる時間 ：

（曲技飛行は除く。）

また、その飛行経験に算入することのできる時間にはどのようなものがあるか記せ。

のうち『能力』について説明せよ。

『単独飛行に係る安全基準』で定められている『離着陸及び空中操作』の『制限気象
条件等の設定』について説明せよ。

あっては生地離着陸及び離陸地点から半径40キロメートル外へ飛行する場合）』で
単独飛行の実施の前に教官が認めなければならない『練習生に必要な知識及び能力』

経験について説明せよ。
航空法第69条の規定により、法第34条第2項の操縦教育を行う操縦者の最近の飛行の

問 ６ 操縦教育証明を受けている者でなければ行うことができない操縦の教育として航空法
第３４条に規定されている２つについて説明せよ。

問 ４ 耐空性審査要領で定義されている速度のうちIAS、CAS、EAS及びTASについて
説明せよ。

おいて国土交通大臣の許可を受けなければ行ってはならない飛行について説明せよ。

問 ３

問 １

問 ２

航空法第92条の規定により航空機が航空交通管制区または航空交通管制圏に

問 ５ 『単独飛行の安全基準』で定められている『野外飛行（飛行機及び回転翼航空機に
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『練習生に必要な知識、技能及び経験』のうち『経験』について説明せよ。
『単独飛行に係る安全基準』で定められている『離着陸及び空中操作』を行う場合の

（１）大型機に続いて着陸する場合：

航空業務において航空医学の面から行う人的チェックリストで「I'ｍ　Safe」
という記憶方法があるが、この内容について説明せよ。

問 ７

問 ９ ウェイクタービュランスの回避要領について続きの文章を記述せよ。

（３）大型機に続いて離陸する場合：

（２）大型機の離陸に続いて着陸する場合：

（５）VFRでエンルートを航行中、大型機を視認した場合：

管制間隔（縦・横・垂直）の設定

IFRのみ 管制業務 ①

問 ８

（４）交差する滑走路から離陸する大型機に続いて着陸する場合：

29,000ft以上の全空域
⑧

特別管制空域A

B
IFR

管制業務 全ての航空機間に設定される 特別管制空域B
VFR

Ａ

C
IFR

管制業務
②

特別管制空域C
VFR ③

D
IFR

管制業務
④

⑨
VFR ⑤

VFR

設定されない。

⑥

⑦

G VFR
飛行情報業

務
設定されない。

A、B、C、D、E
以外の全空域

問 10 空欄を埋めよ。

日本における空域のクラス分けの概要
クラス 飛行方式 提供業務 適用空域

E

IFR

管制業務

他のIFR機との間に設定される。 ・航空交通管制区の
うち29,000ft未満
（特別管制空域を除
き、進入管制区、TCA
を含む。）

・　　　　⑩
・洋上管制区のうち
　20,000ft未満
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判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（３） 「航法ログ」は提出する必要はありません。

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P42

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　２時間題数及び時間運　航　管　理　者

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航　法 〔科目コード：０１〕科　目 J１XX０１０９３０

◎

◎ 配　　点

◎

運 航 管 理 者 　学 科 試 験 問 題
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（４）カテゴリーD・・・・・ 2 ．5nm

Ａ空港から３１３nm　ＥＴＡ：１４時３４分
（３）Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時２５分
（４）Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時３８分

問 4 日本時間の１３時３０分に航空機がＡ空港をＴＣ０８０ﾟ で出発し、7００nm先の
Ｂ空港に向かう場合のＥＴＰ（等時点）について正しいものはどれか。

（１）Ａ空港から３１３nm　ＥＴＡ：１４時２２分
（２）

周回進入区域における航空機区分と滑走路末端中心からの半径で誤りはどれか。
（１）

同時平行ＩＬＳ進入について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～
（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）最終進入経路の滑走路中心線相互間の間隔は、4,300ft 以上分離しているものと

（ｄ）

問 2

問 3

各進入復行経路は 30ﾟ 以上分岐して設定するものとする。

（ｄ）
（１） 正 誤 正 正

（ａ） （ｂ）

（ｂ）不可侵区域とは各最終進入経路から等距離に位置する 2,000ft 以上の幅を有する
する。

問 1 航空図についての記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中
で正しいものはどれか。

（ａ）ランバート航空図において子午線と平行圏の接線は直交する。
（ｂ）ランバート航空図は距離誤差が極めて小さく、高緯度地方の中距離用として使用さ

メルカトール航空図においては子午線が平行であるため航程線が直線となる。

れる。
（ｃ）メルカトール航空図においては子午線が平行であるため極を表すことができない。

カテゴリーC・・・・・ 2 ．0nm

カテゴリーＡ・・・・・１．2nm
カテゴリーB・・・・・ １．5nm

（ｄ）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
正

（２） 誤 正 誤 誤
（１） 正 誤 正

誤
（４） 正 正 正 正
（３） 正 誤 正

（２）
（３）

区域をいう。
（ｃ）グライドスロープへの会合高度相互間に最低 500ft の垂直間隔を設定する。

（ｃ）

正
（３） 正 正 誤 誤
（２） 正 正 誤

（４） 誤 正 正 正

ただし風は３００ﾟ ／４５kt、ＴＡＳ３３０ktとし、上昇降下は考えないものとする。
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７

問 5

問

（２）
（３）
（４）

問 6

（１）

気圧高度２０,０００ｆｔ、外気温度－３０℃の大気中を、ＩＡＳ２８０ktで飛行中の
航空機のＴＡＳで正しいものはどれか。

飛行中の錯覚について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中
で正しいものはどれか。

（ａ）進入時、風防に当たる雨は、より高い高度にあるように見せかける錯覚の原因とな
る。

（ｂ）高さを判定する灯火が、わずかしかない地域の上空を飛行する場合、平常よりも高
い進入になりがちである。

（ｃ）通常より広い幅の滑走路に進入するときは、飛行機が実際の高さよりも低い高度に

（ｄ）霧の中に入ると機首が下がっているような錯覚に捉われる。
あるような錯覚を生じ易い。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
誤

（２） 正 正 誤 誤
（１） 誤 誤 正

正
（４） 誤 正 正 誤
（３） 誤 正 正

ＩＬＳ運用について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で
正しいものはどれか。

（ａ）滑走路の中心線とローカライザコースの中心線が、５ﾟ 以内の範囲でオフセット
している場合に限り、オフセットローカライザーのＩＬＳとして運用される。

（ｂ）ローカライザーコースの幅は、コースの中心線から左右に３．０ﾟ ずつの計６ﾟ で
ある。

（ｃ）グライドスロープの角度は、２．５ﾟ 以上３．５ﾟ 以下（ＣＡＴⅡ／Ⅲ運航では
最大３ﾟ ）とされている。

（ｄ）真高度は、標準大気の気温より１０℃低下につき約４％気圧高度より低くなるため、

（ｄ）
（１） 誤 誤 正 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

誤
（３） 正 誤 正 正
（２） 正 正 誤

（４） 誤 正 正 誤

約４２４ｋｔ

約３４０ｋｔ
約２８６ｋｔ

約３８０ｋｔ

いことがある。
特定の気圧高度を維持してグライドスロープに会合しても、会合地点が一定ではな
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（３）RNAV経路は原則としてレーダー覆域のみに設定されレーダー管制が提供される

（４）

（４）

入する。

問 ９ RNAV（広域航法）の記述で誤りはどれか。

誤 正 誤

パイロットはRNAV経路を飛行中に求められる航法要件を満足しない事態が生じ

（１）国内空域の航空路部分に設定されているRNAV経路はRNAV5の基準に基づいて

正 正 正

RNAV経路の飛行を計画する航空機は、飛行計画書第１０項に「Ｗ」の文字を記
いる。

（３） 誤 誤 正
（２）

場合に限定して運用される。

（１） 正 正 誤
（ａ） （ｂ） （ｃ）

（ｃ）夜間にあって「進入灯および滑走路灯」が運用されている場合、地上視程通報値が
500m であれば CMV は 750m である。

問

「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密進入方式」「周回進入」「離陸」「代替飛行場」である。

（２）

は、「進入灯および滑走路灯」「滑走路灯」「前記以外の場合」に分類される。
（ｂ）最低気象条件に対して地上視程通報値のCMVへの変換が適用されない場合は

（ａ）地上視程通報値を CMV に変換する場合に関係する運用中の航空灯火の運用状態

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
問 10 地上視程通報値のＣＭＶへの変換について（ａ）～（c）の正誤の組み合わせについて

たときは、管制機関にその旨を報告しなければならない。

（ａ）離陸の最低気象条件は滑走路視距離（RVR）とし、RVR が利用できない場合のみ

8 最低気象条件について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中
で正しいものはどれか。

飛行視程とする。ただし、これらに加え雲高を組み合わせる場合がある。
（ｂ）進入継続の可否判断は、最終進入フィックス、アウターマーカー、飛行場標高から

1,000ft の地点、またはその他、特に認められたいづれかの地点でおこなう。
（ｃ）進入限界高度において適切な目視物標を視認し、継続的に識別の維持が可能である

場合のみ、進入限界高度未満へ着陸のための進入を行うことができる。
（ｄ）進入継続の可否判断に、適用される最低気象条件は RVR とし、RVR が利用でき

ない場合のみ、地上視程換算値（CMV）とする。周回進入にあっても RVR が適
用される。

（ｄ）
（１） 正 正 誤 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

誤
（３） 正 誤 正 正
（２） 誤 正 正

正（４） 誤 正 正
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（ｄ）周回進入の場合にあっては、周回進入のMDHに等しい雲高（100ft 単位に切り

組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

高（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件に対して 1,000m を加えた地上

上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

出発飛行場に対する代替飛行場のための最低気象条件について（ａ）～（ｄ）の正誤の

（ｃ）非精密進入方式の場合にあっては、非精密進入方式の MDH に 200ft を加えた雲
（100ft 単位に切り上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

　直線着陸の基準は、VOR/NDB により最終進入を行う場合、無線施設が飛行場内（

CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、それぞれCAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方

（１） 正 正

問 11

（ｂ）CAT－Ⅰ精密進入方式の場合にあっては、非精密進入方式の MDH に等しい雲高

（ａ）
式の最低気象条件の値に等しい地上視程

中で正しいものはどれか。

（ｄ）

問 12 直線着陸の基準で、下線（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の

視程

誤 誤
（ａ） （ｂ） （ｃ）

誤
（３） 正 誤 誤 正
（２） 誤 正 正

正（４） 誤 誤 正

着陸面から１ＮＭ以内）に設置されている場合で、無線施設に向っての最終進入経路が
滑走路中心線の延長線と交差する場合は、滑走路進入端の手前（a）1,400m 以上離れ
た位置での滑走路中心線の延長線と最終進入経路との交角が航空機区分 A および B で
は30ﾟ 以下、その他の区分では（b）10ﾟ以下であること。
　上記と同じ無線施設の設置状態で、無線施設に向っての最終進入経路が滑走路中心線
の延長線と交差しない場合は、最終進入経路と滑走路中心線の延長線との間隔が滑走路

（ｄ）

進入端の手前 1,400m の地点において（c）150m 以下であること。また、最終進入
経路のオフセットは（d）5ﾟ以下であること。

正
（１） 正 誤 正

誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）
正

（２） 正 正 正

正
（３） 誤 正 正 誤
（４） 誤 誤
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［飛行計画問題］

那覇空港（ＲＯＡＨ）から米子空港（ＲＪＯＨ）への計器飛行方式による航法ログを
完成させて下記の問１３～問２０に答えよ（問１４から問２０においては（１）から
（４）の中で最も近いものを選ぶこと）。ただし、航空機はターボファン発動機を装
備した双発の飛行機とし、既記入のものはすべて間違いないものとする。

（１） 　離陸予定時刻（ＥＴＤ）
　平成21年3月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
ＲＯＡＨ（ＮＨＣ）～ＯＮＣ～ＢＯＭＡＰ～ＨＫＣ～ＴＡＥ～ＩＷＣ～ＲＪＯＨ

（３） 　高　　度
　①　上昇可能な最高高度まで上昇し、巡航するとして計画する。
　②　STEP  UPは２,０００ｆｔ毎に時間は２分、燃料は３００ｌｂｓを
　　　それぞれ加算すること。ただし、STEP  DOWNは行わない。

（４） 　代替空港
　大阪国際空港（ＲＪＯＯ）

（５） 　代替空港までの経路
　ＲＪＯＨ～ＹＭＥ～ＯＷＥ上空とし、13,000ft の一定高度で飛行し
　上昇、降下は考えない。

（６） 　燃　　料
　HOLDING  FUELは、代替飛行場上空 450ｍ の高度で 30 分間待機す
　ることができる燃料の量とする。
　CONTINGENCY  FUEL（不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示
　で定める燃料の量）は、1,000lbs とする。
　TAXI  FUEL は無視する。

（７） 　離陸重量
　93,000lbs

（８） 　その他
　①　出発空港及び目的空港の標高は ０feet とする。
　②　与えられた航法 DATA を使用すること。

（２）

１４時３５分（日本時間）（４）

１４時２７分（日本時間）
（３）１４時３１分（日本時間）

ONC - BOMAP 間で STEP UP が行われる。
（１）STEP UP は行われない。

（１）１４時２３分（日本時間）

（４）HKC - TAE 間で STEP UP が行われる。
（３）BOMAP - HKC 間で STEP UP が行われる。
（２）

米子空港の予定到着時刻（ ETA ）は次の内のどれか。問 14

問 13 航法ログ作成において STEP UP について正しい記述はどれか。
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問 15

２，２８０lbs

０２６°
（４）０３２°

（２）０２０°

（４）２，４８０lbs

（３）

米子空港から代替飛行場までの必要燃料は次の内どれか。
（１）

問 17

（３）１７，６００lbs
（４）１７，９００lbs

（１）１７，０００lbs
（２）１７，３００lbs

この飛行に必要とする最少搭載燃料の量はどれか。問 16

（４）１２，７００lbs

（２）１２，１００lbs
（３）１２，４００lbs

（１）１１，８００lbs
米子空港までの予定消費燃料は次の内どれか。

（１）０１０°
問 18 BOMAP の 10nm 手前の磁方位（ MH ）はどれか。

２，１８０lbs

（３）２，３８０lbs
（２）

問 19 HKC から TAE までの ZONE TIME は次の内どれか。
（１）２２分
（２）２４分
（３）２６分

問 20 BOMAP から HKC までの ZONE FUEL は次の内どれか。
（１）      ９１０lbs
（２）１，２４０lbs
（３）１，６５０lbs
（４）１，９５０lbs

（４）２８分
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DEPARTURE AP

TOTAL　FUEL

　　　　 ｌｂｓ

ALT TEMP WIND TC VAR ZONE CUM GS ZONE CUM ETO F/F CUM

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

ＯＮＣ +10 270/30 038 4W 93

ＢＯＭＡＰ +10 320/40 021 5W 165

ＨＫＣ STD 330/55 020 6W 109

ＴＡＥ STD 320/50 031 6W 108

ＩＷＣ -10 330/50 023 7W 56

ＲＪＯＨ -10 350/30 028 7W 99

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　ｌｂｓ

 TO ALTERNATE AP

ＹＭＥ +10 130/30 091 7W 100

ＯＷＥ STD 220/30 160 7W 45

   

ＥＴＡ  　　　　　　 ｌｂｓ  　　　　　　　　　ｌｂｓ  　　　　　　 ｌｂｓ

TO　ALTERNATE HOLDING CONTINGENCY

　　　　　　  ｌｂｓ

ＲＭＳ

                       航 法　ロ　グ
DESTINATION AP ALTERNATE AP ＥＴＤ  FUEL　　PLAN

ＥＴＥ ＋ TO　DESTINATION

FUEL

ZONETAS WCA TH MH

運管　ー航法ログー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　ＣＬＩＭＢ　ＤＡＴＡ

ＰALT

×1000 -10 +5 -5 +5

（feet）

39 TIME 32
(min)

25 5460 FUEL 4000
(ｌｂｓ）

258 TAS 259
(kt)

35 27.5

24 5000 3690

253 250

31 24.0 32.0

23 4600 3430 4510

248 241 247

27 21.0 27.5

22 4260 3210 4100

244 237 241

24 38.5 19.0 24.5

21 3930 5610 3010 3760

240 246 234 237

22 32.5 17.5 22.0

20 3650 5110 2820 3500

236 242 230 234

20 28.0 15.5 20.0

19 3370 4670 2620 3260

233 239 227 231

18 26.0 14.5 18.0

18 3130 4240 2210 3030

229 238 225 229

16 23.5 13.0 16.0

17 2890 3890 2210 2800

228 232 223 227

14.5 21.0 12.0 14.5

16 2670 3560 2030 2570

225 231 222 226

13.5 19.0 10.5 13.5

15 2440 3230 1860 2360

223 231 221 225

12 17.0 9.5 12.0

14 2210 2910 1690 2150

221 227 220 224

10.5 15.0 8.5 10.5

13 2010 2610 1510 1940

219 225 219 223

9.5 13.0 7.5 9.5

12 1800 2300 1300 1700

218 224 218 222

12.0

1900

220 223220 222 226 217

1510 2100

10.0 11.0 16.5 7

2010 2700 12 1350

8.5

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280 3180 13

222218

1500 1710

225

11.0 12.5 19.0 8 9.5 13.5

223 225 229

10.5 15.0

2300 2520 3550 14 1660 1890 2560

12.5 14.5 21.5 9

18503910 15 2080 2800

225 227 233 219 223 227

2500 2730

11.5 16.5

227 229

14.0 16.0 24.5 10

233 220

13.0 18.5

2020 2260 3060

224 227

2750 3010 4320 16

15.0 18.0 27.0 11

3320

230 232 236 221 225 229

3000 3270 4800 17

227223

2200 2450

231

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0 20.5

232 234 238

15.5 23.0

3250 3600 5310 18 2380 2670 3640

19.0 22.0 35.0 13.5

25605910 19 2890 3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900

17.5 26.0

238 240

21.0 24.5 39.5 15

244 228

19.0 29.0

2740 3100 4300

232 236

3850 4250 6520 20

25.0 27.0 45.0 16.5

3320 4670

242 244 233 235 239

4100 4560 21 2910

243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

246 258 235 239

37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5

4970 23 3350 3930

248 252

36.0 22.5 26.5

32.5

24 3630 4220

TAS 257
(kt)

25.5

(min)

25 4000
(ｌｂｓ）
FUEL

（feet）

TIME 30

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＰALT

-5 STD +10 ×1000 -10 STD +10

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ
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２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ－１０℃）
ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-45 Ｆ／Ｆ 3115

22 （ｌｂｓ/H）

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ 3385 3205

21

-33.5 ＴＡＳ 311 304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

-39 Ｆ／Ｆ 3765 3655 3490 3335

19

-29.5 ＴＡＳ 312 306 300 293

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

18

-27.5 ＴＡＳ 308 302 296 289

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

17

-25.5 ＴＡＳ 304 297 289 283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

16

-23.5 ＴＡＳ 301 293 287 279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

15

-21.5 ＴＡＳ 296 288 282 274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

14

-19.5 ＴＡＳ 292 285 278 271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

13

-17.5 ＴＡＳ 288 281 274 267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

12

-15.5 ＴＡＳ 285 277 268 264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

11

-13.5 ＴＡＳ 274 273 265 254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

10

-11.5 ＴＡＳ 279 269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

265 258 252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274

ＷＴ

運管ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



271 265 258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

275 269 262

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590 4420 4240

10

- 1.5 ＴＡＳ 283

286 272 266

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370 4190

11

- 3.5 ＴＡＳ 293

283 277 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380 4200

12

- 5.5 ＴＡＳ 291

287 281 273

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

13

- 7.5 ＴＡＳ 294

292 285 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

14

- 9.5 ＴＡＳ 299

295 289 281

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

15

-11.5 ＴＡＳ 303

300 294 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

16

-13.5 ＴＡＳ 308

304 297 291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

17

-15.5 ＴＡＳ 311

309 303 297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060 3890 3720

18

-17.5 ＴＡＳ 316

307 299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810 3640

19

-19.5 ＴＡＳ 313

312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705 3540

20

-21.5 ＴＡＳ 317

310

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610 3440

21

-23.5 ＴＡＳ 317

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

-25.5 ＴＡＳ 314

（kt)

-35 Ｆ／Ｆ 3190

22 （ｌｂｓ/H）

～

85 75 65 55

～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～
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ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-25 Ｆ／Ｆ

22 （lbs/H）

-15.5 ＴＡＳ

（kt）

-23 Ｆ／Ｆ 3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

315

311-11.5 ＴＡＳ 324 318

18

- 9.5 ＴＡＳ 323

299- 5.5 ＴＡＳ

- 7.5 ＴＡＳ 317

-15 Ｆ／Ｆ 4350

312

289- 1.5 ＴＡＳ

294- 3.5 ＴＡＳ 316 309 302

297304

293

4485 4295

281+ 2.5 ＴＡＳ

286+ 0.5 ＴＡＳ 307 301

289302 296

284

4620 4445

273+ 6.5 ＴＡＳ

277+ 4.5 ＴＡＳ 298 290

3690

269+ 8.5 ＴＡＳ 288 282

280293 286

276

3580

20

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825 3645

-21 Ｆ／Ｆ 3770

3870

17

19

-17 Ｆ／Ｆ 4100

308

304

3965 3790

4500 4330

4220 4050

305319 312

4150 3960

16

-11 Ｆ／Ｆ 4585 4395 4220 4025

-13 Ｆ／Ｆ

15

-9 Ｆ／Ｆ 4660

311

4110

14

-7 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4375 4180

13

-5 Ｆ／Ｆ 4795 4255

12

-3 Ｆ／Ｆ 4835 4660 4495 4305

11

-1 Ｆ／Ｆ 4905 4360

10

+1 Ｆ／Ｆ 4933 4780 4600 4415

4735 4560

278 272 265

9

+10.5 ＴＡＳ 286

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)
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ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)



ＡＬＴ

（×1,000 feet）

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30 min

７９～７７

2245 2155 2065

８５～８３ ８２～８０

7 261 490

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ（×1,000ｌｂｓ ）

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ＬＢ）

8 265 520

8 263 505

10 269 545

9 267 530

11 274 570

10 271 560

12 279 600

11 277 585

13 284 630

12 280 610

14 289 655

13 286 645

（min） （kt） （ｌｂｓ）

15 291 670

ＤＥＳＣＥＮＴ　ＤＡＴＡ

ＴＩＭＥ ＴＡＳ ＦＵＥＬ
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注　　意 （１）

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
資　格 ２０題　　４０分題数及び時間運 航 管 理 者

P4３

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

記　　号法規〔科目コード：０４〕  科　目

判定基準

１問　５点配　　点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

Ｊ１ＸＸ０４０９３０

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

◎

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

◎
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視界上不良な気象状態をいう。

経済産業大臣は、申請により、航空機の強度について型式証明を行う。
国土交通大臣は、申請により、航空機の強度について型式証明を行う。

「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は
貨物を運送する事業をいう。
「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の

正 正

問 ４ 次の記述のうち誤りはどれか。

問 ３ 国際民間航空条約第44条国際民間航空機関の目的の文章の下線部（ａ）～（ｄ）の

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

国際民間航空機関の目的は、国際航空の（ａ）原則及び（ｂ）技術を発展させ、並び
に国際航空運送の（ｃ）実績及び（ｄ）発達を助長することである。

ものはどれか。

（３）航空日誌

誤 正

（４）空港及び着陸場の性質

（１） 正 誤

問 ２ 国際民間航空機関が採択する国際標準並びに勧告される方式及び手続きで該当しない

（４）「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器のみに依存

（１）  3日以内

（３）15日以内
（２）

（４）すみやかに

（２）
（３）

国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。

型式証明について正しいものはどれか。

正 正 正 正

ならない期間で正しいものはどれか。

（１）国土交通大臣は、届け出により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。

正
（２） 正 正 誤
（３） 誤 正 誤

（ａ）

税関の業務に用いる航空機は、国の航空機とはみなさない。（ｄ）

誤
誤 誤 正

（ｂ） （ｃ） （ｄ）

（ａ）航空機は、二以上の国で有効に登録を受けることができない。但し、その登録は、
一国から他国に変更することができる。

（ｂ）締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有すること
を承認する。

（ｃ）国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を必ずしも
表示する義務はない。

（１）

航空機の整備体制

（１）

（１）
（２）

（３）

航空機の耐空性

正
正

（４）

正

航空機がまっ消登録を受けた場合に、航空機の所有者が登録証明書を返納しなければ

誤

して行う飛行をいう。

「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める

（４）

（２）

（３）
各地間において行う航空運送事業をいう。

誤

正 正
（２） 正 正

正 誤

（４）

14日以内

５問

問

問 １

６

国際民間航空条約の（ａ）～（ｄ）の条文の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。
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問 13 航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で
ないものはどれか。

垂直偏波

年齢：23歳以上　　夜間飛行：  50時間以上　　計器飛行：30時間以上

年齢：23歳以上　　夜間飛行：100時間以上　　計器飛行：75時間以上

同年6月15日に定期運送用操縦士の実地試験に合格した。このパイロットの航空身体

（１）

（２）

（４）

（３）

検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

（２）

2009年3月10日に交付された航空身体検査証明書を所持している事業用操縦士が

年齢：21歳以上　　夜間飛行：  50時間以上　　計器飛行：30時間以上
年齢：21歳以上　　夜間飛行：100時間以上　　計器飛行：75時間以上

定期運送用操縦士の実地試験に合格した場合、現有の航空身体検査証明は失効する

（４）

2010年3月9日
（３）2009年12月14日

（１）

全ての架空線

航空英語能力証明の記述で正しいものはどれか。

おける航行を行ってはならない。

（１）航空英語能力証明は、航空業務に従事するのに必要な一般の英語に関する
知識及び能力を有することについての証明である。

（２）自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者には必要はない。
（３）航空英語能力証明を受けていなければ本邦内の地点と本邦外の地点との間に

速度計（４）

重要な装備品」について誤りはどれか。

（２）

水平偏波

骨組構造の物件
（３）

水平偏波（１） 基準方位信号
（ｂ） （ｃ） （ｄ）

定期運送用操縦士（飛行機）に係る技能証明の要件について正しいものはどれか。

気化器

８

予備品証明を受けることができる国土交通省令で定める「航空機の安全性の確保のため

（１）ジャイロ式姿勢指示器

（３）
静圧孔

航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、（ａ）、

適合する語句が正しく記載されているのは、次の（１）から（４）のうちどれか。

可変方位信号 垂直偏波

旅客ターミナル
（４）格納庫

（４）航空英語能力証明の有効期限は２年である。

（ｂ）及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。

（１）給油施設
（２）飛行場標識施設
（３）

（イ）

垂直偏波 水平偏波

（２）

（ロ）

（ａ）

基準位相信号

航空法第５３条第１項（禁止行為）の空港等の重要な設備のうち、誤りはどれか。

可変位相信号 水平偏波（３）

煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの
（２）

（４）ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を
有するため航空機からの視認が困難であるもの

基準位相信号
（４）

（１）

７問

問

問

問

12

問

９

11

10

垂直偏波
可変方位信号 基準方位信号

航空保安無線施設の設置基準のVORの性能、構造に関して航空法施行規則の条文に

電波は、（ｃ）で、できるだけ（ｄ）を含まないものであること。

可変位相信号

ので、新規に航空身体検査を受けなければならない。

問

2009年９月９日
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問 18 航空法第76条の２に規定されている国土交通省令で定める事態（事故が発生するおそれ
があると認められる事態の報告）のうち、誤りはどれか。

問 17 航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外の者を
乗り組ませなければならない航空機で誤りはどれか。

（４）

どれか。

（４）可燃性物質類（但し、自然発火性物質を除く。）

旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が５時間を超えるもの
旅客の運送の用に供する航空機で有視界飛行方式により飛行するもの

航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、

オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱 (航空機が自ら地上走行

される場合を除く。)

当該航空機の航行が継続できなくなった事態

（４）

できる場合を含む。)

性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。) 

航空法施行規則第１９４条（輸送禁止の物件）の条文で（１）から（４）のうち誤りは

高圧ガス　摂氏50度で圧力 300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は

防水携帯灯

特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために２人を要する
航空機であって当該特定の方法又は方式により飛行するもの

（２）構造上、その操縦のために２人を要する航空機

救急箱

（２）ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 救急の用　　エ 医薬品及び医療用具

（　ア　）の用に供する航空機であって客席数が（　イ　）を超えるものには、

ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品又は医療用具

次の緊急用具の中で180日ごとに点検するものはどれか。

（４）

う。

（３）

（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

 ４０分の１  　　 国土交通省令　　　 水平表面

 ５０分の１  　　 航空法  　　 　　　 進入区域
 ４０分の１  　　 航空法 　　 　 　　 進入区域

救急用具の記述で、正しい組み合わせはどれか。

飛行中における発動機（多発機の場合は、２以上の発動機）の継続的な停止又は
出力若しくは推力の損失（動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。）

又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により
気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障

（２）

（３）

か。
「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ（ア）以上で

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　 進入区域
　（ア）　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）

（イ）で定める勾配を有する平面であって、その投影面が（ウ）と一致するものをい

（１）

（１）

（１）

（３）

（１）

（２）

（４）

（３）

（３）落下傘

（４）

ア 航空運送事業　　　イ ３０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品及び医療用具

救命胴衣

ア 航空機使用事業　　イ ３０　　ウ 救急の用　　エ 医薬品又は医療用具

航空法に定義されている次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれ

問

14

（１）

15

（２）

摂氏20度で圧力 101．3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質
（３）

航空機の操縦に障害が発生した事態

火薬類　火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
（２）
（１）

引火性液体　引火点 (密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。) が
摂氏 60度以下の液体 (引火点が摂氏 35度を超える液体であって、燃焼継続

又は引火点が摂氏 60度を超える液状の物質 (当該引火点未満の温度で輸送

問 19

問

問 16

 
 運航管理-法規-4/5

 



正 正

のはどれか。

（１）

正 誤
誤 正 正 誤

正 誤 正 正
正 正 誤 正

及び航空機の（ｂ）位置、（ｃ）高度又は（ｄ）針路に関する情報とする。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（４）

情報）に規定されている文章の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで正しいも

法第９５条の２第３項 の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の（ａ）飛行計画

（３）

航空法施行規則第１９８条の１０（航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある

（２）

問 20
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解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

注　　意 （１）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

◎ 配　　点

◎

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

（２）

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

判定基準◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ44
資　格 運　航　管　理　者 題数及び時間 ２０題　　　１時間

科　目 気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ｊ１ＸＸ０２０９３０
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気圧が周囲より低い。

問 6

（３）寒冷低気圧の東進により、特に中心の南東側では成層状態が不安定となる。
囲より温度が高く、空気密度が小さい。

（２）

積雲系の雲は過冷却水滴からなることが多く、－3℃～－10℃の外気温のとき

（２）亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ一般に風速が極大となる

（３）

着氷についての記述で誤りはどれか。

（１）略号はFXFE502である。

（３）
1日2回発行される。
正の渦度域には縦横の破線を施し、渦度の極大域のみを数値で示す。

寒冷低気圧について誤りはどれか。

（４）渦度0の等渦度線は実線で示される。

寒冷低気圧の上方では対流圏界面が大きく垂れ下がっており、その領域では周

極東500hPa高度・渦度12・24時間予想図について誤りはどれか。

コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に比例する。

中・高緯度の対流圏上層の大気の大規模な流れにおいては、コリオリの力と
気圧傾度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

（２）

（１）前線の存在により、下層に寒気、上層に暖気がくるために発生する。

（１）

高気圧内では上層の空気層全体が沈降し気温が断熱上昇して発生する。（３）

晴れた日中地表面や地物が放射によって冷却し、それに接する空気の温度が
低下するために発生する。

（４）乱流混合層の乱れの強い層内で、上下混合によって発生する。

（２）

亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ時間的・空間的な変動が
説明で誤りはどれか。

行している。

値を持つ。

（１）
に強い着氷を起こす。
着氷域の予想には－８D法が利用できる。

亜熱帯ジェット気流も寒帯前線ジェット気流も、対流圏界面付近に風速の最大（４）

大きい。

温帯低気圧が発達するとき、それに対応する寒帯前線ジェット気流は南北に蛇

対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。

大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が高いほど大きい。
北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は西向きに働く。（３）

（４）

（３）

問 １

気温の減少は12㎞付近で止まる。
対流圏の範囲は全大気体積の1/10 以下である。

（２）

問 ７

問 ２

問 ３

問 4

問 5

RIME ICEとは空気の泡を含む氷であり、もろいが表面がザラザラしているので

（２）

逆転層の成因について誤りはどれか。

全大気の50%程度の量の空気を含んでいる。

（１）中心部の温度が対流圏の上層や中層で周囲より低いにもかかわらず、中心部の

（２）

（４）

（１）

（３）厚さ1.5㎜程度の着氷が翼にあっても失速速度はほとんど増加しない。

翼の空力特性に影響を与える。

対流圏の特徴で正しいものはどれか。
（１）気温は地表面から高度とともに2～3℃/㎞の割合で減少していく。

北半球の偏西風帯における寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流についての

（４）

（４）

高度が高い。
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について、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

　寒冷前線がある地点を通過する場合、一般にその地点では（ａ）風向は時計回りに

亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で

（ａ）

（ｂ）

問 11 寒冷前線とそれに伴う現象についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせ

（ｃ）温暖前線のそれに比べて幅が広いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの

（４）        正　　　正　　　正　　　誤

        正　　　正　　　誤　　　正

移動性高気圧には低気圧と低気圧の間に現れる尾根の高気圧と、極気団の氾濫に
より寒冷な気団がちぎれて動いてくるものとがある。

く、特に梅雨末期の西日本で顕著である。

しいものはどれか。

梅雨前線は水平の温度傾度が比較的緩やかである。しかし水蒸気の水平傾度が大き
ブロッキング高気圧と密接に関係している。

（３）

高気圧について正しいものはどれか。
（１）温暖高気圧は対流圏全体及び成層圏でも暖かくなっている。

問 10

大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。

梅雨前線について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）の中で正

東西に長く発達する。
（４）

（２）

問 ８ 寒気団の特性について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）の

視程は良好である。
（ｂ）安定度は不安定気温減率である。
（ａ）気流は下層に乱流がある。

問 ９

変化し、気温や露点温度が急下降し、（ｂ）気圧は上昇する。寒冷前線に伴う悪天域は

梅雨前線はインドモンスーン、太平洋の亜熱帯高気圧、オホーツク海方面にできる

（ｃ）
（ｄ）

中で正しいものはどれか。

（１）        正　　　正　　　誤　　　正

        正　　　正　　　正　　　誤

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

（２）
（３）

        誤　　　正　　　正　　　誤
        正　　　誤　　　正　　　誤

（４）

梅雨期の飛行に障害を及ぼす現象は、低シーリング、悪視程や雷雨であるが、その

（ｃ）オホーツク海高気圧の影響を受ける東日本では、雲は積雲系が多く発達する。その
ため降水は比較的強い。

（ｄ）

        誤　　　誤　　　正　　　誤
（４）        誤　　　正　　　誤　　　誤
（３）

範囲が広いので代替飛行場の選定が難しい。

（１）        正　　　正　　　正　　　誤
　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（２）        正　　　正　　　誤　　　正

（２）        誤　　　正　　　正　　　誤
（１）

　また、前線から離れた温暖域においても、（ｄ）積乱雲が発生し大雨を降らせること
現象を伴うことがある。　

（３）        正　　　誤　　　正　　　誤

がある。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
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前線に対応している。
（４）縦軸に高層観測地点番号および緯度、横軸に標準大気における高度が示される。

渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。
（３）

（１）

強風軸の中心に沿って渦度の最大値が現れる。
（４）

渦度は時計回りの回転を正とする。
問 19 渦度の説明について正しいものはどれか。

（２）ジェット気流の北側では正、南側では負の渦度となっている。

問 18 高層断面図における説明で誤りはどれか。
（１）風のシヤーの把握としては、等風速線の混んでいる位置に注意する。

（４）海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

陸上と海上の大気下層に気温差が生じることにより出現する。

（３）一般的に陸風はそれが及ぶ厚さも風速も海風に比べて大きい。
比較的穏やかな晴天日に出現する。

（１）
（２）

（２）高層断面図は大気を鉛直にとらえた解析図である。
（３）水蒸気が少ない上層では、圏界面から等温位線が傾斜し温位傾度が混む場所が、

（４）

問 17 海陸風について誤りはどれか。

台風の中心付近では低層でウインドシヤーによる激しい乱気流が予想される。
（４）台風は低気圧と異なり、直径500㎞以上におよぶ広範囲に影響を及ぼすことはない。
（３）

問 15 晴天乱気流（CAT）の記述で誤りはどれか。

（２）

気流近傍で多く見られる。
（４）積乱雲が前線付近や下層暖湿気流場で多く見られるのに対し、上層雲はジェット

（３）積乱雲は停滞したり移動速度が遅いのに対し、上層雲は上層風の速度で移動し、

（１）
（２）

問

（１）HZ ：

（４）

赤外画像では、積乱雲は白く見えるのに対し、上層雲は太陽光の透過率が大きく
セルが塊状になったり線状に並んだりする。

視程が１,000m以上5,000m以下の場合
FU ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が5,000m以下の場合

（３）

問 12 ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

問 13 衛星画像による積乱雲と上層雲の識別要領について誤りはどれか。

（２）

（１）一般に上層雲ははけで書いたように滑らかで一様な雲であるのに対し、積乱雲は

肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、
視程が5,000m以下の場合

FG ：

14

ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合

（２）

問 16 台風について正しいものはどれか。

気象庁が発表する台風予報の内容には暴風警戒域は含まれない。

鉛直シヤー（VWS）が5kt/1,000ftより大きいとき、CATの発生確率は増大する。

乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。
指数が＋４であっても機械的上昇によっては発雷の可能性がある。

（１）

積乱雲に比べてかなり暗く見える。

CATは雲のない晴天中で突然おこる現象である。

温度差を指数としたものである。
850hPaの空気塊を500hPaまで上昇させたときの気温と、500hPaの空気の

CATはジェット気流の近くでは発生しない。

ショワルター指数について誤りはどれか。
夏の雷雲発生に良い目安となる。

積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。

（４）CATとはClear Air Turbulenceの略である。
（３）
（２）

（３）
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可能性がある。

（１）相当温位とは、未飽和の空気塊が断熱的に移動するときに保存される量をいう。
（２）一般に相当温位線の混んでいる場所は、異なった性質をもった空気塊の境で

（４）
（３）高相当温位域は湿った暖かい空気の流入を意味しており、大雨の恐れがある。

前線に対応する。

相当温位線が混んでいる暖域側で、風速が50kt以上あるときは下層ジェットの

問 20 日本850hPa風・相当温位12・24・36・48時間予想図についての説明で誤りは
どれか。
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（２）

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験◎
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

科　目

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間運　航　管　理　者

Ｊ１ＸＸ０３０９３０記　　号工学〔科目コード：０３〕

◎ 配　　点

◎

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ45
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飛行機の静安定に影響しないものはどれか。
主翼面積
主翼上反角
重心位置
機体重量

荷重倍数とは、航空機に働く荷重と航空機重量との比をいう。
終局荷重とは、制限荷重に適当な安全率を乗じたものをいう。
安全率とは、常用運用状態において予想される荷重より大きな荷重の生ずる可能
性並びに材料及び設計上の不確実性に備えて用いる設計係数をいう。
制限荷重とは、非常状態において予想される最大の荷重をいう。

後退翼を採用しているので、翼が捩れやすくなっているため。
後退翼を採用しているので、横安定と方向安定とが強くなりすぎる傾向がある
ため。

スポイラについての説明で、次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものはど
れか。

スポイラは、翼の（ア）に突出させて翼の揚力を減少させる装置であり、結果として
（イ）も増大する効果もある。（ウ）を作る操縦装置として使用するとき、フライト・
スポイラという。また飛行中、特に緊急に降下の角度を大きくして降下飛行を行う場合
に使用するスポイラを（エ）という。

ア　前面　　イ　抗力　　　　ウ　方揺れ　　エ　スピード・ブレーキ
ア　上面　　イ　誘導抗力　　ウ　横揺れ　　エ　ドラッグ・スポイラ
ア　前面　　イ　誘導抗力　　ウ　縦揺れ　　エ　エア・ブレーキ
ア　上面　　イ　抗力　　　　ウ　横揺れ　　エ　スピード・ブレーキ

高速機がダッチ・ロールを起こしやすい原因で正しいものはどれか。
（１）

層流翼型を採用しているため、風圧中心が激しく移動するため。
衝撃波の発生によって、翼上面の気流が剥離してしまうため。

問 ６

（２）VNEはVDより小さく、VNOより小さい。
（３）VNOはNomal Operating Speed のことで、傍字NOはその略符号である。

着火したがアイドル回転まで増速しない。

VNOはVNEより小さく、VDより小さい。

３ ハング・スタートに関する記述で正しいものはどれか。

（４）

VNOはVNEよりも小さく、VDよりも大きい。

（３）
（４）

速度の説明で正しいものはどれか。

（３）

（１）

問 ４

問

（４）

（２）
（３）

（１）

（４）

５

（２）

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）

耐空性審査要領の強度に関わる定義で誤りはどれか。

（２）燃料は供給されたが着火しない。
燃焼器内の残留燃料に着火した。

（４）アイドル回転に達したが排気温度が規定値を超えた。
（３）

（１）

問

問 ２

1

（２）

問
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重心位置が前方すぎる場合に生じる現象で誤りはどれか。

８

９ 燃料タンク・ベント系統の目的で正しいものはどれか。
燃料タンクを加圧し水蒸気を含む空気の侵入を防ぐ。
燃料タンク内と外気との差圧を小さくし燃料の移送を確実にする。
燃料タンクを加圧し旋回時等の燃料の機外流出を防ぐ。
予備の燃料補給口として使用する。

11 油圧系統でリザーバを加圧する目的で正しいものはどれか。

12

近警報や回避指示を、気象レーダー・インジケータや昇降計に表示する。

なシステムである。

を解析して、衝突の危険性を判定する受動的（Passive）なシステムである。

以内に接近した場合接近警報を出し、さらに衝突の恐れがでた場合は回避指示を
出す。

の方が大きいため

問

13問

（１）

（３）

問

（２）

問

問

問

飛行機の離陸滑走距離について誤りはどれか。
（１）

ポンプのオーバー・ヒート防止
ポンプが故障した時の系統圧力の確保

10

問 ７

衝突防止装置はモードSトランスポンダを経由して質問電波を発射し、侵入機の接

（４）

衝突防止装置に関する説明で誤りはどれか。

圧力系統の脈動防止
（３）
（２）

（４）地上滑走中の操向が不安定になる。

着陸接地時に前部胴体に加わる荷重が大きい。
着陸距離が長くなる。

迎え角が大きい姿勢で飛行することになり、抗力が増大する。
（２）
（３）

（１）

（４）

（３）
（２）

（４）

（３）
（２）

（４）VRは離陸面上35ftの高度に達する以前にV２が得られるような速度である。

（１）

Ｔ類の飛行機における速度の説明で誤りはどれか。
（１）V1はＶＥＦ＋加速分以上であり、ＶＥＦはＶＭＣＧ以上でなければならない。

液面をおさえ、泡立ちを防ぐため

V1は故障を認識し対応措置をとるまでの時間などを考慮して申請者が選択する。
VRはＶ１以上であり、1.３ＶSO以上でなければならない。

浮揚時の速度が速いほど長くなる。

重量が重いほど長くなる。
滑走路の勾配が上り勾配であると長くなる。

（１）

（３）
飛行場の高度が高いほど短くなる。

飛行高度が高くなると推力が減少する理由で正しいものはどれか。
大気圧力は増加するが大気温度低下の影響の方が大きく空気密度が減少するため
大気温度低下による空気密度の増加よりも大気圧力の減少による空気密度の減少

大気温度が減少しエンジンの熱効率が低下するため
（４）大気圧力が増加しエンジンの圧力損失が大きいため

TCASⅡはモードSトランスポンダを通じて質問電波を発射する能動的（Active）

TCASⅠは自らは電波を発射せず、自機のモードSトランスポンダが受信する電波

（４）衝突防止装置は自機と侵入機の位置関係を調べ、侵入機が４nm以内又は５００ft

（２）

（２）
（１）

（３）
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ＶMCL（着陸進入における最小操縦速度）　についての説明で、次の文章の空欄に入る
言葉の組み合わせで正しいものはどれか。

全発動機作動で着陸進入中、その速度で（ア）が突然不作動になった際、当該発動機が
不作動の状態で飛行機の操縦が維持でき、（イ）以下のバンク角で（ウ）を保持できる
最小速度である。証明時の方向舵操縦力は（エ）を超えてはならない。

ア　臨界発動機　　イ　　５度　　ウ　直線飛行　　　エ　　６８kg
ア　全発動機　　　イ　　５度　　ウ　直線進入　　　エ　１５０kg
ア　片発動機　　　イ　１０度　　ウ　進入復行　　　エ　１５０lb
ア　臨界発動機　　イ　　５度　　ウ　水平飛行　　　エ　１５０lb

1５ 指示対気速度を一定にして降下するときの記述で正しいものはどれか。
加速降下であり、同一高度での降下率は真対気速度一定の降下の時より小さい。
加速降下であり、同一高度での降下率は真対気速度一定の降下の時より大きい。

フェール・セイフ構造の基本方式として正しいものはどれか。

バック・アップ構造方式という。

サンドイッチ構造方式という。

同等又はそれ以上の強度を持たせる構造をロード・ドロッピング構造方式という。

タービン・エンジンのFADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行う
エンジン制御機能で誤りはどれか。

真対気速度160ktで水平直線飛行をしている飛行機で標準旋回（旋回角速度3度/sec）
によって210度変針しようとするとき、旋回開始から終了までの所要時間を求めよ。
またバンクをとる横揺れ角速度も旋回の角速度と同じとする。

70秒
73秒
78秒
81秒

（１）

（４）

（１）

（３）
（２）

（２）

（４）

（２）

問

エンジン燃料流量
イグニション系統のON/OFF

（３）ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

問 14

問 18

16問

問 17

（１）

（３）

（３）

スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの開閉

（４）減速降下であり、同一高度での降下率は真対気速度一定の降下の時より大きい。
減速降下であり、同一高度での降下率は真対気速度一定の降下の時より小さい。（３）

ある部材が破壊したとき、その部材の代わりに予備の部材が荷重を受け持つ構造を

数多くの部材からなり、それぞれの部材は荷重を分担して受け持つ構造をハニカム

（４）

（４）

1個の大きな部材を用いる代わりに2個以上の小さな部材を結合して、1個の部材と

基本部材に硬い補強材を当てた構造をダブル構造方式という。

（１）

（２）

（１）
（２）
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ある飛行機の最良上昇率に対応する速度での上昇率は、海面上で4,000ft/minであって
高度1,000ft増加する毎に120ft/minづつ減少するとき、実用上昇限度として正しい
ものはどれか。

37,000ft
33,300ft
32,500ft
31,000ft

総重量76,500lbs、重心位置が基準線後方390inchにある飛行機で、3名の乗客を基
準線後方500inchの座席から基準線後方200inchの座席へ移動させ、基準線後方260
inchの貨物室へ貨物1,500lbsを搭載した後の重心位置を求めよ。
ただし、乗客一人の重量は130lbsとする。

基準線後方 392inch
基準線後方 389inch
基準線後方 386inch
基準線後方 383inch（４）

（４）

（１）

（３）

（２）
（３）

（２）

問 20

（１）

問 19
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記　　号通信〔科目コード：０５〕科　目

注　　意 （１）

◎ 配　　点

◎ 判定基準

P46

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間運航管理者

J１ＸＸ０５０９３０

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題

運管－通信－1 / 4 



KEEP SILENCE

飛行中にELTの発信音を受信した操縦者がATS機関に通報すべき内容で誤りは

（１）「RESUME OWN NAVIGATION」と指示された場合

どれか。
（１）遭難信号の発信局の呼出符号

（３）
遭難信号が聞こえなくなった地点

（２）通信機故障時は7600 にセットする。
自動高度応答装置を装備した航空機は、特に指示がない限りこれを作動

（４）

（３）
させておくべきである。

コードについて指示されていない航空機がIFRでレーダー管制空域外からレーダー
管制空域に入る場合は2000にセットする。

（１）

と連絡がとれなかった場合

（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。

機体を振ったあと、ゆっくりと旋回を開始した。操縦者としてとるべき行動で

従うことを伝える。
（３）

（１）航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から５分以内に着陸せず当該航空機

と認められる場合

（２）航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合
（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合
（４）当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分である

（２）

問 ３ レーダー誘導が終了する場合で誤りはどれか。

（４）自機の呼出符号
遭難信号を最初に受信した地点

問

他の航空機によって遭難通信が妨害されている場合に、遭難機に近い航空機局が
沈黙を命じる場合に用いる用語で正しいものはどれか。

問 １

問 ２

（３）左60度前方

トランスポンダーを7500にセットする。

（１）MAYDAY SILENCE
（２）
（３）DISTRESS
（４）STOP TRANSMITTING MAYDAY

（２）「RADAR SERVICE TERMINATED」と通報された場合
（３）計器進入方式において最終進入コースへの誘導中に進入許可が発出された場合

問 ４ ＡＴＣトランスポンダーの操作の説明で誤りはどれか。

（４）ILS進入に先立つ誘導で、最終進入FIXへの直行が指示された場合

問 ５ MC 055をHDG 085で飛行中、ATCより「Traffic、Eleven　O'clock」との情報を

計器飛行方式のクリアランスではトランスポンダーのコードは通常指定
されない。

受けた場合、接近している航空機は自機の機首方位からどの方向に見えるか。

６ 次のうち、「警戒の段階」として捜索救難が開始されるのはどれか。

（４）右30度前方

（１）左30度前方
（２）正面

問 ７ 管制機関から事前通知がないにもかかわらず、自機の前方に戦闘機が出現し、

（２）戦闘機との通信設定ができる場合は、「WILCO」の用語を用いて指示に

誤りはどれか。
（１）機体を振り、航空灯を不規則に点滅させたうえで戦闘機の後に続く。
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（１）管制空域が持つ処理能力に、その空域における予測交通量を適合させることにより

通信設定の時期が指定された場合は、直ちに新たな周波数に変更し、指定された

（４）

（３）

周波数に切り替えて聴取し、相手局からの呼び出しを待つ。
（２）通信設定の時期が指定されなかった場合は、直ちに周波数を変更して新たな

123.15 MHz

指定高度が変更された場合

時期まで聴取したのち、新たな管制機関等と通信設定をはかる。

（２）123.45 MHz

122.45 MHz

（４）

の高度制限について指示される場合で誤りはどれか。

（２）直行を含め、経路が変更された場合
（１）

周波数で正しいものはどれか。

（２）

（４）

PAN PAN, JA32ZZ, excessive high oil temperature. ・・・・

周波数にもどしてその旨を通報する。

（１）

（３）

新設滑走路の工事による誤認着陸防止について
６ヶ月にわたる滑走路工事について

（２）

航空援助施設の１年間の停波に伴う代替方式について

「ＭＯＮＩＴＯＲ」と指示された場合は、直ちに指定された管制機関等の

（３）

でも速度調整終了の通報は行われない。

標準計器出発方式の変更について

フローコントロールにより出発時刻の制限を受ける場合は「due to flow 

速度調整の終了は「RESUME NORMAL SPEED」で通報される。

問 ８ フローコントロールに関して誤りはどれか。

フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

安全確保と運航効率の向上を促進させる業務である。
（２）

control」の用語が用いられる。
（３）

問 ９ レーダー管制下で行われる速度調整について誤りはどれか。

管制区管制所が実施する。
（４）

（１）進入許可が発出された後もそれまでに発出された速度調整は有効である。

進入許可発出後、速度調整の終了地点が明示された場合は当該地点に達した場合
速度調整はホールディング中は適用されない。

（４）

問 10 次の航空情報のうちAIP改訂版により発行されるものとして正しいものはどれか。
（１）

問 12 日本国内において、航空機局相互間で航行の安全上必要な通信を行う場合の

周波数の変更により新たな周波数で通信設定ができない場合は、直ちにもとの

問 11 通信の移管について誤りはどれか。

管制機関等と通信設定をはかる。

（１）122.60 MHz

問 13 IFR出発機の管制において、当該地点以降に有効な高度制限が存在する場合、再度個々

（３）

レーダー誘導が終了する場合
（４）「COMPLY WITH RESTRICTIONS」が通報された場合

問 14 次の通信のうち最も優先度が低いものはどれか。

（３）

（１）Declare emergency, JA82ZZ, left engine fire.

（３）XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.
YAO TOWER, JA32ZZ, over OJI , request landing.（２）

（４）
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 概ね良好
 良好 
 不良
 極めて不良で危険

（１）MEDIUM TO GOOD --
（２）GOOD ---------------
（３）POOR ----------------
（４）VERY POOR ---------

離陸後滑走路番号の10倍の磁航路を維持して飛行する。

（３）援助を要する。

（a）

（２）

（４）

（１）

（３）離陸後滑走路の中心線の延長上を飛行する。
離陸後滑走路の磁方位のヘディングを維持して飛行する。

（a）   （b）     （c）　 （d）

（１）否定
生存者は９名

（d）

（２）

医療援助を要する。

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

（１）  誤　　   誤　　　誤　　　正
（２）  正　　　誤　　　正　　　正

  正　　　正　　　正　　　誤（４）

問 15 タワーまたはレディオから通報されるブレーキングアクションに使用する
用語の意味で誤りはどれか。

問 16 離陸許可に付随して、飛行場管制所から「Continue runway heading.」と指示さ
れた。正しい行動はどれか。

（２）離陸後滑走路番号の10倍の磁方位のヘディングを維持して飛行する。
（１）

問 17 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。
機体の空輸に関する飛行ならば、「飛行の種類」に「G」と記入する。

（２）VORを搭載しているならば、「使用する無線設備」に「O」と記入する。
（３）当該フライトの離陸重量が7,000kgならば、「後方乱気流区分」に

「L」と記入する。

問 18 飛行中に指向信号灯で、「赤色の閃光」を受けた。この意味は次のうちどれか。

（４）出発飛行場にICAO４文字地点略号の指定がないならば、「出発飛行場」に
「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入する。

406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。

（b）121.5MHzの電波にはコード化された位置情報が含まれている。
（c）406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。

121.5MHzの電波を発信できなければならない。
下記の（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

（１）進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

（４）

着陸してはならない。

（４）危険につき、場周経路を離脱せよ。
（３）

問 20 航空機用救命無線機についての説明として（a）～（d）の正誤の組み合わせについて、

付近に他機が飛行中、注意せよ。

問 19 生存者の使用する対空目視信号の記号で「　N　」の意味する通報はどれか。
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注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

配　　点◎

（２）

１問１０点

◎ 判定基準

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

資　格 １０題　　４０分題数及び時間

Ｊ１ＸＸ１６０９３０科　目

運 航 管 理 者

記　　号

P47

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

施 設 〔科目コード：１６〕

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
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ＶＯＲ受信機を装備した航空機の高度に応じて変化する。
（３）

（１）ＶＯＲに用いられる周波数帯は原則として118.0～135.975MHzである。
（２）ＶＯＲの有効範囲は見通し線以上の高度に制約される。また有効到達距離は

問 1 次のうち正しいものはどれか。

ＶＯＲＴＡＣはＶＯＲとＴＡＣＡＮの2つの施設により構成される施設で、ひとつ

（３）接地帯灯は誘導路の交差部等一時停止すべき位置を示す灯火である。
（４）標準式進入灯のクロスバーは航空可変白の不動光である。

（２）
（３）停止線灯
（４）誘導路灯

風向灯

ばならないものと必要と認められる場合に設置されるものがある。次のうち必要と認め
られる場合に設置されるものはどれか。

（１）飛行場灯台

問 ６ 夜間着陸の用に供する陸上空港等に設置されている飛行場灯火には、必ず設置しなけれ

（１）飛行場灯台は航空障害灯の一種である。
（２）誘導路灯は航空緑の不動光である。

のサイトからＶＯＲ方位とＴＡＣＡＮ方位の2種類のみの情報を提供している。
（４）ＤＭＥは見通し範囲外でも運用されるため非常に精度の高い距離情報を提供する。

（２）支線には、直径が 0.5m 以上の球形の標示物を 45m の等間隔に設置する。
（３）係留気球（支線を除く。）は赤と白の格子縞に塗色しなければならない。

（３）低光度航空障害灯は航空赤の不動光である。
（４）高光度航空障害灯は航空白の閃光である。

問 5 航空灯火について正しいものはどれか。

（１）中光度白色航空障害灯は航空白の閃光である。
（２）中光度赤色航空障害灯は航空赤の閃光である。

問 4

滑走路についての滑走路標識は除く。
（１）

陸上空港等の飛行場標識施設についての説明で誤りはどれか。但し、自衛隊が管轄する

航空障害灯について誤りはどれか。

（４）進入表面の投影面と一致する区域内にある物件には昼間障害標識を設置しなければ

（３）接地帯標識は、滑走路の長さが 1500m 未満の場合には設置されない。

滑走路の幅が 45m の場合、滑走路末端標識の縦縞の本数は 12 本である。
（２）指示標識の数字は進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右回りに測ったものの

十分の一（小数点以下第一位を四捨五入）の整数で表示されている。

問 2 昼間障害標識について正しいものはどれか。
（１）架空線には、短辺が 0.6m 以上の長方形又は正方形の旗を設置する。

ならない場合がある。

（４）誘導路中心線標識の色彩は、黄色である。

問 3
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防空用レーダーによる援助を求めることができるのは、ＵＨＦ周波数のみである。

（１）グライドスロープアンテナは滑走路着陸末端から内側に約 300m、滑走路中心線
から約 120m 離れた位置に設置されている。

もったＴＲＡＤと呼ばれるものがある。
（２）ＰＡＲは捜索レーダー進入に用いられるレーダーで管制官が航空機を３次元的に

（４）ＯＲＳＲは１次レーダーのみである。

滑走路の接地点へ誘導する着陸援助施設である。
（３）

次のうち正しいものはどれか。
（１）ＡＲＴＳの簡易型としてＡＳＲのスコープ上にデータブロックを表示する機能を

問 8

（３）飛行場情報放送業務は音声自動化装置が導入されている。
（４）広域対空援助業務は、飛行場及びその周辺を航行する航空機に対して管制承認の

中継などを行なう。コールサインは「レディオ」が使用される。

（２）飛行場リモート対空援助業務は管制業務または飛行場対空援助業務の行なわれてい
ない飛行場で行なわれている。

国際対空通信局はVHF及びHFによって情報の提供、管制承認等の中継、航空機か

（１）ＳＢＡＳ（静止衛星型衛星航法補強施設）
（２）ＧＢＡＳ（地上型衛星航法補強施設）

（４）ＧＰＳ（全地球的測位システム）
（３）ＡＢＡＳ（航空機搭載型衛星航法補強施設）

問 10 航空法施行規則第９７条による航空保安無線施設で正しいものはどれか。

らの位置通報やクリアランスの要求などの受信と関係機関への伝達を行っている。

問 7 次のうち誤りはどれか。
（１）

問 9 次のうち誤りはどれか。

（２）地上の車両または航空機による電波障害を考え、ＩＬＳ立ち入り制限区域が設け
られている。

を示す施設である。

（３）ＩＬＳの3文字の識別符号は、グライドスロープ周波数により発信される。
（４）ＩＬＳは最終進入中の航空機に滑走路に対する正確な進入経路（方向と降下経路）
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◎

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（滑）上級

P48

◎ １問　５点

（２）

配　　点

航法〔科目コード：０１〕科　目

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

Ａ３ＧＧ０１０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号
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メルカトール図の特徴で誤りはどれか。
赤道、子午線以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。
子午線が平行なため、極を表すことができない。
メルカトール図は円錐投影法により作成される。
航程線は直線である。

ランバート航空図で２地点間の方位を最も正確に測定する方法で正しいものはどれか。
出発地点付近の子午線を使用する。
目的地点付近の子午線を使用する。
赤道付近の子午線を使用する。
２地点間の中分経度に近い子午線を使用する。

次のうち誤りはどれか。
１ノーティカルマイルは、６，０７６フィートである。
１スタチュートマイルは、５，２８０フィートである。
地球は真球であるため地球上どこでも緯度１分の長さは同じである。
緯度１分の長さが１，８５２メートルに相当するのは北緯45°付近である。

真針路について正しいものはどれか。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。
航空機が出発地から目的地まで飛行しようと計画している水平面の方位線である。
羅針路に偏差を加えたものである。
航空機の機首の向いている方向の真方位で、機位を通る子午線の真北から測った
ものである。

偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。

ＷＣＡを－５°とって真針路０３０°の時、相対方位２３０°にアンテナが見えた。
この時のアンテナの真方位は次のうちどれか。

２３５°
２５５°
２６０°
２６５°

Ａ滑空場を出発してＱＮＨを変えずに３時間後にＡ滑空場に着陸したところ高度計が出
発時よりも低く指示していた。次のうち正しいものはどれか。

出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが大きくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが大きくなった。

問

（２）
（３）
（４）

（４）

問 7

（１）

（１）

（４）

（４）

問 ３
（１）

（４）

（２）

（２）
（１）

問 6

（３）

（１）

（３）

問 5

問 2

4

問 1
（１）

（３）
（２）

（４）

（２）
（３）

（１）

（２）
（３）
（４）

（２）
（３）
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左上昇旋回のときの計器の指示で正しいものは次のうちどれか。
対気速度計の指針の反時計回り、高度計の指針の反時計回り
対気速度計の指針の時計回り、高度計の指針の反時計回り
対気速度計の指針の反時計回り、高度計の指針の時計回り
対気速度計の指針の時計回り、高度計の指針の時計回り

ＩＡＳ一定で飛行している時のＴＡＳについて誤りはどれか。
外気温度が高くなるとＴＡＳは増加する。
気圧高度が高くなるとＴＡＳは増加する。
空気密度が増加するとＴＡＳは増加する。
風が変化してもＴＡＳは変化しない。

加速度が身体に及ぼす影響で正しいものはどれか。
マイナスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向に流れるため、失神に至るこ
とはない。
マイナスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向に流れるため、目の前が赤く
なることがある。
プラスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向に流れるため、視力が影響を受
ける。
プラスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向に流れるため、網膜が酸素不足
になり視野が狭くなり目の前が暗くなることがある。

見張りと空中衝突の予防について誤りはどれか。
効果的な見張りのため、目を規則正しく短い時間ごとに移動するとよい。
他機に対する空中監視は、衝突防止の要である。
コックピット内の物標と遠距離の目標との間で視点を移動する場合、焦点を合わせ
るのに数秒かかることを認識しておくべきである。
ＴＣＡと通信設定をしている場合には、見張りをする必要はない。

航空機に装備してある磁気コンパスの自差について誤りはどれか。
機体の持つ磁気や磁性体の影響などにより生ずる誤差である。
搭載電子機器の ＯＮ、ＯＦＦ によって変化する。
羅北と磁北間の方位誤差であり、機体毎に数値は異なる。
磁北が羅北の東側に偏するのを自差Eという。

着陸のために進入中、実際の高さよりも高いところにいるような錯覚を生ずるもので正
しいものはどれか。

下がり勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
通常より広い幅の滑走路に進入するとき
進入中に錯覚を生ずるようなものはない。

進入及び着陸のために、地上の風向風速を上空から推定するための指標として最も信頼
できないものはどれか。

煙突の煙
地上の吹流し
偏流角及び対地速度
上方の雲の影の動き

問 ９

（１）
（２）

（３）

（４）

問 12

８問

（１）

（４）

（２）
（３）

（３）

（２）

（３）
（４）

（１）
（２）

（１）

（２）
（３）
（４）

問 10
（１）

（２）

（３）

（４）

問 11

（１）

（４）

問 13

（１）
（２）
（３）
（４）

問 14
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過呼吸について誤りはどれか。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。
兆候が現れたら、呼吸の速さと深さを調節すれば数分で治まるものである。
一酸化炭素が血液の酸素運搬能力を著しく低下させ、過呼吸の症状を発生しやすく
する。
過呼吸と低酸素症とは初期の兆候がよく似ている。

低酸素症について正しいものはどれか。
喫煙は低酸素症とは無関係である。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。
低酸素の影響は容易に認識できる。
視力への影響はない。

空中衝突について誤りはどれか。
相手機が衝突コースにあるときは発見しにくい。
相手機が衝突コースにあるときは機影は一定の割合で移動している。
相手機が正面から向かってくるときは相対速度が最も大きい。
相手機が衝突コースにあるときは相対方位が一定である。

次のうち誤りはどれか。
上昇から水平直線飛行に急激に移行すると、パイロットは後方に倒れるような錯覚
を生じ易い。
きりもみから回復しても内耳器官の働きが止まるため、同方向のきりもみ状態が続
いているような錯覚に陥ることがある。
暗闇の中で静止している灯光を何十秒間も見つめていると、その灯光が動き回るよ
うな錯覚を起こすことがある。
離陸中の急激な加速は機首上げ姿勢にあるような錯覚を生じやすい。

対気速度７２ km/h で滑空比４０の滑空機が、正対の向風１０m/sを受けて上昇気流
及び下降気流のない大気中を６ km滑空する場合、失う高度はどれか。

２００ｍ
２５０ｍ
３００ｍ
３５０ｍ

対気速度９０ km/h で滑空比２５の滑空機が、正対の向風５ m/s、上昇気流２m/s
の大気中を、目的地上空で６００ m になるように対気速度９０ km/h で帰投する場
合、目的地から３ km 離れた場所で必要な高度はどれか。

３００ m
３５０ m
４５０ m
６００ m

（１）
（２）

（３）
（２）

（４）

（４）

問１６

（４）

（４）

（３）

（３）

（２）
（１）

問 15

（１）

（３）
（２）

（３）

問 18
（１）

（２）

（４）

問 20

（１）

問 17

（２）

（３）

問 19

（４）

（１）
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◎ 配　　点

◎ 判定基準

Ａ４ＧＧ０１０９３０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航法〔科目コード：０１〕科　目

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級

P4９

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ
と。

１問　５点

（２）

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。

次のうち正しいものはどれか。
協定世界時（UTC）の００時は、日本標準時の午後３時である。
協定世界時（UTC）の０６時は、日本標準時の午前６時である。
協定世界時（UTC）の１２時は、日本標準時の午後９時である。
協定世界時（UTC）の１８時は、日本標準時の午後６時である。

次のうち誤りはどれか。
１ノーティカルマイルは、６，０７６フィートである。
１スタチュートマイルは、５，２８０フィートである。
地球は真球であるため地球上どこでも緯度１分の長さは同じである。
緯度１分の長さが１，８５２メートルに相当するのは北緯45°付近である。

相対方位について正しいものはどれか。
真北を基準に物標の方位を測ったもの
磁北を基準に物標の方位を測ったもの
航空機の航跡を基準に物標の方位を測ったもの
航空機の針路を基準に物標の方位を測ったもの

緯度、経度について正しいものはどれか。
緯度１度は「緯度１０分」である。
緯度１分は「６０ノーティカルマイル」である。
経度１度は「経度６０分」である。
経度１分は「１ノーティカルマイル」である。

Ａ滑空場を出発してＱＮＨを変えずに３時間後にＡ滑空場に着陸したところ高度計が出
発時よりも低く指示していた。次のうち正しいものはどれか。

出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が下がって、ＱＮＨが大きくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが小さくなった。
出発時よりも気圧が上がって、ＱＮＨが大きくなった。

日本国内のＡ地点から同じ緯度で経度が１０度東側にあるＢ地点の日没時刻で正しいも
のはどれか。

Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４０分遅い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４０分早い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４分遅い。
Ａ地点の日没時刻よりもＢ地点の日没時刻が約４分早い。

（１）

問 4
（１）

問 5
（１）

6

（１）

（４）

（２）

問

（２）

問 7

（２）

（２）
（３）

（４）

（３）
（４）

（１）

（１）
（２）

（４）

（２）
（３）

（１）

（３）

（４）

（３）
（４）

（４）
（３）

問 ３

（３）

（２）

問 1

問 ２
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真針路について正しいものはどれか。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。
航空機が出発地から目的地まで飛行しようと計画している水平面の方位線である。
羅針路に偏差を加えたものである。
航空機の機首の向いている方向の真方位で、機位を通る子午線の真北から測った
ものである。

風力三角形について誤りは次のうちどれか。
ＴＨと予想の対地速度を求めるものが計画の風力三角形である。
対気ベクトル、対地ベクトル、風ベクトルからなる。
ＷＣＡとＤＡは同一のものである。
ＷＣＡはＴＣから左にひねる角を（－）修正角という。

過呼吸について誤りはどれか。
兆候が現れたら、呼吸を速めれば数分で治まるものである。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。
紙袋で口と鼻を覆い、吐いた息をまた吸い込むと良い。
頭がふらふらすることがある。

他機に対する見張りについて誤りは次のうちどれか。
コックピット内の物標と遠距離の目標との間で視点を移動する場合、焦点を合わせ
るのに数秒かかる。
効果的なスキャニングは、目を規則正しく短い時間毎に移動することによって行
う。
効果的なスキャニングのためには1回の目の動きは３０°以上に努め、同一点を
１秒以上注視しないようにする。
他機に対する空中監視は衝突防止の要である。

耳閉塞について正しいものはどれか。
上昇中に最も発生しやすい。
降下中、耳閉塞を生じても着陸すればすぐに治まる。
風邪、咽喉の痛みなどの呼吸器系の病気または鼻孔アレルギー状態にあるときに起
きやすい。
経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。

毎時１００キロメートルの速度で滑空比３０の滑空機が、静穏な大気中を同速度で９キ
ロメートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

　３３メートル
１００メートル
２７８メートル
３００メートル

次のうち正しいものはどれか。
毎時１００キロメートルは「８７ノット」である。
毎時８７キロメートルは「４７ノット」である。
毎時８７キロメートルは「１００ノット」である。
毎時５４キロメートルは「１００ノット」である。

（２）

（４）

（２）

問

問

問 ９
（１）

（１）

（３）

（１）

（１）

（４）

（４）

（４）

（２）

（３）

（４）

（４）
（３）

問 11

８
（１）
（２）
（３）
（４）

（２）
（３）

10

（１）

（１）
（２）
（３）

（２）
（３）

問 14

問１２

問 13
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着陸のために進入中、実際の高さよりも高いところにいるような錯覚を生ずるもので正
しいものはどれか。

下がり勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
通常より広い幅の滑走路に進入するとき
進入中に錯覚を生ずるようなものはない。

低酸素症について誤りはどれか。
苦痛をほとんど伴わないので、自覚が難しい。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。
陶酔もしくは闘争の感覚が起こることがある。
視力への影響はない。

４分間で６キロメートルを飛行したときの対地速度で正しいものはどれか。
毎時２４キロメートル
毎時６０キロメートル
毎時９０キロメートル
毎時１２０キロメートル

空間識失調について誤りはどれか。
飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外景の視認などにより生ずる。
平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
信頼できる地上の固定物標または飛行計器を確実に視認することによって防止する
ことができる。
長時間の定常旋回中に急に頭を動かすと、まったく異なった軸で旋回もしくは運動
しているような錯覚が起きやすい。

航空機に装備された磁気コンパスについて誤りはどれか。
「Ｎ」は真北を指す。
加速中に誤差を生じることがある。
旋回中に誤差を生じることがある。
方位により異なった数値の自差がある場合がある。

対地高度３，０００フィートを飛行中、チェックポイントを「真横左下４５度」に発見
した。この時の機体からチェックポイントまでの水平距離で正しいものはどれか。

約０．５ノーティカルマイル
約１．０ノーティカルマイル
約１．５ノーティカルマイル
約２．０ノーティカルマイル

（１）

（３）

問

（４）

16問

問 17

（２）

（４）

15

問 18

（２）
（３）

（１）

（３）

19問

（１）

（２）

（２）

（３）

（２）

（１）

（３）
（４）

（１）

（１）

（４）

（２）

（４）

問 20

（４）
（３）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 E1

のマーク」、「氏名」及び「生年月日」の何れかに誤りがあると、コン
ピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は不合格となります。

目コードのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を
記入すること。

記　　号

航空英語能力証明

 航空英語  〔科目コード：１２ 〕

（２）

７割以上正解した者を合格とする。

また、２枚目の「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定
の欄に、「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コー
ド」、「科目コードのマーク」、「資格」及び「種類」を記入すること。

◎ 判定基準

と。
なお、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）は２枚あり、
問１から問４０までは１枚目（オレンジ色）の「航空従事者学科試験答案
用紙」に解答を記入し、問４１から問４２までは２枚目（紫色）の「航空
従事者学科試験答案用紙」に解答を記入すること。

１枚目の「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、
「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」、「科目コード

◎ 注　　意 （１） 解答は、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入するこ

科　目 Ｋ１ＸＸ１２０９３０

資　格 ４２題　　約３０分題数及び時間

英語 1/15
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Dialogue 1 
 

Answer questions 1 to 3 
 

 

Question1 

 

The pilot was initially instructed to . . .  

 

1.   taxi to runway 28, via A. 

2.   taxi to active runway, via C. 

3.   hold at taxiway A, runway 28. 

4.   hold at taxiway C, runway 28. 

 

Question 2 

 

The pilot was holding his position due to . . . 

 

1.   a container on the taxiway. 

2.   some birds on the taxiway. 

3.   construction work on the taxiway. 

4.   an obstruction on the runway. 

 

Question 3 

 

The controller finally instructed the pilot to . . . 

 

1.   avoid the object. 

2.   return to spot No.1. 

3.   continue taxi to runway 28. 

4.   wait at his position. 
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Dialogue 2 
 

Answer questions 4 to 6 
 

 

Question 4 

 

JA82BJ declared emergency due to… 

 

1. gear bay fire. 

2. hydraulic system trouble. 

3. engine failure. 

4. something burning in the cockpit. 

 

Question 5 

 

The controller instructed turn direction and altitude to the pilot because he will make… 

 

1. a no flap landing. 

2. a short field landing. 

3. an emergency landing. 

4. a precautionary landing. 

 

Question 6 

 

The controller promised to prepare… 

 

1.  police officers.  

2.  fire engines and paramedics. 

3.  quarantine and custom agents. 

4.  runway check personnel. 
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Dialogue 3 
 

Answer questions 7 to 9 
 
 
Question 7 

 

The problem seemed to be . . . 

 

1.  something burning in the cockpit. 

2. an engine fire. 

3. electrical systems failure. 

4. smoke in the baggage area. 

 

Question 8 

 

Position of JA82BJ was . . . 

 

1. 15 miles east of the airport. 

2. 15 miles west of the airport. 

3. 10 miles east of the airport. 

4. 10 miles west of the airport. 

 

Question 9 

 

The controller told the pilot . . . 

 

1. to maintain radio contact. 

2. that runway 27 was closed. 

3. fire trucks would be waiting for him. 

4. to stand by for clearance. 
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Dialogue 4 
 

Answer questions 10 to 12 
 
 
Question 10 

 

The pilot requested descent due to… 

 

1. moderate turbulence. 

2. cloud condition. 

3. engine trouble. 

4. light icing. 

 

Question 11 

 

The controller instructed another heading to the pilot in order to… 

 

1. keep traffic spacing. 

2. keep away from the mountain area. 

3. detour cumulonimbus. 

4. avoid restricted airspace. 

 

Question 12 

 

The controller asked the pilot if he needs… 

  

1. another heading. 

2. another frequency. 

3. different altitude. 

4. some support. 
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Dialogue 5 
 

Answer questions 13 to 15 
 
 

Question 13 

 

The problem with Niigata airport was . . . 

 

1.   weather. 

2.   curfew. 

3.   removal of an aircraft.  

4.   traffic congestion.  

 

Question 14 

 

The original alternate airport was . . . 

 

1.   Yamagata. 

2.   Niigata. 

3.   Sendai. 

4.   Fukushima. 

 

Question 15 

 

The pilot changed his alternate airport because . . . 

 

1.   they have curfew at Sendai airport. 

2.   it is out of operational hours at Yamagata airport. 

3.   Fukushima weather was below minimums. 

4.   Sendai weather was below minimums. 

 

 

 

 

 



英語   7/15 

Dialogue 6 
 

Answer questions 16 to 18 
 

 

Question 16 

 

The pilot requested course deviation to avoid … 

 

1. congested area. 

2. clouds ahead of him. 

3. another traffic. 

4. rough air condition. 

 

Question 17 

 

The pilot could make deviation… 
 

1. after leaving FL220. 

2. before leaving FL180. 

3. after reaching FL160. 

4. immediately. 

   

Question 18 

 

The pilot could be expected to return to the original cruising level after… 

 

1. 50NM. 

2. 40NM. 

3. 30NM. 

4. 20NM. 
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Dialogue 7 
 

Answer questions 19 to 21 
 
 
Question 19 

 

The departure runway was changed to 27, due to . . . 

 

1.   foreign object on the runway. 

2.   breaks in the runway. 

3.   traffic on the runway.  

4.   a crack at the taxiway end. 

 

Question 20 

 

The controller instructed the pilot to . . .  

 

1.   line up and wait runway 27. 

2.   taxi down runway 30, hold short of D1. 

3.   take D1, hold short of C. 

4.   hold on A4. 

 

Question 21 

 

The controller informed JA82BJ that repair is being done on . . . 

 

1.   runway crack. 

2.   taxiway crack. 

3.   runway lights. 

4.   taxiway lights. 
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Dialogue 8 
 

Answer questions 22 to 24 
 

 

Question 22 

 

JA82BJ requested change heading due to… 

 

1. cloud condition ahead of them. 

2. restricted area ahead of them. 

3. military training area ahead of them. 

4. nimbostratus ahead of them. 

 

Question 23 

 

The pilot requested the heading, but was not approved because it… 

 

1. could lead to the bad weather area . 

2. could lead to an another traffic. 

3. could lead to a restricted area. 

4. required coordination with next sector. 

 

Question 24 

 

Finally JA82BJ requested… 

 

1. 30NM deviation to the right of the track. 

2. 30NM deviation to the left of the track. 

3. 20NM deviation to the right of the track. 

4. 20NM deviation to the left of the track. 
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Dialogue 9 
 

Answer questions 25 to 27 
 
 
Question 25 

 

The wind direction at the airport was from . . . 

 

1.  south. 

2.  west. 

3.  north. 

4.  east. 

 

Question 26 

 

The pilot requested the controller to turn . . . 

 

1. up the runway lights. 

2. down the runway lights. 

3. on the runway lights. 

4. off the runway lights. 

 

Question 27 

 

The pilot wanted to confirm . . . 

 

1. the wind conditions. 

2. the VIS setting. 

3. his landing gear is down and locked. 

4. his landing clearance. 

 

 

 

 

 



英語   11/15 

Dialogue 10 
 

Answer questions 28 to 30 
 

 

Question 28 

 

Matsuyama tower canceled … 

 

1. taxi clearance. 

2. instruction to line up and wait. 

3. takeoff clearance. 

4. instruction to hold short of runway. 

 

Question 29 

 

Above cancellation occurred because… 

 

1. departure runway was changed. 

2. visibility was falling rapidly. 

3. JA82BJ was not ready for takeoff. 

4. bird strike was reported. 

 

Question 30 

 

JA82BJ was instructed to wait for the further instruction due to… 

 

1. runway change. 

2. runway check. 

3. deteriorating weather. 

4. takeoff preparation in the cockpit. 
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Dialogue 11 
 

Answer questions 31 to 33 
 

 

Question 31 

 

JA82BJ requested to . . . 

 

1. enter B4. 

2. enter B5. 

3.  taxi back to runway 27. 

4.  taxi to runway 27. 

 

Question 32 

 

The controller could not approve pilot’s request because . . . 

 

1. the ramp is closed for emergency maintenance. 

2. the taxiway is closed for emergency maintenance. 

3. the runway has a vehicle on it. 

4. the taxiway has a vehicle on it. 

 

Question 33 

 

JA82BJ had to expedite taxi because . . . 

 

1. an emergency aircraft is on the runway. 
2. an emergency aircraft is going to land. 

3. an aircraft is waiting to take off. 

4. other aircrafts are waiting to taxi. 
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Dialogue 12 
 

Answer questions 34 to 36 
 

 

Question 34 

 

The trouble was caused by… 

 

1. the engine starter. 

2. hydraulic system. 

3. flight instrument. 

4. auxiliary power unit. 

 

Question 35 

 

Controller instructed JA82BJ to return to… 
 

1.  the spot next to the one they requested. 

2.  spot L 3. 

3.  their departed spot. 

4.  maintenance area. 

 

Question 36 

 

The pilot requested to close their flight plan because they… 

 

1.  couldn’t return to spot L3. 

2.  ordered another flight from their company. 

3.  have completed their mission. 

4.  will not be able to finish this flight. 
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Dialogue 13 
 

Answer questions 37 to 39 
 
 
Question 37 

 

The pilot wanted to change altitude because of . . . 

 

1.   ice being observed. 

2.    an aircraft ahead. 

3.    12,000 was clear of traffic. 

4.    moderate turbulence. 

 

Question 38 

 

The PIREPS indicated that . . . 

 

1.   there was turbulence at 12,000. 

2.   there was ice at 12,000. 

3.    there was no ice at 12,000. 

4.    12,000 was clear of traffic. 

 

Question 39 

 

The pilot was not able to accept 12,000 because of . . . 

 

1.   limited fuel condition. 

2.  the aircraft’s performance ability. 

3.   another traffic. 

4.   moderate icing condition. 
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Dialogue 14 
 

Answer questions 40 to 42 
 

 

Question 40 

 

The controller instructed the pilot to… 

    

1.  straight out departure. 

2.  hold short of active runway. 

3.  a right turn departure. 

4.  a left turn departure. 

 

Question 41 

 

The pilot could not depart because of… 

 

1. a runway problem. 

2. a radio problem. 

3. landing gear trouble. 

4. trouble with the engine. 

 

Question 42 

 

The controller finally told the pilot… 

 

1. that an ambulance is on the way. 

2. to taxi off the runway. 

3. to wait where he is. 

4. that a fire truck is on the way. 

 

 

 

 

 THIS IS THE END OF THE LISTENING COMPREHENSION TEST. 



           Ｍ１

一等航空整備士（飛行機）
一等航空運航整備士（飛行機）

航空工場整備士（共通）

航空法規等　[科目コード０４] CCCC０４０９３１

（１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に「受験番号」、
　　　「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
　　　「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

　　　「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
　　　ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
　　　科目は不合格になります。

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

　　　１問　５点

　　　合格は１００点満点の７０点以上とする。☆　判定基準

航  空  従  事  者  学  科  試  験  問  題

資　　格 題数及び時間 ２０題　　　４０分

☆　配　　点

科　　目 記       　　号

☆　注　　意　　
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問 1 航空法第１条に掲げられる法律の目的を抜粋した文で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の航行に起因する障害の防止

（2）航空機を整備して営む事業の管理、監督

（3）航空の発達

（4）公共の福祉の増進

問 2 「航空機」の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船及び気球

（2）飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船及び超軽量動力機

（3）飛行機、回転翼航空機、滑空機及び超軽量動力機

（4）飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船

問 3 航空法で定義する「航空業務」の具体例として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空整備士が運航中の航空機に乗務して行う外部監視

（2）操縦士が地上整備中の航空機で行う無線設備の操作

（3）航空整備士が確認行為を伴って行う発動機の運転操作

（4）航空整備士が軽微な保守作業後に行う搭載用航空日誌への署名

問 4 「航空従事者」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機に乗り込んで運航に従事する者

（2）法第１９条第２項の確認を行う者

（3）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を行う者

（4）航空従事者技能証明を受けた者

問 5 「国内定期航空運送事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事

業をいう。

（2）本邦内の各地間に路線を定めて一定の時刻により所有する航空機を航行して行う航空運

送事業をいう。

（3）本邦内の２地点間に路線を定めて一定の時刻により航行する航空機により行う航空運送

事業をいう。

（4）本邦内の２地点間に路線を定めて一定の日時により所有する航空機を航行して行う航空

運送事業をいう。

問 6 飛行規程の記載事項として定められている項目で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の限界事項

（2）航空機の性能

（3）航空機の騒音に関する事項

（4）飛行中の航空機に発生した不具合の是正の方法

（5）通常の場合における各種装置の操作方法

（6）航空機の概要

問 7 整備手順書に記載すべき事項として次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の性能に関する説明

（2）航空機の構造に関する説明

（3）装備品及び系統に関する説明

（4）航空機の定期点検の方法
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問 8 航空法施行規則でいう「作業の区分」について次のうち正しいものはどれか。

（1）保守は、修理と整備に区分される。

（2）保守は、修理と整備と改造に区分される。

（3）修理は、保守と整備に区分される。

（4）修理は、保守と整備と改造に区分される。

（5）整備は、保守と修理に区分される。

（6）整備は、保守と修理と改造に区分される。

問 9 「小修理]の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品の交換又は修理

（2）耐空性に重大な影響を及ぼさない作業であって、その仕様について国土交通大臣の承

認を受けた装備品又は部品を用いるもの

（3）耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない整備作業

（4）軽微な修理及び大修理以外の修理作業

問 10 航空機の所有者の名称が変わった場合の手続きとして次のうち正しいものはどれか。

（1）移転登録の申請

（2）まつ消登録の届出

（3）変更登録の申請

（4）登録原簿の変更申請

問 11 登録記号を「打刻」するための行為として次のうち正しいものはどれか。

（1）打刻作業が可能な日時と場所を国土交通大臣に届け出る。

（2）所有者は新規登録後遅滞なく打刻を完了し国土交通大臣に報告する。

（3）打刻後の現状について写真により明示して国土交通大臣に報告する。

（4）打刻を受けるため指定された期日に当該航空機を国土交通大臣に呈示する。

問 12 発動機の排出物の基準の適用を受ける航空機について次のうち正しいものはどれか。

（1）排出燃料についてはタービン発動機、排出ガスについてはターボジェット又はターボ

ファン発動機を装備する航空機

（2）排出燃料についてはターボジェット又はターボファン発動機、排出ガスについては

タービン発動機を装備する航空機

（3）排出燃料、排出ガスともにタービン発動機を装備する航空機

（4）排出燃料、排出ガスともにターボジェット又はターボファン発動機を装備する航空機

問 13 「航空機の騒音の基準」は、何の附属書であるか。次の中から選べ。

（1）航空法

（2）航空法施行令

（3）航空法施行規則

（4）耐空性審査要領

問 14 法第104条において整備規程に記載すべき事項として次のうち誤っているものはどれか。

（1）整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具

（2）機体及び装備品等の整備の方法

（3）整備に従事する者の訓練の方法

（4）緊急の場合においてとるべき措置等
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問 15 運航規程に記載しなければならない項目として次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の操作及び点検の方法

（2）装備品、部品及び救急用具の限界使用時間

（3）航空機の運用の方法及び限界

（4）装備品、部品及び救急用具が正常でない場合における航空機の運用許容基準

問 16 法第８６条に掲げられる輸送禁止の物件として次のうち誤っているものはどれか。

（1）爆発性又は易燃性を有する物件

（2）人に危害を与えるおそれのある物件

（3）他の物件を損傷するおそれのある物件

（4）高周波又は高調音等の発生装置を含む物件

問 17 出発前の確認事項として航空機の整備状況を確認することが義務付けられている者は誰か。

（1）当該航空機の機長

（2）当該航空機の運航管理者

（3）当該航空機の確認整備士

（4）当該航空機の使用者

問 18 特定救急用具に指定されているもので次のうち誤っているものはどれか。

（1）非常信号灯

（2）救急箱

（3）救命胴衣

（4）航空機用救命無線機

問 19 滑空機以外の航空機に備え付けなければならない書類で次のうち誤っているものはどれか。

（1）耐空証明書

（2）搭載用航空日誌

（3）航空機登録証明書

（4）型式証明書

問 20 ヒューマン・ファクタに関する次の文中、（　　）に当てはまる語句として（1）～（4）
のうち正しいものはどれか。
　　ﾋｭｰﾏﾝ･ﾌｧｸﾀ は、人間の（　Ａ　）と限界を最適にし、（　Ｂ　）を減少させるこ
　　とを主眼にした総合的な学問である。生活及び職場環境における人間と（　Ｃ　）
　　・手順・（　Ｄ　）との係わり合い、及び人間同士の係わり合いのことであり、
　　ｼｽﾃﾑ工学という枠組みの中に統合された人間科学を論理的に応用することにより、
　　人間とその活動の関係を最適にすることに関与することである。
（1）Ａ：体力　　　Ｂ：疲労　　　Ｃ：行動　　　Ｄ：能力　　　　
（2）Ａ：表現力　　Ｂ：事故　　　Ｃ：所属　　　Ｄ：行動　　　　
（3）Ａ：能力　　　Ｂ：エラー　　Ｃ：機械　　　Ｄ：環境　　　　
（4）Ａ：生命力　　Ｂ：エラー　　Ｃ：所属　　　Ｄ：環境　　　　

整・法①  - 4/4



            Ｍ２

一等航空整備士（回転翼航空機）
一等航空運航整備士（回転翼航空機）

二等航空整備士（共通）
二等航空運航整備士（共通）

航空法規等　[科目コード０４] CCCC０４０９３２

（１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に「受験番号」、
　　　「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
　　　「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

　　　「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
　　　ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
　　　科目は不合格になります。

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

　　　１問　５点

　　　合格は１００点満点の７０点以上とする。☆　判定基準

☆　配　　点

科　　目

航  空  従  事  者  学  科  試  験  問  題

資　　格 題数及び時間 ２０題　　　４０分

記       　　号

☆　注　　意　　
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問 1 航空法第１条に掲げられる法律の目的を抜粋した文で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の航行の安全

（2）航空機を運航して営む事業の適正な運営

（3）航空従事者の技能の発達

（4）利用者の利便の増進

問 2 「航空機」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）人が乗って航空の用に供することができる飛行機及び回転翼航空機その他政令で定める

航空の用に供することができる機器をいう。

（2）人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船そ

の他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

（3）人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令

で定める航空の用に供することができる機器をいう。

（4）人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び滑空機その他政令

で定める航空の用に供することができる機器をいう。

問 3 航空法で定義される「航空従事者」である者の具体例として次のうち正しいものはどれか。

（1）技能証明はないが学科試験に合格し実地試験を申請中である者

（2）航空工場整備士の技能証明を有する者

（3）運航管理者の資格を有する者

（4）技能証明を返納して1年を経過していない者

問 4 「航空運送事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で貨物を運送する事業をいう。

（2）他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客を運送する事業をいう。

（3）他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

（4）各地間に路線を定めて、一定の日時により航行する航空機により行う運送事業をいう。

問 5 航空法第2条で定義される航空機を運航して営む「事業」の名称として次のうち正しい

ものはどれか。

（1）国内定期航空運送事業

（2）定期航空運送事業

（3）使用事業

（4）利用事業

問 6 飛行規程の記載事項として定められている項目で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の概要

（2）航空機の性能

（3）発動機の排出物に関する事項

（4）飛行中の航空機に発生した不具合の是正の方法

問 7 「軽微な保守」作業の定義を記した次の文章で（A）と（B）にあてはまる語句として（1）～
（4）のうち正しいものはどれか。

　　【簡単な（　A　）作業で、緊度又は（　B　）及び複雑な結合作業を伴わない規格

　　　装備品又は部品の交換】

（1）A：修理　　　　　B：特殊な技量

（2）A：保守予防　　　B：締結

（3）A：間隙の調整　　B：特殊な技量

（4）A：保守予防　　　B：間隙の調整
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問 8 航空機の登録について次のうち誤っているものはどれか。

（1）登録を受けた航空機は所有権について第三者への対抗力を持つ。

（2）航空機は登録を受けた時に日本の国籍を取得する。

（3）外国の国籍を有する航空機は登録することができない。

（4）日本の国籍を有しない者が所有する航空機は登録することができない。

問 9 登録記号の打刻位置について次のうち正しいものはどれか。

（1）出入り口の見やすい場所

（2）操縦室内の見やすい強固な壁面

（3）航空機のかまち

（4）エンジン・マウント

（5）主翼の主桁

問 10 法第１０条第４項において耐空証明を行う基準として次のうち正しいものはどれか。

（1）設計及び製造過程

（2）設計、製造過程及び現状

（3）強度、構造及び性能

（4）強度、構造及び性能並びに騒音及び発動機の排出物

問 11 有効な耐空証明を有していない航空機が航空の用に供することができる事例として次のうち

正しいものはどれか。

（1）型式証明を受けた場合

（2）修理改造検査を受けた場合

（3）航空整備士の確認を受けた場合

（4）法第11条第1項ただし書の許可を受けた場合

問 12 型式証明について次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機が当該型式の設計に適合していることについて国土交通大臣が航空機毎に行な

う証明である。

（2）国土交通大臣が行なう航空機の型式の設計に対する証明である。

（3）航空機の強度、構造及び性能について国土交通大臣が航空機毎に行なう証明である。

（4）航空機製造事業法に関連して経済産業大臣が行う型式設計の証明である。

問 13 航空法施行規則第５条の６「整備及び改造」の表において、滑空機を除き、修理改造検査を

受ける必要がある作業区分として次のうち正しいものはどれか。

（1）修理及び小改造のみ

（2）大修理及び改造のみ

（3）大修理及び大改造のみ

（4）修理及び大改造のみ

問 14 航空日誌について次のうち正しいものはどれか。

（1）航空法で規定されている航空日誌は搭載用航空日誌と地上備え付け用航空日誌の２種類

である。

（2）機体に関する修理を実施した場合、その実施記録はすべての航空日誌に記載する必要が

ある。

（3）搭載用航空日誌には発動機の装備換えの記録を記載する必要はない。

（4）航行に関する記録を必要とするのは搭載用航空日誌のみである。
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問 15 航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載する時期として次のうち誤っているものは

どれか。

（1）航空機を航空の用に供したとき

（2）航空機を修理したとき

（3）耐空証明検査に合格したとき

（4）航空機を改造したとき

問 16 発動機の排出物の基準の適用について次のうち正しいものはどれか。

（1）排出燃料についてはタービン発動機が規制を受ける。

（2）排出燃料についてはタービン発動機、ピストン発動機ともに規制を受ける。

（3）排出燃料については通常の飛行時のみであり地上での規制は受けない。

（4）排出燃料については発動機が一定の出力を超えるもののみ規制を受ける。

問 17 次のうち正しいものはどれか。

（1）「航空機の騒音の基準」は航空法施行規則の附属書である。

（2）「航空機の騒音の基準」は耐空性審査要領の附属書である。

（3）「航空機の騒音の基準」は航空法の附属書である。

（4）「航空機の騒音の基準」は航空法施行令の附属書である。

問 18 航空法施行規則附属書第一に示される耐空類別の摘要欄で用いられている重量として次のう

ち正しいものはどれか。

（1）最大零燃料重量

（2）最大離陸重量

（3）最小運航重量

（4）設計最小重量

問 19 航空機用救命無線機の点検期間として次のうち正しいものはどれか。

（1）３０日

（2）６０日

（3）１８０日

（4）１２月

問 20 ヒューマン・ファクタに関して、整備士の訓練過程における「記憶」には「短期記憶」と

「長期記憶」があるが「短期記憶」に該当するもので次のうち正しいものはどれか。

（1）自身の携帯電話番号

（2）エンジン始動のためのスイッチの操作順序

（3）高度計にセットするために無線通信で得られたQNHの値

（4）訓練を受けた航空機のシステムの概要
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M3

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

　　　　　 （2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕

資　　格 一 等 航 空 整 備 士   （ 飛 行 機 ） 題数及び時間

記　　号

２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分

Ｔ 1 Ａ Ｘ ０ ９ ０ ９ ３ ０
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問1 標準大気の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであり、理想気体の状態方程式で示される。

（Ｂ）理想気体の状態方程式で重力の加速度とガス定数は一般的には高度に関係ないと考える。

（Ｃ）海面を高度の基準とし、その海面高度における温度は 15°C （ 59°F）である。

（Ｄ）海面を高度の基準とし、その海面高度における空気密度は 0.12492 kg・s2/m4

（ 0.002377 lb・s2/ft4 ）である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問2 気圧高度と密度高度の関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）大気温度に関係なく密度高度は気圧高度より常に高い。

（Ｂ）標準大気状態では気圧高度と密度高度は等しい。

（Ｃ）湿度に関係なく密度高度の方が気圧高度より常に高い。

（Ｄ）標準大気状態から温度のみが下がった場合、密度高度は気圧高度より低くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 流体に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）連続する流体の速度は管の断面積に反比例する。

（Ｂ）流体内における動圧と静圧の差は常に一定である。

（Ｃ）定常流体における静圧は流体速度の2乗に比例する。

（Ｄ）ピトー静圧管は動圧と静圧の差を測定する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問4 層流翼型に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）CＤ min が大きい。

（Ｂ）翼上面での速度増加が大きい。

（Ｃ）CL max が小さいので失速速度が大きい。

（Ｄ）最大キャンバ位置は前縁から約60 ％である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問5 高揚力装置に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）クルーガ・フラップは翼前縁部に装備され空力的に前縁半径を大きくする効果がある。

（Ｂ）ファウラ・フラップは翼後縁下側に取り付けられたフラップがまず後方に移動し、その後

         翼後縁とフラップ前縁との間に隙間を形成しながら下がっていく機構のものである。

（Ｃ）フラップ単独で効率を考えた場合、翼弦長よりも翼幅方向に長い方が効率が良くなる。

（Ｄ）大迎角時に下面の気流を上面に導き境界層にエネルギを与える目的でスロッティド・

         ウィングがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6 次の記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）翼の重心位置より空力中心が後方にあるときは負の空力モーメントとなる。

（Ｂ）空力中心は一般的な翼型では翼弦長の25％付近にある。

（Ｃ）キャンバの大きい翼型ほど風圧中心の移動が少ない。

（Ｄ）空力モーメントが迎え角の大きさに関係なく一定の値になる点を空力中心という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問7 次の式の（ ）内に適合する用語で次のうち正しいものはどれか。

［揚力］＝［揚力係数］×［翼面積］×（   ）

（1）静圧

（2）動圧

（3）全圧

（4）静圧＋動圧

（5）その高度における空気密度

（6）真対気速度の2 乗

（7）等価対気速度の2 乗

問8 翼端渦の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）翼端渦は翼上面と下面を流れる空気の圧力差から生じる。

（Ｂ）無限翼において翼端渦は発生しない。

（Ｃ）定常飛行中の翼端渦は、後方から見て右翼では左回り、左翼では右回りの渦である。

（Ｄ）翼端渦は翼の抗力を増加させる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問9 上昇性能を良くする方法で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）馬力荷重を小さくする。

（Ｂ）翼面積を小さくして速度を上げる。

（Ｃ）翼面荷重を大きくする。

（Ｄ）抗力を減らして必要馬力を小さくする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 ダイバージェンスの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ダイバージェンスは翼の空力中心と弾性軸が近づくと起きにくい。

（Ｂ）ダイバージェンスは空気力が翼の構造ねじり復元モーメントを上回ったときに起きる。

（Ｃ）ダイバージェンスは空気力による翼の弾性変形によって生ずる現象である。

（Ｄ）ダイバージェンスがはなはだしいと翼が破壊する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 下記の金属の組み合わせで最も腐食が起りにくいものはどれか。

（1）マグネシウム合金とアルミニウム合金

（2）アルミニウム合金とカドミウム

（3）カドミウムとニッケル

（4）亜鉛と鋼

（5）アルミニウム合金とチタニウム

（6）マグネシウム合金とチタニウム

問12 マグネシウム合金の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウムを含むものは溶接後応力除去のための熱処理は必要としない。

（Ｂ）板材は200℃～300℃に加熱すると延性が増加し加工性がよくなる。

（Ｃ）鉄をわずかでも含んでいると耐食性は著しく弱められる。

（Ｄ）融点近くに加熱すると急激に酸化するので溶接時には十分大気を遮断する必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問13 チタニウム合金の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）一般的に溶融点が高い。

（Ｂ）熱膨張係数がステンレス鋼より大きい。

（Ｃ）熱伝導率は、金属のうちではかなり小さい方である。

（Ｄ）比重が4.5 でアルミニウム合金より大きいが、鋼の約60%である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 アルミニウムの物理的性質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）純アルミニウムは白色光沢のある金属である。

（Ｂ）純アルミニウムの比重は、1.8 程度で実用合金中最も軽い金属である。

（Ｃ）結晶構造は面心立方で、軟らかく展延性に富む。

（Ｄ）融点は660 ℃と比較的低い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 サンドイッチ構造の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）これまでの補強材又はストリンガを当てた外板と比較した場合、同等の強度剛性に

対して薄くでき航空機の重量軽減に役立つ。

（Ｂ）板自身の強度剛性が大きいので機体構造の外板として使用する場合は、補強材を

少なくすることができる。

（Ｃ）外板材料としては合成樹脂、金属等が用いられ、荷重は主として外板で受け持つ。

（Ｄ）芯材は密度の小さい形状に加工されたものが用いられ、形状は蜂の巣状、泡状、

波状等がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 油圧系統のアキュムレータ（ブラダ型）の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）油圧系統を加圧した状態で、アキュムレータ内の N２ 圧力は系統圧と等しくなる。

（Ｂ）通常、油圧系統の常用圧力（3,000 psi）と同圧の N２ が補充されている。

（Ｃ）N２ の圧力指示は外気温度の影響を受けない。

（Ｄ）油圧ラインを外した後は必ず N２ を補充しなければならない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問17 油圧アクチュエータを用いる動力操縦装置に装備されている人工感覚装置(Artificial Feel System)

の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（A）操縦装置を中立に保つ。

（B）速度に応じて作動が変化する。

（C）操縦者が過大な操縦を行うことを防ぐ。

（D）操縦者の操舵力を軽減する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 非破壊検査に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）浸透探傷検査は試験品の表面粗さの影響を受ける。

（B）染色浸透探傷検査は室内の暗い所で行う方が精度の高い試験ができる。

（C）磁気探傷検査の軸通電法は丸棒の円周方向の欠陥検出ができる。

（D）電磁誘導検査は深い位置にある欠陥の検出ができる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 疲労破壊防止のための設計上の留意点について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（A）構造各部に働く応力の大きさを、材料の疲れ限度より低い値にとどめる。

（B）応力集中を避けるため断面が急激に変化しないようにする。

（C）あらかじめ荷重をかけたり残留応力を生じさせておくと、疲れ強さは低下する。

（D）外板と補強材の間にダブラを挿入する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 臨界マッハ数を大きくする対策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）翼厚比を小さくする。

（Ｂ）前縁半径を小さくする。

（Ｃ）最大翼厚位置を後方〔前縁から 40～ 45% 程度〕に置く。

（Ｄ）翼に後退角を与える。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

１整・飛・機　- 6/8 -　



問21 機体の各部材を導体で接続して電気的に同電位に保つことをボンディングというが、その目的に

ついて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）電気負荷への給電の帰路を形成する。

（Ｂ）機体各部の電位差を少なくして無線・航法機器の障害を最小にする。

（Ｃ）落雷による機体の損傷、特に動翼ヒンジの溶着を防ぐ。

（Ｄ）落雷で生じた穴をふさぐ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 油圧系統における蓄圧器（Pressure Accumulator）の装備目的で（Ａ）～（Ｆ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（７）の中から選べ。

（Ａ）ピーク負荷時に動力ポンプを助け、一時的に作動油を供給する。

（Ｂ）動力ポンプが故障した場合に、一定量の作動油を作動装置に供給する。

（Ｃ）動力ポンプが吐出した作動油の脈動により生ずる圧力サージング（脈動）を和らげる。

（Ｄ）各機器が作動したときの圧力サージングを吸収する。

（Ｅ）圧力調整器が過度に断続されることを防ぎ、ポンプや圧力調整器の磨耗をすくなくする。

（Ｆ）ポンプから作動部分までの距離が長い場合、作動部分に近いアキュムレータが過渡的に

　　　局部的な圧力低下を防ぎ応答性を保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５

（６）６ （７）無し

問23 高揚力装置に装備されているアシメトリ・システムの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）高揚力装置に左右差が検出された場合に作動する。

（Ｂ）システムが作動すると高揚力装置は直ちにゼロ位置に戻る。

（Ｃ）左右の揚力に差が生じることにより機体が横回転し操縦不能になるのを防止する。

（Ｄ）高揚力装置の位置を正確に表示する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問24 高速バフェットの発生原因、現象及び防止策の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）発生原因：高速バフェットとは、高速機において速度の増加に伴い、衝撃波によって翼面

　　　　　　　　に沿う気流が剥離を起し、剥離で乱れた気流が主翼に当たって生じる。

（Ｂ）現　象：機体全体に不規則な振動を引き起こす。

（Ｃ）防止策：マスバランスを取り付ける。

（Ｄ）防止策：スピード・ブレーキを使って、衝撃波が消えるまで減速して防止する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問25 重量80,000 lbs、重心位置が基準線後方420 in の飛行機において、その重心位置

を基準線後方425 in に変更するためには、何ポンドの荷物を基準線後方120 in の

前方貨物室から基準線後方620 in の後方荷物室に移動すればよいか。

下記のうち最も近い値を選べ。

（１）200 （２）300 （３）400 （４）500 （５）600

（６）700 （７）800 （８）900

１整・飛・機　- 8/8 -　



☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードの

マーク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので

当該科目は不合格になります。

　　　　　 （2）解答は、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ１ＨＸ０９０９３０

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ４

資　格 一等航空整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分

一回 （機体）　1／8



問 1 アルミニウム合金の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）腐食防止としてアノダイジングを行う。

（Ｂ）純度９９％以上のものは電気及び熱の良導体である。

（Ｃ）熱膨張係数は鋼の約４倍である。

（Ｄ）比強度は金属材料中最も大きい。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２ 二トリル・ゴムの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐油、耐燃料性に優れている。

（Ｂ）耐磨耗性に優れている。

（Ｃ）リン酸エステル系作動油には侵される。

（Ｄ）耐フレオン性に優れている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ３ 複合材の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）複合材は静電気が発生せず落雷により破壊されることもない。

（Ｂ）GFRPは電波透過性が悪い。

（Ｃ）CFRPは熱膨張率が小さい。

（Ｄ）耐食性に優れている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ４ 非破壊検査の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）浸透探傷検査は試験品の表面粗さの影響を受ける。

（Ｂ）超音波探傷検査は金属および非金属材料にも使用できる。

（Ｃ）電磁誘導検査は深い位置にある欠陥の検出ができる。

（Ｄ）放射線透過検査は非金属材料にも使用できる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

一回 （機体）　2／8



問 ５ 油圧系統の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）シャトル・バルブは系統圧上昇による過負荷を逃がす。

（Ｂ）プライオリティ・バルブは上昇しすぎたポンプ圧を逃がし過負荷を防ぐ。

（Ｃ）アンローディング・バルフはポンプの吐出量を制御する。

（Ｄ）リザーバはポンプが故障したときに系統圧を維持する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ６ デルタ・スリー・ヒンジの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）サイクリック・ピッチ・コントロールを持たないテール・ロータに使用される。

（Ｂ）前進飛行時にテール・ロータの回転面が過度にフラッピングするのを防止する。

（Ｃ）フラッピング・ヒンジをブレード・ピッチ軸に直角な面に対し平行に取付ける。

（Ｄ）デルタ・スリー角によりフラッピング運動とフェザリング運動を連動させる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ７ 馬力の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）誘導馬力は揚力を得るために費やされるエネルギである。

（Ｂ）形状抵抗馬力はヘリコプタが前進するために必要な馬力である。

（Ｃ）有害抵抗馬力はブレードを回転させるために消費される馬力である。

（Ｄ）エンジン定格出力が利用馬力である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ８

（Ａ）迎え角が変化しても空力モーメントが一定である点をいう。

（Ｂ）圧力分布の合力の作用点をいう。

（Ｃ）空力モーメント係数が零となる点をいう。

（Ｄ）風圧中心は迎え角が大きくなると前進する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ロータ・ブレードの風圧中心の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

一回 （機体）　3／8



問 ９

（Ａ）ロータ回転面の傾きは機体の姿勢変化に対して常に遅れる。

（Ｂ）ロータ回転面の傾きはブレードの空気力と慣性力に影響される。

（Ｃ）ロータ推力はヘリコプタの回転を抑えようとするモーメントを生む。

（Ｄ）ヘリコプタの運動を安定化するにはダンピング・モーメントは大きい方が良い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １０ クラッシュワージネス構造の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）脚は衝撃エネルギ吸収にはほとんど寄与しない。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １１

（Ａ）潤滑が不要で整備が容易である。

（Ｂ）圧縮方向とせん断方向の剛性は異なる。

（Ｃ）耐候性に優れているので劣化しにくい。

（Ｄ）フェザリング、フラッピング、ドラッギングの運動ができる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

エラストメリック・ベアリングの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタのダンピング・モーメントの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

座席は人体をしっかり支持するため、いかなるときも壊れないように頑丈に設
計する。
クラッシュ後の火災発生を防止するため、機体が壊れても燃料が漏れないよう
に設計する。

機体は乗員乗客室を含め、全体がつぶれて衝撃エネルギを吸収するように設計
する。

一回 （機体）　4／8



問 １２ トランスミッションの機能の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジンからの回転速度を減速する。

（Ｂ）エンジン出力をテール・ロータへ伝達する。

（Ｃ）エンジン出力を制御する。

（Ｄ）ロータのサイクリック・ピッチを制御する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １３

（Ａ）

（Ｂ）サーモカップル型は回路に短絡がある場合でも警報を出すことができる。

（Ｃ）抵抗式ループ型は絶縁体の電気抵抗が温度で変化することを利用している。

（Ｄ）圧力型はコンティニアス型とも呼ばれ内部にガスを密封している。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １４

（Ａ）メイン・ロータ・ブレードのトリム・タブの調整不良

（Ｂ）メイン・ロータ・ハブの重量の不均一

（Ｃ）トランスミッションの内部不良

（Ｄ）テール・ロータのリギング不良

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ファイヤ・ディテクタの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

サーマルスイッチ型は複数のスイッチが並列に接続され、ループ回路に１箇所
の断線があっても他のスイッチで火災検知が可能である。

ヘリコプタの低周波振動の原因の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

一回 （機体）　5／8



問 １５ ロータ・バランシングの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）スタティック・バランスは各ブレードに働く遠心力を等しくするものである。

（Ｂ）トラッキングは回転中のブレード先端の軌跡を一致させるものである。

（Ｃ）トラッキングはスタティック・バランスと揚力バランスを調整しておこなう。

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １６

（１）２４０ （２）２６０ （３）２８０ （４）３００

（５）３２０ （６）３４０ （７）３６０ （８）４００

問 １７

（Ａ）メイン・ロータの回転数を一定に保ち易くするため

（Ｂ）翼端失速を遅らせるため

（Ｃ）前進側の翼と後退側の翼の揚力の不均衡を減少させるため

（Ｄ）急激な引き起こし操作時のレスポンスを良くするため

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １８

（１）５℃ （２）０℃ （３）－５℃ （４）－１０℃

（５）－１４℃ （６）－２２℃ （７）－２４℃ （８）－３３℃

インフライト・バランシングはホバリングから最大速度の間でトラッキングを
調整する。

重量８,000lb、重心位置が基準線後方124inのヘリコプタにおいて、重心位置を基準線
後方125inに変更するためには、後方100inにある荷物を何ｌｂ取卸したらよいか。
次のうち最も近い値を選べ。

メイン・ロータのねじり下げに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

標準大気状態のとき飛行高度6,000mにおける温度で次のうち正しいものはどれか。
次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　6／8



問 １９

（１）0.5 （２）0.8 （３）1.0 （４）1.5

（５）1.8 （６）2.0 （７）2.２ （８）2.５

問 ２０ 安定性に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）動安定が正であるためには静安定が必ずしも正である必要はない。

（Ｂ）動安定が負であるとき静安定も必ず負である。

（Ｃ）静安定が中立であるものは動安定は必ず正である。

（Ｄ）動安定が正であるとき静安定は必ず正である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２１

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）衝撃波は音速に近づくと発生し抵抗が急に増加する。

（Ｃ）２次元翼では翼端渦によって誘起される誘導速度により誘導抗力を発生する。

（Ｄ）翼が失速すると圧力抵抗が増える。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２２

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）回転翼航空機輸送ＴＢ級は、最大離陸重量が５，７００ｋｇ以下に制限される。

（Ｄ）回転翼航空機輸送ＴＡ級、ＴＢ級の差異はエンジンが多発か単発の違いである。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

回転翼航空機輸送Ｔに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

摩擦抵抗は空気の粘性によって生じる抵抗である。

回転翼航空機輸送Ｔのヘリコプタは、乗客に対する安全性がＮ類に比べてより
重視されている。
回転翼航空機輸送ＴＡ級のヘリコプタは、離陸中１基のエンジンが停止しても
残るエンジンにより屋上ヘリポートから継続して離陸可能である。

翼の抗力の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

ヘリコプタが60度バンクで水平定常旋回しているときの荷重倍数はどれか。
次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　7／8



問 ２３ 消火器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）粉末消火器は油脂、電気火災に有効である。

（Ｂ）炭酸ガス消火器は油脂、電気火災に有効である。

（Ｃ）ハロン消火器は人体に有害である。

（Ｄ）水消火器は客室内の火災および油脂、電気火災に適している。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２４ 燃料ポンプに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）パルセイティング型ポンプは燃料流量の多い場所に使用される。

（Ｂ）遠心型の燃料ポンプは不作動時に燃料の流れの確保が困難である。

（Ｃ）ベーン型ポンプの潤滑は燃料により行われる。

（Ｄ）ギア型ポンプは定吐出量で圧力調整バルブを必要とする。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２５

（Ａ）オートローテーション時

（Ｂ）高回転低出力時

（Ｃ）ホバリング時

（Ｄ）停止時

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

メイン・ロータ・ブレードのドラッギング運動でリードが発生する説明として（Ａ）
～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

一回 （機体）　8／8



M５

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

　　　　　 （2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　５点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ａ Ｘ ０ ９ ０ ９ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士   （ 飛 行 機 ） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 

２整・飛・機　- 1/8 -



問1 標準大気の定義で（Ａ）～（E）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであること。

（Ｂ）海面上における温度が 20℃ であること。

（Ｃ）海面上の気圧が、水銀柱で 1013 mm であること。

（Ｄ）海面上からの温度が －60℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（Ｅ）海面上における密度は 0.12492 kg・s
2
/m

4
 であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 気圧高度と密度高度との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（B）温度に関係なく気圧高度が密度高度より高い。

（C）標準大気のときは気圧高度と密度高度は同じである。

（D）標準大気から温度のみが下がった場合、密度高度が気圧高度より低くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 同一管内を連続して流れる流体について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）管の径が小さくなるに従い流速は速くなる。

（Ｂ）管の径に関わらず、流速は一定である。

（Ｃ）管の径に関わらず、単位時間内に通過する流体の量は等しい。

（Ｄ）管の径に関わらず、流速は密度に比例する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・飛・機　- 2/8 -



問4 翼弦長の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）左翼端と右翼端を直線で結んだ長さ

（2）翼根中心点から翼端までを直線で結んだ長さ

（3）前縁から後縁までを直線で結んだ長さ

（4）前縁から後縁までの翼上面の長さ

（5）風圧中心から空力中心までを直線で結んだ長さ

問5 層流と乱流の性質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）乱流は層流より境界層の厚さが薄い。

（B）層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。

（C）乱流は剥離しにくく層流は剥離しやすい。

（D）層流中での流速は一定であるが、乱流では流速が不規則に変化している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6 主翼の形状抗力について次のうち正しいものはどれか。

（1）圧力抗力と誘導抗力の和である。

（2）圧力抗力と誘導抗力の積である。

（3）圧力抗力と摩擦抗力の和である。

（4）圧力抗力と摩擦抗力の積である。

（5）誘導抗力と摩擦抗力の和である。

（6）誘導抗力と摩擦抗力の積である。

（7）構造抗力と干渉抗力の和である。
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問7 翼の迎え角の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）機体に当たる気流の方向と翼下面のなす角

（2）機体に当たる気流の方向と翼上面のなす角

（3）機体の前後軸と翼中心線のなす角

（4）機体に当たる気流の方向と機軸線のなす角

（5）機体の前後軸と翼弦線のなす角

（6）機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角

問8 主翼のアスペクト比について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アスペクト比が大きければ誘導抗力係数は大となる。

（B）アスペクト比が大きければ揚抗比は大となる。

（C）アスペクト比が大きければ滑空距離は小となる。

（D）アスペクト比が大きければ失速速度は小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問9 縦の静安定についての説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）主翼迎え角が大きくなると、風圧中心は後方に移動し機首下げモーメントを発

　 　  生する。

（Ｂ）水平尾翼は重心位置から離れた位置に取り付け、迎え角が変わると主翼と逆の

　      モーメントを発生する。

（Ｃ）主翼の風圧中心と重心位置が合致していれば、尾翼の釣り合いモーメントは必

　      要としない。

（Ｄ）水平尾翼の面積が小さいか重心位置から尾翼揚力中心までのアームが短いと、

　      主翼モーメントに打ち勝つことができず縦安定が負となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問10 主翼に上反角をつける主たる理由として次のうち正しいものはどれか。

（1）揚抗比を大きくするため

（2）誘導抗力を減じるため

（3）形状抗力を減じるため

（4）横滑りを少なくするため

問11 アルミニウム合金の腐食防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アロジン処理

（B）アルクラッド

（C）カドミウム・メッキ　

（D）アノダイジング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の熱処理の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）焼なましは、鋼材の軟化、組織の調整または内部応力除去を目的としたもの

である。

（B）焼ならしは、鋼の組織を微細化し偏析や残留応力を除き機械的性質を向上さ

せるものである。

（C）焼入れは、材料を硬くし強さを増大させる目的がある。

（D）焼もどしは、内部応力を除去し、もろさを減じて強靭にするものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問13 アルミニウム合金の性質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）空気中で表面はすぐに酸化される。

（B）酸やアルカリ溶液中でも腐食は進行しない。

（C）耐熱性は鋼よりすぐれている。

（D）硬度は大で展延性が小さい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 フェール・セーフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）数多くの部材からなり、それぞれの部材が荷重を分担して受け持つ構造をロード・

ドロッピング構造方式という。

（B）ある部材が破壊したときにはじめて、その部材のかわりに予備の部材が荷重を受け

もつ構造をレダンダント構造方式という。

（C）硬い補強材を当てた構造をバック・アップ構造方式という。

（D）1 個の大きな部材を用いるかわりに2 個以上の小さな部材を結合して1 個の部材と

同等またはそれ以上の強度を持たせる構造をダブル構造方式という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 構造用接着剤を使用する利点の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）ボルト結合より力学的特性が向上する。

（B）ピール強度に優れている。

（C）機体重量が軽減される。

（D）クラックの伝播速度が遅い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問16 燃料タンクに設けられているベント・ラインの目的で正しいものは次のうちどれか。

（1）燃料タンクを加圧し燃料を移送する。

（2）燃料タンクを減圧し燃料の蒸発を防ぐ。

（3）燃料タンク内の蒸気を排出して発火を防ぐ。

（4）燃料タンク内外の差圧を小さくしてタンクを保護する。

問17 高揚力装置に装備されているアシメトリ・システムの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（A）電動又は油圧モータで作動する。

（B）高揚力装置の左右の動きの差を検出する。

（C）高揚力装置の位置を正確に表示する。

（D）高揚力装置が過大に作動するのを防止する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 翼端失速の防止策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）翼のテーパを小さくして矩形翼に近づける。

（B）翼端側の取付角を根元部より小さくして(幾何学的)捻り下げをつける。

（C）翼端部の翼型を根元部より失速しにくい翼型にして(空力的)捻り下げをつける。

（D）翼端に燃料補助タンクやウィングレットを装備する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問19 金属材料に比べ複合材料の一般的な特徴で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（A）熱膨張係数が小さい

（B）比強度が大きい

（C）耐食性に優れる

（D）電波透過性が良い

（E）振動に対する減衰度が大きい

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問20 機体重量 1,600 lbs、重心位置が基準線後方 5 in の飛行機の重心位置を、基準

線後方 2 in とするには、基準線前方 30 in の場所に何 lbs の荷物を搭載すれ

ばよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

 

（１） 50

（２） 100

（３） 150

（４） 170

（５） 200
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☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードの

マーク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので

当該科目は不合格になります。

　　　　　 （2）解答は、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　５点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ６

資　格 二等航空整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２０題　　１時間００分

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ２ＨＸ０９０９３０

二回 （機体）　1/7



問 1 ステンレス鋼に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）オーステナイト系は耐食性に優れているが、溶接は困難である。

（Ｂ）クロムを多量に含ませて耐食性を向上させたものである。

（Ｃ）  マルテンサイト系は熱処理が可能で耐食性と強度が良好である。

（Ｄ）析出硬化型は耐食性に優れ、成形加工や溶接も良好である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 2 層流と乱流の特性に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）層流は乱流よりも摩擦抵抗が小さい。

（Ｂ）乱流は層流よりも境界層が薄い。

（Ｃ）層流中での流速は規則的であるが、乱流中の流速は不規則に変化する。

（Ｄ）乱流はエネルギが豊富で剥離しにくいが、層流はエネルギが少なく剥離しやすい。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 3

（Ａ）揚力、遠心力の釣合いによりコーニング角が決定する。

（Ｂ）コーニング角はブレード回転数が増えれば大きくなる。

（Ｃ）コーニング角は大きな推力が発生すれば大きくなる。

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

前進速度があるとコーニング角によってロータ面の前側と後側で揚力の不均衡
が生じる。

ブレードのコーニングについての説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。
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問 4 対気速度に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）TASはEAS（ρ０／ρ）
1/2

となる。

（Ｂ）海面上標準大気においてはCASとEASは等しい。

（Ｃ）海面上標準大気においてはCASとTASは等しい。

（Ｄ）EASは海面上における標準大気断熱圧縮流の速度を表す。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 5

（Ａ）回転翼航空機にはヘリコプタ、ジャイロプレン、ジャイロダインがある。
（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 6 フッ素ゴムの特質に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐熱性に優れている。

（Ｂ）耐鉱油性、電気絶縁性に優れている。

（Ｃ）使用温度範囲は、－５５～３００℃である。

（Ｄ）スカイドロール（不燃性作動油）に冒される。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ヘリコプタとは、空中飛行停止能力があり、発動機が停止してもオートロー
テーション着陸ができる回転翼航空機。
ジャイロプレインとは、起動時のみ発動機駆動によるが、飛行中は空気力の作
用により回転する１個以上の回転翼から揚力を得、推進力はプロペラによって
得る回転翼航空機。

耐空性審査要領による定義に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ジャイロダインとは、ほぼ垂直な軸まわりに回転する１個以上の発動機駆動の
回転翼により揚力を得、推進力はプロペラによって得る重航空機。
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問 7

（１）４ （２）５ （３）６ （４）８
（５）１０ （６）１２ （７）１６ （８）２０

問 8

（Ａ）ポンプが不作動時に一定の系統圧を維持する。

（Ｂ）圧力流体の形でエネルギーを蓄え、圧力マニホールド内を高圧に保つ。

（Ｃ）サーボ・アクチュエータのハイドロ・ロックを防止する。

（Ｄ）脈動を吸収し、サージングを防止する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 9

（Ａ）ブレード単位でのフラッピング・ヒンジがない。

（Ｂ）過度のフラッピングを防止するストッパがない。

（Ｃ）ブレードに幾何学的不平衡が生じない。   

（Ｄ）ドラッグ・ヒンジがない。  

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 10

（Ａ）ロータと機体全体の運動が連成して起こる。

（Ｂ）機械的な自励振動である。

（Ｃ）ロータと機体の固有振動数を相近づけることで防止できる。

（Ｄ）メイン・ロータのトラッキング不良が主な原因である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ヘリコプタの地上共振に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ
あるか。（１）～（５）の中から選べ。

油圧系統にアキュームレータを装備する目的の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正し
いものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

アンダー・スリング方式シーソー・ロータの特徴の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

引張り強さ１２５Kg/mm
2
のボルトが１０，０００Kgの引張り荷重に耐えるには直径

を最小何ｍｍにすればよいか。 次のうち最も近い値を選べ。
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問 11 トランスミッションの機能の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジンからの回転速度を減速する。

（Ｂ）エンジン出力をテール・ロータへ伝達する。

（Ｃ）エンジン出力を制御する。

（Ｄ）ロータのサイクリック・ピッチを制御する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 12

（Ａ）回転の減速

（Ｂ）動力の伝達

（Ｃ）取付け時のミスアライメントの許容

（Ｄ）飛行中に荷重を受けた場合に生じたアライメントのずれの許容

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 13

（１）通常飛行中

（２）オートローテーション中

（３）ロータ停止時

（４）ロータ始動時

問 14 次の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）制限荷重とは運用状態において予想される最大の荷重をいう。

（Ｂ）制限荷重に対して少なくとも３秒間は壊れてはならない。

（Ｃ）一般構造部分の安全率は１．５である。

（Ｄ）鋳物係数、面圧係数及び金具係数は特別係数と呼ばれる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

エンジンとギアボックスとを結合するフレキシブル・カップリングの目的の説明とし
て（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

メイン・ロータブレードのドラッグ・ヒンジ周りのリード角が最大になるのは次のうちど
れか。
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問 15

（Ａ）ローラ・ベアリング

（Ｂ）テーパード・ローラ・ベアリング

（Ｃ）トーマス・ベアリング

（Ｄ）アンギュラ・コンタクト・ベアリング

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 16

（１）基準線前方　２．２５cm （２）基準線後方　２．２５cm

（３）基準線前方　４．２５cm （４）基準線後方　４．２５cm
（５）基準線前方　６．２５cm （６）基準線後方　６．２５cm

（７）基準線前方　７．２５cm （８）基準線後方　７．２５cm

問 17

（Ａ）複雑な形状でも高い精度で製作でき、空力的な最適形状が可能である。

（Ｂ）ブレードのスパー内に乾燥窒素ガスを圧入してスパーの亀裂をモニターしている。

（Ｃ）疲労強度が高く、運用中損傷を受けても損傷の進展が極めて遅く安全性が高い。

（Ｄ）耐食性に優れている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 18

（Ａ）ブレードの取付け取外しを容易にする。

（Ｂ）飛行中突風を受けたときの負荷を逃がす。

（Ｃ）ブレード・ピッチの変更によるヘリコプタの操縦を行う。

（Ｄ）ブレードの付根にかかる曲げモーメントを小さくする。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

トランスミッションに使用されるベアリングの種類で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

重量３，８００kg、重心位置が基準線前方５cmのヘリコプタで、基準線後方５０cm
の貨物室に２００kgの荷物を搭載した場合の重心位置を求めよ。
次のうち最も近い値を選べ。

複合材製ブレードの特徴で金属製ブレードと比較した場合で（Ａ）～（Ｄ）のうち正
しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタにフラッピング・ヒンジをつける説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいもの
はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

二回 （機体）　6/7



問 19 フェール・セイフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）硬い補強材を当てた構造をダブル構造方式という。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 20 ペイントの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ウォッシュ・プライマは防錆力があり塗装下地として優れている。

（Ｂ）ジンクロメート・プライマは耐油性に優れトップ・コートとして用いられる。

（Ｃ）

（Ｄ）シリコン樹脂塗装は、耐熱性、耐油性、耐食性を有する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

１個の大きな部材を用いる代りに２個以上の小さな部材を結合して、１個の部
材と同等又はそれ以上の強度を持たせる構造をバックアップ構造方式という。

エポキシ塗装は、耐油、耐溶剤性に優れ、プライマとエポキシ・プライマの２
種類がある。

数多くの部材からなり、それぞれの部材は荷重を分担して受け持つ構造をレダ
ンダント構造方式という。

ある部材が破壊したとき、その部材の代わりに予備の部材が荷重を受け持つ構
造をロード・ドロッピング構造方式という。

二回 （機体）　7/7



M8

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

　　　　　 （2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　５点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ｇ Ｘ ０ ９ ０ ９ ３ ０

資　　格 二等航空整備士 （ 滑空機 ）動力・上級 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間  

２整・滑（動、上）・機　- 1/8-



問1 標準大気の定義で（Ａ）～（E）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであること。

（Ｂ）海面上における温度が 20℃ であること。

（Ｃ）海面上の気圧が、水銀柱で 1013 mm であること。

（Ｄ）海面上からの温度が －60℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（Ｅ）海面上における密度は 0.12492 kg・s2/m4 であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 気圧高度と密度高度との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（B）温度に関係なく気圧高度が密度高度より高い。

（C）標準大気のときは気圧高度と密度高度は同じである。

（D）標準大気から温度のみが下がった場合、密度高度が気圧高度より低くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 同一管内を連続して流れる流体について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）管の径が小さくなるに従い流速は速くなる。

（Ｂ）管の径に関わらず、流速は一定である。

（Ｃ）管の径に関わらず、単位時間内に通過する流体の量は等しい。

（Ｄ）管の径に関わらず、流速は密度に比例する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問4 翼弦長の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）左翼端と右翼端を直線で結んだ長さ

（2）翼根中心点から翼端までを直線で結んだ長さ

（3）前縁から後縁までを直線で結んだ長さ

（4）前縁から後縁までの翼上面の長さ

（5）風圧中心から空力中心までを直線で結んだ長さ

問5 層流と乱流の性質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）乱流は層流より境界層の厚さが薄い。

（B）層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。

（C）乱流は剥離しにくく層流は剥離しやすい。

（D）層流中での流速は一定であるが、乱流では流速が不規則に変化している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6 主翼の形状抗力について次のうち正しいものはどれか。

（1）圧力抗力と誘導抗力の和である。

（2）圧力抗力と誘導抗力の積である。

（3）圧力抗力と摩擦抗力の和である。

（4）圧力抗力と摩擦抗力の積である。

（5）誘導抗力と摩擦抗力の和である。

（6）誘導抗力と摩擦抗力の積である。

（7）構造抗力と干渉抗力の和である。
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問7 翼の迎え角の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）機体に当たる気流の方向と翼下面のなす角

（2）機体に当たる気流の方向と翼上面のなす角

（3）機体の前後軸と翼中心線のなす角

（4）機体に当たる気流の方向と機軸線のなす角

（5）機体の前後軸と翼弦線のなす角

（6）機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角

問8 主翼のアスペクト比について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アスペクト比が大きければ誘導抗力係数は大となる。

（B）アスペクト比が大きければ揚抗比は大となる。

（C）アスペクト比が大きければ滑空距離は小となる。

（D）アスペクト比が大きければ失速速度は小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問9 縦の静安定についての説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）主翼迎え角が大きくなると、風圧中心は後方に移動し機首下げモーメントを発

　 　  生する。

（Ｂ）水平尾翼は重心位置から離れた位置に取り付け、迎え角が変わると主翼と逆の

　      モーメントを発生する。

（Ｃ）主翼の風圧中心と重心位置が合致していれば、尾翼の釣り合いモーメントは必

　      要としない。

（Ｄ）水平尾翼の面積が小さいか重心位置から尾翼揚力中心までのアームが短いと、

　      主翼モーメントに打ち勝つことができず縦安定が負となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問10 主翼に上反角をつける主たる理由として次のうち正しいものはどれか。

（1）揚抗比を大きくするため

（2）誘導抗力を減じるため

（3）形状抗力を減じるため

（4）横滑りを少なくするため

問11 アルミニウム合金の腐食防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アロジン処理

（B）アルクラッド

（C）カドミウム・メッキ　

（D）アノダイジング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の熱処理の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）焼なましは、鋼材の軟化、組織の調整または内部応力除去を目的としたもの

である。

（B）焼ならしは、鋼の組織を微細化し偏析や残留応力を除き機械的性質を向上さ

せるものである。

（C）焼入れは、材料を硬くし強さを増大させる目的がある。

（D）焼もどしは、内部応力を除去し、もろさを減じて強靭にするものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問13 アルミニウム合金の性質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）空気中で表面はすぐに酸化される。

（B）酸やアルカリ溶液中でも腐食は進行しない。

（C）耐熱性は鋼よりすぐれている。

（D）硬度は大で展延性が小さい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 フェール・セーフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）数多くの部材からなり、それぞれの部材が荷重を分担して受け持つ構造をロード・

ドロッピング構造方式という。

（B）ある部材が破壊したときにはじめて、その部材のかわりに予備の部材が荷重を受け

もつ構造をレダンダント構造方式という。

（C）硬い補強材を当てた構造をバック・アップ構造方式という。

（D）1 個の大きな部材を用いるかわりに2 個以上の小さな部材を結合して1 個の部材と

同等またはそれ以上の強度を持たせる構造をダブル構造方式という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 タイヤの取扱について（Ａ）～（E）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）タイヤの保管場所は暗くするか、または少なくとも直射日光から遮へいする。

（Ｂ）タイヤの保管場所は湿度が 50% 以上あることが望ましい。

（Ｃ）タイヤの空気圧の点検は着陸後できるだけ早い時期に行う。

（Ｄ）タイヤは耐油性があるのでグリスが付着しても問題とならない。

（Ｅ）タイヤを保管する際はオゾンを発生する装置から遠ざける必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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問16 鉛バッテリについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）陽極は二酸化鉛、陰極は鉛であるが放電を続けると硫酸鉛に変化する。

（Ｂ）電解液は希硫酸で放電すると比重は容量に比例して下がる。

（Ｃ）航空機用の鉛バッテリは ２ 時間率と規定されている。 

（Ｄ）１２V の鉛バッテリはセルを ６ 個直列に接続している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問17 気圧高度計でその場所の気圧を知るための方法について次のうち正しいものはどれか。

（1）気圧補正目盛りを29.92 in-Hg に合わせる。

（2）気圧補正目盛りを海面上の気圧に合わせる。

（3）高度計の指針を"0"Ft に合わせる。

（4）高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

問18 翼端失速の防止策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）翼のテーパを小さくして矩形翼に近づける。

（B）翼端側の取付角を根元部より小さくして(幾何学的)捻り下げをつける。

（C）翼端部の翼型を根元部より失速しにくい翼型にして(空力的)捻り下げをつける。

（D）翼端に燃料補助タンクやウィングレットを装備する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 金属材料に比べ複合材料の一般的な特徴で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（A）熱膨張係数が小さい

（B）比強度が大きい

（C）耐食性に優れる

（D）電波透過性が良い

（E）振動に対する減衰度が大きい

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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問20 機体重量 1,600 lbs、重心位置が基準線後方 5 in の飛行機の重心位置を、基準

線後方 2 in とするには、基準線前方 30 in の場所に何 lbs の荷物を搭載すれ

ばよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

 

（１） 50

（２） 100

（３） 150

（４） 170

（５） 200
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　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

Ｍ９

資　格
一等航空運航整備士

（飛行機）
題数及び時間 ２５題　　１時間

記　号 Ｌ１ＡＸ０９０９３０科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕

一運整・飛行機・機体1/4数]



問 1   耐空性審査要領においてVC とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   失速速度 　　　（２）   設計運動速度

　　　（３）   設計巡航速度 　　　（４）   最大突風に対する設計速度

問 2　次の単位について正しいものはどれか。

　　　（１）   圧力1気圧は14.7inHgである。 　　　（２）   距離1nm（海里）は1.85kmである。

　　　（３）   重量1kgは22lbである。 　　　（４）   長さ1inは2.54mmである。

問 3   標準大気状態において大気温度が一定になる高度で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   １２，０００　Ft 　　　（２）   ２４，０００　Ft

　　　（３）   ３６，０００　Ft 　　　（４）   ４８，０００　Ft

問 4   層流と乱流の特性に関する文章の空欄に当てはまる語句の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。

　　　　乱流はエネルギーが豊富で（　a　）が、層流はエネルギーが少なく（　b　）。

　　　　層流中では流速は（　c　）に変化しているが、乱流中では流速の変化は（　d　）である。

　　　　　　　　（a）　　　　　　　　（b）　　　　　 　  （c）　　　　　　 　 （d）

　　　（１）    剥離しにくい　　　　　剥離しやすい　　　　規則的　　　　　　　不規則

　　　（２）    剥離しやすい　　　　　剥離が遅い　　　　　規則的　　　　　　　不規則

　　　（３）    剥離が早い　　　　　　剥離しにくい　　　　不規則　　　　　　　規則的

　　　（４）    剥離しにくい　　　　　剥離しやすい　　　　不連続　　　　　　　連続的

問 5   翼に関する用語と定義の記述で次のうち正しいものを２つ選べ。

　　　（１）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（２）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

　　　（３）   翼幅とは、翼の前縁に沿った長さをいう。

　　　（４）   迎角とは、機軸の方向と翼中心線のなす角度をいう。

　　　（５）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

問 6   空力平均翼弦に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   矩形翼は翼弦長と一致する。

　　　（２）   先細翼は作図により近似値が求められる。

　　　（３）   楕円翼は一般的に作図により求める。

　　　（４）   作図による方法は簡略法で、正確には計算により求める。

問 7   後退角をもつ飛行機の特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   タックアンダを起こしやすい。           　　　（２）   前縁フラップの効きが後縁フラップより大きい。

　　　（３）   主翼がねじれやすい。                       　　　（４）   翼端失速が起きにくい。   

問 8   ウイングレットの効果で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   誘導抗力を減少させることができる。

　　　（２）   臨界マッハ数を上げることができる。

　　　（３）   翼端方向への流れが減少するので翼端失速が発生しにくい。

　　　（４）   翼端渦が大きくなるので衝撃波の発生を遅らせることができる。

一運整・飛行機・機体2/4数]



問 9   Ｍ＝0.80で飛行する航空機の速度で次のうち正しいものはどれか。ただし音速は 340m/sとする。

　　　（１）   425Km/h 　　　（２）   850Km/h

　　　（３）   980Km/h 　　　（４）   1020Km/h

問10   遷音速域で発生する機首下げ現象の名称として次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   タックアンダ 　　　（２）   バフェット

　　　（３）   フラッタ 　　　（４）   ピッチ・ダウン

問11   単発プロペラ機の横滑りに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　        但し、プロペラの回転方向は後方から見て、時計回りとする。

　　　（１）   横滑りの方向に関係なく、機首上げの傾向になる。

　　　（２）   横滑りの方向に関係なく、機首下げの傾向になる。

　　　（３）   右に横滑りすると機首下げの傾向になる。

　　　（４）   左に横滑りすると機首下げの傾向になる。

問12   大型機の設計重量のうち最も重いものは次のうちどれか。

　　　（１）   最大離陸重量                           　　　（２）   最大タクシ重量  

　　　（３）   最大運用重量                             　　　（４）   最大飛行重量                              

問13   右図の三角トラスのＢ点に４tの荷重をかけた場合、部材ＢＣに発生する軸力は次のうちどれか。

　　　（１）   ２．８３t

　　　（２）   ４．００t

　　　（３）   ５．６６t

　　　（４）   ６．９３t ４５°

問14   左右の翼桁を接続し、翼の荷重を胴体に伝えるための構造部材は次のうちどれか。

　　　（１）   キャリブレーション・スパー 　　　（２）   ロード・スパー

　　　（３）   ロード・キャリスル 　　　（４）   キャリスル・メンバ

問15　アルクラッドの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   強度を増加させる。 　　　（２）   加工性を良くする。

　　　（３）   耐摩耗性を良くする。 　　　（４）   耐食性を良くする。

問16   疲れ限度を低下させる要素で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   高周波焼入れ 　　　（２）   メッキ処理

　　　（３）   窒化処理 　　　（４）   ショット・ピーニング

問17   次のプラスチック材のうち熱硬化性樹脂はどれか。

　　　（１）   フェノール樹脂            　　　　 　　　（２）   フッ素樹脂

　　　（３）   ポリアミド樹脂 　　　（４）   ポリエチレン樹脂        　　　　 

問18   ファイヤ・ディテクタのタイプで次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   サーモカップル型　　 　　　（２）   圧力型

　　　（３）   抵抗式ループ型 　　　（４）   イオン型　　　　　

A

C

  B

  ４t

一運整・飛行機・機体3/4数]



問19   油圧系統の作動油に要求される性質で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   実用的に非圧縮性であり、使用中泡立たないこと。

　　　（２）   温度変化による潤滑性の低下を、粘性と流動性で補えること。

　　　（３）   引火点、発火点が高く、燃焼性が低いこと。

　　　（４）   温度変化による成分変化が少ないこと。

問20   アンテナと無線送受信機の間に使用されている一般的な電線で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   アルミニウム製電線　　　　 　　　（２）   一般用軽量電線

　　　（３）   シールド電線　　　 　　　（４）   同軸ケーブル

問21   スタティック・ディスチャージャの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機体の避雷針の役目をする。

　　　（２）   機体への落雷時、動翼等の溶着を防ぐ。

　　　（３）   機体に帯電した静電気を放電する。

　　　（４）   機体の電気抵抗を少なくし、腐食を防ぐ。

問22   磁気コンパスを機体に装着したままで修正ができる誤差は次のうちどれか。

　　　（１）   北旋誤差   　　　（２）   摩擦誤差 

　　　（３）   加速度誤差 　　　（４）   取付誤差

問23   マーカ・ビーコン表示色と音声周波数の組み合わせで次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   インナー・マーカは白色で３，０００Hｚ　

　　　（２）   ミドル・マーカは赤色で１，３００Hｚ

　　　（３）   アウタ・マーカは青色で４００Hｚ

問24   ADFの誤差の種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   海岸線誤差 　　　（２）   夜間誤差

　　　（３）   ティルト誤差 　　　（４）   位相誤差

問25   オートスロットルに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   設定した機速を保つことができる。

　　　（２）   エンゲージしたままでも手動で推力設定することはできる。

　　　（３）   手動、自動操縦のいずれの場合でも使用できる。

　　　（４）   離陸時は機体の引き起こし速度を設定する。

一運整・飛行機・機体4/4数]



　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

記　号 Ｌ１HＸ０９０９３０科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕

Ｍ１０

資　格
一等航空運航整備士

（回転翼）
題数及び時間 ２５題　　１時間

一運整・回転翼・機体1/4数]



問 1   耐空性審査要領においてVA とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   失速速度 　　　（２）   最大突風に対する設計速度

　　　（３）   設計巡航速度 　　　（４）   設計運動速度

問 2   標準大気の定義で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   空気が乾燥した完全ガスであること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱の1013 mm であること。

　　　（４）   海面上の密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 3   層流と乱流の性質で次のうち誤っているものはどれか。                          

　　　（１）   乱流は層流より境界層の厚さが薄い。                                

　　　（２）   層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。                              

　　　（３）   乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。                              

　　　（４）   流速は層流中では規則的に、乱流中では不規則に変化している。    

問 4   標準大気状態において大気温度が一定になる高度で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   １２，０００　Ft 　　　（２）   ２４，０００　Ft

　　　（３）   ３６，０００　Ft 　　　（４）   ４８，０００　Ft

問 5   翼に関する用語と定義の記述で次のうち正しいものを２つ選べ。

　　　（１）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（２）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

　　　（３）   翼幅とは、翼の前縁に沿った長さをいう。

　　　（４）   迎角とは、機軸の方向と翼中心線のなす角度をいう。

　　　（５）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

問 6   飛行中、メイン・ロータ・ブレードのリード角が最大になるのは次のうちどれか。

　　　（１）   オートローテーション時　　　　 　　　（２）   高回転低出力時

　　　（３）   低回転高出力時　　　 　　　（４）   ホバリング時

問 7   アンダー・スリング方式シーソー・ロータの特徴として次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ドラッグ・ヒンジは必要ない。  

　　　（２）   フラッピング・ヒンジに相当するヒンジは必要である。

　　　（３）   ブレードの運動に幾何学的不平衡が生じない。 

　　　（４）   過度のフラッピングを防止するストッパは必要ない。

問 8   高度-速度包囲線図（Ｈ-Ｖ線図）に用いられる高度は次のうちどれか。

　　　（１）   気圧高度　　 　　　（２）   対地高度　　　

　　　（３）   密度高度　　　　 　　　（４）   絶対高度

問 9   ヘリコプタの前進飛行速度が制限される理由で、次のうち正しいものはどれか。 

　　　（１）   エンジンの回転速度限界のため

　　　（２）   先端速度が大きすぎるとテール・ロータ・ブレードにより打ち消すべきトルクが過大となるため

　　　（３）   先端速度が大きすぎるとメイン・ロータ・ブレードの風圧中心の移動が大きくなるため

　　　（４）   前進ブレード側の空気の圧縮性の影響及び後退側ブレードの失速のため

一運整・回転翼・機体2/4数]



問10   トランスミッションに使用されるベアリングの種類で次のうち誤っているものどれか。

　　　（１）   トーマス・ベアリング　　　 　　　（２）   ローラ・ベアリング　

　　　（３）   テーパード・ローラ・ベアリング 　　　　　（４）   アンギュラ・コンタクト・ベアリング　　　

問11   フリーホイール・クラッチの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   プラネタリ型　　　

　　　（２）   スプラグ型　

　　　（３）   ローラ型　　　　

問12   エラストメリック・ベアリングの特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   耐久性に優れているので限界使用時間まで点検等の必要はない。

　　　（２）   過大な荷重を受けた場合でもゴムの弾性により損傷は起こらない。

　　　（３）   圧縮力には強いが引張力に対する強度が極めて弱い。

　　　（４）   無給油タイプであるが、定期的にグリースを塗布した方がゴムの劣化は避けられる。

問13   トランスミッションの機能に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   発動機からの出力を制御する。 　　　（２）   発動機からの回転速度を減速する。

　　　（３）   油圧ポンプ等の補機類を駆動する。 　　　（４）   発動機からの出力をメイン・ロータへ伝達する。

問14   総重量1,200Kg、重心位置が基準線後方260cmのところにある回転翼航空機で、130Kgの荷物を

          基準線後方340cmから270cmに移動させたときの新しい重心位置はどこか。次の中から選べ。

　　　（１）   244.8cm 　　　（２）   252.4cm

　　　（３）   267.6cm 　　　（４）   275.2cm

問15   金属のクリ－プ現象について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   周囲温度が常温以下では顕著に進行する。

　　　（２）   材料を長時間高温にさらしておくと著しく進行する。

　　　（３）   一般に内部組織の不安定な材料がクリープに弱い。

　　　（４）   高応力が長時間かかっても安定した応力であればクリープは発生しない。

問16   疲れ限度を上昇させる要素で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   高周波焼入れ 　　　（２）   メッキ処理

　　　（３）   窒化処理 　　　（４）   ショット・ピーニング

問17   鋼の熱処理のうち、脆さを減じて内部応力を取り除き強靱にするものは次のうちどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

問18   次のプラスチック材のうち熱硬化性樹脂はどれか。

　　　（１）   ポリアミド樹脂 　　　（２）   フッ素樹脂

　　　（３）   フェノール樹脂            　　　　 　　　（４）   塩化ビニル樹脂          　　　　   

問19   複合材料に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   腐食に弱い。 　　　（２）   熱による膨張の影響が少ない。

　　　（３）   クラックの進行が速い。 　　　（４）   繰り返しによる疲労の強度が低い。

一運整・回転翼・機体3/4数]



問20   燃料系統におけるブースタ・ポンプの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   燃料の流速を高める。　　 　　　（２）   燃料の温度を上げる。

　　　（３）   燃料の逆流を防ぐ。　 　　　（４）   燃料の途絶を防ぐ。

問21   複合材料の超音波による非破壊検査法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   透過法                           　　　（２）   浸透法                              

　　　（３）   共振法          　　　（４）   反射法

問22   半導体素子に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   発光ダイオードは電気信号を光に変換する素子で、数字や文字の表示に使用される。

　　　（２）   ダイオードは増幅素子で、論理回路や記憶回路に使用される。

　　　（３）   ツェナー・ダイオードは定電圧素子で、定電圧電源回路に使用される。

　　　（４）   サーミスタは温度を電気信号に変換する素子である。

問23   Ni－Cdバッテリの中和剤で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   蒸留水　　　　　　　　　 　 　　　（２）   硫酸　　　　　　　　　　  

　　　（３）   ホウ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）   重炭酸ナトリウム

問24   磁気コンパス内に封入されているコンパス液の目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   摩擦誤差を少なくする。　　　　

　　　（２）   取付け誤差を少なくする。

　　　（３）   北旋誤差を少なくする。　　　　　

　　　（４）   加速度誤差を少なくする。

問25   安定増大装置について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   パイロットの負担軽減のためにヘリコプタの姿勢、高度及び速度などを保持する。

　　　（２）   ３軸まわりの運動を検出して、ヘリコプタの短周期モードを改善する。

　　　（３）   ヘリコプタは本質的に動的に不安定であるためこれを補正する装置である。

一運整・回転翼・機体4/4数]



　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

Ｌ２ＡＸ０９０９３０

Ｍ１１

資　格
二等航空運航整備士

（飛行機）
題数及び時間 ２５題　　１時間

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号

二運整・飛行機・機体1/4



問 1   耐空性審査要領において終極荷重の定義は次のうちどれか。

　　　（１）   終極重量に荷重倍数を乗じたもの

　　　（２）   制限荷重に適当な安全率を乗じたもの

　　　（３）   常用運用状態で航空機に働く最大の荷重

　　　（４）   常用運用状態において予想される最大の荷重

問 2   海面上における標準大気の条件で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   気圧は29.32in-Hgであること　 　　　（２）   密度は0.12497Kg/m3であること

　　　（３）   湿度は15%以内であること 　　　（４）   気温は15℃であること

問 3　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   長さ1inは25.4mmである。 　　　（２）   距離1nm（海里）は1.85kmである。

　　　（３）   重量1lbは2.2kgである。 　　　（４）   圧力1気圧は760mmHgである。

問 4   主翼にねじり下げをつける目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   主翼の強度を増す。　　　　　 　　　（２）   横滑りを防止する。

　　　（３）   翼端失速を防止する。　　　　　 　　　（４）   翼端渦を発生させる。

問 5   矩形翼の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   翼端と翼根元部の翼弦長が等しい。 　　　（２）   翼端失速の傾向が少ない。

　　　（３）   製作が容易である。 　　　（４）   翼根元の曲げモーメントが小さい。

問 6   迎角０°において揚力係数が０となる翼型は次のうちどれか。

　　　（１）   キャンバの小さい翼           　　　（２）   キャンバの大きい翼      

　　　（３）   対称翼

問 7   標準大気において海面上を速度100km/hで飛行しているときの動圧はいくらか、次の中から選べ。

　　　（１）   100kg/m２ 　　　（２）   144kg/m２

　　　（３）   12.5kg/m２ 　　　（４）   49kg/m２

問 8   右図のフラップのタイプは次のうちどれか。

　　　（１）   スプリット・フラップ                      

　　　（２）   ファウラ・フラップ

　　　（３）   単純フラップ                      

　　　（４）   スロッテッド・フラップ

問 9   アドバース・ヨー対策で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   差動補助翼の採用 　　　（２）   フリーズ型エルロンの採用

　　　（３）   スプリング・タブの採用 　　　（４）   フライト・スポイラの採用

問10   スタビレータに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   小さい面積でも操縦性が良い。

　　　（２）   後縁部にバランス・タブを取り付ける必要がある。

　　　（３）   舵角が小さくても舵の効きは良い。

　　　（４）   昇降舵の代わりに水平尾翼全体を動かしている。
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問11   上昇率を大きくする方法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   機体重量あたりのエンジン馬力を大きくする。

　　　（２）   プロペラ効率を良くする。

　　　（３）   翼面荷重を大きくする。

問12   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問13   ステンレス鋼に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。２つ選べ。

　　　（１）   多量のクロムを鋼に混ぜて耐食性を向上させた合金である。

　　　（２）   マルテンサイト系は熱処理によってかなりの強さを得るが耐食性が十分とはいえない。

　　　（３）   オーステナイト系は耐食性に優れているが、溶接が困難である。

　　　（４）   フェライト系は機械加工性に優れているため航空機に最も使用されている。

　　　（５）   析出硬化型はマルテンサイト系とオーステナイト系の中間の化学成分にしたものである。

問14   テフロン・ホースの特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   作動油には侵されるが、燃料及び滑油には侵されない。

　　　（２）   経年劣化を生じないので半永久的に使用できる。

　　　（３）   使用温度範囲は０℃～５０℃程度である。

　　　（４）   ゴム・ホースに比べ弾力牲に富む。

問15   メッキの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   カドミウム・メッキは合金鋼の耐食性を向上させる。

　　　（２）   クローム・メッキは高温部の焼き付きを防止する。

　　　（３）   ニッケル・メッキは耐摩耗性を向上させる。

　　　（４）   銀メッキは摩耗部の寸法を回復させる。

問16   鋼の熱処理のうち、硬さを減じ延性を増し加工性をよくするものは次のうちどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

問17   アクリル樹脂に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   紫外線透過率が普通のガラスより大きい。　　　　　

　　　（２）   耐候性に優れている。

　　　（３）   強靱であるため加工性が劣る。　　　　　

　　　（４）   有機溶剤に侵されやすい。

問18   安全線（Safety Wire）の材質と使用する場所について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   炭素鋼は非常用装置に使用する。

　　　（２）   耐食鋼はエンジン等の高温部に使用する。

　　　（３）   インコネルは500 ○Fまでの腐食しやすいところに使用する。

　　　（４）   5056 アルミニウム合金はマグネシウムと接触するところに使用する。
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問19   操縦系統に使用されているベルクランクの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ケ－ブルの張力を一定にする。 　　　（２）   舵の剛性を上げる。

　　　（３）   リンクの運動方向を変える。 　　　（４）   ケ－ブルの振動を防ぐ。

問20　１２Ωの抵抗２個と６Ωの抵抗１個を並列に接続したときの合成抵抗値で次のうち正しいものどれか。　　　

　　　（１）　　３Ω    　　　（２）　　６Ω   

　　　（３）　１２Ω  　　　（４）　３０Ω

問21   小型機のオルタネータについて次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   直流発電機に比べて構造は簡単だが手入れは繁雑である。

　　　（２）   トランジスタにて出力電流を整流している。

　　　（３）   整流器（ダイオード）を装備していて交流を直流に変換している。

　　　（４）   交流を発生しそれを直接機体の電源としている。

問22   スタティック・ディスチャージャの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機体の避雷針の役目をする。

　　　（２）   機体への落雷時、動翼等の溶着を防ぐ。

　　　（３）   機体に帯電した静電気を放電する。

　　　（４）   機体の電気抵抗を少なくし、腐食を防ぐ。

問23   昇降計の指示が水平飛行になっても"0"に戻らなかった原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   動圧管の漏れ 　　　（２）   静圧管の漏れ

　　　（３）   毛細管の詰まり 　　　（４）   静圧管の詰まり

問24   飛行機に装備されている航空灯の種類と部位について次のうち正しいものはどれか。         　　

　　　（１）

　　　（２）

　　　（３）

　　　（４）

問25　ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの機能について次のうち正しいものはどれか。       

　　　（１）   コンパスの信号を電波障害から保護する。

　　　（２）   機体の磁気の影響を取り除き、コンパスの指示を正確にする。

　　　（３）   地磁気を検出し、コンパスの指示を正確にする。

　　　（４）   コンパスの信号を増幅させる。

白 青 橙

緑 白 赤

青 緑 白

前部左方 前部右方 後部

赤 緑 白
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　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

Ｌ２ＨＸ０９０９３０

Ｍ１２

資　格
二等航空運航整備士

（回転翼）
題数及び時間 ２５題　　１時間

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号
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問 1   耐空性審査要領においてVNE とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   失速速度

　　　（２）   超過禁止速度

　　　（３）   設計運動速度

　　　（４）   最大突風に対する設計速度

問 2   乾燥した空気の密度について次のうち正しいものはどれか。    

　　　（１）   空気密度は大気圧力の変化には関係しない。

　　　（２）   空気密度は気温の変化には関係しない。                  

　　　（３）   大気圧力が増すと空気密度は増加する。

　　　（４）   気温が上がると空気密度は増加する。

問 3   「レイノルズ数」の説明で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   流体の粘性はレイノルズ数に影響しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（２）   流速が速いほどレイノルズ数は大きくなる。　　　　　　　　      

　　　（３）   層流から乱流に変わる点のレイノルズ数を臨界レイノルズ数という。

問 4   メイン・ロータ・ブレードが失速を起こしやすいときは次のうちどれか。

　　　（１）   離陸時　 　　　（２）   高速飛行時　　

　　　（３）   降下時　　　 　　　（４）   ホバリング時

問 5   翼に関する用語と定義の記述で次のうち誤っているものを２つ選べ。

　　　（１）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（２）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

　　　（３）   翼幅とは、翼の前縁に沿った長さをいう。

　　　（４）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

　　　（５）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

問 6   アンダー・スリング方式シーソー・ロータの特徴として次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ドラッグ・ヒンジは必要ない。  

　　　（２）   フラッピング・ヒンジに相当するヒンジは必要である。

　　　（３）   ブレードの運動に幾何学的不平衡が生じない。 

　　　（４）   過度のフラッピングを防止するストッパは必要ない。

問 7   飛行中、メイン・ロータ・ブレードのラグ角が最大になるのは次のうちどれか。

　　　（１）   オートローテーション時　　　　　　　（２）   低回転高出力時　　　

　　　（３）   高回転低出力時 　　　（４）   ホバリング時

問 8   メイン・ロータにフラッピング・ヒンジを設ける理由で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）　ブレードの取り付け、取り外しを容易にするため

　　　（２）　ブレードのピッチ変更を行うため

　　　（３）　ブレードを折りたたむため

　　　（４）　ブレード根元部に曲げモーメントがかからないようにするため

問 9   高度-速度包囲線図（Ｈ-Ｖ線図）に用いられる高度は次のうちどれか。

　　　（１）   気圧高度　　 　　　（２）   対地高度　　　

　　　（３）   密度高度　　　　 　　　（４）   絶対高度
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問10   ホバリングから前進飛行のためにサイクリック・スティックを前に倒した時、ブレードのピッチ角が

          最大になるのはどの位置か。ただし、ロータの回転方向は上から見て半時計方向である。

　　　（１）　上から見て、右側の位置 　　　（２）　上から見て、左側の位置

　　　（３）　上から見て、前方位置 　　　（４）　上から見て、後方位置

問11   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問12   アルミニウム合金について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   一般にアルミニウム合金の耐熱性は良くない。

　　　（２）   熱膨張係数は鋼の約１／２である。

　　　（３）   熱処理によって強度を上げることができるものとできないものがある。

　　　（４）   ジュラルミンとはアルミニウム合金の一種である。

問13   テフロン・ホースの特徴で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   経年変化を生じないため、半永久的に使用できる。

　　　（２）   燃料、滑油及び作動油等に対し、侵されない。

　　　（３）   ゴム・ホースに比べ、耐熱性及び柔軟性に優れている。

　　　（４）   吸湿性及び接着性が悪いため、クリーニングが容易である。

問14   安全線（Safety Wire）の材質と使用する場所について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   インコネルは500 ○Fまでの腐食しやすいところに使用する。

　　　（２）   5056 アルミニウム合金はマグネシウムと接触するところに使用する。

　　　（３）   炭素鋼は非常用装置に使用する。

　　　（４）   耐食鋼はエンジン等の高温部に使用する。

問15   ポリウレタン塗料に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   金属に対する付着性が良くないため、下地塗装が必要である。

　　　（２）   塗膜が硬く強靱で、光沢および耐候性に優れている。

　　　（３）   耐候性の良い顔料を配合した一液性の常温乾燥型塗料である。

　　　（４）   耐油性、耐燃料性が良い。

問16   鋼の熱処理のうち、硬さを減じ延性を増し加工性をよくするものは次のうちどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

問17   ハニカム・サンドイッチ構造の検査法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   コイン検査 　　　（２）   X線検査

　　　（３）   蛍光浸透探傷検査 　　　（４）   目視検査

問18　複合材料に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   熱による膨張の影響が少ない。 　　　（２）   繰り返しによる疲労の強度が低い。

　　　（３）   腐食に弱い。 　　　（４）   クラックの進行が速い。
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問19   エラストメリック・ベアリングの特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   過大な荷重を受けた場合でもゴムの弾性により損傷は起こらない。

　　　（２）   耐久性に優れているので限界使用時間まで点検等の必要はない。

　　　（３）   無給油タイプであるが、定期的にグリースを塗布した方がゴムの劣化は避けられる。

　　　（４）   亀裂が生じても破壊進行は緩やかである。

問20   油圧系統で一方向には自由に作動油を流すが反対方向には流さないバルブは次のうちどれか。

　　　（１）   チェック・バルブ　　　　　　

　　　（２）   シャトル・バルブ　　　 　  

　　　（３）   リリーフ・バルブ

　　　（４）   セレクタ・バルブ

問21   フレミングの左手の法則における各指の方向の意味で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）

　　　（２）

　　　（３）

　　　（４）

問22   鉛バッテリの電解液で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   希塩酸         　　　（２）   希硫酸            

　　　（３）   蒸留水 　　　（４）   ホウ酸

問23   昇降計の指示が水平飛行になっても"0"に戻らなかった原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   動圧管の漏れ 　　　（２）   静圧管の漏れ

　　　（３）   毛細管の詰まり 　　　（４）   静圧管の詰まり

問24  ＤＭＥについて次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   航空機からＤＭＥ局に向けて約1,000ＭＨｚの電波で質問パルスを発射する。

　　　（２）   ＤＭＥは航空機に搭載している質問器と地上設備の応答器とで構成されている。

　　　（３）   航空機からＤＭＥ局までの地上距離を求めＤＭＥ指示器に表示する。

　　　（４）   ＤＭＥはDistance Measuring Equipmentの略である。

問25   正常に運転されている直流発電機の界磁電流が切れた場合で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   電圧はわずかに低下する。

　　　（２）   電圧は始め低下するが電圧調整器によって回復する。

　　　（３）   電圧はわずかに発生する。

　　　（４）   電圧は全く発生しない。

親　指 人差し指 中　指

運　動 磁　界 誘導起電力

運　動 電　流 電磁力

電磁力 磁　界 電　流

磁　界 誘導起電力 電磁力
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　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

Ｌ２ＢＸ０９０９３０

２５題　　１時間

Ｍ１３

資　格
二等航空運航整備士

（飛行船）
題数及び時間

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号
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問 1   標準大気の定義で、次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   海面上における温度が 15 ℃ であること。

　　　（２）   海面上における密度が 0.15 kg･s/m２であること。

　　　（３）   海面上における湿度が15％であること。

　　　（４）   海面上における気圧が９８０ mmHg であること。

問 2   層流と乱流の性質で次のうち誤っているものはどれか。                          

　　　（１）   乱流は層流よりも境界層が厚い。                                

　　　（２）   層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。                              

　　　（３）   乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。                              

　　　（４）   流速は層流、乱流に拘わらず規則的に変化している。    

問 3　飛行速度Ｖ、空気密度ρのとき、正しい動圧の式は次のうちどれか。

　　　（１）   ２ρＶ　　　　　　　　　　　　　　   　　　（２）   ρＶ２

　　　（３）   1/2･ρＶ 　　　（４）   1/2･ρＶ２

問 4   標準大気状態において大気温度が一定になり始める高度は次のうちどれか。

　　　（１）   １２，０００　Ft 　　　（２）   ２４，０００　Ft

　　　（３）   ３６，０００　Ft 　　　（４）   ４８，０００　Ft

問 5   地表面上の大気の主な成分の割合で多い順番になっているのは次のうちどれか。

　　　（１）   窒素 - アルゴン - 酸素 - ヘリウム

　　　（２）   酸素 - 窒素 - 二酸化炭素 - ヘリウム

　　　（３）   窒素 - 酸素 - アルゴン - 二酸化炭素

　　　（４）   酸素 - アルゴン - 窒素 - メタン

問 6   耐空性審査要領においてVD とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   安定最大速度

　　　（３）   最小操縦速度

　　　（２）   最大突風に対する設計速度

　　　（４）   設計急降下速度

問 7   バロネット（空気房）の空気を全て排出しヘリウムのみで到達できる最大高度は次のうちどれか。

　　　（１）   プレッシャー・ハイト 　　　（２）   マキシマム・オペレイティング・ハイト

　　　（３）   デンシティー・アルチ 　　　（４）   クライム・リミット・アルチ

問 8   尾翼の効果で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   方向安定を図る。

　　　（２）   船体の揚力を発生させる。

　　　（３）   飛行姿勢を一定に保つ。

問 9   ヘリウムガスに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   無色、無臭で最も軽い希ガスである。

　　　（２）   全ての元素の中で最も沸点が高く、高圧下では固体になる。

　　　（３）   原子番号は２、原子記号はHeである。

二運整・飛行船・機体2/4数]



問10   ＦＲＰの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ＡＦＲＰ 　　　（２）   ＢＦＲＰ

　　　（３）   ＣＦＲＰ 　　　（４）   ＤＦＲＰ

問11   右図はある構造部材にかかる２つの力を表したものである。合力は何kgとなるか。

　　　 次のうち正しいものを選べ。

　　　（１）     3.6 Kg                           ６Kg

　　　（２）     6.4 Kg                          

　　　（３）     7.0 Kg 

　　　（４）   10.0 Kg 

問12   フェール・セイフ構造の基本方式として次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ある部材が破壊したとき、その部材の代りに予備の部材が荷重を受けもつ構造をロード・ドロッピング 　

　　　　　　　構造方式という。

　　　（２）   硬い補強材を当てた構造をダブル構造方式という。

　　　（３）   数多くの部材からなり、それぞれの部材は荷重を分担して受け持つ構造をレダンダント構造方式という。　

　　　（４）   １個の大きな部材を用いる代りに２個以上の小さな部材を結合して、1個の部材と同等又はそれ以上の

　　　　　　　強度を持たせる構造をバックアップ構造方式という。

問13   航空機への燃料補給について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   消火器を準備する。

　　　（２）   屋外の定められたところで行う。

　　　（３）   ノズルのグランド（接地）はタンクの口蓋を開けた後にとる。

　　　（４）   グランド（接地）は、航空機から地面、燃料補給装置から地面、燃料補給装置から航空機の順

　　　　　　   でとる。

問14   シリコン・ゴムの特質で次のうち誤っているものはどれか。２つ選べ。

　　　（１）   耐鉱油性に優れている。　　 　　　（２）   耐候性に劣る。　　　　　

　　　（３）   耐寒性に優れている。 　　　（４）   耐熱性に優れている。　　　

　　　（５）   電気絶縁性に優れている。

問15   鋼の表面硬化法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   浸炭処理 　　　（２）   窒化処理

　　　（３）   高周波焼入れ 　　　（４）   焼戻し

問16   硬さの測定法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ブリネル 　　　（２）   キャタラック

　　　（３）   ロックウェル 　　　（４）   ビッカース

問17   着陸装置のショック・ストラット内に充填されているもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ケロシンと空気 　　　（２）   ケロシンと作動油

　　　（３）   作動油とフレオンガス 　　　（４）   作動油と窒素ガス

問18   １００ボルトの電源で使用する５００ワットの電熱器の抵抗は何オームか。次の中から選べ。

　　　（１）   ２Ω 　　　（２）   ５Ω

　　　（３）   ２０Ω 　　　（４）   ２５００Ω

８Kg
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問19   昇降計の指示が水平飛行に戻っても"0"に戻らなかった原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   動圧管の漏れ 　　　（２）   静圧管の漏れ

　　　（３）   毛細管の詰まり 　　　（４）   静圧管の詰まり

問20   ジャイロの摂動現象について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   外力を加えない限り一定の姿勢を維持する特性をいう。

　　　（２）   外力を加えると回転方向に姿勢を変える特性をいう。

　　　（３）   外力を加えると回転方向に９０°進んだ点に力がかかったように変位する特性をいう。

　　　（４）   外力を加えるとその力と反対の方向に姿勢を変える特性をいう。

問21   レーザ・ジャイロの主要構成品で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   反射鏡 　　　（２）   光検出器

　　　（３）   プリズム 　　　（４）   プラットホーム

問22   容量の異なる３個のキャパシタを直列に接続したとき、合成静電容量はどのようになるか。

           次のうち正しいものを選べ。

　　　（１）   一番小さなキャパシタの容量よりも小さくなる。

　　　（２）   一番大きなキャパシタの容量よりも大きくなる。

　　　（３）   ３個の容量の和になる。

　　　（４）   ３個の容量の平均値になる。

問23   正常に運転されている直流発電機の界磁電流が切れた場合で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   電圧はわずかに発生する。

　　　（２）   電圧は全く発生しない。

　　　（３）   電圧はわずかに低下する。

　　　（４）   電圧は始め低下するが電圧調整器によって回復する。

問24   Ni－Cdバッテリの中和剤で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   硫酸　　　　　　　　　　  　　　（２）   蒸留水　　　　　　　　　 　

　　　（３）   重炭酸ナトリウム 　　　（４）   ホウ酸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問25   アンテナと無線送受信機の間に使用されている一般的な電線で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   一般用軽量電線 　　　（２）   アルミニウム製電線　　　　

　　　（３）   同軸ケーブル 　　　（４）   シールド電線　　　
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　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがあると、コンピュ－タによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配　　点　　　 １問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。 

Ｌ２ＧＸ０９０９３０科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕

Ｍ１４

題数及び時間 ２５題　　１時間資　格
二等航空運航整備士

（動力滑空機・上級滑空機）

記　号

二運整・上滑・動滑・機体1/4数]



問 1　耐空性審査要領における速度の定義で設計ウインチ曳航速度は次のうちどれか。

　　　（１）   VC

　　　（２）   VD

　　　（３）   VA

　　　（４）   VW

問 2   乾燥した空気の密度について次のうち正しいものはどれか。    

　　　（１）   空気密度は大気圧力の変化には関係しない。

　　　（２）   空気密度は気温の変化には関係しない。                  

　　　（３）   大気圧力が増すと空気密度は増加する。

　　　（４）   気温が上がると空気密度は増加する。

問 3   「レイノルズ数」の説明で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   流体の粘性はレイノルズ数に影響しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（２）   流速が速いほどレイノルズ数は大きくなる。　　　　　　　　      

　　　（３）   層流から乱流に変わる点のレイノルズ数を臨界レイノルズ数という。

問 4   縦横比を表す式として次のうち正しいものはどれか。ただし、ｃを平均翼弦長、ｂを翼幅、Sを翼面積とする。

　　　（１）   S／ｃ２ 　　　（２）   S／ｂ２

　　　（３）   ｃ２／S 　　　（４）   ｂ２／S

問 5   翼に関する用語と定義の記述で次のうち誤っているものを２つ選べ。

　　　（１）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（２）   翼幅とは、翼の前縁に沿った長さをいう。

　　　（３）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

　　　（４）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

問 6   主翼にねじり下げをつける目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   主翼の強度を増す。　　　　　 　　　（２）   横滑りを防止する。

　　　（３）   翼端失速を防止する。　　　　　 　　　（４）   翼端渦を発生させる。

問 7   迎角０°において揚力係数が０となる翼型は次のうちどれか。

　　　（１）   キャンバの小さい翼           　　　（２）   キャンバの大きい翼      

　　　（３）   対称翼

問 8   保舵力の軽減を目的とするタブで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バランス・タブ 　　　（２）   トリム・タブ

　　　（３）   サーボ・タブ 　　　（４）   スプリング・タブ

問 9   滑空距離を長くする方法で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼面荷重を大きくする。 　　　（２）   揚抗比が最大となる飛行姿勢をとる。

　　　（３）   滑空速度を上げる。 　　　（４）   最大迎え角をとる。

問10　急降下から引き起こしたときの荷重倍数について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機体重量に比例する。 　　　（２）   引き起こしの半径に比例する。

　　　（３）   速度の２乗に比例する。 　　　（４）   重力加速度に比例する。　　　

二運整・上滑・動滑・機体2/4数]



問11   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問12   アルミニウム合金について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   一般にアルミニウム合金の耐熱性は良くない。

　　　（２）   熱膨張係数は鋼の約１／２である。

　　　（３）   熱処理によって強度を上げることができるものとできないものがある。

　　　（４）   ジュラルミンとはアルミニウム合金の一種である。

問13   接着作業における時間制限の種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ポット・ライフ      

　　　（２）   閉鎖たい積時間   

　　　（３）   圧締時間

　　　（４）   浸透時間            

問14   安全線（Safety Wire）の材質と使用する場所について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   インコネルは500 ○Fまでの腐食しやすいところに使用する。

　　　（２）   5056 アルミニウム合金はマグネシウムと接触するところに使用する。

　　　（３）   炭素鋼は非常用装置に使用する。

　　　（４）   耐食鋼はエンジン等の高温部に使用する。

問15　リ－マ－作業の目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   折れたスタッドを抜き取る。

　　　（２）   穴をあけた後、精密に仕上げる。

　　　（３）   ヘリコイルを抜き取る。

　　　（４）   めねじを切る。

問16   鋼の熱処理のうち、硬さを減じ延性を増し加工性をよくするものは次のうちどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

問17   ハニカム・サンドイッチ構造の検査法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   コイン検査 　　　（２）   X線検査

　　　（３）   蛍光浸透探傷検査 　　　（４）   目視検査

問18　複合材料に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   熱による膨張の影響が少ない。 　　　（２）   腐食に弱い。

　　　（３）   繰り返しによる疲労の強度が低い。 　　　（４）   クラックの進行が速い。

問19   操縦系統で、プッシュ・プル・ロッド方式はケーブル方式に比べどのような長所があるか。

　　　（１）   慣性力が大きい      　　　（２）   摩擦が少ない

　　　（３）   重量が軽い   　　　（４）   安価である   

二運整・上滑・動滑・機体3/4数]



問20   塗料に関する文章の空欄に当てはまる語句の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。

　　　　塗料は油性塗料と（　ａ　）とに分けられ、油性塗料にはボイル油、油エナメルなどがあり

　　　　（　ａ　）にはラッカー、（　ｂ　）などがある。

　　　　（　ｂ　）としては、メラミン樹脂、（　ｃ　）樹脂などがある。

　　　　　　　　（a）　　　　　　　（b）　　　　　　　（c）　　　　　　　

　　　（１）   細分子塗料　　　　絶縁樹脂塗料　　　　　アクリル

　　　（２）   高分子塗料　　　　合成樹脂塗料　　　　　エポキシ

　　　（３）   高分子塗料　　　　硬化樹脂塗料　　　　　シリコーン

　　　（４）   微分子塗料　　　　合成樹脂塗料　　　　　アクリル

問21   鉛バッテリの電解液で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   希塩酸         　　　（２）   希硫酸            

　　　（３）   蒸留水 　　　（４）   ホウ酸

問22   昇降計の指示が水平飛行になっても"0"に戻らなかった原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   動圧管の漏れ 　　　（２）   静圧管の漏れ

　　　（３）   毛細管の詰まり 　　　（４）   静圧管の詰まり

問23   左右の静圧孔が接続されている理由について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   どちらかが閉塞した場合に備えている。

　　　（２）   横風などによる誤差を防ぐため

　　　（３）   水分が混入した場合のドレン

　　　（４）   片側のみでは圧力が不足し指示ができないため

問24   右図の直流発電機の励磁方法は次のうちどれか。

　　　（１）   他励発電機 　　　（２）   複巻発電機

　　　（３）   分巻発電機 　　　（４）   直巻発電機

問25   磁気コンパスに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   磁気コンパスのケース内にある液が減少した場合、蒸留水を補充する。

　　　（２）   磁気コンパス・カード（誤差表）はコンパス製造時の誤差を明記している。

　　　（３）   指示は発動機の運転及び無線機器等を”ON”にしなければ正確ではない。

　　　（４）   離陸前に滑走路の磁方位を指示するように調整する。
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　４点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

M16

Ｔ１ＡT１７０９３０

注意

２5 題　１ 時間 ３０ 分題数及び時間一 等 航 空 整 備 士 （飛 行 機）資　　格

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　　　号

配点

判定基準

１整・飛・タービン　-1/6-



問 １ ジェット・エンジンの推力設定パラメータで（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）Ｎ１ （Ｂ）Ｎ２ （Ｃ）ＥＧＴ （Ｄ）ＥＰＲ （Ｅ）ＭＡＰ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。
（Ｂ）ガスタービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（Ｃ）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（Ｄ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ラム
　　   ジェット、パルスジェットがこの分類に入る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。
（Ｂ）芝生の散水機が回るのは噴出する水が大気を押すことにより行われるので、ジェット
         推進の原理とは根本的に異なる。
（Ｃ）芝生の散水機が回る力はジェット推進の原理から生まれる。
（Ｄ）ジェット推進の原理は大気中で有効であり、高空では大気圧が小さいので効率は劣る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ボイル・シャルルの法則とは、「一定量の気体の容積は圧力及び絶対温度に反比例する」
　　　ことである。
（Ｂ）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。
（Ｃ）ボイルの法則とは、「温度が一定状態では、気体の容積は圧力に比例する」ことである。
（Ｄ）シャルルの法則とは、「圧力が一定の状態では、気体の容積は密度に比例する」ことで
　　　ある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ５ 気体の比熱の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）比熱には、気体を加熱するときの状態によって定容比熱と定圧比熱の２種類がある。
（Ｂ）定容比熱の方が定圧比熱より大きい。
（Ｃ）容積一定の状態（密閉容器）で１kgの気体の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量を定圧
　　　比熱という。
（Ｄ）定容比熱と定圧比熱との比を比熱比という。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ６ 内燃機関のサイクルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）加熱が容積一定状態と圧力一定状態の両方で行われるサイクルを等容サイクルという。
（Ｂ）タービン・エンジンのサイクルは密閉サイクルである。
（Ｃ）低速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（Ｄ）ピストン・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ ターボプロップ・エンジンの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ターボプロップ・エンジンのフリータービン軸はコンプレッサを駆動しない。
（Ｂ）排気ガスによる推進力は総出力の約 10% である。
（Ｃ）プロペラのピッチ変換は一般にエンジン・オイルを利用している。
（Ｄ）エンジン出力は一般的にプロペラ駆動トルクで設定する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ８ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ころがり軸受けを多用しているため始動後のウォーミングアップをほとんど必要とせず、
　　　直ちに最高出力まで加速が可能である。
（Ｂ）信頼性は高いが構造が複雑で点検や交換などの整備性に劣る。
（Ｃ）滑油の消費量が多い。
（Ｄ）出力部に回転部分だけを有し振動が極めて少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ９ 最近の高バイパス比ターボファン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ
あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）高バイパス比エンジンではＥＰＲの増加及びタービン入口温度の低下で熱効率が向上した。
（Ｂ）ファン直径の増加により推力が増大した。
（Ｃ）構成材料の進歩やデジタル電子式エンジン制御技術の導入などによって、エンジンの信頼
　　　性が著しく向上した。
（Ｄ）全体圧力比の減少及びタービン入口温度の低下による燃費の低減

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 エンジンの馬力の単位に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）１馬力は１分間当たり 約 550 ft・lb の仕事に相当する。
（Ｂ）１馬力は１秒間当たり 約 75 kg・m の仕事に相当する。
（Ｃ）１馬力は１分間当たり 約 33,000 ft・lb の仕事に相当する。
（Ｄ）１馬力は 約 0.745K W である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 11 エンジン定格に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アイドルとは地上又は飛行状態において運転可能な最小推力で離陸定格の５～８％程度
　　　である。
（Ｂ）最大巡航定格とは巡航時に使用できる最大性能値で通常は離陸定格の８０％前後である。
（Ｃ）最大連続定格とは地上又は空中で連続して使用することが保証されている最大推力であ
　　　る。
（Ｄ）最大連続定格とは非常時に離陸定格を延長することであり連続して使用できる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 12 エンジン構造に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）コア・エンジンとはファン・セクションを含む高圧圧縮機、燃焼室および高圧タービンか
　　　ら構成される部分である。
（Ｂ）ガス・ジェネレータとは圧縮機と燃焼室を除くガス・タービンの構成部分である。
（Ｃ）ファン・セクションは圧縮機の一部であり独立したモジュール構造としては取り扱わない。
（Ｄ）リファン・エンジンとは在来型のターボジェット・エンジンにファンを装備して性能向上
　　　を図ったものである。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ボール軸受のアウタ・レースは運転中にすべりを生じないようになっている。
（Ｂ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｃ）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受ける。
（Ｄ）ボール軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 14 バリアブル・ステータ・ベーンに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アイドル回転では、流入空気を多量に取り入れられる角度になっている。
（Ｂ）コンプレッサの回転数を一定にする。
（Ｃ）コンプレッサの圧力を一定にする。
（Ｄ）ストール防止のため、エア・ブリードを併用する場合が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼領域での空燃比は 40～120 対 1 である。
（Ｂ）燃焼状態は等圧連続燃焼である。
（Ｃ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 1,600 ～ 2,000 ℃ である。
（Ｄ）燃焼室を通過する総空気量に対する一次空気流量の割合は約２５％である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 16 タービンに関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）軸流タービンのノズル・ガイド・ベーンはガス流の方向を決定するほか膨張、減圧も行う。
（Ｂ）ラジアル・タービンは１段当たりの膨張比は大きいが多段化すると効率が低下するため大
　　　型エンジンでは使用されない。
（Ｃ）軸流タービンのディフューザはガス流の方向を制御する。
（Ｄ）軸流タービンはタービン・ステータとタービン・ロータから構成されている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 17 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエンジン
制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ
（Ｂ）イグニッション系統のＯＮ／ＯＦＦ
（Ｃ）スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの展開
（Ｄ）コンプレッサ・バリアブル・ステータ・ベーン角度

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 排気ガス温度計システムについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）一般に数本のプローブを並列に結線している。
（Ｂ）熱起電力を応用したサーモカップルが用いられている。
（Ｃ）プローブは一般に電気抵抗式が用いられている。
（Ｄ）外気温度の影響を受けない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 タービン・エンジンの有害排気ガスの排出量について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジンの運転状態により一酸化炭素、窒素酸化物、未燃焼炭化水素を排出する。
（Ｂ）アイドリング中COは多いが、HCとNOxはほとんど出さない。
（Ｃ）低出力時は二酸化炭素のみを排出する。
（Ｄ）高出力時は一酸化炭素の排出量が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 定速プロペラの前進角の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）巡航時は、離陸滑走中よりプロペラ回転数は少ないが機速が大きいので前進角は最大と
　　　なる。
（Ｂ）合成ベクトル(Vr)とプロペラ回転面のなす角(φ)である。
　　　（合成ベクトルとは前進速度ベクトルと回転速度ベクトルを合成したもの）
（Ｃ）らせん角とも呼ばれる。
（Ｄ）上昇中は、離陸滑走中より前進角は大きくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し　
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問 21 プロペラのすべりについて次のうち正しいものどれか。
（１）推力馬力をトルク馬力で割った効率と同じである。
（２）羽根角から前進角を引いた迎え角のことである。
（３）幾何ピッチと有効ピッチの差である。
（４）ピッチのプロペラ直径に対する比である。

問 22 プロペラの疲れ破壊が発生する原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空気がプロペラ回転面に対して直角に流入しない場合
（Ｂ）プロペラを構造上の共振振動数域の回転数付近で運用した場合
（Ｃ）多発機のプロペラ先端と胴体との間隙が過大な場合
（Ｄ）プロペラ回転面を通る空気流の分布が均等である場合

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し　

問 23 次の文の（　）の中に適合する語句の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。
不作動エンジンのプロペラの羽根を飛行機の進行方向に流し、プロペラ抗力が最小になる位置へ
ピッチを変えることを（ア）といい、逆に（ア）から正常飛行位置へピッチをもどすことを（イ）
という。
（１）　　（ア）　－　リバース　　　、（イ）　－　フェザリング
（２）　　（ア）　－　アン・フェザ　、（イ）　－　フェザリング
（３）　　（ア）　－　フェザリング　、（イ）　－　アン・フェザ
（４）　　（ア）　－　リバース　　　、（イ）　－　アン・フェザ

問 24 減速比が 0.5 の遊星歯車式減速装置の固定歯車の歯数が 30 である場合、入力歯車の歯数を求め
よ。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）　１8 （２）　２0 （３）　24 （４）　26 （５）　28

問 25 出力軸が6,000 rpm で回転していて、トルクが 55 kg・m のとき軸出力は何馬力(PS)になる
か。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）　460 （２）　489 （３）　495 （４）　502 （５）　510
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　４点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

注意

配点

判定基準

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

Ｔ１ＨＴ１７０９３０

資　　格 一 等 航 空 整 備 士 （回転翼航空機） 題数及び時間

M17

２５ 題　１ 時間 ３０ 分

記　　　　号
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問 1 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ガスタービン・エンジンは、ターボファン、ターボプロップ、ターボシャフト、ターボ
　　   バイパスの４種類に分類される。　　
（Ｂ）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（Ｃ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、バイパスの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。
（Ｄ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルス
　　   ジェット、ロケットがこの分類に入る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 2 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力で、残り約１０％
　　　を排気ガスのジェット・エネルギとして取り出す。
（２）ターボジェット・エンジンはエンジン出力の１００％を排気ガスのジェット・エネル
　　　ギとして取り出す。
（３）ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方
　　　へ噴出させる。
（４）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。

問 3 「熱力学の第１法則」について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。
（Ｂ）熱力学の第１法則は別名シャルルの法則ともいう。
（Ｃ）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。
（Ｄ）熱と仕事はどちらもエネルギの一つの形態であり相互に変換することができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）温度が一定の状態では気体の容積は圧力に反比例する。
（Ｂ）圧力が一定の状態では気体の容積は密度に比例する。
（Ｃ）一定量の気体の容積は圧力に反比例し、絶対温度に正比例する。
（Ｄ）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ５ 内燃機関のサイクルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）低速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（Ｂ）加熱が容積一定状態と圧力一定状態の両方で行われるサイクルを等容サイクルという。
（Ｃ）ピストン・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（Ｄ）カルノ・サイクルはカルノが考案した可逆サイクルである。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ６ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フリー・タービン・エンジンでは離陸時の最大回転数を制限する必要がない。
（Ｂ）単位重量当たりの発生出力が大きい。
（Ｃ）滑油の消費量が多い。
（Ｄ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２倍以上である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ エンジンの馬力の単位に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）１馬力は 約 0.745K W である。
（Ｂ）１馬力は１分間当たり 約 550 ft・lb の仕事に相当する。
（Ｃ）１馬力は１分間当たり 約33,000 kg・mの仕事に相当する。
（Ｄ）馬力は動力の単位すなわち単位時間当たりの仕事である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ８ 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）気温が高くなると出力は低下する。
（Ｂ）気圧が高くなると出力は増加する。
（Ｃ）飛行高度が高くなると出力は低下する。
（Ｄ）空気密度が小さくなると出力は増加する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 9 タービン・エンジンの熱効率を向上させる具体的な方策で次のうち誤っているものはどれか。
（１）コンプレッサの圧力比を上げるほどよい。
（２）エンジン内部損失を減少させる。
（３）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。

問10 タービン・エンジンのモジュール構造について次のうち正しいものはどれか。
（１）コールド・セクションとホット・セクションを一体とした構造
（２）１段目タービンと２段目タービンを分割できるようにした構造
（３）コールド・セクションやホット・セクションなどを分割交換ができるようにした構造
（４）コンプレッサとタービンを一体とした構造
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問11 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ）ボール軸受のアウタ・レースは運転中にすべりを生じないようになっている。
（Ｃ）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ）ローラ軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 タービン・エンジンのコンプレッサに関する記述で次のうち正しいものはどれか。
（１）遠心式は多段化が容易で高圧力比が得られる。
（２）同一吸入面積の場合、遠心式は大量の空気が処理でき大出力のエンジンに適する。
（３）軸流式は多段化は困難であるが FOD には強い。
（４）軸流式は多段化に伴い、コンプレッサ・ストール等の不安定要素が増す。

問13 燃焼室もしくは燃焼器の具備すべき条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼が安定で、フレーム・アウトが起こらない。
（Ｂ）圧力損失が小さい。
（Ｃ）高空での再着火が容易
（Ｄ）燃焼負荷率が低い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問14 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼領域での空燃比は 40～120 対 1 である。
（Ｂ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｃ）燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（Ｄ）ケロシンの理論空燃比は重量比で約25対1である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問15 タービンに関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）軸流タービンのノズル・ガイド・ベーンはガス流の方向を決定するほか膨張、減圧も行う。
（Ｂ）ラジアル・タービンは遠心圧縮機とガスの流れ方向及びロータの回転方向が同じである。
（Ｃ）軸流タービンのディフューザはガス流の方向を制御する。
（Ｄ）軸流タービンはタービン・ステータとタービン・ロータから構成されている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問16 軸流タービンの作動原理で次のうち誤っているものはどれか。
（１）ノズルと動翼一組（一段）のガス膨張のうち動翼が受け持つ膨張の割合を膨張度という。
（２）ノズルおよび動翼の両方でガスの膨張・減圧が行われるものを反動タービンという。
（３）ガスの膨張が全てノズル内で行われ動翼では行われないものを衝動タービンという。
（４）動翼の長手方向にひねりを与えガスの膨張仕事を動翼の全長にわたって均等にしたもの
　　　を反動衝動タービンという。
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問17 ヘリコプタで一般的にアクセサリ・ギア・ボックスにより駆動されるものとして（Ａ）～（Ｅ）
のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）スタータ・ジェネレータ （Ｂ）燃料ポンプ （Ｃ）燃料ブースト・ポンプ
（Ｄ）滑油ポンプ （Ｅ）ハイドロリック・ポンプ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　５
（６）　無し

問18 ジェット燃料の具備条件として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）発熱量が大きいこと
（Ｂ）硫黄含有量が少ないこと
（Ｃ）燃焼性が良いこと
（Ｄ）凝固点が低いこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問19 エンジン・オイルについて次のうち誤っているものはどれか。
（１）粘度指数が低いほど温度による粘度変化が少ない。
（２）高温における酸化安定性が求められている。
（３）低温における流動性に優れている必要がある。
（４）規格の異なるものを混用してはならない。

問20 パーティクル・セパレータに関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）砂や氷片等を分離する。
（Ｂ）有害排気ガスを分離する。
（Ｃ）空気の遠心力を利用する。
（Ｄ）インレット・スクリーンと併用する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問21 SOAP（Spectrometric Oil Analysis Program）の目的で次のうち正しいものはどれか。
（１）オイル中に混入した水分を分析する。
（２）オイルの粘性の状態を分析する。
（３）オイル中の金属粒子の状態を分析する。
（４）オイルの酸化状態を分析する。

問22 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエンジン
制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）イグニッション系統のＯＮ／ＯＦＦ
（Ｂ）滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ
（Ｃ）エンジン燃料流量
（Ｄ）ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問23 排気ガス温度計システムについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）プローブは一般に電気抵抗式が用いられている。
（Ｂ）一般に数本のプローブを直列に結線している。
（Ｃ）熱起電力を応用したサーモカップルが用いられている。
（Ｄ）プローブは燃焼室出口の温度を計測している。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問24 次の諸元におけるターボシャフト・エンジンの軸馬力(PS)を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。
エンジン回転数 : 32,500 rpm　 π＝３．１４
パワータービン軸トルク : 13 kg・m

（１）573 （２）609 （３）600 （４）590 （５）610

問25 次の諸元におけるターボシャフト・エンジンの軸馬力(SHP)を求めよ。
ただし、減速機構による損失は無視してよい。下記のうち最も近い値を選べ。
　メイン・ロータ回転数 :  390 rpm　 π＝３．１４
　マスト・トルク : 6,980 ft・lbs
　減速比 : 0.012

（１）545 （２）538 （３）500 （４）508 （５）518
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M18

☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

配点

タービン発動機〔科目コード：１７〕

判定基準

記　　　　号

資　　格 二 等 航 空 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間

科　　目

注意

２０ 題　     １ 時間

Ｔ２ＡＴ１７０９３０
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問 １ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ガスタービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（Ｂ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ラム
　　   ジェット、パルスジェットがこの分類に入る。
（Ｃ）ダクト・エンジンには、パルスジェット、ダクテッド・エンジンの２種類がある。
（Ｄ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ターボプロップ・エンジンは低速中高度飛行で大きな効率が得られる。
（Ｂ）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。
（Ｃ）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約１００％を回転軸出力として取り出す。
（Ｄ）ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方へ
　　　噴出させる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 「熱力学の第１法則」について次のうち正しいものはどれか。
（１）熱はエネルギの一つの形態であり仕事に変換できるが仕事を熱に変換することはでき
　　　ない。
（２）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。
（３）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。
（４）熱力学の第１法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）温度が一定の状態では気体の容積は圧力に反比例する。
（Ｂ）圧力が一定の状態では気体の容積は温度に比例する。
（Ｃ）一定量の気体の容積は圧力に反比例し、絶対温度に正比例する。
（Ｄ）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ５ 耐空性審査要領の定義において「動力装置」を要約説明したもので次のうち正しいものは
どれか。
（１）航空機を上昇させるための動力部とマウント部をいう。
（２）航空機を推進させるために取り付けられた動力部、部品及び関連する保護装置の全系統
        をいう。
（３）航空機を離陸させるための動力部、プロペラ及び計器部をいう。
（４）航空機を飛行させるための動力部のみで関連する保護装置は含まない。
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問 ６ ブレイトン・サイクルの過程で次のうち正しいものはどれか。
（１）加熱圧縮 → 等圧加熱 → 加熱膨張 → 等圧放熱
（２）断熱圧縮 → 等容加熱 → 断熱膨張 → 等容放熱
（３）加熱圧縮 → 等容加熱 → 断熱膨張 → 等圧放熱
（４）断熱圧縮 → 等圧加熱 → 断熱膨張 → 等圧放熱

問 7 ターボプロップ・エンジンについて次のうち誤っているものはどれか。
（１）小型エンジンではリバース・フロー型の燃焼系統も用いられる。
（２）プロペラ駆動用のタービンはフリータービンとして独立している必要がある。
（３）プロペラ駆動系統には必ず減速装置が必要である。
（４）エンジン出力は一般的にプロペラ駆動トルクで設定する。

問 ８ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フリー・タービン・エンジンでは離陸時の最大回転数を制限する必要がない。
（Ｂ）単位重量当たりの発生出力が大きい。
（Ｃ）出力部に回転部分だけを有し振動が極めて少ない。
（Ｄ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２倍以上である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ９ 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）気温が低くなると出力は低下する。
（Ｂ）気圧が高くなると出力は増加する。
（Ｃ）飛行高度が高くなると出力は低下する。
（Ｄ）空気密度が小さくなると出力は増加する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問10 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ）ボール軸受のアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるようになって 
　　　いる。
（Ｃ）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ）ローラ軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問11 コンプレッサ・ストールについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン出力を下げるときは発生しない。
（Ｂ）遠心式より軸流式のコンプレッサに発生しやすい。
（Ｃ）エンジン入口と流入空気の角度が大きいと発生しやすい。
（Ｄ）コンプレッサに流入する空気の速度、方向に乱れがあると発生しやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 燃焼室もしくは燃焼器の具備すべき条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼が安定で、フレーム・アウトが起こらない。
（Ｂ）圧力損失が小さい。
（Ｃ）高空での再着火が容易
（Ｄ）有害物質の排出が少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問13 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼領域での空燃比は 14～18 対 1 である。
（Ｂ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｃ）燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（Ｄ）ケロシンの理論空燃比は重量比で約25対1である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問14 ジェット燃料の具備条件として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）発熱量が大きいこと
（Ｂ）揮発性が高いこと
（Ｃ）燃焼性が良いこと
（Ｄ）凝固点が低いこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問15 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）プロペラ推進はエンジン出力でプロペラを回転し、空気に加速度を与えて推力を得る。
（Ｂ）プロペラ推進はエンジン出力を使って空気中でプロペラを回転し、その抗力から推力を
        得る方式である。
（Ｃ）プロペラが周囲の空気に及ぼす作用の大きさは、ニュートンの運動の第２法則により
　　   求めることができる。
（Ｄ）プロペラ・ブレードの断面は翼型をしており、これが回転することでブレードの前面と
　　   後面で空気の圧力差ができ、この圧力差が揚力となってプロペラを前方へ引っ張ろうと
　　   する推力が生まれると考えることができる。　

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問16 定速プロペラについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）巡航中、エンジンの出力を変化させてもプロペラ回転数は変わらない。
（Ｂ）エンジンが離陸出力のときプロペラ・ピッチ角は最大となる。
（Ｃ）巡航中はエンジンの出力変化に関係なくプロペラ・ピッチ角は一定である。
（Ｄ）エンジン出力が一定のとき機速が変化するとプロペラ・ピッチ角が変化する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問17 プロペラのトラックについて次のうち正しいものはどれか。
（１）プロペラのピッチ・アングルのことである。
（２）プロペラ取付角のことである。
（３）プロペラが一回転中に進む距離のことである。
（４）プロペラ・ブレード先端の回転軌跡のことである。

問18 プロペラ径が制限される事項として次のうち誤っているものはどれか。
（１）プロペラ・ブレードの枚数　　　　　　        
（２）プロペラ・ブレード先端と胴体との間隔
（３）プロペラ・ブレードの先端速度　　　        
（４）プロペラ・ブレード先端と地面との距離

問19 次の諸元におけるタービン・エンジンの正味スラスト(lb)を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。
　総吸入空気流量　　Ｗａ　＝ 190 lb/sec
　平均排気ガス速度　Ｖｊ　＝ 1,640 ft/sec

　　　　　巡　航　速　度　　Ｖａ　＝ 0.82 M ( 832 ft/sec )
　飛　行　高　度　 　Ｈ  　＝ 25,000 ft 

　　　　   重  力  加  速  度   　g     ＝ 32.2 ft/sec2

　　　　　　　　　　　　　
（１）4,460 （２）4,550 （３）4,767 （４）4,860 （５）4,910

問20 推力 21,000 kg、速度 900 km/h で飛行しているジェット機の推力馬力(PS)を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。

（１）70,000 （２）70,500 （３）71,000 （４）71,500 （５）72,000
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　　目

配点

判定基準

M19

注意

題数及び時間 ２０ 題　     １ 時間資　　格 二 等 航 空 整 備 士 （回転翼航空機）

記　　　　号 Ｔ２ＨＴ１７０９３０タービン発動機〔科目コード：１７〕
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問 １ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ガスタービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（Ｂ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ラム
　　   ジェット、パルスジェットがこの分類に入る。
（Ｃ）ダクト・エンジンには、パルスジェット、ダクテッド・エンジンの２種類がある。
（Ｄ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ターボプロップ・エンジンは低速中高度飛行で大きな効率が得られる。
（Ｂ）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。
（Ｃ）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約１００％を回転軸出力として取り出す。
（Ｄ）ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方へ
　　　噴出させる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 「熱力学の第１法則」について次のうち正しいものはどれか。
（１）熱はエネルギの一つの形態であり仕事に変換できるが仕事を熱に変換することはでき
　　　ない。
（２）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。
（３）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。
（４）熱力学の第１法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）温度が一定の状態では気体の容積は圧力に反比例する。
（Ｂ）圧力が一定の状態では気体の容積は温度に比例する。
（Ｃ）一定量の気体の容積は圧力に反比例し、絶対温度に正比例する。
（Ｄ）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ５ 耐空性審査要領の定義において「動力部」を要約説明したもので次のうち正しいものは
どれか。
（１）発動機と推力発生に必要な補助部品であるがテール・ロータ系統のみ除外される。
（２）発動機部分のみであって発動機に装備される補機類は除外される。
（３）発動機と推力発生に必要な補助部品であるがロータ系統は除外される。
（４）発動機とメイン・ロータであってメイン・ギヤボックスは除外される。
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問 ６ ブレイトン・サイクルの過程で次のうち正しいものはどれか。
（１）加熱圧縮 → 等圧加熱 → 加熱膨張 → 等圧放熱
（２）断熱圧縮 → 等容加熱 → 断熱膨張 → 等容放熱
（３）加熱圧縮 → 等容加熱 → 断熱膨張 → 等圧放熱
（４）断熱圧縮 → 等圧加熱 → 断熱膨張 → 等圧放熱

問 ７ ターボシャフト・エンジンについて次のうち誤っているものはどれか。
（１）ガスジェネレータ・タービンを通過したエネルギはフリータービンの駆動のみに使用さ
　　　れ、排気によるジェット推進には用いられない。
（２）フリータービン出力の約２０％はエンジン・コンプレッサの駆動に消費される。
（３）フリータービン出力軸と機体回転翼の間には必ず減速装置が設けられる。
（４）ガスジェネレータ・タービンの出力制御でフリータービンの出力は制御される。

問 ８ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フリー・タービン・エンジンでは離陸時の最大回転数を制限する必要がない。
（Ｂ）単位重量当たりの発生出力が大きい。
（Ｃ）出力部に回転部分だけを有し振動が極めて少ない。
（Ｄ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２倍以上である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ９ 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）気温が低くなると出力は低下する。
（Ｂ）気圧が高くなると出力は増加する。
（Ｃ）飛行高度が高くなると出力は低下する。
（Ｄ）空気密度が小さくなると出力は増加する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問10 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ）ボール軸受のアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるようになって 
　　　いる。
（Ｃ）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ）ローラ軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問11 コンプレッサ・ストールについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン出力を下げるときは発生しない。
（Ｂ）遠心式より軸流式のコンプレッサに発生しやすい。
（Ｃ）エンジン入口と流入空気の角度が大きいと発生しやすい。
（Ｄ）コンプレッサに流入する空気の速度、方向に乱れがあると発生しやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 燃焼室もしくは燃焼器の具備すべき条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼が安定で、フレーム・アウトが起こらない。
（Ｂ）圧力損失が小さい。
（Ｃ）高空での再着火が容易
（Ｄ）有害物質の排出が少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問13 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼領域での空燃比は 14～18 対 1 である。
（Ｂ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｃ）燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（Ｄ）ケロシンの理論空燃比は重量比で約25対1である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問14 ジェット燃料の具備条件として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）発熱量が大きいこと
（Ｂ）揮発性が高いこと
（Ｃ）燃焼性が良いこと
（Ｄ）凝固点が低いこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問15 滑油系統のオイル・サンプを加圧する目的について次のうち正しいものはどれか。
（１）オイルの泡立ちを防ぐ。
（２）オイル・ジェットからの油量を一定にする。
（３）オイル・サンプにおける油量が過多になるのを防ぐ。
（４）スカベンジ・ラインの背圧を保つ。
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問16 ヘリコプタで一般的にアクセサリ・ギア・ボックスにより駆動されるものとして（Ａ）～（Ｅ）
のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）スタータ・ジェネレータ （Ｂ）燃料ポンプ （Ｃ）燃料ブースト・ポンプ
（Ｄ）滑油ポンプ （Ｅ）ハイドロリック・ポンプ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　５
（６）　無し

問17 パーティクル・セパレータに関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）砂や氷片等を分離する。
（Ｂ）有害排気ガスを分離する。
（Ｃ）空気の遠心力を利用する。
（Ｄ）金属片を吸着分離する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問18 燃料フィルタの記述について次のうち正しいものはどれか。 
（1）燃料中の水分を分離して系統から排出する働きもある。
（2）燃料中の固形異物を取り除くが氷片には効果がない。
（3）バイパス・バルブはエレメントが閉塞した場合に燃料をタンクへ返す。
（4）フィルタ差圧スイッチはエレメントの閉塞を知らせる。

問19 入力軸歯車の歯数が 29、遊星歯車の歯数が 35、固定歯車の歯数が 108 の遊星歯車
式 1 段のギヤ・ボックスで入力軸の回転数が２,1００ rpm のとき出力軸の回転数は
いくらか。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）　415 （２）　430 （３）　445 （４）　455 （５）　465

問20 次の諸元におけるターボシャフト・エンジンの軸馬力(PS)を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。
ただし、エンジン回転数 : 32,000 rpm　 π＝３．１４

パワータービン軸トルク : 14 kg・m

（１）　575 （２）　585 （３）　605 （４）　615 （５）　625
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

M20

記　　　　号 Ｌ１ＡＴ１７０９３０

資　　格 一 等 航 空 運 航 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間 ２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

注意

配点

判定基準
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問 １ 耐空性審査要領の定義においてタービン発動機の「離陸推力」を要約説明したもので
次のうち正しいものはどれか。
（1）離陸時に最大回転速度および最大ＥＰＲで得られる静止状態でのジェット推力
（2）離陸時に最大回転速度および最大ＥＰＲで得られる滑走状態での軸馬力
（3）離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる静止状態でのジェット推力
（4）離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる滑走状態での軸馬力

問 ２ ガスタービン・エンジンの分類で次のうち誤っているものはどれか。
（１）ターボプロップ・エンジン
（２）ターボジェット・エンジン
（３）ラムジェット・エンジン
（４）ターボシャフト・エンジン

問 ３ プロペラのピッチについて次のうち正しいものはどれか。
（１）プロペラのピッチ・アングルのことである。
（２）プロペラ取付角のことである。
（３）プロペラが一回転中に進む距離のことである。
（４）プロペラ・ブレード先端の回転軌跡のことである。

問 ４ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力で、残り約１０％
　　　を排気ガスのジェット・エネルギとして取り出す。
（２）ターボジェット・エンジンはエンジン出力の１００％を排気ガスのジェット・エネル
　　　ギとして取り出す。
（３）ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方
　　　へ噴出させる。
（４）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。

問 ５ 完全ガスの状態変化について次のうち誤っているものはどれか。

（１）等温変化では外部から加えられた熱量はすべて内部への仕事に変わる。
（２）定圧変化（等圧変化）では温度が上昇するとともに外部へ膨張仕事をする。
（３）定容変化（等容変化）では外部から加えられた熱量はすべて内部エネルギとなる。
（４）断熱変化の膨張では外部からの熱の供給がないので温度は下がる。

問 ６ ターボファン・エンジンのバイパス比について次のうち正しいものはどれか。
（１）ファン通過ガスとコンプレッサ通過ガスの容積比をいう。
（２）ファン排気ガスとタービン排気ガスの重量比をいう。
（３）バイパス比４未満を低バイパス、６以上を高バイパスという。
（４）バイパス比が高くなるほど排気騒音が増大する。

問 ７ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で次のうち正しいものはどれか。
（１）間欠燃焼で燃料消費率が小さい。
（２）ころがり軸受けを多用しているため暖機運転時間が長い。
（３）構造が複雑で整備性が悪い。
（４）信頼性が高く故障取り卸しが少ない。
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問 ８ プロペラのブレードに働く力で次のうち誤っているものはどれか。
（１）曲げ
（２）引張り
（３）せん断
（４）ねじれ

問 ９ 近年の大型旅客機用タービン・エンジンの技術傾向として次のうち誤っているものはどれか。
（１）タービン入り口ガス温度の上昇
（２）コンプレッサの圧縮比の増大
（３）バイパス比の減少
（４）スラスト重量比の増大

問 10 エンジンの馬力の単位に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）馬力は動力の単位すなわち単位時間当たりの仕事である。
（２）１馬力は１分間当たり 約 550 ft・lb の仕事に相当する。
（３）１馬力は１秒間当たり 約 75 kg・m の仕事に相当する。
（４）１馬力は 約 745 W である。

問 11 大気の状態とエンジン出力との関係で次のうち正しいものはどれか。
（１）空気密度が小さくなると流入空気重量が増えるので出力は増加する。

　 （２）気圧が高くなると流入空気重量が増えるので出力は増加する。
（３）気温が高くなると燃料の霧化が良くなり出力は増加する。
（４）気圧が低くなると燃料の霧化が良くなり出力は増加する。

問 12 エンジン定格に関する記述で次のうち正しいものはどれか。
（１）離陸定格とはそのエンジンの最大性能値であり通常３分間の使用に制限される。
（２）最大連続定格とは非常時に離陸定格を延長することであり連続して使用できる。
（３）最大上昇定格とは上昇時に使用できる最大性能値で上昇時に２０分間使用できる。
（４）最大巡航定格とは巡航時に使用できる最大性能値で通常は離陸定格の８０％前後である。
（５）アイドルとは地上でのみ使用する最小出力で通常は離陸定格の２０％前後である。

問 13 コア・エンジンの構成に含まれないものは次のうちどれか。
（１）ファン
（２）圧縮機
（３）燃焼室
（４）タービン

問 14 タービン・エンジンのベアリングについて次のうち正しいものはどれか。
（１）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。
（２）ボール・ベアリングのアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるよう
　　   になっている。
（３）ボール・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができる。
（４）オイル・ダンプド・ベアリングは油膜を用いて支持剛性を下げ、振動を吸収する。
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問 15 ターボファン・エンジンのファンで次のうち誤っているものはどれか。

（１）ファンは低圧タービンに結合されている。
（２）ファンは１段式が一般的である。
（３）ファンの段当りの圧力比は３以上である。
（４）ファン・ロータの回転数は高圧圧縮機のロータ回転数より低い。

問 16 ２スプール・タービン・エンジンの低圧コンプレッサと高圧コンプレッサの回転数について
次のうち正しいものはどれか。
（１）高圧コンプレッサの方が高い。
（２）低圧コンプレッサの方が高い。
（３）発動機メーカーにより異なる。
（４）外気圧により異なる。

問 17 タービン・エンジンのバリアブル・ステータ・ベーンについて次のうち誤っているものは
どれか。

（１）ロータ・ブレードへの流入角を制御する。
（２）圧縮機入口温度と回転数を関数として作動する。
（３）ストール防止のためエア・ブリードを併用する場合が多い。
（４）アイドルでは全開である。

問 18 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について次のうち誤っているものはどれか。
（１）燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（２）燃焼領域での空燃比は 40～120 対 1 である。
（３）旋回案内羽根 (Swirl Guide Vane) は流入空気速度の減少と火炎伝播速度の増加を
  　　 目的としている。
（４）燃焼状態は等圧連続燃焼である。

問 19 ジェット燃料の添加剤として不適切なものはどれか。
（１）酸化防止剤 （２）金属活性剤
（３）腐食防止剤 （４）微生物殺菌剤
（５）静電気防止剤

問 20 定速プロペラについて次のうち誤っているものはどれか。
（1）エンジン出力が一定のとき、機速が変化するとプロペラ・ピッチ角が変化する。
（2）エンジンが離陸出力のときプロペラ・ピッチ角は最小となる。
（3）巡航中はエンジンの出力変化に関係なくプロペラ・ピッチ角は一定である。
（4）巡航中、エンジンの出力を変化させてもプロペラ回転数は変わらない。
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

注意

配点

判定基準

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

資　　格 一等航空運航整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M21

記　　　　号 Ｌ１ＨＴ１７０９３０
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問 １ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。
（２）ガスタービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット
　　   推進エンジンと呼び、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルスジェット、
　　   ロケットがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。
（２）おもちゃのゴム風船をふくらませて口をしばらずに突然手を離すと、空気の噴出方向と
　  　 反対方向に風船が飛ぶのはジェット推進の原理にかなっている。
（３）芝生の散水機が回るのは噴出する水が大気を押すことにより行われるので、ジェット
         推進の原理とは根本的に異なる。
（４）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

問 ３ 熱量に関する記述で誤っているものはどれか。
（１）標準大気圧の下で、水１kg を温度１℃ 高めるのに要する熱量を１カロリという。
（２）カロリを1,000倍したものがキロカロリである。
（３）SI単位での熱量の単位はジュールである。
（４）標準大気圧の下で、水１lb を温度１°Ｆ 高めるのに要する熱量を１Btuという。

問 4 完全ガスの性質で次のうち誤っているものはどれか。
（１）温度が一定状態では、気体の容積は圧力に反比例する。
（２）圧力が一定の状態では、気体の容積は温度に比例する。
（３）一定量の気体の容積は圧力に反比例し、絶対温度に正比例する。
（４）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

問 ５ エンジンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）ピストン・エンジンの基本サイクルは定容サイクルである。
（２）カルノ・サイクルはカルノが考案した可逆サイクルである。
（３）ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定容サイクルである。
（４）タービン・エンジンの基本サイクルはブレイトン・サイクルである。

問 ６ ターボシャフト・エンジンのガス・ジェネレータ・タービンの役目で次のうち正しいものは
どれか。
（１）燃焼による高温ガスを作り出す。
（２）圧縮機を駆動する。
（３）パワー・アウトプット・シャフトを駆動する。
（４）ハイドロリック・ポンプを駆動する。

問 ７ ピストン・エンジンと比較したターボシャフト・エンジンの利点として次のうち誤っているも
のはどれか。
（１）出力当たりの重量が小さい。
（２）出力当たりの容積が小さい。
（３）オーバーホール間隔が短い。
（４）滑油の消費量が少ない。
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問 ８ エンジンの出力を仕事（トルク）に換算するとき用いる1馬力の値で次のうち正しいものは
どれか。
（１）１分間当たり 約55,000 ft・lb
（２）１分間当たり 約33,000 ft・lb
（３）１分間当たり 約 5,500 ft・lb
（４）１分間当たり 約 3,300 ft・lb

問 9 タービン・エンジンの熱効率を向上させる具体的な方策で次のうち誤っているものはどれか。
（１）コンプレッサの圧力比を上げるほどよい。
（２）エンジン内部損失を減少させる。
（３）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。

問10 タービン・エンジンのモジュール構造について次のうち正しいものはどれか。
（１）コールド・セクションとホット・セクションを一体とした構造
（２）１段目タービンと２段目タービンを分割できるようにした構造
（３）コールド・セクションやホット・セクションなどを分割交換ができるようにした構造
（４）コンプレッサとタービンを一体とした構造

問11 ころがり軸受けが用いられる主な理由で次のうち誤っているものはどれか。
（１）高速回転に適する。
（２）高温での作動が可能である。
（３）起動トルクが小さい。
（４）エンジンの振動を減少させる。

問12 コンプレッサ・ブレードをディスク外周上に固定する方式で次のうち正しいものはどれか。
（１）ピン・ジョイント方式
（２）ハブ・アンド・タイロッド方式
（３）ベーン・アンド・シュラウド方式
（４）ウィング・ディスク方式

問13 コンプレッサ・ストールについて次のうち正しいものはどれか。
（１）エンジン・パラメータでは指示の変化は見られない。
（２）エンジン出力を下げるときは発生しない。
（３）エンジン入口と流入空気の角度が大きいと発生しやすい。
（４）軸流式より遠心式のコンプレッサに発生しやすい。

問14 アニュラ型燃焼室について次のうち誤っているものはどれか。
（１）全長が長い。
（２）燃焼が安定している。
（３）燃焼室の出口温度分布が均一である。
（４）構造が簡単である。
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問15 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について次のうち誤っているものはどれか。
（１）燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（２）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（３）混合・冷却領域における空燃比は 40 ～ 120 対 １ である。
（４）燃焼状態は等圧連続燃焼である。

問16 タービンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）ラジアル・タービンは１段当たりの膨張比は大きいが多段化すると効率が低下するため
　　　大型エンジンでは使用されない。
（２）軸流タービンのノズル・ガイド・ベーンはガス流の方向を決定するほか膨張、減圧も行
　　　う。
（３）ラジアル・タービンのタービン・ブレードは軸流タービンのものと比較してホイールと
　　　一体型のため製作が困難であり現在は小型エンジンでも使用されていない。
（４）軸流タービンの作動原理で実用化されているものは反動衝動タービンである。

問17 空冷タービン翼のフィルム冷却について次のうち正しいものはどれか。
（１）翼内部の空洞部分に冷却空気を導入し対流冷却する。
（２）翼の内部に小さな横笛状の筒を取り付け、その冷却空気の膜で翼表面を覆って冷却する。
（３）ブレード表面の小孔から冷却空気を吹き出させ、冷却空気の膜で翼表面を覆って冷却す
         る。
（４）燃焼ガスに冷却空気を混合させ、ブレードに当たる燃焼ガス温度を下げる。

問18 ジェット燃料の添加剤で次のうち誤っているものはどれか。
（１）酸化防止剤
（２）摩耗防止剤
（３）腐食防止剤
（４）氷結防止剤

問19 タービン・エンジン用潤滑油について次のうち誤っているものはどれか。
（１）合成油系が主流である。
（２）粘度指数が低いことが要求される。
（３）TypeⅡオイルは酸化安定性が良く、耐熱性に優れている。
（４）合成潤滑油の基油はエステル系もある。

問20 タービン・エンジンでチタニウム合金を使用している部位は次のうちどこか。
（１）コンプレッサ・ブレード
（２）コンバスタ
（３）タービン・ブレード
（４）タービン・ケーシング
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

配点

判定基準

記　　　　号

注意

M22

Ｌ２ＡＴ１７０９３０

資　　格 二 等 航 空 運 航 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

２ ０ 題     　５ ０ 分

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕
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問 １ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。
（２）ガスタービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット
　　   推進エンジンと呼び、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルスジェット、
　　   ロケットがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。
（２）おもちゃのゴム風船をふくらませて口をしばらずに突然手を離すと、空気の噴出方向と
　  　 反対方向に風船が飛ぶのはジェット推進の原理にかなっている。
（３）芝生の散水機が回るのは噴出する水が大気を押すことにより行われるので、ジェット
         推進の原理とは根本的に異なる。
（４）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

問 ３ 熱量に関する記述で誤っているものはどれか。
（１）標準大気圧の下で、水１kg を温度１℃ 高めるのに要する熱量を１カロリという。
（２）カロリを1,000倍したものがキロカロリである。
（３）SI単位での熱量の単位はジュールである。
（４）標準大気圧の下で、水１lb を温度１°Ｆ 高めるのに要する熱量を１Btuという。

問 ４ 空気を断熱圧縮した場合について次のうち正しいのはどれか。   

（１）温度は低下する。
（２）温度は上昇する。
（３）温度は変化しない。

問 ５ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ピストン・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（２）タービン・エンジンの基本サイクルはブレイトン・サイクルである。
（３）高速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは複合サイクルである。
（４）低速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。

問 ６ ターボプロップ・エンジンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）中速、中高度飛行で効率が良い。
（２）排気ガスによる推進力は総出力の約 10% である。
（３）減速装置の強度により最大トルクが制限される。
（４）フリー・タービン形式は採用されていない。

問 ７ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で次のうち正しいものはどれか。
（１）ころがり軸受けを多用しているため暖機運転時間が長い。
（２）構造が複雑で整備性が悪い。
（３）構造が複雑で点検や交換などの整備性に劣る。
（４）滑油消費量が極めて少ない。
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問 ８ エンジンの出力を仕事（トルク）に換算するとき用いる1馬力の値で次のうち正しいものは
どれか。
（１）１分間当たり 約55,000 ft・lb
（２）１分間当たり 約33,000 ft・lb
（３）１分間当たり 約 5,500 ft・lb
（４）１分間当たり 約 3,300 ft・lb

問 9 タービン・エンジンの熱効率を向上させる具体的な方策で次のうち誤っているものはどれか。
（１）コンプレッサの圧力比を上げるほどよい。
（２）エンジン内部損失を減少させる。
（３）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。

問 10 タービン・エンジンのモジュール構造について次のうち正しいものはどれか。
（１）コールド・セクションとホット・セクションを一体とした構造
（２）１段目タービンと２段目タービンを分割できるようにした構造
（３）コールド・セクションやホット・セクションなどを分割交換ができるようにした構造
（４）コンプレッサとタービンを一体とした構造

問 11 燃焼室の性能を表すものとして次のうち誤っているものはどれか。
（１）燃焼効率
（２）圧力損失
（３）燃焼負荷率
（４）振動減衰率

問 12 次のうちジェット燃料の添加剤として誤っているものはどれか。
（１）微生物殺菌剤 （２）腐食防止剤
（３）不純物除去剤 （４）静電気防止剤
（５）酸化防止剤

問 13 タービン・エンジン・オイルに求められる条件で次のうち誤っているものはどれか。
（１）温度による粘度変化が少ない。
（２）粘度指数が低い。
（３）酸化安定性が良い。
（４）耐熱性に優れている。

問 14 エンジン・オイルが最も高温になる所で次のうち正しいものはどれか。
（１）圧力ポンプで加圧された直後
（２）高圧コンプレッサ・ベアリングを潤滑した直後
（３）第１段タービン部のベアリングを潤滑した直後
（４）オイル・タンクにリターンされた直後
（５）スカベンジ・ポンプからの吐出時
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問 15 マグネシウム合金を使用している箇所は次のうちどこか。
（１）コンプレッサ・ステータ
（２）エキゾースト・ダクト
（３）ギアボックス・ドライブ・シャフト
（４）アクセサリ・ギアボックス

問 16 アイドリング中のガス状排出物の状況で、次のうち正しいものはどれか。
（１）COは多いが、HCとNOxはほとんど出さない。
（２）HCはほとんど出さないが、COとNOxは多い。
（３）HCとCOは多いが、NOxはほとんど出さない。
（４）HCとCOはほとんど出さないが、NOxは多い。

問 17 プロペラの径が制限される理由で次のうち正しいものはどれか。
（１）プロペラ・ブレードの枚数　　　　　　        
（２）プロペラによるジャイロ効果
（３）プロペラ・ブレードの先端速度　　　        
（４）プロペラの総重量

問 18 プロペラが回転する面はプロペラ回転面またはプロペラ円板（Disk）と呼ばれ、羽根断面は
プロペラ回転面とある角度βをなす。この角度βの説明で次のうち正しいものはどれか。
（１）羽根角
（２）前進角
（３）迎え角

問 19 固定ピッチ・プロペラの最大効率が得られるときで次のうち正しいものはどれか。
（１）離陸滑走時
（２）上昇時
（３）巡航時
（４）スロットル・バルブ全開時

問 20 プロペラのブレードに働く遠心ねじりモーメントについて次のうち正しいものはどれか。
（１）ブレードを高ピッチ方向に回そうとする。
（２）ブレードを低ピッチ方向に回そうとする。
（３）ブレードを飛行機の後退方向に曲げようとする。
（４）ブレードを飛行機の前進方向に曲げようとする。

β
β
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

配点

判定基準

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

題数及び時間 ２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

注意

M23

記　　　　号 Ｌ２ＨＴ１７０９３０

資　　格 二等航空運航整備士（回転翼航空機）
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問 １ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。
（２）ガスタービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット
　　   推進エンジンと呼び、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルスジェット、
　　   ロケットがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。
（２）おもちゃのゴム風船をふくらませて口をしばらずに突然手を離すと、空気の噴出方向と
　  　 反対方向に風船が飛ぶのはジェット推進の原理にかなっている。
（３）芝生の散水機が回るのは噴出する水が大気を押すことにより行われるので、ジェット
         推進の原理とは根本的に異なる。
（４）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

問 ３ 熱量に関する記述で誤っているものはどれか。
（１）標準大気圧の下で、水１kg を温度１℃ 高めるのに要する熱量を１カロリという。
（２）カロリを1,000倍したものがキロカロリである。
（３）SI単位での熱量の単位はジュールである。
（４）標準大気圧の下で、水１lb を温度１°Ｆ 高めるのに要する熱量を１Btuという。

問 ４ 空気を断熱圧縮した場合について次のうち正しいのはどれか。   
（１）温度は低下する。
（２）温度は上昇する。
（３）温度は変化しない。

問 ５ 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）ピストン・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（２）タービン・エンジンの基本サイクルはブレイトン・サイクルである。
（３）高速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは複合サイクルである。
（４）低速ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。

問 ６ ターボシャフト・エンジンのガス・ジェネレータ・タービンの役目で次のうち正しいものは
どれか。
（１）燃焼による高温ガスを作り出す。
（２）圧縮機を駆動する。
（３）パワー・アウトプット・シャフトを駆動する。
（４）ハイドロリック・ポンプを駆動する。

問 ７ ピストン・エンジンと比較したターボシャフト・エンジンの利点として次のうち誤っているも
のはどれか。
（１）出力当たりの重量が小さい。
（２）出力当たりの容積が小さい。
（３）オーバーホール間隔が短い。
（４）滑油の消費量が少ない。
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問 ８ エンジンの出力を仕事（トルク）に換算するとき用いる1馬力の値で次のうち正しいものは
どれか。
（１）１分間当たり 約55,000 ft・lb
（２）１分間当たり 約33,000 ft・lb
（３）１分間当たり 約 5,500 ft・lb
（４）１分間当たり 約 3,300 ft・lb

問 9 タービン・エンジンの熱効率を向上させる具体的な方策で次のうち誤っているものはどれか。
（１）コンプレッサの圧力比を上げるほどよい。
（２）エンジン内部損失を減少させる。
（３）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。

問 10 タービン・エンジンのモジュール構造について次のうち正しいものはどれか。
（１）コールド・セクションとホット・セクションを一体とした構造
（２）１段目タービンと２段目タービンを分割できるようにした構造
（３）コールド・セクションやホット・セクションなどを分割交換ができるようにした構造
（４）コンプレッサとタービンを一体とした構造

問 11 燃焼室の性能を表すものとして次のうち誤っているものはどれか。
（１）燃焼効率
（２）圧力損失
（３）燃焼負荷率
（４）振動減衰率

問 12 次のうちジェット燃料の添加剤として誤っているものはどれか。
（１）微生物殺菌剤 （２）腐食防止剤
（３）不純物除去剤 （４）静電気防止剤
（５）酸化防止剤

問 13 タービン・エンジン・オイルに求められる条件で次のうち誤っているものはどれか。
（１）温度による粘度変化が少ない。
（２）粘度指数が低い。
（３）酸化安定性が良い。
（４）耐熱性に優れている。

問 14 エンジン・オイルが最も高温になる所で次のうち正しいものはどれか。
（１）圧力ポンプで加圧された直後
（２）高圧コンプレッサ・ベアリングを潤滑した直後
（３）第１段タービン部のベアリングを潤滑した直後
（４）オイル・タンクにリターンされた直後
（５）スカベンジ・ポンプからの吐出時
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問 15 マグネシウム合金を使用している箇所は次のうちどこか。
（１）コンプレッサ・ステータ
（２）エキゾースト・ダクト
（３）ギアボックス・ドライブ・シャフト
（４）アクセサリ・ギアボックス

問 16 アイドリング中のガス状排出物の状況で、次のうち正しいものはどれか。
（１）COは多いが、HCとNOxはほとんど出さない。
（２）HCはほとんど出さないが、COとNOxは多い。
（３）HCとCOは多いが、NOxはほとんど出さない。
（４）HCとCOはほとんど出さないが、NOxは多い。

問 17 空冷タービン翼のフィルム冷却について次のうち正しいものはどれか。
（１）翼内部の空洞部分に冷却空気を導入し対流冷却する。
（２）翼の内部に小さな横笛状の筒を取り付け、その冷却空気の膜で翼表面を覆って冷却する。
（３）ブレード表面の小孔から冷却空気を吹き出させ、冷却空気の膜で翼表面を覆って冷却す
         る。
（４）燃焼ガスに冷却空気を混合させ、ブレードに当たる燃焼ガス温度を下げる。

問 18 エンジン出力のトルク表示について次のうち誤っているものはどれか。
（１）ヘリカル歯車の噛み合いで発生する軸方向の推力と釣り合う油圧を検出して行う。
（２）駆動軸のねじれ角度を電圧に変換して行う。
（３）２種類の異種金属により発生する電圧を検出して行う。

問 19 ターボシャフト・エンジンで発動機の排出物の基準の対象となるものはどれか。
（１）燃料
（２）煤煙
（３）炭化水素、一酸化炭素及び窒素酸化物
（４）滑油

問 20 耐空性審査要領の定義において「動力部」を要約説明したもので次のうち正しいものは
どれか。
（１）発動機と推力発生に必要な補助部品であるがテール・ロータ系統のみ除外される。
（２）発動機部分のみであって発動機に装備される補機類は除外される。
（３）発動機と推力発生に必要な補助部品であるがロータ系統は除外される。
（４）発動機とメイン・ロータであってメイン・ギヤボックスは除外される。
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☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

 　　　　　（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

記　　号 Ｔ ２ Ａ P １ ８ ０ ９ ３ ０科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士  （ 飛行機 ・飛行船） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 ０ ０ 分
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問 １

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

　容積

Ａ
　圧力

Ｄ
　定容圧縮

Ｃ 　断熱膨張

Ｂ

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（１）

（Ｄ）

ピストンの往復運動に於いて、ピストンをシリンダ内に保持するとともに

（４）

ピストンが直接シリンダに接触するのを防ぐ軸受けの役目をする。

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

次のオットー・サイクル・インジケータ線図（Ａ）～（Ｄ）に当てはまる用語で正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

問 ２ ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（２） （３）

（Ｂ）シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

（Ｃ）ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を低く保つ。

（Ｄ）

（Ａ）燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン作動回転数は高い。

（Ｃ）最高圧力（燃焼ガス）は高い。

（Ｄ）空燃比（混合気の濃淡）は濃い。

（Ｂ）燃焼形態は連続である。
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問 ５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

　

（Ａ）内側 （Ｂ）ピストン・ピン （Ｃ）放熱 （Ｄ）潤滑

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

バルブ・スプリングの機能及びサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の気密を保つ。

（Ｂ）バルブの開閉運動中はロッカ・アーム、プッシュ・ロッド、タペット及びカムの間に間隙

 を作ることにより、カム・リフト曲線のとおりに弁を作動させるようにしている。

（Ｃ）二重にしてバルブ・スプリングの固有振動数を下げる。

ピストン・ヘッドに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）にあてはまる語句で正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ピストン・ヘッドの（Ａ）には、小骨(RIB)を入れて強度を増すと同時に、（Ｂ） から飛沫
する滑油による（Ｃ）面積を広くして（Ｄ）をよくしている。

（Ｄ）つる巻き方向が同一の内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

排気ガスの掃気効果を上げる。

（Ｂ）流入混合気の温熱効果がある。

（Ｃ）２０～４５°位のオーバーラップ角である。

（Ａ）トルク変動

（Ｄ）流入混合気を少なくする効果がある。

（Ｃ）クランク軸の曲げ振動

（Ｄ）コネクティング・ロッドの引っ張り振動

バルブ・オーバーラップの効果で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

エンジン振動の原因で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）クランク軸の捩り振動
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問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １１

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １２

ダイヤフラム式

エンジン・オイル圧力計の受感部として次のうち正しいものはどれか。

ブルドン管式（１）

（２）ベロー式

（３）毛細管式

（４）

指定の規格品を使用する。

（Ｂ）オイル交換時期は暦日により決める。

（Ｃ）オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

（Ａ）混合気が濃過ぎるとき

（Ｄ）マルチ・ビスコシティ・オイルはエンジン交換後の初期の運転時に使用する。

（Ｃ）マグネトの１次線が分離したとき

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

エンジン・オイル・サービスの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）ハーネスの絶縁が不良のとき

（Ｂ）弁開閉時期を可変にする。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

（Ｄ）弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の

出力を維持することが出来る。

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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問 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

（Ｃ）その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

（Ｄ）その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部

（Ｄ）ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入している。

（Ｃ）金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）点火栓取り付け部

（Ｂ）ピストン・リング部

（Ｄ）ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ｃ）低い油圧指示

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）バルブ・ステム（弁軸）を太くする。

（Ｂ）

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。

（Ａ）潤滑不足

（Ｂ）運転の追従が悪い。
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問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

プロペラのピッチ角は迎え角と後退角で構成される。

ピッチ角でできる前進距離は有効ピッチである。

すべりはプロペラ効率の損失となる。

幾何ピッチと有効ピッチの差はすべりである。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

（４） 高ピッチ側 高ピッチ側

（２） 低ピッチ側 高ピッチ側

（３） 高ピッチ側 低ピッチ側

可変ピッチプロペラにおいてカウンタウエイト及びリターン・スプリングがピッチ変換に
及ぼす力の方向で、次のうち正しい組み合わせはどれか。

カウンタウエイト リターン・スプリング

（１） 低ピッチ側 低ピッチ側

（Ｄ）シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込みにより結合

している。

プロペラの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

シリンダの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

要求される。

（Ｃ）摩擦が大きい。

（Ｂ）シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

（Ａ）面接触である。

（Ｂ）大きい荷重に耐える。

（Ｄ）スラスト荷重を受けられる。

平軸受けの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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M25

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

 　　　　　（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 ０ ０ 分

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ｈ P １ ８ ０ ９ ３ ０
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問 １

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

　容積

Ａ
　圧力

Ｄ
　定容圧縮

Ｃ 　断熱膨張

Ｂ

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

（Ｄ）

ピストンが直接シリンダに接触するのを防ぐ軸受けの役目をする。

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

次のオットー・サイクル・インジケータ線図（Ａ）～（Ｄ）に当てはまる用語で正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（１） （２） （３） （４）

（Ｂ）シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

（Ｃ）ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を低く保つ。

（Ｄ）ピストンの往復運動に於いて、ピストンをシリンダ内に保持するとともに

（Ａ）燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

（Ｄ）空燃比（混合気の濃淡）は濃い。

問 ２ ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン作動回転数は高い。

（Ｃ）最高圧力（燃焼ガス）は高い。

（Ｂ）燃焼形態は連続である。

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。
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問 ５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

　

（Ａ）内側 （Ｂ）ピストン・ピン （Ｃ）放熱 （Ｄ）潤滑

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

流入混合気を少なくする効果がある。

ピストン・ヘッドに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）にあてはまる語句で正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

する滑油による（Ｃ）面積を広くして（Ｄ）をよくしている。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の気密を保つ。

バルブの開閉運動中はロッカ・アーム、プッシュ・ロッド、タペット及びカムの間に間隙

 を作ることにより、カム・リフト曲線のとおりに弁を作動させるようにしている。

（Ｃ）二重にしてバルブ・スプリングの固有振動数を下げる。

（Ｄ）つる巻き方向が同一の内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

バルブ・スプリングの機能及びサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）

ピストン・ヘッドの（Ａ）には、小骨(RIB)を入れて強度を増すと同時に、（Ｂ） から飛沫

（Ａ）排気ガスの掃気効果を上げる。

（Ｂ）流入混合気の温熱効果がある。

（Ｃ）２０～４５°位のオーバーラップ角である。

（Ｄ）

バルブ・オーバーラップの効果で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

エンジン振動の原因で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）トルク変動

（Ｃ）クランク軸の曲げ振動

（Ｄ）コネクティング・ロッドの引っ張り振動

（Ｂ）クランク軸の捩り振動
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問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １１

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １２

ブルドン管式

（２）ベロー式

（３）毛細管式

（１）

（４）ダイヤフラム式

マルチ・ビスコシティ・オイルはエンジン交換後の初期の運転時に使用する。

エンジン・オイル圧力計の受感部として次のうち正しいものはどれか。

（Ｄ）

（Ｃ）マグネトの１次線が外れたとき

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

（Ｂ）

指定の規格品を使用する。

オイル交換時期は暦日により決める。

エンジン・オイル・サービスの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｃ）

弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の

（Ａ）混合気が濃過ぎるとき

（Ｄ）

出力を維持することが出来る。

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）ハーネスの絶縁が不良のとき

（Ａ）熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

（Ｂ）弁開閉時期を可変にする。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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問 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

（Ｄ）ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（Ｄ）ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ａ）点火栓取り付け部

（Ｂ）ピストン・リング部

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｄ）

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部

（Ｃ）その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

（Ａ）その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）低い油圧指示

（Ａ）バルブ・ステム（弁軸）を太くする。

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入している。

（Ｃ）金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ｂ）運転の追従が悪い。

（Ａ）潤滑不足

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。
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問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）飛行機全体の振動を大きくする。

（Ｄ）電気系統、その他一般故障の原因になる。

（Ｂ）軸受けに大きな応力を生じる。

（Ｄ）金属摺動部にオイルの薄い膜を作る。

（Ａ）金属部分の腐食防止

（Ｂ）接触面から金属微粉などを除去する。

（Ｄ）シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込みにより結合

ピストン・エンジンの振動について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）各滑動部の摩耗を大きくする。

（Ｃ）エンジンを保温して熱効率を上げる。

している。

エンジン・オイルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

シリンダの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

要求される。

（Ｂ）シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

（Ｃ）シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

（Ｂ）大きい荷重に耐える。

（Ｃ）摩擦が大きい。

（Ｄ）スラスト荷重を受けられる。

平軸受けの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）面接触である。
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M26

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

 　　　　　（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

記　　号 Ｔ ２ Ｇ  Ｍ １ ８ ０ ９ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士（動力滑空機） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 ０ ０ 分

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕
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問 １

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

　容積

Ａ
　圧力

Ｄ
　定容圧縮

Ｃ 　断熱膨張

Ｂ

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

次のオットー・サイクル・インジケータ線図（Ａ）～（Ｄ）に当てはまる用語で正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（１） （２） （４）（３）

最高圧力（燃焼ガス）は高い。

（Ｄ）空燃比（混合気の濃淡）は濃い。

ピストンが直接シリンダに接触するのを防ぐ軸受けの役目をする。

（Ａ）燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。（Ｂ）

（Ｄ）ピストンの往復運動に於いて、ピストンをシリンダ内に保持するとともに

ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を低く保つ。（Ｃ）

ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン作動回転数は高い。

（Ｂ）燃焼形態は連続である。

（Ｃ）

問 ２

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。
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問 ５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

　

（Ａ）内側 （Ｂ）ピストン・ピン （Ｃ）放熱 （Ｄ）潤滑

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

する滑油による（Ｃ）面積を広くして（Ｄ）をよくしている。

（Ｂ）

流入混合気を少なくする効果がある。

ピストン・ヘッドに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）にあてはまる語句で正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

バルブの開閉運動中はロッカ・アーム、プッシュ・ロッド、タペット及びカムの間に間隙

ピストン・ヘッドの（Ａ）には、小骨(RIB)を入れて強度を増すと同時に、（Ｂ） から飛沫

バルブ・スプリングの機能及びサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｄ）つる巻き方向が同一の内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

２０～４５°位のオーバーラップ角である。（Ｃ）

（Ｄ）

 を作ることにより、カム・リフト曲線のとおりに弁を作動させるようにしている。

（Ｃ）二重にしてバルブ・スプリングの固有振動数を下げる。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の気密を保つ。

バルブ・オーバーラップの効果で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

エンジン振動の原因で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）トルク変動

（Ｂ）

（Ｃ）クランク軸の曲げ振動

（Ｄ）コネクティング・ロッドの引っ張り振動

クランク軸の捩り振動

（Ａ）排気ガスの掃気効果を上げる。

（Ｂ）流入混合気の温熱効果がある。

 2整・動滑・ピ発　-3/6



問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １１

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １２

（４）ダイヤフラム式

（Ｃ）オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

（Ｄ）マルチ・ビスコシティ・オイルはエンジン交換後の初期の運転時に使用する。

（３）毛細管式

（Ｄ）

指定の規格品を使用する。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

オイル交換時期は暦日により決める。

混合気が濃過ぎるとき

ハーネスの絶縁が不良のとき

熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

弁開閉時期を可変にする。（Ｂ）

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

出力を維持することが出来る。

弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）マグネトの１次線が外れたとき

（１）ブルドン管式

（２）ベロー式

エンジン・オイル圧力計の受感部として次のうち正しいものはどれか。

エンジン・オイル・サービスの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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問 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）バルブ・ステム（弁軸）を太くする。

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）運転の追従が悪い。

（Ｃ）

金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ａ）潤滑不足

低い油圧指示

（Ｂ）弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入している。

（Ｄ）その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

（Ｃ）その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ａ）点火栓取り付け部

（Ｂ）

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部

（Ｄ）ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

ピストン・リング部

（Ｄ）ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

（Ｃ）

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。
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問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

（３）巡航時

要求される。

プロペラの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）プロペラのピッチ角は迎え角と後退角で構成される。

（Ｂ）ピッチ角でできる前進距離は有効ピッチである。

（４）降下時

（Ｄ）幾何ピッチと有効ピッチの差はすべりである。

固定ピッチ・プロペラの最大効率が得られるときで次のうち正しいものはどれか。

（１）離陸滑走時

（２）上昇時

（Ｃ）すべりはプロペラ効率の損失となる。

（Ｄ）

シリンダの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

摩擦が大きい。

スラスト荷重を受けられる。

シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込みにより結合

（Ｄ）

（Ｃ）

平軸受けの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）面接触である。

（Ｂ）大きい荷重に耐える。

している。

（Ｃ）

（Ｂ）シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。
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M27

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科名」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

 　　　　　（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ｌ ２ Ａ Ｐ １ ８ ０ ９ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二等航空運航整備士（ 飛行機 ・飛行船） 題数及び時間 ２ ０ 題   　　 ５ ０ 分

記　　号科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕
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問 1 空気を断熱圧縮した場合で次のうち正しいものはどれか。

 (１) 温度が上昇し密度が小さくなる

 (２) 温度は上昇するが密度は変化しない

 (３) 温度が上昇し密度が大きくなる

 (４) 温度が下がり密度が大きくなる

問 2 ４サイクル・エンジンの６シリンダすべてが発火する間のクランク軸の回転数で次の

うち正しいものはどれか。

 (１) ３ 回転  (２) ２ 回転  (３) １．５ 回転  (４) １ 回転

問 3 馬力に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

機械損失馬力は、指示馬力から正味馬力を差し引いたものである。

機械効率は、正味馬力と指示馬力の比で、一般的に50％程度である。

燃料の燃焼によって得られる出力は「総発熱量」の25～30％がプロペラ軸に

伝えられる。

発熱量の高い燃料を使用すると馬力は大きくなる。

問 4 ピストン・エンジンの出力はＲＰＭとＭＡＰを一定に保った場合、高度の上昇により増加

する理由として次のうち正しいものはどれか。

 (１) 空気密度が高くなるため

 (２) 排気背圧が減少するため

 (３) 吸い込み損失が減少するため

 (４) 燃料の燃焼効率が良くなるため

問 5 シリンダ内壁で最も摩耗する箇所として次のうち正しいものはどれか。

 (１) シリンダ上部付近

 (２) シリンダ中間部付近

 (３) シリンダ下部付近

 (４) 部位による差はない

問 6 シリンダに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

 (１) シリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが要求される。

 (２) シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

 (３) シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

 (４) シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるため捩込み焼ばめにより結合

している。

問 7 クランク・ケースのブリザ・パイプの目的で次のうち正しいものはどれか。

 (１) オイル系統の循環を助ける。

 (２) 内外の圧力差を小さくする。

 (３) 余分なオイルを外部に排出する。

 (４) 過度に高いオイル・プレッシャを調整する。

（1）

（2）

（3）

（4）
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問 8 ころがり軸受けの種類で次のうち誤っているものはどれか。

 (１) ボール・ベアリング

 (２) プレーン・ベアリング

 (３) ローラ・ベアリング

 (４) ニードル・ベアリング

問 9 デトネーションを防止する方法で次のうち誤っているものはどれか。

エンジン回転数を下げ、炎速度を小さくする。

シリンダ温度を下げる。

吸気の温度、圧力を下げる。

混合比を濃くする。

問10 エンジン駆動の燃料ポンプに関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

 (１) 電気駆動のブースタ・ポンプと並列に配管されている。

 (２) 不具合の時には燃料調量装置に供給できるようにバイパス弁を内蔵している。

 (３) エンジンに必要な燃料量以上を送る能力を持っている。

 (４) 余分な燃料をポンプ入口に戻すための逃し弁を備えている。

問11 ターボ・チャージャ・システムに含まれる密度制御装置の機能で次のうち誤って

いるものはどれか。

 (１) 温度変化による流入空気量の変化を制御する。

 (２) コンプレッサ吐出圧力が規定値になるように制御する。

 (３) コンプレッサ圧力が上がりすぎないようにする安全装置の役割も持つ。

 (４) エンジン回転数に比例して、マニホールド圧を上下させる。

問12 Ｅギャップについて次のうち誤っているものはどれか。

 (１) １次電流が最大になる位置のことである。

 (２) 磁極が中立の位置をわずかに超過した位置にある。

 (３) この位置でブレーカの接点が開くと、高い磁束変化が得られる。

 (４) 磁石が中立点を過ぎた後、磁束を高い値に保つ位置のことである。

問13 ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候で次のうち正しいものはどれか。

 (１) その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

 (２) 点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

 (３) その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

 (４) その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

問14 粘度の低すぎるオイルを用いたときの兆候として次のうち正しいものはどれか。

全運用範囲で回転が不安定になる。

エンジンが過回転する。

オイル消費量が過大になる。（3）

（1）

（1）

（4）

（2）

（2）

（3）
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問15 発動機の潤滑系統のウェット・サンプ方式について次のうち正しいものはどれか。

 (１) 常にベアリング部にオイルを含ませている方式

 (２) 滑油に燃料を混合させる方式

 (３) 滑油タンクを発動機本体の外部に設ける方式

 (４) 滑油をクランク室底部の油だめに溜める方式

問16 オイル・システムに使用されるポンプの種類で次のうち正しいものはどれか。

 (１) インペラ・タイプ

 (２) ギア・タイプ

 (３) カム・タイプ

 (４) ピストン・タイプ

問17 低出力運転時、吸気管に漏れがある場合のＭＡＰの指示で次のうち正しいものはどれか。

 (１) 変化しない。

 (２) 低く指示する。

 (３) 高く指示する。

問18 シリンダ・ヘッド・テンプ計について次のうち正しいものはどれか。

 (１) 各シリンダごとに温度を測定し平均値を指示している。

 (２) 最も高温になるシリンダの温度を測定し指示している。

 (３) 最も低温になるシリンダの温度を測定し指示している。

 (４) 各シリンダの温度を測定し合計値を指示している。

問19 次の文の（　）の中に適合する語句の組み合わせで正しいものはどれか。

不作動エンジンのプロペラ抗力が最小になる位置へピッチを変えることを（ア）といい、逆に

（ア）から正常飛行位置へピッチをもどすことを（イ）という。

 (１) ア　－　リバース　　　、イ　－　フェザリング

 (２) ア　－　アン・フェザ　、イ　－　フェザリング

 (３) ア　－　フェザリング　、イ　－　アン・フェザ

 (４) ア　－　リバース　　　、イ　－　アン・フェザ

問20 プロペラの効率で次のうち正しいものはどれか。

 (１) 幾何ピッチと有効ピッチとの比

 (２) プロペラ抗力とプロペラ推力との比

 (３) プロペラが行う有効仕事とエンジンからの全入力との比

 (４) プロペラが１回転中に機体を前進させる距離とプロペラ抗力との比
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（1）

（2）

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番号」、
「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ１ＡＸ１００９３０

☆注　意 

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ３０

題数及び時間 ２５題　１時間３０分資　格 　　一等航空整備士（飛行機）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

１問　４点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配     点

☆判定基準
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問1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

機首方位のコントロール機能

ティルト誤差とは、ＡＤＦ指針の反転がＮＤＢ局上通過前に始まったり、通過後に始
まったりすることである。

ダッチ・ロール防止機能

釣り合い旋回維持機能

ループ・アンテナの取付け位置はティルト誤差に影響を与えるため、取付け位置の変更
には注意が必要である。

機首や機尾方向にＮＤＢ局があるときは誤差は少ない。

ＡＤＦの指示誤差に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

有効電力と無効電力の比を力率と呼ぶ。

磁気コンパスの自差修正により、静的誤差及び動的誤差の修正が可能である。

磁気コンパスの誤差に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

コンデンサの容量は、導体の面積に比例し、距離に反比例し、使用する絶縁物の誘電率
に比例する。

ヨー・ダンパ・システムの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ロール姿勢コントロール機能

機首、機尾の斜め方向（４５°、１３５°、２２５°、３１５°）にＮＤＢ局があると
き誤差が大きくなるのは、４分円誤差のためである。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

交流回路では、電圧計は実効電圧を指示し、電流計は実効電流を指示する。

静的誤差とは、半円差・四分円差・不易差のことをいい、これらを地磁気の三要素とい
う。
動的誤差とは、渦流誤差・加速度誤差・北旋誤差のことをいう。

航空電子・電気の基礎に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

不易差は、すべての磁方位で一定の大きさで現れる誤差で、磁気コンパスを機体に装着
した場合の取付誤差により生じるものである。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

気圧高度計のセッティング方法の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にコレクタ接地回路が
使用される。

磁極を電磁石にして励磁を強くすると起電力は大きくなる。

回転速度を高めれば起電力は小さくなる。

電機子を回転させることにより電機子巻線に交流が発生する。

界磁電流を調整することにより電圧調整が可能である。

慣性基準装置（IRS）に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

直流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

アティチュード（ATT）・モードとは、慣性基準装置（IRS）を姿勢基準としてのみ使
用するモードである。
ＩＲＳで算出する機首方位は磁方位である。

３軸方向の加速度を計測する加速度計と角速度を計測するレート・ジャイロは、IRUの
内部に組込まれている。

QFE SET：気圧補正目盛を29.92in-Hgに合わせる。

風向・風速は慣性基準装置だけでは計算できない。

周波数特性が良いことを利用して高周波増幅回路にベース接地回路が使用される。

トランジスタを増幅器に使う場合、入出力端子の共通端子をどの電極にするかによっ
て、ベース接地、エミッタ接地、コレクタ接地の３種類がある。

普通の増幅回路としては、エミッタ接地回路がもっとも適している。

QNH SET：気圧補正目盛を海面上の気圧に合わせる。

QNE SET：高度計の指針を“0”ftに合わせる。

QFH SET：高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

トランジスタの接地方式に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。  （１）～（５）の中から選べ。
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問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3

（４）4 （５）無し

問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

速度設定での基本信号は速度エラー信号である。

エンゲージしたままでも手動で推力設定することができる。

常時自動操縦システムと連動し単独で働くことはない。

ジャイロ計器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

レート・ジャイロは角速度を計測または検出する目的で作られたジャイロであり、自由
度２のジンバル構成である。

DGでは内ジンバル面が水平、外ジンバル軸が機体のヨー軸と平行になるように取付け
られている。

バーティカル・ジャイロは、ロータの回転軸が地球重力の方向と一致するように制御さ
れた自由度３のジャイロである。
機械的なジャイロが持つ特徴は剛性及びプリセッションの２つである。

変圧器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

定格容量は二次定格電圧と二次定格電流の積である。

巻線比が１より大きいものを昇圧変圧器という。

鉄損にはヒステリシス損、うず電流損及び銅損がある。

変圧比は巻線比に等しい。 

下記R L直列回路において V = 110 (V)、60 (Hz)、L = 0.021 (H)、R = 6 (Ω)としたとき
の回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

R L直列回路のインピーダンス Z = 10 (Ω)

コイルの誘導リアクタンス XL = 8 (Ω)

回路に流れる電流 Ⅰ = 11 (A)

抵抗で生じる電圧降下 VR = 66 (V)

オート・スロットル・システムに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ
あるか。　（１）～（５）の中から選べ。

機速をあらかじめ設定した速度に保つことができる。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

空ごう計器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ピトー圧とは、空気の流れに正対して開孔した部分の空気圧であり全圧ともいう。

気圧高度計は、一種の絶対圧力測定器である。

周波数が低い電波は波長が短く、周波数が高い電波は波長が長い。

電磁波（電波）の性質に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

高周波電流によって生じた電磁波の強さは、その高周波電流の周波数の変化に影響され
ない。
波長は周波数を波の進行速度で割ったものに等しい。

S = 1、R = 1 の時、Q及びQ(NOT)は不確定

S = 1、R = 0 の時、Q = 0、Q(NOT) = 1

S = 0、R = 1 の時、Q = 1、Q(NOT) = 0

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

周波数の単位は、キロヘルツ（kHz）、メガヘルツ（MHz）、ギガヘルツ（GHz）な
どが用いられる。

下図フリップ・フロップ回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

同じマッハ数でも高度が高くなると対気速度の値は小さくなる。

標準大気状態の海面上においてCASはTASに等しい。

S = 0、R = 0 の時、入力が加わる前の状態を保つ

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

プロキシミティ・スイッチの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。
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問 17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問20

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

（７） （８）

（９）

Δ結線において線間電圧は相電圧に等しい。

電圧３倍、容量同一

電圧２倍、容量２倍

電圧２倍、容量３倍 電圧３倍、容量２倍

電圧同一、容量２倍

電圧同一、容量３倍

平衡３相交流の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

Ｙ結線において線間電圧は相電圧の　　倍となる。

Ｙ結線において線間電流は相電流に等しい。

電圧２倍、容量同一

Δ結線において相電流は線間電流の　　　倍となる。

PFD（Primary Flight Display）の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。　（１）～（５）の中から選べ。

自機の位置や飛行コースの他に気象レーダ情報も表示可能である。

従来のＨＳＩに速度計、高度計、昇降計、オートパイロット作動モード表示などを集約
して表示する。
表示される姿勢、速度、高度、方位はＴ型配置となっている。

運航上、非常に重要なものであるため、表示装置故障時にはＮＤ（Navigation
Display）に表示されるようになっている。

CVR（Cockpit Voice Recorder）の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。　（１）～（５）の中から選べ。

CVRにはテスト・スイッチがあり、CVRが正常に作動していることが確認できる。

記録装置（Recorder Unit）及びマイクロホン・モニタ装置（Microphone / Monitor
Unit）から構成されている。

地上においてパーキング・ブレーキをセットすれば、消去スイッチ（Erase Switch）
により記録を消去することができる。

４個のAudio Channelを持ち同時に録音可能である。

電圧３倍、容量３倍

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池３個を並列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正し
いものはどれか。

電圧、容量とも同一

３

3
1
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問21

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

100Vの交流モータに５０Ａの電流が流れている時の電力計の指示が４，２００Ｗであった。
この時の力率はいくらか。次のうち最も近い値を選べ。

導体の断面積が２倍になると抵抗も２倍に増加する。

78% 80%

大量の自由電子を持っている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の大きい材質であ
る。
導体温度が上昇するにつれて抵抗は減少する。

導体の長さが２倍になると抵抗は半分に減少する。

82%

サーボ・モータに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

86% 90%

導体の抵抗に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

84%

ステップ・モータはパルス・モータとも呼ばれる。

パルス・モータはデジタル・パルスで駆動するとパルスの数に比例した回転角をフィー
ドバックなしで得られる。
交流サーボ・モータは回転子を細長くして始動時に最大トルクが得られるように工夫さ
れている。
直流サーボ・モータは速度制御が容易で低速でのトルクは高い。

セルコール・システム（SELCAL）の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。　（１）～（５）の中から選べ。

航空機にあらかじめ登録符号が与えられており、地上からの呼び出しには通信の前に呼
び出し符号を送信する。
SELCAL専用の無線通信装置が用いられている。

自機の呼び出し符号を受信したら音声により呼び出しが行われる。

SELCALにより機上から地上局を呼び出すこともできる。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

外気温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

全温度（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。

マッハ数が大きくなると、全温度（TAT）と真大気温度（SAT）との温度差は大きく
なる。
全温度センサには飛行中凍結防止のためヒータが組込まれている。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。
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（1）

（2）

１問　４点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆注　意 

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ３１

資　格 　　一等航空整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２５題　１時間３０分

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番号」、
「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

☆配     点

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ１ＨＸ１００９３０
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

実効値とは瞬時値の平均を表したものである。

電流計は実効値を指示する。

電圧計は最大値を指示する。

有効電力：800W

交流回路において電圧計100V、電流計10A、電力計600Wを指示しているときの説明とし
て（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

基本論理回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

排他的OR回路：入力を反転して出力する回路でインバータ回路とも呼ばれる。

OR回路：入力全部が０のときのみ出力が０になる回路。

無効電力：600var

AND回路：入力が全部１のときのみ出力が１になる回路。

NOT回路：多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路。

力率：60%

皮相電力：1000VA

実効値は瞬時値の最大値を0.707倍した値である。

交流回路における実効値の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

航空機の電気配線方法の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

一般に電線グループまたは電線束は支持点間で１／２in以上たるんではならない。

電線またはケーブルの最小曲げ半径は電線またはケーブルの外径の５倍としなければな
らない。

電線はどのコントロール・ケーブルからも3inの間隔を設けること。

クランプによる電線の支持間隔は24inを超えないこと。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

サーミスタの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

Mo、Ni、Co、Feなどの金属の酸化物の粉末を成形し燃結した多結晶構造の半導体であ
る。

炭化ケイ素や酸化亜鉛の粉末を合成したものもある。

抵抗値が電圧により著しく低下し短絡状態となる。

温度が上昇すると抵抗が減少する性質がある。

地磁気及び磁気コンパスに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。　（１）～（５）の中から選べ。

静的誤差は修正できるが、動的誤差はできない。

静的誤差及び動的誤差は、磁気コンパス自体の誤差である。

静的誤差の３要素（半円差、四分円差、不易差）を加えたものを自差と呼んでいる。

偏角、伏角、水平分力を地磁気の３要素という。

下図で V1 = 8 V、V2 = 4V、R1 = 0.4Ω、R2 = 0.2Ω、R3 = 2Ωであるとき、Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3の
電流で次のうち正しいものはどれか。次のうち最も近い値を選べ。

Ⅰ1 =   -5A 、Ⅰ2 = 2.5A 、Ⅰ3 = 7.5A

Ⅰ1 =  7.5A 、Ⅰ2 =  -5A 、Ⅰ3 = 2.5A

Ⅰ1 =  2.5A 、Ⅰ2 = 7.5A 、Ⅰ3 =  -5A

Ⅰ1 = -7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A 、Ⅰ3 =   5A

Ⅰ1 =  7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A 、Ⅰ3 =  -5A

液体の膨張

航空機に用いられている各種の温度受感部に使用されているものとして（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

電気抵抗の変化

熱電対

固体の膨張
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問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

航空機が搭載しているDMEインタロゲータと地上装置のDMEトランスポンダの組合せ
で作動する２次レーダである。

機械式ジャイロの持つ特徴は剛性及び摂動の２つである。

NDの表示情報はPFDに比べ優先度が低いため、表示装置の大きさはPFDよりやや小さ
めとなっている。

ジャイロ計器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

VHF（超短波）およびマイクロ波の伝搬に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいもの
はいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

DMEに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ジャイロのドリフトは、地球の自転によるドリフト及び移動によるドリフトの２つに分
類できる。

対流圏大気による影響は受けないが、雨、霧、雲による減衰を受ける。

雨、霧、雲による減衰は、周波数が高くなるほど小さい。

見通し外伝搬には、山岳回析伝搬及び対流圏散乱伝搬がある。

周波数の伝搬は、主に直接波による見通し距離内伝搬である。

ＤＧ及びＶＧは、ロータ軸が水平になるように制御された自由度２のジャイロである。

レート・ジャイロは自由度１のジンバル構成で角速度を計測または検出する目的で作ら
れたジャイロである。

航空機側でDME地上局までの斜め距離を測定する装置である。

航空機側の周波数選択は、VOR/ILSコントロール・パネルで同時に行われるためDME
単独のコントロール・パネルはない。

TCASと同一の周波数帯を使用している。

NDには自機の位置や飛行コースのほか、気象レーダ情報も表示可能である。

PFDは機体の姿勢、速度、高度、昇降速度などを集約化してDISPLAY上に表示するも
のである。

PFDは初期の電子式統合計器であるEHSIに、さらに他の計器の表示機能を付加し、性
能向上したものである。

PFD及びNDに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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問13

（1） 10Ω （2） 15Ω

（3） 20Ω （4） 25Ω

（5） 30Ω （6） 35Ω

問14

（Ａ）無線機への雑音が少ない。

（Ｂ）同一の出力を発生させるためには発電機を大型にする必要がある。

（Ｃ）高電圧にして細い電線で多量の電力を送ることができる。

（Ｄ）電圧変更が容易にできる。

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

空ごうには、密閉型・開放型があり、密閉型空ごうは絶対圧力の測定に、開放型空ごう
は差圧の測定に用いられている。

対気速度計では、速度が大きくなると目盛幅が大きくなってしまうので抑制スプリング
で空ごうの変位を抑制し、ほぼ平等になるようにしている。

交流発電機を直流発電機と比較した場合の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

空ごうに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

気圧高度計の気圧規正には、QNH・QNE・QFEの３つの方法がある。

下図のようなホイートストン・ブリッジ回路で、P = 10 （Ω）、Q = 50（Ω）、Rs = 150
（Ω）の条件の時、検流計Dには電流が流れなかった。未知の抵抗Rxで正しいものはどれか。
次のうち最も近い値を選べ。

気圧が変わる速さだけで昇降速度を求めようとすると指示の遅れが大きくなるため、遅
れをなくしたIVSIと言われる昇降計も広く用いられている。

外乱に対する自動的な修正操作は行われていない。

操縦系統に直列に配置された電動モータとスクリュー・ジャッキ式のアクチュエータが
使用されている。

ヘリコプタの３軸（ピッチ、ロール、ヨー）周りの角速度を検出するためにレート・
ジャイロを使用している。

ヘリコプターの安定増大装置（SAS : Stability Augmentation System）の説明として
（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。　（１）～（４）の中から選べ。
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問17

（１）３０回 （２）３５回

（３）４０回 （４）４２回

（５）５０回 （６）６０回

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

振動の激しい場所で使用できるが、腐食ガスが発生するため通気が必要である。

直流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電機子を回転させることにより電機子巻線に交流が発生する。

磁極を電磁石にして励磁を強くすると起電力は大きくなる。

励磁方式は、他励、分巻、直巻、複巻に分類される。

回転速度を高めれば起電力は大きくなる。

高温特性は優れているが低温時には電圧降下が著しい。

重負荷特性は良いが、大電流放電時には電圧が不安定となりやすい。

充放電時、電解液の比重が変化するため定期的に比重調整が必要である。

Ni-Cdバッテリの特性に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

突然電界強度が低下し、または消失する現象。

デリンジャー現象の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ＨＦ（短波）の伝搬において発生する現象。

音量が変化したりゆがんだりする現象。

見通し距離外まで伝搬する現象。

変圧器の１次側巻線数2,400回、１次側電圧6,000Vの時、２次側電圧が100Vであった。
このときの２次側巻線数で次のうち正しいものはどれか。次のうち最も近い値を選べ。
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問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

CASとはIASに位置誤差と器差を修正したものである。

直巻電動機は低速時のトルクが大きい。

標準大気状態の海面上においてCASはTASに等しい。

EASとはCASを特定の高度における断熱圧縮流に対して修正したものである。

対気速度に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

直流電動機の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

TAS = EAS  （ρ0 / ρ）の関係がある。

導体の抵抗に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

分巻電動機の速度制御は分巻界磁電流の加減によって行う。

直巻電動機は始動用電動機として用いられている。

分巻電動機はトルク、速度の変動が小さいので定速運転に向いている。

導体温度が上昇するにつれて抵抗は増加する。

導体の断面積が２倍になると抵抗も２倍に増加する。

導体の長さが半分になると抵抗は２倍に増加する。。

大量の自由電子を持っている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の大きい材質である。

GPS（全地球測位システム）の説明として（A）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

衛星と利用者間の電波伝搬の遅れを測定すると、衛星と利用者間の距離を測定できる。

衛星から衛星の位置を知らせる軌道情報と正確な時間が送られている。

３次元位置（緯度、経度、高度）を測定するには３個の衛星を観測する必要がある。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

ＶＯＲに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

反射波や偏波がないので誤差はADFより少ない。

FROM指示は自機がVOR局から見てどの磁方位にあるかを示す。

TO指示は自機から見てVOR局がどの磁方位にあるかを示す。

指示はVOR局に対する航空機の関係位置を示し、航空機の機首方位には関係ない。
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（1）

（2）

☆配     点 １問　５点

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆注　意 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番号」、
「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ２ＸＸ１００９３O

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ３２

資　格 二等航空整備士（共通） 題数及び時間 ２０題　　１時間
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問 3

（1）

（2）

（3）

（4）

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

大気中の雨や霧などによる吸収や反射により減衰する。

周波数が低い電波は波長が長い。

電離層や障害物で反射するとき以外はほぼ直進する。

ＶＨＦ帯は、光の伝搬に近くなり、電離層をつきぬけるので遠距離通信は出来ない。

電圧２倍、容量同一

電圧、容量とも２倍

電圧同一、容量２倍

電波の特性に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

同一電源系統であっても信号回路のグラウンドを電源回路のグラウンドと一緒に結合して
はならない。

電源グラウンド・ワイヤは一次金属構造部材に直接すること。

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池２個を直列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正しい
ものはどれか。

電圧、容量とも同一

航空灯は、その直射光又は反射光が乗組員に悪影響を及ぼさないように装備しなければな
らない。

電気帰路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

同一場所のグラウンドは４個までとする。

グラウンド・ワイヤはマグネシウム部品に直接してはならない。

耐空性審査要領 に記載されている内容として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

「修正操作を必要とすることがありうることを示す灯火」は、こ珀色を用いること。

電線設備を伴う装備品及び回路の過負荷又は故障の場合に加熱する装備品は、第３種以上
の耐火性でなければならない。

全ての電気回路に安全装置（ヒューズ又は回路遮断器）を備えなければならない。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

電圧が低下しても電解液の濃度はほとんど変化しない。

大電流で放電しても比較的安定した電圧を保つ。

周波数Ｆは極数Ｐ又は回転数Ｎの影響を受けない。

Ni-Cdバッテリに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

定期的な比重測定の必要はないが、自然蒸発に対する補水は必要である。

低温や振動に対して鉛バッテリより強い。

１バイトは１６ビットで２５６種類の情報を表現できる。

交流発電機の極数Ｐ、周波数Ｆ（Hz）と回転数Ｎ（rpm）の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

極数Ｐが増せば周波数Ｆも増加する。

回転数Ｎが増せば周波数Ｆも増加する。

ロータ軸が時間の経過とともに傾くことをランダム・ドリフトという。

デジタル・データの説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

１６進数は０から９までの数字とＡからＦまでのアルファベットを用いて表示するために
４バイト必要である。

ＡＲＩＮＣ４２９では１ワードが３２バイトで構成されている。

ジャイロに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

回転速度が速ければ速いほど、同じ変位を与えるのに必要な力は小さくて良い。

回転しているジャイロに外力が加わらなければジャイロ軸は常に一定方向を保つ。

回転しているジャイロ軸に外力が加われば、回転方向に９０度進んだ点で現象が現れる。
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問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問11

（1）

（2）

（3）

（4） （A）分巻電動機　（B）直巻電動機　（C）複巻電動機

直流電動機の速度特性図の組合わせで次のうち正しいものはどれか。

（A）分巻電動機　（B）複巻電動機　（C）直巻電動機

（A）直巻電動機　（B）複巻電動機　（C）分巻電動機

（A）複巻電動機　（B）直巻電動機　（C）分巻電動機

発電機の原理はフレミングの右手の法則で親指は運動の方向を示す。

モータの作動原理はフレミングの左手の法則で親指は電磁力の方向を示す。

発電機の原理はフレミングの右手の法則で人さし指は誘導起電力の方向を示す。

モータの作動原理はフレミングの左手の法則で人さし指は電流の方向を示す。

標準大気状態の海面上においてはCASはTASに等しい。

CASとはIASに位置誤差と器差を修正したものである。

EASとは等価対気速度のことである。

電流と磁界に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

対気速度に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

TAS = EAS 　（ρ0 / ρ）の関係がある。

（A）

（B）

（C）
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問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問13

（1） １．２μF （2） ２μF （3） ２．４μF

（4） ３μF （5） １２μF （6） ２４μF

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

誘電率は密度の影響を受けない。

逆方向電流はある値以上の逆方向電圧がカソードとアノード間にかかったときに突然流れ
出す。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

逆方向にも電流を流せるようにした特殊なダイオードである。

電気容量式燃料計に使用されているタンク・ユニットの誘電率に関する説明として（Ａ）～
（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

密度が小さいほど大きくなる。

温度が低下すると密度が大きくなり誘電率は大きくなる。

四分円差の修正：磁気コンパスを取付けているネジをゆるめ、軸線が一致するように改
め、取付けネジを締める。

１２μFのコンデンサ１個と６μFのコンデンサ２個を全て直列に接続したときの合成容量はい
くらか。次のうち最も近い値を選べ。

ツェナー・ダイオードに関する説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

定電流装置に使用されている。

磁気コンパスの自差とその修正方法に関する説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（４）の中から選べ。

不易差の修正：磁気コンパスの自差修正装置にある補正用の２つのネジ（N - S , E -
W）を回して修正する。

半円差の修正：軟鉄板、棒、球などを用いて修正することができるが、航空機が製造され
た後に行うことはほとんどない。
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問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５） 無し

導体温度が上昇するにつれて抵抗は増加する。

導体の断面積が２倍になると抵抗も２倍に増加する。

導体の長さが半分になると抵抗も半分に減少する。

大量の自由電子を持っている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の小さい材質である。

旋回率：ディレクショナル・ジャイロ

機首方位：ヨー・レート・ジャイロ

気圧高度情報：アルチチュード・センサ

導体の抵抗に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

アンテナを航空機のバンク角に合わせている。

オートパイロット・システムに使用されているセンサの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ピッチ角、ロール角検出：バーチカル・ジャイロ

気象レーダのアンテナ・スタビライゼーションの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

アンテナを常に水平面に合わせている。

アンテナを航空機のピッチ角に合わせている。

ピッチ角とバンク角双方に合わせている。

TO指示は航空機位置を中心に磁北方位から右回りにVOR局方位までの角度である。

FROM指示はVOR局を中心に磁北方位からの右回りに航空機位置方位までの角度であ
る。

地上局から航空機までの距離を表示する。

指示はVOR局に対する航空機の関係位置を示し、航空機の機首方位には関係ない。

ＶＯＲに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

衛星から衛星の位置を知らせる軌道情報と正確な時間が送られている。

３次元位置（緯度、経度、高度）を測定するには３個の衛星を観測する必要がある。

GPS（全地球測位システム）の説明として（A）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

衛星と利用者間の電波伝搬の遅れを測定し、衛星と利用者間の距離を測定している。
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Ｍ３３航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資 格 航空工場整備士 （ 共 通 ） 題数及び時間 ２５題 １時間００分

科 目 航空工学 〔科目コード：０３〕 記 号 Ｆ１ＸＸ０３０９３０

☆ 注 意

（１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、「受験

番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、「資格」、

「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は不

合格となります。

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ 配 点

１問４点

☆ 判定基準

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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問 １ 標準大気の定義で次のうち正しいものはどれか。２つ選べ。

（１）海面上における温度が ２０ ℃ であること

（２）海面上における密度が 0.12492 kg･s /m であること２ ４

（３）海面上からの温度が -6５.６ ℃ になるまでの温度こう配は、-6.5 ℃/ｍ

であり、それ以上の高度では温度は一定であること

（４）海面上における気圧が ７６0 mmHg であること

問 ２ 気圧高度と密度高度の関係で次のうち正しいものはどれか。

（１）温度に関係なく気圧高度は密度高度より高い。

（２）温度に関係なく密度高度は気圧高度より高い。

（３）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（４）標準大気から温度のみが下がった場合、密度高度は気圧高度より低くなる。

問 ３ 航空機が同じ指示対気速度（IAS）で飛行しているときの記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）高度が高くなるに従い、真対気速度（TAS）は小さくなる。

（２）高度が高くなるに従い、真対気速度（TAS）は大きくなる。

（３）指示対気速度（IAS）が一定であれば、真対気速度（TAS）は高度に関係なく一定であ

る。

（４）指示対気速度（IAS）は真対気速度（TAS）に温度補正をしたものである。

問 ４ 翼の迎え角で次のうち正しいものはどれか。

（１）空気の流れと翼弦線とのなす角

（２）空気の流れと機軸線とのなす角

（３）空気の流れと翼下面とのなす角

（４）空気の流れと翼上面とのなす角

問 ５ 縦横比を表わす式で次のうち正しいものはどれか。ただし、ｂをスパン、ｃをコード、Ｓを翼

面積とする。

（１）Ｓ／２ｂ （２）S／ｃ （３）ｂ ／Ｓ （４）２ｃ／Ｓ２

問 ６ 翼の誘導抗力で次のうち正しいものはどれか。

（１）翼端部の下面から上面に流れこむ空気流により生じた抗力

（２）主翼を通過し方向を変えた空気流によって尾翼に生じた抗力

（３）胴体と主翼の接合部付近の気流の乱れによって生じた抗力

（４）翼面上を翼端方向に向かう空気流により生じた抗力

問 ７ 翼面荷重の大きい飛行機について次のうち正しいものはどれか。

（１）旋回半径が小さい。 （２）航続距離が長い。

（３）上昇率が大きい。 （４）着陸速度が大きい。

問 ８ 水平定常旋回飛行時の飛行機に働く遠心力の大きさで次のうち正しいものはどれか。

（１）速度とバンク角が同じであると飛行機の重量に反比例する。

（２）速度及び重量が同じであると旋回半径に比例する。

（３）旋回半径と重量が同じであると速度の２乗に比例する。

（４）バンク角が小さいほど大きくなる。

問 ９ 航空機の安定性で次のうち正しいものはどれか。

（１）静安定が中立であるものは、動安定は必ず正である。

（２）動安定が負であるとき、静安定も必ず負である。

（３）動安定が正であるとき、静安定は必ず正である。

（４）動安定が正であるためには、必ずしも静安定が正である必要はない。
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問１０ 主翼に上反角をつける理由で次のうち正しいものはどれか。

（１）横すべりの防止 （２）旋回性能の向上

（３）着陸性能の向上 （４）翼端失速の防止

問１１ 水平飛行中に操縦桿を手前に引いたときのエレベータと機体姿勢の変化で次のうち正しいもの

はどれか。

（１）エレベーターは上がり機首は下がる。

（２）エレベーターは上がり機首も上がる。

（３）エレベーターは下がり機首も下がる。

（４）エレベーターは下がり機首は上がる。

問１２ テール・ロータ・ブレードのデルタ・スリー・ヒンジについて次のうち正しいものはどれか。

（１）フラッピング運動とフェザリング運動を連成させる。

（２）フェザリング運動とドラッギング運動を連成させる。

（３）ドラッキング運動とフラッピング運動を連成させる。

（４）フェザリング、フラッピング、ドラッギングの３運動を連成させる。

問１３ 複合材料（ＣＦＲＰ）で次のうち誤っているものはどれか。

（１）アルミニウム合金と共に使用する場合は電解腐食に注意が必要である。

（２）導電性があり落雷に強いためレドームに多用される。

（３）航空機の一次構造部材にも使用される。

（４）比強度が高い。

問１４ フェノール樹脂の特質で次のうち誤っているものはどれか。

（１）電気絶縁性に優れている。

（２）耐アルカリ性に優れている。

（３）耐溶剤性、耐油性、耐水性に優れている。

（４）スカイドロール（不燃性作動油）には浸されない。

問１５ セミモノコック構造でねじり応力を主として受け持つものは次のうちどれか。

（１）スキン

（２）フレーム

（３）ストリンガ

（４）バルクヘッド

問１６ 保舵力の軽減を目的とするタブで次のうち正しいものはどれか。

（１）バランス・タブ （２）サーボ・タブ

（３）トリム・タブ （４）スプリング・タブ

問１７ 燃料タンクに設けられているベント・ラインの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）燃料タンクを加圧し燃料を移送する。

（２）燃料タンクを減圧し燃料の蒸発を防ぐ。

（３）燃料タンク内の水蒸気を排出してタンクの腐食を防ぐ。

（４）燃料タンク内外の差圧を小さくしてタンクを保護する。

問１８ 油圧系統のリストリクタ・バルブの役目で次のうち正しいものはどれか。

（１）主系統が故障した場合に主系統の通路を閉じ非常用の通路を開ける。

（２）流体の流れを一方向には流すが逆方向には流さない。

（３）流体の流量を減少させ装置の作動を遅らせる。

（４）流体の圧力を一定に保つ。
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問１９ シミー現象で次のうち正しいものはどれか。

（１）滑走中、前脚に起こりやすい不安定な振動

（２）主翼後流によって尾翼に起こる不安定な振動

（３）プロペラとの共振で機体に起こる不安定な振動

（４）飛行速度がある値に達したとき急激に起こる主翼の不安定振動

問２０ 燃料系統のベーパ・ロック現象で次のうち正しいものはどれか。

（１）燃料配管内で圧力が上昇しポンプが空転すること

（２）燃料に水が混入しエンジン停止に至ること

（３）配管内で燃料に気泡が生じ閉塞すること

（４）燃料が配管内で凍結し閉塞すること

問２１ 飛行中のプロペラ・ブレードにかかる応力で次のうち誤っているものはどれか。

（１）曲げ応力 （２）せん断応力

（３）引張応力 （４）ねじり応力

問２２ ガスタービン・エンジンの出力設定パラメ－タで次のうち誤っているものはどれか。

（１）エンジン圧力比 （２）エンジン回転速度

（３）トルク （４）滑油温度

問２３ ＡＤＦに使用されるアンテナで次のうち正しいものはどれか。

（１）フラットプレート・アンテナ

（２）ディレクショナル・アンテナ

（３）センス・アンテナとループ・アンテナ

（４）オムニディレクショナル・アンテナ

問２４ 次のうち最も磁力線を通しやすい物質はどれか。

（１）銅 （２）鉄 （３）アルミニウム （４）金

問２５ エンジン火災にもっとも有効な消火器として次のうち正しいものはどれか。

（１）フレオン消火器 （２）炭酸ガス消火器

（３）水消火器 （４）ドライケミカル消火器



M34

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

　　　　　 （2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 航 空 工 場 整 備 士  （機 体 構 造） 題数及び時間 ２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分

科　　目 専　門　 〔 科 目 コ ー ド ： １ ３ 〕 記　　号 Ｆ １ Ｆ Ｆ １ ３ ０ ９ ３ ０
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問1 単位に関係する説明として（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）工学単位では、長さにはメートル、時間には秒を用い、重さ又は力にはキログラムを

         用いる。

（Ｂ）物理学では、力の絶対単位をダインで表す。

（Ｃ）国際単位は一般にＩT又はＩT単位と呼ばれる。

（Ｄ）キロ、センチ、ミリ等はＳＩ基本単位と呼ばれる。

（Ｅ）絶対単位とは力学単位のことである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 材料の疲れについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）疲れ強さは繰返し応力の最小値と最大値の平均値に影響される。

（Ｂ）アルミニウム合金はS-N 曲線により疲れ限度が判る。

（Ｃ）応力繰返しの速さは疲れ強さにほとんど影響を与えない。

（Ｄ）材料にある大きさの応力を繰返し作用させると、ついに破壊することがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 アルミニウム合金の熱処理について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができないものもある。

（Ｂ）アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後、常温に放置し急冷する。

（Ｃ）アルミニウム合金6061や6063 は熱処理強化型の合金である。

（Ｄ）熱処理記号T4 は溶体化処理後、常温時効させたものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問4 マグネシウム合金の特徴で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウムを含むものは溶接後応力除去のための熱処理は必要としない。

（Ｂ）板材は 200℃ ～ 300℃ に加熱すると延性が増加し加工性がよくなる。

（Ｃ）鉄をわずかでも含んでいると耐食性は著しく弱められる。

（Ｄ）切削屑が発火した場合、鋳鉄の削り屑か又は乾いた砂をかけて消火するとよい。

（Ｅ）融点近くに加熱すると急激に酸化するので溶接時には大気を遮断する必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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問5

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）化成皮膜処理は溶液を用いて化学的に金属表面に酸化膜や無機塩の薄い膜を作る方法

         である。

（Ｂ）ディクロメート処理はリン酸塩皮膜を形成する方法でパーカーライジングとして広く

         利用されている。

（Ｃ）アロジン処理はマグネシウム合金の表面処理に使用されている。

（Ｄ）陽極処理は鋼の表面を硬化させるために行う。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6

（1）メッキ　　　　　　　　　　（2）高周波焼き入れ　　　　　　　（3）窒化

（4）表面圧延　　　　　　　　　（5）ショット・ピーニング

問7 チタニウム合金の特徴について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱膨張係数は他の金属に比較して小さい。

（Ｂ）熱伝導率はオーステナイト・ステンレス鋼と同程度で、金属のうちではかなり小

　      さい方である。

（Ｃ）電気伝導度は金属のうちではかなり大きい方である。

（Ｄ）チタニウム及びその合金共に非磁性体である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問8 複合材をアルミニウム材と比較した記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）複合材には導電性を有しているものはない。

（Ｂ）複合材は塑性変形するのでファスナによる結合はできない。

（Ｃ）複合材は引っ張り強度が格段に大きい。

（Ｄ）複合材は静電気が発生せず落雷により破壊されることはない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

一般に金属材料の疲れ限度を向上させる処理で次のうち誤っているものはどれか。

表面処理の記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問9 材料に発生する熱応力について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）両端を固定した材料を熱すると、材料は膨張し両端部にせん断応力が発生する。

（Ｂ）両端を固定した材料を熱すると、材料は膨張し両端部には引張応力が発生する。

（Ｃ）低膨張係数と高膨張係数で組み合わされた材料は熱せられると、低膨張側にせん

　      断応力、高膨張側に引張応力が発生する。

（Ｄ）低膨張係数と高膨張係数で組み合わされた材料は熱せられると、低膨張側に引張

　      応力、高膨張側に圧縮応力が発生する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 合成ゴムの特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）クロロプレンは熱化成性ゴムで耐候性、電気絶縁性に優れる。

（Ｂ）ニトリルゴムは非熱化成性ゴムで耐不燃性作動油及び耐候性に優れる。

（Ｃ）シリコンゴムは非熱化成性ゴムで耐鉱油性があり、耐熱性はない。

（Ｄ）ブチルゴムは熱化成性ゴムで耐鉱油、電気絶縁性に優れる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）炭素を増せば引っ張り強さや硬度は増加するが衝撃に対して弱くなる。

（Ｂ）マンガンは酸素との親和性が高く溶接性が悪いが耐食性は増加し切削性もよくする。

（Ｃ）ニッケルの固溶により焼き入れしない状態での粘り強さ及び耐食性を増す。

（Ｄ）クロムを添加することで焼入れによる硬化深度が増し耐食性が向上する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼中の合金元素のうちモリブデン（Mo）を添加した場合の主な作用で（Ａ）～（Ｄ）のうち

正しいものはいくつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐クリープ性を増す。

（Ｂ）焼ならし状態の鋼の強さを改善する。

（Ｃ）焼戻し脆性の防止に効果がある。

（Ｄ）溶接割れに対して弱くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

鋼中の合金元素の作用について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問13

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐食性に優れている。

（Ｂ）疲労強度に優れている。

（Ｃ）熱による伸縮が著しい。

（Ｄ）亀裂等の損傷の進行が緩やかである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 アルミニウム合金の腐食に関係するもので（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）アルサーフ

（Ｂ）集中応力

（Ｃ）窒化

（Ｄ）アノダイジング

（Ｅ）カドミウム・メッキ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問15  AA 規格によるアルミニウム合金の質別記号の説明として（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいも

のはいくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）T3：　溶体化処理後、冷間加工を行い自然時効したもの

（Ｂ）T4：　溶体化処理後自然時効したもの

（Ｃ）T6：　溶体化処理後人工時効したもの

（Ｄ） Ｏ：　焼きなまししたもの

（Ｅ） W：　溶体化処理後常温時効進行中のもの

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問16 最小曲げ半径についての記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）板材は曲げ半径が小さいほど、曲げ部に生じる応力と歪み量は大きくなる。

（Ｂ）材料の板厚が厚いほど、最小曲げ半径は大きい。

（Ｃ）2024 に比べ 7075 のほうが最小曲げ半径は小さい。

（Ｄ）あまり小さい半径で折り曲げると曲げ部は強度が低下するばかりか割れを起こす。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

複合材料の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問17 D リベット（2017）または DD リベット（2024）は熱処理後、アイス・ボックス

で冷蔵保存するが、その理由で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）加工硬化を防ぐため

（Ｂ）内部応力を緩和させるため

（Ｃ）時効硬化を遅らせるため

（Ｄ）強度を増すため

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ボルト結合より力学的特性が向上する。

（Ｂ）ピール強度に優れている。

（Ｃ）機体重量が軽減される。

（Ｄ）クラックの伝播速度が遅い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 ハイロック・ファスナについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）剪断及び引張荷重に対し有効である。

（Ｂ）カラーはメタリック及びノンメタリックのセルフロッキング型である。

（Ｃ）高応力がかかる区域での使用が可能である。

（Ｄ）サイズによりトルクが決定され、トルク・レンチにより適正なトルクをかける。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 トラス構造に使用されているロンジロンについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）胴体骨組みの主要な前後方向に配置された補強材である。

（Ｂ）ストリンガよりは頑丈にできている。

（Ｃ）胴体においては曲げ荷重を受け持つ。

（Ｄ）引張り又は圧縮の他せん断荷重を受け持つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

構造用接着剤を使用する利点で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問21 セミモノコック構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）曲げ荷重からの圧縮力は主としてストリンガが受けもつ。

（Ｂ）引張力は主としてフレームが受けもつ。

（Ｃ）捩れに対しては主としてキールが受けもつ。

（Ｄ）フロア・パネルは応力を受けない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フェール・セーフ構造と同じ構造設計である。

（Ｂ）劣化に対して十分余裕のある強度を持たせる設計である。

（Ｃ）強度解析試験によりその強度を保証する。

（Ｄ）その部品の使用期間における安全性を確保する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 主翼付け根にあるフィレットの効果で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）主翼付け根に過度の応力が働くのを防ぐ。

（Ｂ）主翼付け根の応力を分散する。

（Ｃ）主翼の揚力を増加させる。

（Ｄ）主翼付け根後縁付近の気流の剥離を防ぐ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

セーフ・ライフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問24

1570kg 1570kg

（１）1.5 （２）2.0 （３）2.5 （４）3.0 （５）4.0

（６）10.0 （７）20.0 （８）30.0

問25

はいくらか。下記のうち最も近い値を選べ。

揚力：500kg

 2m

    A点

（１）250 （２）350 （３）450 （４）800

（５）1000 （６）1200 （７）1600

図のようなリベットに生じる剪断応力（kg/mm2）はいくらか。下記のうち最も近い値を選
べ。但し、引っ張り応力を1,570kg、リベット径を20mmとする。

5ｍ

図のような片翼面上の全揚力分布のとき、A点における曲げモーメント（kg・ｍ）
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Ｍ３５

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

　　　　　 （2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　　目 専　門　 〔 科 目 コ ー ド ： １ ３ 〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 航 空 工 場 整 備 士  （機 体 装 備 品） 題数及び時間 ２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分

記　　号 Ｆ １ Ｆ Ｃ １ ３ ０ ９ ３ ０
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問1 単位に関係する説明として（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）工学単位では、長さにはメートル、時間には秒を用い、重さ又は力にはキログラムを

         用いる。

（Ｂ）物理学では、力の絶対単位をダインで表す。

（Ｃ）国際単位は一般にＩT又はＩT単位と呼ばれる。

（Ｄ）キロ、センチ、ミリ等はＳＩ基本単位と呼ばれる。

（Ｅ）絶対単位とは力学単位のことである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 材料の疲れについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）疲れ強さは繰返し応力の最小値と最大値の平均値に影響される。

（Ｂ）アルミニウム合金はS-N 曲線により疲れ限度が判る。

（Ｃ）応力繰返しの速さは疲れ強さにほとんど影響を与えない。

（Ｄ）材料にある大きさの応力を繰返し作用させると、ついに破壊することがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 アルミニウム合金の熱処理について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができないものもある。

（Ｂ）アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後、常温に放置し急冷する。

（Ｃ）アルミニウム合金6061や6063 は熱処理強化型の合金である。

（Ｄ）熱処理記号T4 は溶体化処理後、常温時効させたものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問4 マグネシウム合金の特徴で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウムを含むものは溶接後応力除去のための熱処理は必要としない。

（Ｂ）板材は 200℃ ～ 300℃ に加熱すると延性が増加し加工性がよくなる。

（Ｃ）鉄をわずかでも含んでいると耐食性は著しく弱められる。

（Ｄ）切削屑が発火した場合、鋳鉄の削り屑か又は乾いた砂をかけて消火するとよい。

（Ｅ）融点近くに加熱すると急激に酸化するので溶接時には大気を遮断する必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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問5

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）化成皮膜処理は溶液を用いて化学的に金属表面に酸化膜や無機塩の薄い膜を作る方法

         である。

（Ｂ）ディクロメート処理はリン酸塩皮膜を形成する方法でパーカーライジングとして広く

         利用されている。

（Ｃ）アロジン処理はマグネシウム合金の表面処理に使用されている。

（Ｄ）陽極処理は鋼の表面を硬化させるために行う。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6

（1）メッキ　　　　　　　　　　（2）高周波焼き入れ　　　　　　　（3）窒化

（4）表面圧延　　　　　　　　　（5）ショット・ピーニング

問7 チタニウム合金の特徴について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱膨張係数は他の金属に比較して小さい。

（Ｂ）熱伝導率はオーステナイト・ステンレス鋼と同程度で、金属のうちではかなり小

　      さい方である。

（Ｃ）電気伝導度は金属のうちではかなり大きい方である。

（Ｄ）チタニウム及びその合金共に非磁性体である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問8 複合材をアルミニウム材と比較した記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）複合材には導電性を有しているものはない。

（Ｂ）複合材は塑性変形するのでファスナによる結合はできない。

（Ｃ）複合材は引っ張り強度が格段に大きい。

（Ｄ）複合材は静電気が発生せず落雷により破壊されることはない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

表面処理の記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

一般に金属材料の疲れ限度を向上させる処理で次のうち誤っているものはどれか。
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問9 材料に発生する熱応力について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）両端を固定した材料を熱すると、材料は膨張し両端部にせん断応力が発生する。

（Ｂ）両端を固定した材料を熱すると、材料は膨張し両端部には引張応力が発生する。

（Ｃ）低膨張係数と高膨張係数で組み合わされた材料は熱せられると、低膨張側にせん

　      断応力、高膨張側に引張応力が発生する。

（Ｄ）低膨張係数と高膨張係数で組み合わされた材料は熱せられると、低膨張側に引張

　      応力、高膨張側に圧縮応力が発生する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 合成ゴムの特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）クロロプレンは熱化成性ゴムで耐候性、電気絶縁性に優れる。

（Ｂ）ニトリルゴムは非熱化成性ゴムで耐不燃性作動油及び耐候性に優れる。

（Ｃ）シリコンゴムは非熱化成性ゴムで耐鉱油性があり、耐熱性はない。

（Ｄ）ブチルゴムは熱化成性ゴムで耐鉱油、電気絶縁性に優れる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）炭素を増せば引っ張り強さや硬度は増加するが衝撃に対して弱くなる。

（Ｂ）マンガンは酸素との親和性が高く溶接性が悪いが耐食性は増加し切削性もよくする。

（Ｃ）ニッケルの固溶により焼き入れしない状態での粘り強さ及び耐食性を増す。

（Ｄ）クロムを添加することで焼入れによる硬化深度が増し耐食性が向上する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼中の合金元素のうちモリブデン（Mo）を添加した場合の主な作用で（Ａ）～（Ｄ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐クリープ性を増す。

（Ｂ）焼ならし状態の鋼の強さを改善する。

（Ｃ）焼戻し脆性の防止に効果がある。

（Ｄ）溶接割れに対して弱くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

鋼中の合金元素の作用について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問13

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）耐食性に優れている。

（Ｂ）疲労強度に優れている。

（Ｃ）熱による伸縮が著しい。

（Ｄ）亀裂等の損傷の進行が緩やかである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 アルミニウム合金の腐食に関係するもので（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）アルサーフ

（Ｂ）集中応力

（Ｃ）窒化

（Ｄ）アノダイジング

（Ｅ）カドミウム・メッキ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問15  AA 規格によるアルミニウム合金の質別記号の説明として（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいも

のはいくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）T3：　溶体化処理後、冷間加工を行い自然時効したもの

（Ｂ）T4：　溶体化処理後自然時効したもの

（Ｃ）T6：　溶体化処理後人工時効したもの

（Ｄ）  0：　焼きなまししたもの

（Ｅ） W：　溶体化処理後常温時効進行中のもの

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問16

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）流体の流れを一方向には流すが逆方向には流さない。

（Ｂ）流体の流量を減少させ装置の作動を遅らせる。

（Ｃ）主系統が故障した場合に回路を閉じ非常用の回路を開にする。

（Ｄ）流体の圧力を一定に保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

油圧系統のリストリクタ・バルブの役目で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

複合材料の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問17

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）定量吐出ポンプは系統の要求圧力により吐出量が変化する。

（Ｂ）ジェロータ・ポンプはドライブ・ギアとインテグラル・ギアで構成される。

（Ｃ）ピストン・ポンプには定容積型と可変容積型の２種類がある。

（Ｄ）可変吐出量ポンプにはアンギュラ・タイプとカム・タイプがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）湿度は６０～７５％ 程度が良い。

（Ｂ）燃料やオイルに触れないようにする。

（Ｃ）横に重ねて保管しない。

（Ｄ）直射日光を避ける。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 アンチ・スキッド装置の機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ロックド・ホイール・スキッド・コントロール

（Ｂ）タッチダウン・プロテクション

（Ｃ）フェール・セイフ・プロテクション

（Ｄ）オート・スピード・ブレーキ・ファンクション

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

タイヤの保管について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

油圧系統に使用されているポンプについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問20

いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）外気を機内へ取り入れ、ベンチレーチョンを行う。

（Ｂ）機内の空気を機外へ排出する。

（Ｃ）客室の高度を常に地上の高度と同じになるように保つ。

（Ｄ）客室温度を快適に保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問21

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）パルセイティング型は回転運動により吐出される。

（Ｂ）ベーン型は定量型ともいい、１回転毎の吐出量は一定である。

（Ｃ）スクリュ型はギア・ポンプと同じ構造である。

（Ｄ）遠心型はポンプ不作動時に備えバイパス機能が必要である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）水消火器は客室に配備され一般火災に使用される。

（Ｂ）炭酸ガス消火器は操縦室や客室に配備され、一般、電気、油脂の各火災に使用出来る。

（Ｃ）粉末消火器は重曹の微粉末を封入してあり操縦室や客室に配備され、一般、電気、油脂

         の各火災に使用出来る。

（Ｄ）フレオン消火器はフレオン・ガスあるいはフロン・ガスで消火するもので操縦室や客室

         に配備されている。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

燃料系統に使用されているポンプについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

与圧系統のアウト・フロー・バルブの目的について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは

携帯用消火器の記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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問23 油圧系統における蓄圧器（Pressure Accumulator）の装備目的で（Ａ）～（Ｆ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（７）の中から選べ。

（Ａ）ピーク負荷時に動力ポンプを助け、一時的に作動油を供給する。

（Ｂ）動力ポンプが故障した場合に、一定量の作動油を作動装置に供給する。

（Ｃ）動力ポンプが吐出した作動油の脈動により生ずる圧力サージング（脈動）を和らげる。

（Ｄ）各機器が作動したときの圧力サージングを吸収する。

（Ｅ）圧力調整器が過度に断続されることを防ぎ、ポンプや圧力調整器の磨耗を少なくする。

（Ｆ）ポンプから作動部分までの距離が長い場合、作動部分に近いアキュムレータが過渡的に

　　　局部的な圧力低下を防ぎ応答性を保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５

（６）６ （７）無し

問24 非破壊検査に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）浸透探傷検査は試験品の表面粗さの影響を受ける。

（Ｂ）染色浸透探傷検査は室内の暗い所で行う方が精度の高い試験ができる。

（Ｃ）磁気探傷検査の軸通電法は丸棒の円周方向の欠陥検出ができる。

（Ｄ）電磁誘導検査は深い位置にある欠陥の検出ができる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問25 図のようなリベットに生じる剪断応力（kg/mm
2
）はいくらか。下記のうち最も近い値を選べ。

但し、引っ張り応力を1,570kg、リベット径を20mmとする。

1570kg 1570kg

（１）1.5 （２）2.0 （３）2.5 （４）3.0 （５）4.0

（６）10.0 （７）20.0 （８）30.0
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☆ （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆ １問　４点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M37

注意

Ｆ１ＦＴ１３０９３０

資　　格 航空工場整備士（タービン発動機） 題数及び時間 ２５ 題　１ 時間 ３０ 分

科　　目 専　　門  〔科目コード：１３〕 記　　　　号

配点

判定基準
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問 １ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃
  　　 機関に大別される。

（Ｂ）ガスタービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボ
　　   シャフトの４種類に分類される。　　
（Ｃ）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。
（Ｄ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルス
　　   ジェット、ロケットがこの分類に入る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）おもちゃのゴム風船をふくらませて口をしばらずに突然手を離すと、空気の噴出方向と
　　　反対方向に風船が飛ぶのはジェット推進の原理にかなっている。
（Ｂ）芝生の散水機が回る力はジェット推進の原理から生まれる。
（Ｃ）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。
（Ｄ）ジェット推進の原理は大気中で有効であり、真空中では応用できない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ターボプロップ・エンジンは低速中高度飛行で大きな効率が得られる。
（Ｂ）ターボファン・エンジンはターボジェット・エンジンに比べ燃料消費率が小さい。
（Ｃ）一般的にターボファン・エンジンはファン部で約 20 ％ の推力を受け持っている。
（Ｄ）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約１００％を回転軸出力として取り出す。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 「熱力学の第１法則」について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱と仕事はどちらもエネルギの一つの形態であり相互に変換することができる。
（Ｂ）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。
（Ｃ）熱力学の第１法則は別名シャルルの法則ともいう。
（Ｄ）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 5 粘度指数の高いオイルについて次のうち正しいものはどれか。
（１）圧力変化に対して粘度変化が大きい。
（２）荷重に対する運動摩擦係数が大きい。
（３）幅広い温度範囲にわたり粘度変化が少ない。
（４）異質な油脂との分離性が高い。

問 ６ 完全ガスの状態変化について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）等温変化では、外部から加えられた熱量はすべて外部への仕事に変わる。
（Ｂ）断熱変化の膨張では、外部からの熱の供給がないので温度は上がる。
（Ｃ）定圧変化（等圧変化）では、温度が上昇するとともに外部へ膨張仕事をする。
（Ｄ）ポリトロープ変化は、定圧変化と等温変化の中間にある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ 内燃機関のサイクルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（Ｂ）タービン・エンジンの基本サイクルは定容サイクルである。
（Ｃ）ピストン・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。
（Ｄ）加熱が容積一定状態と圧力一定状態の両方で行われるサイクルを等容サイクルという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ８ ターボプロップ・エンジンの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）減速装置の強度により最大トルクが制限される。
（Ｂ）フリー・タービン形式は採用されていない。
（Ｃ）ターボプロップ・エンジンのフリータービン軸は低圧コンプレッサも駆動する。
（Ｄ）小型エンジンではリバース・フロー型の燃焼系統も用いられる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ９ 高バイパス比ターボファン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）構成材料の進歩やデジタル電子式エンジン制御技術の導入などによって、エンジンの信頼
　　　性が著しく向上した。
（Ｂ）高バイパス比の採用により排気騒音が大幅に減少した。
（Ｃ）ファン直径の増加により推力が増大した。
（Ｄ）推進効率の向上により燃費が大幅に低減した。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 10 エンジンの馬力の単位に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）１馬力は 約 0.745K W である。
（Ｂ）１馬力は１分間当たり 約 550 ft・lb の仕事に相当する。
（Ｃ）１馬力は１分間当たり 約33,000 kg・mの仕事に相当する。
（Ｄ）馬力は動力の単位すなわち単位時間当たりの仕事である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 タービン・エンジンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）エンジンの排気ガス速度が小さいほど推進効率は低下する。         
（２）機速が排気ガス速度に近づくほど推進効率は高くなる。
（３）排気ガス速度が小さいほど排気騒音も低くなる。
（４）排気ガス速度を小さくすると正味推力は減少する。

問 12 エンジン定格に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）最大巡航定格とは巡航時に使用できる最大性能値で通常は離陸定格の８０％前後である。
（Ｂ）最大連続定格とは非常時に離陸定格を延長することであり連続して使用できる。
（Ｃ）アイドルとは地上でのみ使用する最小出力で通常は離陸定格の２０％前後である。
（Ｄ）最大連続定格とは地上又は空中で連続して使用することが保証されている最大推力であ
　　　る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 エンジン構造に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ガス・ジェネレータとは圧縮機、燃焼室およびガス・タービンの構成部分である。
（Ｂ）高圧システムで駆動されるギアボックスは高圧圧縮機のモジュール構造に含まれる。
（Ｃ）コア・エンジンとはファン・セクションを含む高圧圧縮機、燃焼室および高圧タービンか
　　　ら構成される部分である。
（Ｄ）ファン・セクションは圧縮機の一部であり独立したモジュール構造としては取り扱わない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 14 コンプレッサ・ストールに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
（１）圧力比５以上の高圧力比の多段軸流圧縮機はストールを起こし易い。
（２）コンプレッサ・ストールは高々度ほど起こり易い。
（３）２スプール・コンプレッサでは、加速時はストールを起こし易いが減速時にはストール
　      は起こりにくい。
（４）アイドル回転からの加速での失速を、オフ・アイドル・ストールという。

問 15 バリアブル・ステータ・ベーンに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アイドル回転では、流入空気を多量に取り入れられる角度になっている。
（Ｂ）コンプレッサの回転数を一定にする。
（Ｃ）コンプレッサの圧力を一定にする。
（Ｄ）ストール防止のため、エア・ブリードを併用する場合が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 16 タービン・エンジンの燃焼器内の状態について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼状態は等圧連続燃焼である。
（Ｂ）燃焼領域での空燃比は 40～120 対 1 である。
（Ｃ）燃焼室を通過する総空気量に対する一次空気流量の割合は約２５％である。
（Ｄ）混合・冷却領域における空燃比は 14～18 対 1 である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 17 タービンに関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）軸流タービンのノズル・ガイド・ベーンはガス流の方向を決定するほか膨張、減圧も行う。
（Ｂ）ラジアル・タービンは１段当たりの膨張比は大きいが多段化すると効率が低下するため大
　　　型エンジンでは使用されない。
（Ｃ）軸流タービンはタービン・ステータとタービン・ロータから構成されている。
（Ｄ）軸流タービンの作動原理で実用化されているものは反動衝動タービンである。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 ジェット燃料の添加剤として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）金属活性剤
（Ｂ）不純物除去剤
（Ｃ）摩耗防止剤
（Ｄ）静電気防止剤

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 滑油系統のオイル・サンプを加圧する目的について次のうち正しいものはどれか。
（１）燃焼室からの熱の伝導と輻射を遮断してベアリングの冷却を図る。
（２）オイル・シールから滑油が漏れるのを防止する。
（３）スカベンジ・ポンプの入口圧力を確保し、滑油の循環を良くする。
（４）滑油の泡立ちを防止し潤滑を良くする。

問 20 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエンジン
制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）イグニッション系統のＯＮ／ＯＦＦ
（Ｂ）スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの展開
（Ｃ）コンプレッサ・バリアブル・ステータ・ベーン角度
（Ｄ）ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 21 排気ガス温度計システムについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）プローブは一般に電気抵抗式が用いられている。
（Ｂ）一般に数本のプローブを並列に結線している。
（Ｃ）熱起電力を応用したサーモカップルが用いられている。
（Ｄ）プローブは燃焼室出口の温度を計測している。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 タービン・エンジンの有害排気ガスの排出量について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）有害排気ガスの排出量は出力を変えてもほとんど変わらない。
（Ｂ）低出力時は二酸化炭素のみを排出する。
（Ｃ）NOx は離陸出力時が最も多い。
（Ｄ）高出力時は一酸化炭素の排出量が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 タービン・エンジンの燃焼室ライナとして通常用いられる材料で次のうち正しいものはどれか。
（１）コバルト基耐熱合金 （２）ニッケル基耐熱合金
（３）ステンレス鋼 （４）チタニウム合金

問 24 出力軸が6,000 rpm で回転していて、トルクが 57 kg・m のとき軸出力は何馬力(PS)にな
るか。下記のうち最も近い値を選べ。 （π＝３．１４）

（１）　467 （２）　477 （３）　495 （４）　502 （５）　510

問 25 次のデータによるターボ・ファン・エンジンの静止推力（ｌｂ）を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。
　一次空気流量　Wｐ　＝  150 lb/s、　一次空気排気速度　Vｐ　＝ 1,700 ft/s
　二次空気流量　Wｓ　＝  165 lb/s、　二次空気排気速度　Vｓ　＝ 1,180 ft/s

（１）13,985　（２）13,975 （３）13,945 （４）13,955 （５）13,965
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M38

☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

 　　　　　（2）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆　配　　点 １ 問   ４ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　　目 専　門 〔 科目コード ： １ ３ 〕 記　　号 Ｆ １ Ｆ Ｌ １ ３ ０ ９ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 航 空 工 場 整 備 士  （ プロペラ） 題数及び時間 ２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分
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問 １ 次の記述において（　　）の中に入る用語の組合せで正しいものはどれか。

  　プロペラ推進はエンジン出力でプロペラを回転し、空気に（　　Ａ　　）を与えて推力を

　得る。回転中のプロペラのブレードは周囲の空気に作用を与え、作用を受けた空気はプロペ

　ラにその（　　Ｂ　　）を返す。これがプロペラの推力となる。

　　プロペラが周囲の空気に及ぼす作用の大きさは、ニュートンの運動の（　　Ｃ　　）法則

　により運動量から求めることができる。

問 ２

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ３

塩水のかかる表面はメッキ、または防食塗装で腐食を防止する。

腐食がある場合は直ちに取り卸して交換する。

湿気は正規使用中にも入る。

ハブおよび羽根の露出部分に生じる。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ４

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ５ ある飛行機で、プロペラ回転数が 3,000 rpm 、飛行速度が 80 mph 、プロペラの幾何ピッチが
2.9 ft のときのすべりとして次のうち最も近い値を選べ。但し、1mph = 5,280ft/hとする。

（１） （２）１７％ 21% （３） 80% （４） １８２％

（Ｄ）

空力荷重によって生じる引張応力

回転によって生じる曲げ応力

ねじり応力（遠心ねじりモーメント及び空力ねじりモーメント）

旋回飛行時のジャイロ作用によって生じる曲げモーメントの応力

飛行中のプロペラに働く力の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）

（２）

（３）

（４）

Ａ：加速度　　　　　　Ｂ：反作用　　　　　　Ｃ：第２

プロペラの腐食について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）

（Ｄ）

機能試験

耐久試験

遠心負荷試験

疲労限界試験

Ａ：反動　　　　　　　Ｂ：エネルギ　　　　　Ｃ：第３

Ａ：エネルギ　　　　　Ｂ：反動　　　　　　　Ｃ：第１

Ａ：反作用　　　　　　Ｂ：加速度　　　　　　Ｃ：第１

耐空性審査要領で規定されているプロペラに対する試験について（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）
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問 ６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 10

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

定速プロペラの説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

飛行状態が変化しないと一定の回転速度を保つように制御される。

エンジンの出力を変化させることでプロペラの回転速度を一定に保つ。

多発機用のプロペラで他のプロペラ回転速度に同調させる機構を持つプロペラをいう。

アイドル運転から離陸出力運転まですべての範囲で一定の回転速度に制御される。

（Ｃ）

（Ｄ）

すべりはプロペラ効率の損失となる。

幾何ピッチと有効ピッチの差はすべりである。

プロペラのピッチ角は迎え角と後退角で構成される。

ピッチ角でできる前進距離は有効ピッチである。

（Ａ）

（Ｂ）

（４） 高ピッチ側 高ピッチ側

プロペラの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

高ピッチ側

（３） 高ピッチ側 低ピッチ側

（２） 低ピッチ側

可変ピッチプロペラにおいてカウンタウエイト及びリターン・スプリングがピッチ変換に
及ぼす力の方向で、次のうち正しい組み合わせはどれか。

カウンタウエイト リターン・スプリング

（１） 低ピッチ側 低ピッチ側

プロペラ・ブレードの疲れ限度の向上方法として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

ショットピーニング

表面圧延

陽極処理

高周波焼入れ

（Ｄ）

プロペラ・トラックが正しくない。

各ブレードに働く空気力に差がある。

プロペラ回転面内の質量分布が一様でない。

各プロペラ・ブレードの回転面と直角な方向の質量分布が異なる。

プロペラの静的不釣り合いが生じる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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問 11

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 12 次の文の（　）の中に適合する語句の組み合わせで正しいものはどれか。

不作動エンジンのプロペラ抗力が最小になる位置へピッチを変えることを（ア）といい、逆に

（ア）から正常飛行位置へピッチをもどすことを（イ）という。

問 13

問 14

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 15

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 照射式

（Ｂ） アルコール式

（Ｃ） 電熱式

（Ｄ） ラバー・ブーツ式

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

プロペラに着氷したときの不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

推力が低下し、急激な振動が発生する。

機体の失速速度が大きくなり、騒音が増大する。

エンジンの利用馬力が少なくなる。

プロペラのラセン速度が増大する。

プロペラ防除氷系統の方式として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（４）偏揺れは後流が安定板の左側をうつと、機体は右手に偏揺れする傾向が生じる。

（Ａ）

（２）

（３）

（４）

（３）

プロペラのトルク反作用と安定板効果（Fin Effect）について次のうち正しいものはどれか。

プロペラのトルクは、飛行機をプロペラの回転方向に回転しようとする。

プロペラの後流が回転して安定板や方向舵を打つために生じる効果がある。

プロペラが操縦室から見て時計方向に回転する場合には、後流は反対方向に回転する。

（１）

（２）

プロペラ・スピナの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

プロペラ振動を減らす。

ハブ部分の抵抗を減らす。

ピッチ変更機構を砂ぼこりなどから保護する。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

ハブ部分の空気の流れを滑らかにし、エンジン効率を向上させる。

（１）　ア　－　リバース　　　、イ　－　フェザリング

（Ｄ）

　ア　－　アン・フェザ　、イ　－　フェザリング

　ア　－　フェザリング　、イ　－　アン・フェザ

　ア　－　リバース　　　、イ　－　アン・フェザ
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問 16 プロペラの羽根に沿う推力とトルクに関する記述において（Ａ）～（Ｃ）に当てはまる語句の

組合せで次のうち正しいものはどれか。

プロペラの羽根の付根は空力性能の悪い円形にしなければならず、また後部にあるエンジンの

影響もあり損失が多い。羽根の先端には（Ａ）と（Ｂ）があり、また圧縮性の影響も

あって損失が多い。大きな推力を得られる部分は羽根の中央から外側へ（Ｃ）付近である。

（A） （Ｂ） （Ｃ）

 (１) 渦 形状抗力 １／２　Ｒ

 (２) 渦 誘導抗力 ３／４　Ｒ

 (３) 後流 誘導抗力 ３／４　Ｒ

 (４) 作用 形状抗力 ０．７　Ｒ

問 17

プロペラ回転数を検知する。

プロペラに発生する静電気のグランド回路を形成する。

プロペラの異常振動を検知する。

プロペラ・アンチ・アイス・システムの電気回路を形成する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 18 プロペラが馬力を吸収する能力に関連するものとして(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

翼型の反り

プロペラ径

プロペラ回転数

弦長

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 19 プロペラの同調系統の説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

左右のプロペラの回転数を自動的に一致させる。

左右のプロペラの羽根の相対位置を合わせる。

プロペラの風きり音をなくす。

基準として1個の同調モータを用いる方式をマスター・モータ式という。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

プロペラ・ハブの後部に装備されるスリップ・リング及びブラシの目的として
（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）
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問 20

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 21

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 22 超音速プロペラの特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

羽根数は８～１２枚構成で通常プロペラより多い。

強度を保つため極めて厚くする必要がある。

複合材料で製作されている。

先端での衝撃波の発生を高マッハまで抑えるため大きな後退角をもっている。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 23

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 24

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

羽根角測定

トラック検査

目視検査

鋼製ハブには研磨材や工具を用いることができる。

アルミ合金製のブレードに酸を使用してはいけない。

プロペラ・オーバーホール時の初度検査として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

着陸低速時の飛行機の有効なブレーキとして利用される。

プロペラ表面の清掃の説明として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

プロペラ部品には苛性ソーダを使用する。

塩水がかかったら直ちに溶剤で洗い、乾燥後きれいな油を薄く塗布する。

寸法検査（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

テーパ式

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

風車ブレーキとして（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ブレード角が減少し気流がブレードの背面をうつようになる。

前進角がブレード角より大きい負の抑え角となる。

負の推力（すなわち抗力）と負のトルクを発生する。

スプライン式

（Ａ）

プロペラの取付方法として(Ａ)～(Ｄ)のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

フランジ式

ブランケット式（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 25

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

アルミ合金製ブレードの表面検査においてはエッチング法より優れている。

陽極処理検査について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

クラックがある場合は褐色の線として現れる。

検査後耐食性を持たせるために温水タンクに浸しホット・シールを行う。

（Ａ）

（Ｂ）

電解液として工業用クロム酸水溶液を用いる。（Ｃ）

（Ｄ）
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（1）

（2）

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ３９

資　格 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分航空工場整備士　　計　器

☆配     点

☆注　意 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番号」、
「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　４点

科　目 記　号 F１ＦＩ１３０９３０専　門　〔科目コ－ド：１３〕
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）
（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。

電気力線の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電気力線の方向は電界の方向を示す。

ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。

光ファイバーは雷電流を通さないので落雷に強く、他の光ファイバーからの妨害を受け
ず電磁波を放出しないという特徴がある。
光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。

電磁誘導現象に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に比
例した制動力が働くことをうず電流制動という。
磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

光ファイバーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

直流サーボ・モータは小型で速度制御が容易であるが、低速度での効率は低い。

ステップ・モータはパルス・モータとも呼ばれ、入力信号の電気パルスによって回転す
るモータである。

交流サーボ・モータは回転子を細長くして始動時に最大トルクが得られるようにしてい
る。

サーボ機構の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

航空機に主に用いられているものは、電気式サーボ機構と電気-油圧式サーボ機構であ
る。

電気力線は互いに反発し合う。
電気力線は決して交わらない。

電気力線は正電荷から出て負電荷に入る。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

指示の原理は動圧と静圧との差により指示する。

固定子の鉄心は、１枚の厚さ0.3～0.5mmのけい素鋼板を積み重ねて作られている。

熱電対を用いた温度計の場合には、冷接点温度を機械的または電気的に求め、冷接点と
高温接点との温度差による熱電対の熱起電力を測って、冷接点の温度を知るように作ら
れている。

ガスタービン・エンジンの場合には複数個の熱電対を用いて、それらが感知した最大値
を指示するようにしている。

電気抵抗の変化を利用した温度計の指示器には比率型計器が用いられているため、指示
値が電源電圧の変動に影響される。

温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

温度計の受感部には、熱電対と電気抵抗の変化を利用した２種類のみが用いられてい
る。

界磁抵抗 56（Ω）、電機子抵抗 0.5（Ω）の直流分巻電動機がある。この電動機を無負荷で
28（Ｖ）の直流電源に接続したとき、1（Ａ）の電機子電流が流れ、これに負荷を加えたとき
電機子電流は 5（Ａ）に増加した。この回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。ただし、電動機の機械損は回転数にかかわらず一定とする。
（１）～（５）の中から選べ。

無負荷電力は、４２（Ｗ）である。

電機子の抵抗による損失は、２（Ｗ）である。

電動機の出力は、１１０（Ｗ）である。

標準大気温度より温度が高い区域に入ると、真高度は気圧高度より低くなる。

14,000Ft以上の高高度飛行や洋上飛行中はQNE規正を行う。

気圧高度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、その飛行場の海抜高度を示し
ている。

周波数400Hz、回転数8,000RPMの交流発電機は、6極機である。

電動機の効率は、71.4（％）である。

交流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

常に同期速度で発電機を回転する定速駆動装置（CSD）と呼ばれる油圧装置が、エンジ
ン、APU（Auxiliary Power Unit）と発電機の中間に必要である。

励磁機を交流機とし、シリコン整流器を回転子に取付けた構造にするとブラシが必要と
なる。
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問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1

（２） 2

（３） 3

（４） 4

（５）無し

全電流Ⅰは、0.0386（Ａ）である。

地磁気の水平分力を検出し、電気信号として磁方位が出力される。

機体の磁気の影響を取り除き、コンパスの指示を正確にする。

真方位信号はＤＧなどによって安定化され旋回誤差、加速度誤差などは取り除かれる。

下記 ＲＣ並列回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

旋回計はジャイロの摂動のみを利用している。

水平儀のジャイロ軸は常に水平で機軸と直角方向である。

航空機の電気配線方法に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

抵抗を流れる電流ⅠＲは、0.011（Ａ）である。

ジャイロに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ジャイロの剛性とは、外力を加えると９０度回転した方向に姿勢を変える特性をいう。

一般に電線グループまたは電線束は、支持点間で1/2in以上たるんではならない。

ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

翼端、胴体後部などに取り付けるのは半円差、四分円差の影響が少ないためである。

電線と他のチューブ等との間隔は1/2in以上設けること。

電線またはケーブルの最小曲げ半径は電線またはケーブルの外径の１０倍としなければ
ならない。
電線はどのコントロール・ケーブルからも３inの間隔を設ける必要がある。

コンデンサを流れる電流 Ⅰc は、0.0289（A）である。

ジャイロのドリフトには、ランダム・ドリフト、地球の自転によるドリフト、移動によ
るドリフトがある。

インピーダンス Ｚは、1,315.8（Ω）である。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

慣性基準装置（IRS）の算出データに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

途中経過地点（Waypoint）

加速度（３軸方向）

VOR局の上を通過するコースを設定すると、そのコースからのずれを表示させること
ができる。

速度（水平、垂直方向）

周波数は超短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

電波高度計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面に向くように、ジャイロ又
はIRSからの姿勢基準信号を受けている。

大型機では機体が地上にあるときマイナスの高度を指示してしまう。

オートパイロット・システムに用いられている方向舵サーボ・モータの機能に関する説明とし
て（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

VOR局に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

VOR受信機の出力はVOR局から見た航空機の位置を示し、機首方位は関係ない。

機体姿勢とその変化率

対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置（AFCS）に機体の高度と降下率を知
らせる重要な装備品である。

電波高度計は航空機から電波を地上に向けて発射し、地表面から反射する電波の遅延時
間を測定して高度を求める一種のレーダーである。

ダッチロール防止。

釣合い旋回を行う。

VORに関するデータは磁方位ではなく、真方位で表示される。

横軸の釣合いを保つ。
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問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

空気と燃料の誘電率は２：１で空気の方が大きい。

導体の抵抗を決める４条件の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

温　度：上昇するにつれて抵抗は増加する。

断面積：導体の断面積を倍にすると抵抗は半分となる。

TATの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

TATは速度が変化しても変わらない。

低空ではTATはSATと同一となる。

TATは断熱圧縮による温度上昇分を含んでいる。

飛行している時、TATはSATよりも高い。

密度が大きいほど小さくなる。

CASとはIASに位置誤差及び器差を修正したものである。

長　さ：同じ太さの導体でも、長さが２倍になると抵抗も２倍となる。

材　質：大量の自由電子をもっている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の小さい
　　　　材質である。

温度が上昇すると燃料が膨張して容積が増し大きくなる。

対気速度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

EASはIASに温度補正をしたものである。

高度“０”ではρ = ρ０であるからTAS = EAS = CASとなる。

標準大気ではIASとTASは等しくなる。

静電容量式液量計に使用されているタンク・ユニットの誘電率に関する説明として（Ａ）～
（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

温度が上昇すると大きくなる。

航空工場整備士（計器）・専門-6/8



問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

周波数特性が良く、高周波増幅回路として広く使われている。

ＲＣ結合増幅回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
 （１）～（５）の中から選べ。

構成が簡単な割にはひずみも少ない。

航空機に使用されている電球の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

白熱電球は計器の内部照明、計器盤、操作盤などのパネル照明に使用されている。

シールド・ビーム電球は前面レンズと反射鏡を封着した構造の電球で、機内の非常用照
明に使用されている。

ハロゲン電球は一定の明るさを保つように工夫された電球で、客室内部照明に使用され
ている。

トランスの巻線比を適当に選ぶことにより、入出力回路のインピーダンス整合ができ、
効率よく電力増幅ができる。
入力インピーダンスが低く、出力インピーダンスが高いのでインピーダンス整合が難し
い欠点がある。

EPR計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ガスタービン・エンジンから排出する燃焼ガスの全圧を飛行高度の大気圧で割った値で
ある。

ガスタービン・エンジンから排出する燃焼ガスの静圧を流入する空気の静圧で割った値
であり、これにより推力が推定できる。

ガスタービン・エンジンから排出する燃焼ガスの静圧と流入する空気の静圧の差であ
り、この差によって推力が計算される。

ガスタービン・エンジンから排出する燃焼ガスの全圧を流入する空気の全圧で割った値
である。

ステータの３つの巻線には同相または逆相関係の３つの電圧が発生する。

ステータ端子間の電圧は同じであるが、位相がずれている。

キセノン電球はほぼ自然光に近い色で高い輝度の発光をするので衝突防止灯の光源とし
て使用されている。

シンクロのロータを励磁した場合の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。　（１）～（５）の中から選べ。

ロータの角度に応じて位相が変わる３種類の電圧が発生する。

ステータには互いに120°隔てた３個の巻線があるため３相交流電圧が発生する。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

可動コイル型電圧計と、熱電対との組合せによる温度計を航空機に装着したところ、熱電対と
温度指示器を結ぶ専用リード線を誤って短く切ってしまった。その結果、12mあったものが
8mとなった場合のこの温度計の熱起電力回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいもの
はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。
  温度計の正規の抵抗値は、下記のものであった。
　　　熱電対：0.1Ω、専用リード線：1.5Ω、指示器：6.4Ω

この温度計の熱起電力回路の電気抵抗は、8Ωである。

8mとなった専用リード線の電気抵抗は、1.0Ωとなった。

専用リード線を12mから8mにした結果、全抵抗は、7.5Ωとなった。

最終的に低温接点と高温接点の温度差は、約1.067倍に大きく指示される。
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（1）

（2）

記　号 Ｆ１ＦＮ１３０９３０

☆注　意 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番
号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードの
マーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ４０

資　格 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分航空工場整備士　　電子装備品

専　門　〔科目コ－ド：１３〕科　目

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードの
マーク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるの
で当該科目は不合格になります。

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆配     点 １問　４点
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）
（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に
比例した制動力が働くことをうず電流制動という。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比
例する。

電磁誘導現象に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

電気力線は決して交わらない。

電気力線は正電荷から出て負電荷に入る。

サーボ機構の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

光ファイバーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

光ファイバーは雷電流を通さないので落雷に強く、他の光ファイバーからの妨害を受
けず電磁波を放出しないという特徴がある。

電気力線の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザー
ダイオードが使われている。

電気力線の方向は電界の方向を示す。

電気力線は互いに反発し合う。

ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、
クラッドと呼ばれる。

光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。

航空機に主に用いられているものは、電気式サーボ機構と電気-油圧式サーボ機構であ
る。
直流サーボ・モータは小型で速度制御が容易であるが、低速度での効率は低い。

交流サーボ・モータは回転子を細長くして始動時に最大トルクが得られるようにして
いる。
ステップ・モータはパルス・モータとも呼ばれ、入力信号の電気パルスによって回転
するモータである。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

電動機の効率は、71.4（％）である。

交流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電気抵抗の変化を利用した温度計の指示器には比率型計器が用いられているため、指
示値が電源電圧の変動に影響される。
熱電対を用いた温度計の場合には、冷接点温度を機械的または電気的に求め、冷接点
と高温接点との温度差による熱電対の熱起電力を測って、冷接点の温度を知るように
作られている。

固定子の鉄心は、１枚の厚さ0.3～0.5mmのけい素鋼板を積み重ねて作られている。

励磁機を交流機とし、シリコン整流器を回転子に取付けた構造にするとブラシが必要
となる。
周波数400Hz、回転数8,000RPMの交流発電機は、6極機である。

温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

界磁抵抗 56（Ω）、電機子抵抗 0.5（Ω）の直流分巻電動機がある。この電動機を無負荷
で 28（Ｖ）の直流電源に接続したとき、1（Ａ）の電機子電流が流れ、これに負荷を加えた
とき電機子電流は 5（Ａ）に増加した。この回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。ただし、電動機の機械損は回転数にかかわらず一定とする。
（１）～（５）の中から選べ。

無負荷電力は、４２（Ｗ）である。

電機子の抵抗による損失は、２（Ｗ）である。

電動機の出力は、１１０（Ｗ）である。

ガスタービン・エンジンの場合には複数個の熱電対を用いて、それらが感知した最大
値を指示するようにしている。

温度計の受感部には、熱電対と電気抵抗の変化を利用した２種類のみが用いられてい
る。

常に同期速度で発電機を回転する定速駆動装置（CSD）と呼ばれる油圧装置が、エン
ジン、APU（Auxiliary Power Unit）と発電機の中間に必要である。
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問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

航空機の電気配線方法に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。　（１）～（５）の中から選べ。

電線と他のチューブ等との間隔は1/2in以上設けること。

翼端、胴体後部などに取り付けるのは半円差、四分円差の影響が少ないためである。

真方位信号はＤＧなどによって安定化され旋回誤差、加速度誤差などは取り除かれ
る。

地磁気の水平分力を検出し、電気信号として磁方位が出力される。

機体の磁気の影響を取り除き、コンパスの指示を正確にする。

気圧高度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、その飛行場の海抜高度を示し
ている。

ジャイロに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

標準大気温度より温度が高い区域に入ると、真高度は気圧高度より低くなる。

ジャイロの剛性とは、外力を加えると９０度回転した方向に姿勢を変える特性をい
う。

14,000Ft以上の高高度飛行や洋上飛行中はQNE規正を行う。

指示の原理は動圧と静圧との差により指示する。

ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正し
いものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

旋回計はジャイロの摂動のみを利用している。

水平儀のジャイロ軸は常に水平で機軸と直角方向である。

一般に電線グループまたは電線束は、支持点間で1/2in以上たるんではならない。

電線またはケーブルの最小曲げ半径は電線またはケーブルの外径の１０倍としなけれ
ばならない。
電線はどのコントロール・ケーブルからも３inの間隔を設ける必要がある。

ジャイロのドリフトには、ランダム・ドリフト、地球の自転によるドリフト、移動に
よるドリフトがある。
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問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1

（２） 2

（３） 3

（４） 4

（５）無し

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

横軸の釣合いを保つ。

全電流Ⅰは、0.0386（Ａ）である。

コンデンサを流れる電流 Ⅰc は、0.0289（A）である。

抵抗を流れる電流ⅠＲは、0.011（Ａ）である。

ダッチロール防止。

機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面に向くように、ジャイロ
又はIRSからの姿勢基準信号を受けている。

大型機では機体が地上にあるときマイナスの高度を指示してしまう。

釣合い旋回を行う。

オートパイロット・システムに用いられている方向舵サーボ・モータの機能に関する説明と
して（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

インピーダンス Ｚは、1,315.8（Ω）である。

電波高度計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置（AFCS）に機体の高度と降下率を
知らせる重要な装備品である。

下記 ＲＣ並列回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電波高度計は航空機から電波を地上に向けて発射し、地表面から反射する電波の遅延
時間を測定して高度を求める一種のレーダーである。
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

地面、空などの空間部分の表示方式はストローク・スキャニング方式を採用し見やす
くしている。

特に注意を促す必要のある情報については、表示の色を変化させたり、点滅させたり
してPriorityを持たせた表示が可能である。

整流回路の特性や性能を表わす指標として、リップル百分率と整流効率がある。

整流効率とは直流出力電力に対する交流入力電力の比をいう。

電源回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

３相両波整流回路は、小型機の整流型直流発電機や大型機のブラシレス３相交流発電
機の回転子に使用されている。

周波数は超短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

VORに関するデータは磁方位ではなく、真方位で表示される。

単相両波整流回路には、センタータップ形及びブリッジ形がある。

文字、数字およびシンボル部分の表示方式はラスター・スキャニング方式を採用し読
み取りやすくしている。

電子表示素子（CRTまたはLCD）を用いた計器の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

入力情報のうちFMC、気象レーダなどの情報は直接入力されている。

加速度（３軸方向）

慣性基準装置（IRS）の算出データに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

途中経過地点（Waypoint）

VOR局に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

VOR受信機の出力はVOR局から見た航空機の位置を示し、機首方位は関係ない。

機体姿勢とその変化率

速度（水平、垂直方向）

VOR局の上を通過するコースを設定すると、そのコースからのずれを表示させること
ができる。
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問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

電圧変動率は大型変圧器では２～３％以下、小型変圧器では１０％以下である。

電子なだれ降伏またはアバランシュ・ブレークダウンとは、pn接合に高電圧がかかる
と結晶を構成している価電子が高圧エネルギーでたたき出され、多くの電子と正孔が
つくられることである。

可変容量ダイオードは、印加する逆電圧により静電容量を変化させることができるの
で航空機用各種無線の発振回路に広く用いられている。

半導体ダイオードにおいて、ある値をこえて逆方向電圧をかけると逆方向電流が急激
に増大する現象を降伏またはブレークダウンという。

ダイオードに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

定格２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる。

電圧変動率に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

定格負荷と無負荷との電圧差は変圧器内部インピーダンスの負荷電流による電圧降下
である。

無負荷２次電圧が増加すると電圧変動率は小さくなる。

発光ダイオードとは、ガリウム‐りん、ガリウム‐ひ素‐りんなどのpn接合ダイオー
ドに順電流を流すことによって、その材料に特有な波長の発光を得るダイオードであ
る。

航空機システムのバイト・テストを自動的に実行する。

機上整備コンピュータ・システム（ＣＭＣ）の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいもの
はいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

EFISのフラグ、EICASの警告、運用限界超過等をモニターしている。

CMCデータはプリンタで打ち出すことが出来、CDU画面でも見る事ができる。

CMCが記録したデータの読み取りには特別な解析装置が必要である。
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問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

非常用照明に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

温度や電源電圧の変化は２つのトランジスタに同じように働くため、ドリフトの少な
い増幅回路である。

差動増幅回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

差動利得と同相利得の差を同相分除去比と呼び、大きいほど性能が良い。

特性の揃った２個のトランジスタを共通のエミッタ抵抗を通して対称接続した回路で
ある。

同相入力を打ち消す働きがあるが、両トランジスタ特性のわずかな相違により、同相
分は完全に打ち消されないため、差動利得と同相利得の差をとって性能を表わす指標
としている。

手動により点灯させることができる。

非常脱出口のみに取り付けられ、機外には取り付けられていない。

航空機の交流電源が断たれた時に、機体電源システムの主バッテリにより自動的に点
灯する。

１台のIRUには、３個以上のレーザ・ジャイロが必要となる。

機械的な部分がないため故障が非常に少ない。

照明は天井部分のみに取り付けられている。

レーザ・ジャイロの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ストラップダウン方式でＸ、Ｙ、Ｚ軸に自由に回転できる。

気象レーダのアンテナ・スタビライゼーションの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

機体の姿勢が変わってもアンテナのスキャンする面が水平面と一定の関係を保つシス
テム。

アンテナを航空機のピッチ角に合わせている。

レーザ光源、反射鏡、プリズム、光検出器などから構成されている。

アンテナを航空機のピッチ角とバンク角双方に合わせている。

スタビライゼーション機能を保つためにIRUより信号を受けている。
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（1）

（2）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配     点 １問　４点

記　号 Ｆ１ＦＲ１３０９３０

☆注　意 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に、「受験番号」、
「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、
「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

☆判定基準

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ４２

資　格 航空工場整備士　　無線通信機器 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分

科　目 専　門　〔科目コ－ド：１３〕

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

直流サーボ・モータは小型で速度制御が容易であるが、低速度での効率は低い。

交流サーボ・モータは回転子を細長くして始動時に最大トルクが得られるようにしてい
る。
ステップ・モータはパルス・モータとも呼ばれ、入力信号の電気パルスによって回転す
るモータである。

光ファイバーは雷電流を通さないので落雷に強く、他の光ファイバーからの妨害を受け
ず電磁波を放出しないという特徴がある。
光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度であ
る。

サーボ機構の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

航空機に主に用いられているものは、電気式サーボ機構と電気-油圧式サーボ機構であ
る。

電気力線の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

光ファイバーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。
光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

電気力線の方向は電界の方向を示す。

電気力線は互いに反発し合う。

電気力線は決して交わらない。

電気力線は正電荷から出て負電荷に入る。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。

電磁誘導現象に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に比
例した制動力が働くことをうず電流制動という。
磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

標準大気温度より温度が高い区域に入ると、真高度は気圧高度より低くなる。

温度計の受感部には、熱電対と電気抵抗の変化を利用した２種類のみが用いられてい
る。
電気抵抗の変化を利用した温度計の指示器には比率型計器が用いられているため、指示
値が電源電圧の変動に影響される。
熱電対を用いた温度計の場合には、冷接点温度を機械的または電気的に求め、冷接点と
高温接点との温度差による熱電対の熱起電力を測って、冷接点の温度を知るように作ら
れている。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、その飛行場の海抜高度を示して
いる。

14,000Ft以上の高高度飛行や洋上飛行中はQNE規正を行う。

指示の原理は動圧と静圧との差により指示する。

温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ガスタービン・エンジンの場合には複数個の熱電対を用いて、それらが感知した最大値
を指示するようにしている。

気圧高度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電動機の出力は、１１０（Ｗ）である。

電動機の効率は、71.4（％）である。

交流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

常に同期速度で発電機を回転する定速駆動装置（CSD）と呼ばれる油圧装置が、エンジ
ン、APU（Auxiliary Power Unit）と発電機の中間に必要である。

周波数400Hz、回転数8,000RPMの交流発電機は、6極機である。

固定子の鉄心は、１枚の厚さ0.3～0.5mmのけい素鋼板を積み重ねて作られている。

励磁機を交流機とし、シリコン整流器を回転子に取付けた構造にするとブラシが必要と
なる。

電機子の抵抗による損失は、２（Ｗ）である。

界磁抵抗 56（Ω）、電機子抵抗 0.5（Ω）の直流分巻電動機がある。この電動機を無負荷で
28（Ｖ）の直流電源に接続したとき、1（Ａ）の電機子電流が流れ、これに負荷を加えたとき
電機子電流は 5（Ａ）に増加した。この回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。ただし、電動機の機械損は回転数にかかわらず一定とする。
（１）～（５）の中から選べ。

無負荷電力は、４２（Ｗ）である。
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問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1

（２） 2

（３） 3

（４） 4

（５） 無し

ジャイロに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ジャイロの剛性とは、外力を加えると９０度回転した方向に姿勢を変える特性をいう。

ジャイロのドリフトには、ランダム・ドリフト、地球の自転によるドリフト、移動によ
るドリフトがある。

真方位信号はＤＧなどによって安定化され旋回誤差、加速度誤差などは取り除かれる。

下記 ＲＣ並列回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

旋回計はジャイロの摂動のみを利用している。

水平儀のジャイロ軸は常に水平で機軸と直角方向である。

航空機の電気配線方法に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電線またはケーブルの最小曲げ半径は電線またはケーブルの外径の１０倍としなければ
ならない。
電線はどのコントロール・ケーブルからも３inの間隔を設ける必要がある。

電線と他のチューブ等との間隔は1/2in以上設けること。

一般に電線グループまたは電線束は、支持点間で1/2in以上たるんではならない。

ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

地磁気の水平分力を検出し、電気信号として磁方位が出力される。

機体の磁気の影響を取り除き、コンパスの指示を正確にする。

翼端、胴体後部などに取り付けるのは半円差、四分円差の影響が少ないためである。

コンデンサを流れる電流 Ⅰc は、0.0289（A）である。

抵抗を流れる電流ⅠＲは、0.011（Ａ）である。

全電流Ⅰは、0.0386（Ａ）である。

インピーダンス Ｚは、1,315.8（Ω）である。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問17

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

ダッチロール防止。

釣合い旋回を行う。

電波高度計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置（AFCS）に機体の高度と降下率を知
らせる重要な装備品である。
電波高度計は航空機から電波を地上に向けて発射し、地表面から反射する電波の遅延時
間を測定して高度を求める一種のレーダーである。

途中経過地点（Waypoint）

速度（水平、垂直方向）

機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面に向くように、ジャイロ又
はIRSからの姿勢基準信号を受けている。
大型機では機体が地上にあるときマイナスの高度を指示してしまう。

オートパイロット・システムに用いられている方向舵サーボ・モータの機能に関する説明とし
て（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

VOR局の上を通過するコースを設定すると、そのコースからのずれを表示させることが
できる。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

横軸の釣合いを保つ。

VOR局に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

VORに関するデータは磁方位ではなく、真方位で表示される。

機体姿勢とその変化率

VOR受信機の出力はVOR局から見た航空機の位置を示し、機首方位は関係ない。

周波数は超短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

慣性基準装置（IRS）の算出データに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

加速度（３軸方向）

AC 115V 正弦波電圧の最大値で正しいものはどれか。

152V 158V

160V 162V

164V 166V
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問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

航空機用VHF無線送受信機の基本回路の機能説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

緩衝増幅器（Buffer Amplifier）：周波数逓倍器が水晶発振器の負荷となって発振周波
数が変動しないようにバッファとして設けられる増幅器。

高周波増幅器（High Frequency Amplifier）：アンテナで受信した微弱な電波から受信
すべき信号を選び出して増幅する回路。
変調器（Modulator）：音声信号を増幅して高周波電力増幅器に加えるオーディオ増幅
器。

局部発振器（Local Oscillator）：受信する電波と中間周波数だけの差をもった発振
器。

アンテナ利得に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

アンテナ利得とは、アンテナから最大放射方向に放射される電波の電力密度と、それと
同一電力が供給されている基準アンテナより同一距離の点に放射される電波の電力密度
の比をいう。

利得の基準として損失のない等方向性アンテナを使った場合の利得を絶対利得という。

利得の基準として損失のない半波長ダイポール・アンテナを使った場合の利得を相対利
得という。
航空機に使用されているアンテナは大きさと形に制約があるので相対利得は１以下（０
dB以下）である。

ダイオードに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

半導体ダイオードにおいて、ある値をこえて逆方向電圧をかけると逆方向電流が急激に
増大する現象を降伏またはブレークダウンという。
電子なだれ降伏またはアバランシュ・ブレークダウンとは、pn接合に高電圧がかかると
結晶を構成している価電子が高圧エネルギーでたたき出され、多くの電子と正孔がつく
られることである。

可変容量ダイオードは、印加する逆電圧により静電容量を変化させることができるので
航空機用各種無線の発振回路に広く用いられている。

発光ダイオードとは、ガリウム‐りん、ガリウム‐ひ素‐りんなどのpn接合ダイオード
に順電流を流すことによって、その材料に特有な波長の発光を得るダイオードである。
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問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問24

（１） 413km （２） 418km （３） 420km

（４） 424km （５） 426km （６） 428km

構成が簡単な割にはひずみも少ない。

ＲＣ結合増幅回路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

周波数特性が良く、高周波増幅回路として広く使われている。

機首、機尾の斜め方向（４５°、１３５°、２２５°、３１５°）にＮＤＢ局があると
き誤差が大きくなるのは、ティルト誤差のためである。

海岸線誤差は周波数が高くなるほど小さくなるため、実用上気にしなくてもよい。

夜間誤差とは、夜間に電離層からの反射が弱くなって受信電波に水平偏波成分が含まれ
ることによりループの判別機能が低下して消音点が不鮮明となり生ずる誤差である。

航空機に使用されている電球の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

トランスの巻線比を適当に選ぶことにより、入出力回路のインピーダンス整合ができ、
効率よく電力増幅ができる。
入力インピーダンスが低く、出力インピーダンスが高いのでインピーダンス整合が難し
い欠点がある。

ＡＤＦの指示誤差に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

センス・アンテナの取付け位置は４分円誤差に影響を与えるため、取付け位置の変更に
は注意が必要である。

航空機のVHF（超短波）通信で、高度33,000ft（約10,060m）における航空機からの
見通し通信距離で次のうち最も近い値はどれか。ただし、地上局のアンテナの高さは無視
する。

白熱電球は計器の内部照明、計器盤、操作盤などのパネル照明に使用されている。

シールド・ビーム電球は前面レンズと反射鏡を封着した構造の電球で、機内の非常用照
明に使用されている。
ハロゲン電球は一定の明るさを保つように工夫された電球で、客室内部照明に使用され
ている。
キセノン電球はほぼ自然光に近い色で高い輝度の発光をするので衝突防止灯の光源とし
て使用されている。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

Static Inverterに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

スイッチング回路、変圧器、駆動回路、波形整形フィルタから構成されている。

交流電源方式の航空機には必要ないため装備されていない。

Battery電源を受け交流に変換して常にAC Main Busに供給している。

電圧調整は駆動回路が出力電圧を監視しており、電圧が低下した場合はパルスの導入時
間を増して周波数を変えずに出力電圧を増す。
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