
「航法ログ」は提出する必要はありません。

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３）

◎ 配　　点 １問　４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
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。

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

◎ 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

科　目 航　法 〔科目コード：０１〕 記　　号 Ａ１ＡＡ０１０９7０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P1
資　格 定期運送用操縦士（飛） 題数及び時間 ２５題　２時間
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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）

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す
る。
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
区域をいう。
グライドスロープへの会合高度相互間に最低1,000ftの垂直間隔を設定する。
各進入復行経路は20°以上分岐して設定するものとする。

滑走路中心線灯
進入角指示灯
接地帯灯

（３）約４０８ｋｔ
（４）約４３１ｋｔ

（１）約３４３ｋｔ
（２）約３８０ｋｔ

問 4 気圧高度２０,０００ f t 、外気温度－３０℃の大気中を、ＣＡＳ３００ktで飛行中の
航空機のＴＡＳで正しいものはどれか。

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

（１）    正        誤        正       誤    
（２）    誤        正        誤       誤

（c）
（d）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

灯火について正誤の組み合わせで（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（a）進入灯
（b）

できない。

問 3 ＣＡＴⅠＩＬＳまたはＰＡＲにより進入する場合、着陸の最低気象条件に影響する航空

（３）視野のすべてが良好な視力で見えているわけではなく、よく見えているのはわず
かな範囲である。

（４）人間の能力には限界があり、網膜に機影が映っても瞬時に回避操作をすることは

物が近づいても見えないことがある。
（２）見張りをする場合には一箇所一箇所に視線を短い時間ごとに止めて見るのではな

く、視線は止まることなくゆっくり動かしたほうがよい。

問 ２ 次の記述で誤りはどれか。

（１）対象物が見えるためにはいくつかの条件が必要であり、条件が悪いときには対象

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

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

（d）

の中で正しいものはどれか。

（a）

（b）

（c）

問 １
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しFUEL FLOWも増加する。

（３）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは増加
しFUEL FLOWは減少する。

（４）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは増加

しFUEL FLOWも減少する。
（２）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは減少

しFUEL FLOWは増加する。

問 7 次の記述で正しいものはどれか。

（１）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは減少

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

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

大３°）と設定されている。
（d）ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から１５ｍとされ、

許容偏差は上方へ５ｍとされている。

（b）滑走路の中心線とローカライザコースの中心線が、５°以内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。

（c）グライドスロープの角度は、２．５°以上３．５°以下（CATⅡ/Ⅲ運航では最

正しいものはどれか。

（a）ローカライザーコースの幅は、滑走路進入端で７00ft になるように調整される
ので滑走路の長さによって異なる。

（４）    正        正        正       誤

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

（２）    誤        誤        正       正
（３）    正        正        誤       正

（d）霧の中に入ると機首が上がっているような錯覚に捉われる。

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

高い進入になりがちである。
（c）通常より狭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高い高度

にあるような錯覚を生じ易い。

（a）進入時、風防に当たる雨は、より低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

問 5 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。

定運（飛）-航法-3/８



てである。

正（４） 正 誤 誤

誤
（３） 誤 誤 正 正
（２） 誤 正 正

（ｄ）
（１） 正 正 誤 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

（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
（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

上げ）、及び公示された最低気象条件の値に等しい地上視程

件の値に等しい地上視程
（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に等しい雲高

（a）CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅰ精密進入方式の最低気
象条件のＲＶＲ値に等しい地上視程

（b）CAT－Ⅰ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅰ精密進入方式の最低気象条

問 10 目的地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
正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（４） 誤 正 誤
（３） 誤 誤 正
（２） 正 正 正
（１） 正 正 誤

進入方式」、「周回進入」、「離陸」、「代替飛行場」の最低気象条件に対し

（ａ） （ｂ） （ｃ）

が1,200mであればCMVは1,800mとなる。
（c）地上視程通報値のCMVへの変換が適用されないのは、「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密

（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種類は
「進入灯および滑走路灯」、「滑走路灯」、「前記以外の場合」である。

（b）昼間にあって「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

問 9 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
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

正
（４） 誤 正 誤 正
（３） 正 誤 正

誤
（２） 誤 正 正 誤
（１） 正 正 誤

ない場合のみ、地上視程換算値（CMV）とする。周回進入にあっては飛行視程
とする。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（c）進入限界点において定められた目視物標を視認し、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

（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、または特に認められた地点のいずれかでおこなう。

で正しいものはどれか。

（a）離陸の最低気象条件はいかなる場合においても雲高及び地上視程またはＲＶＲと
し、通常滑走路ごとに設定される。

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
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飛行視程　　２４００ｍ
飛行視程　　３２００ｍ
地上視程　　２４００ｍ
地上視程　　３２００ｍ

しなければならない。

れた数値の範囲でなければならない。

正（４） 正 誤 誤

正
（３） 誤 正 正 正
（２） 正 誤 正

（ｄ）
（１） 正 正 正 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

場合に限定して運用される。
（d）航法精度が指定されたＲＮＡＶ経路における運航においては、経路の横方向の誤

差は全飛行時間中少なくとも９５％は、ＲＮＡＶ種別もしくはＲＮＰ種別で示さ

（b）RNAV経路の飛行を計画する航空機は、飛行計画書第１０項に「R」もしくは
「Ｚ」を記入し、第１８項に「ＲＮＰ種別」もしくは「ＲＮＡＶ種別」を明記

（c）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

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（a）国内空域の航空路部分に設定されているRNAV経路はRNAV1の基準に基づいて
いる。

（４）

問 13 RNAV（広域航法）の記述について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて

ものはどれか。

（１）
（２）
（３）

正

問 12 カテゴリーＣの航空機が周回進入を行う場合に適用される最低気象条件として正しい

（４） 正 誤 誤

誤
（３） 誤 正 正 誤
（２） 正 誤 正

（ｄ）
（１） 誤 正 誤 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

（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
上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

（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
視程

（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
（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

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）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
方式の最低気象条件の値に等しい地上視程

問 11 出発地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
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飛行場以外の場所への進入および滑走路手前への接地の防止にも有効である。

（３）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３分～２分
前に接近の警報が、１分～３０秒前に回避のための警告が音声で発出される。

（４）ランディングコンフィギュレーションにおいても当該警報は使用できるため、

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。
（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

険度に応じて色分け表示される。

問１５ EGPWSの記述で誤りはどれか。

（１）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

正
（４） 正 誤 誤 正
（３） 誤 正 誤

誤
（２） 正 誤 正 正
（１） 正 正 正

（d）福岡ＦＩＲ内のＲＶＳＭ適用高度帯の空域において指定された維持高度から１５０
ft以上の逸脱があった場合はいかなる理由であっても報告しなければならない。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

いてRVSM適合機相互間に適用される。
（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。

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（a）本来2,000ftの垂直間隔を1,000ftに縮小して運用する方式である。
（b）福岡ＦＩＲ全域で、フライトレベル290以上フライトレベル4１0以下の高度にお

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
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[飛行計画問題]

仙台空港（ＲＪＳＳ）から大分空港（ＲＪＦＯ）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（解答は（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７月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 経　　路
RJSS（SDE）～GTC～KMC～YME～OKC～IWC～RJFO（TFE）

（３） 高　　度
①仙台空港の出発はＲＥＶＥＲＳＡＬ方式で上昇し、ＳＤＥ上空まで
　１２分を要するものとする。ただしＳＩＤに伴う高度等の制限はない。
②第１レグで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。
③STEP  ＤＯＷＮ、ＳＴＥＰ　UPは行わない。

（４） 代替空港
　高知空港（ＲＪＯＫ）

（５） 代替空港までの経路
　ＳＵＣ～ＫＲＥ（ＫＯＣＨＩ）上空とし、11,000 f t の一定高度で飛行
　し、上昇、降下は考えない。

（６） 燃　　料

（７） 　離陸重量
　95,000lbs

（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および航法ログのDATAを使用すること。

16

　当該飛行に必要な燃料量の計算は以下の条件で算出すること。
【条　件】

②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。

　までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港の上空 450m の高度

　臣が告示で定める燃料の量を加えた量

（３）１４時３１分（日本時間）
（４）１４時３５分（日本時間）

（１）１４時２３分（日本時間）
（２）１４時２７分（日本時間）

（４）324kt

問 17 大分空港の予定到着時刻（ＥＴＡ）は次の内のどれか。

（２）316kt
（３）320kt

問 KMＣからYMEまでのＴASは次の内どれか。
（１）312kt

③TAXI FUELは無視する。

　で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大

①着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港
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（４）１９分

（２）１４分

問 25 ＴＯＤ（降下開始点）はＩＷＣから次の内どの距離にあるか。
（１）ＩＷＣからＯＫＣ寄りで ９０nmの距離

（４）ＩＷＣからＴＦＥ寄りで 18nmの距離

（４）８４，６００lbs

（２）ＩＷＣからＯＫＣ寄りで　９nmの距離
（３）ＩＷＣからＴＦＥ寄りで　９nmの距離

（３）８４，１００lbs

（３）１，６００lbs
（４）１，８００lbs

（１）８３，１００lbs
（２）８３，６００lbs

問 24 目的地空港での予想着陸重量は次の内どれか。

問 23 KMCからYMEまでのＺＯＮＥ　ＦＵＥＬは次の内どれか。
（１）１，２００lbs
（２）１，４００lbs

（３）１７分

問 22 YMEからOKCまでのＺＯＮＥ　ＴＩＭＥは次の内どれか。
（１）１２分

（３）２３９°
（４）２４５°

（１）２２７°
（２）２３３°

（４）２，４６０lbs

問 21 KMC の５０nm手前の磁方位（ＭＨ）はどれか。

（２）２，２６０lbs
（３）２，３６０lbs

問 20 大分空港から代替飛行場までの必要燃料は次の内どれか。
（１）２，１６０lbs

（３）１６，０００lbs
（４）１６，３００lbs

（１）１５，４００lbs
（２）１５，７００lbs

（４）１１，２００lbs

問 19 この飛行に必要とする最小搭載燃料の量はどれか。

（２）１０，４００lbs
（３）１０，８００lbs

問 18 大分空港までの予定消費燃料は次の内どれか。
（１）１０，０００lbs
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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

230 239 227 231

18 26.0 14.5 18.0

18 3130 4240 2210 3030

227 238 225 229

16 23.5 13.0 16.0

17 2890 3890 2210 2800

226 232 223 227

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 21002010 2700 12 1350

10.0 11.0 16.5 7 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

24.5

14.5 21.5 9

18503910 152730 2800

2260

227220

2080

224

223 227

2500

14.0 16.0

225 227 233 219

10

11

11.5 16.5

13.0 18.5

2020 3060

15.0 18.0 27.0

227 229 233

229

2750 3010 4320

230 232 221 225236

16

3000 3270 4800

238

3320

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0 20.5

2200 245017

23.0

2380 2670 3640

223 231

3250 3600 5310 18

232 234 227

5910 19 2890

19.0 22.0 35.0 13.5 15.5

3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900 2560

238 240

21.0 24.5 39.5 15

244 228

17.5 26.0

25.0 27.0 45.0 16.5

232 236

3850 4250 6520 20

3320 4670

239

19.0 29.0

2740 3100 4300

242 244 233 235

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

248 252

36.0 22.5 26.5

4970 23 3350 3930

TAS 257
(kt)

25.5 32.5

24 3630 4220

STD +10

(min)

25 4000

30

-10

ＰALT

-5 STD +10 ×1000

(ｌｂｓ）
FUEL

（feet）

TIME

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

定運(飛)ー航DATAー１



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

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

3115

21

3205

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

22 （ｌｂｓ/H）

-43 Ｆ／Ｆ 3385

-45 Ｆ／Ｆ

304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

-33.5 ＴＡＳ 311

3490 3335

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

-39 Ｆ／Ｆ

18

3765 3655

Ｆ／Ｆ 3980 3820

19

-29.5 ＴＡＳ 312 293

-27.5 ＴＡＳ 308

300

-37 3450 3490

306

289302 296

3730 3570

-25.5 ＴＡＳ 304

3890-35 Ｆ／Ｆ 4070

17

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

297 289 283

16

-23.5 ＴＡＳ 301 279293 287

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

15

-21.5 ＴＡＳ 296 274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

288 282

14

-19.5 ＴＡＳ 292 271285 278

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

13

-17.5 ＴＡＳ 288 267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

281 274

12

-15.5 ＴＡＳ 285 264277 268

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

11

-13.5 ＴＡＳ 274 254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

273 265

10

-11.5 ＴＡＳ 279 269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

265 258 252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274

ＷＴ

定運(飛)ー航DATAー２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



271 265 258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590 4420 4240

4190

286 272

262275 269

266

4370

10

- 1.5 ＴＡＳ 283

11

- 3.5 ＴＡＳ 293

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550

270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380 4200

283 277

12

- 5.5 ＴＡＳ 291

273

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

287 281

13

- 7.5 ＴＡＳ 294

278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

292 285

14

- 9.5 ＴＡＳ 299

281

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

295 289

15

-11.5 ＴＡＳ 303

286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

300 294

16

-13.5 ＴＡＳ 308

291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

304 297

17

-15.5 ＴＡＳ 311

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060

18

-17.5 ＴＡＳ 316

313 307

3890 3720

3640

309 303 297

3860 3705

299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810

-19.5 ＴＡＳ

3540

19

20

-21.5 ＴＡＳ 317 312 305

-29 Ｆ／Ｆ

310

3440

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610

21

-35 Ｆ／Ｆ

-23.5 ＴＡＳ 317

3190

22 （ｌｂｓ/H）

-25.5 ＴＡＳ 314

～

85 75 65 55

～ ～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

定運(飛)ー航DATAー３

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000
(feet)

(℃)



～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85

22 （lbs/H）

～

85 75 65 55

～ ～

-25 Ｆ／Ｆ

3770 3690

-15.5 ＴＡＳ
（kt）

-23 Ｆ／Ｆ 3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

3580

20

-11.5 ＴＡＳ 324 318 311

-21 Ｆ／Ｆ

3645-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

18

- 7.5 ＴＡＳ 317

-17 Ｆ／Ｆ 4100 3790

-15 Ｆ／Ｆ 4350 4220

312 304

4050 3870

3965

3960

16

- 5.5 ＴＡＳ 319 312

17

305 299

294

-13 Ｆ／Ｆ

- 3.5 ＴＡＳ 316 309

4585 4395

41504500 4330

4220

302

4025

15

- 1.5 ＴＡＳ 311 304 297 289

-11 Ｆ／Ｆ

4110

14

+ 0.5 ＴＡＳ 307 301 293 286

-9 Ｆ／Ｆ

4710 4550

42954660 4485

4375 4180

13

+ 2.5 ＴＡＳ 302 296 289 281

-7 Ｆ／Ｆ

4255

12

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

-5 Ｆ／Ｆ

4835 4660

44454795 4620

4495 4305

11

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286 280 273

-3 Ｆ／Ｆ

4360

10

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

-1 Ｆ／Ｆ

4933 4780

45604905 4735

4600 4415

9

+10.5 ＴＡＳ 286 278 272 265

+1 Ｆ／Ｆ

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

(lbs)

×1000
(feet)

(℃)
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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

13 285 645

13 282 630

12 280 610

12 279 600

11 277 585

8 265 520

11 274 570

10 271 560

10 269 545

9 267 530

7 261 490

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ（×1,000ｌｂｓ ）

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

2243 2153 2063

８５～８２ ８１～７８

8 263

７７～７４

505
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      航　法　ロ　グ

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

ＳＤＥ -10 8W

ＧＴＣ -10 280/30 262 8W 86

ＫＭＣ -10 270/30 234 8W 160

ＹＭＥ STD 270/40 228 7W 83

ＯＫＣ STD 300/40 228 7W 73

ＩＷＣ STD 300/35 249 7W 99

ＴＦＥ +10 250/40 203 7W 41

 TO ALTERNATE AP

ＳＵＣ +10 060/30 125 6W 78

ＫＲＥ +10 080/30 036 6W 58

TAS WCA TH MH

DESTINATION AP ALTERNATE AP ＥＴＤ  FUEL　　PLAN

ＥＴＡ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ 　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ

ＥＴＥ

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

ZONE

FUEL

＋ TO　DESTINATION TO　ALTERNATE

ＲＭＳ

HOLDING CONTINGENCY

ATR-航法ログ



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　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

配　　点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

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)

科　目 記　　号法規〔科目コード：０４〕

◎ 判定基準

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

Ａ１ＣＣ０４０９７０

◎

「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）

定期（飛）（回）（船）-法規 -1/５



（３）

正

（２）航空機は登録を受けた時に日本の国籍を取得する。

航空機の登録について誤りはどれか。

正
誤 正 誤 誤

（２） 正 正
誤 誤 誤
正

（ｄ）技能証明を返納して1年を経過していない者

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

ついて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）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
（ｂ）定期運送用操縦士の技能証明を有する者
（ｃ）運航管理者の資格を有する者

（４）「着陸帯」とは、特定の方向に向かって行う航空機の離陸又は着陸の用に供

正

（３）

（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、

（４） 正

（２）

（４）

するため設けられる空港その他の飛行場内の矩形部分をいう。

国土交通省令で定めるものをいう。

「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

の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。

軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。

半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。

この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。

うち、この点を中心として4,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの

（１）
正

誤 正 正 誤
（２） 正 正 誤

正 正

するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

（ｄ）
正 誤 正 正

（ｂ） （ｃ）

（３）

（ａ）

次の記述のうち「航空従事者」に該当するもので（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせに

（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。

（３）

外国の国籍を有する航空機は登録することはできない。

国際民間航空条約の条文について誤りはどれか。

ことを承認する。

次の記述のうち誤りはどれか。
（１）「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方６０メートルの点を含む水平面の

（１）

５問

問 ２

問 ３

問 ４

誤

（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。

（４） 誤 正 正

（１）締約国は、各国がその領域上の空間において部分的且つ排他的な主権を有する

（２）この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治

を執り、及び、（ｂ）自国の当局の監督に従うことを条件として、その航空機の所有
者又は（ｃ）その航空機が登録を受けた国の当局が状況により必要とされる救援措置
を執ることを許可することを約束する。各締約国は、行くえ不明の航空機の捜索に従

各締約国は、その領域内で遭難した航空機に対して（ａ）実行可能と認める救援措置

合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

事する場合には、（ｄ）この条約に基いて随時勧告される共同措置に協力する。

１ 国際民間航空条約第25条（遭難航空機）の文章の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み問

定期（飛）（回）（船）-法規 -2/５



入表面、円錐表面、又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限
る。）

（２）航空機の性能
（３）

を制限する期間で誤りはどれか。

1暦年

ため航空機からの視認が困難であるもの（進入表面、水平表面、転移表面、延長進

（２）2010年８月９日

（１）

6 飛行規程の記載事項として定められている項目で誤りはどれか。
（１）航空機の概要

骨組構造の物件
（１）

（１）

（２）

国土交通大臣は国土交通省令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。
国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級について

（４）2010年2月9日

誤りはどれか。ただし、地表又は水面から 60m 以上の高さのものとする。
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

検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

発動機の排出物に関する事項
（４）航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明

航空法施行規則第１５７条の３（乗務割の基準）のうち、航空機乗組員の乗務時間

（４）

（３）

（４）

確保のため重要な装備品に該当しないものはどれか。

6暦月
（４）

（１）
（２）1暦月

24時間

型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行う。

型式証明について誤りはどれか。
（１）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。

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
するので、新規に航空身体検査を受けなければならない。

関係しない。

限定することができる。
国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の型式について
限定することができる。

操縦士に係わる技能証明の限定について誤りはどれか。

（３）2009年11月14日

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

プロペラ調速器

（２）

きかなければならない。

国土交通大臣に届け出をしなければならない。

（３）

（１）
（２）

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、

（３）

（４）

問 7

11

８

2009年8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
同年11月15日に定期運送用操縦士の資格を取得した。このパイロットの航空身体

航空法第１８条（発動機等の整備）にある国土交通省令で定める航空機の安全性の

12

問

問

９

問 10

問

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）

（２）

問

問

（３）全ての架空線
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

点火用ディストリビューター

起動機
気化器

国土交通大臣は、型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見を（３）

定期（飛）（回）（船）-法規 -3/５



問 15 救急用具の記述で、正しい組み合わせはどれか。

13

（　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、
（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

（１）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
（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
（３）

（４）

航空英語能力証明について正しいものはどれか。
（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

（１）
航空法第８５条でいう「粗暴な操縦」について、誤りはどれか。

（４）

（２）進入許可が発出され、管制官から速度調整に係る指示が新しく又は繰り返して
行われなかった場合

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

（２）空港型PIB

（３）

運航上必要がない低空飛行
（２）速度を変更する飛行

ア 航空運送事業　　　イ ３０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品及び医療用具

知識を有することについての証明である。
（２）

・ 航空法第82条の2第１号の空域であって、高度 900m 以下の空域を飛行する航空

おける航行を行ってはならない。
（４）航空英語能力証明の有効期限は２年である。

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。
（３）

同条第2号の空域を飛行する航空機にあっては、指示対気速度 （4）250 ノット

該当しないものはどれか。

（１）ATISが実施されている空港において放送されているATIS情報

（４）飛行計画型PIB

国際ノータム事務所が提供するPIB（Pre-flight Information Bulletins）の種類で

ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品又は医療用具
（４）

18 航空管制官から速度調整を受け、その指示されていた速度調整が自動的に終了する

問 19

場合で誤りはどれか。
問

速度を維持すべき地点が明示されたのち当該地点を通過した場合

高調音を発する飛行
（３）急降下飛行

（３）レーダー進入において接地点から3マイルの地点又は最終降下開始点のうち
いずれか接地点から遠い方の地点を通過したのち

（１）待機が指示された場合

（４）火山の噴煙等に関する情報

（３）ルート型PIB

PIREPのすべてのタービュランス（揺れ）に関する情報

VHFデータリンク情報提供業務で提供されている業務で誤りはどれか。

（２）

（１）国際型PIB

航空機の運航上重大な影響のある予測できない突発的事項のノータム

14 航空法第82条の2（航空交通管制圏等における速度の制限）について誤りはどれか。

イ）  ピストン発動機を装備する航空機　　　（１） 160 ノット
機にあっては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度

ロ）  タービン発動機を装備する航空機　　　（２） 200 ノット

問

問

・ 法第82条の2第１号の空域であって、高度 （３） 3,000m を超える空域又は

問 17

問 16
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着陸帯の等級　　　　　勾配　　　　　　　　　　半径の長さ
　A　 50分の1 1万メートル
　B 40分の1 1万メートル

C及びD 40分の1 8千メートル
E 30分の1 6千メートル

問 20 航空法第５６条第３項の規定による円錐表面の組み合わせ（但し、計器着陸装置を利用

（２）
（３）

（１）

（４）

して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供
する空港を除く）で正しいものはどれか。
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P５
資　格 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

Ａ１ＣＣ０２０９７０

◎

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

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕

（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

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。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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以下の場合に通報される。

（４）
翼の空力特性に影響を与える。

問 6
説明で誤りはどれか。

問 ７ 着氷についての記述で誤りはどれか。

高度が高い。
（３）

（４）

問 5 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。
（１）

（２）

（４）

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。
略号はFXFE502である。
1日2回発行される。

渦度0の等渦度線は実線で示される。

寒冷低気圧は、対流圏中・上層の気圧の谷の振幅が大きくなって気圧の谷の

（２）

問 ２ 滑走路視距離（RVR）についての説明で誤りはどれか。
（１）PILOT EYE LEVELとして滑走路面上5mを想定している。

問 ３ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。

コリオリの力は、物体の運動の向き及び速さに影響を与える。

（１）
北半球において北に向かって運動する物体には、東向きのコリオリの力が働く。（２）

（４）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。

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

に強い着氷を起こす。
（２）着氷域の予想には－８D法が利用できる。

日本付近に寒冷低気圧が近づいてくると、その東側から南東側にかけて積乱雲

（１）

（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

Rに続いて着陸に使用している滑走路番号、斜線、4桁の数字による10分間
の平均RVR値、変化傾向を表す記号で示される。

（３）卓越視程あるいは方向視程が1,500m以下、またはいずれかのRVRが1,800m

（４）

１ 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。

対流圏の範囲は全大気体積の1/10 程度である。
（２）
（３）

透過率方式が使用されている。

気温の減少は12㎞付近で止まる。

全大気の50%程度の量の空気を含んでいる。

（４）滑走路視距離観測装置には透過率方式と前方散乱方式があるが、民間空港では

（２）

問

大きい。

寒冷低気圧は、移動速度が遅いのが特徴である。

（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。

（３）

（３）

コリオリの力は、地球上に静止している物体には働かない。

（１）

（４）
（３）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。

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

部分より上では気温は周囲に比べて低い。
寒冷低気圧の中心部の対流圏界面は大きく垂れ下がっており、垂れ下がった
低緯度側が切り離され、等温線が閉じた形となって生じることが多い。

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

値を持つ。

（１）

行している。

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

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

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

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
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　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

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

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
（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

問 11
について、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

がある。

停滞性の前線である。梅雨前線付近の下層についてみると、一般に日本より西では南北
方向の（ａ）気圧傾度が強く、（ｂ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南

の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の低い対流雲が発生して大雨を

（４）

（３）

（４）
ところに生じる背の高い高気圧である。
夏に顕著にみられる太平洋高気圧は、熱帯域のハドレー循環の下降流域にあたる

梅雨期に現れるオホーツク海高気圧は、上空に気圧の峰またはブロッキング高気

９ 高気圧についての記述で誤りはどれか。

（２）

問
冬季にみられるシベリア高気圧は、対流圏の下層から上層まで寒冷である。

問 ８
中で正しいものはどれか。

問 10

（ｄ）雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（ａ）

梅雨前線についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）

（１）

広がっていることがしばしばある。

北方向の気温の差が大きい。
　梅雨前線上には数百～千数百km間隔で小規模な低気圧が発生することがあり、前線

（ｃ）

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

春、秋に日本付近を西から東に通過する移動性高気圧の後面では、上・中層雲が

        誤　　　正　　　正　　　誤
（３）
（２）

　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。　

（１）        正　　　正　　　誤　　　正

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

　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

（３）

        誤　　　正　　　正　　　正

（１）

（４）        正　　　正　　　正　　　誤
        正　　　誤　　　正　　　誤

安定度は不安定気温減率である。

（１）        正　　　正　　　正　　　誤

圧が存在するときに発生しやすく、下層は寒冷・湿潤である。

        正　　　誤　　　誤　　　誤

～（４）の中で正しいものはどれか。

もたらす。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

　梅雨前線は、晩春から夏にかけて中国から日本の東に向かってほぼ東西方向に延びる

（２）        誤　　　正　　　正　　　誤

（２）
        正　　　正　　　誤　　　正
        誤　　　正　　　正　　　誤

視程は良好である。

気流は下層に乱流がある。
（ｂ）
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問 12 逆転層の成因について誤りはどれか。
（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。

14

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。
（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。

（３）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。
低下するために発生する。
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

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。

積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

（２）

（２）

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
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。

問 ショワルター指数について誤りはどれか。

積乱雲に比べてかなり暗く見える。

（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
はセルが塊状になったり線状に並んだりする。

（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、

（２）

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。（３）

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

（４）

（２）
（１）夏の雷雲発生に良い目安となる。

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

（３）

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。

問

（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）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。
（２）
（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）

問 18 高層断面図についての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）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。
前線に対応している。

15 晴天乱気流の発生条件で誤りはどれか。
（１）等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき

（３）鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき
（４）風速値が110ktより大きいとき

（２）水平シヤーが20kt/120nmより大きいとき
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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。
強風軸の中心に沿って渦度の最大値が表れる。

問 19 渦度の説明について正しいものはどれか。
（１）

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）

（４）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。
（３）

渦度は時計回りの回転を正とする。

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前

（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
（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。

線に対応する。

どれか。
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定期運送用操縦士（飛）

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。

Ａ１ＡＡ０３０９７０

合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点

　　      航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 　　　P6

◎ 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

２０題　　１時間題数及び時間

工学〔科目コード：０３〕

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。

「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

（２）

◎

◎

判定基準

資　格

科　目

定運（飛）-工-1/５



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。

ダッチロールの説明で誤りはどれか。
横揺れと偏揺れを組み合わせた運動を繰り返す現象をいう。
高々度飛行や低速飛行時など揚力係数の大きいときに起こりやすい。
操縦士の手動の修正操作により安全かつ容易に解消できる。
後退角と上反角の効果による過度の横安定により起こる。
　

高速バフェットに関する説明で、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。

速度の増大に伴い翼面上に発生していた（ア）が次第に強くなってくると、翼面に沿
う気流が（ア）による圧力上昇に妨げられて剥離し始める。この剥離した乱れた気流
が（イ）に当たって（ウ）全体に（エ）振動（バフェット）を引き起こす。
このバフェットのことを高速バフェットといい、（ア）の発生しやすい高速度におけ
る運用上の最大速度（オ）を決定する条件としている。

ア　衝撃波　　イ　水平尾翼　　ウ　機体　　エ　不規則な　　オ　Mmo

ア　衝撃波　　イ　垂直尾翼　　ウ　胴体　　エ　不規則な　　オ　Vmo

ア　揚力　　　イ　水平尾翼　　ウ　胴体　　エ　規則的な　　オ　Mmo

ア　抗力　　　イ　胴体　　　　ウ　尾翼　　エ　規則的な　　オ　Vmo

上昇性能をよくする方法で誤りはどれか。

５ ＶMCG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。

（ア）中に当該速度で臨界発動機が突然不作動になった際、（イ）を超えない（ウ）
操縦力により飛行機の操縦を維持し、かつ、主翼を（エ）に保つ範囲で横の操縦を
維持することにより、通常の技術の操縦者が安全に離陸を継続できる最小速度である。

ア　離陸滑走　　　イ　150lbs　　ウ　昇降舵　　　エ　５度以内
ア　離陸上昇　　　イ　68kg　　　ウ　方向舵　　　エ　水平
ア　離陸上昇　　　イ　150lbs　　ウ　昇降舵　　　エ　５度以内
ア　離陸滑走　　　イ　68kg　　　ウ　方向舵　　　エ　水平

フェージングの説明で正しいものはどれか。
短波帯の電波を受信中に受信音が強くなったり弱くなったりする現象である。
短波帯の通信が突然途絶え数分から数十分後に回復する現象である。
夜間に中波帯の電波が昼間より遠距離まで伝搬する現象である。
短波帯の通信が数時間から数日にわたり障害を起こす現象である。

（４）

（１）
（２）
（３）

問 １

問

（１）

３

（１）

（１）

（４）
（３）

２

（２）

（１）

（４）

（２）
（３）

抗力を減らして必要馬力を小さくする。
翼面荷重を小さくする。

（４）

（４）

４

問

問

問

問 ６
（１）

（３）

（３）

（４）

（２）

馬力荷重を小さくする。
（２）翼面積を小さくして速度を上げる。

（２）

（３）
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油圧系統作動油に要求される性質で誤りはどれか。

上昇中に静圧口が閉塞した場合の関連する計器の指示とし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、速度計は実際より大きく指示する。

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。

10 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・システムに関する説明で、次の文章の下線部①から④の正誤の組み合
せで正しいものはどれか。

高々度、①高速飛行時に方向安定と横安定のアンバランスによって発生する、いわゆ
る　②ダッチ・ロールを防止する目的で用いられる安定増加装置の一種である。
この装置は、ヨー方向の　③角速度を検知し、電気的信号を作り出す部分、及びその
信号を増幅し、方向舵を動かすアクチュエータに指令を出す部分、及び方向舵を動か
すアクチュエータなどから構成されており、この装置が自動的に方向舵を適正に操舵
することにより、　④ダッチ・ロールの発生を防止することができるように作られて
いる。

（４）

①正　　②正　　③誤　　④正
①誤　　②正　　③正　　④誤

（４）

（２）

設定された客室高度への気圧変化率を制御する。

（３）

（１）

（３）

（１）
（２）

実用的に非圧縮性であり、使用中泡立たないこと。
温度変化による潤滑性の低下を、流動性で補えること。
引火点、発火点が高く、燃焼性が低いこと。

問

９

11

問

問

問

（４）

（１）

８

（３）

（１）
（２）

（４）

７

温度変化による成分変化が少ないこと。

問

（３）操縦室での煙発生時、強制的に煙を機外に排出する。

（４）

（２）

（３）

（１）①正　　②誤　　③誤　　④誤

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）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

①正　　②誤　　③正　　④正
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12

防火系統の火災検知器に関する説明で、次の文章の下線部①から④の正誤の組み合わ
せで正しいものはどれか。

検知器には、サーマルスイッチ型、容量型、抵抗型（絶縁破壊型ともいう）などがあ
る。抵抗型は、細い金属パイプの中に抵抗体があり、中心に電線が一本通っていて、
火災が発生すると　①温度が上がり、抵抗体の　②電気抵抗値が下がることによって
警報装置が作動する。また熱感応センサーはステンレス製チューブ内にヘリウムガス
が封入されていて、全体的に加熱されると封入されたガスが　③膨張し、局部的加熱
の時にはコア・エレメント内から　④水素ガスが遊離して膨張して、圧力スイッチを
働かせて警報装置を作動させる。

①正　　②正　　③正　　④誤
①正　　②正　　③正　　④正
①誤　　②正　　③正　　④誤
①正　　②正　　③誤　　④正

優れている。

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。

セーフ・ライフ構造方式という。

ダント構造方式という。

同等又はそれ以上の強度を持たせる構造をサンドイッチ構造方式という。

翼の前縁の方へ移動する。
翼の後縁の方へ移動する。
翼型毎に風圧中心の位置は一定であり、風圧中心が移動することはない。
上記のいずれになるかは翼の特性により異なる。

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。

（１）

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

ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ揮発性が高く、引火点が低い。

（４）

（４）

（２）

（３）

（３）
（４）

（２）

スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの開閉

（４）

エンジン燃料流量
イグニション系統のON/OFF
ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉（３）

（１）

（１）
（２）
（３）

問

14

13

16

15

問

問

問

問

問

17

（２）

（１）
（２）

タービン・エンジンの燃料の氷結を防ぐ方法として誤りはどれか。
燃料ポンプによりかくはんする。
氷結防止剤を添加する。

（３）

基本部材に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。

サンプ・ドレンにより水抜きを行う。
オイルとの熱交換により加熱する。

（３）

ジェット燃料に関する記述で誤りはどれか。

（２）ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ比重が大きい。

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

翼の迎え角が減少した時の風圧中心についての説明で正しいものはどれか。

ワイドカット系燃料はケロシン系燃料に比べ低温時及び高空における着火性に

（１）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

（４）

ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ凍結しやすい。

（１）

（４）
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重量97,000lbsの飛行機が直線定常飛行の失速速度（指示対気速度IAS）が125ktで
あったとき、重量を20%増加したときの失速速度（IAS）を求めよ。ただし、計器誤差
と位置誤差は無視することができるほど小さいとする。

150kt
140kt
137kt
114kt

重量13,000lbsの飛行機が速度150kt、バンク角30度で水平旋回飛行を行っている
ときの旋回半径を求めよ。重力の加速度は32.2feet/sec2、１ktは1.69feet/sec
とする。

0.48nm
0.52nm
0.57nm
0.63nm

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、基準線後方300
inchの前方貨物室へ貨物2,000lbsを搭載した。その後重心位置を基準線後方450inch
にする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155,500lbs
であり、貨物搭載可能範囲は基準線後方200inchから900inch、乗客一人の重量は
150lbsとする。

基準線後方950inchの貨物室に1,500lbsの貨物搭載
基準線後方200inchの座席の乗客10名を基準線後方700inchの座席へ移動
基準線後方800inchの貨物室に1,000lbsの貨物搭載
基準線後方700inchの貨物室に3,000lbsの貨物搭載（４）

（１）

（２）
（３）

（１）

（４）

（２）

（４）

（３）
（２）
（１）

（３）

問

問

問

20

19

18
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P10

◎ 配　　点

◎

Ａ３ＣＣ０２０９７０

◎ 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　　号航空気象〔科目コード：０２〕

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)

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。

「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

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。

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

事操(飛)(回)(船)-気象-1/4



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。

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

低下するために発生する。
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。（３）

（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

2

（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3,300ft

約   500ft

（２）

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

（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

（４）

（４）上昇に伴って、空気塊の内部エネルギーは増加する。

上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は減少する。

ものはどれか。

（２）計器高度と真高度は等しい。

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。

（３）

（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。）

問

問

上昇に伴って、空気塊の体積は増加する。（２）

（３）

飛行した場合の記述で正しいものはどれか。

問

問 5

４ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。

３ 高気圧域でアルチメーターセッティングを行ったまま、計器高度を保持し低気圧域へ

上昇に伴って、空気塊の温度は低下する。

接地逆転がある。
等温大気である。

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。

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。

計器高度は真高度より高い。

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。

７ 逆転層の成因について誤りはどれか。
（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）

（４）
（３）乾燥断熱減率である。

放射霧が発生する場合の地面付近の気温の鉛直分布について正しいものはどれか。

気圧傾度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

寒冷低気圧は、移動速度が遅いのが特徴である。
（４）日本付近に寒冷低気圧が近づいてくると、その東側から南東側にかけて積乱雲

湿潤断熱減率である。

（２）寒冷低気圧の中心部の対流圏界面は大きく垂れ下がっており、垂れ下がった
部分より上では気温は周囲に比べて低い。

問 1 周囲より5℃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

約2,000ft
（３）

低緯度側が切り離され、等温線が閉じた形となって生じることが多い。

約1,200ft
（４）

（１）

（２）

（２）
（３）

（１）

（３）

問 ６ 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。
（１）寒冷低気圧は、対流圏中・上層の気圧の谷の振幅が大きくなって気圧の谷の
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（１）
問 14

問

９

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。

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。

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

（４）

（１）

８

（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

500hPa面の等高線の蛇行（南北流）が大きくなるとき
（３）
（４）

乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。（２）
（１）

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。

TD ＜　T　＜ STS ＜  TS（１）

（３）TD ＜  TS  ＜   T   ＜ STS
TD ＜  TS  ＜ STS ＜   T

CATはジェット気流の近くでは発生しない。

問

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

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。

12

（２）

雷雲付近の飛行について誤りはどれか。

（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

問 13

（４）TD ＜ STS ＜  TS  ＜   T

ガストフロントの兆候があるとき
（３）
（４）気温と露点の差が3℃以上のとき

（４）

地上気温が27℃以上のとき

（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。（２）

（２）

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

　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。

台風等の最大風速の強さによる分類で正しいものはどれか。

できるだけ－8℃～＋8℃の高度帯を飛行する。
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。

問

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

問 晴天乱気流（CAT）の記述で誤りはどれか。
（１）

10
CATは雲のない晴天中で突然おこる現象である。

（２）

ショワルター指数について誤りはどれか。
夏の雷雲発生の良い目安となる。

（４）　　正　　　正　　　誤　　　誤

（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。　

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

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

（３）

（１）　　正　　　正　　　誤　　　正
（２）　　誤　　　正　　　正　　　誤　
（３）　　正　　　誤　　　正　　　正

（３）
（４）CATとはClear Air Turbulenceの略である。
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（３）        誤　　　正　　　正　　　正
（４）        正　　　誤　　　誤　　　誤

～（４）の中で正しいものはどれか。

　梅雨前線は、晩春から夏にかけて中国から日本の東に向かってほぼ東西方向に延びる

問

（ｂ）

低い　：ＤＲ

停滞性の前線である。梅雨前線付近の下層についてみると、一般に日本より西では南北
方向の（ａ）気圧傾度が強く、（ｂ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南

問 16 梅雨前線についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）

（２）        誤　　　正　　　正　　　誤

北方向の気温の差が大きい。
　梅雨前線上には数百～千数百km間隔で小規模な低気圧が発生することがあり、前線
の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の低い対流雲が発生して大雨を
もたらす。

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

15

（ｃ） （ｄ）（ａ）

（ｃ）高い　：ＢＬ
散在　：ＢＣ

部分　：ＢＲ

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）

（ｄ）

（ｂ）

（１）

正
（１） 正 正 正
（２） 正 誤 正

問 20 渦度の説明について誤りはどれか。

問 18 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。
（４）

問 17 海陸風について誤りはどれか。

（２）
（１）

（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。

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。
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。

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。

誤
（４）

正
誤 誤

（３） 正 誤
誤 正

誤

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、

（４）夏に顕著にみられる太平洋高気圧は、熱帯域のハドレー循環の下降流域にあたる

（１）冬季にみられるシベリア高気圧は、対流圏の下層から上層まで寒冷である。
問 19 高気圧についての記述で誤りはどれか。

（３）

ところに生じる背の高い高気圧である。

広がっていることがしばしばある。
（３）梅雨期に現れるオホーツク海高気圧は、上空に気圧の峰またはブロッキング高気

（４）

（２）春、秋に日本付近を西から東に通過する移動性高気圧の後面では、上・中層雲が

圧が存在するときに発生しやすく、下層は寒冷・湿潤である。

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

（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

◎

題数及び時間

配　　点

「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。（２）

◎ 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

Ｐ１１
資　格 ２０題　　４０分

記　　号

事業用操縦士（滑）上級・動力

航空気象〔科目コード：０２ 〕科　目 Ａ３ＧＭ０２０９７０

ること。

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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平均海面高度での標準大気圧は29.92inchである。
大気は乾燥した空気からなり、水蒸気を含まないと仮定している。
標準大気とは上層の気圧面の高さを毎日観測したものである。
国際民間航空で採用している標準大気は３２㎞までを規定している。

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。

CAVOKの定義にないものはどれか。
視程が10km以上であること。
地上風は１0kt未満であること。
すべての高度にわたって積乱雲、搭状積雲がないこと。
天気略号表に該当する現象がないこと。

（２）
（３）
（４）

５

６

問 ４

７

問

（３）

問

問

（１）対流圏では高度が上がると気温が減少する。
（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。

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。

（３）
（４）

（１）不安定

大気の状態曲線において、乾燥断熱減率線と湿潤断熱減率線の間に位置した。

条件付き不安定

対流圏について誤りはどれか。

（４）
中立

（２）安定
（３）

標準大気についての記述で誤りはどれか。
（１）

問 ２

（１）
（２）

問 ３

（４）露点温度が高度により減少する割合である。

（２）減率は１℃／１００ｍである。
（３）相対湿度１００％の空気塊が上昇するときの気温減率である。

湿潤断熱減率について正しいものはどれか。
標準大気において高度が上がるにつれて気温が減少する割合をいう。

問 １

（４）

（１）
（２）

（１）

（３）
（４）

（３）

（１）
（２）
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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。

海陸風について誤りはどれか。
海陸風は一般風が弱い場合にはっきりと現れる。
日中に海から陸に向かう気流を陸風、夜間に陸から海に向かう風を海風という。
日本では瀬戸内沿岸地方が代表的である。
地上天気図における気圧場と無関係な風向である。

寒冷前線について正しいものはどれか。
西の方から堤防状にCu、TCuが発生し急速に南東に進んで来る。
暖気団から寒気団の方に暖気が押し寄せて出来る。
この前線の通過と共に強い南東風の吹き荒れる状態となる。
寒冷前線は温暖前線に比べると移動速度は遅い。

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。

10

問

８

13

11

９

（３）ＳＷ：暴風警報

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。

ＴＷ：雷警報

（２）Ｗ：一般警報

14

問

問 12

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
（３）地表面からBKN以上の雲層の雲底までの垂直距離

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）

（３）

（４）

（１）
（２）
（３）

空域悪天情報
（４）着陸用飛行場予報

（２）

（１）

（４）

問

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

（３）

（４）

問

問

問

（４）

（２）

（２）

（２）

（４）

（１）

（３）

（１）

（３）

（１）
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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。
約６０°の角度で吹く。
約４５°の角度で吹く。
直角に吹く。
平行に吹く。

積乱雲から垂れ下った、ろうと状または管状の円い空気の渦巻き
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

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

（１）
（２）

（１）

（１）

（２）

（４）

（３）

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。

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）

（１）

（４）

（２）
（３）

（２）
（３）
（４）

問

問

16

問

18

マイクロバーストについて正しいものはどれか。

19

問 20

問

17

（３）

問

15

低層ウインドシヤーの発生のおそれがある状況のうち誤りはどれか。
（１）風向や風速が短時間に変化しているとき。
（２）気温と露点の差が２２℃以上のとき。
（３）地上気温が２７℃以下のとき。
（４）対流雲が尾流雲を伴うとき。

事操（滑）-気象-4/４



航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P１２

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

◎

注　　意

判定基準

Ａ３ＡＡ０３０９７０

◎

記　　号航空工学〔科目コード：０３〕

１問　５点

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　　４０分題数及び時間事業用操縦士（飛）

科　目

（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

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
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「ＣＡＳ」とは、ＩＡＳを位置誤差と器差に対して修正したものである。
速度に関する説明で誤りはどれか。

（１）着陸時、地面が近づくにつれて機首が下がろうとする現象である。

翼の下面に渦が発生し、振動が生ずることである。

（２）

（２）層流境界層は乱流境界層より厚みが薄い。

（１）

ある。
（２）

層流境界層から乱流境界層に変わる点を遷移点という。

「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

（４）

（３）

（２）

地面効果に関する記述で正しいものはどれか。

「ＴＡＳ」とは、ＣＡＳを密度変化に対して修正したものである。

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のか。
（１）翼に当たる空気の流速が急激に減ることである。

乱流を層流に変えて失速を遅らせる。
衝撃波を発生させて抗力を増す。（３）

（１）巡航時の３舵のバランスをとる。　

楕円翼の失速は翼全体から見ると不均等に発生する。

動翼に装備されているマス・バランスについて、正しいものを選べ。

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。
（１）層流を乱流に変えて剥離を遅らせる。

（２）

（４）

操舵力の軽減に役立てる。
（３）動翼のフラッターを防止する。

問 次のうち誤りはどれか。５

問 ６

問 ３

問 ４

（２）乱流を発生させて揚力を減らす。

矩形翼は翼端失速の傾向が小さい。
（２）先細翼は翼端失速を起こしやすい。
（３）
（４）前進翼では翼端失速は起こらない。

（１）

（４）

低翼機は高翼機に比べ地面効果の影響が小さい。
飛行速度が大きいほど地面効果の影響が大きい。 
発生原因の一つに誘導抗力の増加があげられる。 （４）

海面上標準大気においては、ＣＡＳ＝ＥＡＳ＝ＴＡＳである。

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。
（３）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。

（３）

境界層について誤りはどれか。

（３）

（１）層流境界層は乱流境界層より摩擦抗力が小さい。
問 1

問 ２

（４）層流境界層は乱流境界層より剥離しにくい。

高速飛行時の運動性を向上させる。

問 ７

（４）
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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。

バフェットについて誤りはどれか。

（４）

（２）

低速バフェットを防ぐために剥離を遅らせるためのストール・ストリップを取り付

（４）低速バフェットの対策として迎え角を減らして増速する。

（１）

Wing Level、Ball Centerで飛行するとVmcは最も小さくなる。

（１）

（１）

ける。
（３）低速バフェットの対策として機体側にフィレットを取り付ける。

Vmcについて正しいものはどれか。

バフェットには高速バフェットと低速バフェットがある。
（２）

重心位置が前方にあるほどVmcは大きくなる。
正常な発動機の出力が小さいほどVmcは大きくなる。

（３）密度高度が高いほどVmcは小さくなる。

航空燃料の必要条件として誤りはどれか。

（２）

シミーダンパの役目について正しいものはどれか。
車輪の上下方向の振動を防止する。

（４）

（２）
（３）

誘導抗力係数が大きくなる。
滑空角が小さくなる。

揚抗比が大きくなる。
滑空比が大きくなる。

翼の縦横比（アスペクト比）を大きくしたときの性能の変化について誤りはどれか。

（２）

問 ８

（４）
（３）

（１）

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。

車輪の首振り運動（回転方向の振動）を防止する。
着陸接地時の衝撃を吸収する。

（１）

応力外皮構造にはセミモノコック構造と呼ばれるものがある。
ハニカム構造は、強度上の問題から動翼部分には使用しない。

航空機の構造の種類について誤りはどれか。
（１）

（３）

（１）
高い発熱量

（４）高い耐寒性
高い揮発性

高いアンチノック性

（３）

トラス構造は基本的な強度部材は４本のロンジロンである。
（２）

問

９

13

10

問 11

12

問

問

問

問

（３）

14

（２）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
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。

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。

（４）完全なモノコック構造の胴体はロケットやミサイルのボディーに使用される。

（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。
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問 18

 Regulator）が必要である。

電圧12V、容量30AH

左旋回で外滑りになっている。（４）

か。

電圧変換ができる交流電源方式が多い。
直流電源方式は小型機に多いが大型機には対応できず、大型機では機器の小型化や

（３）直流発電機（DC Generator）は回転子の回転数だけが発電電圧を変化させるので、
定格（通常28V）を保つために、回転数を調整する電圧調整器（Voltage

（１）

（４）

整流型直流発電機（Alternator Rectifier）では、エンジンに直結した不定周波3相

（１）

電圧24V、容量60AH

離陸開始から、浮揚して35ftの高さに達するまでの水平距離
（３）
（４）

耐空類別「飛行機普通Ｎ」の離陸距離について正しいものはどれか。

（２）基準線後方87inch

20

離陸開始から、浮揚して製造者が決めた高さに達するまでの水平距離

1名に変更した。変更後の重心位置を求めよ。ただし1名150lbsとする。

（３）基準線後方94inch
（４）基準線後方98inch

（１）基準線後方80inch

前席（基準線後方60inch）に1名、後席（基準線後方120inch）に2名搭乗し、離陸重

問 19

問

離陸開始から、浮揚して50ftの高さに達するまでの水平距離

（１）離陸開始から、浮揚するまでの水平距離
（２）

（１）
上昇性能についての説明で誤りはどれか。

上昇角が最大となる速度を最良上昇角速度といい、ＶXで表す。
問

上昇率が最大となる速度を最良上昇率速度といい、ＶYで表す。

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

15

17

問 16

（４）

（３）
右旋回で外滑りになっている。

（１）

問

ーボン・ブラシがあればよく、直流を取り出すためのカーボン・ブラシは不要であ

交流発電機の出力をシリコン整流器で3相全波整流し、直流出力として取り出す。

航空機の電源について誤りはどれか。

（２）
（３）

電圧24V、容量30AH
電圧12V、容量60AH

（４）

（２）整流型直流発電機は回転界磁型交流発電機なので、励磁電流を流すための小さなカ

（３）一般にVXはVYより大きい速度であり、絶対上昇限度で同一となる。
（２）

る。また蓄電池より発電機に電流が逆流しないので逆流しゃ断器も不要である。

量4500lbs、重心位置は基準線後方100inchと算出されたが、出発前に前席2名・後席

右旋回で内滑りになっている。

通常の上昇ではＶXやＶYよりやや大きい速度を用いることが多い。

右図の旋回傾斜計の状態を正しく説明しているものはどれか。

（２）
左旋回で内滑りになっている。
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◎ 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。

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。

◎ 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。

「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

Ａ３ＨＨ０３０９７０科　目 航空工学〔科目コード：０３〕 記　　号

P13
資　格 事業用操縦士（回） 題数及び時間 ２０題　　４０分

      航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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（１） １
２

（３） ３
（４） ４

（４） ４

（４） ４

（１） １
（２） ２

（３） ３

（３） ３

（３）
（４）

１
２
３
４

（１） １
（２）

のはいくつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。　ただし、コレクテ

（２）

って、臨界発動機が停止しても安全に航行できるものである。

ィブ・ピッチ・レバーの位置及び計器指示速度は同じとする。

（ｄ）機体が滑ると回転数は低下する。

（ａ）機体重量が重いほどロータ回転数は高くなる。
（ｂ）空気密度が薄いほどロータ回転数は高くなる。

形状抗力（profile drag）は圧力抗力と摩擦抗力に分類される。
（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。
（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。

問 3

問 4 オートローテーション飛行中の特性等に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいも

（ｂ）

の重要な揚力を２枚の回転翼から得る重航空機をいう。
「ヘリコプタ」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
転翼による揚力及び推進力を得る回転翼航空機をいう。

（ｄ）「力学的不安定振動」とは、回転翼航空機が地上又は空中にあるとき、回転翼と
機体構造部分との相互作用によって生ずる不安定な共振状態をいう。

２

翼に発生する抗力に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ａ）翼に働く抗力は形状抗力と誘導抗力に分けられる。

「ホバリング」とは、回転翼航空機にあって、対気速度零の飛行状態をいう。

問 2 耐空性審査要領における回転翼航空機に関する定義（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはい

（ａ）「回転翼航空機」とは、ヘリコプタ、ジャイロプレイン、ジャイロダイン等、そ

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）特殊航空機Xは、上記（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の類別に属さないものである。

（ａ）回転翼航空機普通Nは、最大離陸重量３,１７５ｋｇ以下の回転翼航空機である。
（ｂ）

の中で該当するものを選べ。

（ｃ）回転翼航空機輸送ＴＢ級は、最大離陸重量９,０８０ｋｇ以下の多発の回転翼航空
機であって、航空運送事業の用に適するものである。

回転翼航空機輸送ＴＡ級は、航空運送事業の用に適する多発の回転翼航空機であ

問 1 耐空類別に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（４）

（ｃ）旋回飛行中は回転数が高くなる。

くつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（１）
（２）
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（４） ４

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

　サイクリック・スティックを後方に操作した場合、まずロータ・ディスクが後傾し、

すると、この反対となる。　このような回転速度に遅速を生じさせることを（ｃ）コ

（１） １

（１） １

４

（１） １
（２） ２

機体がそれに追従して機首が上がる。ロータ・ディスクの動きが止まった後、追従し

（２）

（３） ３
（４） ４

（３） ３
（４）

り、ロータ・ディスク後縁部ではその反対に小さくなる。

るか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。
問 6 ブレードの運動について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあ

行うと機首が（ｂ）下がり、左旋回を行うと機首が（ｃ）上がることになる。
　しかし、ロータ・ディスクを傾けるときに生じるブレードの迎え角の増減（下がる

てきた機体の慣性力は、ロータ・ディスクをさらに後傾させようとする。この作用は
ジャイロ・プリセッション効果のみを考えた場合にはロータ・ディスクを（ａ）左に

問 7 ロータの回転が上から見て反時計回りのヘリコプタのサイクリック・スティック操作に

傾けようとする。

はいくつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

リセッションにより、ロータ・ディスクは右または左（（ｄ）ロータの回転方向によ
り異なる。）に傾く。

角運動量の保存法則によりブレードの（ｂ）回転速度は低下する。フラップ・ダウン

リオリ効果という。

ディスク上を長い時間通過するため（ｂ）下向き速度成分が大きくなる。そのためロ
ータ・ディスク前縁部では相対的に小さな誘導速度によって（ｃ）ピッチ角が大とな

伴うクロス・カップリングについて説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、誤り

ータ及びスタビライザーの位置などによっても異なっている。

　ブレードがフラップ・アップするとブレードの重心位置は（ａ）回転軸に近づき、

　サイクリック・スティックを右に操作した場合も同様に作用し、つまり、右旋回を

２
（３） ３

　したがって、ロータ・ディスクの前側が揚力増加、後側で減少となり、ジャイロプ

問 5 貫流速効果について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。

いるという。

転面が傾くが、これによりドラッグ・ヒンジ回りにも運動が生じ、ブレード付け根に

　ホバリングからゆっくり前進飛行に移るとき、今までロータ・ディスク前後で均一
だった（ａ）誘導速度に差が生じる。
　ロータ・ディスク前縁部に流入する空気に対し、後縁部に向かう空気は、ロータ・

　ホバリングから前進飛行に移行するためサイクリック・ピッチ操作を行った時、回

大きな曲げモーメントが発生する。このような状態を（ｄ）幾何学的不平衡が生じて

側で揚力増、上がる側で減）による作用は上記とは逆に作用する。どちらの作用が卓
越するかは（ｄ）操縦操作の速さによって異なり、また、機体重心位置、テール・ロ

（２） ２
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～（４）の中で該当するものを選べ。
きの釣り合いと操縦についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）

（１） １
（２） ２

（３） ３
（４） ４

（１） １
（２） ２

（３） ３

ものを選べ。

（１） １
（２） ２

（３）

相が遅れたブレード位置に力が働き、ロータ・ディスクは（ａ）後方へ傾いて、機首
（ｂ）上げ運動を引き起こす。空気密度が小さければ、同じ揚力を得るためにブレー

　後退側ブレードの失速は、飛行方向の左側ほぼ真横を中心に起きるため、９０度位

は機首（ｄ）上げとなる。

　前進側ブレードの先端が（ｃ）遷音速域に達すると、ブレード上面の空気流速は、

（ａ）

３
（４） ４

（ｃ）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。
（ｄ）機首方向を保持しつつコレクティブ・ピッチ・レバーを上げる場合は、右ペダルを

踏み込む。

（ａ）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。
（ｂ）テール・ロータの推力と釣り合わせるため、サイクリック・スティックは左に操作

する。

②は有害抵抗パワーであり、速度のほぼ

問 10

（ｄ）
の速度でのパワーが推察できる。

ただし、ロータの回転は上から見て反時計回りとする。

ドの迎え角を全体に増やさなければならないので、後退側ブレードの失速はより低速
度で発生する。

メイン・ロータが上から見て時計回りに回転するヘリコプタが、ホバリングしていると

問 8 下図はパワーと前進速度との関係を示したものである。それぞれの曲線に関する記述

（ｃ）

これより更に速いため、前進側ブレード上に衝撃波が発生し揚力を喪失、結果、機体

問 9 ブレードの失速と圧縮性の影響について記述した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、
正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（４） ４

移揚力の増減に密接に関連している。

（ｂ）

（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中で該当する

ータ駆動、発電機、冷却ファンなどに消
費されるパワーである。

①はメインロータ誘導パワーであり、転

③は形状抵抗パワーであり、テール・ロ

④は全必要馬力であり、図からそれぞれ

3乗に比例し増加する。
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（４） ４

（２） ２
（３） ３

（１） １

（１） １
（２） ２

（３） ３
（４） ４

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

（ａ）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
した電気を発生する機械である。
モータは「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」という性

該当するものを選べ。

電機回路を制御する機器である。

質を利用した機械である。
（ｃ）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。

（ｂ）

作動にも利用されている。

問 13 電源に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（４）の中で

（３） ３
（４） ４

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

２次監視レーダーは地上のインタロゲータと機上のＡＴＣトランスポンダとで構成

（ｄ）

の１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。
（ｃ）ＡＳＲなどの１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 12 ２次監視レーダー（ＳＳＲ）とＡＴＣトランスポンダ機上装置についての説明（ａ）～
（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ｂ）２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）

とにより切り離すものである。
　装備位置としては、エンジンからメイン・ギア・ボックスにかけての（ｃ）インプ

（ａ）

る。

系統は正常に機能できるようにする。

（１） １

ット・ドライブ・シャフトの前後、またはメイン・ギア・ボックスの入力部付近とし、

はいくつあるか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

　フリーホイール・クラッチは（ａ）エンジンごとに装備され、飛行中エンジンが停
止した場合、そのエンジンの接続を（ｂ）コレクティブ・ピッチ・レバーを下げるこ

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でき

問 11 フリーホイール・クラッチについて説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、誤り

（２） ２

すべてのエンジンが停止しても、トランスミッションが正常であるかぎり、（ｄ）テ
ール・ロータや潤滑系統、およびトランスミッションに取り付けられた油圧源、電源
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３

るか。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（４） ４

（１） １
（２） ２
（３）

（３） ３
（４） ４

（２） ２

（ａ）シーソー型ロータに起こる現象である。
（ｂ）

（１） １

象である。

（２） ２

（３） ３
（４） ４

（１） １
（２） ２

か。（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

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荷重が（ｄ）エンジン制御装置に伝わらないようにするためである

問 14 油圧装置(系統)について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつある

　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動

力の伝達装置をいう。　
　操縦系統に（ｃ）ブースト・アクチュエータが設けられている理由は、プロペラ・

力から取り出した機械的な力を（ａ）油圧ポンプによって流体を昇圧させ、これを配
管を通して（ｂ）油圧アクチュエータや油圧モータなどにより機械的な力に変換する

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。

（ｂ）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

（ｃ）
動量）が過大となって機体姿勢制御力を上回ってしまう。

（ｄ）
機体の傾く運動を早める加速源はロータ推力である。

（ａ）機体の傾く回転運動の中心はメインロータ・ハブである。

（ｄ）定常つり合旋回中、深いバンク角になると起こりやすい。

（ｄ）地上にごく近い高度でのホバリング中に発生する空気力学的不安定振動のことであ

問 17 ダイナミック・ロール・オーバーに関する説明（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあ

（１） １

る。

（ｃ）地上運転時のメインロータ・ブレードのフラッピングによる上下方向の振動現象で
ある。

重心位置が限界を逸脱している場合に起こりやすい。
（ｃ）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。

（３） ３
（４） ４

（４）の中で該当するものを選べ。

問 15 地上共振に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～

（ａ）地上運転中にメイン・ロータとテール・ロータとの相互干渉によって生じる共振現

（４）の中で該当するものを選べ。

（ｂ）接地状態でメイン・ロータ・ブレードのリード・ラグ・ヒンジ周りの運動によって
励起され、機体全体が関係する自励運動である。

問 16 マスト・バンピングに関する説明（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～
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（４）+1.75 in

（１）+1.52 in

燃料 420lb

貨物 300lb -10.0in
乗員 340lb -30.0in

（２）+1.63 in
（３）+1.70 in

+10.0in
滑油 15lb +15.0in

+  7.0in

問 20 次の条件で重心位置が正しいものはどれか。

重　量 アーム
空虚重量 2,000lb

問

問 19 ヘリコプタが速度 100 ktで ３０°バンクの水平旋回をした場合の旋回半径の値でも

馬力荷重　　7.3 kg/HP　　　　　円板荷重　　21.1 kg/㎡

馬力荷重と円板荷重の組み合わせでもっとも近い値のものはどれか。

（１）馬力荷重　　0.2 kg/HP　　　　　円板荷重　　59.7 kg/㎡

18 全備重量 3,000 kg、エンジン馬力 600 HP、メインロータ直径 16 ｍのヘリコプタの

（１）１７５ｍ
（２）３２０ｍ

っとも近いものはどれか。　ただし、tan３０°は０．５８とする。

（２）

（４）

馬力荷重　　3.3 kg/HP　　　　　円板荷重　　18.9 kg/㎡

（４）６４０ｍ

（３）馬力荷重　　5.0 kg/HP　　　　　円板荷重　　14.9 kg/㎡

（３）４６５ｍ
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◎

Ａ３ＧＭ０３０９７０

◎ 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　　号航空工学〔科目コード：０３〕

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。

◎ 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

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

ること。

１問　５点

（２）

Ｐ１５
２０題　　４０分題数及び時間

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。

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  
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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。

を上方作動角より大きくしたものである。

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。

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。

（２）

（３）

地面効果によって頭上げモーメントが発生する。（３）

（１）

（４）

（３）

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。

旋回半径は小さくなり、旋回率は減少する。

翼面積は同じで翼幅(スパン)を２倍にした場合のアスペクト比で正しいものはどれか。
２倍になる。
１／２になる。
４倍になる。
１／４になる。（４）

（３）

（１）

（２）
（３）

（１）

（１）

（４）

次の記述で正しいものはどれか。
（１）差動補助翼とは、アドバース・ヨーを小さくするためにエルロンの下方作動角

（４）

（１）

（２）ねじり下げの目的は翼端失速防止である。
主翼の取り付け角とは、主翼の桁と水平面のなす角をいう。
縦横比が小さい翼ほど揚抗比が大きい。

（２）

（４）

（３）

（１）
旋回半径は大きくなり、旋回率は増加する。（２）

（４）

（２）

問 ３

問 １

問 ２

問 ４

６

問 ７

問

問

５

地面効果について正しいものはどれか。

（２）
翼のアスペクト比が大きいほど地面効果は大きい。
地面効果によって、誘導抗力は減少する。

（３）
（４）
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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。

対気速度計における赤色放射線について正しいものはどれか。
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

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。

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。
揚力は外気温度に比例する。

（２）

（２）
（３）

（２）

（１）

（４）

（２）

（１）

（４）

（１）

（１）

（３）

（４）

（４）

（３）

13

問

問

（４）

12

11

（１）

（２）

問 ９

問 10

問

８問

問 14
（１）
（２）

（４）

（３）
（４）

（３）

（２）

（３）

（１）

（３）
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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

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。

重量360kg、翼面積25m
2
の滑空機が速度108km/h、バンク角45度で水平旋回する

場合の旋回半径はどれか。ただし、重力加速度：10m/sec
2
とする。

　52m
　90m
 130m
 156m

（１）
（２）

基準線後方　155cm
（３）基準線後方　140cm

（３）
（４）

（１）

（１）
基準線後方　120cm

（２）

基準線後方　100cm

（４）

（１）

（１）

（４）
（３）

（２）

問 20

問 19

問 16

問 18

問 17

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 15

（２）

（１）

（２）

（４）

（３）

（３）

（４）

（２）
（３）

（４）
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☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

マーク」のいず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

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「受験番号」、

科　目

題数及び時間

記　　号

事業用操縦士(飛)(回)(船)

航空法規(等)〔科目コード：０４〕

「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

資　格 ２０題　　４０分

Ａ３CC０４０９７０

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

P16
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　防水携帯灯　 　性能　　　　強度　　特定救急用具検査員

（３）航行目的又は便名
（４）航空機の航行の安全に影響のある事項

　　　　 （ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）

（３）

（４）

（１）

（１）

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
の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

乗組員の氏名及び業務

政令で定める航空機については、この限りでない。

航空機から落下傘降下を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。

航空機に装備しなければならない（ア）、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命
ボート、航空機用救命無線機及び落下傘は、その（イ）及び（ウ）について（エ）の
検査に合格したものでなければならない。

（４）

（４）

航空法第８２条（巡航高度）
航空法第８９条（物件の投下）

乗客の人数

持久時間で表された燃料搭載量

有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項で誤りはどれか。

出発地及び移動開始時刻
（３）巡航高度における計器速度

航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

（２）

「特定救急用具」を規定する次の文章の空欄に入る言葉で正しい組合せはどれか。

　防水携帯灯　　 機能　　　　構造   　国土交通大臣（１）

　非常信号灯　　 機能　　　　強度　　特定救急用具検査員
（２）

（４）　非常信号灯　　 性能　　　　構造　　国土交通大臣

ために行う航行において適用されない航空法の規定はどれか。

問 １

問 ２

（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

にある陸地をいう。

国際民間航空条約の条文で正しいものはどれか。

問

問 ６

問 ３

問 ４

７

次の記述のうち正しいものはどれか。
（１）曲技飛行を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。

問 ５

搭載用航空日誌に記載すべき事項の航行に関する記録で誤りはどれか。

（２）この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。

締約国の航空機は、特別な許可を受けなくても、他の国の領域の上空を通過し、又

承認する。

（３）

（３）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
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

耐空証明について誤りはどれか。
耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、

（２）耐空証明は、航空機の種類及び国土交通省令で定める航空機の運用方式を指定して

（４）
は着陸することができる。

この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下

行う。

（１）
（２）

（４）航空法第９９条の２（飛行に影響を及ぼすおそれのある行為）

（２）
（１）

（３）

国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助の

航空法第７９条（離着陸の場所）

（２）編隊飛行を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
（３）航空機から物件投下を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
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どれか。

（３）

航空従事者を乗り組ませなければならない。
を操縦することができる航空従事者のほか、その航空機の操縦を行うことができる

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

航空法第９６条の２に規定された航空交通情報圏内を航行する場合の記述で正しいものは

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。

従事者を乗り組ませなければならない。

交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。

（３）

（２）登録航空機の存否が２ヶ月以上不明になったとき

抹消登録を申請しなければならない場合について誤りはどれか。

する解体を除く。）をしたとき

（３）登録航空機を外国籍を有する人に譲渡した場合

（１）

原子力施設付近の上空は飛行禁止である。

問

問

11

問 ８

10問

12問

９

（４）

（１）

（２）

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。
（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

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

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

（２）

登録航空機の耐空証明の効力が停止した場合

関する記述で誤りはどれか。

構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機には、こ

操縦練習許可証で飛行する者には取り消しの適用はされない。

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

（１）構造上、その操縦のために二人を要する航空機には、これを操縦することができる

区域をいう。

航空機に乗り組ませなければならない者で、誤りはどれか。

飛行禁止区域は原則告示で定める。
（４）

（２）

れを操縦することができる航空従事者のほか、航空機に乗り組んで行うその発動機

航空従事者のほか、その航空機の操縦を行うことができる航空従事者を乗り組ませ

（３）
及び機体の取り扱いを行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

なければならない。

旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行する航空機には、これ

（２）

技能証明の取り消し等について誤りはどれか。

航空法に違反したとき

いう。

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に

航空従事者としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があったとき

（１）

縦することができる航空従事者のほか、その航空機の操縦を行うことができる航空
旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が４時間を超える航空機には、これを操（４）

らない。

航空法に基づく処分に違反したとき

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

（４）

（４）

（１）

登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体（整備、改造、輸送又は保管のために
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い。

（１）当該地点における飛行方式

（４）

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

予期せぬ火山の爆発に遭遇した。

日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組

以上の計器飛行を行った経験を有すること。

て受信できなかった。

計器飛行を行う操縦者は、操縦する日からさかのぼって180日までの間に10時間

17

問 16

問 15

操縦者が模擬計器飛行を行った経験は全て計器飛行を行った経験とみなされる。
んで離陸及び着陸をそれぞれ3回以上行った経験を有すること。

問 14

13

最近の飛行経験に関する記述で正しいものはどれか。

問

（２）

（１）航空運送事業の用に供する航空機の操縦者は、操縦する日からさかのぼって180

（４）

（１）

（４）

位置通報をすべき点において通報すべき事項で誤りはどれか。

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

（３）

（４）操縦者が模擬飛行装置を操作した時間はいかなる場合も飛行経験としてみなされな

（１）有効な到達距離と高度であるにもかかわらず、ＶＯＲの電波が途切れ途切れになっ

　　　　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）

（２）

（２）

（２）

次の中で航空法上、報告の義務がないものはどれか。

（３）

当該地点における時刻及び高度

（２）

（４）
（３）肯定　　　　　　　　　　　　：Ｙ

援助を要する。　　　　　　　：Ｖ
問

医療援助を要する。　　　　　：W

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。

　動力装置　　　回避　　　   600m　　　150m　　

この方向に前進中　　　　　　：↑

気流の擾乱に遭遇した。
他の航空機が火災を起こしたことを無線で知った。

（３）

　動力装置　　　着陸　　　　600m　　　300m　　（１）

　主要装備　　　飛行 　　　1,000m　　1,000m　　

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

（ウ）の範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）の高度
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
ちいずれか高いもの

（３）

予報されない特殊な気象状態
当該航空機の登録記号又は無線呼出符号

　動力装置　　　着陸　　　  ６00m　　　６00m　　

事操（飛）（回）（船）-法-4/5



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進路
を譲らなければならない。
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、互
に進路を右に変えなければならない。
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、前者の左側を通過しなければならない。
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。

20

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、

１５０ｋｔ

（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
（４）

（３）

（１）

緊急周波数 121．5MHｚにより呼出しを行い、要撃機又は適切な要撃管制機関と（３）
可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。（２）

SSRトランスポンダーを装備している場合には、適切な航空交通業務機関から

　誤　　　誤　　　正　　　正　

（エ）

問

（ア）

（４）

問 19

問 18

（１）
（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、

１８０ｋｔ

２５０ｋｔ

通信の設定に努め、自機の識別符号及び飛行の概要を通報する。

（ア）　（イ）　（ウ）　（エ）
　誤　　　正　　　誤　　　誤　
　正　　　誤　　　正　　　誤　

別に指示された場合を除き、モードA、コード 7600を発信する。

航空交通管制圏における速度の制限について正しいものはどれか。
（１）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、

（４）　正　　　正　　　誤　　　正　
（３）

視覚信号を理解し応答することによって、要撃機の指示に従う。
AIPに示された要撃を受けた場合の措置で、誤りはどれか。

（ウ）

進路権に関する記述（ア）～（エ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

（イ）

事操（飛）（回）（船）-法-5/5



☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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

☆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。

「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」のいず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

P1７

科　目

資　格 ２０題　　４０分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
題数及び時間

記　　号

事業用操縦士（上滑）（動滑）

航空法規(等)〔科目コード：０４〕 Ａ３ＧＭ０４０９７０

事操(上滑)(動滑)　 -法-1/６



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）の

貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

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）

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

営を確保してその（エ）の利便の増進を図ることにより、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。

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

航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

（４）

4問

（１）「国際航空運送事業」とは外国の航空機により本邦内の各地点間に路線を定めて

一定の日時により航行する航空機で行う航空運送事業をいう。

（１）

耐空証明について誤りはどれか。

（２）｢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または貨物

を運送する事業をいう。

（３）

「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または

（４）

の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

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

「国内定期航空運送事業」とは本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により

問 1 航空法の目的について、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。

（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。

2 次の記述のうち誤りはどれか。問

（１）　附属書　　 　航行   　　　障害  　　　利用者　　公共の福祉　　

（４）　協定書　　 　運航　　　  諸問題　　   利用者　　運航者の利益　　

（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。

（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。

（２）　附属書　　 　運航　　  　諸問題　   　運航者　　公共の福祉　　

（３）　協定書　　　 航行　　　   障害　　　  利用者　　航空機利用　　

問 3 次の記述のうち誤りはどれか。

　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）　　　（オ）

事操(上滑)(動滑)　 -法-2/６



（１）

（３）

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。

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

しく害するおそれのあるもの。

（２）

問

問 7

国土交通省令で定める物件で地表面又は水面から６０ｍ以上の高さのものに設置

問 8

（４）国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより航空機の性能について限定

事業用操縦士の資格を取得したら、航空身体検査証明を受け直さなければならない。

（２）

（４）　航空機乗組員　 　麻薬類　　　航空業務

　運航乗務員　 　　麻酔剤　　　航空機の運航（２）

6

　航空機乗組員　 　麻酔剤　　　航空機の運航

６月１日に事業用操縦士の資格を取得した。この操縦士の航空身体検査証明の有効期間

で正しいものはどれか。

（１）

昼間障害標識について誤りはどれか。

（２）国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより航空機の等級について限定

することができる。

問 5 今年の４月１日に交付された第２種航空身体検査証明を所持している自家用操縦士が

することができる。

（３）

今年の１０月３１日

（３）来年の３月３１日

（４）再来年の３月３１日

することができる。

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

する。

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

きないおそれがある間は、その（ウ）を行ってはならない。

（４）

国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより航空機の型式について限定

（１）

（３）

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

がない。

　航空機乗組員　　 麻酔剤　　　航空業務

　　（ア）　　　　（イ）　　　　（ウ）　　

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）国土交通大臣は国土交通省令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。

事操(上滑)(動滑)　 -法-3/６



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（ア）～（エ）の組み合わ

飛行視程が（ア）以上であること。航空機からの垂直距離が上方に（イ）、下方に（ウ）

にある範囲内に雲がないこと。航空機からの水平距離が（エ）である範囲内に雲がない

こと。

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

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。

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

（２）　 運航　　　  航行中　　　 接触

（３）　 操縦　　　  飛行中　　　 接触

　 操縦  　　　航行中   　　 衝突

（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

ない。

（２）技能証明の再交付を受けた後、失ったものを発見したときは再交付を受けたものを

5,000メートル  　300メートル  　150メートル  　1,500メートル（４）

（４）

（１）　 運航　　　  飛行中　　 　衝突

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

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。

　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）

  　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

（１）

問 11

せで正しいものはどれか。

（３）

12問

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。

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

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

係わるものを１４日以内に返納しなければならない。

１０日以内に返納しなければならない。

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

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

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）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

問 10

（３）

さなければならない。

技能証明の返納に関する記述で正しいものはどれか。　　　

ない。

（１）

（２）

（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。

最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。

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。

（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

問 9

事操(上滑)(動滑)　 -法-4/６



航空機用救命無線機

を譲らなければならない。

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進路

進路権に関する記述について正しいものはどれか。

（３）

（４）

（３）

（３）

問

　プロペラ　　　　回避　　　　　山岳　　　　　300ｍ

（３）

携帯灯及び防水携帯灯、救命胴衣、救命ボート、非常食糧、航空機用救命無線機

（２）

（４）

14

問 13

問

４８ｍ

（４）

３６ｍ

（３）他の航空機が停止した後

（４）

当該航空機の登録記号又は無線呼出符号

（４）

　主要装備　　　　飛行　　　　　山岳　　　　　300m　　

（１）　動力装置　　　　着陸　　人又は物件のない　　150m　　

（３）

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、問 17

問 18

非常信号灯、救命胴衣、救命ボート、落下傘、

（２）

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

らない。

して良いのはどれか。

（２）

（２）

問 15

（１）

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

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

予報されない特殊な気象状態

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、後者は前者の左

位置通報をすべき点において通報すべき事項で誤りはどれか。

当該地点における速度及び針路

何ｍ以上の高度で曳航索を離脱しなければならないか。

側を通過しなければならない。

特定救急用具の組み合わせで正しいものはどれか。

（１）非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯、救命胴衣、救急箱、救命ボート

（４）　動力装置　　　　着陸　　人又は家屋のない　　150m　　

（１）当該地点における時刻及び高度

（１）

４２ｍ

（２）

他の航空機の位置を確認した後

（２）他の航空機の着陸が確実になった後

（１）

３０ｍ

16

他の航空機が着陸して着陸帯の外に出た後

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ばな

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。

救命胴衣、救命ボート、非常食量、落下傘

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

  　（ア）　　　　（イ）　　　　（ウ）　　　　（エ）

事操(上滑)(動滑)　 -法-5/６



援助を要する　　　　　　　：Ｖ（１）

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

（３）

この方向に前進中　　　　　：↑

肯定　　　　　　　　　　　：Ｙ

（１）

（４）

（４）

（２）医療援助を要しない　　　　：Ｘ

　　正　　　　正　　　　正　　　　正　

（３）

　　誤　　　　誤　　　　正　　　　誤　

　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤

問 20

問 19

　　正　　　　正　　　　誤　　　　正

（エ）

（２）

（ウ）航空交通管制に関する事項

（イ）

な変更その他これらの施設の運用に関する事項

　（ア）　　（イ）　　（ウ）　　（エ）

気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項

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、これらの施設の重要

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

（ア）

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

事操(上滑)(動滑)　 -法-6/６



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

ＣＣＣＣ０５０９7０

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

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

共通

◎ 判定基準

科　目 記　　号

１問　５点

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

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

◎

航空通信〔科目コード：０５〕
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送信を試みる。

航空情報の説明で誤りはどれか。
航空路誌：運航に不可欠な永続性を持つ最新の航空情報を収録
航空路誌補足版：ＡＩＰに収録されている情報の３ヶ月以上の臨時的変更等を記載
ノータム：航空路誌改訂版又は航空路誌補足版で包含できない運航情報は
　　　　　ノータムとして通信回線により発行される。
ＡＩＣ：恒久的なノータムを収録したものであり、チェックリストが発行される。

次の通信のうち最も優先度が低いものはどれか。 
ATCに関する通信
緊急な通信
気象情報に関する通信
航空機の運航に関する通信

（２）

（４）（前の通報を）取り消します。
（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。

飛行中の航空機に対して「着陸支障なし」を意味する指向信号灯の合図はどれか。

（３）管制機関が許可するときには「Special VFR」の用語を用いる。

（２）優先度の高い通報なので、通信に割り込みます。

（４）

（１）
（２）
（３）

（４）

（１）

（１）「DISTRESS relay」を3回前置する。 
（２）

受信機のみの故障が考えられるので、一方送信を行う。

問 6

問 ８

「MAYDAY relay」を3回前置する。 
（４）

（１）

当方はこれにより通報の各部の区別を示します。

遭難/緊急通信の最初の送信はそれまで使用中の指定された周波数で行う。（１）
遭難及び緊急時の通信で誤りはどれか。

緑色の閃光
（４）

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。

白色の不動光

（２）

（４）送信機のみの故障で機位も不明の場合は右回りの三角飛行を実施する。

（２）

（４）

トランスポンダーを7500にセットする。
（３）VFRを維持して着陸できる最寄りの飛行場に着陸する。

問 ７ 特別有視界飛行方式について誤りはどれか。

（１）赤色と緑色の交互閃光

パイロットが必要と判断した場合は121.5MHz、243.0MHzを使用しても良い。

（３）
緑色の不動光

（３）管制機関から使用周波数を指定された場合にはその周波数を使用する。
（４）121.5MHzまたは243.0MHzで通信の設定が困難なときでも、継続して

（３）

（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）飛行場が地上視程１５００メートル以上の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される。

通信の一般用語「BREAK」の意味で、正しいものはどれか。
（１）

４

問 ５

３問

（２）

問

遭難通信を中継する場合で正しいものはどれか。   

２問

１問

有視界飛行方式における通信機故障時の措置について、誤りはどれか。 

「DISTRESS report」を3回前置する。 

「MAYDAY report」を3回前置する。 
（３）
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  相対位置の関係から注視する必要がなくなった。

日本時間午前９時にランプアウト予定だったので、移動開始時刻の欄に“0000”

（２）

（４）

と記入した。
（３）

POOR ------------------ 不良
（４）

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

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好

真対気速度100ノットで飛行予定だったので、巡航速度の欄に“N0100”

民間訓練/試験空域

（１）LOOKING　OUT・・・・・・・・トラフィックは遠くにあるため支障なし。

（３）

（２）30海里は「zero three zero miles」と読む。
視程2,000メートルは「(visibility) two thousand meters」と読む。（３）

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
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

直ちに停止して、次の指示を待つ。

滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。

CLEAR　OF　TRAFFIC・・・・・パイロットが見えていないトラフィックの

フライトプランの記入要領で誤りはどれか。

GOOD ------------------ 良好 
（３）
（２）

航空交通管制圏

（３）滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。

ものはどれか。

問 ９

（１）

航空交通情報圏

（１）

針路260°は「(heading) two six zero」と読む。（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）

（２）滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。

離陸のための地上滑走中、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。
正しい行動はどれか。

（１）

問 10 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 11 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

（２）
で停止する（ブロックイン）までの予定所要時間

到達するまでの予定所要時間
（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

無線電話の送信要領で誤りはどれか。

（４）ターミナルコントロールエリア

（４）タイムチェックで６時３４分４５秒は「zero six three four three
quarters」と読む。

レーダー交通情報が発出された場合に使用する用語とその意味で誤りはどれか。

（２）TRAFFIC　IN　SIGHT・・・・・・トラフィックを見つけました。
（３）NEGATIVE　CONTACT・・・・トラフィックは見あたりません。

と記入した。

VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

（１）出発飛行場にICAO４文字地点略号が指定されていないので、出発飛行場の
欄には“ZZZZ”と記入した。

（２）

（４）VFRのフライトプランの提出締切はEOBTの３０分前である。

１４

13問

問 12

問
用語の意味で誤りはどれか。

問１５
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生存者の使用する対空目視信号の記号で「　V　」の意味する通報はどれか。

123.15 MHz
（２）122.60 MHz
（３）

生存者は5名

10,000ft以上（１）

（３）14,000ft以上
（４）18,000ft以上

24,000ft以上

（１）負傷者なし。

（２）   誤　  　正　   　正　　　正

管制業務は航空交通業務のひとつである。（ｄ）

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

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

管制区管制所では進入管制業務が実施される。
（ｂ）管制は原則として先着順に取り扱われる。
（ａ）

ｈPａ（29.92inＨｇ）に規正する高度で正しいものはどれか。

（３）

（３）援助を要する。

航空交通業務等について、（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

医療援助を要する。

（ｃ）管制業務とは、航空機の運航の安全性および効率性を促進するための業務である。

（２）

（４）

（２）

問 20

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

123.45 MHz（１）
周波数で正しいものはどれか。

（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。

122.45 MHz

エンジンを始動させた直後に作動させる。
（２）離陸前のできるだけ遅い時期に作動させる。

離陸後のなるべく早い時期に作動させる。

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。

（４）

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

（１）

問 19

問 18

問 17

問 16
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P19

記　　号航法〔科目コード：０１〕

◎ 配　　点

◎ 判定基準

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間事業用操縦士（飛）（回）（船）

科　目

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

（２）

Ａ３ＣＣ０１０９７０

◎ 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

合格は１００点満点の７０点以上とする。

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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8Ｗ

（４）

（４）

 / /1Ｗ

160 /

240/20 310 40/283

 /250/30 310

ＥＯＣ Ｄ DEC 140

Ｃ ＥＯＣ 8500 8Ｗ 95/2431Ｗ

55/148  / /7W 1E 220/30 280Ｂ Ｃ 8500 160

70/ 93 / /7W 0

/ /

ＲＣＡ Ｂ 8500 160 190/20 200

  23/200 7W 0

ZONE / CUM
TCＷＩＮＤ

TIME

ZONE / CUM
MH

DIST( nm ) FＵEL( gal )GS
DEV

Ａ ＲＣＡ CLM 130 150/20

ＦＲＯＭ ＴＯ
ALT

Ⅰ
問１から問６について解答せよ。
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。

WCA VAR CHTH
( ft ) ( kt ) ( kt )

TAS

ZONE / CUM

１２９kt
１３２kt

１３６kt
１３４kt

約３２GAL

１時間５８分

２９４度

ＧＳは１３０ktであった。この時の風向風速として正しいものはどれか。

（３）
（４）

（１）
（２）

問

（１）約２８GAL
（２）
（３）

問 １ Ａ空港からＲＣＡ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

１４３kt

１１６kt（１）
（２）１２１kt

２７６度（２）

３

（１）２６５度

（３）１３２kt

（４）

２８５度

１時間５０分

（４）

（３）

（３）

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時間０２分

（２）１時間５４分

約３８GAL

（１）

（１）

問 ６

（２）

２９０°／３０kt
（３）２７０°／３０kt

変針点Ｂ上空において、QNHが29.92inHg　機外温度が＋１０℃のとき、
ＴＡＳ１５０ktで飛行するためのＣＡＳで正しいものはどれか。

２００°／２０kt
２４０°／２０kt

問 ４ 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）約４３GAL

問 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－２°５
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（１）１５度・１５分

（３）１０度・１０分
（４）

（３）強いプラスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向へ流れるため視野が狭く
なり目の前が暗くなる。

問 ８

盛りを使用して測定する。

問 10

問 ９

（２）１５度・１０分

（１）
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。

問７から問２０について解答せよ。

（３）

航程線が直線で表されること
大圏が直線で表されること

（４）ＷＣＡはＴＣから左にひねる角を（－）修正角という。

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。

角度が正角であること

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

（２）

（４）

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

（１）

（２）
（１）

（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。

１時間０３分後

１時間２６分後
１時間３８分後

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、ＴＣ290度

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）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経度目
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。

（３）
距離が正距であること（４）

（３）

距離556nm、ＴＡＳ170kt、風150度30ktとし、上昇降下は考慮しない。

１時間１５分後

（２）マイナスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向へ流れるため顔面が充血する。

対気ベクトルはＴHとＴＡＳからなる。
風力三角形について誤りはどれか。

（２）対地ベクトルはＴHとＧＳからなる。
（１）

ＤＡはＴＨからＴＲへの角度である。

問 ７

Ⅱ

問 11
の距離が3nmであった。ただちにＢに向けるための変針角度と所要時間で、正しい

（１）強いプラスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向へ流れるため頭痛が生じる。
問 12 加速度が身体に及ぼす影響で正しいものはどれか。

１０度・１５分

組合わせはどれか。ただし、ＡＢ間の距離は５０nmとする。

（４）マイナスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向へ流れるため下肢の充血が
生じる。

問 13 風110度30ktのもとで、ＴＡＳ140ktの航空機が時刻09:30からＴＣ060度
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40分とする。

（１）ＴＨ 070°　　行動半径 129nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:35　
（２）ＴＨ 070°　　行動半径 180nm 　　 ＰＳＲの時刻 11:01　
（３）ＴＨ 050°　　行動半径 154nm 　　 ＰＳＲの時刻 10:48　
（４）ＴＨ 050°　　行動半径 192nm 　　 ＰＳＲの時刻 11:07　

事操(飛)(回)(船)-航-3/４



るのに数秒を要する。
（４）航空灯火はその色によって意味をもっており、白は方向を意味している。

（２）パイロットの眼は明るい光にさらされた後の暗順応には、約３０分ぐらいかかると
言われている。

問 14 航法計算盤を利用して算出した結果で誤りはどれか。
（１）2,100mは6,900ftである。
（２）19galは72ℓ(リットル)である。
（３）体重84kgの人は185lbsである。
（４）55.5kmは30.0smであり、34.6nmである。

問 15 傾斜錯覚についての説明で誤りはどれか。
（１）急激な加速は機首を上げる感覚を生じ、パイロットは操縦桿を押し、急降下に

入れようとする。
（２）急激な減速は機首を下げる感覚を生じ、パイロットは操縦桿を引き、失速姿勢に

入れようとする。
（３）長い定常旋回中に、旋回感がなくなったら、頭を強く振ると回復する。
（４）上昇から急激に水平飛行に移行すると、後方に倒れるような錯覚を生じ、機首を

下げようとする。

問 16 自差・偏差についての説明で正しいものはどれか。
（１）真北が磁北の東に偏するのを偏差 Eという。
（２）羅北が磁北の西に偏するのを自差 Wという。
（３）日本付近の等偏差線は６～７°Ｗで固定であり変化しない。
（４）自差は各機体ごとに違いがあるが、ひとつの機体では各方位とも一定である。

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。
（１）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）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。
（３）針路270°から360°に旋回する時、遅く旋回しているように指示する。

（１）暗順応性は機内気圧高度には関係しない。

問 19 Ａ空港(35°30´Ｎ　130°30´Ｅ)を出発し、Ｂ空港(35°30´Ｎ　135°30´Ｅ)

（３）コックピット内の計器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

（４）針路360°から東に旋回する時、一時的に指示が増加する（東よりとなる）。

問 18 飛行中の視覚について誤りはどれか。

へ日没の３０分前に到着したい。ＥＴＥを１時間2０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、１7時0０分とする。

（１）１4時3０分
（２）１4時5０分
（３）１5時1０分
（４）１5時3０分

ＧＳは計画と同じであり、コースから２°ずれた。

問 20 発動点から航法ログに従い高度3,000ftで針路・速度を維持して飛行し、途中の
チェックポイント（発動点から30nmの位置）の真横を通過予定時刻と同時刻に
通過した。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。
次のうち正しいものはどれか。

（１）ＧＳは計画より遅く、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。

（２）ＧＳは計画と同じであり、コースから３°ずれた。
（３）
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P20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）動力

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

科　目 Ａ３ＭＧ０１０９7０記　　号空中航法〔科目コード：０１〕

◎ 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

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

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）

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎

事操（滑）動力-航-1/4



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。

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。

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。
２地点間の中分経度に近い子午線を使用する。
目的地点付近の子午線を使用する。
出発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。

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。

加速度が身体に及ぼす影響で正しいものはどれか。
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。
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、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。

対地高度３,０００ftを飛行中、チェックポイントを「真横左下（俯角）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０.５NM
約１.０NM
約１.５NM
約２.０NM

出力一定で左上昇旋回を行ったときの計器の指示で正しいものはどれか。
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

問 ５
（１）

問 ６

問
（１）

３

問

問

４

（４）
（３）

（４）
（３）

（４）

（３）

（３）

（２）

（３）

（３）

（２）

（４）

（１）

（１）

（３）

（１）
（２）

（２）

問 1

（４）

（２）

（１）

（２）

２
（１）

問 ７

（４）

（４）

（２）
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相対方位について正しいものはどれか。
航空機の針路を基準に物標の方位を測ったもの
航空機の航路を基準に物標の方位を測ったもの
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

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。
空間識失調は、信頼できる地上の固定物標または計器を確実に視認することにより
防止できる。

最大進出距離と風の関係について正しいものはどれか。
往路が追い風の時、最大となる。
復路が追い風の時、最大となる。
無風の時、最大となる。
風の影響は受けない。

空中衝突について誤りはどれか。
相手機が正面から近づい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発見しにくい。
相手機が衝突コースにあるときは機影は停止しているように見える。
相手機が衝突コースにあるときは相対方位が一定の割合で変化している。

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
出発時よりも高く指示していた。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。

海面気圧が２９.９２inchである時、計器高度（気圧高度）８,０００ｆｔで飛行した
ところ機外温度が＋１０.０℃であった。この時の真高度で正しいものはどれか。

７,７００ｆｔ
８,０００ｆｔ
８,３２０ｆｔ
９,２１０ｆｔ

過呼吸について誤りはどれか。
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。
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。

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。

（２）
（３）

問

問 13

（３）

（４）

（２）

（４）

問 ９

（２）

15

（３）

（３）

（３）
（４）

（４）

（１）
（２）

（４）

（２）
（３）

（４）

（１）

（２）

（４）

（２）

（１）

問

問

12

８

（３）

問

問 14

10

問 11

（４）

（１）

（１）

（３）

（２）

（１）

（１）

（１）
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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。

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
発動機の排気ガス中には一酸化炭素が含まれている。
一酸化炭素そのものは無臭である。
頭痛、眠気、めまいなどの症状が現れる。
一酸化炭素はごくわずかの量であれば、ある時間吸っても血液の酸素運搬能力には
影響を与えない。

対気速度７２ km/h で滑空比２０の滑空機が、正対の向風１０ 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７２ 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
４２０ m
６００ m
７８０ m

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。

対気速度１０８km/hで滑空比３０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６km滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

２００ｍ
３００ｍ
４００ｍ
５００ｍ

19問

（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

問 20

（３）

問 17

問

16

（１）

18

（３）

（３）

（２）

（１）

（４）

（２）

問

（４）

（１）
（２）
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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

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

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

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）

能となるので当該科目は不合格となります。

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士 (飛)(回)(船)

◎ 注　　意 「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　　号航空気象〔科目コード：０２〕科　目 Ａ４ＣＣ０２０９７０

（１）

◎ 配　　点

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準

P２１

自操(飛)(回)(船)-気象-1/4



である。

ＭＥＴＡＲで通報される視程で正しいものはどれか。
最大視程
最小視程
飛行視程
卓越視程

雨域は広範囲になることが多い。　　　　　（４）

（４）接地逆転がある。

問 8 温暖前線に伴った天気現象で誤りはどれか。

（２）

（４）偏流修正方位を報じる。

問 6

Ｔ－Ｔｄが３℃以上である。

海霧が予想される気象条件で誤りはどれか。
（１）数ノットの風が吹いている。

（３）相対方位を報じる。

問 7

問 ５ 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。

真方位を報じる。

（１）

問 ３ 運航用飛行場予報（ＴＡＦ）の有効時間として正しいものはどれか。
（１）発表から9時間

（３）

（１）平均海面高度での気圧は29.92inchである。

-3

平均海面高度での湿度は50%である。（３）

（１）ＦＥＷ

（３）

直角に吹く。

（２）

（２）ＳＣＴ
（３）

海面温度が２０℃より冷たい。

ＢＫＮ

この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。

（４）ＯＶＣ

（２）

（１）

（１）

（２）

（３）
（４）

一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。

雲量が3/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。

発表から27時間

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の説明で

約１０度の角度で吹く。

平均海面高度での気温は15℃である。（２）

（３）

４

（２）
（１）

磁方位を報じる。

前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。

発表から15時間
発表から21時間

（４）

（４）約３０度の角度で吹く。
（３）

正しいものはどれか。

（２）
平行に吹く。

問 １ 国際標準大気の諸元について誤りはどれか。

問

平均海面高度での密度は1.225kgm

問 ２

（４）
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海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 海上乱流警報

ＧＷ ： 海上一般警報
ＳＷ ： 海上暴風警報
ＴＷ ： 海上低気圧警報

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

HZ ： 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、

（ｄ）

（４）

問 15 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 14

（ａ）
（ｂ）

問 13 台風の定義について正しいものはどれか。

問 12

（２）
（１）

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。（２）

（１）

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）

時計回りに吹き出す。
時計回りに吹き込む。
反時計回りに吹き込む。

夏季の日本にあらわれる気団で正しいものはどれか。
小笠原気団
オホーツク気団

（３）
（４）

問 9 北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。

（２）
（１）反時計回りに吹き出す。

（３）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、
　　　 視程が１,000m以上5,000m以下の場合

（４）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

問 10

シベリア気団

ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。

（４）

11

（２）
揚子江気団（３）

（１）

（２）

（４）

          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

熱帯低気圧で最大風速が17m/sec以上のものをいう。

（３）
（２）
（１）

（１）

（ｃ）

問

（３）熱帯低気圧で最大風速が17kt以上のものをいう。

（１）

（３）

（３）
（４）

温帯低気圧で最大風速が17m/sec以上のものをいう。
（２）温帯低気圧で最大風速が17kt以上のものをいう。
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視程が8km以上である。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のいずれか高い高度未満にない。
地上風が無風である。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がない。
天気略号表に該当する現象がない。

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

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　　　正　　　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

（ａ）300hＰa ： 約30,000ft

問 18 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。

問 20

（４）

（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

問 19

（１）

問 17 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
大気の大規模な流れを知るために最適である。（１）

（ｄ）

（４）前線系の解析に最適である。

（２）この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。
（３）山岳地帯をのぞけば下層大気の代表的な値を示す。

（３）
（４）

（４）の中で正しいものはどれか。

（ｂ）
（ｃ）

（ａ）

（１）
（２）

（ｅ）

問 16 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｅ）の正誤の組み合わせについて、（１）～

（１）

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

（２）計器高度と真高度は等しい。
計器高度は真高度より低い。

計器高度は真高度より高い。

（２）
（３）

（３）

飛行した場合の記述で正しいものはどれか。
高気圧域でアルチメーターセッティングを行ったまま、計器高度を保持し低気圧域へ
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              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎ 判定基準

Ａ４ＧＭ０２０９７０

◎ 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

（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。

２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級・動力

◎ 配　　点 １問　５点

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕科　目

資　格

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

Ｐ２２

自操（滑）-気象-1/４



地衡風について正しいものはどれか。
地面付近の風のことである。
低緯度では適用できない。
等圧線に直角に吹く風である。
等圧線が曲率を持っている部分でも地衡風は、実際の風と一致する。

標準大気における10,000ft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。
下層に寒気、上層に暖気がくるため発生する。
朝になって太陽の熱が地面に加わると解消する。

暖気団の特性で正しいものはどれか。
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。
前線は気圧の低い谷の中に存在することが多い。
風は前線を境にして高気圧的に変わる。
前線を境にして気温差がある。
前線の速度は寒気内の風速とほぼ一致する。

雲量が8/8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

（１）
（２）

As

Sc

（４）

放射性逆転について誤りはどれか。

Ac
（２）

（２）

（１）Cs
下層雲として正しいものはどれか。

（１）

（４）

（２）
（３）

（３）

問 ８

（３）

問 ３

問 ４

問

問

問 １

問 ２

問

５

（４）

（１）
６

（３）
（２）

（４）
（３）

７

（１）

（４）

（４）
（３）

（２）

（２）

（１）

（３）

（４）

（３）

（１）

（１）

（２）

（４）

自操（滑）-気象-2/４



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。
山岳波の存在は雲の有無に関係する。

がある。

   ５m/s
１５m/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、気団がどちらへも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

寒冷前線について正しいものはどれか。
西の方から堤防状にCu、TCuが発生し急速に南東に進んで来る。
暖気団から寒気団の方に暖気が押し寄せて出来る。
この前線の通過と共に強い南東風の吹き荒れる状態となる。
寒冷前線は温暖前線に比べると移動速度は遅い。

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。

（４）
（３）

砂地、岩石の多いところが比熱が大きく、強いサーマルが発生する。

問 14

問

（２）
（１）

問 13

（３）

（２）

11

問 ９

問

（４）

30ktの風速はおおよそ毎秒何メートルか。

（４）

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）
問

12
（１）

（３）

（３）

10

（３）

（４）

（２）

（２）

（１）

（２）

（４）

（１）
（２）
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海陸風について誤りはどれか。
海陸風は一般風が弱い場合にはっきりと現れる。
日中に海から陸に向かう気流を陸風、夜間に陸から海に向かう風を海風という。
日本では瀬戸内沿岸地方が代表的である。
地上天気図における気圧場と無関係な風向である。

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
強い上昇流
煙霧
着氷

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

（４）対流雲が尾流雲を伴うとき。

（２）
（３）
（４）

（２）気温と露点の差が２２℃以上のとき。
（３）地上気温が２７℃以下のとき。

（１）風向や風速が短時間に変化しているとき。

1013hPaより気圧が高いところが高気圧（H）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。
１日３回作成される。
等圧線は通常６hPa毎に引かれる。
高気圧の進行方向は矢印で図示されている。

（１）
（２）

低層ウインドシヤーの発生のおそれがある状況のうち誤りはどれか。

問

台風の強さは雲域の範囲によって決まる。
17

16

（１）

進行方向の右半円を危険半円という。
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。

（２）

19

（１）
（２）反時計回りに風を吹き込む。

問

問

15

（４）

（３）
（４）

（３）

（３）

18

台風について誤りはどれか。問

（４）

（１）
（２）

問 20

（３）
（４）

（１）
問
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◎

「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

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

１問　５点

◎

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

注　　意（１）

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（飛）

記　　号航空工学〔科目コード：０３〕科　目 Ａ4ＡＡ０３０９７０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P２３

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
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問 ６

ける。
低速バフェットの対策として機体側にフィレットを取り付ける。

問 ５
（１）バフェットには高速バフェットと低速バフェットがある。
バフェットについて誤りはどれか。

（２）

（４）低速バフェットの対策として迎え角を減らして増速する。

（A）ポーポイズとは、地上走行中に何らかの原因で急に舵取り車輪が激しい首振り運動

（３）

問 ２ 下記の（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。

（４）

ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。 

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。

尾輪式着陸装置の機体に起こりやすい。
（D）アドバース・ヨーとは、旋回しようとする方向と逆方向へ機首を振る現象で、逆偏

揺れともいう。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

（３）静圧と動圧の比は一定である。

（２）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。

（３）

静圧と動圧の和は一定である。

問 １

（C）グラウンド・ループとは、離着陸滑走中に突然方向性を失い急旋回を起こす現象で、

（１）静圧と動圧の差は一定である。
静圧と動圧の積は一定である。

を起こす現象で、脚を破壊に至らせることもある。
（B）ベーパ・ロックとは、燃料配管の中で燃料に含まれる空気が膨張してエンジンへの

円滑な燃料供給を阻害する現象で、気圧が高く燃料温度が低いほど発生しやすい。

問 ４ 翼端失速に関して誤りはどれか。

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。
（１）翼に当たる空気の流速が急激に減ることである。
（２）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。

（４）翼の下面に渦が発生し、振動が生ずることである。

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。

（２）

（４）上昇性能が悪くなる。

（２）機体の安定性が悪くなる。
（３）失速速度が増加する。

（３）

低速バフェットを防ぐために剥離を遅らせるためのストール・ストリップを取り付

（１）離陸時の引き起こしが重くなる。

（１）翼型によって翼端失速の傾向が異なる。

重心位置が後方へ移動したことより起こり得る現象で正しいものはどれか。

剥離を防ぐことが重要である。
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（４）

自操（飛）-工-  2/４



地線で、可動部分の動きを妨げないように取り付けられている。

（３）機内の通路を通るとき、化粧室等の金属部分に触れると電撃を受けることがある。
これは高速で飛行している航空機に蓄積された電荷が、体に移行する際に生ずる電
撃である。

（４）ボンディング・ジャンパ（ワイヤ）は、動翼などの可動部分と機体とを接続する接

（２）車輪の首振り運動（回転方向の振動）を減衰、防止する。
（３）着陸接地時の衝撃を吸収する。
（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。

問13 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。
（１）車輪の上下方向の振動を防止する。

（３）白色弧線の下限は最大重量における着陸形態の失速速度を示す。
（４）黄色弧線の下限は構造上の最大巡航速度を示す。

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。

（１）赤色放射線は超過禁止速度を示す。
緑色弧線の上限は設計運動速度を示す。

（３）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。
（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。

（２）

（３）

問12 対気速度計の色標識について誤りはどれか。

問11 トリム・タブについての説明で誤りはどれか。
（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）

（１）翼のキャンバを大きくする。
（２）翼面積を増大させる。

（４）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。

（１）スタティック・ディスチャージャーは避雷針の一種で、航空機への落雷防止のため
に用いられる。

（２）航空機に燃料を補給するときは、機体と燃料補給車を接地線で大地に接地する。こ
れは、雷により航空機に発生する電荷を大地に逃がすためである。

問10 下記の説明で、正しいものはどれか。

（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。
（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。

空力的に前縁半径を大きくする。

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。
（４）

問 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。

（３）

問 8 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。

（１）速度の二乗に比例する。

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。

重量に反比例する。
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）

（４）

揚力について正しいものはどれか。

（２）

上記（１）～（３）はすべて誤りである。

問 ７
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空港監視レーダー（ASR）に対して航空機の高度や識別符の情報を一方送信するシ

（１）減摩作用

ステムである。

（２）航空路監視レーダー（ARSR）や空港監視レーダー（ASR）などの１次レーダーに
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。

（３）

航空路監視レーダー（ARSR）や空港監視レーダー（ASR）などの１次レーダーか

（１）理論混合比は燃料と空気の重量比で1:15 である。
（２）最大出力を得られる混合比を最良出力混合比という。

を積むことによりあと5inch前方に移したい。荷物を積む位置で正しいものはどれか。

基準線後方55inch
（３）

を下げデトネーションを防止している。

（３）最良経済混合比で巡航すると燃料が節約できる。
（４）離陸・上昇などでは最良出力混合比より薄くして、シリンダ温度や混合気温度

（１）右旋回で内滑りになっている。

（１）基準線前方５inch
（２）基準線前方55inch

（３）設定値以上の電流が流れるとトリップする。
（４）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。

基準線後方5inch
（４）

（２）冷却作用
（３）気密作用

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。

る。
（４）

重量2,000lbs、重心位置が基準線後方60inchの飛行機の重心位置を、200lbsの荷物

（２）右旋回で外滑りになっている。

問18

問20

（４）着火作用

２次監視レーダー（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

ATCトランスポンダについて正しいものはどれか。
（１）

問19 右図の旋回傾斜計の状態を正しく説明しているものはどれか。

（４）左旋回で外滑りになっている。
（３）左旋回で内滑りになっている。

問17 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。

問16 サーキット・ブレーカーについて誤りはどれか。
（１）トリップすると通常はノブが飛び出す。
（２）直流・交流どちらにも使用できる。

吸気　－　排気　－　膨張　－　圧縮
（２）吸気　－　膨張　－　排気　－　圧縮

吸気　－　膨張　－　圧縮　－　排気
（３）吸気　－　圧縮　－　膨張　－　排気
（４）

問15 混合比について誤りはどれか。

問14 ４サイクル・エンジンの四つの行程の順序で、正しい順序はどれか。
（１）
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P24

「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

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

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

記　　号

配　　点

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

航空工学〔科目コード：０３〕科　目

◎ 注　　意

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

（１）

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（回）

◎ １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ａ４ＨＨ０３０９７０

ること。

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。

     航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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合流点
キャンバ・ライン

よどみ点

前縁 後縁 翼弦
翼弦長後縁

（３）３２℃
（４）４３℃

問 4 ピトー管で測定した全圧を利用している計器で正しいものはどれか。

問 2

（１）　０℃

問 3

（２）

（４）指示灯は、こはく色を使用しなければならない。

問 1 警報灯、注意灯及び指示灯について記述したもので正しいものはどれか。

（１）安全な使用状態を示す灯火は青色である。

問 6 翼の発生する揚力と抗力に影響する要素の組み合わせで正しいものはどれか。

（１）重心位置、翼面積、迎え角、空気密度
（２）速度、翼面積、迎え角、重量

（２）警報灯は、赤色が使用され、直ちに修正操作を必要とする緊急状態を表示する。
（３）注意灯は、白色が使用され、修正操作を必要とすることがあり得ることを表示する。

平均翼弦
① ②

華氏３２度は摂氏に換算すると何度になるか。

１５℃

（１）

（３）速度、翼面積、取り付け角、空気密度

③ ④

ピトー管式速度計、旋回計、すべり計
ピトー管式速度計、気圧高度計、昇降計

速度、翼面積、迎え角、空気密度

（４） キャンバ・ライン

問 5 次の図は翼の断面（翼型）を描いたものである。①～④の各部の名称の組み合わせで
正しいものはどれか。

下図に示した機体の横軸（機体の左右を結ぶ軸）を中心に生じる揺れで正しいものは
どれか。

（３）ヨーイング
（４）

（１）ローリング

（３）
（２）

（４）

バランシング

（２）ピッチング

（２）
よどみ点

（３）

（１）ピトー管式速度計

前縁

翼幅合流点

磁気コンパス、昇降計、旋回計、すべり計

翼弦長 キャンバ

（４）

前後軸

横軸

上下軸

重心位置

① ②

③

④
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問 11 Ｈ－Ｖ線図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。

（２）

左旋回で内滑りになっている。

右図の旋回傾斜計の状態を正しく説明しているものはどれか。

（１）右旋回で内滑りになっている。

（２）ブレードがヒンジ周りにピッチ角を変える運動である。

下図のヘリコプタでホバリングから前進飛行のためにサイクリック・スティックを前方問 7

　Ⓑの位置で最小となる。
（３）　Ⓓの位置で最大となる。

問 8

フェザリング・ヒンジ

問

（４）ジャイロ・プリセッション

ロータ回転面が任意の方向に傾斜する力の原理で正しいものはどれか。

（３）

コリオリの力

上記問７のようにサイクリック・スティックを任意の方向に操作することにより、周期

（４）（１）、（２）及び（３）は何れも誤りである。

に倒した時のブレードのピッチ角に関する記述で正しいものはどれか。

（１）

的にブレードのピッチ角を変化させ、ブレードに働く空気力の大きさを変えることで、

（１）　ⒶとⒸの位置では等しい。

（２）

（ホバリング付近を除く）の組み合わせがある場合に定められたものである。
ここでいう高度とは（３）対地高度、速度とは（４）対気速度であり、無風状態
での飛行回避領域を、地表面の状態等を付記して示されている。

（４）

幾何学的不平衡

（２）

（３）ブレードがヒンジ周りに水平方向に動く運動である。

（３）

9 ブレードのフラッピング運動に関する記述で正しいものはどれか。

（１）ブレードがヒンジ周りに上下にはばたく運動である。

問 10

右旋回で外滑りになっている。

（４）左旋回で外滑りになっている。

動力装置故障状態で安全に（１）着陸することができない（２）高度－前進速度

ブレードがヒンジ周りに迎え角を変える運動である。

ブレードの回転方向

進行方向
A

C

B

D
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問 17 セットリング・ウイズ・パワーについての説明で誤りはどれか。

（１）密度高度が高いほど入りやすい。

（４）④は全利用馬力である。

（２）②は有害抵抗パワーである。

（４）パワー・オンでの垂直降下中に入る危険性がある。

（２）重重量状態ほど入りやすい。

燃料系統内に水分が入り、燃料の正常な流れが制限される現象をいう。

（４）

エンジンの潤滑系統に空気が入り、滑油の正常な流れが制限される現象をいう。
（３）燃料系統内の燃料が気化し、燃料の正常な流れが制限される現象をいう。

（２）

（３）直ちにホバリングへ移行する。
（４）

オートローテーション
（４）最良上昇率速度での上昇中
（３）

（１）低速およびホバリング

（２）

（３）静的には安定、動的にも安定
（４）静的には不安定、動的には安定

（１）静的には安定、動的には不安定
（２）静的には不安定、動的にも不安定

誤りはどれか。

（１）①はメインロータ誘導パワーである。

問 13 右図の安定性に関する記述で正しいものはどれか。

（３）③は形状抵抗パワーである。

12 下図はパワーと前進速度との関係を示したものである。それぞれの曲線に関する説明で

（１）

問 14 地上共振が発生した場合の処置として正しいものはどれか。

問

（１）サイクリック・スティックを大きく円を描くように動かす。
（２）コレクティブ・ピッチ・レバーを小刻みに小さく動かす。

（１）、（２）及び（３）は何れも誤りである。

高速飛行中

（３）５ktでも前進速度があればセットリング・ウイズ・パワーに入らない。

ＬＴＥに陥りやすい飛行状態の説明で正しいものはどれか。

燃料系統のフィルタに異物が詰まり、燃料の正常な流れが制限される現象をいう。

問 15

問 16 ベーパーロックの説明で正しいものはどれか。

振
　
　
幅

時間
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ステムである。

（３）２次監視レーダー（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。

（４）空港監視レーダー（ASR）に対して航空機の高度や識別符の情報を一方送信するシ

問 19 ATCトランスポンダについて正しいものはどれか。
（１）航空路監視レーダー（ARSR）や空港監視レーダー（ASR）などの１次レーダーか

（２）航空路監視レーダー（ARSR）や空港監視レーダー（ASR）などの１次レーダーに
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。

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。

（２）周波数帯はＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯である。
（３）ＶＯＲ局の識別符号はアルファベット3文字から成り、モールス符号で発信されて

（４）ＶＯＲの有効範囲はおよそ見通し線以上の高度に制約される。

（１）基準位相信号と可変位相信号の位相差を測定することによりラジアルを表示する。

問 18 ＶＯＲに関する記述について誤りはどれか。

離陸時に比べ着陸時には 0.3 in＋側へ移動する。
（２）離陸時に比べ着陸時には 0.6 in＋側へ移動する。
（３）

（１）

離陸時に比べ着陸時には 0.9 in＋側へ移動する。
（４）離陸時に比べ着陸時には 1.1 in＋側へ移動する。

+ 12.0 in乗　員
貨　物 200 Lbs - 21.0 in

680 Lbs

アーム

燃　料 800 Lbs

問

- 15.0 in

20

自　重 5,000 Lbs + 2.0 in
重　量

いる。

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。
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。
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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。

Ｐ２６              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題     

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

◎ 判定基準

自家用操縦士（滑）上級・動力

記　　号 航空工学 〔科目コード：０３ 〕科　目

◎ 注　　意

２０題　　４０分資　格

Ａ４ＧＭ０３０９７０

配　　点

題数及び時間
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１ ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。
静圧と動圧の差は一定である。
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。

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。

翼端失速について誤りはどれか。
翼端にねじり下げがある機体は翼端失速が起こりにくい。
矩形翼は翼端失速が起こりにくい。
先細翼は翼端失速が起こりにくい。
前進翼は翼端失速が起こりにくい。

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。

動翼に装備されているマス・バランスについて、正しいものを選べ。
巡航時の３舵のバランスをとる。　
操舵力の軽減に役立てる。
動翼のフラッターを防止する。
高速飛行時の運動性を向上させる。

対気速度計における赤色放射線について正しいものはどれか。

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
（１）

（１）

（２）

（２）

問 ３

問

（２）

（４）

２

（３）

（３）
（２）

（４）

（１）

（３）

（１）

（３）

（４）

問

問

４

６

７

問

（４）

（１）

（３）

（１）
（２）

（３）
（４）

（２）

（３）

（２）

（１）

５

問

（４）

（４）
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失速の兆候として現れる現象で誤りはどれか。
バフェッティング
風切り音の低下
エルロンの効きの低下
ダッチロール

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。

機体に着氷した場合に起こりうる現象で誤りはどれか。
バフェットの発生
対気速度計の指示異常
失速速度の増加
滑空性能の向上

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　とは設計飛行機曳航速度をいう。

ＶＡ　とは設計運動速度をいう。
ＶＮＥとは超過禁止速度をいう。

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。

最小沈下速度は小さくなる。
最良滑空速度は変わらない。

（１）
（２）

（３）

（１）

（２）

（４）

（４）

（１）

（１）

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。

（２）
（３）

（４）

（１）
（２）
（３）

10

８

９問

問

問

問 14

問

（４）

（４）
（３）

問 15

（２）

翼に作用する粘性抗力である。

12

（１）

（３）

（３）
（２）

（４）

13

迎え角が大きいほど大きくなる抗力である。

（１）
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。

（１）

アスペクト比を大きくすると誘導抗力は大きくなる。

（２）
（３）

（３）

（２）

（４）

（４）

問 11

問
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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）

  71km/h
（１）

  85km/h

問 18

（４）

問 19 重量300kg、翼面積18ｍ
2
、失速速度が50km／hの滑空機がバンク６０度で水平

100km/h
（３）
（２）

  42km/h

問 20

問 16

問 17

（３）
（２）
（１）

（１）
（２）

（１）

（３）

（４）
（３）
（２）

（４）
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☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆配　　点 １問　５点

となるので当該科目は不合格になります。

「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」のいず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

（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。

☆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」、

P２７航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目

資　格 ２０題　　４０分

Ａ４ＣＣ０４０９７０

題数及び時間

記　　号

自家用操縦士（飛）（回）（船）

航空法規(等)〔科目コード：０４〕

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

自家(飛)(回)(船) -法-1/５



　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

年齢：１７歳以上

問 4 自家用操縦士（滑空機を除く）の技能証明の要件で正しいものはどれか。

（２）

（１）

（３） 　公正     　　　　利用者        　航空の発達         　　社会

（４） 　適正        　　　事業者        　利用者の利便      　　公共

の中の該当する章を指定する。

（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。

（ウ）を図り、もって（エ）の福祉を増進することを目的とする。

（１） 　公平     　　　　事業者  　　　利用者の利便　　   　社会

（２）　 適正     　　　　利用者  　　　航空の発達　　         公共

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

航空機の所有者

（３）操縦教員

（４）国土交通大臣

5

（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

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）

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。

問 6 自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

年齢：２０歳以上　　　

年齢：１９歳以上

（３）年齢：１８歳以上

（４）

問

問 2 航空業務に含まれるものとして正しいものはどれか。

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

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限界

は飛行規程の必要項目を指定する。

（２）

（４）

こと。

（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。

（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。

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、

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

（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
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（ウ）を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

問 11 航空機乗組員が航空身体検査基準に適合しなくなった場合の処置で正しいものはどれか。

（３）計器飛行方式による飛行で国土交通大臣の許可を受けた場合

（４）航空交通管制区以外の空域での計器気象状態における飛行

正しいものはどれか。

（１）

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

問 8 計器飛行証明を受けていなくても実施できる飛行で正しいものはどれか。

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

問 10 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で

計器航法による飛行で国土交通省令で定める距離または時間を超えない場合

計器飛行

問

搭載用航空日誌

（４）型式証明書

（１）

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

（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

自家用操縦士の業務範囲であれば航空業務を行うことができる。

問 7 次の（ア）から（ウ）までに入る言葉で正しいものはどれか。

えた量

（４）

（１）操縦練習であれば航空機を操縦することができる。

ア　厚生労働大臣　イ　技能証明を有する　　　ウ　運航

（４）

（３）航空身体検査証明の有効期間であれば航空業務を行うことができる。

（４）航空身体検査証明の有効期間であっても航空業務を行うことができない。

（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

（２）

（１）航空機登録証明書

（２）耐空証明書

航空法では定められていない。

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）

9 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。

（ア）又は指定航空身体検査医は、申請により、（イ）者で航空機に乗り組んでその

（１）ア　厚生労働大臣　イ　技能証明を有しない　　ウ　飛行

（２）ア　国土交通大臣　イ　技能証明を有する　　　ウ　運航

（３）

（２）

ア　国土交通大臣　イ　技能証明を有しない　　ウ　飛行
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　主要装備　　　飛行　　　1,000m　　1,000m　　

（４）　プロペラ　　　着陸　　　　600m　　　600m　　

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（指示大気速度）

（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（指示大気速度）

問 15 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。

（２）　動力装置　　　回避　　　1,500m　　1,500m　　

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

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）

（４）

 　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）

積載物の安全性

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。

（１）　  運航  　　　飛行中　　機内点検時　 　衝突

（２）

問 12 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。

（３）搭乗者の氏名

（４）　  操縦　　　  航行中　　気象状態の下　 衝突

（３）　  操縦　　  　飛行中　　機内点検時 　　接触

ならない。

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

（３）

問 13 機長の出発前の確認事項に該当しないものはどれか。

（１）

14

（３）

（ウ）の範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）の高度

（１）　動力装置　　　着陸　　　　600m　　　300m　　

（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（指示大気速度）

（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（指示大気速度）

問

離陸重量

（２）燃料の搭載量

　  運航　　　  航行中　　気象状態の下 　接触

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

 　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）
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（３）巡航高度及び航路

（４）巡航高度における指示対気速度

（１）持久時間で表された燃料搭載量

（２）搭乗する総人数

（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

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

（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。

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。

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

交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。

問 18 航空交通情報圏内を航行する場合航空法で定められているものは、次のうちどれか。

（３）

（４）飛行視程を3,２00m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 16 飛行中、進路権が同順位の航空機の進路が交差し、又は接近する場合どのように飛行し

飛行視程を1,８00m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。

（１）

なければならないか正しいものはどれか。

他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

問 17 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

他の航空機を上側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（４）他の航空機を下側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（２）他の航空機を左側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（３）

　　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）

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

いものはどれか。

（４）　　　誤　　　　正　　　　誤　　　　誤

（１）　　　誤　　　　正　　　　正　　　　正
（２）　　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤
（３）　　　正　　　　誤　　　　正　　　　正

通報点又は飛行場標点から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。

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
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P２８航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目

資　格 ２０題　　４０分

Ａ４ＧＭ０４０９７０

題数及び時間

記　　号

自家用操縦士（上滑）（動滑）

航空法規(等)〔科目コード：０４〕

☆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。

「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」のいず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。

合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆配　　点 １問　５点

☆判定基準
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（３） 　公正     　　　　利用者        　航空の発達         　　社会

（４） 　適正        　　　事業者        　利用者の利便      　　公共

（１） 　公平     　　　　事業者  　　　利用者の利便　　   　社会

（２）　 適正     　　　　利用者  　　　航空の発達　　         公共

問 5

問 2 次の定義で誤りはどれか。

（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

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第１９条第２項

に規定する確認をいう。

（２）「航空保安施設」とは、電波、音声又は形象により航空機の航行を援助するための

施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

（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）「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣

が告示で指定する空港等及び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のため国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

問 ３ 滑空機に係わる耐空証明の有効期間について正しいものはどれか。

（１）６ヶ月

（４）無期限

（２）１年

（３）２年

問 4 何歳以上であれば自家用操縦士（滑空機）の技能証明を受けることができるか。

（１）１５歳　

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）１６歳　

（３）１７歳　

（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。

航空機の等級について限定される場合もある。

（１）航空機の種類について限定されている。

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。（３）

（２）

　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

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

航空法の目的について述べた次の文章の（ア）～（エ）に入ることばの組合わせで正し

（ウ）を図り、もって（エ）の福祉を増進することを目的とする。

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付属書として採択された標準、方

（４）１８歳　

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、

問 1
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行する航空機を除く）

初級滑空機

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

こと

（３）

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。

（３）

（１）

  　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

5,000メートル  　300メートル  　150メートル  　1,500メートル

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（ア）～（エ）の組み

合わせで正しいものはどれか。（地表面又は水面から３００メートル以下の高度で飛

飛行視程が（ア）以上であること。

書類を備え付ける必要はない。

耐空証明書

（１）

（４）

（１）

（３）

航空機からの垂直距離が上方に（イ）、下方に（ウ）である範囲内に雲がないこと。

航空機からの水平距離が（エ）である範囲内に雲がないこと。

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

（１）1,500メートル  　300メートル  　300メートル     1,500メートル

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

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

（４）

中級滑空機

（４）

（２）航空機の所有者

経歴は誰によって証明されなければならないか。

滑空機の種類で誤りはどれか。

（３）

（２）

（４）

上級動力滑空機

動力滑空機

問

問

9

問 6

問 8

11

航空機登録証明書

（２）

（１）操縦練習を行った者

（４）

操縦練習の監督者

問

（３）飛行の区間又は場所

（４）機長の署名

（１）乗組員氏名

（２）

10

国土交通大臣

（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

問 ７ 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）

自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

飛行高度

滑空機用航空日誌に記載すべき事項で誤りはどれか。

航空日誌
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　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）

（３）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

（１）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

路を譲らなければならない。

進路権に関する記述で、誤りはどれか。

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

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

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）

　 運航　　　  飛行中　　 　衝突

距離３００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度

なければならない。

（３）

（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。

航空運送事業の用に供する航空機の編隊飛行

（４）

（１）

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

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）

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。

14

問 15

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

（２）

航空機からの物件の投下

問 13

互いに進路を右に変えなければならない。

（４）　 操縦  　　　航行中   　　 衝突

（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

　 運航　　　  航行中　　　 接触

（１）

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

問 12 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。

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

問

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

（４）

（３）　 操縦　　　  飛行中　　　 接触

距離６００ｍの範囲内の最も高い障害物の上端から３００ｍの高度

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

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。
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飛行計画に関する次の事項で誤りはどれか。

（３）

（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）

（１）

（１）

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

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

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

（２）

（４）

示で指定するものをいう。

問

（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。

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

交通大臣が告示で指定するものをいう。

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

医療援助を要しない　　　　：Ｘ

この方向に前進中　　　　　：↑

（１）

（エ）その他必要な事項

いくつあるか。

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80メートルであった。

（４）72メートル

64メートル

（２）56メートル

（３）

48メートル

17

問 16

航空交通管制圏の定義で正しいものはどれか。19

合図及びその意味

（イ）出発及び曳航の方法

（ウ）曳航索の離脱の時期、場所及び方法

飛行場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

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

半径９km以内の範囲において速やかに通報すること。

該区域内の飛行場又は場外離着陸場に着陸する場合には通報義務はない。

て半径５km以内の範囲において速やかに通報すること。

（４）

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

問

問18

20問

のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

肯定　　　　　　　　　　　：Ｙ

援助を要する　　　　　　　：Ｖ

（４）

（３）

有視界飛行方式により飛行する航空機が飛行場又は場外離着陸場を離陸し、当該

（３）

（２）２

３

曳航を行う前に打ち合わせなければならない事項（ア）～（エ）の中で正しいものは

（ア）

１

４

この場合、何メートル以上の高度で曳航索を離脱しなければならないか。

（１）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P29

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

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
「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
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

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

合格は１００点満点の７０点以上とする。

（２）

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間自家用操縦士（飛）（回）（船）

Ａ４ＣＣ０１０９7０

◎ 注　　意 （１）

記　　号航法〔科目コード：０１〕科　目

自操(飛)(回)(船)-航-1/４



（２）

GS DIST( nm ) TIME

ZONE / CUM( kt ) ZONE / CUM( kt )

TAS
ＷＩＮＤ CHDEVTC WCA

340/20  84 /0120 ６Ｗ

       /

130        /   

Ｂ Ｃ

2Ｅ010130 040/30 ５Ｗ

 95 / 179

 74 / 253

070130 020/20

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。

       /５Ｗ 2Ｅ

　　問１から問６について解答せよ。

MHＦＲＯＭ
ALT

TH VAR
( ft )

5500

ＴＯ

Ｃ Ｄ 5500

（１）

Ａ Ｂ 5500

（１）

6

２９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）

１２４kt

Ａ空港から変針点ＢまでのＧＳで正しいものはどれか。

（１）

（４）１３４kt
（３）１３１kt

１時間５３分

１２９kt

問 1

問 4

問 3

問 2

（１）
３９分

（４）

１時間５７分
（３）２時間０３分
（２）

２時間０７分

（１）

（３）０７４°

（４）１４４kt

（２）０７０°
０６６°

（３）

変針点Ｂから変針点ＣまでのＣＨで正しいものはどれか。

（４）

４８分
４３分（３）

ＴＡＳ１４０ktで飛行するためのＣＡＳで正しいものはどれか。

（２）
１１６kt

（３）＋７°

（４）

（１）

１３２kt

０８０°

－４°

－７°

（２）

変針点ＣからＤ空港までのＷＣＡで正しいものはどれか。

変針点ＣからＤ空港へのZONE TIMEで正しいものはどれか。

（４）

＋４°

問

問

5

変針点Ｃ上空において、ＱＮＨが29.92inHg、機外温度が－５℃のとき

１２６kt
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（４）風速

(35°30´Ｎ　135°30´Ｅ)の日没で正しいものはどれか。

大圏が直線で表されること

（３）
風の算出　　・　機位の確認　・　到着予定時刻の算出

着陸進入中にPAPIを見たところ、パスがやや低くなっていることが確認できた。この

（３）

（３）

（１）

（１）

（２）空気密度

（３）

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。

真北が磁北より６度西にある。

（３）

（４）

（２）

（３）

（１）

機位の確認　・　針路の決定　・　風の算出

１８時５０分

Ａ空港(35°30´Ｎ　140°30´Ｅ)の日没が１８時３０分であるとき、Ｂ空港

12

13

問

問 14

問

（３）

（４）

（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

ときのPAPIの表示で、正しいのは次のうちどれか。（○：白色、●：赤色）

（４）

等偏差線で羅北が真北より６度西にある。

19galは72ℓ(リットル)である。
2,100mは6,900ftである。

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。

体重84kgの人は185lbsである。

ピトー管取付位置

１９時００分

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５２ＤＭＥと

（１）

（４）55.5kmは30.0smであり、34.6nmである。

（２）
１３０kt

距離が正距であること

（１）

（４）

Ⅱ　問７から問２０について解答せよ。

羅北が磁北より６度西にある。

機位の確認　・　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。

風の算出　　・　針路の決定　・　到着予定時刻の算出（２）

○○○●

問 11

問 10

（１）

問 9

7問

問 8

（２）

（４）１３５kt

１２５kt

角度が正角であること
（４）

１２０kt
２７ＤＭＥのZONE TIMEが１２分であった。このときのＧＳで正しいものはどれか。

１８時００分
（２）１８時１０分

●○○○

（１）
●●●○
○●●●（３）

（２）

（１）
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（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３６０°で飛行中、Ａ駅が10時半の方向に見えた。この時の航空機は

（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。

（２）自差は同一型式の航空機であっても異なる。

正しいものはどれか。

（１）

搭載電子機器のＯＮ、ＯＦＦによって変化する。

１nmの長さは地球上の緯度１分の長さの平均を基準としている。

（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。

Ａ駅から見て南西の位置にいる。

（３）大きすぎる。
（２）少なすぎる。
（１）適切である。

（１）

（１）

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遅れている。（４）

（３）

（３）

Ａ駅から見て北西の位置にいる。

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。

Ａ駅から見て南東の位置にいる。

問 19

（３）航空機が加速する際に誤差は最大となる。
（４）機体の持つ磁気や磁性体の影響などにより生じる誤差である。

次のうち正しいものはどれか。

問 15

（４）

問 17

次の記述で正しいものはどれか。

問 16

（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。

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。

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。（２）

（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。

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）

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。

A駅から見てどの位置にいるか。

（４）

なお、この時の風は無風であった。

（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）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。
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合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ａ４ＭＧ０１０９7０空中航法〔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

注　　意

判定基準

配　　点

◎

◎

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（１）

（２）

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）動力

P30航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　号

◎

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

自操（滑）動力-航-1/4



大圏と小圏に関する記述で次のうち正しいものはどれか。
球をその中心を含む平面で切る時にできる円周を小圏という。
赤道に直交する小圏を子午線という。
大圏の弧は、ある２点間の最短距離となる。
赤道は小圏である。

真針路に関する説明で次のうち正しいものはどれか。
航空機を通る子午線の磁北から機首方向までの角度をいう。
航空機を通る子午線の真北から機首方向までの真方位をいう。
真針路を維持していれば航跡は常に直線となる。
航空機の針路を基準に物標の方位を測ったものをいう。

次のうち誤りはどれか。
北緯45°付近では、経度１分の長さは１ノーティカルマイルである。
１キロメートルは、約０.５４ノーティカルマイルである。
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。
地球は真球ではないため、緯度１分の長さは緯度により異なる。

時間に関する記述で次のうち正しいものはどれか。
飛行計画書には日本標準時を使用し記入する。
協定世界時「０時」は時刻帯を使用し「０９００Ｚ」とあらわすことがある。
日本標準時は協定世界時より９時間早い。
日本の標準子午線の時刻帯には「Ｊ」が付けられている。

メルカトル図に関する説明で次のうち誤りはどれか。
赤道で接する円筒図法（正軸円筒図法）の正角図であり、子午線は直線となる。
距離誤差が小さいため、長距離大圏コースの測定に用いられる。
子午線が平行であることから、図上に引かれた直線は航程線になる。
図上で子午線と赤道以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。

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上がって、ＱＮＨが大きくなった。
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下がって、ＱＮＨが小さくなった。

次のうち航法の３作業ではないものはどれか。
滑空比を算出すること
航空機の針路を算出すること
所要の地点における到達時刻を予想すること
航空機の位置を確認すること

（３）
（４）

問 ４

（３）
（４）

（１）

（４）

（２）
（３）

２

問 ３

１
（１）

問

（２）
（３）
（４）

（２）

（２）
（３）
（４）

（１）
（２）

（１）

（１）

（３）
（４）

（２）

（１）

問

（３）
（４）

（１）

問 ５

問 ６

（２）

問 ７
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ある航空機の横風制限値は１０ｋｔである。ＲＷＹ３３に着陸する場合、この制限値内
となるものは次のうちどれか。

０２０°／１５ｋｔ
２６０°／１３ｋｔ
０４０°／１２ｋｔ
２９０°／１４ｋｔ

真航路０３２°のＡ点からＢ点に向けてＷＣＡを－３°とって飛行したところ、真航跡
が０３３°となった。この時のＤＡで正しいものはどれか。

４度左
４度右
３度左
３度右

Ａ駅からＢ駅までの距離１４ｎｍを２０分間で飛行したときのＧＳで正しいものは
次のうちどれか。

４２ｋｔ
４８ｋｔ
５２ｋｔ
６６ｋｔ

ＴＨ（真針路）とＴＢ（真方位）及びＲＢ（相対方位）の関係で正しいものはどれか。
ＴＨ＝ＴＢ±ＲＢ
ＴＨ＝ＲＢ＋ＴＢ
ＴＢ＝ＴＨ－ＲＢ
ＴＢ＝ＴＨ＋ＲＢ

磁針路１８０度で飛行中、１時半の方向に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滑空場の北西の位置にいる。
Ａ滑空場の南西の位置にいる。
Ａ滑空場の北東の位置にいる。
Ａ滑空場の南東の位置にいる。

１２分間で燃料を１.６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。
　４.８リットル／時間
　６.２リットル／時間
　８.０リットル／時間
１１.２リットル／時間

８

13問

（１）

問

（１）

（３）

（１）

（１）

（３）

（４）

12問

９問

10問

11問

（２）
（３）
（４）

（１）
（２）

（２）
（３）
（４）

（２）

（４）

（３）

（４）

（１）

（２）

（２）
（３）
（４）
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風力三角形について誤りは次のうちどれか。
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。
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。
ＷＣＡはＴＣから右にひねる角を（＋）修正角という。

次のうち誤りはどれか。
「３,０００メートル」は「９,８４３フィート」である。
「毎時１００ｋｍ」の速度は「５４ノット」である。
「毎秒２メートル」は「毎分３９４フィート」である。
「９キロメートル」は「６.８６ノーティカルマイル」である。

真航路０５０°をＴＡＳ９０ｋｔで飛行する時のＷＣＡを求めよ。ただし、この時の
予想風を０１０°／２０ｋｔとする。

＋４°
－８°
＋８°
－４°

耳閉塞について正しいものはどれか。
降下中、耳閉塞を生じても着陸すればすぐに治まる。
上昇中に最も発生しやすい。
経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。
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。

低酸素症に関する記述で誤りはどれか。
夜間視力の低下は５,０００ｆｔに相当する気圧のもとで起きることがある。
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。
初期のはっきりとした症状は、顔面が紅潮することである。

着陸のために進入中、実際の高さよりも低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
通常より狭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。
紙袋で口と鼻を覆い、吐いた息をまた吸い込むと良い。
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。
頭がふらふらすることがある。（４）

（１）
（２）
（３）

問

（３）

20

（４）

問 19

（２）

（４）

問

（４）

1８

問 16

問

（１）

14

問

（３）

（３）

（４）

（１）
（２）

（１）
（２）

（４）
（３）

15

問

（４）

（２）

（２）
（１）

（３）

（３）

（１）
17

（１）
（２）

自操（滑）動力-航-4/4



P4９航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級

◎ 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

（２）

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

合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ａ４ＧＧ０１０９7０

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

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕

◎ 配　　点

◎ 判定基準
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大圏と小圏に関する記述で、次のうち正しいものはどれか。
球をその中心を含む平面で切る時にできる円周を小圏という。
赤道に直交する小圏を子午線という。
大圏の弧は、ある２点間の最短距離となる。
赤道は小圏である。

真針路に関する説明で次のうち正しいものはどれか。
航空機を通る子午線の磁北から機首方向までの角度をいう。
航空機を通る子午線の真北から機首方向までの真方位をいう。
真針路を維持していれば航跡は常に直線となる。
航空機の針路を基準に物標の方位を測ったものをいう。

次のうち誤りはどれか。
北緯45°付近では、経度１分の長さは１ノーティカルマイルである。
１キロメートルは、約０.５４ノーティカルマイルである。
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。
地球は真球ではないため、緯度１分の長さは緯度により異なる。

時間に関する記述で、次のうち正しいものはどれか。
飛行計画書には日本標準時を使用し記入する。
協定世界時「０時」は時刻帯を使用し「０９００Ｚ」とあらわすことがある。
日本標準時は協定世界時より９時間早い。
日本の標準子午線の時刻帯には「Ｊ」が付けられている。

メルカトル図に関する説明で、次のうち誤りはどれか。
赤道で接する円筒図法（正軸円筒図法）の正角図であり、子午線は直線となる。
距離誤差が小さいため、長距離大圏コースの測定に用いられる。
子午線が平行であることから、図上に引かれた直線は航程線になる。
図上で子午線と赤道以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。

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上がって、ＱＮＨが大きくなった。
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下がって、ＱＮＨが小さくなった。

次のうち航法の３作業ではないものはどれか。
滑空比を算出すること
航空機の針路を算出すること
所要の地点における到達時刻を予想すること
航空機の位置を確認すること

（２）

（１）
（２）
（３）

問 1

問 2

問 ３

（４）

問

問 4

（２）

（４）

（２）
（３）

（１）

（１）

（１）

（１）
（２）

（３）

（４）

（３）
（４）

（４）

（２）
（３）

（２）

（４）
（３）

（３）

（１）

問 5

（４）

6

問 7
（１）
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３分３０秒間で４.２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４３キロメートル
毎時７２キロメートル
毎時８６キロメートル
毎時９５キロメートル

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から右にひねる角を（＋）修正角という。

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。

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。

対地高度４,０００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にもっとも近いものはどれか。

約０.３ノーティカルマイル
約０.６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

毎時９０キロメートルの速度で滑空比２５の滑空機が、静穏な大気中を同速度で８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。

２２２メートル
３００メートル
３２０メートル
３６０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５４キロメートルは「１００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１００キロメートルは「５８ノット」である。

問 11

（４）

（２）
（３）

（４）

（２）

（３）

（４）

（１）

（１）

問 ８

（２）
（３）
（４）

（１）

（２）

（４）

（４）

（２）
（３）

９問

問 10

（４）

（１）

（３）

（１）
（２）
（３）

（１）
（２）

（１）

12問

13問

14問

（３）
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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。

対気速度７２ km/h で滑空比２５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２ km滑空する場合の所要時間は次のうちどれか。

１分３９秒
１分５６秒
２分５３秒
３分２０秒

低酸素症について誤りはどれか。
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。
陶酔もしくは闘争の感覚が起こることがある。
苦痛をほとんど伴わないので、自覚が難しい。

空間識失調について誤りはどれか。
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。
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。
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。

過呼吸について誤りはどれか。
紙袋で口と鼻を覆い、吐いた息をまた吸い込むと良い。
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。
頭がふらふらすることがある。

耳閉塞について正しいものはどれか。
降下中、耳閉塞を生じても着陸すればすぐに治まる。
上昇中に最も発生しやすい。
経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。
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。

18問

問 19

15問

問 17
（１）
（２）
（３）

（１）
（２）
（３）
（４）

（４）

（３）

（１）
（２）

問 20

（４）

（４）

（３）
（４）

（１）
（２）
（３）

（２）

問

（２）

（４）

16

（１）

（１）

（３）
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(1)

(2)

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

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Each contracting State undertakes to provide such measures of assistance to aircraft in distress in its
territory as ( a ) it may find practicable, and to permit, subject to control ( b ) by its own authorities, the
owners of the aircraft or ( c ) authorities of the State in which the aircraft is registered to provide such
measures of assistance as may be necessitated by the circumstances. Each contracting State, when
undertaking search for missing aircraft, ( d ) will collaborate in coordinated measures which may be
recommended from time to time pursuant to this Convention.

The term “horizontal surface” means that section of the horizontal plane including a point 60 m
vertically above the reference point of the airport, etc., which is surrounded by a circle drawn with that
point at its center and with a radius of a length of not more than 4,000 m as specified by Ordinances
of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
The term “air navigation facility” means any facility used for air navigation by means of electric signals,
lights, colors or signs as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism.

The term “aeronautical light” means any light used by an air navigation facility to aid the navigation of
aircraft, as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

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

For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and
territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such
State.

a: Correct

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

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A1CC040970

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.

The following are the provisions of the Convention on International Civil Aviation. Which one is incorrect?

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: The following statement is Article 25 (Aircraft in distress) 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 article?

Question 3: Which of the following definitions is incorrect?

E4Airmen’s Academic Examination

b: Incorrect
c: Incorrect d: Correcta: Correct b: Correct

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

This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not be applicable to state aircraft.
Aircraft used in military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft.

Question 2:

b: Correct

c: Correct d: Correct

The term “landing area” means a rectangular area of an airport, etc. which is provided for the takeoff
or landing of aircraft in a definite direction.

a: Correct

c: Correct d: Correct
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(a)

(b)
(c)
(d)

(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: The following (a) to (d) are examples of “airman” defined in the Civil Aeronautics Law. Which of the “correct”
and “incorrect” combinations below applies to these examples?

A person who does not have any competence certificate but has passed the academic examination
and is applying for the practical examination

b: Incorrect c: Incorrect d: Correct

A person who has the competence certificate for dispatcher
A person who has returned his competence certificate within one year

Question 5: Which of the following statements regarding the registration of aircraft is incorrect?

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

Registration of an aircraft proves its ownership in case ownership is contested by a third person.
An aircraft shall acquire Japanese nationality when registered.
An aircraft which has nationality of any other country shall not be eligible for registration.

c: Correct d: Incorrect

An aircraft owned by any person who does not have Japanese nationality shall not be eligible for
registration.

Question 6: Which of the following is not included in the matters which should be described in the Flight Manual?
Aircraft general
Aircraft performance
Items relating to engine emission
Structure of aircraft and explanation concerning equipment and systems

Question 7: Article 157-(3) (Standards of Crew Assignment) of the Civil Aeronautics Regulations requires that the period
of flight service of aircraft crew be limited by some time frames (intervals) specified in it. Which one of the
following is not one of those time frames?

Question 8: Which of the following statements regarding the type certification is incorrect?

Question 9:

24 hours
One calendar month
Six calendar months
One calendar year

Which of the following components is not included in the important components necessary for ensuring the
safety of aircraft specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
under Article 18 (Maintenance of Engine and Others) of the Civil Aeronautics Law?

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 type certification is established when a type certification is issued to the applicant.

Starter
Carburetor
Ignition distributor
Propeller governor

Prior to issuing a type certification, the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism shall
receive comments from the Minister of Economy, Trade and Industry.

The holder of a type certificate shall report to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism when he intends to modify the design of the aircraft mentioned in the type certification.

c: Incorrect d: Incorrect

A person who has the competence certificate for airline transport pilot

a: Incorrect
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(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

-

a)
b)

-

The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism may indicate type ratings on the pilot’s
competence certificate as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism.

November 14, 2009
February 9, 2010

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

August 9, 2010

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

Question 11: Which of the following statements regarding the rating on pilot’s competence certificate is incorrect?
The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism shall indicate aircraft category ratings on
the pilot’s competence certificate as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.

The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism may indicate class ratings on the pilot’s
competence certificate as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism.

An object of truss structure

Question 13: Which of the following statements regarding the Aviation English Competence Certification is correct?

Question 14:

A private pilot does not require the Aviation English Competence Certification.

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 (limited to objects which
locate in an area coincide with projection of an approach surface, a horizontal surface, a transitional
surface, extended approach surface, a conical surface or an extended approach surface.)

No person shall engage in air navigation between domestic points and foreign points without obtaining
an Aviation English Competence Certification.

The Aviation English Competence Certification is valid for two years.

The Aviation English Competence Certification certifies the English language knowledge and skills
required for daily life.

The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism may indicate ratings of the functions as
specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Question 12: 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?

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

Aircraft equipped with turbine engine(s):

For an aircraft flying at an altitude of 900 m or less within an airspace specified in Article 82-(2)
subparagraph 1 of the Law:
The indicated airspeed prescribed as follows in accordance with the classification of aircraft .

(1) 160 knots

The following statements stipulate the speed limitations described in Article 82-(2) (Speed limitation in air
traffic control zone, etc.) of the Civil Aeronautics Law. Which one of the numbered values is incorrect?

Aircraft equipped with piston engine(s):
(2) 200 knots

For an aircraft flying at an altitude of above (3) 3,000 m within an airspace specified in Article 82-(2)
subparagraph 1 of the Law, or within an airspace specified in subparagraph (2) of the same Article:
The indicated airspeed of (4) 250 knots
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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)

10,000 m
8,000 m
6,000 m

Information concerning volcanic ash, etc.

E 1/30
C and D 1/40

B 1/40

Dive to a low altitude
Flight generating high buzzes

On radar approach, after passing the point that is 3 miles from the touchdown point or an aircraft
starts final descent

Landing area category Slope

Route type PIB
Flight plan type PIB

International type PIB
Aerodrome type PIB

d: first-aidb: 60
a: air transport service

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?

Question 16: Which one of the following Pre-flight Information Bulletins (PIBs) is not included in the PIBs provided by the
International NOTAM Office?

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: air navigationb: 60 c: emergency kit

ATIS Data Link Information broadcasted at existing ATIS stations
NOTAM in case of information concerning an unexpected and sudden matter which is of operational
significance

Any information concerning turbulence in PIREP

a: air transport service d: first-aidb: 30 c: emergency kit

Question 20: Which of the following is the correct combination of the slope and radius for the conical surface for the
airport (other than those provided either for landing utilizing ILS facility or for landing by ground controlled
approach using precision approach radar facility) prescribed under Article 56, paragraph 3 of the Civil
Aeronautics Law?

A 1/50 10,000 m
Radius

Question 17: Which of the following services is not provided by the VHF data link information service?

c: medical kit

Low-altitude flight without operational necessity
Flight involving drastic speed change

Question 19:

Question 18: If a speed adjustment is instructed by the ATC, when will the instruction automatically terminate? Choose
the incorrect case.

In the case of holding clearance issued
In the case of approach clearance issued, unless ATC has assigned a new indicated air speed

After passing the point which pilots shall maintain the specified speed

Which of the following flights is not a “reckless operation” as referred to in the Article 85 of the Civil
Aeronautics Law?
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(1)

(2)

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

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

(1)

(2)

(3)

(4)

d: unbiaseda: society
a: public c: aircraft operators d: appropriate

b: development of aviation
b: promotion of user convenience

The purpose of this Law is to promote the welfare of the ( a ) by the ( b ) through providing methods to
ensure the safety of, and to prevent problems arising from, navigation of aircraft, and through securing
the safety of air transportation and promoting the convenience of ( c ) by ensuring that the business for
operating aircraft is ( d ) and rational, in conformity with both the provisions of the Convention on
International Civil Aviation and the standards, practices and procedures adopted as Annexes hereto.

a: society
a: public d: appropriate

c: aircraft operators d: unbiasedb: promotion of user convenience
b: development of aviation c: users

c: users

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?

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 “Aircraft Operation 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.

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

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: The following provision is Article 1 (Purpose) of the Civil Aeronautics Law. Which group of words below
can be used to correctly fill the blanks (  ) in the statement?

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.

E27Airmen’s Academic Examination

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A4CC040970

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

The ( a ) or a designated aviation medical examiner makes, upon application, aviation medical
certification for a person who ( b ) and will be engaged in operation on board an aircraft.

a: Minister of Health, Labor and Welfare
a: Minister of Land, Infrastructure, Transport
    and Tourism

b: does not have a competence certificate
b: has a competence certificate

a: Minister of Health, Labor and Welfare
a: Minister of Land, Infrastructure, Transport
    and Tourism

Person who takes the flight training himself/herself
Owner of the aircraft
Flight instructor
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

18
17

Registration certificate
Airworthiness certificate

Instrument navigation flights, the distance and duration of which do not exceed those specified
by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Instrument flights
Flights under instrument flight rules for which the Minister of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism has given permission

Flights under instrument meteorological conditions in airspace outside control areas

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

Aircraft logbook
Type certificate

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 10: 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

Question 8: Which of the following flights is permitted for a pilot who does not have instrument rating?

Question 7: The following statement concerns aviation medical certification. Which of the groups of words can be
used to fill the blanks (  ) to make the statement complete and correct?

b: has a competence certificate
b: does not have a competence certificate

Question 6: 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

Question 5: When a person who does not have a competence certificate for airmen takes flight training under the
supervision of a flight instructor, who will certify the trainee’s flight experience?

Question 4: What is the lowest age at which a person can obtain competence certification as a private pilot (except
glider)?

20
19

Question 9: Which of the following is not included in the documents to be carried in an aircraft (except gliders)?
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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)

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:
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;

First-aid kit
Parachute
Waterproof portable light

The pilot may take flight training.
The pilot may engage in air navigation service as a private pilot.

c: 300 m d: 600 mb: propulsion componentsa: land
c: 1,500 m d: 1,500 mb: propulsion componentsa: escape
c: 1,000 m d: 1,000 mb: major components

b: propeller c: 600 m d: 600 m
a: fly
a: land

Maintain flight visibility at least 1,800 m.
Maintain flight visibility at least 3,200 m.

Question 17: Which of the following standards applies to an aircraft engaging in a flight in a control zone with
permission under the provisions of Article 94 of Civil Aeronautics Law (special VFR)?

Maintain flight visibility at least 1,500 m.
Maintain flight visibility at least 1,600 m.

The aircraft watching the other aircraft on its right-hand side shall give way.
The aircraft watching the other aircraft on its left-hand side shall give way.
The aircraft watching the other aircraft on its upper side shall give way.
The aircraft watching the other aircraft on its lower side shall give way.

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 16: When two aircraft with the same order of priority for right-of-way are crossing or approaching each
other, these aircraft must operate in accordance with which of the following rules?

Question 15: Which of the following statements regarding the speed limitations (indicated airspeed) 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

Question 14: 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?

Take-off weight
Loaded weight of fuel
Names of persons onboard
Safety of loads

Question 13: Which of the following is not included in the items to be confirmed by a pilot-in-command before take-
off?

The pilot must not engage in air navigation service regardless of the validity period of his/her
medical certificate.

Question 12: Of the following emergency equipment, which shall be inspected at every 180 days?
Life vest

The pilot may engage in air navigation service within the validity period of his/her medical
certificate.

Question 11: Which of the following actions when a pilot becomes physically unfit under the medical examination
requirements is correct?
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(1)

(2)

(3)

(4)

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

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

Amount of fuel on board expressed in flight time
Total number of persons on board

Any aircraft must establish contact with the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism based on the Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
in order to receive information of other aircraft within the same airspace.

Any aircraft is required to operate the ATC transponder as stipulated in the Ordinances 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 Ordinances 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 as stipulated in the Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism to ensure safety of the airspace.

Cruising altitude and route of the flight
Indicated air speed at cruising altitude

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

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

Question 18: Which of the following statements is correct regarding an aircraft conducting flight within an information
zone?
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計器飛行証明

記　　号 Ｈ１ＣＣ１４０９７Ｏ

◎

資　格 ２０題　　２時間題数及び時間

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
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

注　　意

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

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

（３）「航法ログ」は提出する必要はありません。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

（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 Ｐ４０

計器飛行一般〔科目コード：１４〕科　目
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性能諸元

２）

（３）

 136kt

 107gal 
 103gal 

 36分

（３） 42分

（４）

 39分（２）

 12時26分　

NAVIGATION  LOGの枠内の風を使用する。
ただし、風の方位は磁方位である。

ＴＴ空港]の経路上を飛行する。
到着及び進入着陸はNAVIGATION  LOGに記載された[C・ＶＯＲ～Ｄ・ＶＯＲ～

出発地及び目的地の標高は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。

計算に使用する風は上昇時320°/20kt、降下時290°/15ktとし、巡航時は

 12時14分　
ＴＴ空港への到着予定時刻（ＪＳＴ）で最も近いものはどれか。

 12時18分　　

 333度

（３）

Ｂ・ＶＯＲからＣ・ＶＯＲへのCHで最も近いものはどれか。

（４） 45分

 12時22分　　
（２）

（１）
 141kt

 152kt

Ｃ・ＶＯＲ上空において、気圧が29.92inHgで外気温度が＋１５℃のときＣＡＳとして

（３） 143kt
（４）

（２）

正しいものはどれか。
問 ５

問 １

問 ２

問

問

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。

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

（２）
 341度

表示する場合、ＨＨ空港を出発する際に必要な燃料搭載量の最少値として最も近いも

（１）
３

（３）

   9１gal 

（４） 349度

（１）

（４）

４

出　発　日：　　平成2１年７月２６日　　　出発予定時刻：　　10時30分（JST）

［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

巡航高度：　 　12,000ft
飛行経路：　ＨＨ空港→ Ａ・ＶＯＲ→ Ｂ・ＶＯＲ→ Ｃ・ＶＯＲ→ Ｄ・ＶＯＲ→ ＴＴ空港
代替空港への経路：　　ＴＴ空港→ Ｅ・ＶＯＲ→ ＯＯ空港

  　　　　　　　　 完成させ問１から問６に答えよ。

出　発　地：　　ＨＨ空港　   　　目的地：ＴＴ空港    　　代替空港 ： ＯＯ空港　　　　　　

出発はNAVIGATION  LOGに記載された[HH空港～Ａ・ＶＯＲ]の経路上を飛行する。
※飛行方法
上昇降下率　　：   上昇　1,000ft／min                          降下    800ft／min

代替空港への巡航高度：　　7,000ft（上昇、降下は考慮しない。）

速度（ＴＡＳ）：　上昇　130kt　　　巡航　170kt　　　降下　150kt
燃料消費率　　：　上昇　40gal/hr　  巡航　30gal/hr     降下　20gal/hr

１）

（１）

   98gal 

 337度

TT空港から00空港までの予定飛行時間として最も近いものはどれか。
（１）

（２）
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:
:
:
:

：
：
：
：

　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）

国内悪天予想図における記号「      」の意味は次のうちどれか。
（１） 並の乱気流
（２） 強い乱気流

 1100ft

問

問 10

問 11

問 8 航空法で定める計器飛行を行う航空機に装備すべき装置として誤りはどれか。

　　正　　　正　　　正　　　誤

 外気温度計　（１）

問 9

APP
（３）ACAS
（４） REDL

（２）

問 7 航空情報用略語と意味の組み合わせで誤りはどれか。
（１）OCS

（３）

12

 2500ft
（４） 3300ft

対流により雲が発生しつつあり、地上気温24℃、露点温度20℃と報告されている。

（１）

において観測を行う。通報は実際に使用されている滑走路の接地帯を代表する値が
最大４群迄示される。また卓越視程あるいは方向視程が（c）1500メートル以下、

問 13 滑走路視距離（ＲＶＲ）の説明で下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせのうち正し
いものはどれか。

滑走路の灯火と操縦士の目の高さの平均である滑走路面からの高さ（b）約2.5m
RVRはPilot　eye　levelとして（a）滑走路面上５mを想定している。我が国では、

（２）

であった。このときの風向風速として最も近いものはどれか。

２９３°／３０kt

問 ６

０３６°／２８kt
３００°／２６kt

Ｂ・ＶＯＲからＣ・ＶＯＲを実際に飛行したところＷＣＡは左に８度、ＧＳは150kt

（１）
ただし、風向は磁方位とする。

０３０°／３０kt

（２）

（４）
（３）

DMEについて誤りはどれか。

（２）
（３）
（４）

 秒刻み時計
 ILS受信装置　
 すべり計　　

（１）
（２）

使用周波数はVHF帯である。
航空機のDME機器は質問信号と応答信号の時間差を測定し距離に換算する。

VCFC
MIFG

飛行場周辺の竜巻
地霧

METARに使用される記号と意味の組み合わせで誤りはどれか。

（２）

又はいずれかのRVRが（d）1600メートル以下の場合にRVR値が通報される。

高い風じん

（１）
（２）
（３）
（４）

（４）　　誤　　　正　　　誤　　　誤

（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正

（３）　　誤　　　正　　　正　　　誤

無障害物表面
進入管制又は、進入管制業務

滑走路灯

BLSA
FZRA

 1700ft

航空機空地データ通信システム

（３）

霧雨

（３）
（４）

DMEで得られる距離情報はスラントレンジである。
DMEの有効範囲は局からの見通し線以上の高度である。

この雲の雲底高度で近いものは次のうちどれか。

 並の着氷
（４） 強い着氷
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：

 周回進入の最低気象条件は地上視程とする。

（１） 離陸の代替飛行場としての最低気象条件は雲高と地上視程の組み合わせ又は地上
問 14

15 IFRで出発し途中で飛行方式をVFRに変更する飛行計画の時、飛行計画書の第８項

最低気象条件について誤りはどれか。

（１） 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

 視程とする。

 降下の指示があるまでは、それまでの高度を維持しながらSTARを飛行する。

（１）

速やかに行動してください

（２）Ｚ

 路視距離とし、滑走路視距離が利用できない場合はCMVとする。

 No　Delay　Expected　　

問

（３）
（２）

16

問

問 18 視認進入の内容で誤りはどれか。

問 17 進入FIXまでのSTARの承認に進入許可が伴わない場合の飛行方法で正しいものは

（４） MEAまで降下した後にSTARの飛行を開始する。
（３）

どれか。

滑走路の磁方位で飛行してください

（３）Ｙ

（１）Ｖ

Ｉ

管制用語の意味として誤りはどれか。

（４）

 STARに付された制限高度及び最低高度に従って進入開始高度まで降下する。
 進入許可が発出されるまではSTARの手前で待機する。

（４）
 Recleared　Direct　HKC 
 Execute　Missed　Approach  

HKCへの直行を承認します
進入復行してください

（２）

 わせ又は滑走路視距離とする。

（２） 周回進入以外の非精密進入及びCATⅠ精密進入を行うための最低気象条件は滑走

（４） 目的地に対する代替飛行場としての最低気象条件は雲高と滑走路視距離の組み合

（１） Continue Runway　HDG 　　 

「飛行方式」欄に記入する記号として正しいものはどれか。 

（３）

問 19 飛行中の錯覚について誤りはどれか。

問 20 飛行中の過呼吸について誤りはどれか。

（１） 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。
（２） 霧の中での着陸進入は機首が上がったような錯覚を生じやすい。

 無意識に起きる心身の状態である。

（１） 過呼吸と低酸素症とは初期の兆候がよく似ている。

（３） 急激な上向きの加速は降下中にあるような錯覚を生じやすい。
（４） 錯覚の防止又は錯覚からの回復は自分の感覚に頼らず、飛行計器に頼ることで

（３）

（４） 過呼吸または呼吸気量の異常な増加は飛行中緊迫した状況に遭遇したときに

 過呼吸の兆候が現れたら、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。

 の判断のみで発出される。

（２） 過呼吸は体内に必要以上に炭酸ガスが増えることにより、頭がふらふらしたり、
 息苦しくなったり、眠くなったりする。

 操縦士は視認進入許可後VMCを維持し、かつ地上目標を視認しながら飛行

（２）

（４）
 動的に終了される。

 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。
（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

ある。

 しなければならない。
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ＨＨ

ＴＴ

ＯＯ

  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

ＨＨ

   -   A 300/25 263 2W 53 A-VOR

   -   B 280/25 302 1W 39 B-VOR

   -   C 310/20 345 0 68 C-VOR

   -   D 260/20 327 0 42 D-VOR

     -  ＴＴ 320/25 269 2W 62

ＴＴ

   -   E 230/20 165 0 51 E-VOR

    -  ＯＯ 260/25 102 2E 72

（注）　１）風は磁方位とし、上昇時320/20KT、降下時290/15KT、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。  

ETD  　10:30  JST   ２６　　JULY Ｎ　Ａ　Ｖ　Ｉ　Ｇ　Ａ　Ｔ　Ｉ　Ｏ　Ｎ　　　　Ｌ　Ｏ　Ｇ

T I M E 　　　　DEPARTURE  AP F U E L

  TO  DESTINATION  ： 　　　　DESTINATION  AP   BURN  OFF

計証　－　一般

  RESERVE

  FR   DESTINATION  TO  ALTERNATE    ： 　　　　ALTERNATE  AP   ALTERNATE   TOTAL



航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

「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

P41
資　格 操縦教育証明(飛)(回)(滑)(船)

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）

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。

Ｇ１ＸＸ１５０９７０記　　号操縦教育一般〔科目コード：１５〕

１０題　２時間

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。
解答は当該受験する航空機の種類に応じて行い、

◎

◎ 判定基準

配　　点
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（曲技飛行は除く。）

問 １ 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
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。

ならない航空法施行規則第６９条の２に規定されている事項について記せ。

（５）VFRでエンルートを航行中、大型機を視認した場合：

・対策

（１）　　風向を報じるときのVRB

（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：

問 ４ 操縦練習の監督者が、操縦練習を行う者がその練習を開始する前に確認しなければ

（１）大型機に続いて着陸する場合：

（２）大型機の離陸に続いて着陸する場合：

問 ３ 航空気象観測報のうち、METAR/SPECIコードで通報される次の記号について簡単に
説明せよ。

問 ２ 過呼吸（ﾊｲﾊﾟｰﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝ）について説明せよ。
・症状

問 ５ 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）　　VC
（３）　　NSC
（４）　　REで示される過去
（５）　   P/FR
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・最近の飛行経験 ：

・算入できる時間 ：

６，着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、
　　円錐表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であって
　　（　⑩　）のあるもの。

５．（　⑧　）、（　⑨　）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（進入表面、水平表面、転移

１．（　①　）、（　②　）、（　③　）その他の物件でその高さに比し（　④　）

　　表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内に
　　あるものに限る。）

　　もの（その支線を含む。）
２．（　⑤　）の物件
３．国土交通大臣が告示で定める（　⑥　）
４．（　⑦　）（その支線を含む。）

【航空法施行規則第１３２条の２】
昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの（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のも及び高光度航空障害灯又は中光度
白色航空障害灯を設置するものを除く。）とする。

問 10 航空法第５１条の２に規定される昼間障害標識の設置について文章の空欄を埋めよ。

問 ７

問
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 ８ 飛行中の錯覚のうち、着陸失敗をもたらす錯覚にはどのようなものがあるか。

実技試験において、実地試験を中止するのは受験者がどのような項目に該当した

９ 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

場合か。

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。

問 ６ 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
経験について説明せよ。
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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。

配　　点

ＣＣＣＣ０５０９7０

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

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

共通

◎ 判定基準

科　目 記　　号

１問　５点

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

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

◎

航空通信〔科目コード：０５〕
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送信を試みる。

航空情報の説明で誤りはどれか。
航空路誌：運航に不可欠な永続性を持つ最新の航空情報を収録
航空路誌補足版：ＡＩＰに収録されている情報の３ヶ月以上の臨時的変更等を記載
ノータム：航空路誌改訂版又は航空路誌補足版で包含できない運航情報は
　　　　　ノータムとして通信回線により発行される。
ＡＩＣ：恒久的なノータムを収録したものであり、チェックリストが発行される。

次の通信のうち最も優先度が低いものはどれか。 
ATCに関する通信
緊急な通信
気象情報に関する通信
航空機の運航に関する通信

（２）

（４）（前の通報を）取り消します。
（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。

飛行中の航空機に対して「着陸支障なし」を意味する指向信号灯の合図はどれか。

（３）管制機関が許可するときには「Special VFR」の用語を用いる。

（２）優先度の高い通報なので、通信に割り込みます。

（４）

（１）
（２）
（３）

（４）

（１）

（１）「DISTRESS relay」を3回前置する。 
（２）

受信機のみの故障が考えられるので、一方送信を行う。

問 6

問 ８

「MAYDAY relay」を3回前置する。 
（４）

（１）

当方はこれにより通報の各部の区別を示します。

遭難/緊急通信の最初の送信はそれまで使用中の指定された周波数で行う。（１）
遭難及び緊急時の通信で誤りはどれか。

緑色の閃光
（４）

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。

白色の不動光

（２）

（４）送信機のみの故障で機位も不明の場合は右回りの三角飛行を実施する。

（２）

（４）

トランスポンダーを7500にセットする。
（３）VFRを維持して着陸できる最寄りの飛行場に着陸する。

問 ７ 特別有視界飛行方式について誤りはどれか。

（１）赤色と緑色の交互閃光

パイロットが必要と判断した場合は121.5MHz、243.0MHzを使用しても良い。

（３）
緑色の不動光

（３）管制機関から使用周波数を指定された場合にはその周波数を使用する。
（４）121.5MHzまたは243.0MHzで通信の設定が困難なときでも、継続して

（３）

（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）飛行場が地上視程１５００メートル以上の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される。

通信の一般用語「BREAK」の意味で、正しいものはどれか。
（１）

４

問 ５

３問

（２）

問

遭難通信を中継する場合で正しいものはどれか。   

２問

１問

有視界飛行方式における通信機故障時の措置について、誤りはどれか。 

「DISTRESS report」を3回前置する。 

「MAYDAY report」を3回前置する。 
（３）

共通-通信-2/4



  相対位置の関係から注視する必要がなくなった。

日本時間午前９時にランプアウト予定だったので、移動開始時刻の欄に“0000”

（２）

（４）

と記入した。
（３）

POOR ------------------ 不良
（４）

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

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好

真対気速度100ノットで飛行予定だったので、巡航速度の欄に“N0100”

民間訓練/試験空域

（１）LOOKING　OUT・・・・・・・・トラフィックは遠くにあるため支障なし。

（３）

（２）30海里は「zero three zero miles」と読む。
視程2,000メートルは「(visibility) two thousand meters」と読む。（３）

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
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

直ちに停止して、次の指示を待つ。

滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。

CLEAR　OF　TRAFFIC・・・・・パイロットが見えていないトラフィックの

フライトプランの記入要領で誤りはどれか。

GOOD ------------------ 良好 
（３）
（２）

航空交通管制圏

（３）滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。

ものはどれか。

問 ９

（１）

航空交通情報圏

（１）

針路260°は「(heading) two six zero」と読む。（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）

（２）滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。

離陸のための地上滑走中、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。
正しい行動はどれか。

（１）

問 10 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 11 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

（２）
で停止する（ブロックイン）までの予定所要時間

到達するまでの予定所要時間
（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

無線電話の送信要領で誤りはどれか。

（４）ターミナルコントロールエリア

（４）タイムチェックで６時３４分４５秒は「zero six three four three
quarters」と読む。

レーダー交通情報が発出された場合に使用する用語とその意味で誤りはどれか。

（２）TRAFFIC　IN　SIGHT・・・・・・トラフィックを見つけました。
（３）NEGATIVE　CONTACT・・・・トラフィックは見あたりません。

と記入した。

VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

（１）出発飛行場にICAO４文字地点略号が指定されていないので、出発飛行場の
欄には“ZZZZ”と記入した。

（２）

（４）VFRのフライトプランの提出締切はEOBTの３０分前である。

１４

13問

問 12

問
用語の意味で誤りはどれか。

問１５
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生存者の使用する対空目視信号の記号で「　V　」の意味する通報はどれか。

123.15 MHz
（２）122.60 MHz
（３）

生存者は5名

10,000ft以上（１）

（３）14,000ft以上
（４）18,000ft以上

24,000ft以上

（１）負傷者なし。

（２）   誤　  　正　   　正　　　正

管制業務は航空交通業務のひとつである。（ｄ）

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

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

管制区管制所では進入管制業務が実施される。
（ｂ）管制は原則として先着順に取り扱われる。
（ａ）

ｈPａ（29.92inＨｇ）に規正する高度で正しいものはどれか。

（３）

（３）援助を要する。

航空交通業務等について、（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

医療援助を要する。

（ｃ）管制業務とは、航空機の運航の安全性および効率性を促進するための業務である。

（２）

（４）

（２）

問 20

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

123.45 MHz（１）
周波数で正しいものはどれか。

（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。

122.45 MHz

エンジンを始動させた直後に作動させる。
（２）離陸前のできるだけ遅い時期に作動させる。

離陸後のなるべく早い時期に作動させる。

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。

（４）

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

（１）

問 19

問 18

問 17

問 16
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P３１
資　格 航　空　通　信　士 題数及び時間 ２０題　　４０分

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。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 C４ＸＸ０２０９７０

◎ 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。

「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 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（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。
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である。

ＭＥＴＡＲで通報される視程で正しいものはどれか。
最大視程
最小視程
飛行視程
卓越視程

問 １ 国際標準大気の諸元について誤りはどれか。
（１）平均海面高度での気圧は29.92inchである。

（４） -3平均海面高度での密度は1.225kgm

（２）平均海面高度での気温は15℃である。
（３）平均海面高度での湿度は50%である。

（４）約３０度の角度で吹く。

問 ２ 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の説明で
正しいものはどれか。

（１）平行に吹く。
（２）直角に吹く。
（３）約１０度の角度で吹く。

問 ４ 雲量が3/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。

問 ３ 運航用飛行場予報（ＴＡＦ）の有効時間として正しいものはどれか。
（１）発表から9時間
（２）発表から15時間
（３）発表から21時間
（４）発表から27時間

（１）磁方位を報じる。

（１）ＦＥＷ
（２）ＳＣＴ
（３）ＢＫＮ
（４）ＯＶＣ

問 ５ 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。

（３）
（４）

（２）真方位を報じる。
（３）相対方位を報じる。
（４）偏流修正方位を報じる。

問 6
（１）
（２）

問 8 温暖前線に伴った天気現象で誤りはどれか。

問 7 海霧が予想される気象条件で誤りはどれか。
（１）数ノットの風が吹いている。
（２）Ｔ－Ｔｄが３℃以上である。

（３）この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。

（３）海面温度が２０℃より冷たい。
（４）接地逆転がある。

（１）一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。
（２）前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。

（４）雨域は広範囲になることが多い。　　　　　

航空通信士-気象-2/4



海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 海上乱流警報

ＧＷ ： 海上一般警報
ＳＷ ： 海上暴風警報
ＴＷ ： 海上低気圧警報

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

問 9 北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。
（１）反時計回りに吹き出す。

（４）反時計回りに吹き込む。

（２）時計回りに吹き出す。
（３）時計回りに吹き込む。

問 11 ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。

問 10 夏季の日本にあらわれる気団で正しいものはどれか。
（１）小笠原気団
（２）オホーツク気団

（３）南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。

（３）揚子江気団
（４）シベリア気団

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

問 13 台風の定義について正しいものはどれか。

（４）北半球、南半球とも、風を背にしたとき低気圧は左にある。

問 12
（１）
（２）

（３）熱帯低気圧で最大風速が17kt以上のものをいう。

（３）
（４）

（１）温帯低気圧で最大風速が17m/sec以上のものをいう。
（２）温帯低気圧で最大風速が17kt以上のものをいう。

問 14

（ａ）
（ｂ）

（３）
（４）

（４）熱帯低気圧で最大風速が17m/sec以上のものをいう。

（ｃ）
（ｄ）

（１）
（２）

　　　 視程が１,000m以上5,000m以下の場合
（４）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

問 15 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。
（１）HZ ： 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
（２）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
（３）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、
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視程が8km以上である。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のいずれか高い高度未満にない。
地上風が無風である。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がない。
天気略号表に該当する現象がない。

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

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　　　正　　　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

問 16 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｅ）の正誤の組み合わせについて、（１）～

問 17 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。

（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
（ｅ）

（１）
（２）
（３）
（４）

問 18 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）大気の大規模な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。
（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。

（３）
（４）

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）300hＰa ： 約30,000ft
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

問 19

（１）
（２）

（２）計器高度と真高度は等しい。
（１）計器高度は真高度より高い。

問 20 高気圧域でアルチメーターセッティングを行ったまま、計器高度を保持し低気圧域へ
飛行した場合の記述で正しいものはどれか。

（３）計器高度は真高度より低い。
（４）計器高度は平均海面高度より低い。

航空通信士-気象-4/4



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

Ｃ４ＸＸ０６０９７０

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

「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

資　格 1 ０ 題    　４ ０ 分題数及び時間航　空　通　信　士

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

記　　号構　造〔科目コード：０６〕科　目

注　　意 （１）

◎ 配　　点
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問 ２

（１）

（１）

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誤りはどれか。

問 ３

問 ４

着氷防止

セミモノコック構造の組み合わせとして正しいものはどれか。

（３）

ウインド・ヒータの目的で誤りはどれか。
（１）曇り止め

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。

５問

問 ６ Cable Control Systemの利点で誤りはどれか。
（１）軽量である。
（２）方向転換が自由にできる。

（４）動力ブースト・ブレーキ系統（Power Boost Brake System）

（２）動力ブレーキ操作系統（Power Brake Control System）
（３）

シミー・ダンパ

（４）

スペースが少なくてすむ。
（４）

（１）マスタ・シリンダ・ブレーキ系統（Independent System）

安価である。
（３）

トーション・チューブ構造（Torsion Tube Construction System）

飛行機に使用されているブレーキ系統について誤りはどれか。

（４）機械的なダウン・ロック
グラウンド・ロック

（２）安全スイッチ
（３）

（１）フレーム、外板
（２）フレーム、縦通材、外板

衝撃吸収能力の増加

トラス（骨組）、ストラット、羽布　
（４）フレーム、張線、羽布

（３）操縦室の暖房
（２）

（４）非常脱出口は外開きのものに限定されている。

（２）
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。
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）

１問 非常脱出口の装備の規定について正しいものはどれか。
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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）先細翼は重量を減らすことができ、翼端失速も起こしにくい。

（１）

地上に着地してからでないと作動しないスポイラもある。
（４）翼上面に付いているスピード・ブレーキは翼の揚力を増加させることもできる。

（４）積層ゴム円盤

ピストン

オレオ式緩衝装置に関係ないものはどれか。

（３）

（２）後退翼は横安定及び方向安定がよいが翼端失速を起こしやすい。
（３）

問 ７

楕円翼は翼端部の揚力が小さくなるので、構造的に有利である。

問 10

問 ８

問 ９

（３）セーフ・ライフ構造

（２）スポイラは補助翼と連動させて片側だけを動かし、横方向の操縦に使用できる。

（４）ロード・ドロッピング構造

スピード・ブレーキ/スポイラの説明で誤りはどれか。
（１）スピード・ブレーキ/スポイラは飛行中の機速を減じる役目をする。

空気弁

（１）シリンダー
（２）
（３）

（２）バック・アップ構造
レダンダント構造

（１）矩形翼は工作が容易で翼端失速の傾向が小さい。
飛行機の翼型の特徴について誤りはどれか。
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☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

「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」のいず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

（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

となるので当該科目は不合格になります。

☆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。

P３５航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目

資　格 ２０題　　４０分

C４XX０４０９７０

題数及び時間

記　　号

航空通信士

航空法規(等)〔科目コード：０４〕
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　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

年齢：１７歳以上

問 4 自家用操縦士（滑空機を除く）の技能証明の要件で正しいものはどれか。

（２）

 　公平     　　　　事業者  　　　利用者の利便　　   　社会

（２）　 適正     　　　　利用者  　　　航空の発達　　         公共

の中の該当する章を指定する。

（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。

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

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。

（２）航空機の所有者

（３）操縦練習の監督者

（４）国土交通大臣

（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。

問 6 自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。

（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。

（４）

こと。

（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）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

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

問 5

航空機の運航管理

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。

（４）

問 2 航空業務の定義として正しいものはどれか。

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）

（４）

（１）

年齢：１９歳以上

（３）年齢：１８歳以上

（１）年齢：２０歳以上　　　

航空機の牽引

（２）

航空交通管制の実施

（３） 　公正     　　　　利用者        　航空の発達         　　社会

（４） 　適正        　　　事業者        　利用者の利便      　　公共

航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

（１）
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（ウ）を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

問 11 航空機乗組員が航空身体検査基準に適合しなくなった場合の処置で正しいものはどれか。

（３）計器飛行方式による飛行で国土交通大臣の許可を受けた場合

（４）航空交通管制区以外の空域での計器気象状態における飛行

正しいものはどれか。

8 計器飛行証明を受けていなくても実施できる飛行で正しいものはどれか。

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

問 10 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で

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

（１）操縦練習であれば航空機を操縦することができる。

ア　厚生労働大臣　イ　技能証明を有する　　　ウ　運航

（４）ア　国土交通大臣　イ　技能証明を有しない　　ウ　飛行

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

（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

問 7 次の（ア）から（ウ）までに入る言葉の組み合わせで正しいものはどれか。

えた量

搭載用航空日誌

（４）型式証明書

（１）

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

問

自家用操縦士の業務範囲であれば航空業務を行うことができる。

（４）

（２）

航空身体検査証明の有効期間であれば航空業務を行うことができる。

（４）航空身体検査証明の有効期間であっても航空業務を行うことができない。

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）

（３）

（３）

（３）

航空法では定められていない。

（１）航空機登録証明書

（２）耐空証明書

計器飛行（２）

問 9 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。

（ア）又は指定航空身体検査医は、申請により、（イ）者で航空機に乗り組んでその

（１）ア　厚生労働大臣　イ　技能証明を有しない　　ウ　飛行

（２）ア　国土交通大臣　イ　技能証明を有する　　　ウ　運航

（１）計器航法による飛行で国土交通省令で定める距離または時間を超えない場合
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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（指示大気速度）

（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（指示大気速度）

（３）

問 15 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。

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（指示大気速度）

　主要装備　　　飛行　　　1,000m　　1,000m　　

（４）　プロペラ　　　着陸　　　　600m　　　600m　　

（３）

（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（指示大気速度）

（２）

（１）　動力装置　　　着陸　　　　600m　　　300m　　

 　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）

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。

（２）　動力装置　　　回避　　　1,500m　　1,500m　　

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

問 12 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。

問 13 機長の出発前の確認事項に該当しないものはどれか。

（２）　  運航　　　  航行中　　気象状態の下 　接触

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。

（４）　  操縦　　　  航行中　　気象状態の下　 衝突

（３）　  操縦　　  　飛行中　　機内点検時 　　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（ウ）

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

（１）　  運航  　　　飛行中　　機内点検時　 　衝突

 　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）　　　（エ）

14問

離陸重量

（２）燃料の搭載量

（４）

（１）

（３）搭乗者の氏名

積載物の安全性
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（４）巡航高度における指示対気速度

（１）持久時間で表された燃料搭載量

（２）搭乗する総人数

（３）巡航高度及び航路

（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

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）

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。

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

交通大臣の許可を得た上、航行しなければならない。

問 18 航空交通情報圏内を航行する場合について、航空法で定められているものは、次のうち

（３）

（４）飛行視程を3,２00m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 17 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）

他の航空機を上側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（４）

なければならないか正しいものはどれか。

他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

飛行視程を1,８00m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。

他の航空機を下側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（２）他の航空機を左側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

（３）

問 16 飛行中、進路権が同順位の航空機の進路が交差し、又は接近する場合どのように飛行し

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

　　（ａ）　　（ｂ）　　（ｃ）　　（ｄ）

（４）　　　誤　　　　正　　　　誤　　　　誤

（１）　　　誤　　　　正　　　　正　　　　正
（２）　　　正　　　　誤　　　　誤　　　　誤
（３）　　　正　　　　誤　　　　正　　　　正

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
通報点又は飛行場標点から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。

どれか。

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

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
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１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

（２）

◎ 判定基準

◎ 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

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。

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。

科　目 航　法〔科目コード：０１〕 記　　号 Ｃ４ＸＸ０１０９7０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P37
資　格 航空通信士 題数及び時間 ２０題　　４０分
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高々度飛行について正しいものはどれか。

急減圧が起こった場合、機内高度が18,000ftまで降下すれば酸素マスクを

問

（４）

（２）

（１）
メルカトール図の特徴で誤りはどれか。

緯度巾が一定でない。

１

問 ２

５

問

問

問 ３

問 ６

問 ４

７

航程線は赤道側に膨らんだ曲線となる。（４）

（２）子午線が平行の為、極を表すことができない。
（３）赤道、子午線以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。

約３°

60nmとするとコースからのずれは何度か正しいものを選べ。
Ａ点からＢ点に向けて飛行中、Ｂ点で右に２nm偏位していた。ＡＢ間の距離が　

（４）約６°
（３）約４°

（１）約２°

（３）磁針路（MH）は、真航路（TC）に偏差を考慮（＋－）した針路である。
（２）真針路（TH）は、真航路（TC）に風を考慮（＋－）した針路である。

羅針路（CH）は、磁針路（MH）に自差を考慮（＋－）した針路である。

（２）緯度１分は「5nm」である。
（３）

（１）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。
各針路について誤りはどれか。

（４）経度１分は「1nm」である。
経度１度は「60nm」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。

（１）緯度１度は「60nm」である。

（４）
かかることを認識しておくべきである。
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

経度、緯度について正しいものはどれか。

負うことはない。

見張りと空中衝突の防止について正しいものはどれか。　
（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。

無線航法
（４）推測航法

ものはどれか。

（４）高々度飛行する場合、上昇時は1４,000ft通過時に高度計をQNEにSETする。

（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

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

（３）

（１）天文航法

（３）
はずしても良い。

（２）
離陸後、機内高度が20,000ftになるまで身体に問題はない。
21,000ft以上を飛行する場合、離陸時にQNEにSETする。

（１）

（２）地文航法
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偏差は年変化する場合がある。

ば防止できる。

起きやすい。

日本付近では偏差は「Ｅ」で表す。

問 12

13

（２）
（１）

（４）

問

11

問 ８

耳閉塞について誤りはどれか。

風邪、のど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

問

問 ９

問 10

問

（３）

14

（４）

（４）
（３）
（２）

降下中に最も発生しやすい。

（１）経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。
（２）唾を飲み込んだりあくびをしたりすることにより中耳内外の気圧を等しくできれ

（３）

ＮＤＢ局へのホーミングについて正しいものはどれか。

無風の場合、航跡は曲線となる。

０７１
０５７

（４）適切な偏流修正角をとって飛行することである。

（２）横風のある場合、航跡は曲線となる。
（３）

（１）横風のある場合、航跡は直線となる。

ＴＨ ＶＡＲ

０６４
０６４

７Ｗ
＋７

同じ緯度ならどこでも同じ偏差である。
同じ経度ならどこでも同じ偏差である。

０７７ ６Ｗ ０７１
０６４ ７Ｅ ０７１

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。

（３）

（１）

（４）１クォートは「0.94リットル」である。

（２）１（米）ガロンは「6.78リットル」である。
（３）１キロメートルは「0.54nm」である。

偏差について正しいものはどれか。

（１）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。

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。
（３）
（４）

（４）
8８ガロン
100ガロン

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。

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）
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。

ＭＨ

（２）7６ガロン

240GPHの燃料消費率で１9分間飛行した場合、燃料消費量で正しいものはどれか。
（１）6４ガロン

（１）１キログラムは「2.2ポンド」である。
次の換算法として誤りはどれか。
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問

機位の確認、針路の決定、到着予定時刻の算出

対地高度9,000ftを飛行中、チェックポイントを「真横右下45度」に発見した。

約1.5nm
（２）約2.0nm
（１）

（１）

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。

次の記述で正しいものはどれか。

（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。

問

（４）120分

（４）ＤＡと機体の大きさとは関係しない。

20
（１）ＤＡとＷＣＡは同一のものである。

問 19

（２）60分

Ａ飛行場の北東の位置にいる。

（１）30分
太陽が経度30度を移動するのに要する時間で正しいものはどれか。

（３）90分

で正しいものはどれか。

（２）Ａ飛行場の南東の位置にいる。
（３）

（１）Ａ飛行場の西の位置にいる。

Ａ飛行場の北の位置にいる。
（４）

問 18

（４）２３３０

磁針路330度で飛行中、7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

（３）２０３０
（２）１４３０

日本時間の午前8時30分に地上滑走を始める場合、飛行計画書第13項に記入する移問 17
動開始予定時刻で正しいものはどれか。

（２）針路の決定、必要燃料の計算、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
（３）機位の確認、針路の決定、気象の解析

（１）０８３０

15

（３）

問 16

約3.0nm
（４）約4.5nm

航法の三作業の組み合わせで正しいものはどれか。
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◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３） 「航法ログ」は提出する必要はありません。

◎ 配　　点 １問　５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
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。

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

◎ 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

科　目 航　法〔科目コード：０１〕 記　　号 J１ＸＸ０１０９７０

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 P42
資　格 運　航　管　理　者 題数及び時間 ２０題　２時間
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（３）    正        誤        誤       正
（４）    誤        誤        誤       正

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

（d）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）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。

で正しいものはどれか。

（a）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
あるような錯覚を生じ易い。

問 5 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

（３）約０．６５
（４）約０．７５

のはどれか。
（１）約０．４５
（２）約０．５５

（４）    誤        正        正       正

問 4 外気温度－２０℃の大気中をＴＡＳ３４０ktで飛行中の航空機のＭＡＣＨ数で正しいも

（２）    正        正        誤       誤
（３）    誤        誤        誤       正

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

（c）加速度計の出力を微分することにより、航空機の速度や位置が求められる。
（d）航空機の加速度計の出力から、みかけの加速度を除いて航法計算を行う。

（a）加速度計の出力は姿勢指示器、DG、速度計等にも利用される。
（b）初期調整は航空機が等速度であるときに行なう。

問 3 慣性航法装置について（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。

（３）相対方位が一定である相手機が直進しながら接近してくる。
（４）相手機の機影は旋回しながら小さくなっている。

（１）相対方位が一定で相手機が旋回しながら離れている。
（２）相手機の機影は停止しているが小さくなっている。

（４）    誤        正        正       正

問 ２ 衝突の可能性のあるものはどれか。

（２）    誤        正        誤       誤
（３）    正        誤        誤       正

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

（c）航程線は極側に引き付けられる曲線となる。
（d）大圏はほぼ直線となり最短距離のコースがとれる。

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（a）子午線は各々直線で図外の1点で集中している。
（b）距離の歪みが大きく、一定尺で距離の測定は不可能である。

問 １ ランバート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
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てである。

（４） 誤 正 誤
（３） 誤 誤 正
（２） 正 誤 正
（１） 正 正 誤

進入方式」、「周回進入」、「離陸」、「代替飛行場」の最低気象条件に対し

（ａ） （ｂ） （ｃ）

値が1,200mであればCMVは800mとなる。
（c）地上視程通報値のCMVへの変換が適用されないのは「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密

（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種類は
「進入灯および滑走路灯」、「滑走路灯」、「前記以外の場合」である。

（b）昼間にあって「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

問 9 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
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

正
（４） 誤 正 誤 正
（３） 誤 誤 正

誤
（２） 誤 正 正 誤
（１） 正 正 誤

い場合のみ、地上視程換算値（CMV）とする。周回進入にあっては飛行視程とす
る。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（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

（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、特に認められた地点でおこなう。

で正しいものはどれか。

（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
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。

しFUEL FLOWも増加する。

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

（３）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは増加
しFUEL FLOWは減少する。

（４）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは増加

しFUEL FLOWも減少する。
（２）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは減少

しFUEL FLOWは増加する。

問 7 次の記述で正しいものはどれか。
（１）対流圏内では高度を上げると温度は低下するので、マッハ数一定ではTASは減少

（３）公示された通過高度より低く指示する。
（４）真高度と計器高度との関係には外気温度は関係しない。

（１）公示された通過高度より高く指示する。
（２）公示された通過高度と同じ指示をする。

問 6 ILSの最終進入コースに沿って進入する時、外気温度が標準大気温度より高い場合、ア
ウターマーカー通過時の高度計指示で正しいものはどれか。

運管-航法-3/7



正
（４） 正 誤 誤 正
（３） 誤 正 誤

誤
（２） 正 誤 正 正
（１） 正 正 正

（d）福岡ＦＩＲ内のＲＶＳＭ適用高度帯の空域において指定された維持高度から１５０
ft以上の逸脱があった場合はいかなる理由であっても報告しなければならない。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

いてRVSM適合機相互間に適用される。
（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。

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（a）本来2,000ftの垂直間隔を1,000ftに縮小して運用する方式である。
（b）福岡ＦＩＲ全域で、フライトレベル290以上フライトレベル4１0以下の高度にお

正

問 12 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

（４） 正 誤 誤

誤
（３） 誤 正 正 誤
（２） 正 誤 正

（ｄ）
（１） 誤 正 誤 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

（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単位に切り上
げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

（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
視程

（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
（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

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）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
式の最低気象条件の値に等しい地上視程

正

問 11 出発地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

（４） 正 誤 誤

誤
（３） 誤 誤 正 正
（２） 誤 正 正

（ｄ）
（１） 正 正 誤 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

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
（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

上げ）、及び最低気象条件の値に等しい地上視程

の値に等しい地上視程
（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に等しい雲高（100ft

（a）CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅰ精密進入方式の最低気象
条件の値に等しい地上視程

（b）CAT－Ⅰ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅰ精密進入方式の最低気象条件

問 10 目的地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
正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
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[飛行計画問題]

新潟空港（ＲＪＳＮ）から旭川空港（ＲＪＥＣ）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（解答は（１）から（４）の中で最も近い
ものを選ぶこと）。ただし、航空機は航空運送事業の用に供するプロペラ発動機を装
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７月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 経　　路
ＲＪＳＮ（ＧＴＣ）～ＡＴＥ～ＭＷＥ～ＨＷＥ～ＳＰＥ～ＲＪＥＣ（ＡＷＥ）

（３） 航法データ

ＧＴＣ～ＡＴＥ
ＡＴＥ～ＭＷＥ
ＭＷＥ～ＨＷＥ
ＨＷＥ～ＳＰＥ
ＳＰＥ～ＡＷＥ
ＡＷＥ～ＣＨＥ
ＧＴＣ～ＡＴＥ
ＡＴＥ～ＭＷＥ
ＭＷＥ～ＨＷＥ
ＨＷＥ～ＳＰＥ
ＳＰＥ～ＡＷＥ
ＡＷＥ～ＣＨＥ
ＧＴＣ～ＡＴＥ
ＡＴＥ～ＭＷＥ
ＭＷＥ～ＨＷＥ
ＨＷＥ～ＳＰＥ
ＳＰＥ～ＡＷＥ
ＡＷＥ～ＣＨＥ
ＧＴＣ～ＡＴＥ
ＡＴＥ～ＭＷＥ
ＭＷＥ～ＨＷＥ
ＨＷＥ～ＳＰＥ
ＳＰＥ～ＡＷＥ
ＡＷＥ～ＣＨＥ

（４） 代替空港
　新千歳空港（ＲＪＣＣ）

（５） 代替空港までの経路等
　ＤＩＲＥＣＴ　ＣＨＥ（ＣＨＩＴＯＳＥ）上空とし、８,000 f t の一定
　高度で飛行するものとし上昇、降下は考えない。

110
（ft/min）

DESCENT 1,000 150 ０２０／２０

２９０／２０
２９０／２０
２９０／２０

降下率

３３０／３０
３３０／２０

7,000 150 ３００／２０ 140

140
３２０／２０
３２０／２０
３００／２０

３００／２０
３１０／３０

8,000 150 ３１０／３０

140
３３０／３０
３５０／３０

CRUISE ３００／２０

３１０／３０
３２０／２０

9,000 150 ３２０／３０

140
３２０／２５
３２０／２５
３１０／３０

３４０／３０
３３０／３０

10,000 150 ３３０／２０

180
（ft/min）

CLIMB 500 120 ２５０／２０
上昇率
（ft） （kt） （度/kt） （lbs/H）
高　度 TAS 風　向　風　速 燃料消費率
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（６） 燃　　料

（７） その他
①経路上の最も高いＭＥＡは、9,000ftとする。
②出発空港及び目的空港の標高は、0ftとする。
③航空機の零燃料重量は、5,000lbsとする。

13

　当該飛行に必要な燃料量の計算は以下の条件で算出すること。
【条　件】
①着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港
　までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で 45分間飛行するこ

②始動・試運転及び TAXI に係わるものは無視する。

（４）２３７°

（２）２２０°
（３）２２８°

問 19 旭川空港から代替飛行場までの真方位（ＴＨ）は次の内のどれか。
（１）２１２°

（４）４３分

（２）３７分
（３）４０分

問 18 ＨＷＥからＳＰＥまでのＺＯＮＥ　ＴＩＭＥは次の内どれか。
（１）３４分

（４）０３６°

（２）０２１°
（３）０２８°

問 17 ＭＷＥ の２０nm手前の磁方位（ＭＨ）はどれか。
（１）０１５°

（３）６０５lbs
（４）６３０lbs

（１）５５５lbs
（２）５８０lbs

（４）４５０lbs

問 16 この飛行に必要とする最小搭載燃料の量はどれか。

（２）４１０lbs
（３）４３０lbs

問 15 旭川空港までの予定消費燃料は次の内どれか。
（１）３８０lbs

（３）１５時０６分（日本時間）
（４）１５時１０分（日本時間）

（２）１５時０２分（日本時間）

問 14 旭川空港の予定到着時刻（ＥＴＡ）は次の内のどれか。
（１）１４時５８分（日本時間）

（４）300/20

（２）320/30
（３）310/30

（１）330/20
問 ＭＷＥからＨＷＥまでの風向風速は航法データから次の内どれか。

　とができる燃料の量を加えた量
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問 20 目的地空港での予想着陸重量は次の内どれか。
（１）５，０００lbs

５，１０５lbs
（４）５，１７０lbs

（２）５，０６５lbs
（３）
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ALT TAS TC WCA TH VAR GS ZONE ZONE ZONE
DIST TIME FUEL

031 ８ｗ 114

034 ９ｗ 68

014 ９ｗ 62

023 ９ｗ 87

069 ９ｗ 58

　　TO ALTERNATE 

220 ９ｗ 67

TOTAL

ＣＨＥ

ＭＷＥ

（注）　１．風は与えられたＤＡＴＡを使用すること。

ＡＴＥ

ＡＷＥ

ＦＵＥＬ　ＰＬＡＮ

TO
ｌｂｓ

WIND

ALTERNATE AP TO DESTINATION

MH

航　法　ロ　グ

ｌｂｓ＋

ETE
PLDW

（予想着陸重量）

ＨＷＥ

ＳＰＥ

DESTNATION APDEPARTURE AP

ｌｂｓ

TO ALTERNATE 

ｌｂｓ

ＥＸＴＲＡ

ｌｂｓ



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

◎

「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。

◎

◎ 判定基準

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

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

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 P43
資　格 運 航 管 理 者 題数及び時間 ２０題　　４０分

科　目 法規〔科目コード：０４〕  記　　号 Ｊ１XX０４０９７０
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（３）

正

（２）航空機は登録を受けた時に日本の国籍を取得する。

航空機の登録について誤りはどれか。

正
誤 正 誤 誤

（２） 正 正
誤 誤 誤
正

（ｄ）技能証明を返納して1年を経過していない者

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

正

（３）

（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、

（４） 正

（２）

（４）

国際民間航空条約の条文について誤りはどれか。

ことを承認する。

国土交通省令で定めるものをいう。

「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

の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。

軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。
この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。

うち、この点を中心として4,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの

次の記述のうち誤りはどれか。
（１）「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方６０メートルの点を含む水平面の

正
誤 正 正 誤

（１）

半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。

正 正

するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

（２） 正 正 誤

（ｄ）
正 誤 正 正

（ｂ） （ｃ）

（３）

（ａ）

次の記述のうち「航空従事者」に該当するもので（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせに

（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。

（３）

定期運送用操縦士の技能証明を有する者
（ｃ）

するため設けられる空港その他の飛行場内の矩形部分をいう。
「着陸帯」とは、特定の方向に向かって行う航空機の離陸又は着陸の用に供

運航管理者の資格を有する者

ついて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）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

外国の国籍を有する航空機は登録することはできない。

５問

問 ２

問 ３

問 ４

（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）この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治

（４） 誤 正 正 誤

（１）

（４）

（ｂ）

を執り、及び、（ｂ）自国の当局の監督に従うことを条件として、その航空機の所有
者又は（ｃ）その航空機が登録を受けた国の当局が状況により必要とされる救援措置

各締約国は、その領域内で遭難した航空機に対して（ａ）実行可能と認める救援措置

合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

事する場合には、（ｄ）この条約に基いて随時勧告される共同措置に協力する。

問 １ 国際民間航空条約第25条（遭難航空機）の文章の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み

を執ることを許可することを約束する。各締約国は、行くえ不明の航空機の捜索に従

（１）締約国は、各国がその領域上の空間において部分的且つ排他的な主権を有する
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（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

（２）航空機の性能
（３）

ため航空機からの視認が困難であるもの（進入表面、水平表面、転移表面、延長進

を制限する期間で誤りはどれか。

（３）6暦月

6 飛行規程の記載事項として定められている項目で誤りはどれか。
（１）航空機の概要

（４）1暦年

2010年８月９日

（１）

（４）2010年2月9日

操縦士に係わる技能証明の限定について誤りはどれか。

（２）

入表面、円錐表面、又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限
る。）

（２）

2009年8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

24時間

検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

発動機の排出物に関する事項
（４）航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明

航空法施行規則第１５７条の３（乗務割の基準）のうち、航空機乗組員の乗務時間

（４）

確保のため重要な装備品に該当しないものはどれか。
（１）

きかなければならない。

型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行う。

型式証明について誤りはどれか。
（１）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。

同年11月15日に定期運送用操縦士の資格を取得した。このパイロットの航空身体

（３）2009年11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
するので、新規に航空身体検査を受けなければならない。

プロペラ調速器

（１）
（２）1暦月

限定することができる。
国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の型式について
限定することができる。

国土交通大臣は国土交通省令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。
国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級について

問

８

国土交通大臣に届け出をしなければならない。

（２）

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、

（２）

誤りはどれか。
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

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

（１）
骨組構造の物件

関係しない。

全ての架空線

問 7

11

12

（４）

問

問

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

（３）

（３）

問

９

問 10

問

（３）

（１）

航空法第１８条（発動機等の整備）にある国土交通省令で定める航空機の安全性の

（４）
点火用ディストリビューター

起動機
気化器

国土交通大臣は、型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見を（３）

（２）
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問 15 救急用具の記述で、正しい組み合わせはどれか。

（　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、
（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

（１）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
（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
（３）

問 航空英語能力証明について正しいものはどれか。
（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

13

ア 航空運送事業　　　イ ６０　　ウ 航空の用　　エ 医薬品又は医療用具
（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）空港型PIB

（３）

運航上必要がない低空飛行

（１）ATISが実施されている空港において放送されているATIS情報
（２）

（１）
航空法第８５条でいう「粗暴な操縦」について、誤りはどれか。

速度を維持すべき地点が明示されたのち当該地点を通過した場合（４）

（２）進入許可が発出され、管制官から速度調整に係る指示が新しく又は繰り返して
行われなかった場合

おける航行を行ってはならない。
（４）航空英語能力証明の有効期限は２年である。

同条第2号の空域を飛行する航空機にあっては、指示対気速度 （4）250 ノット

ロ）  タービン発動機を装備する航空機　　　（２） 200 ノット

航空法第82条の2第１号の空域であって、高度 900m 以下の空域を飛行する航空

イ）  ピストン発動機を装備する航空機　　　（１） 160 ノット
機にあっては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度

・

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

知識を有することについての証明である。
（２）

場合で誤りはどれか。
問 18 航空管制官から速度調整を受け、その指示されていた速度調整が自動的に終了する

問 19

（２）速度を変更する飛行

（４）高調音を発する飛行
（３）急降下飛行

航空機の運航上重大な影響のある予測できない突発的事項のノータム

（３）レーダー進入において接地点から3マイルの地点又は最終降下開始点のうち
いずれか接地点から遠い方の地点を通過したのち

（１）待機が指示された場合

（４）火山の噴煙等に関する情報
PIREPのすべてのタービュランス（揺れ）に関する情報

VHFデータリンク情報提供業務で提供されている業務で誤りはどれか。

（１）国際型PIB

国際ノータム事務所が提供するPIB（Pre-flight Information Bulletins）の種類で
該当しないものはどれか。

（３）ルート型PIB
（４）飛行計画型PIB

問 14 航空法第82条の2（航空交通管制圏等における速度の制限）について誤りはどれか。

・ 法第82条の2第１号の空域であって、高度 （３） 3,000m を超える空域又は

問 17

問 16
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着陸帯の等級　　　　　勾配　　　　　　　　　　半径の長さ
　A　 50分の1 1万メートル
　B 40分の1 1万メートル

C及びD 40分の1 8千メートル
E 30分の1 6千メートル

問 20 航空法第５６条第３項の規定による円錐表面の組み合わせ（但し、計器着陸装置を利用

（１）
（２）
（３）
（４）

して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供
する空港を除く）で正しいものはどれか。
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◎ 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。

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

（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。

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ｊ１ＸＸ０２０９７０

◎ 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

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

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
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以下の場合に通報される。

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

寒冷低気圧は、対流圏中・上層の気圧の谷の振幅が大きくなって気圧の谷の
低緯度側が切り離され、等温線が閉じた形となって生じることが多い。

（２）寒冷低気圧の中心部の対流圏界面は大きく垂れ下がっており、垂れ下がった

（１）

部分より上では気温は周囲に比べて低い。
（３）寒冷低気圧は、移動速度が遅いのが特徴である。
（４）日本付近に寒冷低気圧が近づいてくると、その東側から南東側にかけて積乱雲

透過率方式が使用されている。

（２）Rに続いて着陸に使用している滑走路番号、斜線、4桁の数字による10分間

（４）

（３）
の平均RVR値、変化傾向を表す記号で示される。
卓越視程あるいは方向視程が1,500m以下、またはいずれかのRVRが1,800m

滑走路視距離観測装置には透過率方式と前方散乱方式があるが、民間空港では

問 ２ 滑走路視距離（RVR）についての説明で誤りはどれか。
（１）PILOT EYE LEVELとして滑走路面上5mを想定している。

に強い着氷を起こす。
（２）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。
（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

翼の空力特性に影響を与える。

問 ７ 着氷についての記述で誤りはどれか。
（１）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

高度が高い。
（３）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

行している。
（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

値を持つ。

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

問 6 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
説明で誤りはどれか。

（１）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
大きい。

（４）渦度0の等渦度線は実線で示される。

問 5 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。

（３）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。

（１）略号はFXFE502である。
（２）1日2回発行される。

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。

（２）北半球において北に向かって運動する物体には、東向きのコリオリの力が働く。
（３）コリオリの力は、物体の運動の向き及び速さに影響を与える。
（４）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。

問 ３ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
（１）コリオリの力は、地球上に静止している物体には働かない。

（３）対流圏の範囲は全大気体積の1/10 程度である。
（４）全大気の50%程度の量の空気を含んでいる。

問 １ 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。
（２）気温の減少は12㎞付近で止まる。
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　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

（３）

（２）        誤　　　正　　　正　　　誤

問 11

（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

（３）

北方向の気温の差が大きい。
　梅雨前線上には数百～千数百km間隔で小規模な低気圧が発生することがあり、前線
の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の低い対流雲が発生して大雨を
もたらす。

春、秋に日本付近を西から東に通過する移動性高気圧の後面では、上・中層雲が

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

夏に顕著にみられる太平洋高気圧は、熱帯域のハドレー循環の下降流域にあたる
ところに生じる背の高い高気圧である。

（４）

　梅雨前線は、晩春から夏にかけて中国から日本の東に向かってほぼ東西方向に延びる
停滞性の前線である。梅雨前線付近の下層についてみると、一般に日本より西では南北
方向の（ａ）気圧傾度が強く、（ｂ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南

        正　　　誤　　　正　　　誤
（４）        正　　　正　　　正　　　誤

（ｂ）
視程は良好である。

（ｄ）雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

圧が存在するときに発生しやすく、下層は寒冷・湿潤である。

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

広がっていることがしばしばある。
（３）

（１）冬季にみられるシベリア高気圧は、対流圏の下層から上層まで寒冷である。
（２）

（３）
（２）        誤　　　正　　　正　　　誤

安定度は不安定気温減率である。
（ｃ）

問 ９ 高気圧についての記述で誤りはどれか。

梅雨期に現れるオホーツク海高気圧は、上空に気圧の峰またはブロッキング高気

（４）        正　　　誤　　　誤　　　誤

問 10 梅雨前線についての記述の下線部（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　　　正　　　正　　　誤

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
について、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

現象を伴うことがある。　
　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
がある。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（２）
        正　　　誤　　　正　　　正

（１）        正　　　正　　　誤　　　正

（４）        正　　　正　　　誤　　　誤

（ａ）気流は下層に乱流がある。

中で正しいものはどれか。
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

        誤　　　正　　　正　　　正

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
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問 12 逆転層の成因について誤りはどれか。

（４）

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、
前線に対応している。
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 高層断面図についての説明で誤りはどれか。

（３）

（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。
（２）高層断面図は大気を鉛直にとらえた解析図である。

問 17 海陸風について誤りはどれか。

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）
（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。

積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

（４）

（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
低下するために発生する。

風速値が110ktより大きいとき

（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。

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。（４）

（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。
（２）比較的穏やかな晴天日に出現する。
（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。

（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。
（２）

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。

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

夏の雷雲発生に良い目安となる。
乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。

温度差を指数としたものである。

気流近傍で多く見られる。

（３）

（３）

（４）

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。
（４）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

（１）
（２）
（３）

問

（１）等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき
（２）水平シヤーが20kt/120nmより大きいとき

鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき

16 台風について正しいものはどれか。

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

（２）

（３）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。

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。

（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。

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、
積乱雲に比べてかなり暗く見える。

問
（１）

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

問 15 晴天乱気流の発生条件で誤りはどれか。

問 14 ショワルター指数について誤りはどれか。

はセルが塊状になったり線状に並んだりする。
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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

渦度は時計回りの回転を正とする。
（２）

問

可能性がある。
（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

（１）
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。

（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。
線に対応する。

どれか。

（２）

（３）強風軸の中心に沿って渦度の最大値が表れる。

（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。
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前

（４）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。
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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

（２）

◎ 配　　点

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

「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、「受験注　　意 （１）◎

　　    運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題        P45

科　目

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間

Ｊ１ＸＸ０３０９70記　　号工学〔科目コード：０３〕

運　航　管　理　者

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

判定基準◎
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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。

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
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
を防ぐ。
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。

ダッチロールの説明で誤りはどれか。
横揺れと偏揺れを組み合わせた運動を繰り返す現象をいう。
高々度飛行や低速飛行時など揚力係数の大きいときに起こりやすい。
操縦士の手動の修正操作により安全かつ容易に解消できる。
後退角と上反角の効果による過度の横安定により起こる。

ジェット燃料に関する記述で誤りはどれか。
ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ揮発性が高く、引火点が低い。
ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ比重が大きい。
ケロシン系燃料はワイドカット系燃料に比べ凍結しやすい。
ワイドカット系燃料はケロシン系燃料に比べ低温時及び高空における着火性に
優れている。

脚に装備されているシミー・ダンパの目的で正しいものはどれか。
ステアリングの効きをよくする。
ブレーキの効きをよくする。
ホイールの首振り振動を防ぐ。
着陸時のショックを和らげる。

エンジン推力を一定に設定しておくと、高度一定の巡航マッハ数は漸次増大する。
高度を一定にした高速巡航では、エンジン推力は漸次増加させる必要がある。
高度を一定にした長距離巡航を行うには、マッハ数もエンジン推力も減少させる
必要がある。

臨界マッハ数に関する説明で、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。

臨界マッハ数とは、（ア）の空気の流れの最も速い所の速度が、音の速度に達した
ときの飛行機の速度をマッハ数に表したものである。臨界マッハ数を大きくする方
法として、翼厚を薄くし、キャンバを（イ）し、（ウ）を与えることが考えられる。
また同一翼面積を条件とするなら、（エ）を小さくする方法もある。

ア　翼前縁　　イ　小さく　　ウ　上反角　　エ　翼面加重
ア　翼上面　　イ　小さく　　ウ　後退角　　エ　縦横比
ア　翼下面　　イ　大きく　　ウ　下反角　　エ　揚抗比　
ア　翼上面　　イ　大きく　　ウ　後退角　　エ　翼厚比

（１）

（１）

マッハ数及び揚力係数を一定にしておくと、巡航高度は漸次高くなる。

（２）

（４）

（３）
（４）

（１）

（２）
（３）

（３）

（３）

（３）

（２）

ジェット機の巡航時において、燃料消費に伴う影響について誤りはどれか。

（４）

（４）

問 ２

1

問 ３

問

（３）

（１）

（２）

（２）
（１）

（４）

問 ６

（４）

５

（２）

問 ４

問
（１）
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CVR（Cockpit　Voice　Recorder）について正しいものはどれか。
不要な会話はいつでも消去することができる。
機体が異常な衝撃を受けたとき作動する。
操縦室内の音声及び管制機関との交信内容等を記録している。
バッテリを内蔵しているので機体電源がなくても作動する。

８ 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

９ データ・リンク・システム（ACARS）に関する説明で正しいものはどれか。

ATCトランスポンダの機能で正しいものはどれか。

11 燃料タンク内に水が溜まる原因として最も考えられるものはどれか。
燃料補給車から水が混入する。
燃料の化学変化によって水が生成される。
タンク内余積の空気が冷やされて内壁に結露する。
燃料自体に多量の水分が含まれていて徐々に分離する。

12 ヨー・ダンパ・システムに関する説明で、次の文章の下線部①から④の正誤の組み合
せで正しいものはどれか。

高々度、①高速飛行時に方向安定と横安定のアンバランスによって発生する、いわゆ
る　②ダッチ・ロールを防止する目的で用いられる安定増加装置の一種である。
この装置は、ヨー方向の　③角速度を検知し、電気的信号を作り出す部分、及びその
信号を増幅し、方向舵を動かすアクチュエータに指令を出す部分、及び方向舵を動か
すアクチュエータなどから構成されており、この装置が自動的に方向舵を適正に操舵
することにより、　④ダッチ・ロールの発生を防止することができるように作られて
いる。

①正　　②正　　③誤　　④誤
①正　　②正　　③正　　④正
①誤　　②正　　③正　　④誤
①正　　②正　　③誤　　④正

（１）航空機からATC地上局へ航空機の種類（飛行機等）について送信する。

航空機と管制機関（ATC）とのデジタル・データ通信のことである。（１）

（１）

（４）

（４）

（２）

（２）
（３）

（４）

（３）

（１）

（１）

（３）
（２）

問

問

問

（３）

（３）
（２）

問 ７

問

10

問

（２）

（４）

（２）
（１）

ATC地上局からの航空機の方位を自動的に測定する。

（４）

（３）
（４）

ATC地上局から航空機までの距離を自動的に測定する。

航空機と所属する会社とのデジタル・データ通信のことである。

航空会社と管制機関とのデジタル・データ通信のことである。
航空機と近くを飛行中の航空機間のデジタル・データ通信のことである。

ATC地上局からの質問信号に対して、航空機の高度等を自動的に応答する。
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燃料流量が過多の場合や、燃焼器内の残留燃料への着火が原因となる。
燃料内の水分が凍結して供給経路を一時的に塞いだことが原因となる。
シリンダー内の燃焼が完全に終わらない内に吸気弁が開くことが原因となる。

飛行中プロペラに着氷したときの現象で正しいものはどれか。
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。
プロペラの螺旋速度が増大する。

1５ タック・アンダの現象と発生原因についての説明で、次の文章の下線部①から⑤の
正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

タック・アンダとは、遷音速域まで加速していくとあるマッハ数以上で急に①機首
下げ傾向が強くなる現象をいう。
この現象は、②衝撃波の発生によって主翼の③空力中心が後退して空力中心周りに
前縁下げモーメントが生ずること、さらに④主翼前方の気流が乱れて水平尾翼に対
する吹き下ろし気流の角度（洗流角）が小さくなり、水平尾翼に生じている⑤下向
きの空気力が小さくなることが重なって発生する。

①正　　②正　　③誤　　④誤　　⑤正
①正　　②誤　　③誤　　④誤　　⑤誤
①誤　　②正　　③誤　　④誤　　⑤正
①正　　②正　　③正　　④正　　⑤正

フェール・セイフ構造のバック・アップ構造方式の説明で正しいものはどれか。
部材が破壊しはじ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
れる構造
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構造
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構造
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
部材と同等又はそれ以上の強度を持たせる構造

動圧について正しいものはどれか。
空気密度に反比例する。
速度に比例する。
速度の２乗に比例する。
空気密度の２乗に比例する。

（２）

（１）

（３）

（２）

（４）

（２）

（１）

問 17

（４）

（３）
（４）

（３）

問 14

16

13問

問

問

（１）

（１）

（４）

（３）

ハング・スタートに関する記述で正しいものはどれか。
（１）スタータの出力不足や燃料流量の過少などが原因となる。
（２）

（２）
（３）
（４）
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重量97,000lbsの飛行機が直線定常飛行の失速速度（指示対気速度IAS）が125ktで
あったとき、重量を20%増加したときの失速速度（IAS）を求めよ。ただし、計器誤差
と位置誤差は無視することができるほど小さいとする。

150kt
140kt
137kt
114kt

重量3,000lbsの飛行機が速度120kt、バンク角30度で水平旋回飛行を行っている
ときの旋回半径を求めよ。重力の加速度は32.2feet/sec2、１ktは1.69feet/sec
とする。

0.3０nm
0.37nm
0.42nm
0.51nm

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455inchから460inch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1,000inchの貨物室に2,500lbsの貨物搭載

問

（４）

（２）

（３）

18

問 19

問 20

（１）

（１）

（３）
（２）

（４）

（１）
（２）

（３）

（４）
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運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題

「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、「受験注　　意 （１）

科　目

P４６

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

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間運航管理者

◎

Ｊ１ＸＸ０５０９７０記　　号航空通信〔科目コード：０５〕

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
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混同の恐れが解消するまでコールサインを2度づつ呼び出す。

航空機局の無線電話の呼び出し符号の使用について、正しいものはどれか。

他の航空機局のコールサインと類似しており混同の恐れがある場合、管制機関は

有視界飛行方式において10,000フィート以上の高度で特に指示が無い場合は、
1400 にセットする。

遭難局が自ら遭難通報を送信できないとき。

通信を設定するときは完全なコールサインを使用しなければならない。
（２）

（４）航空機局のコールサインは2文字のアルファベットと4文字の数字で設定される。

（１）

（３）遭難局の発する遭難通信が地上局に受信されていないと思われるとき。
遭難機と思われる航空機が降下していくのを発見したとき。

（２）正面
（３）右60度前方

トランスポンダーを7500にセットする。

と認められる場合

（３）

問 １

問 ２

問

（１）

（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

（３）
（２）通信機故障時は7600 にセットする。

（３）航空機局のコールサインは2回目の通信からは簡略される。

（２）

（３）

航行中の航空機が遭難通報を伝送しなければならないときで、誤りはどれか。

（４）更に援助が必要と思われるとき。

（２）自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（１）自局のコールサイン

（４）自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

問 ３ 受信証の発出要領で誤りはどれか。

「ROGER」の用語

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。

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）
させておくべきである。

（１）

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

６ 次のうち、「遭難の段階」として捜索救難が発動されるのはどれか。

問 ５ MC 020をHDG 350で飛行中、ATCより「Traffic、Eleven　O'clock」との情報を
受けた場合、接近している航空機は自機からどの方向に見えるか。

（４）左30度前方

（１）右30度前方

（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。

従うことを伝える。

（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
と連絡がとれなかった場合

（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

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。
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

（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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航空情報の説明で誤りはどれか。
航空路誌：運航に不可欠な永続性を持つ最新の航空情報を収録
航空路誌補足版：ＡＩＰに収録されている情報の３ヶ月以上の臨時的変更等を記載
ノータム：航空路誌改訂版又は航空路誌補足版で包含できない運航情報は
　　　　　ノータムとして通信回線により発行される。
ＡＩＣ：恒久的なノータムを収録したものであり、チェックリストが発行される。

（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。
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。

（２）
control」の用語が用いられる。

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

（４）

速度調整はホールディング中は適用されない。

でも速度調整終了の通報は行われない。

（２）直行を含め、経路が変更された場合

（４）

指定高度が変更された場合

離陸の管制許可を受領したら離陸後直ちにデパーチャー周波数に

（２）

MAYDAY, JA32ZZ, engine failure, will make forced landing.・・・

122.60 MHz

「COMPLY WITH RESTRICTIONS」が通報された場合

123.45 MHz

FREQUENCY」を通報して次の指示を待つ。

替え、指示された時期に当該管制機関を呼び出す。

周波数で正しいものはどれか。

問 ９

（２）

切り替える。

（４）

（４）

（３）

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

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。

（１）

（４）

（３）

（３）着陸後、滑走路を離脱後も指示がない限りタワー周波数にとどまる。

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。

（３）

（１）

管制区管制所が実施する。

問 10
（１）
（２）

問 11 周波数切り替えについて正しいものはどれか。

（３）

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

次の管制機関との通信設定の時期が示された場合は、直ちに周波数を切り

（１）

グランドからタワー周波数への切り替えを指示された際、「MONITOR」

（１）

の用語が用いられた場合は、当該周波数へ切り替えた上、「ON YOUR 

122.45 MHz
123.15 MHz

（２）

（３）XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.
（２）

問 13 ＳＩＤ等に公示された高度制限が自動的に無効となる場合で誤りはどれか。

（３）レーダー誘導が終了する場合
（４）

問 14 次の通信のうち最も優先度が高いものはどれか。
（１）Declare emergency, JA82ZZ, left engine fire.

（４）PAN PAN, JA32ZZ, excessive high oil temperature. ・・・・
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滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。

POOR ------------------ 不良

直ちに停止して、次の指示を待つ。

（２）GOOD ------------------ 良好 

正しい行動はどれか。

VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好

（１）

（３）

付近に他機が飛行中、注意せよ。

（４）医療援助を要する。
（３）援助を要する。

（４）

（１）  誤　　   誤　　　誤　　　正
（２）  正　　　誤　　　正　　　正
（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

  正　　　正　　　正　　　誤（４）

（a）   （b）     （c）　 （d）

問 16 離陸のための地上滑走中、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。

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。

（４）

（２）

問 17 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（４）

（１）

（３）出発飛行場にICAO４文字地点略号の指定がないため、「出発飛行場」に

（１）使用事業に関する飛行なので、「飛行の種類」に「G」と記入した。
（２）ADFを搭載しているので、「使用する無線設備」に「F」と記入した。

滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。
（３）滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。

（４）当該フライトの離陸重量が7,000kgなので、「後方乱気流区分」に
「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

「L」と記入した。

（d）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。

（b）406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。
（c）

（２）

（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

（３）

問 18 場周経路を飛行中に指向信号灯で、「赤色の不動光」を受けた。この意味は次のうちどれ

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、

進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

（２）

着陸してはならない。

問 19 生存者の使用する対空目視信号の記号で「　X　」の意味する通報はどれか。

危険につき、場周経路を離脱せよ。

406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。

（１）否定
生存者は10名

（a）121.5MHzの電波を発信できなければならない。
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運 航 管 理 者

記　　号施 設 〔科目コード：１６〕

注　　意

科　目

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。

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

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

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

◎ （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

Ｊ１ＸＸ１６０９７０

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
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（３）

（１） １ （２） ２ （４） ４

面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。）

（ｃ）滑走路中心線標識は滑走路の横方向の中心線である。
（ｄ）

（２）

（ｂ）骨組み構造の物件

（３） ３

（ｃ）国土交通大臣が告示で定める架空線
（ｄ）係留気球（その支線を含む）

ただし、地表又は水面から 60m 以上の高さのものとする。

（ａ）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（その支
線を含む）

問 2 昼間障害標識を設置しなければならない物件（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。

4 航空障害灯を設置すべき物件に関する記述で誤りはどれか。
（１）国土交通大臣の許可を受けた場合を除いて、地表又は水面から 60m 以上の高さの

問

航空機から見た VOR 局の真方位は、そのときのラジアルの反方位に等しい。

（２）VOR 局は航空路用とターミナル用で標準有効到達距離が異なる。
TACAN の距離情報は DME 受信機では測定できない。

（４）
（３）

（１）DME の使用周波数帯は VHF である。

進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件で、進入表

滑走路末端標識の縦縞の本数は滑走路幅の区分に応じて決められている。

（ｂ）

物件

平行滑走路における指示標識の文字は、進入方向に向かって左側の滑走路から
「左」「右」の順に漢字で表記する。

問 1 次のうち正しいものはどれか。

（２）

問

（３）上記（２）以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの

（４）上記（１）、（２）及び（３）は何れも誤りである。

ため航空機からの視認が困難であるもの（延長進入表面、円錐表面又は外側水平表

地標航空灯台は進入中の航空機に進入経路を示す灯火である。

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

問 3 空港等の飛行場標識施設についての説明（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあ

（４） ４

るか（１）～（４）の中で正しいものを選べ。但し、自衛隊が管轄する滑走路について
の滑走路標識は除く。

（ａ）飛行場名標識の文字は漢字とする。

面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件

（１） １ （２） ２ （３） ３

（１）航空路灯台は航行中の航空機に航空路の中間点を示す灯火である。

（４）

5 航空灯台について正しいものはどれか。

危険航空灯台は航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある特定の一点を示す
ための灯火である。
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の距離であれば有効な情報が提供される。ただし、状況により１８マイルに制限さ

地点は一定でない。
（４）ローカライザーコースの左右１０度以内においては、アンテナ位置より２５マイル

ン表示灯を点滅させる。
（３）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、外気温度によって会合

航空路監視レーダー（ ARSR ）

に GP Holdline が表示されている飛行場がある。
（２）アウターマーカーは、１秒間に６回の割合で短音を発信し、青色のマーカービーコ

（１）グライドスロープ電波の乱れを防止するために、滑走路入口の停止位置標識の手前

洋上航空路監視レーダー（ ORSR ）
（４）気象レーダー

（２）

（１）

（１）

１ （４） ４３

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。
（ｃ）ATIS局によって飛行場情報放送業務が実施されている。
（ｄ）飛行援助センター（ FSC ）は飛行場リモート対空援助業務および広域対空援助業

務を行っている。

（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条で規定された航空保安無線施設で正しいものはどれか。

問

（１）

8 ＩＬＳについて誤りはどれか。

（ｂ）

問 ７ 飛行中の航空機を対象として航空交通管制用に用いられるレーダーで誤りはどれか。
空港監視レーダー（ ASR ）

（２）

れて運用されることがある。

（３）

（４）エプロン照明灯

問 9 次の（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

問 6 航空法施行規則第１１４条に規定する飛行場灯火でないものはどれか。

ものを選べ。

滑走路灯
（３）滑走路末端灯

指向信号灯

（ａ）

（２） ２ （３）

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
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。
飛行場対空援助局は、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
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科　目 Ｋ１ＸＸ１２０９７０

資　格 ４２題　　約３０分題数及び時間

◎ 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

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

◎ 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。

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。

     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）

英語 1/15
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Dialogue 1 
 

Answer questions 1 to 3 
 
 
Question 1 
 
The controller instructed the pilot to . . . 
 
1. hold short of active runway. 
2. a right turn departure. 
3. straight out departure.  
4. a left turn departure. 
 
Question 2 
 
The pilot could not depart because of . . . 
 
1. landing gear trouble. 
2. a runway problem. 
3. a radio problem.  
4. trouble with the engine. 
 
Question 3 
 
The controller finally told the pilot . . . 
 
1. to wait where he is. 
2. to taxi off the runway. 
3. that an ambulance is on the way. 
4. that a fire truck is on the way.   
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Dialogue 2 
 

Answer questions 4 to 6 
 
 
Question 4 
 
The trouble was caused by . . . 
 
1. auxiliary power unit. 
2. the engine starter. 
3. hydraulic system.  
4. flight instrument. 
 
Question 5 
 
Controller instructed JA82BJ to return to . . . 
 
1.  the spot next to the one they requested. 
2. spot L 3. 
3.  maintenance area. 
4..  their departed spot. 
 
Question 6 
 
The pilot requested to close their flight plan because they . . . 
 
1.  have completed their mission. 
2.  couldn’t return to spot L3.  
3.  will not be able to finish this flight. 
4.  ordered another flight from their company. 
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Dialogue 3 
 

Answer questions 7 to 9 
 
 
Question 7 
 
The ground control instructed the pilot to cross runway 18 because . . . 
 
1. the pilot requested take off direction.  
2. holding position was changed.  
3. take off runway was changed.  
4. taxi way was changed. 
 
Question 8 
 
Runway 18 was being used instead because of . . . 
 
1. poor visibility. 
2. change in wind direction. 
3. noise abatement procedure. 
4. congesting ground traffic. 
 
Question9 
 
The pilot requested runway 36 take off, but not approved because of the . . . 
 
1. wind direction and its velocity. 
2. take off sequences. 
3. runway condition.  
4. aircraft approaching from opposite direction. 
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Dialogue 4 
 

Answer questions 10 to 12 
 
 
Question 10 
 
Tower observed flame and smoke from the . . . 
 
1. right hand wing engine. 
2. left outboard wing. 
3. right inboard wing. 
4. left hand wing engine. 
 
Question 11 
 
The pilot had noticed . . . 
 
1. an indication of wheel well fire.  
2. a high EGT indication. 
3. a strong fumes in the cockpit. 
4. a very loud noise from the engines. 
 
Question 12 
 
The pilot requested change in heading and altitude to . . . 
 
1. fly to another airport. 
2. return to departed gate.  
3. return to departed airport. 
4. fly to his original destination. 
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Dialogue 5 
 

Answer questions 13 to 15 
 
 
Question 13 
 
The pilot reported the trouble with the . . . 
 
1. under carriage.  
2. engine control system. 
3. pressurization system. 
4. flight control system. 
 
Question 14 
 
The controller approved the pilot’s request to change heading in order to . . . 
 
1. check his flaps condition. 
2. attempt another approach. 
3. fly to his alternate airport.  
4. return to departed airport. 
 
Question 15 
 
The pilot also requested to make . . . 
 
1. immediate landing.  
2. low approach. 
3. fuel jettison. 
4. visual approach. 
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Dialogue 6 
 

Answer questions 16 to 18 
 
 
Question 16 
 
The pilot requested to change altitude because of . . . 
 
1. icing condition.  
2. rough air condition. 
3. strong head wind. 
4. cloud condition.   
 
Question 17 
 
The pilot finally accepted FL150 because . . . 
 
1. another aircraft is cruising at his requested altitude.  
2. moderate turbulence is reported at his requested altitude. 
3. strong head wind is reported at his requested altitude. 
4. bad cloud condition is reported at his requested altitude. 
 
Question 18 
 
The pilot was instructed to reduce airspeed to 220knots when they are . . . 
 
1. leaving FL220. 
2. reaching FL220. 
3. reaching FL200.  
4. leaving FL200. 
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Dialogue 7 
 

Answer questions 19 to 21 
 
 
Question 19 
 
JA82BJ was instructed to go-around because the prior traffic reported . . . 
 
1. an obstruction on the runway. 
2. the runway condition check was not done. 
3. some damage on the runway surface.  
4. a bird strike on the runway. 
 
Question 20 
 
Tower controller instructed the pilot to . . . 
 
1. change frequency after reaching the assigned altitude. 
2. change frequency as soon as possible. 
3. change frequency before reaching the assigned altitude. 
4. remain on this frequency after leaving 3,000feet.  
 
Question 21 
 
The controller corrected his read-back because the pilot . . . 
 
1.  said wrong heading.   
2.  repeated wrong altitude.  
3.  repeated incorrect frequency. 
4.  said wrong altitude and heading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



英語  9/15 

Dialogue 8 
 

Answer questions 22 to 24 
 
 
Question 22 
 
Niigata Airport is closed because of . . . 
 
1.  delayed pushback. 
2.  runway sweep. 
3.  bad weather condition. 
4.  an accident on the runway. 
 
Question 23 
 
The weather condition should be better . . .  
 
1. in an hour. 
2. when they start sweeping the runway. 
3. when they start pushback. 
4. in thirty minutes. 
 
Question 24 

  
The pilot will request clearance . . . 
 
1.  when the airport re-opens. 
2.  when it stops snowing. 
3.  after one hour.  
4.  when the runway sweep begins. 
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Dialogue 9 

 

Answer questions 25 to 27 
 
 
Question 25 
 
Wind shear was reported . . . 
 
1. 600 feet on the final approach for runway 27.  
2. 300 feet on the final approach for runway 27.  
3. 10 nautical miles northwest of airport. 
4. 10 nautical miles southeast of airport. 
 
Question 26 
 
ATC’s second broadcast was a . . . 
 
1. caution for a possible microburst encounter.  
2. caution for a possible windshear encounter.  
3. gale warning alert on final. 
4. thunderstorm alert on final. 
 
Question 27 
 
ATC instructed JA82BJ to hold over . . . 

 
1. 10 nautical miles on final runway 27. 
2. Sendai airport.  
3. Sendai VOR at 6,000 ft.  
4. AOBAR at 6,000 ft. 
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Dialogue 10 
 

Answer questions 28 to 30 
 
 
Question 28 
 
JA82BJ’s problem was . . . 
 
1.  a possible lightning strike. 
2.  the airport was not in sight. 
3.  a burst tire.  
4.  the damage of the front glass. 
 
Question 29 
 
JA82BJ wanted to . . . 
 
1.  proceed to the departed airport. 
2.  proceed to the alternate airport. 
3.  proceed on the destination airport. 
4.  hold over the departure airport.  
 
Question 30 
 
The controller instructed the pilot to make . . . 
 
1.  visual approach runway 30. 
2.  VOR/DME approach runway 30.  
3.  ILS approach runway 27. 
4.  VOR/DME approach runway27. 
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Dialogue 11 

 

Answer questions 31 to 33 
 
 
Question 31 
 
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 32 
 
The pilot is holding his position due to . . .  
 
1.  an obstruction on the runway. 
2.  some birds on the taxiway. 
3.  construction work on the taxiway. 
4.  a container on the taxiway. 
 
Question 33 
 
The controller finally instructed the pilot to . . . 
 
1.  wait at his position. 
2.  continue taxi to runway 28. 
3.  avoid the object. 
4.  return to spot No.1. 
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Dialogue 12 

 

Answer questions 34 to 36 
 
 
Question 34 
 
The pilot reported the problem . . . 
 
1.  before he requested approach clearance. 
2.  before he was cleared for approach.  
3.  10 miles on final approach.  
4.  6 miles on final approach. 
 
Question 35 
 
The problem was . . . 
 
1.  an approaching gale.  
2.  trouble with the landing gear. 
3.  with the hydraulics system.  
4.  a wind shear warning. 
 
Question 36 
 
The tower controller will probably . . . 
 
1.  check his landing gear. 
2.  visually observe his flaps. 
3.  issue landing clearance. 
4.  issue taxi clearance.  
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Dialogue 13 

 

Answer questions 37 to 39 
 
 
Question 37 
 
The problem seemed to be the battery . . . 
 
1.  running too hot. 
2.  charging too much. 
3.  not charging. 
4.  overloading. 
 
Question 38 
 
The pilot wanted to . . . 
 
1.  climb as soon as possible. 
2.  declare an emergency. 
3.  descend and maintain 6,000.  
4.  make an immediate landing. 
 
Question 39 
 
The controller wanted to know if the pilot could . . . 
 
1.  climb to 6,000.  
2.  pick up the Okayama VORTAC. 
3.  turn right heading. 
4.  receive his transmissions. 
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Dialogue 14 

 

Answer questions 40 to 42 
 
 
Question 40 
 
JA82BJ reported . . . 
 
1.  light plus turbulence. 
2.  severe turbulence. 
3.  light turbulence.  
4.  moderate turbulence. 
 
Question 41 
 
JA82BJ was instructed to change altitude to . . . 
 
1.  13,000feet.  
2.  12,000feet. 
3.  11,000feet. 
4.   9,000feet. 
 
Question 42 
 
JA82BJ was instructed to . . . 
 
1.  report weather condition.  
2.  change airspeed due to traffic ahead. 
3.  change in flight levels due to traffic ahead. 
4.  maintain airspeed 200 knots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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] CCCC０４０９７１

（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条に掲げられている事項で次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機の登録

（2）法律の目的

（3）罰則規定

（4）法律施行の日付

問 2 航空法の基本的理念について次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の運航に関する安全の確保

（2）航空機を運航する事業の合理的な運営

（3）航空従事者の福祉の増進

（4）航空の発達

問 3 「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。

（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、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。

問 4 「航空業務」の定義として次のうち誤っているものはどれか。

（1）運航管理者の行なう飛行計画の承認

（2）整備又は改造を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

（3）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

（4）航空機に乗り組んで行うその運航

問 5 「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 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）発動機の性能

（2）発動機の排出物に関する事項

（3）航空機の限界事項

（4）航空機の騒音に関する事項

（5）非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置

（6）通常の場合における各種装置の操作方法

問 7 作業の区分で「修理」の項目を全て含むものとして次のうち正しいものはどれか。

（1）一般的保守、軽微な修理、小修理

（2）軽微な修理、小修理、大修理

（3）一般的修理、小修理､大修理

（4）小修理、大修理､小改造
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問 8 施行規則第5条の６に関して作業の内容の一部を述べた次の文章に該当する「作業の区分」

として次のうち正しいものはどれか。

　　【・・・・当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を

　　　必要としないもの】

（1）軽微な保守

（2）一般的保守

（3）軽微な修理

（4）小修理

問 9 新規登録における航空機登録原簿への記載事項で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の型式

（2）航空機の製造者

（3）航空機の番号

（4）航空機の駐機場

（5）所有者の氏名又は名称及び住所

（6）登録の年月日

問 10 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 11 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）移動登録の届出

（3）変更登録の申請

（4）登録原簿の変更申請

問 12 耐空証明を有していない航空機が航空の用に供してもよい例として次のうち正しいものは

どれか。

（1）法第11条第1項ただし書きの許可を受けた場合

（2）修理改造検査を受けた場合

（3）飛行管理者の許可を受けた場合

（4）型式証明を受けた場合

問 13 予備品証明について次のうち誤っているものはどれか。

（1）予備品証明の対象となるものは国土交通省令で定める航空機の安全性の確保の

ため重要な装備品である。

（2）予備品証明には有効期間と装備する航空機の型式限定が付される。

（3）予備品証明の検査は法第１０条第４項第１号の基準に適合するかどうかについて

行われる。

（4）予備品証明は合格した装備品について予備品証明書を交付するか又は予備品検査

合格の表示によって行われる。

問 14 次の機上装備品で予備品証明対象部品として正しいものはどれか。

（1）ＶＯＲ装置

（2）ＤＭＥ装置

（3）電波高度計

（4）気象レーダー
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問 15 法第１８条（発動機等の整備）で限界使用時間を定めている重要な装備品として次のうち

誤っているものはどれか。

（1）排気タービン

（2）起動機

（3）燃料管制器

（4）点火用ディストリビュータ

問 16 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）他の物件を損傷するおそれのある物件

（3）携帯電話等の電波を発する機器であって告示で定める物件

（4）人に危害を与えるおそれのある物件

問 17 装備品の認定事業場の種類として次のうち誤っているものはどれか。

（1）装備品の設計及び設計後の検査の能力

（2）装備品の製造及び完成後の検査の能力

（3）装備品の整備及び整備後の検査の能力

（4）装備品の修理又は改造の能力

問 18 航空整備士についての技能証明を受ける要件で次のうち正しいものはどれか。

（1）年齢、整備経歴及び学歴

（2）国籍、年齢及び整備経歴

（3）国籍、整備経歴及び学歴

（4）年齢及び整備経歴

問 19 次の救急用具で６0日ごとに点検しなければならないものはどれか。

ただし、航空運送事業者の整備規程に期間を定める場合を除く。

（1）救急箱、落下傘、防水携帯灯

（2）救急箱、非常信号灯、救命胴衣

（3）救命胴衣、救命ボート、落下傘、

（4）防水携帯灯、非常信号灯、救命ボート

問 20
モデルでいう次のどれに該当するか。
（1）ライブウエア（Liveware）
（2）ハードウエア（Hardware）
（3）ソフトウエア（Software）
（4）環境（Environment）

ヒューマンファクタに関するもので、「手順」、「マニュアル」及び「規則」は、ＳＨＥＬ
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            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] CCCC０４０９７２

（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 「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 2 「航空機の騒音の基準」を附属書とする書類は次のうちどれか。

（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 3 航空従事者の実地試験科目で「整備の基本技術」を必要とする受験資格を全て網羅している

ものは次のうちどれか。ただし、資格名の一等、二等は省略する。

（1）航空工場整備士、航空運航整備士および航空整備士

（2）航空整備士のみ

（3）航空運航整備士および航空整備士

（4）航空工場整備士および航空整備士

問 4 整備規程に記載しなければならない項目として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機が法第１０条４項に適合することの証明事項

（2）航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項

（3）航空機の騒音及び発動機の排出物基準

（4）装備品等の限界使用時間

問 5 法で定め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）携帯電話等であって告示で定める物件

（3）他の物件を損傷するおそれのある物件

（4）人に危害を与えるおそれのある物件

問 6 航空機が夜間において使用される飛行場に停留する場合の表示について次のうち正しいもの

はどれか。

（1）航空機を照明する施設のあるときは、当該施設及びその航空機の衝突防止灯で表示し

なければならない。

（2）航空機を照明する施設のあるときは、当該施設及びその航空機の尾灯で表示しなけれ

ばならない。

（3）航空機を照明する施設のないときは、その航空機の右舷灯、左舷灯、尾灯及び衝突防
止灯で表示しなければならない。

（4）航空機を照明する施設のないときは、その航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯で表示し

なければならない。
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問 7 航空運送事業の用に供する飛行機が有視界方式により飛行する場合に携行しなければ

ならない燃料は、着陸地までに要する量に加えて次のうちのどの量が必要か。

（1）夜間において飛行する場合は巡航高度で３０分間飛行できる燃料の量

（2）夜間において飛行する場合は巡航高度で４５分間飛行できる燃料の量

（3）夜間において飛行する場合は巡航速度で３０分間飛行できる燃料の量

（4）夜間において飛行する場合は巡航速度で４５分間飛行できる燃料の量

問 8 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）防水携帯灯

（3）救命胴衣

（4）落下傘

問 9 航空機に装備する救急用具の点検期間について次のうち正しいものはどれか。

ただし、航空運送事業者の整備規程に期間を定める場合を除く。

（1）救命胴衣　　１８０日

（2）非常信号灯　１２月

（3）救急箱　　　１２月

（4）防水携帯灯　１８０日

問 10 全ての航空機に共通して装備しなければならない救急用具で次のうち正しいものはどれか。

（1）非常信号灯

（2）航空機用救命無線機

（3）救命胴衣

（4）防水携帯灯

問 11 操縦室用音声記録装置の作動時期について次のうち正しいものはどれか。

（1）飛行の目的で電源を投入したときから、飛行の終了後電源を遮断するまでの間、常時

作動させなければならない。

（2）飛行の目的で発動機を始動させたときから、飛行の終了後発動機を停止させるまでの

間、常時作動させなければならない。

（3）飛行の目的で駐機場を移動させたときから、飛行の終了後駐機場に停止させるまでの

間、常時作動させなければならない。

（4）離陸滑走を始めたときから、着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなけれ

ばならない。

問 12 飛行機に備え付けなければならない書類のみを含んでいるグループは次のうちどれか。

（1）航空機登録証明書、運用限界等指定書、発動機航空日誌

（2）耐空証明書、運航規程、型式証明書

（3）搭載用航空日誌、飛行規程、運用限界等指定書

（4）耐空証明書、型式証明書、航空機登録証明書

問 13 搭載用航空日誌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）発動機及びプロペラの型式

（2）航空機の重量及び重心位置

（3）出発地及び出発時刻

（4）航行目的または便名

（5）プロペラを装備換えした場合は実施した年月日及び場所
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問 14 識別板に打刻しなければならない事項で次のうち正しいものはどれか。

（1）国籍記号、登録記号、航空機の使用者の氏名又は名称

（2）国籍記号、登録記号、航空機の所有者の氏名又は名称

（3）国籍記号、登録記号、航空機の所有者の氏名又は名称及び住所

（4）国籍記号、登録記号、航空機の使用者の氏名又は名称及び住所

問 15 国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所について次のうち誤っているものはどれか。

（1）国籍は装飾体でないローマ字の大文字ＪＡで表示しなければならない。

（2）飛行機の主翼面にあっては左右の最上面及び最下面に表示するものとする。

（3）回転翼航空機の場合には胴体底面及び胴体側面に表示する。

（4）登録記号は装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければ

ならない。

問 16 運用限界等指定書の用途の欄に記載される事項として次のうち正しいものはどれか。

（1）耐空類別

（2）航空機の種類

（3）航空機の等級

（4）自家用又は事業用の区分

（5）飛行規程の限界事項

問 17 技能証明書を携帯しないで確認行為を行った整備士に課せられる｢罰則」として次のうち

正しいものはどれか。

（1）５０万円以下の罰金

（2）１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

（3）２年以下の懲役

（4）１００万円以下の罰金

問 18 国土交通大臣が行う技能証明の限定で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の種類

（2）航空機の等級

（3）航空機の型式

（4）発動機の等級

問 19 航空機の認定事業場の種類として次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の設計及び設計後の検査の能力

（2）航空機の製造及び完成後の検査の能力

（3）航空機の修理及び修理後の検査の能力

（4）航空機の整備又は改造の能力

問 20 ヒューマンエラーの管理において、発生したエラーを早期に検知して拡大を防止する手法とし

て次のうち誤っているものはどれか。

（1）適切な手順書の設定をする。

（2）作業後の自己確認を徹底する。

（3）作業者以外の者による２重確認を実施する。

（4）作業後の作動試験による確認をする。
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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 ７ ０
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問 1 水平定常飛行状態の説明で（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）揚力と重力は等しい

（Ｂ）推力と抗力は等しい

（Ｃ）揚力と抗力は常に等しい

（Ｄ）推力と重力は常に等しい

（Ｅ）一定の高度を定速で飛行している状態

（Ｆ）一定の加速度で直線飛行している状態

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５

（６）６ （７）無し

問 2 標準大気の説明で（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）11,000 ft 以上では、－56.5℃ の一定温度を保つ。

（Ｂ）海面上の気圧が水銀柱の 760 mm（29.92 in）であること。

（Ｃ）海面上の密度は 0.12492 kg・sec2/m4 であること。

（Ｄ）海面上における温度が 0℃（32゜F）であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 3 標準大気状態に水蒸気が加わった場合の変化について（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）水蒸気により湿度が変化しても標準大気の条件には影響しない。

（Ｂ）水蒸気が占める分だけ空気の比重が大きくなる。

（Ｃ）湿度が高くなり空気密度が大きくなる。

（Ｄ）湿度が高くなり空気密度が小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4 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）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は密度高度より高い。

（Ｃ）標準大気のとき、気圧高度は密度高度より低い。

（Ｄ）標準大気より温度が低いとき、密度高度は気圧高度より高い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問 5 流体に関する記述で（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）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 6 標準大気状態のとき飛行高度6,000 m における温度で正しいものは次のうちどれか。

下記のうち最も近い値を選べ。

（1）-18 ℃ 

（2）-21 ℃

（3）-24 ℃

（4）-31 ℃

（5）-37 ℃

（6）-56.5 ℃

問 7 揚力を増大させる方法で（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）エンジンの出力をあげて飛行速度を増加させる。

（Ｂ）フラップをエクステンドし主翼の翼面積を増大させる。

（Ｃ）空気密度の小さい高高度を飛行する。

（Ｄ）スラットをエクステンドしキャンバを増大させる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8 主翼の抗力係数（CD）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）常に正の値で、迎え角と CD の関係はおおむね揚力係数曲線と同様のカーブを示す。

（Ｂ）迎え角が負の場合でも CDは正の値となる。

（Ｃ）迎え角が変化しても CD は負の値にはならない。

（Ｄ）零揚力時の迎え角では CD は負となるが、その他の場合は必ず正の値である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問 9 翼に作用する力の説明で（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10 機体に作用する全抗力の説明で（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）圧力抗力と誘導抗力の和である。

（Ｂ）摩擦抗力と圧力抗力の和である。

（Ｃ）摩擦抗力と誘導抗力の和である。

（Ｄ）形状抗力と圧力抗力と誘導抗力の和である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 高速飛行において臨界マッハ数(Mcr) を大きくする方法で（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）翼厚比を小さくする。

（Ｂ）前縁半径を小さくする。

（Ｃ）最大翼厚の位置を前縁から40～45 ％ 程度におく。

（Ｄ）翼に後退角をつける。

（Ｅ）翼に上反角をつける。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問12 対流圏において真対気速度が同じである場合、高空にいくほど音速とマッハ数はどうなるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（1）音速とマッハ数は小さくなる。

（2）音速は大きくマッハ数は小さくなる。

（3）音速は小さくマッハ数は大きくなる。

（4）音速とマッハ数は大きくなる。

（5）音速は大きくなるがマッハ数は変らない。

（6）音速は変わらないがマッハ数は大きくなる。
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問13 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易い。

（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）空力弾性に基づく振動現象である。

（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14 飛行機の静安定に影響をするものとして（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。

（Ａ）主翼面積

（Ｂ）主翼上反角

（Ｃ）重心位置

（Ｄ）機体重量

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 アルミニウム合金リベットについて（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）せん断応力が最も高いものはDD リベットである。

（Ｂ）AD リベットの材料は2117 である。

（Ｃ）A リベットは純アルミニウム製であり耐食性がある。

（Ｄ）A リベットはFRP 部品等の非構造部に使用される。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 アルミニウム合金に関する記述で（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）7075 は 2024 より加工性が良い。

（Ｂ）アルミニウム合金の調質状態で、T3は溶体化処理後、冷間加工を行い

　　　さらに自然時効させたもの。

（Ｃ）4043 は Al-Mg の合金で耐疲労性に優れている。

（Ｄ）高張力アルミニウム合金には耐食性と強度を増すため、純アルミニウムを

　　　クラッドしたものが多い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問17 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次のうちどれか。

（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ニッケル

（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）銅とチタニウム

問18 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）マグネシウム合金は加熱すると引っ張り応力が増加する。

（Ｂ）鋼を窒化することにより加工性を良くすることができる。

（Ｃ）セラミック・コーティングの第一の目的は、耐摩耗性を向上させるためである。

（Ｄ）チタニウム合金は熱の分散が悪く、加工を行う場合焼き付きを起こしやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 チタニウム合金について（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）チタニウムは高温で酸素、水素、窒素等との親和性が極めて大きい。

（Ｂ）熱処理は溶体化処理と時効処理で行われる。

（Ｃ）熱伝導係数が大きく熱の分散が良好のため、エンジン等の構造部材に使用される。

（Ｄ）溶接する場合は不活性ガス・アーク溶接が最も適切な方法である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 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。

（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速い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問21 油圧ヒューズの目的について（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）系統の圧力が高くなった場合、圧力をリリーフする。

（Ｂ）系統の温度が高くなった場合、圧力をリリーフする。

（Ｃ）作動油の流量が常に一定になるよう調整する。

（Ｄ）油圧ヒューズの上流に漏れがあった場合、油路を遮断する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 与圧系統に関する次の記述で（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）最大差圧が大きい機体ほど客室高度を低くできる。

（Ｂ）地上でオート・コントロールしているときアウト・フロー・バルブは全閉している。

（Ｃ）客室高度及び客室高度の上昇率は操縦室で設定できるが、最大差圧は設定できない。

（Ｄ）飛行中、急降下をすると外気圧より客室の気圧の方が低くなることがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 フライト・スポイラの機能について（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）揚力を減少させ推力を増加させる。  

（Ｂ）揚力を増加させ抗力を減少させる。    

（Ｃ）揚力と抗力を増加させる。   

（Ｄ）揚力と推力を減少させる。

（Ｅ）補助翼とともに横方向の操縦に用いられる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問24 非破壊検査について（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。

（Ａ）超音波探傷検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｂ）電磁誘導検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｃ）放射線透過検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｄ）浸透探傷検査は非金属材料でも検査が可能

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問25 厚さ3 mm、せん断破壊強度3,000 kg/㎠ の材料に、直径10 mm の孔をあける

には、何kg の荷重を加えればよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

→   10㎜ ←

↓ ↓

3㎜ 3㎜

↑ ↑

（１）1200 （２）1600 （３）1800 （４）2000

（５）2200 （６）2400 （７）2600 （８）2800

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。

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

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ１ＨＸ０９０９７０

一回 （機体）　1／8



問 1 標準大気の説明として（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）空気が乾燥した完全ガスである。

（Ｂ）海面上における温度が１５℃である。

（Ｃ）海面上の気圧が水銀柱で７６０ｍｍである。

（Ｄ）

（Ｅ）海面上の密度は０．１２４９２ｋｇ・ｓ２/ｍ４である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 5 （６）無し

問 ２ レイノルズ数の説明として（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）レイノルズ数が臨界レイノルズ数より小さいと流れは層流となる。

（Ｂ）層流から乱流に変わるときのレイノルズ数を臨界レイノルズ数という。

（Ｃ）レイノルズ数は慣性力と粘性力との比で示す。

（Ｄ）流れの速度が大きいとレイノルズ数は小さくなる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ３

（Ａ）ホバリングのときのローター効率である。

（Ｂ）ホバリングのときの個々のメイン・ロータ・ブレードの先端速度の比である。

（Ｃ）ホバリングのときのロータの誘導パワーと実際に必要なパワーの比である。

（Ｄ）ホバリングのときの誘導速度を意味する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ４ 金属材料のクリープの説明として（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）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。

（Ｂ）材料を長時間高温にさらしておくとクリープは著しく進行する。

（Ｃ）一般に内部組織の不安定な材料がクリープに弱い。

（Ｄ）高クロム・ニッケル鋼はクリープに弱い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

フィギュア・オブ・メリットの説明として（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。

海面上からの温度が－６０．０℃になるまでの温度こう配は－６．５℃／ｋｍ
であり、それ以上の高度では温度は一定である。
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問 ５

（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）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 5 （６）無し

問 ６ ヘリコプタのフラッタの説明として（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。

（Ａ）クラシカル・フラッタとはブレードのフラッピングと捩りの連成により発生する。

（Ｂ）失速フラッタとはブレードが失速する前に発生する。

（Ｃ）

（Ｄ）ウィービングとはブレード先端が波状の軌跡を描くものである。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ７

（Ａ）浸炭処理

（Ｂ）陽極酸化処理

（Ｃ）高周波焼入れ法

（Ｄ）金属浸透法

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ８

（Ａ）揚抗比が大きいこと。

（Ｂ）失速しにくく、かつ大きな揚力を生じ得ること。

（Ｃ）ピッチング・モーメントが小さいこと。

（Ｄ）衝撃波が発生しにくいこと。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

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。

鋼の表面硬化法として（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。

フラップ・ラグ・インスタビリティとは無関節型ロータに発生するもので、ド
ラッキングにフラッピングが連成して生じる。

ブレードの翼型に要求される特性として（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。

マグネシウム合金の特徴の説明として（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。
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問 ９

（Ａ）離陸定格出力

（Ｂ）最大連続定格出力

（Ｃ）ＯＥⅠ ２．５分間定格出力

（Ｄ）ＯＥⅠ ３分間定格出力

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １０ メイン・ロータ・ハブの説明として（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。

（Ａ）半関節型ハブは全関節型ハブに比べ、ドラッグ・ヒンジの無い型式である。

（Ｂ）無関節型ハブはフラップ・ヒンジとドラッグ・ヒンジの無い型式である。

（Ｃ）ベアリングレス型ハブはフェザリング運動も弾性変形で行う。

（Ｄ）全関節型ハブはベアリングレス型ハブの別名である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １１

（１）８ （２）１０ （３）１６ （４）２６

（５）２８ （６）３２ （７）６４ （８）９６

問 １２ 荷重の説明として（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）地上荷重には、着陸時に地面から受ける荷重と地上走行時の荷重とがある。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

トランスミッション系統の定格出力として（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。

飛行荷重の大きさは飛行荷重倍数を用いて表わされ、乗員に下向きの慣性力が
生じる場合は正の荷重である。

操縦荷重は、操縦装置にかかる操縦力及びブレードに働く空気力の捩りモーメ
ント成分をいう。

全備重量１，６００Ｋｇ、発動機出力２００馬力、主回転翼半径４ｍ、３枚ブレード

のヘリコプタのディスク・ローディング（円板荷重:kg/m
2
）はいくらか。

次のうち最も近い値を選べ。

クラッシュ荷重は、ヘリコプタの一部分が破壊するような非常着陸時に乗員、
乗客の安全性を確保するための終極荷重である。
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問 １３

（Ａ）ポンプ不作動時に一定の系統圧を維持するため

（Ｂ）系統内の圧力調整や流量制御をするため

（Ｃ）サーボ・アクチュエータのハイドロ・ロックを防止するため

（Ｄ）脈動を吸収し、サージングを防止するため

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １４

（Ａ）航空機の構造部材で圧縮荷重を受ける部分は座屈する恐れがある。

（Ｂ）座屈は適度の引張り応力に附随して発生する。

（Ｃ）航空機の構造は全て引張応力がかかるように設計されているため座屈には関係ない。

（Ｄ）２方向の引張り荷重により起こる変形のこと。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １５ 燃料タンク・ベント系統の説明として（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）燃料タンク内外の差圧を小さくし、燃料タンクを保護する。

（Ｂ）燃料タンクを加圧して燃料を移送する。

（Ｃ）燃料タンク内外の差圧を小さくし、燃料の移送を確実にする。

（Ｄ）燃料タンク内の燃料の蒸気を排出して発火を防ぐ。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １６

（１）９７ （２）１１０ （３）１１３ （４）１１６

（５）１１９ （６）１２２ （７）１２５ （８）１２８

油圧系統における畜圧器（Ｐressure Accumulator)装備目的の説明として（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。

座屈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。

離陸重量 8,000 lb、重心位置が基準線後方 125 in のヘリコプタにおいて、燃料
1,000 lb 消費後の重心位置は基準線後方 何 inになるか。ただし燃料タンクの
重心位置は基準線後方 1０0 in とする。次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　5／8



問 １７

（Ａ）高速時はホバリング時に比べて誘導速度は小さい。

（Ｂ）ロータの長さが長いほど誘導速度は小さい。

（Ｃ）縦横比が大きいロータほど誘導速度は小さい。

（Ｄ）ロータ面に流入する直前の空気速度である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １８

（Ａ）層流は乱流よりも摩擦抵抗は小さい。

（Ｂ）乱流は層流よりも境界層が厚い。

（Ｃ）層流中での流速は規則的であるが、乱流中での流速の変化は不規則である。

（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 １９

（１）①　誘導抗力　　②　圧力抗力　　③　摩擦抗力　　④　干渉抗力

（２）①　圧力抗力　　②　摩擦抗力　　③　干渉抗力　　④　誘導抗力

（３）①　構造抗力　　②　摩擦抗力　　③　誘導抗力　　④　圧力抗力

（４）①　形状抗力　　②　圧力抗力　　③　誘導抗力　　④　摩擦抗力

（５）①　形状抗力　　②　圧力抗力　　③　摩擦抗力　　④　誘導抗力

問 ２０

（Ａ）ロータ回転数

（Ｂ）プリ・コーニング角度

（Ｃ）ブレードの面積

（Ｄ）ブレードの捩り下げ角度

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

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。

飛行中、翼に生じる抗力を下記のようにまとめた場合、（　　）内の語句の組み合わ
せで正しいものはどれか。

ヘリコプタの失速に影響を及ぼす要因の説明として（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。

メイン・ロータの誘導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。

全抗力 ＝ （　　①　　）　＋　（　　④　　）
　　　　  （　　①　　）　＝　（　　②　　）　＋　（　　③　　）

一回 （機体）　6／8



問 ２１

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）降下飛行時にブレードと渦との干渉によって発生する衝撃的な音

（Ｂ）インパルシブ騒音またはスラップ騒音ともよばれる。

（Ｃ）ブレードが高回転中に機体振動と共振して発生する高周波音

（Ｄ）高速前進飛行中にブレードのトラッキング不良により発生する不連続音

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２２

（Ａ）

（Ｂ）構造強度証明を実証した最大速度

（Ｃ）ロータを含む機体構造のフラッタを生じない最大速度

（Ｄ）最も長い飛行距離を得るのに必要な最大速度

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２３

（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）減衰できない場合は機体を破壊することがある。

（Ｄ）脚が接地していなければ起こらない。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２４

（Ａ）ドラッグ・ダンパの調整不良

（Ｂ）トランスミッションの不良

（Ｃ）クーリング・ファンの不良

（Ｄ）テール・ロータのベアリングの損傷

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

過度の機体振動を生じない最大速度

ヘリコプタが発する騒音のうちＢＶⅠ騒音（Blade/Vortex Interaction Noise）の説
明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

超過禁止速度（VNE）を規定する場合に使用される最大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。

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。

ヘリコプタの振動で高周波振動の原因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。

一回 （機体）　7／8



問 ２５

（１）４Ｈｚ （２）１６Ｈｚ （３）２０Ｈｚ （４）２４Ｈｚ

（５）４０Ｈｚ （６）４４Ｈｚ （７）６０Ｈｚ （８）８０Ｈｚ

２４０ｒｐｍで回転するブレード４／ｒｅｖ振動の振動数はいくらか。
次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　8／8
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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

資　　格 二 等 航 空 整 備 士   （ 飛 行 機 ） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ａ Ｘ ０ ９ ０ ９ ７ ０
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問 1 標準大気の説明で（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1 気圧は750 mmHg であること。

（Ｃ）海面上における気温は15 ℃であること。

（Ｄ）海面上からの温度勾配が-0.0065 ℃/m で、ある高度以上では一定であること。

（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 同一管内を連続して流れる流体の説明で（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）管の径が大きいところでは流速は比例して遅くなる。

（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

問 3 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）矩形翼では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 4 境界層の説明として（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）乱流境界層は層流境界層よりも厚い。

（Ｂ）層流境界層は乱流境界層よりも摩擦抵抗が小さい。

（Ｃ）層流境界層は乱流境界層の底部にある。

（Ｄ）乱流境界層は層流境界層よりも剥離しにくい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 5 補助翼について（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）下方舵角に比べ上方舵角を大きくしたものをフリーズ型エルロンという。

（Ｂ）フリーズ型エルロンは、下げ舵より上げ舵の方が抗力が大きい。　

（Ｃ）上方舵角より下方舵角を大きくしたものを差動補助翼という。　　

（Ｄ）フリーズ型エルロンとは、すなわち差動補助翼の別名である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 揚力について次のうち正しいものはどれか。

（１）翼に働く空気力の機軸に対する垂直方向の分力成分

（２）翼に働く空気力の気流に対する垂直方向の分力成分

（３）翼に働く空気力の翼弦線に垂直な分力成分

（４）翼に働く空気力の翼弦線に垂直な分力成分を誘導抗力分傾けた垂直成分
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問 7 定常旋回について（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）バンク角が大きければ旋回速度を速くしなければならない。

（Ｂ）旋回半径は速度が速いほど小さい。

（Ｃ）バンク角が大きければ旋回半径は小さくなる。

（Ｄ）旋回中の失速速度は水平失速速度より小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

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大となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 9 縦の静安定について（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）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

２整・飛・機　- 4/8 -



問10 表面処理の説明で（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）化成皮膜処理とは、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とは、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、アルミニウム合金の表面処理に使用されている。

（Ｄ）陽極処理とは、鋼の表面を硬化させるために酸化皮膜を作る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 11 飛行機に最大ゼロ燃料重量が決められている理由で（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）飛行距離に必要な搭載燃料を算出するため。

（Ｂ）機体のジャッキ・アップが可能な重量を制限するため。

（Ｃ）主翼付け根の曲げモーメントに対する強度を確保するため。

（Ｄ）着陸時、垂直方向への荷重に対する強度を確保するため。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の表面硬化法で（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）溶体化処理

（Ｂ）高周波焼き入れ

（Ｃ）窒化処理

（Ｄ）浸炭処理

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問13 バフェッティングに関する記述で（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）胴体前方から主翼を通り抜けたじょう乱気流が尾翼に当たり、振動を起こすも

　　　のを低速バフェットという。

（Ｂ）衝撃波によるバフェットを高速バフェットという。

（Ｃ）低速バフェットが生じた場合、増速した方がよい。

（Ｄ）主翼結合部にフィレットを設けることは防止策の一つである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 空調・与圧系統の目的で（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）客室高度を 8000m 以下に保持する。

（Ｂ）デアイサ・ブーツを加圧する。

（Ｃ）電子機器の冷却を行う。

（Ｄ）客室の快適性を維持するため換気を行う。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 アルミニウムの性質で（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）酸性溶液中で腐蝕は進行しない。 

（Ｂ）空気中で表面はすぐに酸化する。

（Ｃ）アルカリ性溶液中で腐蝕は進行しない。  

（Ｄ）硬度は大で展延性が小さい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問16 水平定常飛行中の主翼の主桁及び外皮の状態で、（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）桁の上部には圧縮力、下部には引張力がかかり外皮はこれを補強する。

（Ｂ）主翼上下面ともに引張力と圧縮力がかかり、外皮がこれを受け持ち桁はこれを補強する。

（Ｃ）主翼上下面の曲げモーメントは外皮が受け持ち、捩りモーメントは主として桁が受け

　　　持つ。

（Ｄ）主翼の上面には引張力、下面には圧縮力がかかりこれを主として桁が受け持ち、捩り

モーメントは主として外皮が受け持つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問17 マグネシウム合金の性質で（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）他の金属と接触すると電解腐蝕を起こしやすい。

（Ｂ）成形加工する場合200 ～ 300 ℃ に加熱することが多い。

（Ｃ）切削くずが発火したら鋳鉄の削りくずか乾いた砂をかけて消火する。

（Ｄ）溶接時は不活性ガスやフラックスで空気を遮断する必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 フェ－ル･セーフ構造について（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）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、はじめてその部材のかわりに予備の部材が荷重を受け持

　　　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、１個の部材と

　　　同等又はそれ以上の強度がある構造をダブル構造という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問19 オレオ緩衝装置の作用で（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）作動油の圧縮性により衝撃を吸収する。

（Ｂ）空気と作動油が混合する場合の熱エネルギで衝撃を吸収する。

（Ｃ）作動油の圧縮性と空気がオリフィスを移動することにより衝撃を吸収する。

（Ｄ）空気の圧縮性と作動油の粘性により外筒が上下して衝撃を吸収する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 重量 36,000 ㎏、翼面積 120 ㎡ の飛行機が、30 度バンクの定常旋回状態にあるときの

翼面荷重(kg/㎡)はいくらか。　下記のうち最も近い値を選べ。

（１）185 （２）235 （３）270 （４）295 （５）300

（６）345 （７）380 （８）455

２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　　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 Ｔ２ＨＸ０９０９７０

二回 （機体）　1/6



問 1

（Ａ）陽極酸化法　（アノダイジング）

（Ｂ）化学処理法　（アロジン処理）

（Ｃ）カドミウム・メッキ

（Ｄ）窒化法

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 2 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）空気が乾燥した完全ガスである。

（Ｂ）海面上における温度が１５℃である。

（Ｃ）海面上の気圧が水銀柱で７６０ｍｍである。

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 3

（Ａ）マイクロは１０の－６乗である。

（Ｂ）ミリは１０の－３乗である。

（Ｃ）ヘクトは１０の２乗である。

（Ｄ）メガは１０の６乗である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 4

（Ａ）メッキ処理

（Ｂ）窒化処理

（Ｃ）ショットピーニング

（Ｄ）高周波焼入れ

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

アルミニウム合金の防食処理として（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。

海面上の密度は０．１２４９２ｋｇ・ｓ２/ｍ４である。

鋼材の疲れ限度を向上させる方法として（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。

国際単位の接頭語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。

二回 （機体）　2/6



問 5

（Ａ）一般に合成ゴムが用いられる。

（Ｂ）ゴムの持つ粘弾性特性のうち弾性に着目したものである。

（Ｃ）ドラッグ・ダンパに用いられる。

（Ｄ）ゴムの特性はエラストメリック・ベアリングとは異なる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 6

（Ａ）メイン・ロータのピッチ角の調整不良

（Ｂ）メイン・ロータのトラッキングの調整不良

（Ｃ）メイン・ロータのトリムタブの調整不良

（Ｄ）テール・ロータのバランスの不良

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 7

（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）オリフィスは作動油の流量を制御する。

（Ｄ）リザーバは系統作動油を貯蔵するだけではなく、膨張余積として用いられる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 8

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）臭化メチルは有害である。

（Ｂ）四塩化炭素は有害である。

（Ｃ）炭酸ガスは腐食性がある。

（Ｄ）粉末消火剤には炭酸ナトリウムが使用されている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

消火剤の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

油圧系統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。

ヘリコプタの振動で低周波振動の原因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。

エラストメリック・ダンパの説明として（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。

二回 （機体）　3/6



問 9 熱硬化性樹脂に区分される材料は（Ａ）～（Ｄ）のうちいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フェノール樹脂

（Ｂ）ポリウレタン樹脂

（Ｃ）アクリル樹脂

（Ｄ）塩化ビニル樹脂

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 10

８０Ｋｇ

Ａ ８０Ｋｇ

（１）７０ （２）８０ （３）９０ （４）１００
（５）１１０ （６）１２０ （７）１３０ （８）１４０

問 11 ワッシャーの使用目的の説明として（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。

（Ａ）電導性を確保する。

（Ｂ）調整用スペーサとして使用する。

（Ｃ）母材を保護する。

（Ｄ）締め付け力を分散する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）双発機で片発が不作動になった場合、不作動側のエンジンをロータから切り離す。

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

エンジンがロータを駆動している間は、クラッチがエンゲージしてエンジンの
トルクをロータに伝える。
ロータ側の回転がエンジン側の回転より速くなった場合、クラッチで自動的に
切り離される。

エンジン始動時にエンジンをロータから切り離しロータからの負荷がかからな
いようにする。

フリーホィール・クラッチ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。

下図のＡ点に働く合力（Kg）はいくらか。次のうち最も近い値を選べ。

二回 （機体）　4/6



問 13

（Ａ）エンジンとロータの回転速度を自動調整する。

（Ｂ）ロータのダイナミック・バランスを自動調整する。

（Ｃ）ロータのサイクリック・ピッチを制御する。

（Ｄ）自動安定装置である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 14

（１）Ｗ ＝ Ｌ sin θ

（２）L ＝ W sin θ

（３）L ＝ W cos θ

（４）Ｗ ＝ Ｌ cos θ

（５）Ｗ ＝ Ｌ tan θ

問 15

（Ａ）「燃料」という文字

（Ｂ）タンクの使用可能容量

（Ｃ）ピストン発動機を装備した回転翼航空機にあっては燃料の最高の等級

（Ｄ）タービン発動機を装備した回転翼航空機にあっては許容される燃料の規格

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 16

（１）基準線前方　０．２０cm （２）基準線後方　０．２０cm

（３）基準線前方　１．２０cm （４）基準線後方　１．２０cm
（５）基準線前方　２．２０cm （６）基準線後方　２．２０cm

（７）基準線前方　３．２０cm （８）基準線後方　３．２０cm

燃料注入口付近に標示すべき事項で（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。

ヘリコプタがバンク角 θ 度で旋回飛行しているとき、メイン・ロータの揚力 Ｌ と機
体重量 Ｗ の関係式で次のうち正しいものはでれか。

重量２，２００kg、重心位置が基準線前方２cmのヘリコプタで、基準線前方２０cm
位置にある燃料を２００Kg消費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。

スワッシュ・プレートの作用の説明として（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。

二回 （機体）　5/6



問 17

（１）～（５）の中から選べ。

（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

（Ａ）ローラ・ベアリング

（Ｂ）ボール・ベアリング

（Ｃ）テーパード・ローラ・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 19 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 20

（Ａ）最大キャンバを小さくする。

（Ｂ）最大キャンバの位置を前縁側に近づける。

（Ｃ）

（Ｄ）揚力係数を増加させる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

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。

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。

翼型の風圧中心の移動を少なくする方法として（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。

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。

翼型の後縁部を上方へ反らす。

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。

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。

二回 （機体）　6/6



☆　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：０９］ 記　号 Ｔ２ＢＸ０９０９７０

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ７

資　格 二等航空整備士（飛行船） 題数及び時間 ２０題　　１時間００分

二船 （機体）　1/6



問 1

（Ａ）陽極酸化法　（アノダイジング）

（Ｂ）化学処理法　（アロジン処理）

（Ｃ）カドミウム・メッキ

（Ｄ）窒化法

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 2 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）空気が乾燥した完全ガスである。

（Ｂ）海面上における温度が１５℃である。

（Ｃ）海面上の気圧が水銀柱で７６０ｍｍである。

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 3

（Ａ）マイクロは１０の－６乗である。

（Ｂ）ミリは１０の－３乗である。

（Ｃ）ヘクトは１０の２乗である。

（Ｄ）メガは１０の６乗である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 4

（Ａ）メッキ処理

（Ｂ）窒化処理

（Ｃ）ショットピーニング

（Ｄ）高周波焼入れ

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

海面上の密度は０．１２４９２ｋｇ・ｓ２/ｍ４である。

鋼材の疲れ限度を向上させる方法として（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。

国際単位の接頭語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。

アルミニウム合金の防食処理として（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。

二船 （機体）　2/6



問 5 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）ＨＴＡとは空気より重い航空機の総称である。

（Ｂ）マストオフとは垂直離陸のことをいう。

（Ｃ）ブイヤントとは浮力のことである。

（Ｄ）バロネットとは浮力やバランスを調整するための空気房をいう。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 6 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）エンベロープとは空気より重い航空機の総称である。

（Ｂ）１Kgの物体を持ち上げるためには、約１ｍ
３
のヘリウムガスが必要である。

（Ｃ）

（Ｄ）スーパーヒートとは外気とガスの温度差のことをいう。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 7

（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）オリフィスは作動油の流量を制御する。

（Ｄ）リザーバは系統作動油を貯蔵するだけではなく、膨張余積として用いられる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 8

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）臭化メチルは有害ガスを発生する。

（Ｂ）四塩化炭素は有害ガスを発生する。

（Ｃ）炭酸ガスは腐食性がある。

（Ｄ）ハロン・ガスは環境への影響を含む有害性は低い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

油圧系統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。

リップ・パネルとはゴンドラ等を吊り下げるためにガス袋内部に張られた膜材
である。

消火剤の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

二船 （機体）　3/6



問 9 熱硬化性樹脂に区別される材料は（Ａ）～（Ｄ）のうちいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）フェノール樹脂

（Ｂ）ポリウレタン樹脂

（Ｃ）アクリル樹脂

（Ｄ）塩化ビニル樹脂

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 10

８０Ｋｇ

Ａ ８０Ｋｇ

（１）７０ （２）８０ （３）９０ （４）１００
（５）１１０ （６）１２０ （７）１３０ （８）１４０

問 11 ワッシャーの使用目的の説明として（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。

（Ａ）電導性を確保する。

（Ｂ）調整用スペーサとして使用する。

（Ｃ）母材を保護する。

（Ｄ）締め付け力を分散する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 無し

胴体の一次構造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。

下図のＡ点に働く合力(Kg)はいくらか。次のうち最も近い値を選べ。

フレーム（肋材）とロンジロン（縦通材）との剛体枠組のものもある。

発動機等を剛体構造に取り付けるために特別に強化されたフレームが使用され
ているものもある。
ケブラー製のケーブルを張ることによって曲げ及び捩りの強度を高めているも
のもある。

二船 （機体）　4/6



問 13

（Ａ）オイルは潤滑目的のために少量入っている。
（Ｂ）オイルのみ充填されておりオイルの移動で緩衝する。
（Ｃ）縮みやすく伸びにくい。
（Ｄ）オイルの圧縮性により衝撃を吸収する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 14

（１）－１２．０℃

（２）－１６．０℃

（３）－２０．０℃

（４）－２４．０℃

（５）－２８．０℃

問 15

（Ａ）ＣＡＳとはⅠＡＳを位置誤差と器差に対して修正したものをいう。

（Ｂ）標準大気において海面上ではⅠＡＳはＴＡＳに等しい。

（Ｃ）標準大気において海面上ではⅠＡＳはＥＡＳに等しい。

（Ｄ）ＣＡＳに気圧補正をしたものがＴＡＳである。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）硬い補強材を当てた構造をロード・ドロッピング構造方式という。
（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

フェール・セーフ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。

速度の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。

標準大気状態において飛行高度６０００ｍにおける温度はいくらか。
次のうち最も近い値を選べ。

脚のショック・ストラットの特徴として（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。

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ダブ
ル構造方式という。
１個の大きな材料を用いるかわりに２個以上の小さい部材を結合して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バック・アップ構造方式とい
う。

部材が破壊したときにはじめて、その部材の代わりに全荷重を受け持つ構造を
レダンダント構造方式という。

二船 （機体）　5/6



問 17

（１）水素　＜　ヘリウム　＜　メタン　＜　水蒸気　＜　アンモニア

（２）水素　＜　ヘリウム　＜　水蒸気　＜　アンモニア　＜　メタン

（３）水素　＜　ヘリウム　＜　アンモニア　＜　水蒸気　＜　メタン

（４）水素　＜　ヘリウム　＜　水蒸気　＜　メタン　＜　アンモニア

問 18

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン防火壁

（Ｂ）エンジン・カウリング

（Ｃ）燃焼空気ダクト

（Ｄ）エンジン・マウント

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 19 ボルトが受ける荷重で次のうち正しいものはどれか。

（１）ねじれ及び引張り

（２）曲げ及び引張り

（３）圧縮及びせん断

（４）引張り及びせん断

問 20

（１）損傷許容設計構造

（２）応力外皮構造

（３）フェール・セーフ構造

（４）セーフ・ライフ構造

機体の寿命内又は規定の期間内に致命的な破壊に至らないよう設計された構造で次の
うち正しいものはどれか。

浮揚ガスを軽い順に並べた場合で次のうち正しいものはどれか。

第１種耐火性材料の使用箇所で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

二船 （機体）　6/6



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 ７ 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 標準大気の説明で（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1 気圧は750 mmHg であること。

（Ｃ）海面上における気温は15 ℃であること。

（Ｄ）海面上からの温度勾配が-0.0065 ℃/m で、ある高度以上では一定であること。

（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 同一管内を連続して流れる流体の説明で（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）管の径が大きいところでは流速は比例して遅くなる。

（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

問 3 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）矩形翼では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 4 境界層の説明として（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）乱流境界層は層流境界層よりも厚い。

（Ｂ）層流境界層は乱流境界層よりも摩擦抵抗が小さい。

（Ｃ）層流境界層は乱流境界層の底部にある。

（Ｄ）乱流境界層は層流境界層よりも剥離しにくい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 5 補助翼について（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）下方舵角に比べ上方舵角を大きくしたものをフリーズ型エルロンという。

（Ｂ）フリーズ型エルロンは、下げ舵より上げ舵の方が抗力が大きい。　

（Ｃ）上方舵角より下方舵角を大きくしたものを差動補助翼という。　　

（Ｄ）フリーズ型エルロンとは、すなわち差動補助翼の別名である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 揚力について次のうち正しいものはどれか。

（１）翼に働く空気力の機軸に対する垂直方向の分力成分

（２）翼に働く空気力の気流に対する垂直方向の分力成分

（３）翼に働く空気力の翼弦線に垂直な分力成分

（４）翼に働く空気力の翼弦線に垂直な分力成分を誘導抗力分傾けた垂直成分
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問 7 定常旋回について（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）バンク角が大きければ旋回速度を速くしなければならない。

（Ｂ）旋回半径は速度が速いほど小さい。

（Ｃ）バンク角が大きければ旋回半径は小さくなる。

（Ｄ）旋回中の失速速度は水平失速速度より小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

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大となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 9 縦の静安定について（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）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 表面処理の説明で（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）化成皮膜処理とは、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とは、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、アルミニウム合金の表面処理に使用されている。

（Ｄ）陽極処理とは、鋼の表面を硬化させるために酸化皮膜を作る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 11 飛行機に最大ゼロ燃料重量が決められている理由で（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）飛行距離に必要な搭載燃料を算出するため

（Ｂ）機体のジャッキ・アップが可能な重量を制限するため

（Ｃ）主翼付け根の曲げモーメントに対する強度を確保するため

（Ｄ）着陸時、垂直方向への荷重に対する強度を確保するため

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の表面硬化法で（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）溶体化処理

（Ｂ）高周波焼き入れ

（Ｃ）窒化処理

（Ｄ）浸炭処理

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問13 バフェッティングに関する記述で（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）胴体前方から主翼を通り抜けたじょう乱気流が尾翼に当たり、振動を起こすも

　　　のを低速バフェットという。

（Ｂ）衝撃波によるバフェットを高速バフェットという。

（Ｃ）低速バフェットが生じた場合、増速した方がよい。

（Ｄ）主翼結合部にフィレットを設けることは防止策の一つである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 水平定常飛行中の主翼の主桁及び外皮の状態で、（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）桁の上部には圧縮力、下部には引張力がかかり外皮はこれを補強する。

（Ｂ）主翼上下面ともに引張力と圧縮力がかかり、外皮がこれを受け持ち桁はこれを補強する。

（Ｃ）主翼上下面の曲げモーメントは外皮が受け持ち、捩りモーメントは主として桁が受け

　　　持つ。

（Ｄ）主翼の上面には引張力、下面には圧縮力がかかりこれを主として桁が受け持ち、捩り

　　　モーメントは主として外皮が受け持つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 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）翼のテーパを大きくする。

（Ｂ）翼端側の取付角を根元部より大きくして(幾何学的)捩り上げをつける。

（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)捩り上げをつける。

（Ｄ）翼に後退角を付けて後退翼にする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問16 フェ－ル･セーフ構造について（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）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、はじめてその部材のかわりに予備の部材が荷重を受け持

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、１個の部材と

同等又はそれ以上の強度がある構造をダブル構造という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問17 下記用語の説明で（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）前縁：翼型の最前端

（Ｂ）後縁：翼型の最後端

（Ｃ）翼弦線：前縁と後縁を結んだ直線

（Ｄ）翼弦長：翼弦線の長さ

（Ｅ）中心線：翼型の上下面の中央を通る線

（Ｆ）キャンバ：中心線の反りの大きさを表したもので、翼弦線から翼上面までの高さ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５

（６）６ （７）無し

問18 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 個並列に接続している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問19 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）滑走路の標準標高にあわせる。

（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。

（５）気圧補正目盛りを海面上の気圧に合わせる。

問20 重量 36,000 ㎏、翼面積 120 ㎡ の飛行機が、30 度バンクの定常旋回状態にあるときの

翼面荷重(kg/㎡)はいくらか。　下記のうち最も近い値を選べ。

（１）185 （２）235 （３）270 （４）295 （５）300

（６）345 （７）380 （８）455
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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」

に誤りがある場合は、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 Ｌ１ＡＸ０９０９７０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VMC とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   臨界発動機不作動の時の失速速度 　　　（２）   最大設計運用速度

　　　（３）   臨界発動機不作動の時の最小操縦速度 　　　（４）   最小定常飛行速度

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 3   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）   気温が上がると空気密度は増加する。 　　　（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）   空気密度は大気圧力の変化には関係しない。

問 4   翼に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   迎え角とは、機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。                            

　　　（２）   後退角とは、翼の前縁と機体の前後軸に直角に立てた線とのなす角度をいう。                         

　　　（３）   上反角とは、機体を水平に置いて翼を前方から見たとき、翼の上方への反りと水平面のなす角度をいう。

　　　（４）   取付角とは、機体の前後軸に対して翼弦線のなす角度をいう。

問 5   主翼の翼端失速を防止する方法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   翼端部における有効迎え角を小さくする為に、幾何学的ねじり下げをつける。

　　　（２）   翼端部にストール・ストリップを取り付けて、翼根元部より早く気流を剥離させる。

　　　（３）   翼端部にスラットを取り付けて、剥離しかけた翼上面の気流にエネルギを与え剥離を遅らせる。

　　　（４）   翼のテーパを弱くして矩形翼に近づける。

問 6   離陸滑走距離を短くする方法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   機体重量を軽くする。 　　　（２）   翼面積を大きくする。

　　　（３）   向かい風を利用する。 　　　（４）   翼面荷重を大きくする。

問 7   ウイングレットの効果で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   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。

　　　（２）   臨界マッハ数を下げることができる。

　　　（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）   高速バフェットの発生を防ぐことができる。

問 8   標準大気状態の海面高度近くを飛行する飛行機の動圧を測定したところ169Kg/m2であった。

         この時の速度で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   約５０Kt 　　　（２）   約１００Ｋt

　　　（３）   約１５０Kt 　　　（４）   約１９０Kt

問 9   エルロンバズについて次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   舵面上に発生した衝撃波の影響で操作した側と反対側へ舵面が引っ張られる現象をいう。

　　　（２）   エルロンへの空気力により生じるエルロンの逆効きをいう。

　　　（３）   舵面バランスの不均衡による、ばたつき現象をいう。

　　　（４）   高速飛行に伴う空気力によりエルロンの操舵が重くなる現象をいう。

一運整・飛行機・機体2/4数]



問10   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、反時計回りとする。

　　　（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11   キャリスル・メンバとは次のうちどれか。

　　　（１）   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

　　　（２）   ストリンガと外板を一体にして削り出した構造部材

　　　（３）   外板と桁で構成する箱形構造　　　　　　　　

　　　（４）   キャビン・サイド・ウォールを取り付けているフレーム

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   航空機の構造材料に関する文章の、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。

　　　　現在の航空機（主にジェット旅客機）の構造材料を大まかにいえば、翼と胴体の主たる部分は

　　　　アルミニウム合金、（　a　）の一部はチタニウム合金、可動部分などは軽量化のため（　b　）

　　　　やグラス・ファイバーのハニカム、脚まわりは（　ｃ　）、エンジンはチタニウム合金、

　　　　ステンレス鋼、そして（　d　）が使われている。

　　　　　　　（a）　　　　　　　　 （b）　　　　　　　    （c）　　　　　　   　（d）

　　　（１）   鋳造材　　　　　　アルミニウム合金　　　　　耐食鋼　　　　　　マグネシウム合金

　　　（２）   鍛造材　　　　　　アルミニウム合金　　　　　高張力鋼　　　　　耐熱合金

　　　（３）   溶接材　　　　　　アルミニウム合金　　　　　高張力鋼　　　　　マグネシウム合金

　　　（４）   鍛造材　　　　　　マグネシウム合金　　　　　耐食鋼　　　　　　耐熱合金

問14   次のプラスチック材のうち熱可塑性樹脂はどれか。

　　　（１）   フェノール樹脂            　　　　 　　　（２）   塩化ビニル樹脂          　　　　   

　　　（３）   シリコン樹脂 　　　（４）   ポリエステル樹脂        　　　　 

問15   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）   反射法

　　　（３）   共振法          　　　（４）   浸透法                              

問16   エア・サイクル・マシンに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   エア・サイクル・マシンは発動機で駆動される。

　　　（２）   エア・サイクル・マシンは電動モータで駆動される。

　　　（３）   タービンを出た空気は断熱膨張によって冷たくなる。

　　　（４）   コンプレッサを出た空気は断熱膨張によって高温になる。

一運整・飛行機・機体3/4数]



問17   右図は火災探知系統の回路図である。ディテクタのタイプで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   サーモカップル型　　

　　　（２）   抵抗式ループ型

　　　（３）   圧力型

　　　（４）   イオン型　　　　　

問18   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）   リリーフ・バルブ

　　　（３）   シャトル・バルブ　　　 　  　　　（４）   セレクタ・バルブ

問19   シミー・ダンピングの形式で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   アキュムレータ形式 　　　（２）   ベーン形式

　　　（３）   ピストン形式 　　　（４）   ステアリングの油圧系統に内蔵する形式

問20   相電圧１１５Ｖの発電機をＹ結線した場合の線間電圧は次のうちどれか。

　　　（１）   ６６Ｖ 　　　（２）   １１５Ｖ

　　　（３）   １６２Ｖ 　　　（４）   ２００Ｖ

問21   電気回路に設けられているサーキット・ブレーカの作動原理で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   熱を感知して作動する。 　　　（２）   抵抗を感知して作動する。

　　　（３）   電圧を感知して作動する。 　　　（４）   逆電流を感知して作動する。

問22   12V・30Ahの蓄電池2個を直列に接続したときの電圧及び容量について、次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   電圧12V、容量30Ah 　　　（２）   電圧24V、容量30Ah 

　　　（３）   電圧12V、容量60Ah 　　　（４）   電圧24V、容量60Ah

問23   エア・デ－タ・コンピュ－タへ入力する信号で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ピト－圧      　　　（２）   静圧  

　　　（３）   マッハ数 　　　（４）   外気温度

問24   マーカ・ビーコン表示色の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   青色、橙色、白色 　　　（２）   赤色、橙色、青色　

　　　（３）   赤色、白色、橙色 　　　（４）   緑色、赤色、青色

問25   タック・アンダを修正する装置で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ヨ－・ダンパ・アクチュエータ

　　　（２）   フライト・ディレクタ

　　　（３）   マック・トリム・コンペンセータ

　　　（４）   ＴＣＡＳ

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」

に誤りがある場合は、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 Ｌ１HＸ０９０９７０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終極荷重の定義は次のうちどれか。

　　　（１）   常用運用状態において予想される最大の荷重

　　　（２）   終極重量に荷重倍数を乗じたもの

　　　（３）   制限荷重に適当な安全率を乗じたもの

　　　（４）   常用運用状態で航空機に働く最大の荷重

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760 mm であること。

　　　（４）   海面上からの温度が-60.0 ℃（-76.0°Ｆ）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とする。

問 3   次の式の（　　）内に適合する用語として下記の中から正しいものを選べ。

          揚力　＝　揚力係数　×　翼面積　×　（　　　　）

　　　（１）   全圧　     　 　　　（２）   動圧 

　　　（３）   静圧 　　　（４）   その高度における空気密度　　   　　　

問 4   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）   流速が速いほどレイノルズ数は大きくなる。　　　　　　　　      

　　　（２）   流体の粘性はレイノルズ数に影響しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（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 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はどれか。

　　　（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）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

　　　（４）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

問 6   フェネストロンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ブレードが外に出ていないため地上事故が少ない。　　　　

　　　（２）   ブレードを不等間隔に配置することで騒音低減を図れる。　　　

　　　（３）   固定ピッチ機構のため推力は回転数により制御する。

問 7   ロータ直径が１２mのヘリコプタが得られる地面効果の範囲は次のうちどれか。

　　　（１）   地面からロータ回転面までの高さが約６mまで     

　　　（２）   地面からロータ回転面までの高さが約１２mまで  

　　　（３）   地面からロータ回転面までの高さが約２４mまで  

　　　（４）   ロータの直径に関係なく地面からロータ回転面までの高さが約１０mまで　

問 8   垂直飛行時にロータを通る空気の流れの状態で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ボルテックス・リング状態　　　 　　　（２）   プロペラ状態

　　　（３）   ウィンドミル状態 　　　（４）   スコアリング状態

問 9   一定の対気速度でオートローテーション飛行中のメイン・ロータ回転数で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   徐々に加速していく。　　　 　　　（２）   徐々に減速していく。

　　　（３）   一定の回転を維持する。　　　 　　　（４）   加速と減速を繰り返す。

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   ヘリコプタに発生する自励振動で、空気力学的不安定（フラッタ）でないものは次のうちどれか。

　　　（１）   クラシカル・フラッタ　　 　　　（２）   フラップ・ラグ・インスタビリティ　　　

　　　（３）   ウィービング　　　　 　　　（４）   地上共振

問12   フリーホイル・クラッチの特徴で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   エンジンがロータを駆動している間は、クラッチがエンゲージしてエンジンのトルクをロータに伝える。

　　　（２）   ロータの回転がエンジン回転より速くなった場合、クラッチが自動的に切り離される。

　　　（３）   双発機で片発が不作動になった場合、不作動側のエンジンをロータから切り離す。

　　　（４）   エンジンの始動時にエンジンをロータから切り離しロータからの負荷がかからないようにする。

問13   右図の片持ちばりに荷重をかけた場合の最大曲げモーメントで正しいものはどれか。

　　　（１）   １０Ｋｇ・ｍ

　　　（２）   ２０Ｋｇ・ｍ 10Ｋｇ

　　　（３）   ３０Ｋｇ・ｍ

　　　（４）   ４０Ｋｇ・ｍ

　　　（５）   ６０Ｋｇ・ｍ

問14   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15   金属材料の硬さ試験法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ブリネル　　　　　 　　　（２）   ビッカース

　　　（３）   ウェーラー　　　　 　　　（４）   ロックウェル

問16   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）   熱膨張係数は鋼の約１／２である。

　　　（２）   一般にアルミニウム合金の耐熱性は良くない。

　　　（３）   ２０２４－Ｔ３のＴ３とは質別記号である。

　　　（４）   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。

問17   次のプラスチック材で熱硬化性樹脂はどれか。

　　　（１）   ポリアミド樹脂 　　　（２）   エポキシ樹脂

　　　（３）   フッ素樹脂 　　　（４）   アクリル樹脂

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　　　　　

 ２０Ｋｇ

　１ｍ １ｍ

一運整・回転翼・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   相電圧１１５Ｖの発電機をＹ結線した場合の線間電圧は次のうちどれか。

　　　（１）   ６６Ｖ 　　　（２）   １１５Ｖ

　　　（３）   １６２Ｖ 　　　（４）   ２００Ｖ

問21   電気回路に設けられているサーキット・ブレーカの作動原理で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   熱を感知して作動する。 　　　（２）   抵抗を感知して作動する。

　　　（３）   電圧を感知して作動する。 　　　（４）   逆電流を感知して作動する。

問22   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。

問23   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）   同軸ケーブル 　　　（２）   アルミニウム製電線　　　　

　　　（３）   一般用軽量電線 　　　（４）   シールド電線　　　

問24   次の文章の空欄に当てはまる語句の組み合わせで正しいものはどれか。

　　　　安定増大装置は（　a　）によりヘリコプタの３軸まわりの（　b　）を検出し、操縦系統に（　c　）に配置

　　　　されたアクチュエータを作動させて、自動的に修正操舵をとっている。

　　　　　　　　　　（a）　　　　　　　　　　　 （b）　　　　　　（c）　　　　　　　

　　　（１）   バーティカル・ジャイロ　　　　　　角加速度　　　　　直列

　　　（２）   レート・ジャイロ　　　　　　　　　角速度　　　　　　直列

　　　（３）   ディレクショナル・ジャイロ　　　　角速度　　　　　　並列

　　　（４）   レート・ジャイロ　　　　　　　　　加速度　　　　　　水平

問25   ＡＤＦが使用してい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

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」

に誤りがある場合は、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。 

Ｌ２ＡＸ０９０９７０

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
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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）   最大突風に対する設計速度 　　　（２）   超過禁止速度

　　　（３）   失速速度 　　　（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）   海面上の気圧が、水銀柱の760 mm であること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上からの温度が-60.0 ℃（-76.0°Ｆ）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とする。

　　　（４）   海面上の密度は0.12492 kg･s２/m４である。

　　　（５）   空気が乾燥した完全ガスであること。

問 3　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   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2.2lbである。 　　　（４）   長さ1inは25.4mmである。

問 4   次のうち主翼の風圧中心が前方へ移動するのはどのようなときか。

　　　（１）   水平飛行のとき 　　　（２）   飛行速度を増加したとき

　　　（３）   迎角を小さくしたとき 　　　（４）   迎角を大きくしたとき

問 5   翼に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   迎え角とは、機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。                            

　　　（２）   後退角とは、翼の前縁と機体の前後軸に直角に立てた線とのなす角度をいう。                         

　　　（３）   上反角とは、機体を水平に置いて翼を前方から見た時、翼の上方への反りと水平面のなす角度をいう。   

　　　（４）   取付角とは、機体の前後軸に対して翼弦線のなす角度をいう。

問 6   主翼に作用する形状抗力について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   誘導抗力 ＋ 圧力抗力 　　　（２）   圧力抗力 ＋ 摩擦抗力

　　　（３）   摩擦抗力 ＋ 誘導抗力 　　　（４）   有害抗力 ＋ 誘導抗力

問 7   標準大気状態の海面高度近くを飛行機が速度180Km/hで飛行するときの動圧として次のうち正しいものは

         どれか。

　　　（１）   11.25 Kg/m2 　　　（２）   125.25 Kg/m2

　　　（３）   156.25 Kg/m2 　　　（４）   202.25 Kg/m2

問 8   定常旋回に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   遠心力と抗力が等しい。 　　　（２）   発動機の推力と抗力が等しい。

　　　（３）   求心力と主翼の揚力が等しい。 　　　（４）   求心力と遠心力が等しい。

問 9   ファウラ・フラップに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼の後縁部にヒンジ止めにして単純に下方へ折り曲げる機構のもの。

　　　（２）   翼の後縁下側に取り付けられたフラップがまず後方へ移動し、その後下がっていく機構のもの。

　　　（３）   前縁部の下側にヒンジを設け、必要な時に前縁部を下方に折り曲げる機構のもの。

　　　（４）   フラップを下げた時、フラップの前側に翼の下面から上面に通じる隙間を作る機構のもの。
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問10   右図の片持ちばりに荷重をかけた場合の最大曲げモーメントで正しいものはどれか。

　　　（１）   １０Ｋｇ・ｍ

　　　（２）   ２０Ｋｇ・ｍ 10Ｋｇ

　　　（３）   ３０Ｋｇ・ｍ

　　　（４）   ４０Ｋｇ・ｍ

　　　（５）   ６０Ｋｇ・ｍ

問11   フェ－ル・セ－フ構造に該当しないものは次のうちどれか。

　　　（１）   バック・アップ構造               　　　（２）   ロ－ド・ドロッピング構造

　　　（３）   ハニカム・サンドイッチ構造       　　　（４）   レダンダント構造

問12   飛行機の胴体及び翼に多用されている金属材料は次のうちどれか。

　　　（１）   マグネシウム合金 　　　（２）   アルミニウム合金

　　　（３）   高張力鋼 　　　（４）   チタニウム合金

問13   ボルトに働く応力で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   圧縮 　　　（２）   曲げ

　　　（３）   せん断 　　　（４）   ねじり

問14   バックアップ・リングの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   "O"リングのはみ出し防止 　　　（２）   "O"リングの劣化防止

　　　（３）   "O"リングの伸びの防止 　　　（４）   "O"リングが破損した時のバックアップ

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   アクリル樹脂の風防に発生するクレージングの原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   長時間応力を受けると発生する。

　　　（２）   電気絶縁性が悪く、静電気によって発生する。

　　　（３）   紫外線透過率がガラスよりも極端に小さいため、紫外線の吸収によって発生する。

　　　（４）   溶剤（液体）に触れると発生するが、溶剤の蒸気に触れても発生原因とはならない。

問17   燃料タンク・ベントの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   燃料タンクを減圧し、燃料の移送を確実にする。

　　　（２）   燃料タンク内を開放し、ガスが充満するのを防ぐ。

　　　（３）   燃料補給時、他方のタンクへ燃料を移送する。

　　　（４）   燃料タンク内外の差圧を小さくし、タンクを保護する。

問18　油圧系統に装備されるリストリクタ・バルブの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   流体を一方向に流す。 　　　（２）   ポンプの吐出圧力を制御する。

　　　（３）   複数の装置の作動順序を決める。 　　　（４）   流体の流量を減少させる。

問19　１２μFのコンデンサー１個と６μFのコンデンサー２個を全て並列に接続したときの合成静電容量は何μFか。

　　　（１）　　３μF    　　　（２）　１２μF  

　　　（３）　２４μF   　　　（４）　３０μF

 ２０Ｋｇ

　１ｍ １ｍ
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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   インバータの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   直流電圧を調整する。 　　　（２）   直流を交流に変換する。

　　　（３）   交流電圧を高める。 　　　（４）   交流を整流する。

問22   電気系統において機体に接地（グラウンド）をとる場合で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   同一場所へは4個以内の接地ができる。

　　　（２）   信号回路と電源回路は同一箇所に接地してはならない。

　　　（３）   接地は直接機体構造部にしてはならない。

　　　（４）   直流と交流は同一箇所に接地してはならない。

問23   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。

問24   作動油圧力計に最も適するものは次のうちどれか。

　　　（１）   アネロイド 　　　（２）   ダイヤフラム

　　　（３）   ベローズ 　　　（４）   ブルドン管

問25   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）   位相誤差

　　　（３）   ティルト誤差 　　　（４）   夜間誤差
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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」

に誤りがある場合は、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。 

Ｌ２ＨＸ０９０９７０

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　燃料の補給口付近に標示すべき事項で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   タンクの燃料容量

　　　（２）   タンクの燃料使用不能量

　　　（３）   タンクの使用期限

　　　（４）   「燃料」という文字

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760 mm であること。

　　　（４）   海面上からの温度が-60.0 ℃（-76.0°Ｆ）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とする。

問 3   管の中を連続して流れる流体についての説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   管の径が小さいところでは流れが速くなり、管の径が大きいところでは流れが遅くなる。

　　　（２）   管の径が大きいところでは流れが速くなり、管の径が小さいところでは流れが遅くなる。

　　　（３）   管の径の大きさにかかわらず、流れは一定の速度である。

問 4   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はどれか。

　　　（１）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

　　　（２）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

　　　（３）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

　　　（４）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

問 5   ヘリコプタのトルク効果について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   胴体がメイン・ロータの回転方向と反対方向に回転しようとする効果

　　　（２）   メイン・ロータを駆動するエンジンのトルク

　　　（３）   胴体がメイン・ロータの回転方向と同じ方向に回転しようとする効果

　　　（４）   テール・ロータを駆動するトランスミッションのトルク

問 6   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）   高回転低出力時

　　　（３）   低回転高出力時　　　 　　　（４）   始動時

問 7   ロータ直径が１２mのヘリコプタが得られる地面効果の範囲は次のうちどれか。

　　　（１）   地面からロータ回転面までの高さが約６mまで     

　　　（２）   地面からロータ回転面までの高さが約１２mまで  

　　　（３）   地面からロータ回転面までの高さが約２４mまで  

　　　（４）   ロータの直径に関係なく地面からロータ回転面までの高さが約１０mまで　

問 8   ヘリコプタのホリゾンタル・スタビライザ（水平尾翼）の効果で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   水平飛行時の横安定が良くなる。

　　　（２）   ホバリング時の方向安定が良くなる。

　　　（３）   水平飛行時の頭下げモーメントを打ち消す。

　　　（４）   ホバリング時、テール・ロータの効果を高める。
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問 9   一定の対気速度でオートローテーション飛行中のメイン・ロータ回転数で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   徐々に加速していく。　　　 　　　（２）   徐々に減速していく。

　　　（３）   一定の回転を維持する。　　　 　　　（４）   加速と減速を繰り返す。

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）   テーパード・ローラ・ベアリング　　　　

　　　（３）   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   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）   発動機からの出力をメイン・ロータへ伝達する。

　　　（４）   油圧ポンプ等の補機類を駆動する。

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   総重量１,５００ ㎏、重心位置が基準線後方４㎝ のところにある回転翼航空機で、基準線後方６0㎝の荷物室に

　        荷物１００Kgを搭載した場合の新しい重心位置はどこか。次の中から選べ。

　　　（１）   基準線前方   2.5 cm　　　 　　　（２）   基準線後方   5.0 cm

　　　（３）   基準線後方   7.5 cm　　　　 　　　（４）   基準線後方 10.0 cm

問14   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15   金属材料の硬さ試験法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ブリネル　　　　　 　　　（２）   ビッカース

　　　（３）   ウェーラー　　　　 　　　（４）   ロックウェル

問16   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）   燃料及び滑油には侵されないが作動油には侵される。

　　　（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17   ワッシャーを使用する目的で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   電導性を確保する。 　　　（２）   調整用スペーサとして使用する。

　　　（３）   母材を保護する。 　　　（４）   締め付け力を分散する。
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問18　アルミニウム合金の化成皮膜処理で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ディクロメ－ト処理          　　　（２）   アロジン処理　

　　　（３）   浸炭処理                      　　　（４）   カドミウム・メッキ

問19   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。

　　　（１）   耐熱性に優れている。　　　 　　　（２）   電気絶縁性に優れている。

　　　（３）   耐寒性に優れている。 　　　（４）   耐候性が劣る。　　　　　

問20　１２μFのコンデンサー１個と６μFのコンデンサー２個を全て並列に接続したときの合成静電容量は何μFか。

　　　（１）　　３μF    　　　（２）　１２μF  

　　　（３）　２４μF   　　　（４）　３０μF

問21   電気回路に設けられているサーキット・ブレーカの作動原理で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   抵抗を感知して作動する。

　　　（２）   逆電流を感知して作動する。

　　　（３）   熱を感知して作動する。

　　　（４）   電圧を感知して作動する。

問22   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）   精製水　　　 　　　（２）   ホウ酸　　　　

　　　（３）   塩酸　　　　 　　　（４）   重炭酸ナトリウム

問23   電気回路のグラウンドの取り方について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   同一電源系統であれば信号回路と電源回路のグラウンドを一緒にとってもよい。

　　　（２）   スタッドの長さが十分であれば5個以上のグラウンドをまとめてとってもよい。

　　　（３）   一次構造部材の金属に直接グラウンドさせる。

　　　（４）   各々の電源に対するグラウンドはＡＣ回路とＤＣ回路に分ける必要はない。

問24   旋回傾斜計について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   航空機の上昇、降下中の縦方向の飛行姿勢を示す。

　　　（２）   旋回時の釣り合いを表示する。

　　　（３）   航空機があらかじめ設定した姿勢から逸脱した場合はいつでも、縦方向について修正が必要であること

　　　　　　   を示す。

　　　（４）   航空機があらかじめ設定した姿勢から逸脱した場合はいつでも、横方向について修正が必要であること

　　　 　　　  を示す。

問25   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）   位相誤差 　　　（４）   ティルト誤差
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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」

に誤りがある場合は、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。 

Ｌ２ＢＸ０９０９７０

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

二運整・飛行船・機体1/4数]



問 1   耐空性審査要領においてVB とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   安定最大速度

　　　（２）   最小操縦速度

　　　（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   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 5   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）   原子番号は２、原子記号はHeである。

　　　（２）   無色、無臭で最も軽い希ガスである。

　　　（３）   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。

問 6   標準大気状態の海面高度近くを飛行船が速度７２km／hで飛行するときの動圧として

         次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   1.25 Kg/m2 　　　（２）   25 Kg/m2

　　　（３）   4.5 Kg/m2 　　　（４）   324 Kg/m2

問 7   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 8   スーパーヒートについて次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バロネット内の空気温度よりも外気温度の方が高いこと。

　　　（２）   エンベロープ内のガス温度と周りの空気温度との差のこと。

　　　（３）   バロネット内の空気が排出されるときに摩擦熱により空気温度が上昇すること。

　　　（４）   急激に外気温度が上昇すること。

問 9   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）   クライム・リミット・アルチ 　　　（２）   プレッシャー・ハイト

　　　（３）   デンシティー・アルチ 　　　（４）   マキシマム・オペレイティング・ハイト

二運整・飛行船・機体2/4数]



問10   大気の成分中最も多いものは次のうちどれか。

　　　（１）   酸素　　 　　　（２）   窒素　

　　　（３）   水素　　　 　　　（４）   アルゴン

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　複合材料の特徴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）   クラックの進行が早い。

二運整・飛行船・機体3/4数]



問19   トラス構造を構成する部材名で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ビーム 　　　（２）   ワイヤ

　　　（３）   バルクヘッド 　　　（４）   チューブ

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うつっても"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　航空機電線の一般的な使用区分の記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   無線送受信機とアンテナ間には同軸ケーブルを使用する。

　　　（２）   ラジオラック、計器盤などの配線には一般電線を使用する。

　　　（３）   エンジンの周辺など高温になるところにはシールド・ケーブルを使用する。

　　　（４）   高温用電線は振動の激しい場所にも使用する。

問24  ボンディング・ワイヤの役目で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）　異種金属間腐食の防止 　　　（２）   ヒンジの溶着防止   

　　　（３）   無線障害の減少    　　　（４）　静電気蓄積の防止  

問25　磁気コンパスのケース内に封入されている液体の目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   温度変化による誤差を減少させる。

　　　（２）   無線機器による誤差を減少させる。

　　　（３）   気圧変化による誤差を減少させる。

　　　（４）   摩擦による誤差を減少させる。

二運整・飛行船・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」

に誤りがある場合は、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。 

Ｌ２ＧＸ０９０９７０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いてＶTとはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   設計運動速度　

　　　（２）   超過禁止速度

　　　（３）   設計飛行機曳航速度

　　　（４）   エアブレーキ又はスポイラを操作する最大速度

問 2　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   重量1kgは2.2lbである。           （２）   1気圧は14.7inHgである。

　　　（３）   長さ1inは25.4mmである。           （４）   距離1nm（海里）は1.85km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）   乱流は層流よりも境界層の厚さが厚い。                                

　　　（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 4    レイノルズ数の説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）　流速が速いほどレイノルズ数は大きくなる。　　　　　　　　      

　　　（２）   流体の粘性はレイノルズ数に影響しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（３）   層流から乱流に変わる点のレイノルズ数を境界レイノルズ数という。

問 5   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 6  主翼における翼弦線の説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼の前縁と後縁を結んだ直線

　　　（２）   翼型の上面と下面の中央を通る曲線

　　　（３）   翼のスパン方向における前縁と後縁の中心線

　　　（４）   翼の上面と下面で最も厚い部分を通る直線

問 7   主翼に作用する形状抗力について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   誘導抗力 ＋ 圧力抗力 　　　（２）   圧力抗力 ＋ 摩擦抗力

　　　（３）   摩擦抗力 ＋ 誘導抗力 　　　（４）   有害抗力 ＋ 誘導抗力

問 8   翼面荷重の大きな滑空機について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   航続距離が長い。 　　　（２）   上昇限度が大きい。　

　　　（３）   旋回半径が小さい。 　　　（４）   着陸速度が大きい。

問 9   標準大気状態の海面高度近くを飛行機が速度180Km/hで飛行するときの動圧として次のうち正しいものは

         どれか。

　　　（１）   11.25 Kg/m2 　　　（２）   125.25 Kg/m2

　　　（３）   156.25 Kg/m2 　　　（４）   202.25 Kg/m2

二運整・上滑・動滑・機体2/4数]



問10   飛行機の安定性に関係する要素で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   主翼の大きさ 　　　（２）   上反角

　　　（３）   重心位置 　　　（４）   外板の平滑さ

問11   定常旋回に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   求心力と遠心力が等しい。 　　　（２）   遠心力と抗力が等しい。

　　　（３）   求心力と主翼の揚力が等しい。 　　　（４）   発動機の推力と抗力が等しい。

問12   総重量1,200Kg、重心位置が基準線後方260cmのところにある飛行機で、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13   トラス構造を構成する部材名で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ビーム 　　　（２）   ワイヤ

　　　（３）   チューブ 　　　（４）   バルクヘッド

問14   ワッシャーを使用する目的で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   母材を保護する。 　　　（２）   電導性を確保する。

　　　（３）   調整用スペーサとして使用する。 　　　（４）   締め付け力を分散する。

問15  メガーの使用目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   コンデンサの容量を測定する。 　　　（２）   同軸ケーブルの絶縁抵抗を測定する。

　　　（３）   バッテリの電圧を測定する。 　　　（４）   抵抗器の抵抗値を測定する。

問16   航空機用木材の欠陥の種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   生節      　　　（２）   かぶり            

　　　（３）   腐朽   　　　（４）   あて   

　　　（５）   もめ

問17   右図のように１０ inのエクステンション・レンチを取り付けてボルトに９００ in-lbのトルクを掛ける場合、

           トルクレンチのダイヤルの目盛りはいくつになればよいか。

           次に中から選べ。

　　　（１）   ４５０ in-lb

　　　（２）   ６００ in-lb

　　　（３）   ９００ in-lb

　　　（４）   １２５０ in-lb

問18   アルミニウム合金の塗装下塗り用に使用する塗料は次のうちどれか。

　　　（１）   ウォッシュ・プライマ                      　　　（２）   航空機用エナメル          

　　　（３）   航空機用ラッカー 　　　（４）   シリコン樹脂塗料　

問19   鋼の表面硬化処理法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   陽極法 　　　（２）   浸炭法

　　　（３）   高周波焼入れ法 　　　（４）   窒化法

60度

二運整・上滑・動滑・機体3/4数]



問20   燃料系統に使用する"Ｏ"リングの材質で次のうち正しいものはどれか。　

　　　（１）   ニトリル・ゴム 　　　（２）   ブチル・ゴム             

　　　（３）   シリコン・ゴム          　　　（４）   エチレン・プロピレン・ゴム

問21　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）   繰り返しによる疲労の強度が低い。

　　　（３）   クラックの進行が速い。 　　　（４）   熱による膨張の影響が少ない。

問22　１２μFのコンデンサー２個と６μFのコンデンサー１個を並列に接続したときの合成静電容量で次のうち

           正しいものはどれか。

　　　（１）　　３μF    　　　（２）　　６μF   

　　　（３）　１２μF  　　　（４）　３０μF

問23　鉛バッテリの充電後の容量確認方法について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   電圧を点検する。 　　　（２）   負荷をかけて電圧降下を調べる。

　　　（３）   電解液の比重を点検する。 　　　（４）   ガスの発生を確認する。

問24   対気速度計の赤色放射線の意味で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   超過禁止速度 　　　（２）   着陸禁止速度

　　　（３）   警戒速度 　　　（４）   失速速度

問25　飛行中、ピト－管から入る圧力で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   静圧                    　　　（２）   動圧

　　　（３）   全圧                  　　　（４）   動圧と静圧との差圧

二運整・上滑・動滑・機体4/4数]



☆ （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」の必要事項を記入すること。

「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。

記　　　　号

配点

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

判定基準

M16

Ｔ１ＡT１７０９７０

注意

２5 題　１ 時間 ３０ 分題数及び時間

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

一 等 航 空 整 備 士 （飛 行 機）資　　格
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問 １ FADECを装備したエンジンのEPR計の主要構成部品で（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）Ｎ１回転計トランスミッタ
（Ｂ）EEC又はECU
（Ｃ）ＥＧＴサーモカップル
（Ｄ）Pｔ２プローブ

（Ｅ）Ｎ２回転計トランスミッタ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　５ （６）　無し

問 ２ 航空エンジンの分類として（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）タービン・エンジンはジェット・エンジンと軸出力タービン・エンジンに分類される。
（Ｂ）排気ジェットにより推力を得るエンジンをジェット推進エンジンという。
（Ｃ）ラムジェット・エンジンは、タービン・エンジンのジェット・エンジンに分類される。
（Ｄ）軸出力タービン・エンジンは、ターボプロップ及びターボシャフト・エンジンである。

（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（Ａ）～（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）熱エネルギと機械的仕事との間のエネルギ保存の法則を言い換えたものである。
（Ｂ）機械的仕事と熱量の相互の交換率として、１kcalの熱量は４２６．９kg-mの仕事量に
　　　相当する。
（Ｃ）機械的仕事と熱量との比は常に変化している。
（Ｄ）熱と機械的仕事は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、内部から得る熱量はすべて外部への仕事に変わる。
（Ｂ）定圧変化では、外部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。
（Ｃ）定容変化では、外部から得る熱量はすべて内部エネルギとなる。
（Ｄ）ポリトロープ変化は、等温変化と断熱変化の間で変化する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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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）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定容サイクルという。
（Ｂ）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。
（Ｃ）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。
（Ｄ）タービン・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 ６ 推進の原理として（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）ニュートンの運動の第二法則は物体に力が作用した場合、作用した力と同じ大きさの
　　　反対方向の力を生じる。
（Ｂ）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。
（Ｃ）ニュートンの運動の第三法則は物体に加えられた力に比例した大きさの加速を生じる。
（Ｄ）ニュートンの運動の第一法則は静止しているかまたは動いている物体は外部から力が
　　　働かない限り永久にその状態を持続する。

（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）タービン・エンジンの回転軸出力をプロペラに伝える減速装置が必要である。
（Ｂ）飛行速度とラム圧によりエンジン効率が高められ排気ジェットからも５％以上の推力が
　　　得られる。
（Ｃ）出力の９０～９５％を軸出力として使用される。
（Ｄ）軸出力はフリー・タービンの燃料流量をコントロールすることにより制御される。

（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）空気の吸入・排出が高速で行われるため、吸気・排気騒音が大きい。
（Ｂ）高速回転し慣性力が大きいことから加速、減速に時間を要する。
（Ｃ）燃焼ガス温度はタービンの耐熱温度によって制約されるため、熱効率が劣る。
（Ｄ）連続燃焼で高速回転により短時間に多量の空気を処理できるため連続的に出力が得られ
　　　る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ９ エンジン内外各部の圧力や温度を示すときの略号で（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）ＰS2とは低圧圧縮機入口の静圧を示す。
（Ｂ）Ｔｔ7 とは高圧タービン入り口の全温度を示す。

（Ｃ）Ｐamとは大気圧を示す。
（Ｄ）EPRに使用するのはＰs2 および Ｐs7 である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 エンジンのスラストについて（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）総スラストは、吸入空気と供給される燃料の運動量変化によって発生するスラストで
　　　ある。
（Ｂ）正味スラストとは、エンジンが発生する総スラストからラム抗力を引いたものである。
（Ｃ）飛行機が静止しているとき正味スラストと総スラストは同じである。
（Ｄ）総スラストと正味スラストの差を静止スラストと呼ぶ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 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）１ＨＰは550 ft-lb/s の仕事率に相当する。
（Ｂ）１ＰＳは75 kg・m/s の仕事率に相当する。
（Ｃ）１ＰＳは約736wに相当する。
（Ｄ）１ＨＰは約745wに相当する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 12 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）大気温度が低下すると空気密度が増加して単位体積あたりの空気重量が増え出力は大き
　　　くなる。
（Ｂ）大気圧力が増加すると空気密度が増加して単位体積あたりの空気重量が増加するため出
　　　力は大きくなる。
（Ｃ）推力はラム効果によりある飛行速度までは一時的に増加するが、機速の増加に伴って
　　　ラム抗力の影響があるため推力は減少する。
（Ｄ）飛行高度が高くなると気温の低下により推力が増加し、気圧の低下により推力は減少す
　　　るが、気温の減少影響が大きいため飛行高度の増加とともに実際の推力は減少する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 13 タービン・エンジンの総合効率について次のうち正しいものはどれか。

     有効推進仕事
エンジン出力エネルギ

      有効推進仕事

   供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ

    供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ
      有効推進仕事

問 14 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。
（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）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。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 軸流式コンプレッサの失速防止方法として（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）コンプレッサの静翼を可変式にする。
（Ｂ）低圧コンプレッサの入口から抽気する。
（Ｃ）高圧部と低圧部を別の回転体構造にする。
（Ｄ）アクティブ・クリアランス・コントロールの採用

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｂ）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。
（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

（１）　

（２）

（３）

（４）
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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）タービン・ステータは一般にタービン・ノズルと呼ばれる。
（Ｂ）軸流タービンのディフューザはガス流の圧力を制御する。
（Ｃ）ラジアル・タービンは遠心圧縮機とガスの流れ方向とロータの回転方向とが逆である。
（Ｄ）タービン・ロータはタービン動翼をタービン・ディスクの外周に取り付けたものである。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 燃料の低発熱量についての説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）燃焼によって生じた水蒸気を凝縮させた水の潜熱を含む発熱量
（２）燃焼によって生じた水蒸気の凝縮による潜熱を除外した発熱量
（３）単位量の燃料が完全燃焼したときに発生する熱量
（４）燃料中の炭化水素が燃焼する際に出る水の気化熱による損出を除外した発熱量

問 19 タービン・エンジン用滑油に求められる条件で（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）滑油の酸化を示す全酸価が大きいこと。
（Ｂ）温度による粘度変化の傾向を表す粘度指数が高いこと。
（Ｃ）高温の軸受等に直接噴射するので引火点が高いこと。
（Ｄ）高空における蒸発損失を最小限とするため揮発性が低いこと。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 点火プラグの記述で（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）機能は、エキサイタで創られた電流を放電することにより燃料/空気の混合気に点火
　　　するプラズマ・アークを生ずることである。
（Ｂ）エア・ガス・タイプはボディと中心電極の間に空間があり、低い電圧で作動する。
（Ｃ）サーフェイス・ディスチャージ・タイプは円周電極と中心電極の間に半導体が充填さ
　　　れており低い電圧で作動する。
（Ｄ）独立した二次回路とともに１個以上装備することが求められている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

１整・飛・タービン　-6/8-



問 21 タービン・エンジンの有害排気ガスの記述で（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）炭化水素（ＨＣ）は高温燃焼時に発生する。
（Ｂ）炭酸ガス（ＣＯ２）も有害排出ガスとして規制される。

（Ｃ）窒素酸化物（ＮＯX）は不完全燃焼生成物である。
（Ｄ）一酸化炭素（ＣＯ）は不完全燃焼生成物である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 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。
（Ｂ）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。
（Ｃ）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、作用を受けた空気の速度が大
　　   きいほど推力は大きい。
（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

問 23 プロペラのカウンタ・ウェイトについて次のうち正しいものはどれか。

（1）上昇飛行時に生じるブレードの空力ねじりモーメントに対抗する。
（2）巡航時に生じるブレードの遠心ねじりモーメントを助長する。
（3）遠心力を利用してブレード・ピッチを高ピッチ方向へ回そうとする。
（4）離陸回転時のプロペラ・ダイナミック・バランスを調整している。

問 24 総吸入空気流量が毎秒１９０lb、排気ガス速度が毎秒１６４０ftのタービン・エンジンが、巡
航速度８３０ft/secで飛行している場合のスラスト馬力（hp）を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。

（１）7,000 （２）7,050 （３）7,100 （４）7,150 （５）7,200

　　　　　　　　　　　　　　　　　

問 25 平均排気ガス速度１，６６４ft/s、飛行速度８３２ft/sで飛行しているタービン・エンジンの
推進効率を求めよ。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）45% （２）52% （３）67% （４）74% （５）81%
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以下余白
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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。

タービン発動機〔科目コード：１７〕

注意

配点

判定基準

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

Ｔ１ＨＴ１７０９７０

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　　　　号科　　目
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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、バイパスの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。　　
（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）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 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）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。
（Ｂ）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第２法則に基づいている。
（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のみで有効であり、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 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法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。
（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

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）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。
（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）温度が一定の状態では気体の容積は圧力に反比例する。
（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
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問 ５ 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、内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）定圧変化では、外部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。
（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 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）ピストン・エンジンのサイクルはオット・サイクルともよばれる。
（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）定容サイクルと定圧サイクルの両方の要素を併せた空気サイクルを複合サイクルという。
（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定容サイクルという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ ターボシャフト・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）回転翼を効率良く使用するためには減速装置が必要である。
（Ｂ）出力を取り出すフリー・タービンはガス・ジェネレータと機械的に繋がっている。
（Ｃ）排気ガスによる推進力は総出力の約 10% である。
（Ｄ）ガス・ジェネレータの回転数は燃料制御装置により制御される。

（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）熱効率が良く燃料消費率が低い。
（Ｂ）出力部に回転部分だけを有し振動が極めて少ない。
（Ｃ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２～５倍以上である。
（Ｄ）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ある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ９ 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）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。
（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）１馬力は 約 0.745K W である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問10 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）空気密度が小さくなると出力は増加する。
（Ｂ）気温が低くなると出力は低下する。
（Ｃ）飛行高度が高くなると出力は低下する。
（Ｄ）気圧が高くなると出力は増加する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問11 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・エンジンとは燃焼室およびタービンから構成される部分である。
（Ｂ）タービン・ブレードは１枚毎に独立したモジュール構造である。
（Ｃ）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。
（Ｄ）圧縮機はコールド・セクションに分類される。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 タービン・エンジンのベアリングについて（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・ベアリングはラジアル荷重とスラスト荷重を受け持つ。
（Ｂ）主軸受けにはボール・ベアリングとローラ・ベアリングを組み合わせて使用される。
（Ｃ）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。
（Ｄ）ローラ・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問13 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）遠心式より軸流式のコンプレッサに発生しやすい。
（Ｂ）エンジン出力を下げるときは発生しない。
（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）エンジン・パラメータに指示の変化は見られない。

（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。
（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 インパルス・タービンに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）スタティック・ベーンでは流入ガスの絶対速度は変化せず圧力が下がる。
（２）ロータ・ブレードでは流入ガスの絶対速度も圧力も変化しない。
（３）ロータ・ブレードでは流入ガスの絶対速度が下がり圧力は変化しない。
（４）ロータ・ブレードでは流入ガスの絶対速度は変化せず圧力が下がる。

問16 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）腐食性が少ないこと
（Ｃ）燃焼性が良いこと
（Ｄ）凍結しにくいこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問17 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18 TypeⅡタービン合成油に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）TypeⅠに比べて粘度指数が低い。
（２）耐熱性に優れている。
（３）TypeⅡは MIL-H-5606 に相当する。
（４）TypeⅠに比べて引火点が低い。

問19 滑油系統のベアリング・サンプを加圧する目的で（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）オイルの泡立ちを防ぐ。
（Ｂ）オイル・ジェットからの油量を一定にする。
（Ｃ）ベアリング・サンプにおける油量が過多になるのを防ぐ。
（Ｄ）適切な滑油供給量と完全な排油ポンプ機能を確保する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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）金属片を吸着分離する。

（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 ターボシャフト・エンジンで発動機の排出物の基準の対象で（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）燃料
（Ｂ）煤煙
（Ｃ）炭化水素、一酸化炭素及び窒素酸化物
（Ｄ）滑油

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問23 FADEC燃料系統の説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）出力コマンドに基づいて出力設定するため、パイロットのワーク・ロードを軽減する。
（２）磨耗劣化や製造誤差が無いため、確実な燃料スケジュールの再現性が得られる。
（３）すべての運転範囲でエンジンの抽気を管理することによりエンジン効率を向上させる。
（４）ＥＥＣ（ＥＣＵ）交換時にはエンジン・トリムを実施する必要がある。

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 : 33,100 rpm　 π＝３．１４
パワータービン軸トルク : 14 kg・m

（１）590 （２）610 （３）630 （４）650 （５）670
（６）680 （７）700
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問25 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）420 （２）440 （３）460 （４）480 （５）500
（６）520 （７）540
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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。判定基準

２０ 題　     １ 時間

Ｔ２ＡＴ１７０９７０

配点

タービン発動機〔科目コード：１７〕 記　　　　号

資　　格 二 等 航 空 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間

科　　目

注意
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問 １ ガスタービン・エンジンの分類で（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。

（Ａ）ターボファン・エンジン
（Ｂ）パルスジェット・エンジン
（Ｃ）ラムジェット・エンジン
（Ｄ）ターボシャフト・エンジン

（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）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第２法則に基づいている。
（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、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 ３ 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に反比例し、絶対温度に正比
　　　例する」ことである。
（Ｂ）シャルルの法則とは、「圧力が一定の状態では、気体の容積は絶対温度に比例する」こ
　　　とである。
（Ｃ）完全ガスは理想気体とも呼ばれる。
（Ｄ）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。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 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）定圧変化では、外部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。
（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）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。
（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
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問 ５ サイクルと熱効率の説明として（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。

（Ａ）熱を仕事へ変換するために作動流体の状態が変化して再び元の状態に戻る一連の過程を
　　　サイクルという。
（Ｂ）供給される熱量に対する仕事に変換された割合を熱効率という。
（Ｃ）高熱源に対する低熱源の比が熱効率である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　無し

問 ６ 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）フリー・タービン形式は採用されていない。
（Ｂ）減速装置の強度により最大トルクが制限される。
（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 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（Ａ）～（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）単位重量当たりの発生出力が大きい。
（Ｂ）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ある。
（Ｃ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２～５倍以上である。
（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 ８ ＴＳＦＣ（スラスト燃料消費率）の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料容量流量をいう。
（２）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料重量流量をいう。
（３）単位正味スラストにつき１時間当たりの燃料消費量をいう。
（４）単位正味スラストにつき１時間当たりの燃料容量流量をいう。
（５）経済巡航速度で飛行するとき単位距離当たりに消費する燃料重量流量をいう。
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問 ９ タービン・エンジンの効率に関する記述で（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）熱効率はエンジン出力エネルギに対する供給燃料エネルギの比である。
（Ｂ）推進効率は有効推進仕事とエンジン出力エネルギとの比である。
（Ｃ）総合効率は熱効率と推進効率の積である。
（Ｄ）総合効率の優れたエンジンは、結果として燃料消費が少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問10 タービン・エンジンのベアリングについて（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）主軸受けにはボール・ベアリングとローラ・ベアリングを組み合わせて使用される。
（Ｂ）ボール・ベアリングはラジアル荷重とスラスト荷重を受け持つ。
（Ｃ）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。
（Ｄ）ローラ・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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）エンジン出力を上げるときは発生しない。
（Ｂ）軸流式より遠心式のコンプレッサに発生しやすい。
（Ｃ）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。
（Ｄ）エンジン入口と流入空気の角度が小さいと発生しやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 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。
（Ｂ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 1,600 ～ 2,000 ℃ 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
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問13 タービン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）不純物除去剤
（Ｂ）摩耗防止剤
（Ｃ）金属不活性剤
（Ｄ）静電気防止剤

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問14 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）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
　　   にその反力を返す。これがプロペラの推力となる。
（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。
（Ｄ）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３法則により
         求めることができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問16 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）合成ベクトル（Vr）とプロペラ回転面のなす角（φ）である。
（Ｂ）地上滑走中は、プロペラ回転数は小さく機速も小さいが前進角は大きい。
（Ｃ）前進角は回転数または前進速度の変化に関係なく一定である。
（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17 リバース・ピッチ・プロペラの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）着陸進入時に航空機の機速を遅くする。
（２）地上でピッチ変更機構の機能を調べる。
（３）多発機において飛行機の操縦を助ける。
（４）地上で空力ブレーキをかける。

問18 油圧作動の定速プロペラでガバナのスピーダ・スプリングの張力を増すとどうなるか。

（１）ブレードの迎え角が増してエンジンの回転が減る。　　　　　        
（２）回転は変化しない。
（３）ガバナの油圧が増す。        
（４）ブレードの迎え角が減りエンジンの回転が増す。
（５）プロペラがフェザリングになる。

問19 地上試運転で軸馬力６８０馬力、排気ジェットにより１８５lbのスラストのターボプロップ・
エンジンの静止相当軸馬力（HP）を求めよ。下記のうち最も近い値を選べ。

　　　　　　　　　　　　　
（１）700 （２）750 （３）800 （４）850 （５）900

問20 ターボプロップ・エンジンが、軸馬力５００馬力、機速２７０mph、排気ガスによるスラスト
２００lb、プロペラ効率８０％で飛行中の飛行相当軸馬力（HP）を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。

（１）660 （２）680 （３）700 （４）720 （５）760
（６）780
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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。

Ｔ２ＨＴ１７０９７０タービン発動機〔科目コード：１７〕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
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問 １ ガスタービン・エンジンの分類で（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。

（Ａ）ターボファン・エンジン
（Ｂ）パルスジェット・エンジン
（Ｃ）ラムジェット・エンジン
（Ｄ）ターボシャフト・エンジン

（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）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第２法則に基づいている。
（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のみで有効であり、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 ３ 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に反比例し、絶対温度に正比
　　　例する」ことである。
（Ｂ）シャルルの法則とは、「圧力が一定の状態では、気体の容積は絶対温度に比例する」こ
　　　とである。
（Ｃ）完全ガスは理想気体とも呼ばれる。
（Ｄ）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。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 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）定圧変化では、外部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。
（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）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。
（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
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問 ５ サイクルと熱効率の説明として（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。

（Ａ）熱を仕事へ変換するために作動流体の状態が変化して再び元の状態に戻る一連の過程を
　　　サイクルという。
（Ｂ）供給される熱量に対する仕事に変換された割合を熱効率という。
（Ｃ）高熱源に対する低熱源の比が熱効率である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　無し

問 ６ ターボシャフト・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）ガス・ジェネレータの回転数は燃料制御装置により制御される。
（Ｂ）出力を取り出すフリー・タービンはガス・ジェネレータと機械的に繋がっている。
（Ｃ）排気ジェットは通常出力としては使用されない。
（Ｄ）回転翼を効率良く使用するためには減速装置が必要である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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（Ａ）～（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）単位重量当たりの発生出力が大きい。
（Ｂ）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ある。
（Ｃ）連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２～５倍以上である。
（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 ８ ＴＳＦＣ（スラスト燃料消費率）の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料容量流量をいう。
（２）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料重量流量をいう。
（３）単位正味スラストにつき１時間当たりの燃料消費量をいう。
（４）単位正味スラストにつき１時間当たりの燃料容量流量をいう。
（５）経済巡航速度で飛行するとき単位距離当たりに消費する燃料重量流量をいう。
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問 ９ タービン・エンジンの効率に関する記述で（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）熱効率はエンジン出力エネルギに対する供給燃料エネルギの比である。
（Ｂ）推進効率は有効推進仕事とエンジン出力エネルギとの比である。
（Ｃ）総合効率は熱効率と推進効率の積である。
（Ｄ）総合効率の優れたエンジンは、結果として燃料消費が少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問10 タービン・エンジンのベアリングについて（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）主軸受けにはボール・ベアリングとローラ・ベアリングを組み合わせて使用される。
（Ｂ）ボール・ベアリングはラジアル荷重とスラスト荷重を受け持つ。
（Ｃ）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。
（Ｄ）ローラ・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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）エンジン出力を上げるときは発生しない。
（Ｂ）軸流式より遠心式のコンプレッサに発生しやすい。
（Ｃ）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。
（Ｄ）エンジン入口と流入空気の角度が小さいと発生しやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問12 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。
（Ｂ）燃焼領域における燃焼ガス温度は 1,600 ～ 2,000 ℃ 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
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問13 タービン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）不純物除去剤
（Ｂ）摩耗防止剤
（Ｃ）金属不活性剤
（Ｄ）静電気防止剤

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問14 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15 エンジン出力の増加に伴う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は増加するが、HCとNOxは減少する。
（２）HCは減少するが、COとNOxは増加する。
（３）HCとCOは増加するが、NOxは減少する。
（４）HCとCOは減少するが、NOxは増加する。

問16 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）空気の遠心力を利用する。
（Ｂ）有害排気ガスを分離する。
（Ｃ）砂や氷片等を分離する。
（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17 遊星歯車式減速装置の特徴で（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）入力軸と出力軸を同一線上とすることができる。
（Ｂ）部品点数がが多く構造が複雑になる。
（Ｃ）噛合歯数が多いためギア１枚あたりの歯面加重が小さい。
（Ｄ）太陽歯車と遊星歯車で構成される。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問18 タービン・エンジンの潤滑系統で、ブリーザ圧が高い場合の不具合原因として次のうち正しい
ものはどれか。

（１）オイルの劣化
（２）タービン・ブレードの劣化
（３）プレッシャ・ポンプの劣化                    
（４）ラビリンス・シールの劣化

問19 入力軸歯車の歯数が 30、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２,0００ rpm のとき出力軸の回転数（RPM）
はいくらか。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）355 （２）375 （３）395 （４）415 （５）435

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 : 33,000 rpm　 π＝３．１４

パワータービン軸トルク : 14 kg・m

（１）590 （２）605 （３）620 （４）635 （５）645
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資　　格

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。

タービン発動機〔科目コード：１７〕

注意

配点

判定基準

M20

記　　　　号 Ｌ１ＡＴ１７０９７０

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
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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、ピストン、ガスタービン、ダクト、ロケット・エンジンの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、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、
　　   ターボシャフト・エンジンの４種類に分類される。　　
（３）ダクト・エンジンには、ダクテッドファン、パルスジェット・エンジンの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・エンジンがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち正しいものはどれか。
（１）ジェット推進の原理は大気中のみで有効であり高空では大気圧が小さいので効率は劣る。
（２）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。
（３）ゴム風船をふくらませて口をしばらずに手を離すと、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。
（４）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第２法則に基づいている。

問 ３ 羽根角とは、プロペラの翼弦と次のいずれとのなす角をいうか。

（１）プロペラの回転角度
（２）プロペラの回転面
（３）プロペラ・ハブの中心
（４）機体の縦軸

問 4 次の記述のうち誤っているものはどれか。
（１）高バイパス比ターボファン・エンジンは他のタービン・エンジンに比べ排気騒音が大幅
　　　に減少した。
（２）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、加速性が劣る。
（３）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。
（４）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。

問 ５ 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 ６ 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。
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問 ７ 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 ８ 定速プロペラの前進角について次のうち正しいものはどれか。
（１）地上滑走時における前進角は飛行時における前進角より大である。
（２）前進角は回転数または前進速度の変化に関係なく一定である。
（３）離陸、上昇時における前進角は、飛行のうちで最大である。
（４）前進角は飛行状態によって変化する。

問 ９ 推進の原理として次のうち正しいものはどれか。
（１）ニュートンの運動の第二法則は物体に力が作用した場合、作用した力と同じ大きさの
　　　反対方向の力を生じる。
（２）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。
（３）ニュートンの運動の第三法則は物体に加えられた力に比例した大きさの加速を生じる。
（４）ニュートンの運動の第一法則は静止しているかまたは動いている物体は外部から力が
　　　働かない限り永久にその状態を持続する。

問 10 エンジンのスラストについて次のうち誤っているものはどれか。
（１）エンジンが発生する全スラストを総スラストと呼ぶ。
（２）機体が停止しているときの総スラストと正味スラストの差を静止スラストと呼ぶ。
（３）正味スラストとは、総スラストからラム抗力を差し引いたものである。

問 11 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秒間当たり 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 Kw である。

問 12 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）気温が高くなると燃料の霧化が良くなり出力は増加する。
（３）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。
（４）気温が低くなると流入空気重量が増えるので出力は増加する。

問 13 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減少させる。
（２）タービン入口温度を上げる。
（３）エンジン内部損失を減少させる。
（４）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。

１運整・飛・タ発 -3/4-



問 14 EPR 計が指示するもので次のうち正しいものはどれか。
（１）タービン出口とコンプレッサ入口の全圧の比
（２）コンプレッサの入口と出口の全圧の比
（３）コンプレッサ出口の全圧とエンジン RPM との比
（４）低圧コンプレッサと高圧コンプレッサの圧力比

問 15 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て交換できるようにした構造
（２）低圧タービンの１段目と２段目を分割交換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て交換できるようにした構造

問 16 タービン・エンジンの軸受について次のうち正しいものはどれか。
（１）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。
（２）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。
（３）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができる。
（４）ボール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。

問 17 ファン・ブレードにあるミッド・スパン・シュラウドの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）空力特性を良くするため
（２）ファン・ブレ－ドの振動およびフラッタ防止 
（３）FOD の防止
（４）高周波騒音の低減

問 18 コンプレッサ・ストールの防止手段として次のうち誤っているものはどれか。

（１）マルチ・スプール
（２）バリアブル・ステータ・ベーン
（３）コンプレッサ・ブリード・バルブ
（４）アクティブ・クリアランス・コントロール

問 19 タービン・エンジンの燃焼室に流入した空気について次のうち正しいものはどれか。
（１）低出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、高出力時は燃焼と冷却の両方に使わ
         れる。
（２）高出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、低出力時は燃焼と冷却の両方に使わ
         れる。
（３）出力に関わらず全部が燃料と完全に混合して燃焼する。
（４）出力に関わらず燃焼と冷却の両方に使われる。

問 20 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）酸化防止剤 （２）腐食防止剤
（３）不純物除去剤 （４）静電気防止剤
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資　　格

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。

２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M21

記　　　　号 Ｌ１ＨＴ１７０９７０

一等航空運航整備士（回転翼航空機） 題数及び時間

注意

配点

判定基準

タービン発動機〔科目コード：１７〕
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問 １ 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１）ダクト・エンジンには、ダクテッドファン、パルスジェットの２種類がある。

（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）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。

（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 「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 ３ 気体の比熱について次のうち誤っているものはどれか。
（１）定圧比熱の方が定容比熱より大きい。
（２）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。
（３）定容比熱と定圧比熱との比を比熱比という。
（４）１kgの気体の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量を比熱という。

問 ４ 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）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。
（４）タービン・エンジンのサイクルは密閉サイクルである。

問 ５ 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 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）熱効率が良く燃料消費率が低い。
（４）信頼性が高く故障取り卸しが少ない。
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問 ７ 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45,000 kg・m
（２）１分間当たり 約33,000 kg・m
（３）１分間当たり 約 4,500 kg・m
（４）１分間当たり 約 3,300 kg・m

問 ８ 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 ９ エンジン内部のガス速度が最も大きいところは次のうちどこか。
　 （１）コンプレッサ出口部

（２）タービン・ノズル部
（３）タービン出口部
（４）ディフューザ出口

問 10 ターボシャフト・エンジンの出力を監視する計器で次のうち正しいものはどれか。
（１）メイン・ロータ回転計
（２）排気温度計
（３）エンジン滑油圧力計
（４）エンジン・トルク計

問 11 次の記述で正しいものはどれか。
（１）コールド・セクションには高圧圧縮機は含まれない。
（２）ホット・セクションとは燃焼室の入口から排気ノズルまでをいう。
（３）コールド・セクションとは空気取入口から高圧圧縮機のインレット・ガイドベーン
　　　までをいう。
（４）アクセサリ・ドライブとタービン・セクションの外周に配置されたカウリングは
　　　ホット・セクションに含まれる。

問 12 ボール軸受について次のうち正しいものはどれか。
（１）スラスト荷重のみを受け持つ。
（２）ラジアル荷重のみを受け持つ。
（３）スラスト、ラジアル両荷重を受け持つ。
（４）熱膨張による伸びを逃がすことができる。

問 13 エアー・ブリード・バルブ（抽気弁）が開く時期について次のうち正しいものはどれか。
（１）離陸時
（２）巡航時
（３）低出力時
（４）オーバー・トルク時
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問 14 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）燃焼安定性
（２）圧力損失
（３）振動減衰率
（４）燃焼効率

問 15 ジェット燃料の添加剤として次のうち誤っているものはどれか。
（１）酸化防止剤 （２）金属活性剤
（３）腐食防止剤 （４）氷結防止剤
（５）静電気防止剤

問 16 TypeⅡタービン合成油に関する記述で次のうち正しいものはどれか。
（１）TypeⅠに比べて粘度指数が低い。
（２）耐熱性に優れている。
（３）TypeⅡは MIL-H-5606 に相当する。
（４）TypeⅠに比べて引火点が低い。

問 17 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 18 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で次のうち誤ってい
るものはどれか。
（１）ジェネレータ （２）燃料ポンプ
（３）ハイドロ・ポンプ （４）滑油ポンプ

問 19 パーティクル・セパ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）空気の遠心力を利用する。
（２）砂や氷片等を分離する。
（３）金属片を吸着分離する。
（４）インレット・スクリーンと併用する。

問 20 ターボシャフト・エンジンの燃料コントロール装置について次のうち誤っているものはどれか。
（１）出力レバー位置に相当するタービン入口温度を制限値内に保つ。
（２）ロータ負荷の変動にかかわらずロータ回転数を自動的に保つ。
（３）ガバナを必要としない。
（４）大気状態の変化に関係なく、自動的に燃料流量を調整する。
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資　　格

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。

M22

Ｌ２ＡＴ１７０９７０

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

タービン発動機〔科目コード：１７〕

配点

判定基準

記　　　　号

注意
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問 １ 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１）ダクト・エンジンには、ダクテッドファン、パルスジェットの２種類がある。

（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）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。

（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 「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 ３ 気体の比熱について次のうち誤っているものはどれか。
（１）定圧比熱の方が定容比熱より大きい。
（２）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。
（３）定容比熱と定圧比熱との比を比熱比という。
（４）１kgの気体の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量を比熱という。

問 ４ 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）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。
（４）タービン・エンジンのサイクルは密閉サイクルである。

問 ５ 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）出力の９０～９５％は排気ジェットから得られる。
（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 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）熱効率が良く燃料消費率が低い。
（４）信頼性が高く故障取り卸しが少ない。
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問 ７ 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45,000 kg・m
（２）１分間当たり 約33,000 kg・m
（３）１分間当たり 約 4,500 kg・m
（４）１分間当たり 約 3,300 kg・m

問 ８ タービン・エンジンの出力に影響を及ぼす外的要因で次のうち最も関係しないもの
はどれか。
（１）大気温度 （２）大気圧力
（３）湿度 （４）飛行速度

問 ９ エンジン構成部位のうち最も高温にさらされるところは次のうちどこか。
　 （１）燃焼室

（２）タービン入口部
（３）タービン出口部
（４）排気ノズル部

問10 タービン・エンジンのホット・セクションで次のうち正しいものはどれか。
（１）コンプレッサの後段、燃焼室、タービン
（２）コンプレッサの後段、燃焼室、ギア・ボックス
（３）燃焼室、タービン、排気ノズル
（４）燃焼室、タービン、ギア・ボックス

問 11 タービン・エンジンの軸受けについて次のうち正しいものはどれか。
（１）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受ける。
（２）ボール軸受はオイルによる潤滑が不要である。
（３）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃すことができない。
（４）ローラ軸受はスラスト荷重を受ける。

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）ハブ・アンド・タイロッド方式
（２）ベーン・アンド・シュラウド方式
（３）ダブテール・ロック方式
（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。
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問14 タービン・エンジンの燃焼室に流入する空気量のうち、直接燃焼に利用される空気量は次の
うちどれか。
（１）約  25 ％ （２）約  50 ％
（３）約  75 ％ （４）約100 ％

問15 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16 タービン・エンジンの燃焼室ライナに主として使用される材料で次のうち正しいものはどれか。
（１）マグネシウム合金 （２）高張力鋼
（３）チタニウム合金 （４）耐熱合金

問17 エンジン出力の増加に伴う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は増加するが、HCとNOxは減少する。
（２）HCは減少するが、COとNOxは増加する。
（３）HCとCOは増加するが、NOxは減少する。
（４）HCとCOは減少するが、NOxは増加する。

問18 羽根角とは、プロペラの翼弦と次のいずれとのなす角をいうか。
（１）プロペラの回転角度
（２）プロペラの回転面
（３）プロペラ・ハブの中心
（４）機体の縦軸

問19 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・ブレードの材質　　　　　　        
（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20 プロペラが１回転する間に前進角のラセン路に沿って進む前進距離は次のうちどれか。　

（１）平均ピッチ
（２）有効ピッチ
（３）幾何ピッチ
（４）羽根ピッチ
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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〕

注意

M23

記　　　　号 Ｌ２ＨＴ１７０９７０

資　　格 二等航空運航整備士（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
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問 １ 次の記述のうち正しいものはどれか。
（１）ダクト・エンジンには、ダクテッドファン、パルスジェットの２種類がある。
（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）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。
（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 「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 ３ 気体の比熱について次のうち誤っているものはどれか。
（１）定圧比熱の方が定容比熱より大きい。
（２）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。
（３）定容比熱と定圧比熱との比を比熱比という。
（４）１kgの気体の温度を１℃上昇させるのに必要な熱量を比熱という。

問 ４ 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）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。
（４）タービン・エンジンのサイクルは密閉サイクルである。

問 ５ 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 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）熱効率が良く燃料消費率が低い。
（４）信頼性が高く故障取り卸しが少ない。
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問 ７ 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45,000 kg・m
（２）１分間当たり 約33,000 kg・m
（３）１分間当たり 約 4,500 kg・m
（４）１分間当たり 約 3,300 kg・m

問 ８ タービン・エンジンの出力に影響を及ぼす外的要因で次のうち最も関係しないもの
はどれか。
（１）大気温度 （２）大気圧力
（３）湿度 （４）飛行速度

問 ９ エンジン構成部位のうち最も高温にさらされるところは次のうちどこか。
　 （１）燃焼室

（２）タービン入口部
（３）タービン出口部
（４）排気ノズル部

問 10 タービン・エンジンのホット・セクションで次のうち正しいものはどれか。
（１）コンプレッサの後段、燃焼室、タービン
（２）コンプレッサの後段、燃焼室、ギア・ボックス
（３）燃焼室、タービン、排気ノズル
（４）燃焼室、タービン、ギア・ボックス

問 11 タービン・エンジンの軸受けについて次のうち正しいものはどれか。
（１）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受ける。
（２）ボール軸受はオイルによる潤滑が不要である。
（３）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃すことができない。
（４）ローラ軸受はスラスト荷重を受ける。

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）ハブ・アンド・タイロッド方式
（２）ベーン・アンド・シュラウド方式
（３）ダブテール・ロック方式
（４）ウィング・ディスク方式
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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 タービン・エンジンの燃焼室に流入する空気量のうち、直接燃焼に利用される空気量は次の
うちどれか。
（１）約  25 ％ （２）約  50 ％
（３）約  75 ％ （４）約100 ％

問 15 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 16 タービン・エンジンの燃焼室ライナに主として使用される材料で次のうち正しいものはどれか。
（１）マグネシウム合金 （２）高張力鋼
（３）チタニウム合金 （４）耐熱合金

問 17 エンジン出力の増加に伴う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は増加するが、HCとNOxは減少する。
（２）HCは減少するが、COとNOxは増加する。
（３）HCとCOは増加するが、NOxは減少する。
（４）HCとCOは減少するが、NOxは増加する。

問 18 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で次のうち誤ってい
るものはどれか。
（１）ジェネレータ （２）燃料ポンプ
（３）ハイドロ・ポンプ （４）滑油ポンプ

問 19 パーティクル・セパ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）空気の遠心力を利用する。
（２）砂や氷片等を分離する。
（３）金属片を吸着分離する。
（４）インレット・スクリーンと併用する。

問 20 ターボシャフト・エンジンの燃料コントロール装置について次のうち誤っているものはどれか。
（１）出力レバー位置に相当するタービン入口温度を制限値内に保つ。
（２）ロータ負荷の変動にかかわらずロータ回転数を自動的に保つ。
（３）ガバナを必要としない。
（４）大気状態の変化に関係なく、自動的に燃料流量を調整する。
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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 ７ 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

半球型は、燃焼の伝播が良く燃焼効率が高い。

半球型は、吸・排気弁の直径を小さくとれるので容積効率が増す。

円筒型は、同一容積に対し表面積が最小となる。

円筒型は、ヘッドの工作が容易で弁作動機構も簡単である。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ４

燃焼室からのガス漏れを防ぐ。

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

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。

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。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ａ）

燃焼室に関する説明で（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。

ピストン・リングの目的で（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。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｃ）１PS　＝　７５kg・m/s　＝　７４６W　（SI単位）

（Ｄ）ガス１gを１℃だけ温度を高めるのに要する熱量を比熱という。

（Ｂ）水１ｇの温度を１℃高めるのに要する熱量を１kcalという。

（Ａ）温度には摂氏温度と華氏温度が使用されている。

（Ｃ）運転の柔軟性

問 ２ 熱量と仕事に関する説明で（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。

（Ｄ）コンパクトさ

（Ｂ）高い熱効率（低い燃料消費率）

ピストン・エンジンの具備条件で（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）馬力当たりの重量が高いこと

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 ５

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

針状コロ軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

吸・排気弁は、耐熱性、耐摩耗性、耐食性に優れた合金鋼で作られている。

エンジン効率を上げるため、ガスの流れに対する抵抗が少なく気密性も要求されている。

弁軸を中空にしてその内部に金属ナトリウムを封入した冷却弁も多く使用されている。

高速回転ではカムの形状のとおりに開閉するが、低速回転では作動しなくなる傾向がある。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

最大トルクと平均トルクの比をトルク比という。

シリンダ数が多くなるほどトルク比は小さくなる。

シリンダ数が多くなるほどトルク変動は少なくなる。

平均トルクは回転速度に逆比例し、出力に比例する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

危険回転数を使用範囲に一致させる。

捩り振動の加振力を組み合わせて増大する。

クランク軸およびクランク室の剛性を高める。

クランク軸にダイナミック・ダンパを装備する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

クランク軸捩り振動の防止法として（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）

（Ｂ）

（Ｄ）

エンジン・トルクに関する説明で（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。

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｄ）

吸・排気弁に関する説明で（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。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

軸受けに関する説明で（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）
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問 ９

燃料の粘度の低下

燃料の過度の撹乱

燃料温度の下降

燃料にかける圧力の増加

（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

高々度において粘度が増加する。

高温度において粘度が増加する。

低温度において粘度が増加する。

温度による粘度変化が少ない。

（Ｃ）二重点火系統を装備することで燃焼効率とエンジン出力を増加させることができる。

航空用滑油に要求される高粘度指数の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）

（２）

（３）

（４）

（Ｄ）エンジンが低速運転時には外部電源が必要である。

（Ｃ）排気駆動型では摩擦損失が増加して機械効率が悪くなる。

（Ｄ）エンジン重量の増加となるが、馬力当たり重量の減少の方が大きい。

マグネト点火系統の特徴として（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）エンジン出力の一部を利用して機械的に駆動し発電している。

（Ｂ）マグネトは回転数とともに発生電圧も高くなる。

（Ｂ）吸気圧力を上げて吸入空気流量を減少させる。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

過給機(Supercharger)の影響および特徴として（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）燃料の気化を促進して混合気が均質となり各シリンダへの分配も均等となる。

（Ａ）

ベーパ・ロックの発生原因として（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。
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問 １３

ベロー式は油圧に応じて開閉する。

一定温度以上の高温時、すべてオイル・クーラ・コアを通す。

一定温度以下の低温時、一部をバイパスして流れを調節する。

バルブ・リリーフ・スプリングは油温により作動する。

（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） 無し 　

問 １６

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

空気の流入に対する抵抗は増加する。

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（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。

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）デフレクタ間に強制的に空気を通す。

（Ｂ）温度の高いシリンダに集中させる。

（Ｃ）人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

シリンダ・バフルの役目として（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。

（Ａ）

（Ｄ）二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（Ｃ）

（Ｄ）

排気系統の目的として（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）背圧を高め排気効率を上げる。

（Ｂ）集合排気管にすることで各シリンダの燃焼状態を判断できる。

（Ｂ）

滑油系統に使用されているオイル・クーラ・バイパス・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。
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問 １７

（１） 　５ （２）　 ７ （３）　 １０ （４）   １３

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

吸・排気バルブ・シート部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

不作動エンジンのプロペラがフェザでないと風車ブレーキ状態となり抗力が生じる。

フェザはプロペラ・ブレード前縁を飛行機の進行方向に向ける。

フェザはプロペラの回転を止めるための簡便な方法である。

不作動エンジンのプロペラをフェザにすることで上昇率や上昇限度が向上する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

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。

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） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

プロペラ・スピナの役目として（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。

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

シリンダ径200mm、ストローク 100mm、隙間容積 350㎤ の6シリンダエンジンの圧縮比
として次のうち最も近い値を選べ。

（Ｃ）

（Ｄ）

双発機のフェザ・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。

（Ｂ）

（Ｃ）

シリンダのコンプレッションが低いときの漏洩箇所として（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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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 ７ 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

半球型は、燃焼の伝播が良く燃焼効率が高い。

半球型は、吸・排気弁の直径を小さくとれるので容積効率が増す。

円筒型は、同一容積に対し表面積が最小となる。

円筒型は、ヘッドの工作が容易で弁作動機構も簡単である。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ４

燃焼室からのガス漏れを防ぐ。

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

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。

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。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）１PS　＝　７５kg・m/s　＝　７４６W　（SI単位）

（Ｄ）ガス１gを１℃だけ温度を高めるのに要する熱量を比熱という。

燃焼室に関する説明で（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。

ピストン・リングの目的で（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）

（Ｃ）

（Ａ）温度には摂氏温度と華氏温度が使用されている。

（Ｄ）コンパクトさ

（Ｂ）水１ｇの温度を１℃高めるのに要する熱量を１kcalという。

問 ２ 熱量と仕事に関する説明で（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）馬力当たりの重量が高いこと

（Ｃ）運転の柔軟性

（Ｂ）高い熱効率（低い燃料消費率）

ピストン・エンジンの具備条件で（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。

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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問 ５

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

針状コロ軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

吸・排気弁は、耐熱性、耐摩耗性、耐食性に優れた合金鋼で作られている。

エンジン効率を上げるため、ガスの流れに対する抵抗が少なく気密性も要求されている。

弁軸を中空にしてその内部に金属ナトリウムを封入した冷却弁も多く使用されている。

高速回転ではカムの形状のとおりに開閉するが、低速回転では作動しなくなる傾向がある。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

最大トルクと平均トルクの比をトルク比という。

シリンダ数が多くなるほどトルク比は小さくなる。

シリンダ数が多くなるほどトルク変動は少なくなる。

平均トルクは回転速度に逆比例し、出力に比例する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

危険回転数を使用範囲に一致させる。

捩り振動の加振力を組み合わせて増大する。

クランク軸およびクランク室の剛性を高める。

クランク軸にダイナミック・ダンパを装備する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｄ）

エンジン・トルクに関する説明で（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。

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）

クランク軸捩り振動の防止法として（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）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

吸・排気弁に関する説明で（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。

軸受けに関する説明で（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。
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問 ９

燃料の粘度の低下

燃料の過度の撹乱

燃料温度の下降

燃料にかける圧力の増加

（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

高々度において粘度が増加する。

高温度において粘度が増加する。

低温度において粘度が増加する。

温度による粘度変化が少ない。

（Ｂ）

（Ｃ）

（４）

（Ｂ）

（Ｃ）

（２）

（３）

エンジンが低速運転時には外部電源が必要である。

（Ｂ）吸気圧力を上げて吸入空気流量を減少させる。

（１）

（Ｄ）

航空用滑油に要求される高粘度指数の説明で次のうち正しいものはどれか。

二重点火系統を装備することで燃焼効率とエンジン出力を増加させることができる。

エンジン出力の一部を利用して機械的に駆動し発電している。

マグネトは回転数とともに発生電圧も高くなる。

（Ｃ）

（Ａ）燃料の気化を促進して混合気が均質となり各シリンダへの分配も均等となる。

（Ｄ）

過給機(Supercharger)の影響および特徴として（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。

ベーパ・ロックの発生原因として（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。

排気駆動型では摩擦損失が増加して機械効率が悪くなる。

（Ｄ）

マグネト点火系統の特徴として（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）

エンジン重量の増加となるが、馬力当たり重量の減少の方が大きい。

（Ａ）

２整・回・ピ発 -4／6



問 １３

ベロー式は油圧に応じて開閉する。

一定温度以上の高温時、すべてオイル・クーラ・コアを通す。

一定温度以下の低温時、一部をバイパスして流れを調節する。

バルブ・リリーフ・スプリングは油温により作動する。

（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） 無し 　

問 １６

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

（Ｄ）

（Ｃ）空気の流入に対する抵抗は増加する。

二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（Ｃ）人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

（Ａ）

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（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。

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｂ）温度の高いシリンダに集中させる。

滑油系統に使用されているオイル・クーラ・バイパス・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。

（Ｂ）

デフレクタ間に強制的に空気を通す。

シリンダ・バフルの役目として（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。

（Ｃ）

（Ａ）背圧を高め排気効率を上げる。

（Ｂ）集合排気管にすることで各シリンダの燃焼状態を判断できる。

（Ｄ）

排気系統の目的として（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）

２整・回・ピ発 -5／6



問 １７

（１） 　５ （２）　 ７ （３）　 １０ （４）   １３

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

吸・排気バルブ・シート部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（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

混合比 　 　 排気の色

非常に薄過ぎ ： 黄味がかった白色

適当（ただし巡航時） ： 青色（排気管出口にすぐ近く）

濃過ぎ ： 黒色の長い炎

非常な濃過ぎ ： 赤色でしかも白煙を吐く

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

つるまき方向の異なる内外２重の組み合わせになっている。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブシートに密着させる。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）サージング防止のためバルブ・スプリング固有振動数を上げる。

混合比と排気ガスの色の関係について（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。

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ｂ）

シリンダのコンプレッションが低いときの漏洩箇所として（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）

バルブ開閉運動中は作動機構の間隔を作らない。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

バルブ・スプ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。

シリンダ径200mm、ストローク 100mm、隙間容積 350㎤ の6シリンダエンジンの圧縮比
として次のうち最も近い値を選べ。
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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。

科　　目

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

記　　号 Ｔ ２ Ｇ  Ｍ １ ８ ０ ９ ７ ０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

半球型は、燃焼の伝播が良く燃焼効率が高い。

半球型は、吸・排気弁の直径を小さくとれるので容積効率が増す。

円筒型は、同一容積に対し表面積が最小となる。

円筒型は、ヘッドの工作が容易で弁作動機構も簡単である。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ４

燃焼室からのガス漏れを防ぐ。

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

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。

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。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｄ）

ガス１gを１℃だけ温度を高めるのに要する熱量を比熱という。

燃焼室に関する説明で（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。

１PS　＝　７５kg・m/s　＝　７４６W　（SI単位）

熱量と仕事に関する説明で（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）馬力当たりの重量が高いこと

（Ｃ）

（Ｂ）高い熱効率（低い燃料消費率）

ピストン・エンジンの具備条件で（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。

運転の柔軟性

コンパクトさ

（Ａ）

（Ｃ）

問 ２

（Ｃ）

（Ｄ）

温度には摂氏温度と華氏温度が使用されている。

（Ａ）

水１ｇの温度を１℃高めるのに要する熱量を１kcalという。（Ｂ）

ピストン・リングの目的で（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）
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問 ５

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

針状コロ軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ６

吸・排気弁は、耐熱性、耐摩耗性、耐食性に優れた合金鋼で作られている。

エンジン効率を上げるため、ガスの流れに対する抵抗が少なく気密性も要求されている。

弁軸を中空にしてその内部に金属ナトリウムを封入した冷却弁も多く使用されている。

高速回転ではカムの形状のとおりに開閉するが、低速回転では作動しなくなる傾向がある。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

最大トルクと平均トルクの比をトルク比という。

シリンダ数が多くなるほどトルク比は小さくなる。

シリンダ数が多くなるほどトルク変動は少なくなる。

平均トルクは回転速度に逆比例し、出力に比例する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

危険回転数を使用範囲に一致させる。

捩り振動の加振力を組み合わせて増大する。

クランク軸およびクランク室の剛性を高める。

クランク軸にダイナミック・ダンパを装備する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

軸受けに関する説明で（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）

（Ｄ）

（Ｂ）

エンジン・トルクに関する説明で（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。

クランク軸捩り振動の防止法として（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）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

吸・排気弁に関する説明で（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。
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問 ９

燃料の粘度の低下

燃料の過度の撹乱

燃料温度の下降

燃料にかける圧力の増加

（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

高々度において粘度が増加する。

高温度において粘度が増加する。

低温度において粘度が増加する。

温度による粘度変化が少ない。（４）

（３）

吸気圧力を上げて吸入空気流量を減少させる。

（Ｃ）二重点火系統を装備することで燃焼効率とエンジン出力を増加させることができる。

エンジン出力の一部を利用して機械的に駆動し発電している。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）

ベーパ・ロックの発生原因として（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）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｄ）

過給機(Supercharger)の影響および特徴として（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。

マグネトは回転数とともに発生電圧も高くなる。

燃料の気化を促進して混合気が均質となり各シリンダへの分配も均等となる。

マグネト点火系統の特徴として（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。

エンジン重量の増加となるが、馬力当たり重量の減少の方が大きい。

（１）

（２）

（Ｄ）エンジンが低速運転時には外部電源が必要である。

航空用滑油に要求される高粘度指数の説明で次のうち正しいものはどれか。

排気駆動型では摩擦損失が増加して機械効率が悪くなる。

（Ｂ）

 2整・動滑・ピ発　-4/6



問 １３

ベロー式は油圧に応じて開閉する。

一定温度以上の高温時、すべてオイル・クーラ・コアを通す。

一定温度以下の低温時、一部をバイパスして流れを調節する。

バルブ・リリーフ・スプリングは油温により作動する。

（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） 無し 　

問 １６

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（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。

（Ｂ）温度の高いシリンダに集中させる。

排気系統の目的として（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。

デフレクタ間に強制的に空気を通す。（Ａ）

（Ｃ）

人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（Ｄ）

（Ｃ）

滑油系統に使用されているオイル・クーラ・バイパス・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。

背圧を高め排気効率を上げる。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ａ）

シリンダ・バフルの役目として（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。

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）集合排気管にすることで各シリンダの燃焼状態を判断できる。

（Ｃ）空気の流入に対する抵抗は増加する。
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問 １７

（１） 　５ （２）　 ７ （３）　 １０ （４）   １３

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

吸・排気バルブ・シート部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（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

降下時

プロペラ・ブレードに働く力として(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）圧縮

（Ｂ）曲げ

（Ｃ）引張

（４）巡航時

（Ｄ）ねじり

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）

（Ｄ）

シリンダのコンプレッションが低いときの漏洩箇所として（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）

（Ｂ）

シリンダ径200mm、ストローク 100mm、隙間容積 350㎤ の6シリンダエンジンの圧縮比
として次のうち最も近い値を選べ。
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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 ７ 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 摂氏30 
o
を華氏に換算した温度で次のうち正しいものはどれか。

（１）97
o （２）86 

o （３）59 
o

（４）22 
o

問 2 空気を断熱膨張させた場合、温度の変化について次のうち正しいものはどれか。

（１）上がる。 （２）下がる。 （３）変化しない。

問 3 燃料消費率について次のうち正しいものはどれか。

１時間当たりの燃料消費量をいう。

１時間、１馬力当たりの燃料消費量をいう。

燃料１㎏の発熱量と、１時間当たりの燃料消費量との比をいう。

正味仕事と受熱量との比をいう。

問 4 エンジンの出力を支配する要素として次のうち誤っているものはどれか。

吸気温度

吸気圧力

排気温度

排気背圧

問 5 シリンダに付いているフィン・スタビライザの目的で次のうち正しいものはどれか。

（1）冷却効果の向上

（2）共振の防止

（3）強度の向上

（4）重量軽減

問 6 ピストン・リングの役目で次のうち誤っているものはどれか。

（1）軸受けの役目

（2）滑油の制御

（3）強度の向上

熱伝導

問 7 クランク・シャフトの危険回転数の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）クランク・シャフトの慣性力のため運転を制御できなくなる回転数

（２）クランク・シャフトが強度的に耐えることが出来なくなる回転数

（３）ねじり振動とクランク・シャフトの固有振動が一致する回転数

（４）ピストンその他の構成部品が追従できず破損に至る回転数

（4）

（3）

（4）

（1）

（2）

（1）

（2）

（3）

（4）
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問 8 ころがり軸受けと比較した平軸受けの説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）ラジアル荷重を受ける。

（２）点接触である。

（３）大荷重に耐える。

（４）摩擦が大きい。

問 9 キャブレタのオートマチック・ミクスチャ・コントロールの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）混合気を濃くする。

（２）点火時期を調整する。

（３）空燃比を調整する。

（４）マニホールド・プレッシャを上げる。

問10 デトネーションの発生原因で次のうち正しいものはどれか。

（１）発火遅れ

（２）末端ガスの圧力低下

（３）末端ガスの温度低下

（４）耐爆性の高い燃料の使用

問11 ピストン・エンジンに二重点火・マグネト系統が使用される理由で次のうち

正しいものはどれか。

（１）フラッシュ・オーバーの防止

（２）構造の簡素化

（３）デトネーションの防止

（４）べーパ・ロックの防止

問12 過給（Supercharging）の主な目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）吸入空気速度を増す。

（２）排気ガス速度を増す。

（３）吸入空気流量を増す。

（４）排気ガス圧力を増す。

問13 一般に寒冷時に使用するエンジン・オイルの粘度で次のうち正しいものはどれか。

（１）粘度の高いものを使用する。

（２）粘度の低いものを使用する。

（３）外気温度に関わらず粘度の高いものを使用する。

問14 潤滑系統に求められる作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）滑油の発熱量

（２）適正な油圧

（３）適正な油温

（４）清浄性
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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 マニホールド圧力計について次のうち正しいものはどれか。

（１）インテーク・マニホールド内の絶対圧力を指示する。

（２）インテーク・マニホールドの入口と出口の差圧を指示する。

（３）インテーク・マニホールドと外気圧力の差圧を指示する。

（４）インテーク・マニホールドとシリンダ内の差圧を指示する。

問17 排気温度について次のうち誤っているものはどれか。

（１）圧縮比の高いエンジンは排気温度も高い。

（２）排気温度の計測には熱電対を用いる。

（３）混合比が濃すぎると排気温度は上がる。

問18 アイドリングの際、ミクスチャを薄くして運転することがある。この目的で次のうち

正しいものはどれか。

（１）燃料を節約するため

（２）スパーク・プラグの汚損防止のため

（３）オイル・テンプの上昇を早くするため

（４）シリンダ・ヘッド・テンプを抑えるため

問19 定速プロペラ（Constant Speed Propeller）の説明について次のうち正しいものはどれか。

（１）エンジンの出力や飛行状態が変化しても一定の回転速度を保つように制御される。

（２）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。

（３）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。

（４）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。

問20 プロペラ前進角を運用状態により比較した場合で次のうち正しいものはどれか。

（１）地上滑走時 ＜ 離陸時 ＜ 巡航時

（２）地上滑走時 ＜ 巡航時 ＜ 離陸時

（３）離陸時 ＜ 巡航時 ＜ 地上滑走時

（４）巡航時 ＜ 地上滑走時 ＜ 離陸時
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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。

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

「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 Ｔ１ＡＸ１００９７０

☆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）
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問1

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）
（６）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 3

（Ａ）

（Ｂ）

（１）1

（２）2

（３）3

（４）無し

（Ｖ - ＶＡ）

（A）コレクタ接地回路　（B）ベース接地回路　　　（C）エミッタ接地回路

 ＣＡ

静電容量が分かっているコンデンサCAと容量が不明のコンデンサCXを直列に接続し、下図のよ
うに電圧Vなる電池に接続した時の説明として（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。

コンデンサ CAに蓄えられている電気量：QA = CX - CA

コンデンサCX両端の電圧：VX = V - VA

（Ｃ）
ＶＡ

コンデンサCXの容量をCA、VA、Vで表すと： ＣＸ =

トランジスタの接地方式の組合せで次のうち正しいものはどれか。

（A） （B） （C）

（A）ベース接地回路　　（B）コレクタ接地回路　　（C）エミッタ接地回路

（A）エミッタ接地回路　（B）ベース接地回路　　　（C）コレクタ接地回路

（A）エミッタ接地回路　（B）コレクタ接地回路　　（C）ベース接地回路

（A）コレクタ接地回路　（B）エミッタ接地回路　　（C）ベース接地回路

インピーダンス：　２０Ω　　、回路電流：１０Ａ

インピーダンス：　４０Ω　　、回路電流：　８Ａ

（A）ベース接地回路　　（B）エミッタ接地回路　　（C）コレクタ接地回路

インピーダンス：　８０Ω　　、回路電流：　４Ａ
インピーダンス：１００Ω　　、回路電流：　２Ａ

インピーダンス：　６０Ω　　、回路電流：　６Ａ

下記回路の合成インピーダンスと電流の組合せ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。

インピーダンス：　　２Ω　　、回路電流：１２Ａ
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問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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

四分円差の修正：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。
不易差の修正：磁気コンパスを取り付けているねじを緩めて、軸線が一致するように改
め、取り付けねじを締める。

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。

発電機の原理はフレミングの左手の法則で親指は運動の方向を示す。

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。

電圧変更が容易にできる。

QNH適用区域境界線外の洋上飛行を行うとき。

モータの作動原理はフレミングの右手の法則で人さし指は磁界の方向を示す。

気圧高度計の気圧補正目盛を"29.92 in-Hg"にセットする場合の説明として（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。

滑走路上で高度計の指示が "０" Ftを指示させたいとき。

発動機の性能運転等において気圧高度を知る必要があるとき。

モータの作動原理はフレミングの右手の法則で親指は電磁力の方向を示す。

同一の出力を発生させるのに発電機を小型軽量にできる。

半円差の修正：磁気コンパスの自差修正装置にある補正用の２つのねじ（N-S,E-W）を
回して修正する。

渦流誤差の修正：コンパス液の比重を調整することによりコンパス・カードの不規則な
動きを調整する。

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）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

発電機の原理はフレミングの左手の法則で人さし指は磁界の方向を示す。

使用滑走路の標高（海抜）を知りたいとき。

低電圧にして細い電線で多量の電力を送ることができる。

エンジンの低速から高速にかけて広範囲の回転数でも電圧の変化は少ない。
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問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

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

サーミスタの場合には並列に電気抵抗の温度係数が小さい抵抗を接続して、温度と電気
抵抗の関係の直線性を改善している。

VOR局から見た航空機の磁方位を知ることができる。

TO - FROM指示計でVOR局に向かって飛行しているか、あるいはVOR局を通過して
離れているか表示される。

VOR局は受信方位によって位相の変化する基準位相信号と全方位にわたって位相の一定
な可変位相信号を含んだ電波を発射している。

皮相電力：9,000（VA）、力率：75（%）

周波数は短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

150（V）の交流モータに60（A）の電流が流れている時、電力計の指示は7,650（W）で
あった時の説明として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。

皮相電力：7,000（VA）、力率：65（%）

皮相電力：1,100（VA）、力率：65（%）

皮相電力：8,000（VA）、力率：85（%）

交差線輪型の温度計は、比率型計器と呼ばれる。

同じマッハ数でも高度が低くなると対気速度の値は大きくなる。

皮相電力：9,000（VA）、力率：85（%）

電気抵抗の変化を利用した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。

温度を感知する部分にはニッケルの細い線又はサーミスタなどが用いられている。

交差線輪型の温度計は、電源電圧が変動しても指示値はほとんど変わらない利点がある。

マッハ計は密閉容器の中に差圧空ごうと真空空ごうがある。

高速機では最大運用限界速度がマッハ数で制限される場合が多いため、飛行している高
度の音速に応じて最大運用限界速度を変えて指示させている。

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。

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。

全圧と静圧を計測し、その差から動圧を得て速度を指示する。

皮相電力：1,000（VA）、力率：85（%）
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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

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

第２の定理でNAND回路は、NOT回路とAND回路で作ることができる。

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。

目盛は、小型機では機体が滑走路に静止しているときマイナスを大型機ではプラスを指
すように調整する必要がある。
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を向くようアンテナ安定回
路（アンテナ・スタビライゼーション）機能を備えている。

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である。

DGのロータ軸が一定の方向を保つように制御することを自立制御と呼んでいる。

レート・ジャイロは角速度を計測又は検出する目的で作られたジャイロである。

レーザ・ジャイロには機械的な回転部分がない。

論理式、ド・モルガンの定理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。

第１の定理：論理和から論理積へ変換する定理

第２の定理：論理積から論理和へ変換する定理

第１の定理でNOR回路は、NOT回路とOR回路で作ることができる。

航空保安無線施設や全地球的衛星航法システムからの信号をもとに搭載FMSが自機位置
を計算し、その結果を基にRNAV経路に沿って飛行する航法である。

対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置に機体の高度と降下率を知らせる重要
な装備品である。

エリア・ナビゲーショ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。

全地球的衛星航法システムにおいて使用できる測位衛星システムには、GPS、
GLONASS、GALILEOがある。
出発と進入／着陸など空港周辺地域のみでの航法である。

航空保安無線施設を利用する陸上の航法で洋上では行えない。

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。

VGのロータ軸が重力方向を向くように制御することをスレービングと呼んでいる。
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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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

乗員や乗客が酸素吸入を始めなければならない高度に達したときに警報を発する装置で
ある。
高度警報コンピュータに高度を設定し、その高度に近づいたり、またはその高度から逸
脱した時に警報灯や警報音によってパイロットへ注意を促す装置である。
対地接近警報装置（EGPWS）の一部で障害物に接近していることをパイロットへ知ら
せるための装置である。

海岸線誤差

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誤差で次のうち正
しいものはどれか。

北旋誤差

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。

上昇率限度を超えて上昇したときに警報を発する装置である。

ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

縦軸の釣合いを保つ。

縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

高度警報装置（Altitude Alert System）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。

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。

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。

PFDの表示情報はNDに比べて優先度が高いため、表示装置の大きさはNDよりやや大き
めとなっている。

ティルト誤差

四分円誤差

夜間誤差

NDはVOR、ADF、ILSなどの無線航法装置からの航法情報のみをまとめて表示する装
置である。

加速度誤差
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問20

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

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

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。

ATT Modeは、姿勢及び方位基準としてのみ使用するモードである。

アライメントに要する時間は、高緯度となるほど短くなる。

加速度計とレート・ジャイロを機体に直付けするストラップ・ダウン方式をとってい
る。

Battery電源を受け交流に変換して常にMain AC Busに供給している。

IRSで算出する機首方位は真方位であるため、IRSでは地球表面を500個に分割した磁
気マップを持っている。

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。

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通時
間を増して周波数を変えずに出力電圧を増す。

Ⅰ1 =   6 A  、Ⅰ2 =    2 A  、 Ⅰ3 =   8 A

Ⅰ1 =   4 A  、Ⅰ2 =    6 A  、 Ⅰ3 =  10A

Ⅰ1 =  7.5A 、Ⅰ2 =   -5A  、 Ⅰ3 =  2.5A

Ⅰ1 =  15A  、Ⅰ2 = -10A  、 Ⅰ3 =   5 A

見通し距離外まで伝搬する現象

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。

音量が変化したりゆがんだりする現象

HFを受信しているときに発生する現象

突然電界強度が低下し、または消失する現象

Ⅰ1 =   8 A  、Ⅰ2 =   -4 A  、 Ⅰ3 =  4 A

フェージング現象の説明として（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。

Ⅰ1 =  10A  、Ⅰ2 =   -8 A 、 Ⅰ3 =   2 A

下図で V1 = 16 V、V2 = 8V、R1 = 0.8Ω、R2 = 0.4Ω、R3 = 4Ω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。
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問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

真対気速度：全温度とマッハ数から計算

ＲＭⅠ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。

二針式のＲＭⅠは同軸二針式構造である。

マッハ数：ピトー圧と静圧の比から計算

指示対気速度：ピトー圧と静圧の差（動圧）から計算

静温度：外気温度と真対気速度から計算

気圧高度：静圧孔が検出した静圧を基に計算

コンパス・システムとADFを組み合わせたＲＭⅠでは、機首方位及び飛行コースとの変
位が表示される。
コンパス・システムとVORを組み合わせたＲＭⅠでは、機首方位とVOR無線方位が表
示される。

エア・データの算出に関する説明として（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。

二針式のＲＭⅠの場合にもそれぞれの指針はVOR又はADFに切り替えて使用すること
ができる。
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（1）

（2）

☆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。

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。

☆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。

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ１ＨＸ１００９７０

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
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問 1

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

問 2

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）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

同じ太さの導体でも長さが半分になると抵抗は半分になる。

導体温度が上昇するにつれて抵抗は増加する。

ワット：仕事率の単位

電気の組立単位の説明として（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。

クーロン：静電容量の単位

ファラッド：インダクタンスの単位

ヘンリー：電気量の単位

テスラ：磁束密度の単位

航空機の電気配線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。

取付電線のたるみ程度：一般電線グループまたは電線束では支持点間で1/2in以上た
るんではならない。

クランプによる電線の支持：クランプの間隔は24inを超えないこと。

導体の断面積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小さい材質であ
り、銅が最も多く利用されている導体である。

NOT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。

電線を曲げる場合：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。

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。

OR回路：入力全部が０のときのみ出力が０になる回路で入力数が３以上の場合にも拡
張できる。
NOR回路：OR回路とNOT回路を接続した回路で入力全部が０のときのみ出力が１に
なる回路である。
排他的OR回路：多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路である。

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。
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問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2

（３）3 （４）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

２個の電源のある回路の説明として（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。

ＶＧの姿勢情報は、自動操縦装置、気象レーダ及び飛行記録装置などに用いられてい
る。
ＶＧのロータ軸が重力方向を向くように制御することを自立制御と呼んでいる。

ジャイロ計器に関する説明として（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。

レート・ジャイロの入力軸とは計測又は検出しようとする角速度が与えられる軸を言
い、出力軸とは入力軸に与えられた角速度によってプリセッションが生じる軸を言
う。

半円差とは全ての磁方位で一定の大きさで現れる誤差である。

点Ａにキルヒホッフの第１法則を適用すると：Ⅰ1＋Ⅰ2－Ⅰ3＝０

閉回路Ｂにキルヒホッフの第２法則を適用すると：Ⅰ2 R２＋Ⅰ3 R3＝V2

半円差、四分円差、不易差、これら３つの和を自差と呼ぶ。

容積式流量計から指示器までの電気的な伝達方式はシンクロ（又はデシン、マグネシ
ン）などが利用されている。

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。

質量流量計の表示単位はガロン／時（Gal/h）となる。

実用されている流量計は差圧式、容積式及び質量流量計である。

閉回路Ｃにキルヒホッフの第２法則を適用すると：Ⅰ1 R1－Ⅰ2 R2＝V1－Ｖ2

四分円差とは航空機に使用されている軟鉄材料によって地磁気の磁場が乱されるため
に生じる誤差である。
不易差とは航空機が自ら発生する磁気によって生じる誤差である。

流量計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。

機械式ジャイロの剛性はロータの回転速度が大きいほど、また同じ重さであれば回転
軸から遠くに質量を分布させるほど弱い。

ＤＧのスレービングとは、ロータ軸が一定の方向を保つように制御していることを言
う。
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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

電波は大地による電波エネルギーの吸収や反射により減衰する。

高周波電流によって生じた電波は、その高周波電流の周波数と同じ速さで強さが変わ
る。

サーボ機構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。

デジタル気象レーダでは、アンテナ駆動部にステップ・モータが使用されている。

波長は波の進行速度を周波数で割ったものに等しい。

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。

航空機から見たVOR局方位が測定できる方位情報を含んだ電波を発射している無線標
識である。

VORはADFに比べ精度が良く指示も安定している。

基準位相信号と可変位相信号の位相の遅れを測定することによりVOR局から見た航空
機の磁方位を知ることができる。

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

VORチャンネルは50（kHz）ごとに割り当てられている。

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。

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。

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

周波数が低い電波は波長が長く、周波数が高い電波は波長が短い。

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

電気式サーボ機構には、直流サーボ、交流サーボ及びパイロット弁サーボがある。

交流サーボ・モータとして３相サーボ・モータ（３相誘導電動機）が用いられてい
る。
油圧式サーボは電気式サーボに比べ応答速度が速い。

一整（回）・電子装備品等-4/8



問13

（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

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

０．０７２６（Ａ）

モータの作動原理はフレミングの左手の法則で親指は運動の方向を示す。

発電機の原理はフレミングの右手の法則で親指は電磁力の方向を示す。

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。

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。

０．０８２９（Ａ） ０．０９２７（Ａ） ０．１０３０（Ａ）

下記 ＲＣ並列回路でコンデンサＣに流れる電流ⅠC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。

０．０５３０（Ａ） ０．０６２５（Ａ）

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。

同じマッハ数でも高度が高くなると対気速度の値は大きくなる。

ローカライザ装置はUHF帯、グライド・パス装置はVHF帯の電波を利用している。

気圧高度計の誤差には、目盛誤差、温度誤差、弾性誤差及び機械的誤差がある。

計器着陸装置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。

高度０ではρ=ρ0であるからTAS = EAS = CASとなる。

滑走路末端までの距離を知るためにマーカ・ビーコンがあり、滑走路に近い方からイ
ンナ・マーカ（白）、ミドル・マーカ（青）、アウタ・マーカ（アンバー）の順に設
置されている。

機上設備は、ローカライザ受信機、グライド・パス受信機、マーカ受信機、ILS偏位計
及びマーカ・ライトから構成されている。

ローカライザ受信機の周波数選択回路でグライド・パス受信機の周波数選択も一緒に
行われる。

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。

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。
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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

キャパシタンスは交流電流に対し抵抗を示し、この抵抗を誘導リアクタンスという。

ADFで使われる周波数は190～1,750（kHz）で電波を発射している無線局の磁方位
を指示器に指示する。

キャパシタンス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。

ＡＤＦ（自動方向探知機）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。

地上の無線局はADFのために設置されている無指向性ラジオ・ビーコン又は中波放送
局でもよい。

キャパシタンス成分のみを含む回路では電流は電圧より90°又は1/4周期遅れる。

コンデンサを直列接続すると、全てのコンデンサの端子電圧は電源電圧に等しい。

フライト・ディレクタは手動操縦の指令を与えるものであって、操作はパイロットの
操縦感覚に任されている。

コンデンサを並列接続すると、各コンデンサの端子電圧の総和は電源電圧に等しい。

指向性（ループ）アンテナの取付け位置は四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。

あらかじめ設定した飛行姿勢を保つためのロール軸とピッチ軸の操縦指令を指示する
システムである。

端子ａ - ｂ間の電圧は３２（Ｖ）である。

下図で１０（Ω）の抵抗に２（Ａ）の電流を流す電源回路の説明として（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。

５（Ω）の抵抗に流れる電流は４（Ａ）である。

２（Ω）の抵抗を流れる電流は１０（Ａ）である。

２（Ω）の抵抗両端の電圧は２０（Ｖ）である。

指向性（ループ）アンテナと無指向性（センス）アンテナが用いられ、これらのアン
テナと受信機を結ぶ同軸ケーブルは定められた長さである。

フライト・ディレクタ（Flight Director）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。

コンピュータからの操縦指令がＨＳＩに指示される。

オートパイロットを使用しているときフライト・ディレクタはオートパイロットのモ
ニタの働きをする。
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問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）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

ワードとはコンピュータのメモリと演算部及び制御部との間でひとまとめにしてやり
とりができる情報の単位を言う。

データ・バスの説明として（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。

ビットとは "0" と "1" の組み合わせで表現できる情報の単位を言う。

交流回路の電力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。

密度が大きいほど大きくなる。

有効電力と皮相電力の比を力率と呼ぶ。

回路保護装置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。

温度が上昇すると燃料が膨張して容積が増し小さくなる。

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）～
（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

空気と燃料の誘電率は１：２で空気の方が小さい。

無効電力は、交流回路のリアクタンス分に生じる電力である。

電力計が指示するのは皮相電力である。

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し、この２つの積
を有効電力と呼ぶ。

航空機の場合1ワード32ビット（4バイト）の系列（ARINC429規格）と1ワード20
ビットの系列（ARINC629規格）の２種類が主に使われている。
数字、英字や特殊文字などは8ビットであらわされ、この1文字を表現する8ビットを
1バイトと呼んでいる。

ヒューズは主に機器に過電流が流れた場合、機内配線を保護するためにある。

ヒューズは溶けやすい鉛や錫などの合金で負荷に並列に接続して使用する。

定格毎に安全な回路保護に必要な個数の半数以上の予備ヒューズを飛行中使用できる
ように備えなければならない。（耐空性審査要領による）

ヒューズにはクイック・ブロー・タイプとスロー・ブロー・タイプの２種類がある。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

励磁電圧の周波数の２倍の電圧で励磁されたシンクロ発信機に相当する。

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。

地磁気の水平分力を検出し、電気信号として真方位が出力される。

真方位信号はDGなどによって安定化され、北旋誤差、渦流誤差などは取り除かれる。

翼端、胴体後部などに取り付けるのは四分円差、半円差の影響が少ないためである。
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（1）

（2）

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

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ２ＸＸ１００９７O

☆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。

☆配     点 １問　５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

（1）

（2）

（3）

（4）

問 4

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

容量の異なる３個のコンデンサを直列に接続したときの容量で次のうち正しいものはどれか。

一番小さなコンデンサの容量よりも小さくなる。

直流電源系統の説明として（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。

主母線には直流発電機と蓄電池が直列に接続されている。

蓄電池は主母線の電圧変動を防止すると共に発電機故障時の緊急電源として機能する。

蓄電池と発電機のマイナス端子を直接機体に接続する接地帰還方式が採用されている。

整流型直流発電機が装備された電源系統では逆流遮断器が必要である。

基本論理回路「NOR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。

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回路とNOT回路を接続した回路である。

入力全部が０のときのみ出力が１になる回路である。

多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路である。

一番大きなコンデンサの容量よりも大きくなる。

３つの容量の和になる。

３つの容量の平均値になる。

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。

航空機に用いられている各種の温度受感部に利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。

固体の膨張

液体の膨張

熱電対

Δ結線において線間電圧は相電圧の　　倍となる。

Δ結線において線間電流は相電流に等しい。

Ｙ結線において線間電圧は相電圧に等しい。

Ｙ結線において相電流は線間電流の　　  倍となる。

電気抵抗の変化

3

3
1
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問 6

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 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

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

低温特性がよく-40℃でも規定容量の75%は放電できる。

皮相電力は600（W）である。

交流電源において電圧計150V、電流計5A、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。

力率は６０％である。

無効電力は３５０（var）である。

有効電力は750（VA）である。

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。

電解液温度が57℃以上では起電圧が低下し、熱暴走現象を起こす。

直巻電動機：低速度時にトルクが大きい。

分巻電動機：界磁及び電機子の電源が共通になっており、１つの電源があれば運転でき
る。
他励電動機：速度制御は主として電機子側の電圧を加減して行い、速度の制御範囲が広
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。

直流電動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。

複巻電動機：分巻界磁と直巻界磁を持ち、速度制御は分巻界磁電流によって行う。

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。

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）～（Ｃ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

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。

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。

半円差、四分円差の少ない翼端、胴体後部などに取り付けられている。

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。

指示の原理は真空空ごうを用いて大気の絶対圧力を測定している。

14,000Ft以上の高高度飛行ではQNE規正、洋上飛行中はQFE規正を行う。

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。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、滑走路上で高度計が "0"Ftとな
る。
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問11

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

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

小型で大きなトルクを得られる。

ロール・サーボ：ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

ヨー・サーボ：横揺れを制御し、機首方位を保つ。

トリム・サーボ：縦軸の釣合いを保つ。

（D）

直流サーボ・モータの説明として（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。

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。

速度制御が容易で低速度での効率が高い。

電機子制御サーボ・モータと界磁制御サーボ・モータに大別される。

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。

直流発電機の励磁方法の組合わせで次のうち正しいものはどれか。

（A）分巻発電機　（B）直巻発電機　（C）複巻発電機　（Ｄ）他励発電機

（A）他励発電機　（B）複巻発電機　（C）直巻発電機　（Ｄ）分巻発電機

（A）複巻発電機　（B）他励発電機　（C）分巻発電機　（Ｄ）直巻発電機

（A）他励発電機　（B）直巻発電機　（C）分巻発電機　（Ｄ）複巻発電機

（A） （B）

（C）

ピッチ・サーボ：縦揺れを制御し水平飛行を保つ。

（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。

（A）分巻発電機　（B）他励発電機　（C）直巻発電機　（Ｄ）複巻発電機

（A）直巻発電機　（B）分巻発電機　（C）複巻発電機　（Ｄ）他励発電機

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。

併設されているDMEと組み合わせれば、現在位置が計算できる。

指向性（ループ）アンテナと無指向性（センス）アンテナが用いられている。

オートパイロットのサーボ・モータの機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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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）

（Ｅ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 5 （６） 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

モードSトランスポンダは個別識別トランスポンダである。

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。

水平儀はジャイロのロータ軸を垂直にした自由度２のジャイロである。

旋回計は剛性のみを利用した計器である。

定針儀には「方位カード型」と「方位ドラム型」の２種類がある。

レート・ジャイロは角速度を計測又は検出する目的で作られたジャイロである。

鉛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。

ヒンジ部の溶着防止

静電気の蓄積防止

ATCトランスポンダに関する説明で（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。

使用周波数帯はDMEと同じである。

モードCトランスポンダは高度情報も送信する。

信号はパルス変調である。

可動部分の脱落防止

コンパス・カードの不要な動揺を制動している。

ボンディング・ワイヤの目的として（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。

異種金属間の腐食防止

磁気コンパスの内部がコンパス液で充たされている理由として（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。

コンパス・カードの静電気による傾きの防止。

電解液は希硫酸で放電すると比重は容量に比例して低下する。

航空機の場合は放電率は５時間と規定している。

完全充電時の比重は1.28～1.30である。

電解液は水の電気分解によって失われるため、定期的に補充する必要がある。

コンパス・カードにはフロートが設けられており、その浮力によってピボットにかかる重
量軽減、ピボットの摩耗及び摩擦による誤差を軽減している。

コンパス・カードとラバー・ラインの間隔が大きいので視差を少なくするため。

無線障害の減少
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問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

ファラッド：インダクタンスの単位

ヘンリー：電気量の単位

テスラ：磁束密度の単位

電気の組立単位の説明として（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。

クーロン：静電容量の単位

二整（共通）・電子装備品等-6/6



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 Ｆ１ＸＸ０３０９７０

☆ 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 耐空性審査要領における「超過禁止速度」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（１）ＶＡ

（２）ＶＣ

（３）ＶＬＯ

（４）ＶＮＥ

問 ２ 標準大気状態において大気温度がー５℃になる高度で次のうち正しいものはどれか。

（１） ５，０００ｆｔ （２）１０，０００ｆｔ

（３）１５，０００ｆｔ （４）２０，０００ｆｔ

問 ３ ある管の中を連続して定量的に流れる流体について次のうち正しいものはどれか。

（１）管の径が小さいところでは流れは遅く管の径が大きいところでは流れは速くなる。

（２）管の径が小さいところでは流れが速く管の径が大きいところでは流れが遅くなる。

（３）管の径の大きさに拘わらず、流れは一定の速度である。

問 ４ 単位について次のうち誤っているものはどれか。

（１）重量１lbは２．２㎏である。

（２）圧力１気圧は１４．７psiである。

（３）長さ１inは２．５４㎝である。

（４）距離１nm（海里）は１．８５kmである。

問 ５ 翼の迎え角が減少したときの風圧中心の移動について次のうち正しいものはどれか。

（１）翼の前縁方向へ移動する。

（２）翼の後縁方向へ移動する。

（３）風圧中心の位置は一定であり移動しない。

（４）翼の特性により移動方向は異なる。

問 ６ 揚力（対称翼は除く）について次のうち正しいものはどれか。

（１）翼に働く空気力の機軸に垂直な分力成分

（２）翼に働く空気力の気流に垂直な分力成分

（３）翼に働く空気力の翼弦線に垂直な分力成分

問 ７ 空力平均翼弦（ＭＡＣ）で次のうち正しいものはどれか。

（１）翼の各断面における翼弦線の長さを平均したもの

（２）翼の空気力学的特性を代表する部分の翼弦

（３）空力中心が翼弦線上にきた時の翼弦

（４）翼端と翼付根の間の中央部における翼弦

問 ８ 揚力係数 1.458 の飛行機の失速速度が 100 km/h であるとき、フラップを下げたことに

より揚力係数が 1.8 になった場合の失速速度は毎時何 km か。

次のうち正しいものはどれか。

（１）８０ （２）９０ （３）100 （４）110 （５）1２0

問 ９ 主翼の上反角について次のうち誤っているものはどれか。

（１）上反角が小さすぎると旋回時横滑りしやすい。

（２）上反角が大きすぎ方向安定が弱いとダッチロールを起こす。

（３）上反角は低翼機より高翼機の方が大きい。

（４）後退翼は上反角効果を持っている。
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問１０ 水平飛行中の飛行機の操舵で次のうち誤っているものはどれか。

（１）操縦桿を左に回すと左補助翼が上がり右補助翼が下がって左に旋回する。

（２）操縦桿を前へ押すと昇降舵が下がり機首が下がって降下する。

（３）右の方向舵ペダルを踏み込むと方向舵が左に曲がり機首を右に振る。

（４）方向舵は旋回飛行の補助として使用される。

問１１ 前進飛行中のヘリコプタのメイン・ロータ・ブレード迎角が最大となるところで次のうち正し

いものはどれか。ただし、メイン・ロータの回転方向は上方より見て反時計方向とする。

（１）進行方向に対して１８０°の方向 （２）進行方向に対して右９０°の方向

（３）進行方向に対して左９０°の方向 （４）進行方向

問１２ アルミニウム合金の合金記号と主な使用箇所の組み合わせで、次のうち誤っているものはどれ

か。

（１）1100：燃料・滑油タンク （２）2014：鍛造部品、プロペラ

（３）2117：補機のケース （４）2024：航空機の外板

（５）6061：翼端、カウリング （６）7075：航空機の主翼外板

問１３ 金属材料のクリープについて次のうち正しいものはどれか。

（１）材料を長時間放置しておくとクリープは顕著に進行する。

（２）応力が高いほど、温度が低いほど顕著に進行する。

（３）金属の内部組織が安定しているもの程クリープに弱い。

（４）１８－８ステンレスや高クロームニッケル鋼はクリープに弱い。

問１４ 熱可塑性樹脂で次のうち誤っているものはどれか。

（１）ＡＢＳ樹脂 （２）ポリエチレン樹脂 （３）ポリカーボネイト樹脂

（４）ポリウレタン樹脂 （５）塩化ビニル樹脂

問１５ シリコンゴムの性質で次のうち誤っているものはどれか。

（１）熱に対する安定性が高い。

（２）耐寒性、耐候性に優れている。

（３）電気絶縁性に優れている。

（４）鉱油に耐えうる。

（５）使用温度範囲は－５０～２５０℃である。

問１６ レダンダント構造方式について次のうち正しいものはどれか

（１）部材が破壊しはじめるとその部材が受け持つ荷重がすべて硬い補強材に転移される。

（２）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。

（３）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。

（４）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。

問１７ 舵面とタブとを一定の長さのリンクで結合して操舵力を軽減させるタブで、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）フィックスド・タブ

問１８ 油圧系統のチェック・バルブの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）流体の流れを一方向には流すが逆方向には流さない。

（２）流体の流量を減少させ装置の作動を遅らせる。

（３）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。

（４）流体の圧力を一定に保つ。
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問１９ 脚に装備されるオレオ式緩衝装置で次のうち正しいものはどれか。

（１）縮みやすく伸びにくい構造である。

（２）オイルのみ充填されていてオイルの移動で緩衝する。

（３）空気のみ充填されていてオイルは潤滑目的で少量入っている。

（４）内筒と外筒との作動面は精密加工で気密性があるため"Ｏ"Ring は不用である。

問２０ プロペラに働く力について次のうち誤っているものはどれか。

（１）空力荷重によって生じる曲げ応力

（２）回転によって生じる引張応力

（３）遠心ねじりモーメントと空力ねじりモーメントからなるねじり応力

（４）プロペラ停止時にかかる剪断応力

問２１ ガスタービン・エンジンでコンプレッサから燃焼室へ流入した圧縮空気のうち、直接燃焼に使

用される空気量はおおよそいくらか。次のうち正しいものはどれか。

（１）２５％ （２）５０％ （３）７５％ （４）１００％

問２２ ガスタービン・エンジンのサイクルで次のうち正しいものはどれか。

（１）オットー・サイクル （２）ディーゼル・サイクル

（３）ブレイトン・サイクル （４）サバティー・サイクル

問２３ 計器着陸装置（ILS）の構成品で次のうち正しいものはどれか。

（１）電波高度計、グライドパス及びローカライザ

（２）グライドパス、ローカライザ及びマーカ・ビーコン

（３）気象レーダ、ＶＯＲ及びマーカ・ビーコン

（４）電波高度計、気象レーダ、ＶＯＲ及びマーカ・ビーコン

問２４ １２Ωの抵抗２個と６Ωの抵抗１個を並列に接続した場合の合成抵抗は次のうちどれになるか。

（１）３Ω （２）６Ω （３）１２Ω （４）３０Ω

問２５ ジャイロの摂動とは次のうちどれか。

（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、その方向に姿勢を変える特性をいう。

（３）外力を加えると、その力と直角の方向に姿勢を変える特性をいう。

（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。



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 ７ ０
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問 1 材料力学で使用される単位の記述で（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）長さ、質量、時間を基本に他の単位を誘導したものが物理単位のことである。

（Ｂ）SI の単位とは国際単位のことである。

（Ｃ）力を基本量にしたものが工学単位である。

（Ｄ）絶対単位とは国際単位のことである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 2 「応力・ひずみ線図」で表されるもので（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）疲労試験

（Ｂ）クリープ破断試験

（Ｃ）引っ張り試験

（Ｄ）衝撃試験

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 3 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破壊することがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4 クリープ現象について（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）応力に関係なく材料を長時間放置しておけばはなはだしく進行する。

（Ｂ）周囲の温度が常温以下で進行する。

（Ｃ）金属組織の安定なものはクリープが起こり易い。

（Ｄ）18-8 ステンレス鋼、高 Ni-Cr 鋼はクリープが起こり易い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問 5

（１）～（６）の中から選べ。

（Ｂ）キンク

（Ｃ）プリテンション

（Ｅ）バード・ケージ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問 6 材料の疲れ強さに最も影響を与える要素で次のうち正しいものはどれか。

（1） 繰返し応力の最小値

（2） 繰返し応力の最大値

（3） 応力繰返しの速さ

（4） 応力振幅

問 7 18-8 ステンレス鋼について（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）オーステナイト系のステンレスである。

（Ｂ）磁性体である。

（Ｃ）熱処理で硬化せず 展延性に富む。

（Ｄ）冷間加工性や溶接性もよい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8

いくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）ゴムの塑性変形能力を利用したものである。　　　　　　　　　

（Ｂ）ゴムと金属板の積層は、ベアリングのせん断方向の荷重の剛性を高める目的である。　

（Ｃ）耐候性向上のため給油が必要である。

（Ｄ）圧縮荷重、せん断荷重、捩り荷重を受け持つことができる。　　　　　　　

（Ｅ）このベアリングを使用することにより、装備品の構造を単純化することができる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

操縦ケーブルの損傷の種類で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ａ）プリフォーム　　　　  　　                  

（Ｄ）摩耗                             

エラストメリック・ベアリングの説明で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものは
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問 9 アルミニウム合金について（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、強度を上げることのできるものとできな

　　　いものがある。

（Ｂ）アルミニウム合金 6061 は耐食性に優れた合金である。

（Ｃ）熱処理の質別記号 T4 とは溶体化処理後、自然時効したものである。

（Ｄ）熱処理の質別記号 T6 とは溶体化処理後、冷間加工したものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 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）熱伝導が小さい。

（Ｂ）切削により発生した熱の分散が良い。

（Ｃ）縦弾性係数が鋼の約 2倍である。

（Ｄ）焼き付きを起こしやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 アルミニウム材と比較した複合材の特徴で（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）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

問12 異種金属の接触で最も耐食性に優れているものは次のうちどれか。

（1） アルミニウム合金とカドミウム

（2） 亜鉛とクロム

（3） クロムと錫

（4） アルミニウムとニッケル
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問13 金属材料の〝疲れ限度″を増加させるもので（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）陽極処理

（Ｂ）アロジン処理

（Ｃ）浸炭処理

（Ｄ）メッキ処理

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 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15 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。

（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速い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16

（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

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17 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）溶接割れに対して強くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 チューブ・フィッティングのうちHMS フレアレス・フィッティングについて（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）MS フィッティングの改良型である。

（Ｂ）増し締め効果がある。

（Ｃ）MS フレアレス・フィッティングと互換性がある。

（Ｄ）簿肉のステンレス・チューブには不適である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 応力集中を減少させる方法で（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）切り欠き底部の曲率半径を大きくする。

（Ｂ）ストップホール径はできるだけ小さくする。

（Ｃ）段付き部の隅の曲率半径を大きくする。

（Ｄ）使用に伴って発生したキズを除去する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 フェール・セーフ構造の基本方式として（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）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
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問21 応力外皮構造の主翼の説明で、（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）通常の翼は、スパン方向に取り付けられた桁及びストリンガ、コード方向につ

　　　けられた翼小骨及び整形材で構成されている。

（Ｂ）単桁構造では通常、桁を最大翼厚位置に置き、主に桁の剛性によりねじり荷重

　　　を受け持つ。

（Ｃ）トーション・ボックス（トルク・ボックス）とは、せん断荷重を伝達する箱状

　　　の構造をいう。

（Ｄ）マルチ・ストリンガ構造では、ストリンガと外板にも曲げ応力を負担させ、2

　　　本又は3 本桁を併用する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 座屈(Buckling)の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）材料の引張り強さの限界を超えたときに起きる変形のこと。

（２）圧縮荷重がある値で急にそれまでと異なった変形を起こすこと。

（３）ねじりにより起きる変形のこと。

（４）2 方向の引張り荷重により起きる変形のこと。

問23 固定翼機に比較したヘリコプタの機体構造の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

（１）窓や出入口の開口部面積が大きい。

（２）機体構造には与圧を考慮したものがある。

（３）1 次構造には疲労、防振などを考慮する必要がある。

（４）機内騒音の対策が必要である。
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問24 厚さ2 mm、せん断破壊強度3,000 kg/㎠ の材料に、直径10 mm の孔をあける

には、何kg の荷重を加えればよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

→   10㎜ ←

↓ ↓

2㎜ 2㎜

↑ ↑

（１）1200 （２）1600 （３）1900 （４）2100 （５）2200

（６）2400 （７）2600 （８）2800

問25 次の図に於いて反力 R1 (kg)求めよ。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）900 （２）1000 （３）1100 （４）1200 （５）1300

（６）1400 （７）1500 （８）2000

工整-機体構造-8/8-



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 ７ ０
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問 1 材料力学で使用される単位の記述で（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）長さ、質量、時間を基本に他の単位を誘導したものが物理単位のことである。

（Ｂ）SI の単位とは国際単位のことである。

（Ｃ）力を基本量にしたものが工学単位である。

（Ｄ）絶対単位とは国際単位のことである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 2 「応力・ひずみ線図」で表されるもので（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）疲労試験

（Ｂ）クリープ破断試験

（Ｃ）引っ張り試験

（Ｄ）衝撃試験

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 3 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破壊することがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4 クリープ現象について（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）応力に関係なく材料を長時間放置しておけばはなはだしく進行する。

（Ｂ）周囲の温度が常温以下で進行する。

（Ｃ）金属組織の安定なものはクリープが起こり易い。

（Ｄ）18-8 ステンレス鋼、高 Ni-Cr 鋼はクリープが起こり易い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問 5

（１）～（６）の中から選べ。

（Ｂ）キンク

（Ｃ）プリテンション

（Ｅ）バード・ケージ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問 6 材料の疲れ強さに最も影響を与える要素で次のうち正しいものはどれか。

（1） 繰返し応力の最小値

（2） 繰返し応力の最大値

（3） 応力繰返しの速さ

（4） 応力振幅

問 7 18-8 ステンレス鋼について（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）オーステナイト系のステンレスである。

（Ｂ）磁性体である。

（Ｃ）熱処理で硬化せず 展延性に富む。

（Ｄ）冷間加工性や溶接性もよい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8

いくつあるか。（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）ゴムの塑性変形能力を利用したものである。　　　　　　　　　

（Ｂ）ゴムと金属板の積層は、ベアリングのせん断方向の荷重の剛性を高める目的である。　　

（Ｃ）耐候性向上のため給油が必要である。

（Ｄ）圧縮荷重、せん断荷重、捩り荷重を受け持つことができる。　　　　　　　

（Ｅ）このベアリングを使用することにより、装備品の構造を単純化することができる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

操縦ケーブルの損傷の種類で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ａ）プリフォーム　　　　  　　                  

（Ｄ）摩耗                             

エラストメリック・ベアリングの説明で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものは
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問 9 アルミニウム合金について（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、強度を上げることのできるものとできな

　　　いものがある。

（Ｂ）アルミニウム合金 6061 は耐食性に優れた合金である。

（Ｃ）熱処理の質別記号 T4 とは溶体化処理後、自然時効したものである。

（Ｄ）熱処理の質別記号 T6 とは溶体化処理後、冷間加工したものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 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）熱伝導が小さい。

（Ｂ）切削により発生した熱の分散が良い。

（Ｃ）縦弾性係数が鋼の約 2倍である。

（Ｄ）焼き付きを起こしやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 アルミニウム材と比較した複合材の特徴で（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）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

問12 異種金属の接触で最も耐食性に優れているものは次のうちどれか。

（1） アルミニウム合金とカドミウム

（2） 亜鉛とクロム

（3） クロムと錫

（4） アルミニウムとニッケル
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問13 金属材料の〝疲れ限度″を増加させるもので（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）陽極処理

（Ｂ）アロジン処理

（Ｃ）浸炭処理

（Ｄ）メッキ処理

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 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15 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。

（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速い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16

（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

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17 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）溶接割れに対して強くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 チューブ・フィッティングのうちHMS フレアレス・フィッティングについて（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）MS フィッティングの改良型である。

（Ｂ）増し締め効果がある。

（Ｃ）MS フレアレス・フィッティングと互換性がある。

（Ｄ）簿肉のステンレス・チューブには不適である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 脚のオレオ緩衝装置の作用で（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）空気と作動油の圧縮性により衝撃を吸収する。

（Ｂ）空気と作動油が混合する場合のエネルギで衝撃を吸収する。

（Ｃ）作動油の圧縮性と空気がオリフィスを移動することにより衝撃を吸収する。

（Ｄ）空気の圧縮性と作動油の粘性により外筒が上下して衝撃を吸収する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 油圧系統のリザーバを加圧する目的で（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）リザーバ内の作動油の泡立ちを防ぐ。

（Ｂ）ポンプ故障時のバック・アップ

（Ｃ）系統中の脈動を防ぐ。

（Ｄ）ポンプの過負荷時のバック・アップ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問21 パルセイティング型(Pulsating Type) 燃料ポンプの特徴で（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）往復運動による方法である。

（Ｂ）電動パルセイティング・ポンプとエンジン駆動ダイヤフラム・ポンプがある。

（Ｃ）燃料流量の少ない場合に使用される。

（Ｄ）ポンプ内にバイパス機能がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 補助動力装置(APU) 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）APU の始動には機上バッテリを使い、発電機からの電力を機体側系統に送電する。

（Ｂ）非常時には主動力装置(エンジン)の補助として推力を得られる。

（Ｃ）圧縮機からの圧縮空気は機内の冷暖房に使われる。

（Ｄ）APU の始動は機外からも行える。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 ヘリコプタのメイン・ギアボックスに使用される遊星歯車装置の特徴で（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）同時にかみ合う歯車が多く、1 歯当たりの負担荷重が小さくできる。

（Ｂ）構造上、入力軸と出力軸を同一軸線上にそろえることが可能である。

（Ｃ）遊星歯車にはほとんどヘリカル・ギヤが用いられる。

（Ｄ）減速機構が小型、軽量にできる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問24 厚さ2 mm、せん断破壊強度3,000 kg/㎠ の材料に、直径10 mm の孔をあける

には、何kg の荷重を加えればよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

→   10㎜ ←

↓ ↓

2㎜ 2㎜

↑ ↑

（１）1200 （２）1600 （３）1900 （４）2100 （５）2200

（６）2400 （７）2600 （８）2800

問25 引張り強さ 100 kg/mm2のボルトが 10,000 kg 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。下記のうち最も近い値を選べ。
 

（１）3 （２）5 （３）6 （４）8 （５）12

（６）15 （７）16 （８）17
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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

配点

判定基準

M37

注意

Ｆ１FＴ１３０９７０

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
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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、バイパスの４種類の内燃
　　   機関に大別される。

（Ｂ）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。
（Ｃ）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。
（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）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。
（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）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第２法則に基づいている。
（Ｄ）ジェット推進の原理は大気中のみ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 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）熱エネルギと機械的仕事との間のエネルギ保存の法則を言い換えたものである。
（Ｃ）熱力学の第１法則は別名シャルルの法則ともいう。
（Ｄ）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。

（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）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。
（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）温度が一定の状態では気体の容積は圧力に反比例する。
（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
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問 ５ 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、内部から得る熱量はすべて外部への仕事に変わる。
（Ｂ）定圧変化では、内部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。
（Ｃ）定容変化では、外部から得る熱量はすべて内部エネルギとなる。
（Ｄ）ポリトロープ変化は、等温変化と断熱変化の間で変化する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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）ピストン・エンジンのサイクルはオット・サイクルともよばれる。
（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）定容サイクルと定圧サイクルの両方の要素を併せたサイクルを複合サイクルという。
（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定容サイクルという。

（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する。
（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）軸出力はフリー・タービンの燃料流量をコントロールすることにより制御される。

（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）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）空気の吸入・排出が高速で行われるため、吸気・排気騒音が大きい。
（Ｃ）連続燃焼で高速回転により短時間に多量の空気を処理できるため連続的に出力が得られ
　　　る。
（Ｄ）燃焼ガス温度はタービンの耐熱温度によって制約されるため、熱効率が劣る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ９ 低バイパス比ターボファンと比較した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）タービン入口温度の上昇で熱効率が向上した。
（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）ファンの空力性能と剛性に優れたワイド・コード・ファン・ブレードの導入により推力が
　　　増大した。
（Ｄ）推進効率が向上した。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 エンジンのスラストについて（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）正味スラストとは、エンジンが発生する総スラストから損失スラストを引いたものであ
　　　る。
（Ｂ）総スラストは、吸入空気と供給される燃料の運動量変化によって発生するスラストで
　　　ある。
（Ｃ）飛行機が静止しているとき正味スラストと総スラストは同じである。
（Ｄ）総スラストと正味スラストの差を静止スラストと呼ぶ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 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）１ＨＰは550 ft-lb/s の仕事率に相当する。
（Ｂ）１ＰＳは75 kg・m/s の仕事率に相当する。
（Ｃ）１ＰＳは約746wに相当する。
（Ｄ）１ＨＰは約735wに相当する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 12 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）気圧が高くなると出力は増加する。
（Ｂ）気温が低くなると出力は低下する。
（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
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問 13 タービン・エンジンの推進効率について次のうち正しいものはどれか。

     有効推進仕事
エンジン出力エネルギ

エンジン出力エネルギ
    供給燃料エネルギ

      有効推進仕事
   供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ
      有効推進仕事

問 14 EPR 計が指示するもので次のうち正しいものはどれか。

（１）タービン出口とコンプレッサ入口の全圧の比
（２）コンプレッサの入口と出口の全圧の比
（３）コンプレッサ出口の全圧とエンジン RPM との比
（４）低圧コンプレッサと高圧コンプレッサの圧力比

問 15 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）離陸定格とはそのエンジンの最大性能値であり通常１０分間の使用に制限される。
（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 16 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・セクションを除く圧縮機、燃焼室およびタービンから構成
　　　される部分である。
（Ｂ）高圧圧縮機はコールド・セクションに分類される。
（Ｃ）ガス・ジェネレータとは圧縮機、燃焼室およびタービンの構成部分である。
（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

（２）

（３）

（４）

（１）　
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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 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）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（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。
（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 19 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）エンジン・パラメータに指示の変化は見られない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 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）燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｂ）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。
（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
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問 21 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 22 滑油系統のベアリング・サンプを加圧する目的で（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）オイルの泡立ちを防ぐ。
（Ｂ）オイル・ジェットからの油量を一定にする。
（Ｃ）ベアリング・サンプにおける油量が過多になるのを防ぐ。
（Ｄ）適切な滑油供給量と完全な排油ポンプ機能を確保する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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
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問 24 総吸入空気流量が毎秒１８７lb、排気ガス速度が毎秒１６４２ftのタービン・エンジンが、
巡航速度８３２ft/secで飛行している場合のスラスト馬力（hp）を求めよ。
下記のうち最も近い値を選べ。

（１）4,700 （２）5,000 （３）5,600 （４）6,200 （５）6,600
（６）6,800 （７）7,100

問 25 毎秒 700 lbの空気を毎秒2,100 ftの速度で後方に噴出しているチョークド・ノズルを使用して
いないタービン・エンジンの総スラスト（lb）を求めよ。

　          下記のうち最も近い値を選べ。
                                              

（１）32,000 （２）35,000 （３）38,000 （４）41,000 （５）46,000
（６）49,000 （７）55,000
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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。

Ｆ １ Ｆ Ｌ １ ３ ０ ９ ７ 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

科　　目 専　門 〔 科目コード ： １ ３ 〕 記　　号
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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。

回転中のプロペラの羽根は周囲の空気に（Ａ）を与え、これを加速しつづける。（Ａ）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である。プロペラが

周囲の空気に及ぼす（Ａ）の大きさは、（Ｃ）により、運動量から求める事が出来る。

Ａ：反作用　　　　　　Ｂ：作用　　　　　　　Ｃ：ニュートンの第１法則

Ａ：推進力　　　　　　Ｂ：反作用　　　　　　Ｃ：ニュートンの第１法則

Ａ：推進力　　　　　　Ｂ：作用　　　　　　　Ｃ：ニュートンの第２法則

Ａ：作用　　　　　　　Ｂ：反作用　　　　　　Ｃ：ニュートンの第２法則

問 ２

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ３

大修理や交換が必要となる前に腐食を見出し、修正しなければならない。

湿気はプロペラを使用していないときは入らない。

正規使用中に湿気が浸入するのは低高度である。

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

（Ｃ）

（Ｃ）

プロペラ・アッセンブリの腐食について（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）

耐久試験

巡航時は前進速度がさらに増加して前進角は２５～４５°くらいとなる。

地上滑走から巡航に至る運用状態における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）

（Ｂ）

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）

圧縮負荷試験

疲労限界試験

（Ｄ）

地上滑走時の前進角は小さく０～１０°くらいである。

離陸は最大回転数であるが、前進速度は比較的小さく前進角は１０～２５°くらいである。

上昇に入ると絞ってセットするので回転数は減り、前進速度は増加し前進角は大きくなる。

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

機能試験

（１）

（２）

（３）

（４）
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問 ５

問 ６

各ブレードの重量が異なる場合。

プロペラ回転面内の質量分布が一様でない。

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。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ７

ねじりモーメントは回転数の２乗に比例する。

空力ねじりモーメントは常に高ピッチ側に働く。

遠心ねじりモーメントは回転数により低ピッチ側にも高ピッチ側にも働く。

空力ねじりモーメントは遠心ねじりモーメントに比べて大きい。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

低ピッチ側

（２） 低ピッチ側

（４） 高ピッチ側 高ピッチ側

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

高ピッチ側

（３） 高ピッチ側

65%

（Ｄ）

プロペラ・ブレードに働くねじり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。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

ある飛行機で、プロペラ回転数が 2,000 rpm 、飛行速度が 100mph 、プロペラの幾何ピッチ
が 3.0 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）５% 30% （３） （４） ８５%

プロペラの静不つりあ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）
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問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 10

プロペラ・ガバナ方式とベータ（β）方式がある。

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っている。

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。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 11 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。

ア　－　リバース　　　　　　、イ　－　フェザリング

ア　－　アン・フェザリング　、イ　－　フェザリング

ア　－　フェザリング　　　　、イ　－　アン・フェザリング

ア　－　リバース　　　　　　、イ　－　アン・フェザリング

問 12

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。

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） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

（Ｄ）

エンジンが運転不調の場合

空気がプロペラ円板へ直角に流入した場合

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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。

（Ａ）

（１）

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）

（２）

（３）

プロペラに大きな繰り返し応力が作用した原因として（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。

エンジンが超過回転した場合

構造上の共振振動数付近で作動した場合

（Ａ）

（Ｂ）

（４）
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問 13

問 14

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 15

非電気方式

フィルタ方式

シールド方式

可変方式

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 16

（１）～（５）の中から選べ。

効率が６０％であればすべりは４０％である。

幾何平均ピッチに対する％または直線距離で表される。

プロペラの幾何ピッチと有効ピッチとの差である。

すべりが３０％くらいのときにプロペラが最大効率となる。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

プロペラ・ガバナの単動型の説明として（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。

歯車ポンプおよびフライウエイトはエンジンが駆動する回転軸で回転している。

エンジン・オイルを歯車ポンプで昇圧している。

パイロット弁は油圧を調整している。

フライウエイトとスピーダ・スプリングのつりあいは常に一定である。

プロペラ系統における無線雑音防止法として（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）

（Ｃ）

プロペラのすべりの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（４）偏揺れは後流が安定板の左側を打つと、機体は右手に偏揺れする傾向が生じる。

（Ａ）

（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。

トルク反作用とは、飛行機をプロペラの回転方向に回転しようとする現象である。

安定板効果とは、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である。

プロペラの後流はプロペラの回転方向と反対方向に回転する。

（１）

（２）
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問 17

スリップ・リングは面型を用いることが多い。

ブラシはカーボンまたは銅、銀を入れたものが使用されている。

ブラシは電流密度が小さいと磨耗しにくい。

スリップ・リングはプロペラとともに回転しエンジン側に固定されたブラシと接触する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 18 プロペラ電熱式防氷系統の発熱体の説明として（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。

ゴムのサンドイッチの中に抵抗体がはさまれている。

温度上昇は３００℃以下に抑えなければならない。

発熱体はできるだけ厚いほうがよい。

修理のためはがした場合は再使用してもよい。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 19 プロペラの同調装置の説明として（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。

すべてのプロペラの回転速度を自動的に一致させる。

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個のエンジンを用いる方式を１エンジン・マスター式という。

回転速度が一致しないとき振動を検知する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 20

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

テーパ式

スプライン式

（Ａ）

（Ｄ）

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

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（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 21

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 22 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。

カセイソーダはエッチングを行う場合のほか、プロペラ部品に使用してはならない。

塩水がかかった飛行から戻ったら、直ちに淡水で洗う。

鋼製のハブはワイヤ・ブラシを用いて清掃する。

清掃後は洗剤を完全に除去した後、乾燥して滑油を薄く塗布する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 23

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

削り取り作業中は局部エッチング検査を行い、傷が除去されたかを確かめる。

修理範囲を小さくするため鋭角に傷を取り除くようにする。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

事故により内部損傷の疑いがある場合には、完全な分解検査を行う。

ピッチ変更機構を検査し不具合がないか機能試験を行う。

鋼製およびアルミ合金製の部品は陽極処理で検査する。

もともとの前縁半径より大きくする。

（Ａ）

（Ｄ）

輪郭線確保のため最大厚さ部分を研摩する。

主要な一部の電気回路について導通検査を行う。

プロペラ前縁の傷の修理方法として（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）

プロペラが過回転や衝突した場合の特別検査として（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。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）
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問 24

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 25

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

プロペラ・オーバーホール時の完成検査として（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。

機能検査（Ａ）

垂直つりあいは重心位置がブレード中心線に対して同じ対称位置にあることがわかる。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

許容値を超える不つりあいがある場合の修正は製造会社の指示に従う。

プロペラに起因する振動がある場合にはつりあい検査を必要としない。

羽根角測定

トラック検査

つりあい検査

プロペラのつりあい検査について（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。

水平つりあいは重心位置が中心線から等距離の垂直線状にあることがわかる。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）
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（1）

（2）

☆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。

科　目 記　号 F１ＦＩ１３０９７０専　門　〔科目コ－ド：１３〕

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

☆判定基準 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　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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

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

問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

蓄電池の電解液の氷結点は比重1.30のとき一番低く約-60℃で、充放電によって変化
しない。

下図増幅器の説明として（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。

入力インピーダンス：Zi = 2 X 10　（Ω）

出力インピーダンス：Z0 = 400（Ω）

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 =    7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A  、Ⅰ3 =  -10A

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

Ⅰ1 =     -5A 、Ⅰ2 = -2.5A 、Ⅰ3 = -7.5A

電圧増幅度：AV = 5

電流増幅度：AI = 25

Ⅰ1 =  -2.5A 、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  2.5A

Ⅰ1 =   2.5A  、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  7.5A

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。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食性ガスをほとんど出さない。

低温特性がよく-40℃でも規定容量の75%は放電できる。

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。

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

第１の定理でNOR回路は、NOT回路とOR回路で作ることができる。

第２の定理でNAND回路は、NOT回路とAND回路で作ることができる。

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。

論理式、ド・モルガンの定理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。

第１の定理：論理和から論理積へ変換する定理

第２の定理：論理積から論理和へ変換する定理

Ⅰ1 =   7.5A  、Ⅰ2 =   -5A  、 Ⅰ3 =  2.5A

3
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

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。

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。

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より低く指示する。

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。

ラックには専用の冷却用ファンがあり、強制冷却されている。

通常の機器交換作業ではラックの前面から作業ができる。

飛行中の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。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

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。
全温度センサ受感部は、衝突した空気が断熱圧縮されて温度が上昇するため、飛行中
凍結防止のためのヒータは必要としない。

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。

マッハ計に使用されている真空空ごうは静圧を受感して高度によるマッハ数の補正を
行う。

全温度（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。

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。

大型機のラジオ・ラック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。

無線機器専用の取り付け棚のことである。

DFDRは常時アクセスできるようラジオ・ラック最下段の中央に装備する必要があ
る。
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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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

旋回計

ADFの平均誤差はNDB局までの距離が近くて、その局が機首方向にあるとき±2°程
度である。

ダイヤフラム

自由度１のジャイロを使用している計器として（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。

弾性圧力計の受感部の形状の分類として（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。

ブルドン管

ベロー

アネロイド

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。

ADFの指示誤差はビーコン局が機首や機尾方向に位置した時が最も小さく、真横に位
置した時が最も大きい。

水平儀

加速度計

定針儀

下記 ＲＣ並列回路の容量リアクタンス及び回路のインピーダンス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。

容量リアクタンス：1,237（Ω）、回路のインピーダンス：1,153（Ω）

容量リアクタンス：1,032（Ω）、回路のインピーダンス：1,125（Ω）

容量リアクタンス：1,137（Ω）、回路のインピーダンス：1,523（Ω）

容量リアクタンス：1,732（Ω）、回路のインピーダンス：1,432（Ω）

容量リアクタンス：1,472（Ω）、回路のインピーダンス：1,231（Ω）

容量リアクタンス：1,327（Ω）、回路のインピーダンス：1,316（Ω）

ADFの誤差には四分円誤差、北旋誤差、海岸線誤差、ティルト誤差がある。

センス・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。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

拡声放送システム（Passenger Address System）：操縦室又は客室乗務員から乗
客に向けて各種案内を行う放送システム

対地接近警報装置（EGPWS）の一部で障害物に接近していることをパイロットへ知
らせるための装置である。
上昇率限度を超えて上昇したときに警報を発する装置である。

ピッチ角、ロール角：バーチカル・ジャイロ

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）～
（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。 （１）～（４）の中から選べ。

温度が上昇すると容積が増し大きくなる。

サービス・インタホン：乗客サービスのための娯楽番組提供システム

乗員や乗客が酸素吸入を始めなければならない高度に達したときに警報を発する装置
である。

高度情報：電波高度計又はGPS

旋回率：ヨー・レート・ジャイロ

高度警報装置（Altitude Alert System）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。

高度警報コンピュータに高度を設定し、その高度に近づいたり、またはその高度から
逸脱した時に警報灯や警報音によってパイロットへ注意を促す装置である。

フライト・インタホン：大型機の場合の機体各所との通話連絡用システム

オートパイロット・システムに用いら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。

機首方位：ディレクショナル・ジャイロ

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

メンテナンス・インタホン：航空機の通信系統を制御するシステム

密度が大きいほど大きくなる。

問17 オーディオ・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。
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問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問19

（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

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

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。

特殊電線及びケーブルの使用箇所として（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、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。

２５Ｈ ３０Ｈ

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。

耐火電線：エンジンや補助動力装置の周辺など高温となる所

高温用電線：火災警報装置のセンサー（受感部）周囲

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。

定針儀のジャイロは、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
るように取り付けられている。

同軸ケーブル：音声信号や微弱な信号の伝送

シールド・ケーブル：機内テレビ映像信号や無線信号の伝送

電流が50分の1秒間に100mAから150mAに変化したときに起こる自己誘導起電力が
-50Vである時のコイルの自己インダクタンスで次のうち最も近い値を選べ。

１５Ｈ １８Ｈ ２０Ｈ

キセノン電球は、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。

２３Ｈ

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。

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。

水平儀のジャイロは、ロータ軸が常に地球の重力の方向と一致するように制御された
自由度２のジャイロである。

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。
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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

（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

定格容量は二次定格電圧と二次定格電流の差である。

巻線比が１より大きいものを降圧変圧器という。

ＨＳＩはフライト・ディレクタ・コンピュータの表示部の機能を持つ。

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。

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。

1.064倍 1.067倍 1.072倍

ＡＤＩは現在の飛行姿勢及び機首方位を表示する。

ＡＤＩの姿勢情報はVGやIRUから得ている。

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、15mあったもの
が12mとなった場合のこの温度計の熱起電力回路で最終的な低温接点と高温接点の温度差で
次のうち最も近い値を選べ。
  温度計の正規の抵抗値は、下記のものであった。
　　　熱電対：0.2Ω、専用リード線：2.3Ω、指示器：5.2Ω

ＨＳＩ上のDeviation BarはVORやLOCコースとの関係を表示する。

変圧比は巻線比に等しい。

1.062倍

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。

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。

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。

鉄損にはヒステリシス損及びうず電流損の２種類がある。

ＡＤＩ及びＨＳＩ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。

1.058倍 1.060倍
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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。

☆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

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

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 記　号 Ｆ１ＦＮ１３０９７０

☆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。

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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

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

問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

下図増幅器の説明として（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。

電流増幅度：AI = 25

電圧増幅度：AV = 5

入力インピーダンス：Zi = 2 X 10　（Ω）

出力インピーダンス：Z0 = 400（Ω）

Ⅰ1 =   2.5A  、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  7.5A

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。

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

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 =    7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A  、Ⅰ3 =  -10A

Ⅰ1 =     -5A 、Ⅰ2 = -2.5A 、Ⅰ3 = -7.5A

Ⅰ1 =  -2.5A 、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  2.5A

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

Ⅰ1 =   7.5A  、Ⅰ2 =   -5A  、 Ⅰ3 =  2.5A

第１の定理：論理和から論理積へ変換する定理

第２の定理：論理積から論理和へ変換する定理

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

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。

低温特性がよく-40℃でも規定容量の75%は放電できる。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食性ガスをほとんど出さない。

蓄電池の電解液の氷結点は比重1.30のとき一番低く約-60℃で、充放電によって変化
しない。
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。

論理式、ド・モルガンの定理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。

第１の定理でNOR回路は、NOT回路とOR回路で作ることができる。

第２の定理でNAND回路は、NOT回路とAND回路で作ることができる。

3
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

全温度センサ受感部は、衝突した空気が断熱圧縮されて温度が上昇するため、飛行中
凍結防止のためのヒータは必要としない。

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。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

マッハ計に使用されている真空空ごうは静圧を受感して高度によるマッハ数の補正を
行う。

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より低く指示する。

飛行中の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。

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。

大型機のラジオ・ラック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。

無線機器専用の取り付け棚のことである。

DFDRは常時アクセスできるようラジオ・ラック最下段の中央に装備する必要があ
る。

全温度（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。

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。

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。
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。
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。

ラックには専用の冷却用ファンがあり、強制冷却されている。

通常の機器交換作業ではラックの前面から作業ができる。
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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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

水平儀

加速度計

ブルドン管

弾性圧力計の受感部の形状の分類として（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。

ベロー

容量リアクタンス：1,472（Ω）、回路のインピーダンス：1,231（Ω）

容量リアクタンス：1,327（Ω）、回路のインピーダンス：1,316（Ω）

容量リアクタンス：1,137（Ω）、回路のインピーダンス：1,523（Ω）

容量リアクタンス：1,732（Ω）、回路のインピーダンス：1,432（Ω）

アネロイド

ダイヤフラム

自由度１のジャイロを使用している計器として（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

ADFの誤差には四分円誤差、北旋誤差、海岸線誤差、ティルト誤差がある。

ADFの平均誤差はNDB局までの距離が近くて、その局が機首方向にあるとき±2°程
度である。

センス・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。

定針儀

下記 ＲＣ並列回路の容量リアクタンス及び回路のインピーダンス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。

容量リアクタンス：1,237（Ω）、回路のインピーダンス：1,153（Ω）

容量リアクタンス：1,032（Ω）、回路のインピーダンス：1,125（Ω）

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。

ADFの指示誤差はビーコン局が機首や機尾方向に位置した時が最も小さく、真横に位
置した時が最も大きい。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

オートパイロット・システムに用いら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。

乗員や乗客が酸素吸入を始めなければならない高度に達したときに警報を発する装置
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）～
（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。 （１）～（４）の中から選べ。

ピッチ角、ロール角：バーチカル・ジャイロ

高度警報コンピュータに高度を設定し、その高度に近づいたり、またはその高度から
逸脱した時に警報灯や警報音によってパイロットへ注意を促す装置である。
対地接近警報装置（EGPWS）の一部で障害物に接近していることをパイロットへ知
らせるための装置である。
上昇率限度を超えて上昇したときに警報を発する装置である。

機首方位：ディレクショナル・ジャイロ

高度情報：電波高度計又はGPS

旋回率：ヨー・レート・ジャイロ

高度警報装置（Altitude Alert System）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。

密度が大きいほど大きくなる。

３相交流電源回路の電力測定法の説明として（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。

不平衡３相負荷がΔ接続された場合は、２個の単相電力計で電力の測定ができる。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

温度が上昇すると容積が増し大きくなる。

不平衡３相負荷がＹ接続され、かつ中性線がある場合（３相４線式の場合）は、３個
の単相電力計で電力が測定できる。

平衡３相負荷の場合は、１個の単相電力計で電力の測定ができる。
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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

問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

静電偏向は、測定器の観測用ブラウン管に用いられる方式である。

ブラウン管はガラス・バルブ、電子銃、偏光系、けい光面よりなる。

電磁偏向は、テレビや航空機のカラー・ディスプレイなどに用いられる。

可変容量ダイオードには、特に大電力用として作られたバラクタ・ダイオードと呼ば
れる素子がある。

特殊電線及びケーブルの使用箇所として（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。

発光ダイオードは、単体でLEDランプとして使用されたり、組合わせて数字表示、大
量に組合わせて大型の表示素子として使用されている。

同軸ケーブル：音声信号や微弱な信号の伝送

シールド・ケーブル：機内テレビ映像信号や無線信号の伝送

耐火電線：エンジンや補助動力装置の周辺など高温となる所

高温用電線：火災警報装置のセンサー（受感部）周囲

ボンディングの目的として（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。

計器の指示誤差又は指示振れを防止する。

カソード・レイ・チューブ（CRT）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。

ブラウン管は電気信号を電子ビームの作用により光学像に変換し表示する電子管であ
る。

可変容量ダイオードは、TVやFM受信機のAFC回路や航空機用各種無線の発振回路に
広く用いられている。

電気機器の絶縁抵抗を少なくする。

無線機器の通信障害を少なくする。

静電気ショックの発生を防止する。

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
に増大する現象をなだれ降伏またはアバランシュ・ブレークダウンという。
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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

（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

周辺の航空機の位置、高度情報が識別できる。

レーザ・ジャイロはレーザ光源、反射鏡、プリズム及び光検出器などから構成されて
いる。

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。
同相分除去比は、小さいほど性能が良い。

特性の揃った２個のトランジスタを共通のベース抵抗を通して対称接続した回路であ
る。

TCAS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。

ATCトランスポンダの信号を利用し衝突の危険性を知らせる。

地形への過度な接近警報を出す。

２３Ｈ ２５Ｈ ３０Ｈ

電流が50分の1秒間に100mAから150mAに変化したときに起こる自己誘導起電力が
-50Vである時のコイルの自己インダクタンスで次のうち最も近い値を選べ。

１５Ｈ １８Ｈ ２０Ｈ

機械的な回転部分がないため故障が非常に少ない。

差動利得と同相利得の差を同相分除去比という。

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。

TCAS -ⅠはTA（接近情報）とRA（回避情報）を出す。

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。

角速度の計測可能範囲が広く、入出力関係の直線性が良い。

ストラップ・ダウン方式のため安定化プラットホームが必要である。
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（1）

（2）

☆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。

☆配     点 １問　４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。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ４１

資　格

科　目 専　門　〔科目コ－ド：１３〕 記　号 Ｆ１ＦＥ１３０９７０

航空工場整備士　　電気装備品 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分

合格は１００点満点の７０点以上とする。☆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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

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

問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

Ⅰ1 =  -2.5A 、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  2.5A

下図増幅器の説明として（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。

電圧増幅度：AV = 5

電流増幅度：AI = 25

Ⅰ1 =    7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A  、Ⅰ3 =  -10A

Ⅰ1 =     -5A 、Ⅰ2 = -2.5A 、Ⅰ3 = -7.5A

入力インピーダンス：Zi = 2 X 10　（Ω）

出力インピーダンス：Z0 = 400（Ω）

低温特性がよく-40℃でも規定容量の75%は放電できる。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食性ガスをほとんど出さない。

第１の定理：論理和から論理積へ変換する定理

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。

蓄電池の電解液の氷結点は比重1.30のとき一番低く約-60℃で、充放電によって変化
しない。

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 =   2.5A  、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  7.5A

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。

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

第１の定理でNOR回路は、NOT回路とOR回路で作ることができる。

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。

論理式、ド・モルガンの定理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。

第２の定理でNAND回路は、NOT回路とAND回路で作ることができる。

第２の定理：論理積から論理和へ変換する定理

Ⅰ1 =   7.5A  、Ⅰ2 =   -5A  、 Ⅰ3 =  2.5A

3
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

DFDRは常時アクセスできるようラジオ・ラック最下段の中央に装備する必要があ
る。

無線機器専用の取り付け棚のことである。

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。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

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。

全温度センサ受感部は、衝突した空気が断熱圧縮されて温度が上昇するため、飛行中
凍結防止のためのヒータは必要としない。

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。

標準大気状態の海面上においてCASはTASより低く指示する。

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。

マッハ計に使用されている真空空ごうは静圧を受感して高度によるマッハ数の補正を
行う。

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。

全温度（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。

飛行中の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。

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。

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。
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。

ラックには専用の冷却用ファンがあり、強制冷却されている。

通常の機器交換作業ではラックの前面から作業ができる。

大型機のラジオ・ラック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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

容量リアクタンス：1,237（Ω）、回路のインピーダンス：1,153（Ω）

ADFの指示誤差はビーコン局が機首や機尾方向に位置した時が最も小さく、真横に位
置した時が最も大きい。

容量リアクタンス：1,137（Ω）、回路のインピーダンス：1,523（Ω）

容量リアクタンス：1,032（Ω）、回路のインピーダンス：1,125（Ω）

アネロイド

ブルドン管

ベロー

弾性圧力計の受感部の形状の分類として（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。

ダイヤフラム

自由度１のジャイロを使用している計器として（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。

加速度計

ADFの誤差には四分円誤差、北旋誤差、海岸線誤差、ティルト誤差がある。

容量リアクタンス：1,732（Ω）、回路のインピーダンス：1,432（Ω）

下記 ＲＣ並列回路の容量リアクタンス及び回路のインピーダンス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。

センス・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。
ADFの平均誤差はNDB局までの距離が近くて、その局が機首方向にあるとき±2°程
度である。

旋回計

定針儀

水平儀

容量リアクタンス：1,472（Ω）、回路のインピーダンス：1,231（Ω）

容量リアクタンス：1,327（Ω）、回路のインピーダンス：1,316（Ω）

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。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

問17

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

機首方位：ディレクショナル・ジャイロ

オートパイロット・システムに用いら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。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

高度情報：電波高度計又はGPS

旋回率：ヨー・レート・ジャイロ

ピッチ角、ロール角：バーチカル・ジャイロ

高度警報装置（Altitude Alert System）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。

対地接近警報装置（EGPWS）の一部で障害物に接近していることをパイロットへ知
らせるための装置である。
上昇率限度を超えて上昇したときに警報を発する装置である。

高度警報コンピュータに高度を設定し、その高度に近づいたり、またはその高度から
逸脱した時に警報灯や警報音によってパイロットへ注意を促す装置である。

乗員や乗客が酸素吸入を始めなければならない高度に達したときに警報を発する装置
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）～
（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。 （１）～（４）の中から選べ。

密度が大きいほど大きくなる。

自己インダクタンス20（H）のコイルの電流が50分の1秒間に100（m A）から
150（m A）に変化した時に起こる自己誘導起電力で次のうち最も近い値を選べ。

- 30V - 35V

温度が上昇すると容積が増し大きくなる。

- 40V - 45V

- 50V - 55V
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

電動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。

直流直巻電動機は負荷の大小にかかわらず回転速度がほぼ一定なので燃料ポンプのよ
うな小型モータとして用いられている。

直流分巻電動機は起動トルクが大きいためスタータとして用いられている。

不平衡３相負荷がΔ接続された場合は、２個の単相電力計で電力の測定ができる。

不平衡３相負荷がＹ接続され、かつ中性線がある場合（３相４線式の場合）は、３個
の単相電力計で電力が測定できる。

平衡３相負荷の場合は、１個の単相電力計で電力の測定ができる。

無線機への雑音が多い。

電圧変更が容易にできる。

エンジンの低速から高速にかけて広範囲の回転数でも電圧の変化は少ない。

オーディオ・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。

同期電動機はブラシや整流子がなく構造が簡単であるため油圧ポンプのような比較的
大型のモータとして用いられている。
誘導電動機は負荷の大小にかかわりなく回転数が一定なので質量流量計など一定で回
転する必要のある機器に用いられている。

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。

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。

３相交流電源回路の電力測定法の説明として（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。

サービス・インタホン：乗客サービスのための娯楽番組提供システム

拡声放送システム（Passenger Address System）：操縦室又は客室乗務員から乗
客に向けて各種案内を行う放送システム

フライト・インタホン：大型機の場合の機体各所との通話連絡用システム

メンテナンス・インタホン：航空機の通信系統を制御するシステム

航空工場整備士（電気）・専門-6/7



問22

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

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

マグネシウム部材に直接グラウンドしてはならない。

同一場所のグラウンドは通常４個までであるが、スタッドの長さが十分であれば最大
５個まで許容される。

同一電源系統の場合、信号回路のグラウンドは電源回路のグラウンドと一緒に結合し
てはならない。

トランスと整流器を組み合わせたユニットである。

発電機を保護するためのSensorとして使われる。

交流母線の電流を測定できる。

Current Transformer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。

特殊電線及びケーブルの使用箇所として（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。

同軸ケーブル：音声信号や微弱な信号の伝送

高温用電線：火災警報装置のセンサー（受感部）周囲

450回転 500回転

250回転 300回転

シールド・ケーブル：機内テレビ映像信号や無線信号の伝送

他励直流発電機の励磁電流0.2（A）、毎分1,200回転のとき起電力が24（V）であった。
励磁電流を0.4（A）とし起電力を28（V）にするためには回転数を毎分いくら減速したら良
いか。次のうち最も近い値を選べ。ただし、磁路の飽和はないものとする。

グラウンド設置上の制限事項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。

電源グラウンド・ワイヤは一次構造金属部材に直接行う。

350回転 400回転

耐火電線：エンジンや補助動力装置の周辺など高温となる所

電流を増幅するときに使用する。
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（1）

（2）

Ｆ１ＦＲ１３０９７０

☆配     点 １問　４点

科　目

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

専　門　〔科目コ－ド：１３〕 記　号

☆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。

☆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

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

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

問 5

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

出力インピーダンス：Z0 = 400（Ω）

入力インピーダンス：Zi = 2 X 10　（Ω）

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。

下図増幅器の説明として（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。

電圧増幅度：AV = 5

電流増幅度：AI = 25

第２の定理でNAND回路は、NOT回路とAND回路で作ることができる。

第１の定理：論理和から論理積へ変換する定理

低温特性がよく-40℃でも規定容量の75%は放電できる。

ターゲットには非金属材料を用いても良い。

Ⅰ1 =   7.5A  、Ⅰ2 =   -5A  、 Ⅰ3 =  2.5A

Ⅰ1 =   2.5A  、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  7.5A

第１の定理でNOR回路は、NOT回路とOR回路で作ることができる。

論理式、ド・モルガンの定理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。

第２の定理：論理積から論理和へ変換する定理

振動の激しい場所でも使用でき、腐食性ガスをほとんど出さない。

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 =  -2.5A 、Ⅰ2 =     5A  、Ⅰ3 =  2.5A

Ⅰ1 =    7.5A 、Ⅰ2 = 2.5A  、Ⅰ3 =  -10A

Ⅰ1 =     -5A 、Ⅰ2 = -2.5A 、Ⅰ3 = -7.5A

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

スイッチとセンサとの間に機械的な接触がある。

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。

蓄電池の電解液の氷結点は比重1.30のとき一番低く約-60℃で、充放電によって変化
しない。
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。

3
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

無線機器専用の取り付け棚のことである。

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。

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。

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。

全温度（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。

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。
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。

ラックには専用の冷却用ファンがあり、強制冷却されている。

通常の機器交換作業ではラックの前面から作業ができる。

マッハ計に使用されている真空空ごうは静圧を受感して高度によるマッハ数の補正を
行う。

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より低く指示する。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

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。
全温度センサ受感部は、衝突した空気が断熱圧縮されて温度が上昇するため、飛行中
凍結防止のためのヒータは必要としない。

飛行中の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。

大型機のラジオ・ラック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。

DFDRは常時アクセスできるようラジオ・ラック最下段の中央に装備する必要があ
る。
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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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

ブルドン管

ダイヤフラム

自由度１のジャイロを使用している計器として（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。

ベロー

アネロイド

容量リアクタンス：1,732（Ω）、回路のインピーダンス：1,432（Ω）

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。

旋回計

水平儀

加速度計

弾性圧力計の受感部の形状の分類として（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。

下記 ＲＣ並列回路の容量リアクタンス及び回路のインピーダンス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。

容量リアクタンス：1,237（Ω）、回路のインピーダンス：1,153（Ω）

容量リアクタンス：1,032（Ω）、回路のインピーダンス：1,125（Ω）

容量リアクタンス：1,137（Ω）、回路のインピーダンス：1,523（Ω）

定針儀

容量リアクタンス：1,472（Ω）、回路のインピーダンス：1,231（Ω）

容量リアクタンス：1,327（Ω）、回路のインピーダンス：1,316（Ω）

ADFの指示誤差はビーコン局が機首や機尾方向に位置した時が最も小さく、真横に位
置した時が最も大きい。

ADFの平均誤差はNDB局までの距離が近くて、その局が機首方向にあるとき±2°程
度である。

ADFの誤差には四分円誤差、北旋誤差、海岸線誤差、ティルト誤差がある。

センス・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。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

耐火電線：エンジンや補助動力装置の周辺など高温となる所

高温用電線：火災警報装置のセンサー（受感部）周囲

オートパイロット・システムに用いら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。

機首方位：ディレクショナル・ジャイロ

同軸ケーブル：音声信号や微弱な信号の伝送

シールド・ケーブル：機内テレビ映像信号や無線信号の伝送

高度情報：電波高度計又はGPS

旋回率：ヨー・レート・ジャイロ

問17

密度が大きいほど大きくなる。

特殊電線及びケーブルの使用箇所として（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。

高度警報コンピュータに高度を設定し、その高度に近づいたり、またはその高度から
逸脱した時に警報灯や警報音によってパイロットへ注意を促す装置である。

ピッチ角、ロール角：バーチカル・ジャイロ

高度警報装置（Altitude Alert System）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。

対地接近警報装置（EGPWS）の一部で障害物に接近していることをパイロットへ知
らせるための装置である。
上昇率限度を超えて上昇したときに警報を発する装置である。

乗員や乗客が酸素吸入を始めなければならない高度に達したときに警報を発する装置
である。

温度が上昇すると容積が増し大きくなる。

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）～
（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。 （１）～（４）の中から選べ。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。
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（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

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

２５Ｈ ３０Ｈ

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絶対
利得という。

見通し距離外まで伝搬する現象

TCASと同一の周波数帯を使用している。

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。

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
（０dB以下）である。ただし、気象レーダ・アンテナはパラボラを使用しているので
相対利得は2,000倍程度である。

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。

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。
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。

１５Ｈ １８Ｈ ２０Ｈ

２３Ｈ

フェージング現象の説明として（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。

問18 電流が50分の1秒間に100mAから150mAに変化したときに起こる自己誘導起電力が
-50Vである時のコイルの自己インダクタンスで次のうち最も近い値を選べ。

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。

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。

HFを受信しているときに発生する現象

突然電界強度が低下し、または消失する現象

音量が変化したりゆがんだりする現象
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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

C型コネクタ：N型コネクタの改良型でバイオネット・カップリング式の中型高級コネ
クタでN型同様に用いられる。

BNC型コネクタ：インピーダンス50Ωの小径同軸ケーブル用のバイオネット・カッ
プリング式の小型コネクタで4 GHzまで使用できる。

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。

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。

N型コネクタ：インピーダンス50Ωの中径同軸ケーブル用のネジ・カップリング式の
中型コネクタで10 GHzまで使用できる。

キセノン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。

同軸ケーブルを接続する同軸コネク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。

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。

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。

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。

白熱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。

使用周波数帯はDMEと同じである。

信号はパルス変調している。

UHF型コネクタ：HFやVHFなどで200 MHz程度までの比較的低い周波数に使われ
るネジ・カップリング式の中型コネクタである。

ATCトランスポンダ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。

ATC地上局からの質問信号に対して航空機の高度等を自動的に応答する。

アンテナは無指向性である。
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