
「航法ログ」は提出する必要はありません。

P1

（３）

◎ 配　　点 １問　４点

（２）

能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 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。

「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

資　格 定期運送用操縦士（飛）

（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

２５題　２時間題数及び時間

空中航法 〔科目コード：０１〕科　目 Ａ１ＡＡ０１１０３０

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

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

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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平行進入について（a）～（d）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で

平行進入には、それぞれの滑走路へ進入する航空機間に規定のレーダーセパレー
ションを適用する平行ILS進入と、NTZ（不可侵区域）を設定してそれぞれの
滑走路へ進入する航空機間にレーダーセパレーションを適用しない同時平行ILS
進入とがある。
NTZとは、同時平行ILS進入を監視するために設けられた区域で、２本の平行
滑走路中心線の延長線から等距離に位置し、2,000ft以上の幅を有する。
同時平行ILS進入では、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。
同時平行ILS進入では、進入開始点において３マイルのレーダー間隔がなくなる
ために片方の進入開始高度が1,000ft高く設定されている。

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

飛行方法を変更しその際管制機関に通報することなく選択できる進入である。
「オプションアプローチ」の選択出来る範囲は、「ローアプローチ」、
「タッチアンドゴー」、「ストップアンドゴー」または「フルストップ」である。
計器進入における航空機区分は、日常の運航の重量によって変化する。
後方乱気流区分の「Medium」は 大離陸重量30,000lbsを越えて300,000lbs
未満の航空機に適用される。

滑走路中心線灯
滑走路灯
接地帯灯

（b）

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

問 3 CAT－ⅠILSまたはPARにより進入する場合、着陸の 低気象条件に影響する航空

（d）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（a）進入角指示灯

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

（４）    正        誤        誤       正

問 ２ 次の用語の定義・解説について（a）～（d）の正誤の組み合わせについて

    正        正        誤       誤    

（a）「オプションアプローチ」は訓練などのために、滑走路進入端の直前にその後の

（b）

（c）

（１）    誤        正        正       誤    

（c）

問 １

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

    正        正        正       正 

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。

（b）
（c）

正しいものはどれか。

（１）

（d）

（２）    正        正        正       誤
（３）

（a）

（d）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）
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易い。

うに見えることがある。

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

しがちである。
（c）

（４）

グライドスロープの有効到達距離は通常１０マイルである。

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（４）

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35ftと

（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。

（b）
到着機が滑走路進入端から６マイルの地点を通過した後は原則として航空機等
を、ローカライザー制限区域に立ち入らせない。

（３）    誤        正        誤       正
    正        正        正       誤

（c）

（d）

    正        正        誤       誤

定められている。

通常より狭い巾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

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        正        正       正

（d）暗闇の中で静止している灯火を何十秒間も見つめているとその灯火が動き回るよ

で正しいものはどれか。

（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）地上物標のない上空を飛行する場合では、平常よりも高く飛んでいるように錯覚

問 4 気圧高度：31,000ft 、ＴＡＴ：－10℃、ＳＡＴ：－34℃の大気中を、
ＴＡＳ：421ktで飛行中の航空機のMACH数で正しいものはどれか。

にあるような錯覚を生じ易いため、これを錯覚と気付かない場合パスが低くなり

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

（１）約0.67
（２）約0.70
（３）約0.73
（４）約0.76

（１）

（３）    正        誤        正       誤

正しいものはどれか。

    誤        正        正       誤    
（２）    正        正        誤       正
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滑走路の場合、（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。

目標点標識の始点までの距離は、滑走路末端から300ｍである。
目標点標識の長さは45ｍである。
進入方向の滑走路末端から目標点標識の間にある接地帯標識は、縦縞３本
の標識である。
２０１１年６月までは旧基準による滑走路標識が混在する。

いずれか短い長さでは航空赤の不動光である。

（a）
（b）
（c）

（d）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（d）高光度滑走路灯は滑走路終端から滑走路の全長３分の１または６００ｍの

正
誤

正
（３） 正 正 誤 誤

正 誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

（２） 誤 正 正
誤 正

問 9 滑走路中心線灯および高光度滑走路灯について（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。

（ｄ）

（４） 正

（１） 誤 正
（２） 正 正

（ｂ） （ｃ） （ｄ）

滑走路中心線灯は滑走路中心線に沿って、約１５ｍまたは約３０ｍのほぼ
等間隔に設置される。

誤正
正 正 正

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 低気象条件はRVRとし、RVRが利用でき

誤 正

とする。

（ａ）

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地上視程

問 8 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

進入継続の可否判断は、 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。

（b）

（c）

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

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

問 7 目標点標識等が設置される新しい滑走路標識について、長さが2400ｍ以上の

までは航空赤の不動光である。
（c）高光度滑走路灯は滑走路の両端に滑走路中心線に平行で約１５ｍまたは

約３０ｍのほぼ等間隔に設置される。

正

誤

（b）滑走路中心線灯は着陸しようとする航空機から見て滑走路終端から３００ｍ

誤 誤 正

（１）

正

（a）離陸の 低気象条件は、単発機多発機の別、離陸の代替飛行場設定の有無、滑走
路灯火の運用状態と航空機区分別のRVR値/地上視程によって決定される。

（３）
（４）

（a）
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地上視程

1000ｍ加えた地上視程

機内に煙や灰が入る。
硫黄の臭いに似た刺激臭が漂う。
エンジンが不調となる。
夜間であればウィンドシールドの周りに静電気の放電が現れたり、エンジン
インレットに明るいオレンジ色の発光が見える。

誤 正 誤 正
正 正 正 誤

正 誤 正 正
正 正 正 正

（d）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（a）
（b）
（c）

正

誤

誤 誤 正

正

（２）
（１）

（４）
（３）

正

高（100ft単位に切り上げ）、及び 低気象条件に対して1,000mを加えた地上
視程

誤 誤 正 正

正
正

正

（３）

気象条件のＲＶＲ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。

正 誤
誤

誤 正

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（３）
（４）

上げ）、及び 低気象条件の値に等しい地上視程

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

条件のＲＶＲと同じ値の地上視程
（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 低気象

正 誤 正

（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

（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

（ａ）

問 11 出発地飛行場に対する代替飛行場のための 低気象条件について（a）～（ｄ）の

（４） 正 正 正

正 正

（ｄ）
（１） 正 正 誤 正
（２） 正

問 10 目的地飛行場に対する代替飛行場のための 低気象条件について（a）～（ｄ）の

（ｃ）

問 12 火山灰雲中の飛行の徴候として（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて

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）

（１）
（２）

低気象条件のＲＶＲと同じ値の地上視程

切り上げ）に等しい雲高、および公示された 低気象条件のＲＶＲ値に等しい

（d）周回進入の場合にあっては、周回進入のMDH（100ft単位に切り上げ）に

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 低

CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の

等しい雲高、および公示された 低気象条件に等しい地上視程

非精密進入方式の場合にあっては、非精密進入のMDH（100ft単位の切り上
げ）に200ft加えた雲高、および公示された 低気象条件のＲＶＲ値に

（ｂ）

（a）

CAT－Ⅰ精密進入方式の場合にあっては、非精密進入のMDH（100ft単位の（b）

（c）
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しなければならない。

５０マイルの 低縦/横間隔が適用されており、将来RNP４の航行許可を

示された数値の範囲でなければならない。

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。

衝突するおそれのある範囲にあることおよび航空機の位置の表示

作の指示

ない。

（２）

正（３）
正

（４） 正 正 誤
誤 正 誤

正

（１） 正 誤 正 正
（２） 誤 誤 正

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（b）

（c）

（d）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

RA（レゾリューションアドバイザリー）：接近する航空機が約１５～３５秒以

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

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200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。

（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

（３） 正 正 正 誤
（４） 誤 正 正

正

ている。
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

福岡FIRの洋上管制区では、RNP１０の航行許可を受けた航空機相互間に

誤 誤 正

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

（ｄ）

正正 誤

受けた航空機相互間には３０マイルが適用される予定である。

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

誤
（ａ） （ｂ）

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

（b）

（a）

（c）

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

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
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（d）

（１）
（ｃ）

（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300ft

正
（１） 誤 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

正
（３） 正 正

（ｄ）
誤

（２） 正 誤 正

１５ ACAS（航空機衝突予防装置）について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて

（a）TA（トラフィックアドバイザリー）：接近する航空機が約２５～４８秒以内に

正

正
（４） 正 誤 誤

正

モードＣまたはモードＳを発する脅威機に対してのみRAが発せられる。

誤

内に衝突するおそれのある範囲内にあることおよびパイロットがとるべき回避操

ATCトランスポンダー非装備機に関しては、TAは発せられるがRAは発せられ

問
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[飛行計画問題]

宮古空港（ROMY）から、福岡空港（RJFF）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
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２２年３月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
ROMY～NHC～ONC～BOMAP～KOSHI～GOGYO～GENKO～RJFF
（それぞれを直線で結ぶものとする） （DGC）

（３） 　高　　度
　①　離陸後、経路に従って上昇可能な 高高度まで上昇し、巡航する

ものとして計画する。
　②　巡航中、STEP UPが可能ならば行うこと。
　③　GOGYO からGENKO の間は西向きの経路となるが、GOGYO

までの巡航高度を維持するものとする（降下開始点まで）。

（４） 　代替空港
　長崎空港　RJFU（OＬE）

（５） 　代替空港までの経路
　DGC～OLE上空とし、10,000 ft の一定高度で飛行し、上昇降下

は考えない。

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

（７） 　離陸重量
　93,000lbs

（８） 　その他
　①　出発空港及び目的空港の標高は０feetとする。
　②　与えられた航法DATAおよび航法ログのDATAを使用すること。
　③　上昇、降下中の風も航法ログのDATAを使用すること。
　④　STEP UP した場合、燃料は2,000ft毎につき200lbsを加算

し、時間の加算は行わない。STEP DOWNは行わない。

16

（２）284kt

問 KOSHIからGOGYOまでのGSはどれか。

（３）306kt

（１）262kt

（４）328kt
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14時24分（日本時間）

14時39分（日本時間）

問 17 福岡空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
（１）

12,200lbs

（２）14時29分（日本時間）
（３）14時34分（日本時間）
（４）

問 19 この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。

12,500lbs

問 18 福岡空港までの予定消費燃料はどれか。
（１）11,920lbs
（２）

（１）16,200lbs
（２）16,600lbs

（４）12,800lbs

福岡空港から代替飛行場までの必要燃料はどれか。
（１）   920lbs
（２）1,120lbs

（３）

（３）17,000lbs
（４）17,400lbs

問 21 ONC の５０nm手前の磁方位（MH）はどれか。
（１）031°

問 20

（４）045°

（３）1,320lbs
（４）1,520lbs

（１）
（２）20分
（３）31分

（２）035°
（３）039°

17分

問 23 ONC からBOMAP までのZONE FUEL はどれか。
（１）1,210lbs

問 22 ONC からBOMAP までのZONE TIME はどれか。

（２）1,800lbs
（３）2,350lbs

（４）34分

（１）＋１
（２）－３

（４）2,550lbs

問 24 KOSHI からGOGYO までのWCA はどれか。

－８

（１）GENKO から GOGYO 寄りで ３０nmの距離
問 25 TOD（降下開始点）はGENKO からどの距離にあるか。

（２）GENKO から GOGYO 寄りで ２５nmの距離
（３）GENKO 上空（３nm以内）
（４）GENKO から DGC 寄りで ９nmの距離

（３）－５
（４）
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      航　法　ロ　グ

ATR-航法ログ

航 法 グ

DEPARTURE AP

TOTAL　FUEL

 　　　　　　 LBＳ

ALT TEMP WIND TC VAR ZONE CUM GS ZONE CUM ETO F/F CUMTAS WCA TH MH

ＥＴＡ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ

CONTINGENCY

DESTINATION AP ALTERNATE AP ＥＴＤ

ＥＴＥ

 FUEL　　PLAN

 　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ

ZONE

＋ TO　DESTINATION TO　ALTERNATE HOLDING

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

ＮＨＣ +10 040/20 056 4W 153

ＯＮＣ +10 360/30 038 4W 93

FUEL ＲＭＳ

ＯＮＣ +10 360/30 038 4W 93

ＢＯＭＡＰ +10 340/40 022 5W 165

ＫＯＳＨＩ STD 330/50 005 6W 78ＫＯＳＨＩ STD 330/50 005 6W 78

ＧＯＧＹＯ STD 310/50 004 6W 79

ＧＥＮＫＯ -10 260/30 347 7W 55ＧＥＮＫＯ 10 260/30 347 7W 55

ＤＧＣ -10 250/25 081 7W 34

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

 TO ALTERNATE AP

ＯＬＥ -10 240/25 207 7W 52

ATR-航法ログ



ATR-航法ログATR-航法ログ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　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 2100

10.0 11.0 16.5 7

2010 2700 12 1350

8.5

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280 3180 13

222218

1500 1710

225

11.0 12.5 19.0 8 9.5 13.5

223 225 229

10.5 15.0

2300 2520 3550 14 1660 1890 2560

12.5

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

229

2750 3010 4320

230 232 221236

16

15.0

2450173000 3270 4800

227 229 233

18.0 27.0

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0 20.5

23.0

2380 2670 3640

225

231

3320

227223

2200

3250 3600 5310 18

234 238232

25605910 19 2890

19.0 22.0 35.0 13.5 15.5

17.5

3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900

39.5 15

244 228238 240

21.0 24.5 26.0

25.0 27.0 45.0 16.5

232 236

3850 4250 4300

235

6520 20

3320 4670

239

19.0 29.0

2740 3100

4100 4560 21 2910

242 244 233

243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

246 258 235 239

37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5

4970 23 3350 3930

248 252

36.0 22.5 26.5

32.5

24 3630 4220

TAS 257
(kt)

25.5

STD +10

(min)

25 4000

30

-10

(ｌｂｓ）

FUEL

（feet）

TIME

ＰALT

-5 STD +10 ×1000

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

22 （ｌｂｓ/H）

～

85 75 65 55

～ ～

21

3205

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ 3385

-45 Ｆ／Ｆ 3115

304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

-33.5 ＴＡＳ 311

3490 3335

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

293

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

306

-27.5 ＴＡＳ 308

-39 Ｆ／Ｆ 3765 3655

19

312 300

289302 296

-29.5 ＴＡＳ

18

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

3650

297 289

17

-25.5 ＴＡＳ 304

16

-23.5 ＴＡＳ 301

283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830

279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

293 287

3785

288 282

15

-21.5 ＴＡＳ 296

14

-19.5 ＴＡＳ 292

274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955

271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

285 278

3925

281 274

13

-17.5 ＴＡＳ 288

12

-15.5 ＴＡＳ 285

267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095

264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

277 268

4015

273 265

11

-13.5 ＴＡＳ 274

10

-11.5 ＴＡＳ 279

254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190

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)

(℃)



258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590

271 265

4420 4240

4190

286 272

262275 269

266

4370

11

- 3.5 ＴＡＳ 293

10

- 1.5 ＴＡＳ 283

4200

283 277

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550

12

- 5.5 ＴＡＳ 291 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

4020

292 285

13

- 7.5 ＴＡＳ 294 273287 281

14

- 9.5 ＴＡＳ 299 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

3870

300 294

15

-11.5 ＴＡＳ 303 281295 289

16

-13.5 ＴＡＳ 308 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055

291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

304 297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060

17

-15.5 ＴＡＳ 311

3890 3720

3640

18

-17.5 ＴＡＳ 316 309 303 297

299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810

-19.5 ＴＡＳ 313 307

312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705

-23.5 ＴＡＳ 317 310

3540

19

20

-21.5 ＴＡＳ 317

3440

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610

21

-35 Ｆ／Ｆ 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

×1000

(℃)



～ ～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85

-23 Ｆ／Ｆ

22 （lbs/H）

～

85 75 65 55

3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

-25 Ｆ／Ｆ

-15.5 ＴＡＳ
（kt）

20

-11.5 ＴＡＳ 324 318 311

308

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825

3580-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690

18

- 7.5 ＴＡＳ 317

3645

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315

-17 Ｆ／Ｆ 4100

-15 Ｆ／Ｆ 4350 4220

3790

312 304

4050 3870

3965

3960

16

- 5.5 ＴＡＳ 319 312

17

294

-13 Ｆ／Ｆ

- 3.5 ＴＡＳ 316 309

305 299

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

×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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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

「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　　号航空法規等〔科目コード：０４〕 

定期運送用操縦士 (飛)(回)(船)

注　　意 （１）

科　目

（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

判定基準

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

◎

◎

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

１問　５点

Ａ１ＣＣ０４１０３０

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

定期（飛）（回）（船）-法規-1/5



ものはどれか。

　（ア）　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　　（ウ）

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

（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

問 ３

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　　 　３０　      　

飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　６０　      　
飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　９０　      　

（１）

して行う飛行をいう。

法第61条第2項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければなら

１　当該航空機が飛行機である場合にあっては、その航空機の最新の25時間の運航
２　当該航空機が回転翼である場合にあっては、その航空機の最新の10時間の運航

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　 　　６０　      　　　 　

問 ４ 航空法第２条の記述で、次のうち誤っているものはどれか。

（２）航空日誌
空港及び着陸場の性質（３）

（４）航空機の整備体制

航空法施行規則で規定する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。

ならない期間で正しいものはどれか。

（３）

  3日以内

航空機がまっ消登録を受けた場合に、航空機の所有者が登録証明書を返納しなければ

各地間において行う航空運送事業をいう。

（１）

（４）

ない記録は、（ア）による記録であって、次に掲げる運航（イ）に係るもの（記録された

航空機の耐空性

（ウ）日間を経過したものを除く）とする。

「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の

（１）

（３）

「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は（２）

（３）

（４）

（２）

視界上不良な気象状態をいう。

誤 正

誤 正 正 誤

誤

（ｃ）国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなけ
ればならない。
税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とはみなさない。

（３）

（１） 正 誤
（２） 誤 正

「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

貨物を運送する事業をいう。

正
正

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

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

（ｂ） （ｃ）

誤 正 誤

15日以内
（２）

（ｄ）（ａ）

（４）

（４）すみやかに

14日以内

５問

国際民間航空条約の（ａ）～（ｄ）の条文で正しい組み合わせはどれか。問 １

（ｄ）

定期（飛）（回）（船）-法規-2/5



及び能力について誤りはどれか。

（４）航空機の出発及び飛行計画の変更に係わる運航管理者の承認

はどれか。

いるものはどれか。

計器気象状態における飛行で正しいものは次のうちどれか。

同年12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

（１）

飛行計画（計器飛行方式）で明らかにしなければならない事項で、次のうち誤って

（３）

航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
（２）

出発地及び移動開始時刻

航空機の概要

（４）

（３）

（３）巡航高度及び航路
計器進入開始地点の到着予定時刻

本邦内から出発して着陸することなしに公海上を飛行して本邦内に到達する航行

（２）

（４）

（１）

航空法第５３条第１項（禁止行為）の空港等の重要な設備で、次のうち誤っているもの

（４）

（３）

本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に

給油施設

（1）

（２）
（３）

（３）

（２）

（１）

本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行

安全阻害行為等の抑止の措置

2010年3月９日

本邦外の各地点間において行う航行（本邦以外の国の領域を航行するものに限る）

航空英語能力証明が必要な航行で、次のうち誤っているものはどれか。

到達する航行

2010年6月14日
2010年9月9日

（１）

（２）

（１）

定期運送用操縦士の資格を取得した場合、新規に航空身体検査を受けなけれ

（４）

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。

航空法第７２条における航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長に必要な知識

発動機の排出物に関する事項

検査証明の有効期限で正しいものは次のうちどれか。

（２）飛行場標識施設

航空機の性能

航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明

航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

航空交通管制圏にあっては、計器飛行により飛行しなければならない。

（3）
計器飛行により飛行しなければならない。

（4）

旅客ターミナル
（４）格納庫

航空交通管制区にあっては、計器飛行により飛行しなければならない。

航空交通管制区、航空交通管制圏または航空交通情報圏以外の空域にあっては

ばならない。

航空交通管制区、航空交通管制圏または航空交通情報圏以外の空域にあっては
飛行してはならない。

（2）

（１）

問

12

９

11

問

10問

８問

問

７問

問 ６

乗務する路線に対する運航便数

2009年９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
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オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行

（３）
又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により

できる場合を含む）

（１）

航空機の操縦に障害が発生した事態

　（ア）　 　　　　（イ）   　　（ウ）      　　　　（エ）

（２）

航空法第76条の２の国土交通省令で定める事態（事故が発生するおそれがあると

旅客の運送の用に供する航空機で有視界飛行方式により飛行するもの

認められる事態の報告）で、次のうち誤っているものはどれか。

（２）構造上、その操縦のために２人を要する航空機
（３）

（１）航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、

（４）

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

救命胴衣
（２）救急箱

旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が５時間を超えるもの

（３）落下傘

（１）

航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外に

（４）

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

（４） ４０分の１  　　 国土交通省令　 　   水平表面

（　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、

（２）

航空運送事業　　 　 ６０　　　 救急の用　　 医薬品及び医療用具
航空機使用事業　　  ３０　　　 救急の用　　 医薬品又は医療用具

航空運送事業　 　　 ６０　　　 航空の用　　 医薬品又は医療用具

（４）係留気球（その支線を含む）

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（１）
（２）骨組構造の物件

全ての架空線

13 航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で、
次のうち誤っているものはどれか。

 ４０分の１  　　 航空法 　    　 　　 進入区域

出力若しくは推力の損失（動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く）

救急用具の記述で正しい組み合わせはどれか。

（２）

 　（ア）　　 　　　（イ）　    　   　（ウ）

航空法に定義されている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。

 ５０分の１  　　 航空法     　 　　　 水平表面
（１）

（３）

（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

（３）

（１）

問

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

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　 進入区域

（３）

（４）

気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障

防水携帯灯

乗り組ませなければならない場合で、次のうち誤っているものはどれか。

（４）

飛行中における発動機（多発機の場合は、２以上の発動機）の継続的な停止又は
当該航空機の航行が継続できなくなった事態

問

問

航空運送事業　 　　 ３０　　　 航空の用　　 医薬品及び医療用具

問 17

14

次の救急用具の中で180日ごとに点検するものはどれか。

15

問

問 16

18
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経験

航空法施行規則第198条の10（航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある
情報）の記述で正しい組み合わせはどれか。

及び航空機の（ｂ）位置、（ｃ）高度又は（ｄ）針路に関する情報とする。

た経験

正しいものは次のうちどれか。
（１）操縦する日からさかのぼって１年までの間に、30時間以上の飛行経験

操縦する日からさかのぼって180日までの間に、離陸および着陸をそれぞれ６回
以上行った経験

（３）

問 19 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する操縦者に係る最近の飛行経験で

（４）

（２）

正 正

法第９５条の２第３項 の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の（ａ）飛行計画

操縦する日からさかのぼって90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んで離陸および着陸をそれぞれ３回以上行っ

（１） 正

操縦する日からさかのぼって１年までの間に、１０時間以上の夜間における飛行

（２） 正 正 誤 正
誤

（３） 誤 正 正 誤
（４） 正 正 誤正

問 20

（ｄ）（ｃ）（ｂ）（a）
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E4Airmen’s Academic Examination

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

(1)

A1CC041030

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.

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code

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

Point Allocation: All questions are worth five points each.

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

(a)

(b)

(c)

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

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

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

Every aircraft engaged in international air navigation shall bear its appropriate nationality and(c)

(d)

(1)
(2)
(3)
(4) a: Incorrect b: Correct c: Correct d: Incorrect

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

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

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

Aircraft used in customs and police services shall not be deemed to be state aircraft.

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

Airworthiness of aircraft
Log books
Characteristics of airports and landing areas
Maintenance system of aircraft

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

(4) Maintenance system of aircraft

Question 3: The following is the provision in Article 149-3 of the Civil Aeronautics Regulations. Which of the groups of
words below can be used to fill in the blanks (   ) to make the provision complete and correct?

The records to be kept by the operator of the aircraft under the provision of Article 61, paragraph 2 of the
Law shall be the records made by ( a ) (except after ( b ) days have passed since recording) concerning the
following flight operation (excluding the duration when ( c ));
<1> In the case of an aeroplane, the flight operation of the most recent 25-hour period of that aeroplane;

(1)
(2)
(3)
(4) c: the aircraft is on the ground

a: flight recording devices
a: voice recorder b: 30

b: 90 c: the engine is shut down

a: voice recorder c: the aircraft is on the ground
c: the engine is shut downa: flight recording devices b: 60

b: 60

<2> In the case of a rotorcraft, the flight operation of the most recent 10-hour period of that rotorcraft.
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(1)

(2)

Question 4: Which of the following definitions in the Article 2 of the Civil Aeronautics Law is incorrect?
The term “instrument meteorological conditions” means bad weather conditions with a range of vision
which may be specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
taking the visibility and cloud conditions into consideration.

The term “air transport service” means any business using aircraft to transport passengers or cargo(2)

(3)

(4)

Question 5: When an aircraft registration is cancelled, by when must the owner of the aircraft return the aircraft
i t ti tifi t t th Mi i t f L d I f t t T t d T i ?

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

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

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

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

Within 3 days

Question 6: Which of the following items is incorrect as the items to be specified in the IFR flight plan stipulated in Article
203 of the Civil Aeronautics Regulations?

registration certificate to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism?

Within 14 days

Without delay
Within 15 days

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

(1)

Nationality mark, registration mark and radio call sign of the aircraft
Place of departure and estimated off block time
Cruising altitude and route of the flight
Estimated time of arrival over the approach fix

Aircraft general

203 of the Civil Aeronautics Regulations?

Question 7: Which of the following is not included in the matters which should be described in the Flight Manual?
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

Aircraft performance
Items relating to engine emission
Structure of aircraft and explanation concerning equipment and systems

Measures etc. to suppress acts which impede safety

Question 8: Which of the following items is not included in the required knowledge and skills for the pilot-in-command of
an aircraft used for air transport service specified by Article 72 of the Civil Aeronautics Law?

Aircraft general

(2)
(3)
(4)

(1) The pilot who has passed the practical examination for airline transport pilots shall undergo an

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

Number of flights of the route concerned
Authority of pilot-in-command concerning the direction and supervision of flight crew and cabin crew
Approval of an aircraft dispatcher concerning the departure of aircraft and alteration of flight plan

Question 9:

(1)

(2)
(3)
(4)

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

March 9, 2010
June 14, 2010
September 9, 2010
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(1)
(2)

Question 10: Which of the following air navigations does not require the pilots who engages in it to hold the Aviation
English Competence Certification?

Flight between point within Japan and point outside Japan
Flight departing from a point within Japan, fly over foreign territories, and returns back to a point within
Japan without making any landing outside Japan

(3)
(4)

(1) Fuel facilities

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

Flight between points outside Japan (except when the aircraft is flying over Japanese territory)
Flight departing from a point within Japan, fly over the open sea, and returns back to a point within
Japan without making any landing outside Japan

Japan without making any landing outside Japan

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

Which of the following statements regarding a flight under instrument meteorological conditions is correct?
Any aircraft shall conduct instrument flight within a Control Area.

Aerodrome marking facilities

Question 12:

No aircraft shall fly in airspace other than Control Area, Control Zone, or Information Zone.

Hangar
Passenger terminal

(3)

(4)

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

Any aircraft shall conduct instrument flight in airspace other than Control Area, Control Zone, or
Information Zone.

Any aircraft shall conduct instrument flight within a Control Zone.

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

(2)
(3)
(4)

The term “approach surface” means an area abutting on the shorter side of a landing area and as specified

heights in structure

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

Question 14:

An object of truss structure
Any aerial wire
A mooring balloon (including its support wires)

(1)

(2)
(3)

a: Civil Aeronautics Law
a: Civil Aeronautics Law

b: 1/50th
b: 1/40th

c: approach area

c: approach area

b: 1/50th

c: horizontal surface

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

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

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

c: horizontal surface

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?

b: 1/40th

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

Question 15:

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

a: aerial work b: 30 c: medical kit d: air navigation

and equipment for the use for ( d ) purpose.

d: first-aid
a: air transport service b: 60 c: emergency kit
a: air transport service b: 60 c: medical kit

d: air navigation
a: air transport service b: 30 c: emergency kit d: first-aid
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(1)
(2)
(3)

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

(4)

(1)

(2)

Question 17: The following statements describe those aircraft that must be manned by an additional pilot other than the
pilot-in-command as stipulated by Article 65 “Manning of Aircraft” of the Civil Aeronautics Law. Which one is
incorrect?

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

An aircraft for which, because of its design, two persons are required for pilotage

Waterproof portable light

(3)

(4)

(1)

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

The propeller rotor landing gear rudder elevator aileron or flap is damaged and therefore the

An aircraft used for the air transport of passengers engaged in a flight, the duration of which exceeds
5 hours

An aircraft used for the air transport of passengers engaged in a flight under visual flight rules

(1)

(2)

(3)

(4)

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

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

Overrunning, undershooting, or running off the side of runways (including the case in which the

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

(4)

(1)

(2)

Question 19:

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

The following statements describe the recent flight experience of a pilot engaged in the navigation of an
aircraft used for air transport service. Which one is correct?

The pilot shall, within one year period prior to the date of navigation of said aircraft, have the flight
experience of 30 hours of longer.

The pilot shall, within a 180-day period prior to the date of navigation of said aircraft, have experience
of at least 6 takeoffs and 6 landings

(3)

(4)

Question 20: The following is the provision of Article 198-(10) (Information directly related to Flight Safety) of the Civil
A ti R l ti Whi h f th “ t” d “i t” bi ti b l i i t f th

The pilot shall, within one year period prior to the date of navigation of said aircraft, have the night
flight experience of 10 hours of longer.

of at least 6 takeoffs and 6 landings

The pilot shall, within a 90-day period prior to the date of navigation of said aircraft, have experience
of at least 3 takeoffs and 3 landings on board the same type of aircraft as that of said aircraft used for
air transport service.

(1)
(2)

Aeronautics Regulations. Which of the “correct” and “incorrect” combinations below is appropriate for the
four underlined items (a) to (d) in the provision?

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

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

a: Correct
(2)
(3)
(4)

d: Incorrect
a: Correct b: Correct c: Correct d: Incorrect
a: Incorrect b: Correct c: Correct
a: Correct b: Correct c: Incorrect d: Correct
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

「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。

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目

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

注　　意 （１） 「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）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

Ａ１ＣＣ０２１０３０

◎

１問　５点

資　格 ２０題　　　１時間題数及び時間定期運送用操縦士 (飛)(回)(船)

◎

P５
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（ｂ）上昇に伴って、空気塊の体積は減少する。

晴れた夜から朝にかけて地表面や地物が放射によって冷却し、それに接する

問 １ 空気塊の上昇に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）
～（５）の中で該当するものを選べ。
（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。）

（ａ）上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は増加する。

（ｃ）上昇に伴って、空気塊の温度は上昇する。
（ｄ）上昇に伴って、空気塊の内部エネルギーは増加する。

（１） １
（２） ２
（３） ３
（４） ４
（５） ０

問 ２ 逆転層の成因についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）
空気の温度が低下するために発生する。

（ｂ）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。
（ｃ）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。
（ｄ）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。

（１） １
（２） ２

定運(飛)(回)(船)-気象-2/5

問 5 寒冷低気圧について誤りはどれか。

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

（２）
気圧が周囲より低い。

（１）

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。

（４）渦度0の等渦度線は実線で示される。
正の渦度域には縦横の破線を施し、渦度の極大域のみを数値で示す。

（１）
（２）

寒冷低気圧の上方では対流圏界面が大きく垂れ下がっており、その領域では周

（ａ）

（ｃ）北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は東向きに働く。
（ｄ）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

中心部の温度が対流圏の上層や中層で周囲より低いにもかかわらず、中心部の

（３）

略号はFXFE502である。
1日2回発行される。

対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。（４）

（２） ２
（３） ３
（４） ４
（５） ０

問 ３ コリオリの力についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～
（５）の中で該当するものを選べ。

大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に反比例する。
（ｂ）大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が低いほど大きい。

気圧傾度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

（１） １
（２） ２
（３） ３
（４） ４
（５） ０
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に強い着氷を起こす。

大きい。

温帯低気圧が発達するとき、それに対応する寒帯前線ジェット気流は南北に蛇

亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ一般に風速が極大となる

（３）

着氷についての記述で誤りはどれか。

行している。

値を持つ。

問 6

積雲系の雲は過冷却水滴からなることが多く、－3℃～－10℃の外気温のとき

（２）

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

視程は良好である。
（ｂ）

雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

安定度は安定な気温減率である。

説明で誤りはどれか。

高度が高い。

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

北半球の偏西風帯における寒帯前線ジェット気流と亜熱帯ジェット気流についての

（４）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極大

（１）

翼の空力特性に影響を与える。
（４）RIME ICEとは空気の泡を含む氷であり、もろいが表面がザラザラしているので

（２）

問 ７

（ｄ）

着氷域の予想には－８D法が利用できる。

中で正しいものはどれか。

（ａ）気流は下層に乱流がある。

（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。

（ｃ）

（１）
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（１）        正　　　正　　　誤　　　正

（３）
        誤　　　正　　　正　　　誤
        正　　　誤　　　正　　　誤

く、特に梅雨末期の西日本で顕著である。

（ａ）

（ｂ）

正しいものはどれか。

梅雨前線は水平の温度傾度が比較的緩やかである。しかし水蒸気の水平傾度が大き

（２）
（３）移動性高気圧には低気圧と低気圧の間に現れる尾根の高気圧と、極気団の氾濫に

より寒冷な気団がちぎれて動いてくるものとがある。
亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で

問 10

大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。

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

東西に長く発達する。
（４）

問 ９ 高気圧について正しいものはどれか。
（１）温暖高気圧は対流圏全体及び成層圏でも暖かくなっている。

        正　　　正　　　正　　　誤

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（２）

（ｃ）

梅雨前線はインドモンスーン、太平洋の亜熱帯高気圧、オホーツク海方面にできる
ブロッキング高気圧と密接に関係している。

（４）

（ｄ）梅雨期の飛行に障害を及ぼす現象は、低シーリング、悪視程や雷雨であるが、その

        誤　　　誤　　　正　　　誤
（４）        誤　　　正　　　誤　　　誤

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　

（２）        正　　　正　　　誤　　　正

範囲が広いので代替飛行場の選定が難しい。

（１）        正　　　正　　　正　　　誤

（３）

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

（１） １

問 12 雷雲の中の通過についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

（４） ４

１
（２） 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
がある。

　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） ３

（１）

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狭いことが多く、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。　

はいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ｂ）
（ｃ）

イロ系の計器によって姿勢を維持して飛行したほうが良い。
（ｄ）暗い雲だが部分的に緑色がかった明るさのあるところ（green spot）では、雹に

遭遇することが多いので避けるべきである。

強い上昇・下降気流に遭遇するとピトー系の計器は狂う可能性があるため、ジャ

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）の中で、正しいもの

（５） ０

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

機上レーダーを用いて も降雨の少ない空域を見定める。
線上に連なったCbの場合なるべく直角に通過する。
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か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

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

１
（２）

気流近傍で多く見られる。

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

（５） ０

（２）

（１） １
（２）
（３） ３
（４）

２

積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

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

４

指数が±0付近の場合、気団雷発生の可能性がある。
（ｄ）夏の雷雲発生の良い目安となる。

（１）

（４）

（ｂ）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
湿度との差を指数としたものである。

（ｃ）

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

問 14 ショワルター指数についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

（ａ）500hPaより下方の大気の安定度を知る方法である。

２
（３） ３
（４） ４
（５） ０
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（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。

の中で該当するものを選べ。

（ａ）陸上と海上の間に気圧差が生じることにより出現する。
（ｂ）

（２） ２
（３） ３
（４）

（３）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
（５） ０

（ｄ）等温線間隔が5℃/120nmより狭い（混んでいる）ときCATの発生確率は増大する。

（１） １

（ｂ）水平シヤー（HWS）が20kt/120nmより大きいときCATの発生確率は増大する。
（ｃ）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。

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）CATは雲のない晴天中で突然おこる現象である。

（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。
（２）

問 17 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）

問 15 晴天乱気流（CAT）についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。

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。

比較的穏やかな晴天日に出現する。
（ｃ）一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい
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可能性がある。

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

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

渦度は時計回りの回転を正とする。

（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。

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

どれか。

（１）

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 大値が現れる。

（４）渦度の 大値はほぼ前線帯と一致している。
（３）

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

問 19 渦度の説明について正しいものはどれか。

前線に対応している。

（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、

（ｃ）一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい。
（ｄ）海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

（１） １

（５） ０

（２） ２
（３） ３
（４） ４
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判定基準

「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

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。

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。

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

記　　号工学〔科目コード：０３〕 Ａ１ＡＡ０３１０３０科　目

（２）

配　　点

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

◎

◎
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翼の誘導迎角について誤りはどれか。
2次元翼の場合に比べて、3次元翼では、同じ揚力係数を得るために、誘導迎角
だけ迎角を増加させなければならない。
誘導迎角は、揚力係数一定のとき、誘導抗力係数に比例する。
誘導迎角は、同じ翼では、揚力係数が大きいときの方が大きい。
誘導迎角は、同じ平面形の翼の場合同じ揚力係数では、アスペクト比が大きい
ほど大きい。

風圧中心の移動を少なくする方法で正しいものはどれか。
最大キャンバを小さくする。
最大キャンバの位置を後縁側に近づける。
翼型の後縁部を下方へ反らす。
風圧中心係数をなるべく大きくする。

電波高度計に関する説明で誤りはどれか。
機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面に向くようにジャ
イロ、又はIRSからの姿勢基準信号を受けている。
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。
対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置（AFCS）に機体の高度と降
下率を知らせる重要な装備品である。
大型機では機体が地上にあるときマイナスの高度を指示することもある。

（４）

（３）

（１）

（２）
（３）

問 ２
（１）

問

（２）

１

問 ３
（１）

（２）

（４）

（３）

（４）
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層流と乱流の特性で誤りはどれか。
層流は乱流よりも摩擦抗力ははるかに小さい。
層流は乱流よりも境界層が厚い。
層流中では流速は規則的に変化し、乱流では流速の変化は不規則である。
層流はエネルギが少なく剥離しやすく、乱流はエネルギが豊富で剥離しにくい。

５ 航空機の構造材料に関する説明で、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。

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　①アルミニウム合金、鍛造材の一部はチタニウム合金、可動部などは軽量
化のためアルミニウム合金や　②グラス・ファイバのハニカム、脚まわりは　③高張
力鋼、エンジンはチタニウム合金、ステンレス鋼、そして　④耐熱合金が使われてい
る。

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

燃料タンク・ベント系統の目的で正しいものはどれか。
燃料タンクを加圧し水蒸気を含む空気の侵入を防ぐ。
燃料タンク内と外気との差圧を小さくし燃料の移送を確実にする。
燃料タンクを加圧し旋回時等の燃料の機外流出を防ぐ。
予備の燃料補給口として使用する。

問

問

問

４

（４）

（２）
（３）

６

（３）

（４）

（４）

（１）
（２）

（１）
（２）
（３）

（１）
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アドバース・ヨーに関する説明で、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。

上げ・下げの舵角が同じ場合、翼後縁の境界層は上げ舵側が厚いので　①抗力が小さ
く、下げ舵側は薄いため　②抗力が大きい。これに　③形状抗力が加わるとこの抗力
差はさらに大きくなる。その結果、旋回方向と反対側の翼の抗力が大きくなり、逆方
向に　④機首を振ろうとする逆偏揺れ（アドバース・ヨー）現象を起こす。
対策として、フリーズ型補助翼、差動補助翼、　⑤フライト・スポイラを採用してい
る。

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

耐空性審査要領の定義においてタービン発動機の「離陸推力」の要約説明で正しいも
のはどれか。

離陸時に最大回転速度および最大EPRで得られる静止状態でのジェット推力
離陸時に最大回転速度および最大EPRで得られる滑走状態での軸馬力
離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる静止状態でのジェット推力
離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる滑走状態での軸馬力

翼面荷重に関する説明で正しいものはどれか。
翼面荷重が大きくなると最大巡航速度が小さくなる。

（２）

問

問

７問

（４）

（１）

８

（４）

９

（３）

（１）

（１）
（２）
（３）
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翼面荷重が大きくなると最大巡航速度が小さくなる。
翼面荷重が大きくなると着陸速度が大きくなる。
翼面荷重が大きくなると旋回半径が小さくなる。
翼面荷重が大きくなると航続距離が大きくなる。

10 タービン・エンジンのバリアブル・ステータ・ベーンに関する説明で誤りはどれか。
ロータ・ブレードへの流入角を制御する。
圧縮機入口温度と回転数を関数として作動する。
ストール防止のためエア・ブリードを併用する場合が多い。
アイドルではブレードの迎え角が最大である。

上昇性能を良くする方法で誤りはどれか。
馬力荷重を少なくする。
翼面積を小さくして速度を上げる。
翼面荷重を小さくする。
抗力を減らして必要馬力を小さくする。

12 水平直線飛行時に胴体にかかる荷重の説明で正しいものはどれか。
引っ張り荷重のみ加わる。
胴体前後を上に曲げようとする荷重が加わる。
胴体前後を下に曲げようとする荷重が加わる。
重力が作用するだけで、特に荷重は作用しない。

問

問

問
（１）

（３）
（４）

（２）
（１）

11

（３）

（３）

（２）

（３）
（４）

（２）

（４）

（１）
（２）

（４）

（１）
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油圧系統の作動油に要求される性質で誤りはどれか。
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、粘性と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。
温度変化による成分変化が少ないこと。

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。

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。

失速警報システムの構成品として誤りはどれか。
電波高度計
AOA　Vane
Stick　Shaker
Flap角度　Sensor

油圧アクチュエータを用いる動力操縦装置に装備されている人工感覚装置（Artificial
Feel　System）の説明で誤りはどれか。

問

問 16

15

14問

13問

（４）

（１）

（１）
（２）

（４）

（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

（３）

（４）

（２）
（３）

（３）

（１）

σ
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Feel　System）の説明で誤りはどれか。
操縦装置を中立に保つことにも用いられる。
速度に応じて作動が変化する。
操縦者が過大な操縦を行うことを防ぐ。
操縦者の操舵力を軽減する。

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

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、高度10,000ftでの失速速度（真対気速度TAS）を求めよ。ただし、密
度比をσとしたときこの高度では ＝0.85とし、計器誤差及び位置誤差、空気の
圧縮性の補正は無視することができるほど小さいとする。

150kt
147kt
137kt
125kt

問

問

（２）

（１）

（３）
（２）

（４）

（２）
（１）

（３）

18

17

（１）

（３）
（４）

（４）

σ
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ある飛行機の最良上昇率に対応する速度での上昇率は、海面上で3,270ft/minであって
高度1,000ft増加する毎に77.0ft/minづつ減少するとき、8,000ｆｔまで上昇するの
に要する時間を求めよ。

2.37分
2.71分
3.00分
3.27分

総重量152,000lbs、重心位置が基準線後方450inchにある飛行機で、12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8名移動させ、基準線後方
後方400inchの座席へ4名移動させた。そして追加の貨物を搭載して重心位置を基準線
後方448inchから452inchの範囲に収めたい。追加貨物の搭載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930inchの貨物室に2,500lbsの貨物搭載
基準線後方710inchの貨物室に3,000lbsの貨物搭載
基準線後方600inchの貨物室に3,550lbsの貨物搭載
基準線後方600inchの貨物室に2,500lbsの貨物搭載

問

問

20

19

（４）

（２）
（３）

（１）

（４）

（１）

（３）
（２）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

◎ 配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

題数及び時間定期運送用操縦士(飛)

注　　意 （１）

Ａ１ＡＡ０５１０３０

能となるので当該科目は不合格となります。

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

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕科　目

ること。

P９

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

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）
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（４）

（４）
（３）「JA 23」

（１）「JA 01」
（２）

「JA 0123A」

飛行中にELTの発信音を受信した操縦者がATS機関に通報すべき内容で誤りは

管制機関が航空機局「JA 0123」に対して使用できる一時的に変更した
もしくは簡略化したコールサインのうち、誤りはどれか。

「JA 123」

（１）自局のコールサイン

どれか。
（１）遭難信号が聞こえなくなった地点

（３）遭難信号を最初に受信した地点
自機の呼出符号

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。

させておくべきである。

（１）

（２）通信機故障時は7600 にセットする。
（３）

と認められる場合

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。
（１）右30度前方
（２）正面

（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合

（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。

問 １

問 ２

問

（３）右60度前方

（１）

（２）遭難信号の発信局の呼出符号

問 ３ 受信証の発出要領で誤りはどれか。

（４）自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

（２）

問 ４ ＡＴＣトランスポンダーの操作の説明で誤りはどれか。

されない。

（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

自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（３）「ROGER」の用語

自動高度応答装置を装備した航空機は、特に指示がない限りこれを作動

（４）

問 ５ MC 020をHDG 350で飛行中、ATCより「Traffic、Eleven　O'clock」との情報を

計器飛行方式のクリアランスではトランスポンダーのコードは通常指定

（４）左30度前方

と連絡がとれなかった場合
（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

（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

６ 次のうち、「遭難の段階」として捜索救難が開始されるのはどれか。

トランスポンダーを7500にセットする。

機体を振ったあと、ゆっくりと旋回を開始した。操縦者としてとるべき行動で
誤りはどれか。

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従う。

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
従うことを伝える。

（３）
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周波数で正しいものはどれか。

（１）管制空域が持つ処理能力に、その空域における予測交通量を適合させることにより
安全確保と運航効率の向上を促進させる業務である。

（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。

（３）管制区管制所が実施する。
（４）

（３）
（４）

（３）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。

主として法律、規則、方式、施設の大幅な変更を記載

（４）

（２）

FREQUENCY」を通報して次の指示を待つ。

直ちに周知しなければならない重要なAICはチェックリストに赤線が付される。
有効なAICに関するチェックリストは年1回発行される。

123.15 MHz

高度制限が解除されたので直ちに上昇した。

MAYDAY(3回), JA32ZZ(3回), engine failure, will make forced landing.・・

（４）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

グランドからタワー周波数への切り換えを指示された際、「MONITOR」

９問

（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

（１）

フローコントロールにより出発時刻の制限を受ける場合は「due to flow 

速度調整の終了は「RESUME NORMAL SPEED」で通報される。

問 ８ フローコントロールに関して誤りはどれか。

問 10 航空情報サーキュラー（AIC）の説明で誤りはどれか。
（１）ノータムの発行に適さなかったりAIPに掲載できない航空情報を記載

フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

（２）

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

問 11 周波数切り換えについて正しいものはどれか。

の用語が用いられた場合は、当該周波数へ切り換えたうえ、「ON YOUR 

離陸の管制許可にデパーチャー周波数が含まれていた場合は離陸後直ちに

（２）
切り換える。

（１）122.60 MHz
（２）123.45 MHz

（３）着陸後、滑走路を解放後も指示がない限りタワー周波数にとどまる。

換え、指示された時期に当該管制機関を呼び出す。

問 13 IFR出発時の管制において、「COMPLY WITH RESTRICTIONS」の用語が
付された場合の飛行要領で正しいものはどれか。

（４）122.45 MHz

（２）離陸後直ちに３００Ktに加速して上昇した。
（１）

（３）SIDの高度制限は管制から通報されるので直ちに水平飛行に移った。
（４）公示された高度制限を守りながら上昇した。

（２）

（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, JA32ZZ, left engine fire.

PAN-PAN(3回), JA32ZZ(3回), excessive high oil temperature. ・・・・
（３）XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.

定期(飛)-通信-3/4



（４）危険につき、場周経路を離脱せよ。

着陸してはならない。

「Missed Approach」を実施した。

（１）

（４）
POOR ------------------ 不良
VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

「Touch And Go」を実施した。

（３）

（２）

（２）

（４）

（１）

（２）  正　　　誤　　　正　　　正

（a）121.5MHz及び406MHｚの電波を発信できなければならない。
下記の（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

（３）滑走路の外に出よ。

（４）医療援助を要する。
（３）

  正　　　正　　　正　　　誤（４）

（a）   （b）     （c）　 （d）

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

（１）  誤　　   誤　　　誤　　　正

問 15 タワーまたはレディオから通報されるブレーキングアクションに使用する
用語の意味で誤りはどれか。

問 16 「Option Approach」の飛行要領で誤りはどれか。

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好
（２）GOOD ------------------ 良好 

問 17 飛行計画書の記入要領で誤りはどれか。
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）「Stop And Go」を実施した。
（３）「Low Approach」を実施した。

当該フライトの着陸重量が7,000kgなので、「後方乱気流区分」に
「L」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。
（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

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

（１）進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

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。

問 18 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か。

（４）

（１）否定
生存者は10名

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、

援助を要する。

（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）406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。

定期(飛)-通信-4/4



P10

◎ 配　　点

◎

Ａ３ＣＣ０２１０３０

◎ 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〕

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
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

能となるので当該科目は不合格となります。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

事操(飛)(回)(船)-気象-1/6事操(飛)(回)(船)-気象-1/6



（１）

（１）

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

（２）
（３）

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

（４）

問 周囲より3℃気温の低い空気塊が、0.5℃/100mの気温減率をもった大気中を、ある高1

（２）

（１）
（２）

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

約3,000ft
約2,000ft
約1,200ft
約   500ft

（３）

問 ３
ターセッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

問 2 空気塊の上昇に関する記述について誤りはどれか。
（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。）

上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は減少する。
上昇に伴って、空気塊の体積は増加する。
上昇に伴って、空気塊の温度は低下する。

計器高度は真高度より低い。

（４）上昇に伴って、空気塊の内部エネルギーは増加する。

計器高度は真高度より高い。
計器高度と真高度は等しい。

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

（３）

問 ４ フェーン風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。

　フェーン風とは下降した気流の温度が山麓の気温より（１）高い場合の風をいう。

事操(飛)(回)(船)-気象-2/6

問 ５ 晴天乱気流の発生条件で誤りはどれか。

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

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

（３）

（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。
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。

（４）

（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。

（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。

　この風は、日本でも方々に見られ、その代表例は、強い南風が中央山脈を越えて日本
海側に吹き下ろすとき、北陸や山陰地方で経験する異常な（４）高温高湿風である。

（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

　フェ ン風とは下降した気流の温度が山麓の気温より（１）高い場合の風をいう。
　下降気流は（２）乾燥断熱的に昇温するので、山麓に達した空気は高温となり、相対
湿度が（３）低くなるのが普通である。

問 ６ 寒冷低気圧について誤りはどれか。
（１）中心部の温度が対流圏の上層や中層で周囲より低いにもかかわらず、中心部の

気圧が周囲より低い。

囲より温度が高く、空気密度が小さい。
寒冷低気圧の東進により、特に中心の南東側では成層状態が不安定となる。
対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。

問 ７ 逆転層の成因について誤りはどれか。

（４）
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れてできる霧である。

多量の水蒸気が冷やされてできる霧である。

きる霧である。

（２）移流霧は、暖かく乾いた空気が冷たい海面上を移動する時に、下層の空気が冷やさ

（４）

（３）

～（５）の中で該当するものを選べ。
雷雲付近の飛行についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）

線状に並んだセルに沿ったコ スではできるだけ風下側を飛ぶ（ａ）

問 11

放射霧は、夜から朝にかけて晴天で風が弱い時にできる霧である。

蒸発霧は、暖かい海、川、湖などの上に冷たい空気がある時に、水面から蒸発する

（４）

（１）

問 ９ 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。

問 ８ 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。

（２）乾燥断熱減率は使用しなくとも求められる。

（４）500hPa面の等高線の蛇行（南北流）が大きくなるとき

（３）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。
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
温度差を指数としたものである。

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

問 10 霧についての説明で誤りはどれか。
（１）

滑昇霧は、湿った空気が山の斜面を移動する時に、断熱変化による冷却によってで

（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
（３）地上低気圧の上流で500hPaの谷が深いとき
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２
（３） ３
（４） ４
（５） ０

（１） １

Cbの風下側に発生しているCuやCbは小さくても軽視しない。（ｂ）

問 12 梅雨前線についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の高い対流雲が発生して大雨を
もたらす。

（１）

（５） ０

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

　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
方向の気圧傾度は弱く、（ａ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南北方向
の（ｂ）気温の差が小さい。
　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

線状に並んだセルに沿ったコースではできるだけ風下側を飛ぶ。（ａ）

１
２

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。（ｃ）
（ｄ）

（２）

（２）

（４） ４
（３） ３

気温0℃の高度の上下を避ける。
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（２） ２

（ｂ）
（ｃ）

風が不連続に変化する地域は前線や収束線等を表す。

（ａ）

（１） １

の中で該当するものを選べ。

（ｄ）の中で誤りはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）

（３）
（４） ４

（２） ２
（３） ３

前線に対応する。
（ｃ）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。
（ｄ）

（５）

問 13 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）

陸上と海上の間に気圧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。

（１） １

０

３

問 14 日本850hPa風・相当温位12・24・36・48時間予想図についての記述（ａ）～

相当温位とは、飽和した空気塊が断熱的に移動するときに保存される量をいう。
（ｂ）一般に等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

（ｄ）
一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい。
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。
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（５） ０

（３） ３

（５）の中で該当するものを選べ。

（１） １

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

問 15

２
（３） ３
（４） ４

（２）

（４） ４
（５）

高気圧についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～

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

０

る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。
（ｃ）梅雨期に現れるオホーツク海高気圧は、移動性の背の低い高気圧である。

（ａ）冬季にみられるシベリア高気圧は、背が低く大気の下層に現れる高気圧である。
（ｂ）
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（２） ２
（３） ３

（１） １

（ａ）赤道付近の低緯度や地表面付近では適用できない。
（ｂ）日射の影響を強く受ける風である。
（ｃ）等圧線（または等高線）に平行に、北半球では高気圧を左に、低気圧を右に見るよ

渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。

（４） ４

うな向きに吹く。
（ｄ）コリオリの力と遠心力が完全に釣り合った状態のもとで吹く風である。

の中で該当するものを選べ。

（２） ２

（５） ０

問 17 地衡風に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～（５）

（５）の中で該当するものを選べ。
問 16 渦度についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～

１

（ｂ）
（ａ）

（ｃ）強風軸の中心に沿って渦度の0（零）線が現れる。

（３） ３

渦度は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。

（１）

（ｄ）
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で該当するものを選べ。

（４） ４
（５） ０

（１） １
（２） ２
（３） ３

（ｂ）北緯５度以内の赤道付近ではほとんど発生しない。
（ｃ）中心部にはらせん状降雨帯（スパイラルレインバンド）と呼ばれるものがある。
（ｄ）台風の発生にはコリオリの力が重要な働きをする。

（５） ０

問 18 台風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）の中

（ａ）台風は積雲対流に伴って放出される潜熱をそのエネルギー源として発達する。

（３） ３
（４） ４
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（５）の中で該当するものを選べ。

高度の温度が－15℃以下、地上気温が＋2～3℃以下

（１） １
（２） ２
（３） ３

（ｂ）700hＰa天気図の等温線－6℃ライン
（ｃ）状態曲線による降雪の目安は下層で不安定、T－Td＝0～2℃、予想される雲頂

（ｄ）雲は積雲系の雲であること

（５） ０

問 20 雪の予想についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）

（ａ）500hＰa天気図の等温線－30℃ライン

～（５）の中で該当するものを選べ。

（２） ２
（３） ３
（４） ４

（ｄ）等高線と等温線が同位相で、振幅が両方同じであればトラフは逆行する。

（１） １

（ａ）トラフは一般に西から東へ移動する。
（ｂ）トラフの前面は上昇域であり天気は悪い。
（ｃ）偏西風中のトラフの移動速度は、等高線と等温線の関係から推定される。

問 19 トラフについての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～
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（４） ４
（５） ０

（３） ３
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科　目 Ａ３ＧＭ０２１０３０

ること。

◎ 判定基準

Ｐ１１

◎ 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

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 〕

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）

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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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地上３２㎞までを規定している。

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℃

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の定義で誤りはどれか。
視程が10km以上であること。
地上風は静穏であること。
すべての高度にわたって積乱雲、搭状積雲がないこと。
天気略語表に該当する現象がないこと。

（３）
（４）

（３）

（１）
（２）

（１）
（２）

（１）

（４）

乾燥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

（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。
（４）露点温度が高度により減少する割合である。

（１）
（２）

問 ３

標準大気についての記述で誤りはどれか。
（１）

問 ２

条件付き不安定

対流圏について誤りはどれか。

（４）

（３）
（４）

（１）不安定

大気の状態曲線が、乾燥断熱減率線と湿潤断熱減率線の間に位置するときの

中立
（２）安定
（３）

上下方向の空気の移動もさかんにおこる。
（４）全大気の７５％程度の量の空気を含んでいる。

（１）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中間圏といい、その高度は高緯度ほど低い。

問

（３）

問 ４

７

５

６

問

問

（２）
（３）
（４）
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山岳波について誤りはどれか。
山頂高度付近に逆転層か大きい安定層があり、山脈に平行に近い風向で風速が強い
ときに発生する。
大気が湿っていればロール雲ができ山岳波の存在を知ることができる。
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しない。

海陸風について誤りはどれか。
海陸風は一般風が強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海風、夜間に陸から海に向かう風を陸風という。
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。

温暖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気温が急に下がり、天気は回復してくる。
寒冷前線は温暖前線に比べると移動速度は遅い。

寒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。
雲形は層状雲形である。
安定度は安定な気温減率である。

（１）

（３）

（１）

（３）

（１）

（４）

（２）

（２）

（２）

（４）

問

問

問

（４）

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

（１）

（４）

（３）

運航用飛行場予報
（４）着陸用飛行場予報

（２）

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）

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

問

問 12

問

ＴＷ：台風警報

（２）  Ｗ ：風警報

14

（３）ＳＷ：暴風警報

10

問

８

13

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。

11

９
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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。

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「煙霧」を示す記号で正しいものはどれか。
HZ
BR
VC
TS

（３）地上付近で水平方向へ広がり強烈な発散風となる。
（４）最大風速は１２０ノットに達する場合もある。

ダウンバーストについて誤りはどれか。
（１）積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な上昇気流である。
（２）持続時間は５～３０分である。

問

15

17

（３）

問 20

問

問

問

16

問

（２）

18

（３）

地上天気図について正しいものはどれか。

19

（４）

（１）

（４）

（２）

台風について誤りはどれか。
（１）台風の中心付近の低層ではウィンドシヤーによる激しい乱気流が予想される。

反時計回りに風を吹き込む。
（３）
（４）

進行方向の左半円を危険半円という。
予報した時刻に、予報円内に台風の中心が入る確率は７０％である。

（１）
（２）

（１）

（２）

（３）

（２）
（３）

（４）

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。

（４）1013hPaより気圧が高いところが高気圧（H）で表されている。

（１）
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資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（飛）

◎

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

能となるので当該科目は不合格となります。
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　　　P１２

Ａ３ＡＡ０３１０３０航空工学〔科目コード：０３〕

（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

記　　号

注　　意

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。

（２）

科　目

◎

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準◎
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の中から選べ。

後退翼では翼端失速は起こらない。

セミモノコック構造の説明で正しいものはどれか。

（２）先細翼は翼端失速を起こしにくい。

問

問

抗力について下記の（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）

揚力発生に欠くことのできない主翼部分の抗力は、すべて誘導抗力として扱う。

（４）
楕円翼の失速は翼全体から見ると均等に発生する。

（１）

（３）

1

２

（d）

（a）
（b）全機の抗力とは、揚力発生と関係のない有害抗力のことであり、誘導抗力は含まれ

ない。

矩形翼は翼端失速の傾向が大きい。

的な例がウイングレットである。

がフィレットである。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

有害抗力は空力的には圧力抗力と摩擦抗力からなっているが、これを軽減する代表（c）

胴体と翼の結合部には渦が発生して干渉抗力となるが、これを軽減する代表的な例

次のうち正しいものはどれか。

問 ３

ストリンガ、フレーム、外板からなる。（３）
構造に加わる応力を主に外板で受け持つ。

（４）トーションボックスによりねじり剛性を保つ。

枠組構造とも呼ばれるものである。（１）
（２）
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問 ６

問 7

（３）

（１）装置重量の割に大きな力と動力が得られ、制御しやすい。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

運動速度の制御範囲が広く、無段変速ができる。
（２）

遠隔操作が容易であるが、過負荷に対しては安全性が低い。

する必要がある。
排気ガスを機内に取り込むため、定期的に外部の新鮮な空気も直接取り込み、換気

（b）

荷重倍数が増大し、失速速度は変わらない。

（d）

（１）～（５）の中から選べ。

（c）
飛行高度が高くなり外気温が低くなると暖房が効きにくくなる場合もある。

作動または操作させる場合、運動方向の制御が容易で、応答速度も速い。

（４）

問

５

４

問

トリム・タブについての説明で誤りはどれか。
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。
速度の違う定常飛行に移行したら再調整をしなければならない。

（１）

（３）

水平定常旋回をしている時、高度とバンク角を一定に維持して、速度を大きくするとど

（２）
フラップや着陸装置下げなど、形態を変えても再調整の必要はない。

（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。

（４）

うなるか。次のうち正しいものはどれか。

排気ガス暖房装置について以下の（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。

（a）

（３）荷重倍数は変わらず、旋回半径が大きくなる。
荷重倍数が減少し、旋回半径は変わらない。（２）

荷重倍数は変わらず、失速速度は大きくなる。

エンジン排気熱交換器は構造的に簡単であるが、整備には周到な注意が必要である。

（１）

排気ガスを利用するため特別なエネルギ源が不要であり、装置を小型軽量に出来る。

油圧系統の特徴について誤りはどれか。
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（３）

問

問

（４）

速度が大きくなると旋回率は小さくなる。

問 ８ 点火系統について、（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。

ＶDとは最大突風に対する設計速度をいう。

一定のバンク角で水平定常旋回をしている場合の旋回率で、理論上正しいものはどれ
か。

（４）

速度が大きくなると旋回率も大きくなる。

二重点火方式にすると、デトネーション防止に効果がある。

（２）

速度が変化しなくても旋回率は変わる。

（b）
二重点火方式にする理由の１つは、一系統が故障した場合のバックアップである。

９

電気エネルギ源（マグネト点火系統など）は通常１系統でよい。

耐空性審査要領の速度の定義で誤りはどれか。

（１）

（２）ＶNOとは構造上の最大巡航速度をいう。

10

二重点火方式を採用すると、発電の負荷が増すため出力が落ちる。

（３）ＶAとは設計運動速度をいう。

（１）ＶNEとは超過禁止速度をいう。

速度が変化しても旋回率は変わらない。

二重点火方式では各シリンダに点火栓が2個以上ついていることが求められるが、

（１）～（５）の中から選べ。

（c）

（a）

（d）

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

Ｐ
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滑走路上に一定の厚さ以上の水膜がある場合に発生する。

変形を生じることはない。

生じることがある。

プロペラ効率をよくする。
（２）
（１）

（２）

（４）航空機の重量を軽くする。

翼の縦横比を小さくする。

（４）

（３）
（４）

に破壊する可能性が強い。

（１）材料強度（シリンダ、ピストン）の低下

（３）

問

（２）

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

デトネーションの抑制

（１）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
制限荷重の説明について正しいものはどれか。

（１）
機速が約９　　kt 以上で発生する。（但し、Ｐはタイヤ圧で単位は psi ）

風の影響の無いときに航続率を最大にしようとするのに必要な条件で誤りはどれか。

（４）

11

13

（３）

問

問

問

14

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

（３）

12

シリンダの過熱によって生起する事象で誤りはどれか。

焼損と変形（シリンダ、弁、弁座）（２）
油膜切れによって起こる潤滑不足（ピストンリング）

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。

ハイドロプレーニングについての説明で誤りはどれか。

発生した場合、グランドコントローラビリティやブレーキ効果が部分的に又は完全

燃料消費率を最小にする。

対地速度が発生時より小さくなれば速やかに解消する。
に失われることがある。

Ｐ
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（b）
（a）

（１）～（５）の中から選べ。
17

（１）

（１）

問 16

15問

問

質を利用した機械である。

燃料供給系統について以下の（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。

動力式燃料供給系統はエンジンによって直接駆動された燃料ポンプにより、燃料

（４）

（２）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

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

（c）サンプは各タンクの最も低い部分に設けられ、燃料内の水がたまるようにし、ドレ

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。

電機回路を制御する機器である。

（d）燃料弁には燃料の流れを止める遮断弁、流れる方向を選択する選択弁の機能がある。

（４）

（２）

電源に関する記述で誤りはどれか。

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。

した電気を発生する機械である。

（３）

オルタネータは逆電流を感知して作動し、回路及び機器を保護するものである。

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。

重力式燃料供給系統は系統の複雑化した高性能小型機や大型機に用いられている。

（３）

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。

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

インバルブからたまった水を完全に排出することができる。

タンクからの燃料を吸引して供給する。低翼の小型機に広く使用されている。

事操（飛）-工-  4/４

4個 5個 6個 7個

送信アンテナから大地に反射した電波が受信アンテナに伝搬する電波を大地反射波
いう。

す発熱する熱暴走現象を起こす。

20

問 18

問

問 19

ては強い電界が生じることがあり、これを屈折波という。

搭乗し、燃料タンク（基準線後方60inch）に燃料400lbsを搭載した。その後貨物室
（基準線後方80inch）に一個150lbsの荷物を出来るだけ搭載し離陸したい。最大離陸

（１）

（２）

空虚重量2000lbs（基準線後方45inch）の飛行機に、前席（基準線後方30inch）2名

送信アンテナから見通し距離内にある受信アンテナに直接伝搬する電波を直接波と

（３）大地表面に沿って伝搬していく電波を地表波といい、大地でエネルギーが消費され

（４）電解液温度が57℃以上では起電圧が低下するため充電電流が大きくなり、ますま
放電するにつれて比重が下がる。
電解液は水酸化カリウム溶液で、完全充電したときの比重は1.25～1.30であり、（３）

という。

地上波の伝搬について、誤りはどれか。

（２）

ニッケル・カドミウム蓄電池に関する説明で誤りはどれか。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

容量40（Ah）の蓄電池からは、20（A）の電流を2時間連続して取り出せる。

て減衰する。

（１）低温特性がよく、同じ容量の鉛蓄電池に比べ低温の時でも大電流で放電できる。

（１） （２） （３） （４）

ものとする。

（４）電波の経路上に山岳などがあると、陰の部分は電界が急激に低下するが条件によっ

重量が3600lbs、重心位置後方限界が基準線後方54inchであったとき、最大何個の荷
物を搭載できるか。ただし1名150lbsとし、燃料量と荷物の個数でアームは変化しない
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記　　号

      航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

「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

P13
資　格 事業用操縦士（回） 題数及び時間 ２０題　　４０分

Ａ３ＨＨ０３１０３０科　目 航空工学〔科目コード：０３〕

◎ 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
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。

（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

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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（ｄ）回転翼航空機実用Uは、最大離陸重量５,７００ｋｇ以下の回転翼航空機であって
回転翼航空機普通Nが適する飛行及び曲技飛行（急激な運動及び背面飛行を除く。）
に適するものである。

はいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（１）

問 1 耐空類別に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～

（ａ）回転翼航空機普通Nは、最大離陸重量２,１７５ｋｇ以下の回転翼航空機である。

（５）の中で該当するものを選べ。

機であって、航空運送事業の用に適するものである。

（３） ３ （４） ４

って、全発動機が停止しても安全に着陸できるものである。

１ （２） ２

（ｂ）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

（ｃ）

（ｃ）回転翼航空機輸送ＴＢ級は、最大離陸重量８,０９０ｋｇ以下の多発の回転翼航空

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

に空力のみによって駆動される飛行状態をいう。

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、正しいのも

（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
の重要な揚力を1個以上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
転翼により推進力を得る回転翼航空機をいう。

（ｄ）「地上共振」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

「自動回転飛行」とは、回転翼航空機が運動中、その揚力を受持つ回転翼が完全

（ｂ）

（５） なし
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　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

なし

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・

（ａ）翼に働く抗力は形状抗力と誘導抗力に分けられる。

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。

問 ４ 貫流速効果について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつ

問 3

４

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

形状抗力（profile drag）は圧力抗力と摩擦抗力に分類される。
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

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

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）～（５）の中で該当するものを選べ。

（３）

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。

なし（５）

３ （４） ４ （５）

　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

（５） なし

３

（ｂ）
（ｃ）

（１）

である。

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。

１ （２）

１

あるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

り、ロータ・ディスク後縁部ではその反対に小さくなる。

２

（２） ２ （３） ３（１） １

４

（１） ２ （３）

（４）

（２） （４）
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（２） ２ （３） ３ （４） ４（１） １

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

　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）力学的不安定振動が生じ

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
　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、

　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

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

反角効果という。

行うと機首が（ｂ）下がり 左旋回を行うと機首が（ ）上がることになる

ているという。

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

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、正し
問 6 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。

いものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

問 5 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、正しいものいく
つあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

　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、

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）上

（５） なし
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（ｃ）旋回飛行中は回転数が高くなる。
（ｂ）

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）操縦操作の量と速さによって異なり、また、機体重心位置、テール

　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
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。

・ロ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。

問 7 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

（ａ）機体重量が重いほどロータ回転数は高くなる。

（ｄ）気温が高いほどロータ回転数は低くなる。

のはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。　ただし、コレクテ

空気密度が薄いほどロータ回転数は高くなる。

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。

（１） １ （２） ２ ３ ４ （５）

（４）

（３） なし

１ （２） ２ （３）

（４）

（１） ３ （５） なし４
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４ （５） なし（１） （３） ３ （４）１ （２） ２

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 8 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）～（５）の中で該当するものを選べ。

釣り合ったホバリングでは、ロータ回転面は左に傾いている。

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 9

（ｃ）

（１）～（５）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、正しいものはいくつあるか。

（ａ）テール・ロータは機体を右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。

（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、左ペダルを
踏み込む

ただし、ロータの回転は上から見て反時計回りとする。

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（ｂ）低速

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、
度で発生する。

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
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ドの迎

　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
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る。

ーが推察できる。

なし（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

ぼ２倍に比例し増加する。

の形状に打ち勝ってブレードを回転させ
るために消費されるパワーである。

揚力を得るために費やされるパワーであ

（ｂ）

（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当する

③Poは形状抵抗パワーであり、ブレード（ｃ）

10 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

（ｄ）

①Pi はメインロータ誘導パワーであり、

４ （５）

④Ptotalは全必要馬力であり、図から水

問

②Ppは有害抵抗パワーであり、速度のほ

踏み込む。

平飛行時のそれぞれの速度に要するパワ

（ａ）

（４）

ものを選べ。

１ （２） ４ （５） なし２ （３）（１） ３
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（５）

ことができる。

ロータや潤滑系統、および（ｄ）エンジンに取り付けられた油圧源、電源系統は正常

（１） １ （２） ２ （３） なし３ （４） ４

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、テール・

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、正し

に機能できるようにする。

問 12

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

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）～

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）テール
・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、

（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

ダとで構成されるシステムで、管制官はこれにより航空機の位置や高度を確認する

（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）

（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

（ａ）２次監視レーダーは地上のインタロゲータ（質問機）と機上のＡＴＣトランスポン

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。

（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

いものはいくつあるか。（１）～（５）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

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。
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３ （４）２ （３） ４ （５） なし

（１） １ ２ （３）（２）

（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
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、正しいものはいくつあるか。（１）～（５）

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。

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

（１） １ （２）

電圧調整器は発電機の出力電圧を一定にするよう発電機回路を制御する機器である。

（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。

（ｂ）

（ｄ）

の中で該当するものを選べ。

（４）

（４）

を配管を通して（ｂ）油圧リリーフバルブやフィルタなどにより機械的な力に変換す

つあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（５） なし

である。

４

（５） なし

る力の伝達装置をいう。　
　操縦系統にブースト・アクチュエータが設けられている理由は、（ｃ）プロペラ・
モーメントなど大きな力に対抗できる力が必要になるため操作力を増強するとともに、
ブレードからの周期荷重が（ｄ）スワッシュ・プレートに伝わらないようにするため

（１） １ （２） ２

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、正しいものはいく

　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
力から取り出した機械的な力を（ａ）アキュムレータによって流体を昇圧させ、これ

４（３） ３

３
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重心位置が限界を逸脱している場合に起こりやすい。

問 16 マスト・バンピングに関する説明（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

励起され、機体全体が関係する自励運動であり、スキッド脚では生起しない。

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

（５）の中で該当するものを選べ。

（１）

（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。

（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。

（ｄ）リジット・ロータでは、ドラッギング運動をしないので、地上共振は発生せず、ド

（４） ４ （５） なし

（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。

（１）

（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

１ （２） ２ （３） ３

（２） ２ （３） ３

ラッグ・ダンパーも脚への対策も不要である。

象である。

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）シーソー・ロータに起こる現象である。

（４） （５） なし

（ｂ）

１

４

事操（回）-工-6/7

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） １ ３

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。

なし（４） ４ （５）

３２０ｍ
（３）
（４）６４０ｍ

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

（１）１７５ｍ
（２）

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

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

（１）

問

（２）

っとも近いものはどれか。　ただし、tan３０°は０．５８とする。

馬力荷重　　7.3 kg/HP　　　　　円板荷重　　21.1 kg/㎡

馬力荷重　　0.2 kg/HP　　　　　円板荷重　　59.7 kg/㎡

（４）

４６５ｍ

馬力荷重　　3.3 kg/HP　　　　　円板荷重　　18.9 kg/㎡

（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。

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、正しいものはい

（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。
（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

（２） ２ （３）

くつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。
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問 20 次の条件で重心位置の値がもっとも近いものはどれか。

+10.0in

-30.0in

滑油 15lb +15.0in

重　量 アーム
空虚重量 2,５00lb +  7.0in

420lb

（２）+2.44 in
（３）+4.11 in

貨物 300lb -10.0in
乗員 340lb

（１）+1.52 in

（４）+9.82 in

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

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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。

ること。

１問　５点

（２）

Ｐ１５

◎ 配　　点

科　目

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（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

◎

Ａ３ＧＭ０３１０３０

◎ 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。
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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。
層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薄い。

を上方作動角より小さくしたものである。

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、対気速度が遅くなった場合につい
て正しいものはどれか。

縦横比の説明で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で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。
翼幅を平均翼弦長で割ったもので、滑空性能に大きく関係する。

（３）
（４）

地面効果について誤りはどれか。

（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。

問

問

５

問 ４

６

問 ７

問 １

問 ２

問 ３

（２）

（４）

（２）

（１）

（４）

（３）

（４）

（１）

（３）

（１）

（２）
（３）

（１）

（１）

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

地面効果は高度が低いほど大きい。

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１/２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。

地面効果によって頭下げモーメントが増大する。（３）

（１）

（４）

（３）
（４）

次の記述で誤りはどれか。
（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

（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。
縦横比が大きい翼ほど誘導抗力が小さくなる。

（２）

４倍になる。
１／４になる。（４）

（２）

（３）
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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倍数を超える可能性がある。

ＶD を超える速度でなければ制限荷重を超える可能性はない。
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誤りはどれか。
失速速度が大きくなる。
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は大きくなる。
最良滑空比は変わらない。

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、フラップ下げ速度VFE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、着陸装置上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

超過禁止速度VNEについては、赤色放射線

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黄色標識（三角印）について正しいものはどれか。
水バラスﾄを除く最小重量における最小操縦速度
最小重量における最小進入速度
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
最良上昇率速度

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。
重心位置は基準線からの距離で示される。
重心位置はＭＡＣ（空力平均翼弦）の％で示される。

滑空機に装備しなければならない計器で正しいものはどれか。

（１）

（３）

（３）

（２）

（３）

（３）

問 14
（１）
（２）

問 15

８問

問 ９

問 10

問

（４）

13

問

問

（４）

12

11

（１）

（２）

（４）

（３）

（４）

（４）

（１）

（３）

（２）

（１）

（４）

（１）

（４）

（２）

（２）
（３）

（１）
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。
揚力は抗力係数に比例する。

（２）
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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。

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７２km/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。

30m
40m
50m
60m（４）

（２）
（３）

（４）
（３）

（２）

（１）

（２）

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、40kgの荷物を積む

問 19

問 16

問 20

（４）

（４）

（１）

（１）

（４）
（３）

（２）基準線後方　67.5cm

（２）

（３）

（１）

（１）基準線後方　57.5cm

基準線後方　87.5cm
（３）基準線後方　77.5cm

（１）
（２）
（３）
（４）

事操（滑）-工学-4/４



航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P１６
資　格 事業用操縦士（飛）（回）（船） 題数及び時間 ２０題　　４０分

（１）

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ３ＣＣ０４１０３０

◎ 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
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

能となるので当該科目は不合格となります。

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

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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今年の11月1日まで有効（３）

航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

今年の10月30日まで有効

らない。

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

（１）今年の4月30日まで有効

でない。

操縦することができるものの操縦を行うこと
（４）

５ 昨年の11月1日に交付された第2種航空身体検査証明書を所持している自家用操縦士が、

（２）

事業用操縦士の技能証明を取得したら、第1種航空身体検査証明を受けなければな（４）

今年の3月20日に事業用操縦士の技能証明を取得した。この操縦士の航空身体検査証明

（４）

の中で該当するものを選べ。

を図ることにより、航空の発達を図り、もって（４）公共の福祉を増進することを目的

問 １ 航空法の目的について、次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

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

（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

機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、1人の操縦者で

問

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）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（２）航行に起因す
る（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適
正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進

とする。

問 ２ 次の定義に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）

（ア）「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一
以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と
一致するものをいう。

（３）

の有効期間で正しいものはどれか。

（２）操縦練習許可書を有する者に対し航空機に乗り組んで操縦教育を行うこと

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
「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及び国土交通大臣が

問 ４ 事業用操縦士の技能証明の業務範囲に関する記述で誤りはどれか。

（１）

「航空交通管制区」とは、地表又は水面から300m以上の高さの空域であって、

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

（イ）

空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（エ）「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣
が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上

１ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（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

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。

問 ３ 耐空証明に関する記述で誤りはどれか。
（１）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、

政令で定める航空機については、この限りでない。
（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方法を指定して

行う。
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その中心線に設置する灯火
接地帯灯とは着陸しようとする航空機にその最終進入の経路を示すために進入区域

（１）

航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと

（３）
（４）

３

象状態の条件で誤りはどれか。

内及び着陸帯内に設置する灯火

（２）

（イ）本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に

整備規程

４

滑走路灯とは離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すために

４

搭載用航空日誌

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと
（４）

滑走路距離灯とは滑走路を走行中の航空機に滑走路の先方の末端からの距離を示す

（１）

問 ９

１ （２） ２

ついて（エ）国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。

航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと

運用限界等指定書

（ア）航空英語能力証明が必要な航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機である。

７ 飛行場灯火の説明に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

航空機に装備しなければならない（ア）非常信号灯、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）性能及び（ウ）構造に

な設備又は（３）航空保安施設を損傷し、その他これらの（４）機能をそこなうおそれ
のある行為をしてはならない。

４

10

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気

（３） ３ （４）

12
くつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。
「特定救急用具」を規定する次の文章の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはい問

（１）航空従事者は、滑走路、誘導路その他（２）国土交通省令で定める空港等の重要

（１） １ （２） ２

問

（３）

到達する航行をする場合は原則として航空英語能力証明は必要としない。
（ウ）航空英語能力証明の有効期間は国土交通省令で定める期間である。

問 ８ 航空法第５３条で規定する次の文章の下線部（１）～（４）の中で、誤りはどれか。

（エ）航空英語能力証明取得要件は18歳以上の者である。

（４）

～（４）の中で該当するものを選べ。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

～（４）の中で該当するものを選べ。

（エ）

（ア）

（イ）

（ウ）
ために設置する灯火
滑走路警戒灯とは地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示

非常食糧　　　　　　　 180日
（３）航空機用救命無線機　 　180日
（４）救急箱             　　　 　 60日

（２）

すために設置する灯火

航空機に搭載が義務づけられている書類で誤りはどれか。

問 11 航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間で誤りはどれか。
（１）救命ボート　　　　　 　180日

（１）飛行視程が1,500ｍ以上であること

問
航空機登録証明書

（２）

問 6 航空英語能力証明に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）
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１ （２） ２ （３） ３

問 16 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）の条文の下線部（ア）～（エ）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。
（ア）航空機の操縦を行なっている者（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なっている場合で、その練習を監督する者が同乗しているとき

４（１）

組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。

（ウ）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６時間

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（ウ）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（エ）衝突しな
いように見張りをしなければならない。

は、その者）は、航空機の（イ）航行中は、第９６条第１項の規定による国土交通大臣

（４） ４（１）

問 15

（ウ）正常な運航ができないおそれがある間は、その（エ）航空業務を行ってはならな

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

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

（イ）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。

以上の計器飛行を行った経験を有すること。
（エ）

（ア）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

航空法第70条（酒精飲料等）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはいく

（ア）航空機乗組員は、酒精飲料又は（イ）麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の

１ （２） ２ （３） ３ （４）

つあるか（１）～（４）の中で、該当するものを選べ。

（４）
を表示しながら航行する。

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

～（４）の中で該当するものを選べ。

牽引して地上を航行する場合、牽引車が当該航空機を照射するときも衝突防止灯、

夜間とは、日没３０分前から日出３０分後までの間をいう。

問 14 最近の飛行経験に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

ながら航行する。
（２）

右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。
（３）空中を航行する場合は着陸灯、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機

（１） （２）

問 13 航空機が夜間において空中及び地上を航行する場合の記述で正しいものはどれか。

航空機内の（エ）規律に違反する行為をしてはならない。

３ （４）２ ４（３）

問 17 航空法第73条の3（安全阻害行為等の禁止等）の条文の下線部（ア）～（エ）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。
航空機内にある者は、当該航空機の（ア）安全を害し、当該航空機内にあるその者以外
の者若しくは（イ）本人に危害を及ぼし、当該航空機内の（ウ）秩序を乱し、又は当該

ない。

１

い。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４
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航空情報として示される事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

４

４

（イ）

問 20

（３）

（エ）他の航空機が火災を起こしたことを無線で知った。

２ （４）

３ （４）

～（４）の中で該当するものを選べ。

（３）

（１） １ （２）

（エ）ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼ

（ア）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

１ （２） ２

要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
（イ）飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項

すおそれのある事項

飛行視程を1,600ｍ以上に維持して飛行すること
（ウ）地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること
（エ）空港等を引き続き視認できる状態で飛行すること

（１）

（イ）

（ウ）航空交通管制に関する事項

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 18 航空法第76条（報告の義務）に関する記述（ア）～（エ）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。

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。
（ウ）気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。

する際、従わなければならない条件（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか

３

（ア）飛行中、住宅火災を発見した。

（ア）雲から600ｍ以上離れて飛行すること

問 19 航空法第94条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて管制圏又は情報圏を飛行
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科　目

（２）

「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

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

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

合格は１００点満点の７０点以上とする。

航空法規等〔科目コード：０４〕

「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

Ａ３ＧＭ０４１０３０

資　格

◎

記　　号

◎ 判定基準

２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（動滑）（上滑）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P１７

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）
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らない。

（１）

（１）
（２）

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
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。

（４）

問 ４ 事業用操縦士の技能証明の業務範囲に関する記述で誤りはどれか。

空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（１）

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
行う。

政令で定める航空機については、この限りでない。
（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方法を指定して

（３）

航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（イ）

（ウ）

（エ）「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣
が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であって、空港等及びその上

る（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適
正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進
を図ることにより、航空の発達を図り、もって（４）公共の福祉を増進することを目的
とする。

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（２）航行に起因す
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）附属書として採択された標

問 １ 航空法の目的について、次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と

の中で該当するものを選べ。

一致するものをいう。

４（４）

問 ２ 次の定義に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）

（ア）「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一

「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及び国土交通大臣が
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に国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
「航空交通管制区」とは、地表又は水面から300m以上の高さの空域であって、

問 ３ 耐空証明に関する記述で誤りはどれか。
（１）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、

１ （２） ２ （３） ３

操縦練習許可書を有する者に対し航空機に乗り組んで操縦教育を行うこと
（３）機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、1人の操縦者で

操縦することができるものの操縦を行うこと

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）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

問 ５ 昨年の11月1日に交付された第2種航空身体検査証明書を所持している自家用操縦士が、
今年の3月20日に事業用操縦士の技能証明を取得した。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。

（２）今年の10月30日まで有効
今年の4月30日まで有効

（３）今年の11月1日まで有効
（４）事業用操縦士の技能証明を取得したら、第1種航空身体検査証明を受けなければな

事操（動滑）（上滑）-法規-2/5



問 10 滑空機に搭載が義務づけられている書類で正しいものはどれか。

問

（４）（１） １ （２） ２

問 12 「特定救急用具」を規定する次の文章の下線部（ア）～（エ）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。
航空機に装備しなければならない（ア）非常信号灯、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）性能及び（ウ）構造に

問 11 進路権に関する記述で誤りはどれか。

（１）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。

（２）

４

ついて（エ）国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。

（３） ３

無線業務日誌

（４）滑空機には、書類の搭載義務はない。

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。

（３）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

左側を通過しなければならない。

（４）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）航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと

（３）滑空機用航空日誌

（１）航空機登録証明書
（２）

９ 3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気
象状態の条件で誤りはどれか。

滑空機の飛行の安全に影響のある事項

問 ８ 航空法第５３条（禁止行為）の条文の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

な設備又は（３）航空保安施設を損傷し、その他これらの（４）機能を損なうおそれの
ある行為をしてはならない。

（１）航空従事者は、滑走路、誘導路その他（２）国土交通省令で定める空港等の重要

問 ７ 滑空機用航空日誌に記載すべき事項のうち、飛行に関する記録で誤りはどれか。

（４）

（２）
乗組員氏名

（１）航空機の概要
（２）

曳航の方法
（３）飛行の時間又は回数

問 ６ 飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。

航空機の限界事項
（３）発動機の整備点検要領
（４）発動機の排出物に関する事項

（１）

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと

（１）飛行視程が1,500ｍ以上であること
（２）航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと
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４１ （２） ２ （３） ３

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ウ）気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。
（エ）他の航空機が火災を起こしたことを無線で知った。

（４） ４

問 18 航空法第76条（報告の義務）に関する記述（ア）～（エ）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。

（ア）飛行中、住宅火災を発見した。

問 17 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航する前に打ち合わせなければならないことに関す
る記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当す

（１） １ （２）

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（ウ）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（エ）衝突しな
いように見張りをしなければならない。

（イ）火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。

４

問 16 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）の条文の下線部（ア）～（エ）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。

問

（４）２ （３） ３

るものを選べ。

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） ４

（４）

（ア）航空機の操縦を行なっている者（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なっている場合で、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）航行中は、第９６条第１項の規定による国土交通大臣

問 14

航空機が滑空機を曳航する場合に基準となる曳航索の長さ（ア）～（エ）の中で、正し

（１） １ （２）

（イ）

（１） １ （２）

この場合、曳航索を離脱する高度（ア）～（エ）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。

（ア）48メートル

64メートル
（エ）72メートル

（１）

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 13
いものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ア）４０ｍ
（イ）６０ｍ

１００ｍ

15 航空法第70条（酒精飲料等）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはいく

（ウ）８０ｍ

２ （３） ３

56メートル

２ （３） ３ （４） ４

（ウ）

（エ）

（ア）

つあるか（１）～（４）の中で、該当するものを選べ。
（ア）航空機乗組員は、酒精飲料又は（イ）麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の
（ウ）正常な運航ができないおそれがある間は、その（エ）航空業務を行ってはならな
い。

（イ）
（ウ）
（エ）

合図及びその意味
出発及び曳航の方法
曳航索の離脱の時期、場所及び方法
その他必要な事項

事操（動滑）（上滑）-法規-4/5



（ア）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

（エ）空港等を引き続き視認できる状態で飛行すること

（１）

～（４）の中で該当するものを選べ。

（４） ４１ （２）

問 20 航空情報として示される事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

２ （３） ３

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。
（ア）雲から600ｍ以上離れて飛行すること
（イ）飛行視程を1,600ｍ以上に維持して飛行すること
（ウ）地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること

する際、従わなければならない条件（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか
問 19 航空法第94条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて管制圏又は情報圏を飛行

（１） １ （２） ２ （３）

（ウ）航空交通管制に関する事項
（エ）ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼ

要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項

３ （４） ４

すおそれのある事項

（イ）
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航空通信〔科目コード：０５〕

P１８

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

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 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

ＣＣＣＣ０５１０３０

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。

配　　点
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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

３問

（２）

４

問 ５

問

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。

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。

管制機関が許可するときには「Special VFR」の用語を用いる。

（４）

（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）

（前の通報を）取り消します。

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。
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）

（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。
（２）

（２）
（３）

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。

（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。

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
6

（２）

（４）

（３）

（４）

（４）

（１）

（３）

（２）

（１）
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。 

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）

「DISTRESS report」を3回前置する。 

「MAYDAY report」を3回前置する。 
（３）「MAYDAY relay」を3回前置する。 
（４）

問 １

問

問 ２

問 ８

（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。

遭難通信を中継する場合で正しいものはどれか。   

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）優先度の高い通報なので、通信に割り込みます。

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）

（１）
（２）
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トラフィックを見つけました。
トラフィックは見あたりません。
パイロットが見えていないトラフィックの
相対位置の関係から注視する必要がなくなった。

CLEAR OF TRAFFIC・・・・・

MEDIUM TO GOOD ----- 
GOOD ------------------ 
POOR ------------------ 
VERY POOR ------------ 

概ね良好
良好
不良
極めて不良で危険

問１５

問
用語の意味で誤りはどれか。

１４

13問

問 12

ターミナルコントロールエリア

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問

到達するまでの予定所要時間
（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）

民間訓練/試験空域

（１）

（２）

（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

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

（４）

（２）
で停止する（ブロックイン）までの予定所要時間

（３）

「Option Approach」の飛行要領で誤りはどれか。
（１）

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

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  

航空交通情報圏

（１）

針路260°は「(heading) two six zero」と読む。（１）

（１）

問 ９

航空交通管制圏

（３）「Low Approach」を実施した。

ものはどれか。

フライトプランの記入要領で誤りはどれか。

（３）
（２）

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”

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”

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

「Touch And Go」を実施した。

「Missed Approach」を実施した。

ものはどれか。

（４）

（２）「Stop And Go」を実施した。

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。

無線電話の送信要領で誤りはどれか。

（４）

と記入した。

（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）

（３）

トラフィックは遠くにあるため支障なし。LOOKING OUT・・・・・・・・
TRAFFIC IN SIGHT・・・・・・
NEGATIVE CONTACT・・・・

（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。

（４）

と記入した。
（３）

（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）

（３）
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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。
管制業務は航空交通業務のひとつである。

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

問 19

問 18

問 17

問 16

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）

（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。

（２）

（４）

（２）

問 20 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。

（ｂ）管制は原則として先着順に取り扱われる。

（ｄ）

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。

管制区管制所では航空路管制業務及び進入管制業務（ターミナル管制業務が
実施されていない空港等に限る）が実施される。

（ａ）

（４）

（２）
（３）

（１）

（ｃ）

（a）    （b）    （c）    （d）

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。
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）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P19

１問　５点

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。

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

（１）

ること。

Ａ３ＣＣ０１１０３０

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

「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　　号空中航法〔科目コード：０１〕

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） 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。

事操(飛)(回)(船)-航-1/４事操(飛)(回)(船)-航-1/４



（３）300゜

（３）

274゜（２）

問 １ RCAから変針点ＢまでのGSにもっとも近いものはどれか。

変針点Bから変針点CまでのCHにもっとも近いものはどれか。問 ２

115kt

（１）
（２）

/150/15

  60kt

272゜

  95kt
  66kt

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12gph、巡航時8gph、降下時6gphとする。

WCATCＷＩＮＤ
DIST( nm )

VAR CH
( kt )( kt )

TAS
ＦＲＯＭ ＴＯ

ALT

Ⅰ
航法ログを完成させ、問１から問６について解答せよ。

( ft )
TH

Ａ ＲＣＡ CMB 70 205 7W

FＵEL( gal )GS
DEV

ZONE / CUM ZONE / CUM

/

TIME

ZONE / CUM
MH

54/ 68

  14/0

Ｂ 6500 90 190/25 205 07W /

Ｂ Ｃ 6500 90 220/25 /

ＲＣＡ

60/128  / 7W 1E 

/

280

 /8Ｗ 39/1671Ｗ

ＥＯＣ Ｄ DES 80

Ｃ ＥＯＣ 6500 90 /

240/15 310 16/183

250/20 310

 /1Ｗ /8Ｗ

（４）

（１）

事操(飛)(回)(船)-航-2/４

５

（３）

問 変針点Bから変針点Cへのコース上を完成した航法ログに従い実際に飛行したところ、

83kt

問 ４ A空港からD空港までの消費燃料にもっとも近いものはどれか。

（４）約31gal
約26gal

（３）

A空港からD空港までの所要時間にもっとも近いものはどれか。
（１）
（２）

300

（１）

301゜（４）

（３）

問

問

（１）約16gal
（２）

2時間41分

３
2時間34分

（４）

015゜/20kt（１）

88kt（２）
92kt

2時間44分

約21gal

030゜/10kt

（４）98kt

2時間47分

コースのずれは左に3゜となり、変針点Bから変針点Cまでの所要時間は42分で
あった。この時の風向風速にもっとも近いものはどれか。

（４）210゜/10kt

（２）

６
飛行するためのCASにもっとも近いものはどれか。

195゜/18kt

変針点B上空において、QNHが29.92inHg　機外温度が－5℃のとき、TAS90ktで

（３）

（３）
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相対方位について正しいものはどれか。
航空機の機首方向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

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトルはTHとTASからなる。
対地ベクトルはTRとGSからなる。
DAはTHからTRへの角度である。
WCAはTCから右にひねる角を（－）修正角という。

メルカト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「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。
日本付近の偏差は「Ｅ」で表し 磁北が真北の西側にある

（４）

（４）

（１）

（３）

問

（２）
（１）

問

８

問 ９

（４）

10

（２）

問 ７

Ⅱ

（３）

（１）

（１）

（３）

（２）

問７から問２０について解答せよ。

（３）

（２）

事操(飛)(回)(船)-航-3/４

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。

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 060 / STEER 062」と
表示してあるとき、その意味するところで正しいものはどれか。

MH060゜で飛行するためには、CH062゜で飛行する。
CH060°で飛行すると、MH062°で飛行することになる。
TH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、TH062°で飛行することになる。

場周経路に進入するときに、入手したQNH「29.72」を誤って「29.92」の値を
気圧高度計にセットした。このまま場周経路に計器高度900ftで進入した場合、
このときの絶対高度にもっとも近いものはどれか。場周経路の標高を150ftとする。

550ft
650ft
700ft
950ft

航法計算盤を利用して算出した結果で誤りはどれか。
12,000ftは36,600mである。
4.5galは17ℓ(リットル)である。
体重60kgの人は132lbsである。
＋50゜Fは＋10℃である。

飛行中の錯覚についての説明で誤りはどれか。
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。
上昇気流などによる急激な上向きの加速は、機が上昇中であるような錯覚を生じ
やすい。
水面、暗い地域または積雪に覆われた地形上では、実際の高度よりも低く飛んで
いるように錯覚しやすい。
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ることが
ある。

（４）

（１）
（２）

問 14

13問
（１）
（２）

（４）

（１）

問

（２）

（３）

問 12

（１）

11

（４）

（４）

（４）
（３）

（３）
（２）

（３）

（３）
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ハイポキシャについて誤りはどれか。
症状がゆっくり進行するときは、その影響をみずから認識することは難しい。
症状が進行すると、指の爪が青くなったり視野の外周が灰白化する。
スキューバによる潜水を行った直後の飛行時に発生する。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。

二地点間を飛行するときの、ETPと風の関係について誤りはどれか。

VOR局へのTime and distance checkのため10度の方位変化を測定したところ
2分かかった。TAS90ktのときのVOR局までの距離で正しいものはどれか。
ただし、無風状態とする。

  9nm
12nm
16

問 18

（１）
（２）

（１）
（２）
（３）

問 17

問 16

問 15

（３）

（１）

向い風が強ければ強いほど、ETPはコースの中央より風下側になる。

風110度30ktのもとで、TAS90ktの航空機が時刻10:00からTC150度を

行動半径   78nm 　　 PSRの時刻 11:13　

を除いた分の飛行可能時間は1時間40分とする。

（４）

（２）

最大進出する時の行動半径とPSRの時刻で正しいものはどれか。ただし、予備燃料

（３）

行動半径   65nm 　　 PSRの時刻 10:58　
行動半径   68nm 　　 PSRの時刻 11:03　
行動半径   75nm 　　 PSRの時刻 10:56　

（４）風が無いときは、ETPはコースのちょうど中央になる。
追い風が強ければ強いほど、ETPはコースの中央より風上側になる。

（２）
コースに対して直角に風が吹いているときは、ETPはコースのちょうど中央になる。（１）

（３）
（４）

事操(飛)(回)(船)-航-4/４

16nm
18nm

飛行中、DGとCDIを確認したところ、図Ａのようになっていた。このときの航空機と
局との位置関係にもっとも近いものは図Ｂのどの点になるか。

[図Ａ] [図Ｂ]
A点
B点
C点
D点

野外飛行で巡航中、前方に発達した雲があるため右に60度変針して3分間飛行した
ところ雲を避けることができた。ただちに左に120度変針して3分間飛行し、すぐに
右に60度変針した。このとき、次のポイントの到着予定時刻の遅れとして正しいもの
はどれか。（ただし、この時の風は無風であった。）

1分45秒の遅れ
3分の遅れ
6分の遅れ
9分の遅れ

（１）
（２）

問 19

（３）
（４）

（４）

（１）

問 20

（３）
（４）

（２）
（３）

A点

B点

C点

D点

事操(飛)(回)(船)-航-4/４



合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎ 判定基準

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）

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
◎ 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 Ａ３ＭＧ０１１０３０記　　号空中航法〔科目コード：０１〕

P20航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

事操（滑）動力-航-1/4



ランバート図に関する説明で、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。
子午線は円錐の頂点からの放射状の直線になる。
子午線と平行圏の接線は直交する。
各平行圏は円錐の頂点を中心とする同心円になる。

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。

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「９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時間遅い。
日本の標準子午線の時刻帯には「Ｊ」が付けられている。

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。
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で、磁北から測ったものである。
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。

VOR局へのTime and distance checkのため10度の方位変化を測定したところ
2分かかった。TAS80ktのときのVOR局までの距離で正しいものはどれか。
ただし、無風状態とする。

10nm
12nm
14nm
16nm

40分間飛行した時の燃料消費量が2.4galであるとき、燃料消費率で正しいものは
どれか。

3.6gal/h
4.0gal/h
36.0gal/h
40.0gal/h

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトルはＴHとＴＡＳからなる。
対地ベクトルはＴＲとＧＳからなる。
ＤＡはＴＨからＴＲへの角度である。
ＷＣＡはＴＣから右にひねる角を（－）修正角という。

相対方位について正しいものはどれか。
航空機の機首方向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

問
（１）

問 ７
（１）

（２）

８

（２）

問

問
（１）

３

問
（１）

（２）

２
（１）

問 ６

1

（４）

（２）

（３）

（１）
（２）

（３）

（３）

（３）

（２）

（４）

（４）

（３）
（４）

（１）

（２）

（４）

（３）

（２）

（４）

問

４

（４）
（３）

（４）
（３）

問 ５

（１）
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飛行中の錯覚について誤りはどれか。
飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外景の視認などにより生ずる。
平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
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。
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。

ETPと風の関係について誤りはどれか。
風が無いときは、ETPはコースの中央にある。
コースに対して直角に風が吹いているときは、ETPはコースの中央にある。
追い風か、向い風があってもETPは常にコースの中央よりも風上側にある。
向い風が強ければ強いほど、ETPはコースの中央より風下側になる。

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が遅れやすい。
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３時間後に地上気圧の上がったＡ滑空場に着陸した。気温の変化
がなく、高度計のＱＮＨを変えずに着陸した場合、正しいものはどれか。

高度計は出発時よりも高く指示する。
高度計は出発時よりも低く指示する。
高度計の指示は出発時と変わらない。
高度計は絶対高度を指示する。

海面気圧が29.92inchである時、計器高度（気圧高度）6,000ftで飛行したところ
外気温度が－2.5℃であった。この時の真高度で正しいものはどれか。

5,680ft
5,880ft
6,000ft
6,180ft

ハイポキシャについて誤りはどれか。
症状がゆっくり進行するときは、その影響をみずから認識することは難しい。
症状が進行すると、指の爪が青くなったり視野の外周が灰白化する。
スキューバによる潜水を行った直後の飛行時に発生する。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。

航空機に装備してある磁気コンパスの自差表に、「TO FLY 060 / STEER 062」と
表示してあるとき、その意味するところで正しいものはどれか。

MH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、MH062°で飛行することになる。
TH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、TH062°で飛行することになる。

（３）

（２）

（１）

（１）

（３）

（１）

（３）
（２）

（２）

（４）

（４）

（４）

（４）

（３）

（３）

（３）

（３）
（４）

（１）

11

問 ９

問 10

問

問 15

（４）

（４）

問 14
（１）
（２）

（２）

（２）

問 12

問 13

（１）

（１）
（２）
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減圧症に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。
減圧症は8,000ft以下の高度ではほとんど発症しない。
減圧症は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治ることがある。
飛行中に減圧症の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まる。
減圧症は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
頭痛、眠気、めまいなどの兆候が現れる。
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。
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90km/h で滑空比25の滑空機が、正対の向い風10 m/s、上昇気流1m/s
の大気中を、目的地上空で600m になるように対気速度90 km/h で飛行する場合、
目的地から1.8 km 離れた場所で必要な高度はどれか。

300m
420m
600m
780m

IASとTASの関係で正しいものはどれか。
IAS一定で気圧高度を維持して飛行している場合、機外気温が上がるとTASは
減少する。
IAS一定で滑空中、追い風が強くなるとTASは増加する。
標準大気中をIAS一定で降下している場合、降下するにつれTASは増加する。
標準大気中をIAS一定で上昇している場合、上昇するにつれTASは増加する。

対気速度108 km/hで滑空比30 の滑空機が、正対の向い風5 m/sを受けて上昇気流
及び下降気流のない大気中を5km滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

120m
180m
200m
300m

（４）

（１）
（２）

問

（１）

（３）

16

（２）

19問

（４）

（４）

（４）
（３）

問 17

問

（２）
（３）

問 20

（１）

18

（３）
（４）

（２）

（１）
（２）
（３）

（１）

事操（滑）動力-航-4/4



航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

能となるので当該科目は不合格となります。

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士 (飛)(回)(船)

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ａ４ＣＣ０２１０３０

◎ 注　　意 （１）

◎ 配　　点

◎

P２１

自操(飛)(回)(船)-気象-1/4自操(飛)(回)(船)-気象-1/4



  

（４）

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

量との比の名称で正しいものはどれか。

（４）飽和

どれか。

相対湿度（２）

約３０度の角度で吹く。

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

ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

FG ：

（２）
（３）気団の型は、下層で湿度の高いこと

２

（１）平行に吹く。

（３）約１０度の角度で吹く。
直角に吹く。

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

風は弱いが静穏ではないこと

問

HZ ：

（３）

（１）

（２）

問 ３

問 ４

（３）絶対温度

問 単位体積中に含まれる水蒸気の質量と、その温度において単位体積中に含み得る水蒸気１

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

FU ： 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

露点（１）

（４）

（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正しいものは

自操(飛)(回)(船)-気象-2/4

気団の分類と発生について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）
の中で正しいものはどれか。

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

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。
計器高度と真高度は等しい。

東よりの風となり、上空ほど強くなる。

       誤      　正     　 正         正 

冬季において、日本付近の上空では通常、高度の上昇に伴い風はどのように変化するか。
反時計回りに吹く。

       誤      　正     　 誤         正 

（４）

セッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

（４）

（４）

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

（１）
（２）
（３）

（３）

（ａ）

（３）

（３）

（１）

気団の型は、下層で湿度の高いこと

（２）

気温が上昇傾向にあること

西よりの風となり、上空ほど強くなる。

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

問 7

問 ５

問 ６

（ｂ）

（２）
（１）

（４）南よりの風となり、上空ほど強くなる。

（ｃ）
（ｄ）

自操(飛)(回)(船)-気象-2/4



雲量の増加
風向の顕著な変化
気温の上昇
気圧の降下

（２）

（４）

一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい。
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。

（１）この高気圧が近づくと、徐々に天気が悪くなる。
（２）

移動速度が速い。
移動速度が遅い。

問

問 10 寒冷型移動性高気圧で正しいものはどれか。

反時計回りに吹き出す。

時計回りに吹き込む。
時計回りに吹き出す。
反時計回りに吹き込む。

問 8

（３）
好天が長続きする。

（４）

寒冷前線通過後の一般的な気象現象で正しいものはどれか。

（４）

（ｄ）

（２）

（３）

（ｃ）

（１）

（１）

（３）

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。

11 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）
の中で該当するものを選べ。

（ａ）陸上と海上の間に気圧差が生じることにより出現する。
（ｂ）比較的穏やかな晴天日に出現する。
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真方位を報じる。（２）

問 12 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
対流圏の中間層にあたり非発散高度に近い。大気の流れを知るために最適である。

（２）

磁方位を報じる。

（３）山岳地帯をのぞけば気象要素は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）

（１）

１
（２） ２

問 14 飛行場管制所から通報される風向で正しいものはどれか。

この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。

（１）

（４）
相対方位を報じる。
偏流修正方位を報じる。

３
（４） ４
（５） ０

問 13 雷雲付近の飛行についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）

（３）

（１）

～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）線状に並んだセルに沿ったコースではできるだけ風下側を飛ぶ。
（ｂ）Cbの風下側に発生しているCuやCbは小さくても軽視しない。
（ｃ）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。

（５） ０

（１） １
（２） ２
（３） ３

（ｄ）気温0℃の高度の上下を避ける。

（４） ４

自操(飛)(回)(船)-気象-3/4



視程が10km以上であること
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のどちらか高い値未満にないこと
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がないこと
天気略語表に該当する現象がないこと

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

海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

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

（４）
（３）

（ｄ）

ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、

問 17

300hＰa　：　約30,000ft

問 15

問1６

（ｃ）
（ｂ）
（ａ）

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

（２）

（２）

（１）

（１）

（ａ）

（３）

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ｄ）

（４）

（ｃ）
（ｂ）
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850hＰa　：　約  5,000ft

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

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

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

示される。

（２）
（１）北半球で風を背にしたとき低気圧は右にある。

（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。

ＭＥＴＡＲにおける雲の記述について正しいものはどれか。

（３）

（１）雲量は雲に覆われた部分の全天空に対する見かけの割合で報じられる。

（４）

（ｄ）

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

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

（１）
（２）

南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。

ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。

問 18

北半球で風に向かって立ったとき低気圧は右にある。
（３）

問 20

問 19
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Ｐ２２
資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級・動力

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

Ａ４ＧＭ０２１０３０

◎ 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）

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕科　目

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

◎ 配　　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。

１問　５点

              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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。
北緯２０度以南の低緯度で実際の風と近似する。
北半球では高気圧を右に低気圧を左に見るような向きに吹く。
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。
湿潤断熱減率を意味する。
単位体積中の水蒸気量と、乾燥空気の質量の比である。
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

地面からかなり上空まで形成する。
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。
太陽の熱が地面に加わると、さらに発達する。

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

前線の持つ一般的性質について正しいものはどれか。
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は変化しない。
前線を境にして、気圧の変化傾向は同じである。
前線の速度は暖気内の風速とほぼ一致する。

雲量が4/8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）

（４）

（１）

（３）

（３）

（１）

（１）

（４）

（４）
（３）

（２）

（２）

（２）

（４）
（３）

７

５

（４）

（１）
６

（３）
（４）

問

問

問 １

問 ２

問 ８

（３）

問 ３

問 ４

問

（２）

（１）Cs
上層雲として正しいものはどれか。

（１）

（４）

（３）

Ac
（２）

（１）
（２）

（２）
（３）

Sc

（４）

As

放射性逆転について正しいものはどれか。
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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、山脈に平行に近い風向で風速が強い
ときに発生する。
大気が湿っていればロール雲ができ山岳波の存在を知ることができる。
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しない。

がある。

日本付近を進む移動性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

温暖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気温が急に下がり、天気は回復してくる。
寒冷前線は温暖前線に比べると移動速度は遅い。

（４）

（１）
（２）

（４）

（２）

（２）

（１）

（２）

10

（３）

12
（１）

（３）

（３）

（４）

タワーまたはレディオで報じられる風向について正しいものはどれか。

（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 11

問 ９

問

問

（２）
（１）

問 13

（３）

問 14

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）サーマルは緑地においての発生が最も多い。

（４）
（３）

砂地、岩石の多いところは比熱が小さく、サーマルがよく発達する。

（２）

羅方位
磁方位
真方位
滑走路との角度
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海陸風について誤りはどれか。
海陸風は一般風が強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海風、夜間に陸から海に向かう風を陸風という。
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「煙霧 」を示す記号で正しいものはどれか。
HZ
BR
VC
TS

問

問 20

（３）
（４）

問

（４）

（１）
（２）

問

問

（４）

（３）
（４）

（３）

（３）

（１）

18

台風について誤りはどれか。

進行方向の左半円を危険半円という。
予報した時刻に、予報円内に台風の中心が入る確率は７０％である。

（２）

15
（１）

19

17

16

（１）
（２）

台風の中心付近の低層ではウィンドシヤーによる激しい乱気流が予想される。
反時計回りに風を吹き込む。

問

高気圧の進行方向は矢印で図示されている。

（１）
（２）

ダウンバーストについて誤りはどれか。

（３）地上付近で水平方向へ広がり強烈な発散風となる。
（４）最大風速は１２０ノットに達する場合もある。

（２）
（３）
（４）

（１）積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な上昇気流である。

1013hPaより気圧が高いところが高気圧（H）で表されている。

（２）持続時間は５～３０分である。

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。
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◎

配　　点

資　格

判定基準

１問　５点

（２）

科　目 Ａ4ＡＡ０３１０３０

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（飛）

記　　号航空工学〔科目コード：０３〕

「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

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

◎

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

注　　意 （１）
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
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（１）揚力は速度の二乗に比例する。
揚力は翼面積に比例する。

（１）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

（４）

（２）
（３）揚力は空気密度に比例する。

揚力は抗力係数に比例する。

問 ３ 磁気コンパスについて正しいものはどれか。

問 ２ 制限荷重の説明について正しいものはどれか。

（３）

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

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。
生じることがある。

揚力について誤りはどれか。１

問 ４ 離陸距離について正しいものはどれか。
（１）滑走路の標高が低いほど長くなる。

加速度誤差や北旋誤差がある。（４）

問

に破壊する可能性が強い。

変形を生じることはない。

（３）

（１）Ｎは真北を示す。
Ｎは磁北を示す。

（２）

（２）機体重量が軽いほど長くなる。

（４）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

（３）

（２）

外気温度が高いほど長くなる

方位により異なった数値の偏差がある。
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前縁

（４）30：1

後縁 翼弦 キャンバ・ライン

10：1
ピストン・エンジンの空気と燃料の最良経済混合比に最も近いものはどれか。

（１）誘導抗力が最小となる速度
有害抗力が最小となる速度
全機の抗力が最小となる速度（３）

問 ７

問

後縁 キャンバ・ライン 翼弦長

よどみ点 合流点 平均翼弦 翼幅
よどみ点 合流点

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

① ② ③ ④
（１）

（３） 前縁

問 ６

（４）

（３）
（２）16：1
（１）

（４）

パワー・オフの滑空時に滑空距離がもっとも長くなる速度はつぎのうちどれか。   

（２）

翼弦長 キャンバ

上記（１）～（３）はすべて間違いである。
（３）

（２）

（４）
外気温度が高いほど長くなる。

正しいものはどれか。

25：1

揚抗比が最大となる速度

① ②

③

④
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（１）排気ガスを利用するため特別なエネルギ源が不要であり、装置を小型軽量にできる。
（２）飛行高度が高くなり外気温が低くなると暖房が効きにくくなる場合もある。

（４）

空力的に前縁半径を大きくする。

インバルブからたまった水を完全に排出することができる。
燃料弁には燃料の流れを止める遮断弁、流れる方向を選択する選択弁の機能がある。

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
問 11

（１）
トリム・タブについての説明で誤りはどれか。

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。

問10 燃料供給系統について誤りはどれか。

翼面積を増大させる。
（１）翼のキャンバを大きくする。
（２）

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。
（３）
（４）

サンプは各タンクの最も低い部分に設けられ、燃料内の水がたまるようにし、ドレ

動力式燃料供給系統はエンジンによって直接駆動された燃料ポンプにより、燃料
タンクからの燃料を吸引して供給する。低翼の小型機に広く使用されている。

（１）重力式燃料供給系統は系統の複雑化した高性能小型機や大型機に用いられている。

（３）

する必要がある。
（４）エンジン排気熱交換器は構造的に簡単であるが、整備には周到な注意が必要である。

（２）

（３）排気ガスを機内に取り込むため、定期的に外部の新鮮な空気も直接取り込み、換気

排気ガス暖房装置について誤りはどれか。問 8
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（４）磁気コンパス、昇降計、旋回計、すべり計

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。

（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。

（１）ピトー管式速度計
（２）

（３）白色弧線の下限は着陸形態の失速速度を示す。

ピトー管式速度計、気圧高度計、昇降計

着陸接地時の衝撃を吸収する。

ピトー管式速度計、旋回計、すべり計（３）

（２）

問 14 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。

黄色弧線の下限は構造上の最大巡航速度を示す。

（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。

（４）

車輪の上下方向の振動を防止する。
（２）車輪の首振り運動（回転方向の振動）を減衰、防止する。
（３）

（１）
問 13 シミー・ダンパの役目について正しいものはどれか。

問 12 対気速度計の色標識について誤りはどれか。

（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）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）
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指定された燃料より低オクタン価の燃料を使用したときに生じる可能性の高い現象はど

回転数の増加

問

17

（２）

（１）

問

問

ベーパーロック（４）

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

（３）高い揮発性
高い耐寒性

ATCトランスポンダについて正しいものはどれか。

デトネーション
（２）

点火栓の鉛ブリッジ
れか。

（１）

（３）

（４）二重点火方式では各シリンダに対して2個以上の点火栓を備えている。

問

（４）

（２）
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。
航空路監視レ ダ （ARSR）や空港監視レ ダ （ASR）などの１次レ ダ に

航空燃料（ガソリン）の必要条件として誤りはどれか。

15 二重点火方式について誤りはどれか。

二重点火方式にすると、デトネーション防止に効果がある。

二重点火方式にする理由の１つは、一系統が故障した場合のバックアップである。
二重点火方式を採用すると、発電の負荷が増すため出力が落ちる。

（３）

（１）

18

16

（２）高い発熱量
（１）高いアンチノック性

自操（飛）-工-  4/4

右旋回で内滑りになっている。

ステムである。

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

（１）基準線後方　 175 cm
（２）

問 19

（３）

（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

下図の飛行機の重心位置はどれか。ただし後輪は２つある。

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。

問 20

（３）左旋回で内滑りになっている。
（２）

（４）
る。
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

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）

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。

（４）基準線後方　 250 cm

基準線後方　 180 cm
（３）基準線後方　 210 cm

７０ｃｍ

２８０ｃｍ

基準線

６００kg １８００kg（片車輪につき）
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◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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

◎ 配　　点 １問　５点

ること。

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

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

能となるので当該科目は不合格となります。

P24

航空工学〔科目コード：０３〕

自家用操縦士（回）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

Ａ４ＨＨ０３１０３０

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

記　　号科　目

自操（回）-工-1/5自操（回）-工-1/5



「地上共振」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。

の重要な揚力を1個以上の回転翼から得る重航空機をいう。

転翼による揚力及び推進力を得る回転翼航空機をいう。
「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。

「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（１）

（４）

静圧を測定する。
（２）

問 1 耐空性審査要領における定義で誤りはどれか。

問 3 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・スティックを前に

対気速度の測定に用いられる装置のピトー管の役目で正しいものはどれか。

（１）全圧を測定する。

大気圧を測定する。

（２）

（３）

「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

問 2

動圧を測定する。

（４）
（３）

操作した時、ブレードのピッチ角が最低になるのはどの位置か。
（１）　Ⓐ
（２）　Ⓑ
（３）　Ⓒ
（４）　Ⓓ

ブレードの回転方向

D

自操（回）-工-2/5

問 4 下図は、翼（ブレード）が空気の中を進む時に発生する力等を示したものである。
説明で正しいものはどれか。

（１）翼（ブレード）が進む方向に対して垂直な力①を抗力という。
（２）翼弦線に対して垂直な力②を推進力という。
（３）翼（ブレード）が進む方向に対して平行な力③を揚力という。
（４）角度αのことを迎え角という。

③

②①

α

ブレードの進む方向

翼弦線

ブレ ドの回転方向

進行方向
A

C

B

自操（回）-工-2/5



翼上面の境界層が剥離して揚力が大きく減少することをいう。（３）

失速の説明で正しいものはどれか。

（１）翼に当たる空気の速度が急激に減少することをいう。

問 6 全備重量 1,500 kg、メインロータ半径 4 ｍのヘリコプタの円板荷重の値でもっとも
近いものはどれか。

（１）

問 5

翼の迎角が小さくなり揚力が減少することをいう。（４）

（２）

問 7 転移揚力について正しいものはどれか。

（１）転移揚力の大きさは対地速度の大きさで決定される。

巡航状態では発生していない。

量が増加することによって得られる揚力増加分のことである。

（４）円板荷重　　49.8 kg/㎡

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

（３）円板荷重　　39.9 kg/㎡

円板荷重　　14.9 kg/㎡
（２）円板荷重　　29.9 kg/㎡

翼に当たる空気密度が減少することをいう。

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

自操（回）-工-3/5

Ⓒ
（４）ⒷとⒸ

問 9 オートローテーション中、ロータ・ブレードを加速する力が働いている領域はどれか。

（１）Ⓐ
（２）Ⓑ

（２）メインロータ・ブレードの揚力分布の均一化
（３）必要馬力の軽減

（３）

（４）振動を吸収させる。

問 10 メインロータ・ブレードにねじり下げを設けることで期待できる効果のうち誤りはど
れか。

（１）高空・高速域でのメインロータ・ブレードの先端失速を遅らせる。

Ｈ－Ｖ線図の説明で誤りはどれか。

（１）動力装置故障となった場合で、安全に着陸することができない高度－前進速度の
組み合わせを示したものである。
縦軸は、対地高度である。

（３）

問 8

（２）

（４）
横軸は、指示対気速度である。
ホバリングしている状態では、適用されない。

自操（回）-工-3/5



問 13 ホバリング中における、テールロータの推力により生じる機体のドリフトを打ち消す方

下図に示した機体の上下軸（機体の上下を結ぶ軸）を中心に生じる揺れで正しいものは

（４）バランシング

（２）ピッチング
（３）

（１）ローリング

（４）ドラッグ・ヒンジ

法で正しいものはどれか

どれか。

問 11 ロータ・ハブ型式のうち、全関節型ハブが有するヒンジで誤りはどれか。

（１）デルタスリー・ヒンジ

ヨーイング

（２）フラップ・ヒンジ

問 12

（３）フェザリング・ヒンジ

前後軸

横軸

上下軸

重心位置

自操（回）-工-4/5

エンジンの回転数で制御する。
コレクティブ・ピッチの上下操作で制御する。

（３）③は形状抵抗パワーである。

（４）④は全利用馬力である。

誤りはどれか。

（１）①はメインロータ誘導パワーである。

（２）②は有害抵抗パワーである。

問 14 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

サイクリック・スティックの左右操作で制御する。（４）
（３）

（１）

サイクリック・スティックの前後操作で制御する。
（２）

法で正しいものはどれか。

自操（回）-工-4/5



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

（３）

問

問 15 ＬＴＥに陥りやすい飛行状態の説明で正しいものはどれか。

（１）低速およびホバリング
（２）高速飛行中
（３）

右図の安定性で正しいものはどれか。

オートローテーション中
（４）最良上昇率速度での上昇中

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。（１）
（２）

（３）静的には不安定、動的にも不安定
（４）

（１）静的には中立、動的には安定

17 ＶＯＲに関する記述について誤りはどれか。

静的には安定、動的には中立

問 16

周波数帯はＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯である。
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
いる。

（４）

（２）静的には不安定、動的には安定 振

幅

時間

自操（回）-工-5/5

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）密度高度が高く、また重々量状態での地面効果外ホバリング
追い風での低速高角度進入

（３）対気速度４０ｋｔ以上の降下旋回
（４）低速飛行時の不用意な降下中

問 18

（４）電解液温度が57℃以上になると熱暴走現象を生じる。

（１）電解液は水酸化カリウムである。

ムである。

問 19 ATCトランスポンダについて正しいものはどれか。

セットリング・ウイズ・パワーに陥りやすい飛行状態として誤りはどれか。

（２）

（４）

（３）地上レーダー（ARSR）に対して航空機の針路や速度の情報を一方送信するシス
テムである。

ムである。

（３）充電中は、有毒ガスが出ており換気が必要である。

問 20 ニッケルカドミウム・バッテリについて誤りはどれか。

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

（４）地上レーダー（ASR）に対して航空機の針路や速度の情報を一方送信するシステ

（２）重負荷特性が鉛バッテリよりよく、大電流放電時にも安定した電圧を保つ。

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

自操（回）-工-5/5



（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     

記　　号 航空工学 〔科目コード：０３ 〕科　目 Ａ４ＧＭ０３１０３０

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

◎ 注　　意

２０題　　４０分資　格

配　　点

◎ 判定基準

自家用操縦士（滑）上級・動力 題数及び時間

自操（滑）-工学-1/４



１
先細翼とは翼端が翼根元より進行方向に対して後方に下がっている翼をいう。

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。
矩形翼は翼端失速の傾向が小さい。
先細翼はテーパーを強くすると翼端失速を起こしやすい。
前進翼は翼端失速を起こしやすい。

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。
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。
翼とタブをリンクで結び、舵面を動かすと、タブが舵面と逆の方向に動く。

磁気コンパスについて正しいものはどれか。
Ｎは真北を示す。
Ｎは磁北を示す。
方位により異なった数値の偏差がある。
加速度誤差や北旋誤差がある。

対気速度計における黄色弧線の下限はどれか。

最大重量においてフラップ中立、着陸装置上げで決定した失速速度ＶS1の110％

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

旋回半径について正しいものはどれか。
同じバンク角でも速度が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度でもバンク角が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度及びバンク角でも機体重量が大きいほど旋回半径は大きい。
同じ速度及びバンク角でも翼面積が大きいほど旋回半径は大きい。

問 ３

（１）

揚力は翼面積に比例する。
揚力は空気密度に比例する。
揚力は抗力係数に比例する。

問

（４）

２

（１）

（３）

（２）

（２）

（３）

（３）

（２）

（１）

（２）

（１）

問

（２）

（４）

（３）

（１）

問

４

７

（２）

問

６

（１）

（３）

５

問

（４）

問

（２）

（４）

（４）

（３）

翼の形については正しいものはどれか。

矩形翼とは翼の根元から翼端にかけて直線的に翼弦長が小さい翼である。
前進翼とは翼端が翼根より前側にある翼である。

（４）楕円翼とはデルタ翼とも呼ばれる。

（４）

（３）

（１）

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。
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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

水バラストを搭載したときの滑空性能の変化について誤りはどれか。
失速速度が大きくなる。
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は大きくなる。
最良滑空比は変わらない。

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。
重心位置は基準線からの距離で示される。
重心位置はＭＡＣ（空力平均翼弦）の％で示される。

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・・・・・黄
エア・ブレーキ・・・・白
縦のトリム・・・・・・緑
キャノピー投下装置・・赤

対気速度計における黄色標識（三角印）について正しいものはどれか。
水バラスﾄを除く重量における最小操縦速度
最小重量における最小進入速度
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
最良上昇率速度

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。

（１）

（１）

（１）
（２）
（３）

（４）

（２）

（４）

（１）

（４）
（３）

（４）

（２）
（３）

（４）

問

10

８

９

問 15

13

問

問 14

問

（２）

（２）

（１）

翼に作用する摩擦抗力である。

12

（１）

（３）

（３）
（２）

（４）

（１）

（４）

（３）

（２）

問 11

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。

（４）

アスペクト比を大きくすると誘導抗力は大きくなる。
（３）

（２）
（３）

問

問
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縦横比の説明で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で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。
翼幅を平均翼弦長で割ったもので、滑空性能に大きく関係する。

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（２）抗力が減り、旋回と反対方向に
（３）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ラダーを使う必要がある。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で最も近いものはどれか。

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。

（１）

（３）

（４）
（３）

（１）
（２）

（１）
（２）

  71km/h
  56km/h

問 18

（４）

問 19 重量300kg、翼面積18ｍ
2
、失速速度が40km／hの滑空機がバンク６０度で水平

  85km/h
（３）
（２）

  42km/h

問 20

問 16

問 17

（４）

重量500kg、重心位置が基準線後方1０cmの滑空機の重心位置を、40kgの荷物を積む

基準線後方　57.5cm
基準線後方　67.5cm
基準線後方　77.5cm

（４）基準線後方　87.5cm

（２）
（１）

（３）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P２７
資　格 自家用操縦士（飛）（回）（船） 題数及び時間 ２０題　　４０分

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ４ＣＣ０４１０３０

◎ 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
能となるので当該科目は不合格となります。

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

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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滑走路灯

でない。
（４）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。

（２）

（４）

衝突防止灯

（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方法を指定して
行う。

（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

問 ３ 耐空証明に関する記述で誤りはどれか。

（３）

（ア）航空機の牽引

（イ）航空機に乗り組んで行うその運航

（エ）

３ （４） ４（１） １

問 ５

飛行場灯台

進入角指示灯

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（２）航行に起因す

問 １ 航空法の目的について、次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）附属書として採択された標

（１）厚生労働大臣又は（２）指定航空身体検査医は、申請により、（３）技能証明を

体検査証明を行なう。

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

（４）

（３）

計器飛行方式による飛行（４）

る（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適
正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進
を図ることにより、航空の発達を図り、もって（４）公共の福祉を増進することを目的
とする。

（１）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、
政令で定める航空機については、この限りでない。

問 ４ 自家用操縦士の業務範囲に関する記述で正しいものはどれか。

（１）

（２）計器航法による飛行で１１０Kmまたは３０分を超えない場合

航空身体検査証明に関する次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

（３）

計器飛行

航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

（２）

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

航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと

（１）

雲中飛行

有する者で航空機に乗り組んでその（４）運航を行なおうとするものについて、航空身

（１）

（３）

問 ７ 飛行場灯火の種類で誤りはどれか。

問 ６ 計器飛行証明を受けていなくても実施できる飛行に関する記述で正しいものはどれか。

問 2 次の（ア）～（エ）の中で、航空業務に含まれるものとして正しいものはいくつあるか

（ウ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

航空機内の清掃

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（２） ２
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（３）空中を航行する場合は着陸灯、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機

（１）飛行視程が1,500ｍ以上であること
（２）航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと

巡航高度における計器速度

問 10 航空機に搭載が義務づけられている書類で誤りはどれか。

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気

問

（４）

（１）
（２）
（３）

航空機登録証明書
運用限界等指定書
搭載用航空日誌

航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間で誤りはどれか。問 11

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと

問

互に進路を右に変えなければならない。

救命ボート　　　　　 　180日
非常食糧　　　　　　　 180日
航空機用救命無線機　 　180日

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

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。

象状態の条件で誤りはどれか。

（４）

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、

左側を通過しなければならない。

（２）

（４）

（３）

（２）

（４）

（３）

（３）

（４）

（４）持久時間で表された燃料搭載量

路を譲らなければならない。

（１）

を表示しながら航行する。
夜間とは、日没３０分前から日出３０分後までの間をいう。

積載物の安全性

９

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

地上を航行する場合は衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示し

右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。

燃料の搭載量

問 13 航空機が夜間において空中及び地上を航行する場合の記述で正しいものはどれか。

（１）

問 12 進路権に関する記述で誤りはどれか。

救急箱             　　　 　 60日

（１）

問 14 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。
（１）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

（２）出発地及び移動開始時刻

ながら航行する。

（１）

８ 機長の出発前の確認事項に関する記述で誤りはどれか。

（２）牽引して地上を航行する場合、牽引車が当該航空機を照射するときは衝突防止灯、

離陸重量

（２）

整備規程

航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと

（４）

食料、飲料の量（３）
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２ （３） ３ （４） ４

問 17 航空法施行規則第１７４条（最低安全高度）に関する記述の下線部（１）～（４）の中

問 15 航空法第70条（酒精飲料等）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはいく

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（2）回避できる高度若し
くは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（3）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（4）300mの高度のうちいずれ
か高いもの

つあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ウ）正常な運航ができないおそれがある間は、その（エ）航空業務を行ってはならな

４

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）の中で該当するものを選べ。

（イ）

問 20 航空情報として示される事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

問 16 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正し

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（1）動力装置のみが停止し

３ （４）

（ア）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

（エ）

飛行視程を1,600ｍ以上に維持して飛行すること
（ウ）地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること

１ （２） ２ （３）

（イ）

空港等を引き続き視認できる状態で飛行すること

（１）

気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。
（エ）他の航空機が火災を起こしたことを無線で知った。

（１） １ （２） ２

で誤りはどれか。

（３）

（ア）航空機乗組員は、酒精飲料又は（イ）麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の

い。

（１） １ （２）

火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。

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（ウ）物件を視

いように見張りをしなければならない。

（ア）航空機の操縦を行なっている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習

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（エ）衝突しな

は、その者）は、航空機の（イ）航行中は、第９６条第１項の規定による国土交通大臣
をするためその操縦を行なっている場合で、その練習を監督する者が同乗しているとき

４２

要な変更その他これらの施設の運用に関する事項

（３）

する際、従わなければならない条件（ア）～（エ）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。

（ア）

（イ）飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
（ウ）航空交通管制に関する事項
（エ）ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼ

すおそれのある事項

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 18 航空法第76条（報告の義務）に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつ

（１） １

あるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

問 19 航空法第94条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて管制圏又は情報圏を飛行

（ア）飛行中、住宅火災を発見した。

（ウ）

３ （４） ４

雲から600ｍ以上離れて飛行すること

（２） ３ （４）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P２８

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）

航空法規等〔科目コード：０４〕科　目

配　　点

「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

◎

自家用操縦士（動滑）（上滑）

Ａ４ＧＭ０４１０３０

◎

記　　号

◎ 判定基準

１問　５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

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。
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（４） ４

（ウ）発動機の整備点検要領
（エ）発動機の排出物に関する事項

（１） １ （２） ２ （３） ３

～（４）の中で該当するものを選べ。
（ア）航空機の概要
（イ）航空機の限界事項

（４）航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと

（１）厚生労働大臣又は（２）指定航空身体検査医は、申請により、（３）技能証明を

有する者で航空機に乗り組んでその（４）運航を行なおうとするものについて、航空身

問 ６ 飛行規程に記載されている事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

体検査証明を行なう。

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。

問 ４ 自家用操縦士の業務範囲に関する記述で正しいものはどれか。

（４）

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方法を指定して
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
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

（２）

（３）

問 ３ 耐空証明に関する記述で誤りはどれか。

政令で定める航空機については、この限りでない。
（１）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、

（エ）航空機内の清掃

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。
（ア）航空機の牽引

（イ）航空機に乗り組んで行うその運航

（ウ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進
を図ることにより、航空の発達を図り、もって（４）公共の福祉を増進することを目的
とする。

問 2 次の（ア）～（エ）の中で、航空業務に含まれるものとして正しいものはいくつあるか

問 １ 航空法の目的について、次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

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（２）航行に起因す
る（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）附属書として採択された標

（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

（３）

問 ５ 航空身体検査証明に関する次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

（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

こと

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

曳航の方法
（３）飛行の時間又は回数
（４）滑空機の飛行の安全に影響のある事項

問 ７ 滑空機用航空日誌に記載すべき事項のうち飛行に関する記録で誤りはどれか。
（１）乗組員氏名
（２）
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64メートル

（２）

６０ｍ
（ウ）８０ｍ

１ （２） ２ （３） ３

この場合、曳航索を離脱する高度（ア）～（エ）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。

（ア）

（４）

（１）航空機登録証明書

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。

４０ｍ
（イ）

問 11 航空機が滑空機を曳航する場合に基準となる曳航索の長さ（ア）～（エ）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。

（ア）

問 13 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。

問 12

48メートル
（イ）

（４）持久時間で表された燃料搭載量

出発地及び移動開始時刻

（３）巡航高度における計器速度

（４） ４

（エ）

（１） １ （２） ２

進路権に関する記述で誤りはどれか。

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、

（１）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

（２）無線業務日誌
（３）滑空機用航空日誌
（４）

１００ｍ

象状態の条件で誤りはどれか。

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと
（４）航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと

飛行視程が1,500ｍ以上であること
（２）航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気

積載物の安全性

問 ８ 機長の出発前の確認事項で誤りはどれか。

燃料の搭載量

（１）離陸重量

問 10 滑空機に搭載が義務づけられている書類の中で、正しいものはどれか。

（２）

（３）食料、飲料の量

（４）

問 ９

（１）

滑空機には、書類の搭載義務はない。

路を譲らなければならない。

（２）

（３）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

（４） ４（１）

互に進路を右に変えなければならない。

（エ）

（１）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
問 14 有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項の中で、誤りはどれか。

56メートル

（３） ３

72メートル
（ウ）
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（３） ３ ４

（ア）航空機乗組員は、酒精飲料又は（イ）麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の
（ウ）正常な運航ができないおそれがある間は、その（エ）航空業務を行ってはならな
い。

（１） １ （２） ２ （４）

つあるか（１）～（４）の中で、該当するものを選べ。

（１） １ （２） ２ （３） ３

（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
（エ）その他必要な事項

17 航空法施行規則第１７４条（最低安全高度）に関する記述の下線部（１）～（４）の中

る記述（ア）～（エ）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。
（ア）合図及びその意味

（４） ４

問 18 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航する前に打ち合わせなければならないことに関す

問

要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
（イ）飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
（ウ）航空交通管制に関する事項

問 20 航空情報として示される事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

（ア）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

（１） １ （２） ２ （３） ３

（イ）飛行視程を1,600ｍ以上に維持して飛行すること
（ウ）地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること
（エ）空港等を引き続き視認できる状態で飛行すること

（４） ４

問 19 航空法第94条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて管制圏又は情報圏を飛行
する際、従わなければならない条件（ア）～（エ）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。

（ア）雲から600ｍ以上離れて飛行すること

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ア）航空機の操縦を行なっている者（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なっている場合で、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）航行中は、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（ウ）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（エ）衝突しな
いように見張りをしなければならない。

（４） ４

問 16 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正し

問 15 航空法第70条（酒精飲料等）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはいく

（１） （２） ２ （３）

で誤りはどれか。
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（1）動力装置のみが停止し
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（2）回避できる高度若し
くは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（3）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（4）300mの高度のうちいずれ

１

いものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

３ （４） ４

か高いもの

～（４）の中で該当するものを選べ。

（エ）ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼ
すおそれのある事項
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

◎ 配　　点

◎ 判定基準

（２）

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。

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

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間自家用操縦士(飛)(回)(船)

記　　号空中航法〔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
「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

Ａ４ＣＣ０１１０３０

◎ 注　　意 （１）

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

P29
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GS
DEVTC WCA TH

DIST( nm ) TIME

ZONE / CUM( kt ) ZONE / CUM
CHVAR

150 ６Ｗ

( kt )

TAS
ＷＩＮＤ

90

Ｄ

A地点からD地点までの所要時間にもっとも近いものはどれか。

（２）

  89kt

0

2Ｅ060        /5500

（１）１時間４５分

（２）

       /   

Ｂ Ｃ

270/20  49 /

90 240/30

５Ｗ90 250/25

Ⅰ　A地点から変針点B、Cを経由してD地点に至る未完成の航法ログである。

       /５Ｗ 1Ｅ  74 / 123

 66 / 189

（１）

１０分

Ｃ

116゜
095°

ＴＯFROM
ALT

Ａ Ｂ 5500

　　航法ログを完成させ、問１から問６について解答せよ。

MH

問 A地点から変針点BまでのGSにもっとも近いものはどれか。

100

１

( ft )

5500

－5°

（４）

４

問 ３

問

問

３５分（３）

変針点CからD地点へのZONE TIMEにもっとも近いものはどれか。

問 ２ 変針点Bから変針点CまでのCHにもっとも近いものはどれか。

６

１時間５９分
（２）

（３）

－3°

（１）

（４）

（１）

（２）
（３）

092゜

  98kt

６０分

  82kt

（３）＋2°

（４）

（１）

119゜

93kt

102kt

（４）95kt
（３）

87kt

＋3°

１３分

１時間５３分

（２）

変針点CからD地点までのWCAにもっとも近いものはどれか。

問

５

（３）

（１）

（４）

（２）

変針点C上空において、QNHが29.92inHg、外気温度が－5℃のとき

２時間０３分

（４）

TAS90ktで飛行するためのCASにもっとも近いものはどれか。
85kt

自操(飛)(回)(船)-航-2/４



ランバート航空図に関する説明で誤りはどれか。
子午線と平行圏の接線は直交している。
航程線は赤道側に引きつけられた曲線になる。
距離の測定誤差が大きいため、長距離航法用としては用いられない。
直角座標ではないため、地点のプロットや緯度経度の読み取りが面倒である。

風力三角形に関する説明で正しいものはどれか。
風ベクトルはWDとWSからなる。
TCからTHの角度をＤＡという。
THからTRへの角度をWCAという。
対気ベクトルはTCとTASからなる。

偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。
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。

真針路についての説明で正しいものはどれか。
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。
羅針路に偏差を加えたものをいう。
航空機の機首の向いている方向で、磁北からの角度である。
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をいう。

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は減少する。
風が変化するとTASも不規則に変化する。

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１nmである。
１kmは、約０.５４nmである。
緯度１分の長さが1,852m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。

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 060 / STEER 062」と
表示してあるとき、その意味するところで正しいものはどれか。

MH060゜で飛行するためには、CH062゜で飛行する。
CH060゜で飛行すると、MH062°で飛行することになる。
TH060゜で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060゜で飛行すると、TH062°で飛行することになる。

E空港を出発して１時間後に同じE空港に着陸した。着陸前に誤って気圧高度計のＱＮＨ
を正しい値から0.1inch低くセットしていた場合、着陸直後に気圧高度計の示す値で
正しいものはどれか。（ただし、着陸の前後で気温と気圧の変化は無いものとする。）

E空港の標高よりも概ね100ft高く指示する。
E空港の標高よりも概ね100ft低く指示する。
絶対高度を指示する。
密度高度を指示する。

（３）

（３）

（１）

（１）

（４）

（３）

（３）

（２）

（１）

（４）

（３）

問

（２）

（４）

問

問 13

（２）

Ⅱ　問７から問２０について解答せよ。

7

問 10

問

問

（２）

8

（２）
（１）

（３）

12

14

（３）

問 9

（４）

（２）

（２）
（１）

問 11

（１）

（１）

（４）

（４）

（２）

（４）

（３）

（１）

（４）
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過呼吸の兆候が現れた場合の処置として正しいものはどれか。
紙袋等で口と鼻を覆い、息を吸ったり吐いたりする。
兆候が現れたら、呼吸を速める。
すみやかに糖分を補給する。
唾を飲み込んだりあくびをしたり、喉頭筋を伸張させる。

野外飛行で巡航中、前方に発達した雲があるため右に６０度変針して３分間飛行した
ところ雲を避けることができた。ただちに左に１２０度変針して３分間飛行し、すぐに
右に６０度変針した。このとき、次のポイントの到着予定時刻の遅れとして正しいもの
はどれか。（ただし、この時の風は無風であった。）

１分４５秒の遅れ
３分の遅れ
６分の遅れ
９分の遅れ

真針路225゜で飛行中、4時半の方向にF空港を発見した。この時の航空機の関係位置
で正しいものはどれか。

F空港の北の位置にいる。
F空港の南の位置にいる。
F空港の東の位置にいる。
F空港の西の位置にいる。

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
頭痛、眠気、めまいなどの兆候が現れる。
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。
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。

8分間で燃料を1.0ガロン消費するときの燃料消費率で正しいものはどれか。
4.8ガロン/時間
6.2ガロン/時間
7.5ガロン/時間
8.0ガロン/時間

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。

上り勾配の滑走路に進入するとき
下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。（４）

（３）
（２）

（１）

（１）

（３）

（１）

（２）

（１）

問 20

（３）
（２）

（４）

問 19

（３）
（４）

（２）

（３）

問 18

（１）

問 17

問 16

（３）

問 15

（４）

（２）

（４）

（２）

（４）

（１）
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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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）動力

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）

配　　点

◎

◎

注　　意

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ａ４ＭＧ０１１０３０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

自操（滑）動力-航-1/4



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。

相対方位について正しいものはどれか。
航空機の機首方向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。
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。
1キロメートルは、約0.54ノーティカルマイルである。
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。
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「９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時間遅い。
日本の標準子午線の時刻帯には「Ｊ」が付けられている。

ランバート図に関する説明で、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。
子午線は円錐の頂点からの放射状の直線になる。
子午線と平行圏の接線は直交する。
各平行圏は円錐の頂点を中心とする同心円になる。

Ａ滑空場を出発して３時間後に地上気圧の上がったＡ滑空場に着陸した。気温の変化
がなく、高度計のＱＮＨを変えずに着陸した場合、正しいものはどれか。

高度計は出発時よりも高く指示する。
高度計は出発時よりも低く指示する。
高度計の指示は出発時と変わらない。
高度計は絶対高度を指示する。

海面気圧が29.92インチである時、計器高度（気圧高度）6,000フィートで飛行
したところ外気温度が－2.5℃であった。この時の真高度で正しいものはどれか。

5,680フィート
5,880フィート
6,000フィート
6,180フィート

Ａ点からＢ点に向けTCが032°のコースを、ＷＣＡを－2°とって飛行したところ
TRが030°となった。この時のＤＡで正しいものはどれか。

０°
２°R
２°L
４°R

問

（１）

６

７

（２）

問

（４）

問 ５

（４）

（４）

（２）

（１）

（４）

（１）

（２）
（３）

（２）
（３）
（４）

（１）

（２）

（３）

（３）

問 ３

８

（２）

（２）
（３）

（１）

（１）

（４）

（３）

（１）

２

１問

（４）

問

（２）
（３）

（１）

問 ４

（３）
（４）

問

自操（滑）動力-航-2/4



Ｃ点からＤ点までの距離8ノーティカルマイルを10分間で飛行したときのＧＳで
正しいものはどれか。

40ノット
45ノット
48ノット
52ノット

真針路225゜で飛行中、4時半の方向にF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。

Ｆ滑空場の北の位置にいる。
Ｆ滑空場の南の位置にいる。
Ｆ滑空場の東の位置にいる。
Ｆ滑空場の西の位置にいる。

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
ＴＢ＝ＴＨ＋ＲＢ
ＴＢ＝ＴＨ－ＲＢ
ＲＢ＝ＴＨ＋ＴＢ

IASとTASの関係で正しいものはどれか。
IAS一定で気圧高度を維持して飛行している場合、機外気温が上がるとTASは
減少する。
IAS一定で滑空中、追い風が強くなるとTASは増加する。
標準大気中をIAS一定で降下している場合、降下するにつれTASは増加する。
標準大気中をIAS一定で上昇している場合、上昇するにつれTASは増加する。

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 060 / STEER 062」と
表示してあるとき、その意味するところで正しいものはどれか。

MH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、MH062°で飛行することになる。
TH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、TH062°で飛行することになる。

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトルはTHとTASからなる。
対地ベクトルはTRとGSからなる。
DAはTHからTRへの角度である。
WCAはTCから右にひねる角を（－）修正角という。

１６分間で燃料を２.０リットル消費したときの燃料消費率で正しいものはどれか。
４.８リットル／時間
６.２リットル／時間
７.５リットル／時間
８.０リットル／時間

真航路 070゜をTAS 90ノットで飛行するときの予想風が 010°/10ノットであった。
このときのWCAにもっとも近いものはどれか。

＋5°
－5°
＋10°
－10°

15

（２）

（２）
（１）

（３）

（１）

（４）

（３）

10問

11問

（２）

（３）

（２）

問

（２）
（３）
（４）

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

12

問

13

（３）

問

（１）

14

問

９

（１）

（４）

（１）

問 16

（３）

（２）

問

（４）

（４）

（４）
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耳閉塞について誤りはどれか。
症状が悪化すると、飛行中または着陸後に鼓膜が破れることもある。
上昇中よりも降下中に発生しやすい。
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。

減圧症に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。
減圧症は8,000フィート以下の高度ではほとんど発症しない。
減圧症は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。
飛行中に減圧症の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まる。
減圧症は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治ることがある。

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。

上り勾配の滑走路に進入するとき
下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。

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
頭痛、眠気、めまいなどの兆候が現れる。
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。
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。

17

（４）
（３）

問

（１）
1８

（４）

問

（１）

問

（３）

20

（４）

問 19

（１）
（２）

（４）

（１）
（２）
（３）

（２）
（３）

（２）
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P３１航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

◎

◎ 配　　点

記　　号

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間航　空　通　信　士

C４ＸＸ０２１０３０科　目 航空気象〔科目コード：０２〕

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） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

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

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

航空通信士-気象-1/4航空通信士-気象-1/4



  

気温と露点温度が近いこと（１）
風は弱いが静穏ではないこと

（３）

直角に吹く。

（３）絶対温度

量との比の名称で正しいものはどれか。
露点

（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正しいものは

（３）

気団の型は、下層で湿度の高いこと

問 ２

（４）約３０度の角度で吹く。
約１０度の角度で吹く。

問 ３ ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。

（２）

（１）

霧が発生しやすい一般的な条件で誤りはどれか。

（４）飽和

問 １ 単位体積中に含まれる水蒸気の質量と、その温度において単位体積中に含み得る水蒸気

（１）
どれか。

平行に吹く。

相対湿度
（１）
（２）

（３）

HZ ：

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

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

問 ４

（４）

FG ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合
BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

（２）
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気団の分類と発生について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）
の中で正しいものはどれか。

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

セッティングのまま着陸する航空機の計器高度で正しいものはどれか。

（３）
気温が上昇傾向にあること

問 ６

（２）
（１）

計器高度は平均海面高度より低い。

問 7 冬季において、日本付近の上空では通常、高度の上昇に伴い風はどのように変化するか。

（ｂ）
（ｃ）

       誤      　正     　 正         正 

南よりの風となり、上空ほど強くなる。

       誤      　正     　 誤         正 

（３）

反時計回りに吹く。
西よりの風となり、上空ほど強くなる。

（４）

東よりの風となり、上空ほど強くなる。

（２）       正      　誤     　 正         誤 
（１）

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

（ａ）

（ｄ）

気団の型は、下層で湿度の高いこと
（４）

問 ５

（４）
（３）計器高度は真高度より低い。

（１）
（２）計器高度と真高度は等しい。

計器高度は真高度より高い。

（４）

（３）

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

航空通信士-気象-2/4



雲量の増加
風向の顕著な変化
気温の上昇
気圧の降下

の中で該当するものを選べ。

（ｃ）

陸上と海上の間に気圧差が生じることにより出現する。

問 10

（ａ）

11

移動速度が遅い。
移動速度が速い。

（２）
この高気圧が近づくと、徐々に天気が悪くなる。（１）

寒冷前線通過後の一般的な気象現象で正しいものはどれか。

問

9

寒冷型移動性高気圧で正しいものはどれか。

問

反時計回りに吹き出す。
反時計回りに吹き込む。

北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。

時計回りに吹き込む。

8

問

（４）
時計回りに吹き出す。

（１）
（２）

（４）
（３）

海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）

（３）

比較的穏やかな晴天日に出現する。

（３）
好天が長続きする。

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。

（ｂ）

（１）
（２）

一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい。

（４）

（ｄ）
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（３）

（ｂ）

（４）

（ａ）

（１）

（２）

１
２
３

（４） ４

（２）

（５） ０

（３）

問 12 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
（１）対流圏の中間層にあたり非発散高度に近い。大気の流れを知るために最適である。

この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。
山岳地帯をのぞけば気象要素は下層大気の代表的な値を示す。
前線系の解析に最適である。

問 13 雷雲付近の飛行についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）

（２）

～（５）の中で該当するものを選べ。

線状に並んだセルに沿ったコースではできるだけ風下側を飛ぶ。
Cbの風下側に発生しているCuやCbは小さくても軽視しない。
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。

（ｄ）気温0℃の高度の上下を避ける。
（ｃ）

１
２
３
４

（５） ０

（１）

（３）
（４）

問 14 飛行場管制所から通報される風向で正しいものはどれか。
磁方位を報じる。
真方位を報じる。
相対方位を報じる。（３）

（２）
（１）

偏流修正方位を報じる。（４）
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視程が10km以上であること
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のどちらか高い値未満にないこと
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がないこと
天気略語表に該当する現象がないこと

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

海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

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

（３）
（２）
（１）

（４）

問 15 ＣＡＶＯＫの定義について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ｄ）
（ｃ）
（ｂ）
（ａ）

問1６
（１）

問 17 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、

（４）
（３）
（２）

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）300hＰa　：　約30,000ft
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
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850hＰa　：　約  5,000ft

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

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

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

示される。

問 18

（３）
（２）
（１）

（３）

（１）
（２）

（ｄ）

FEWは雲量が3/8である。

（４）

問 19 ボイス・バロットの法則で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。
南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。

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。

（３）OVCは雲量が7/8～8/8である。
（４）天空不明で鉛直視程が観測された場合は識別符号VVに続いて100m単位で

問 20 ＭＥＴＡＲにおける雲の記述について正しいものはどれか。
（１）雲量は雲に覆われた部分の全天空に対する見かけの割合で報じられる。
（２）
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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

資　格 1 ０ 題    　４ ０ 分題数及び時間航　空　通　信　士

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。

記　　号構　造〔科目コード：０６〕科　目

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

Ｃ４ＸＸ０６１０３０

◎ 注　　意 （１）

◎ 配　　点

◎ 判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　１０点

通信士 - 構造 - 1/3
　



ウインド・ヒータの目的で誤りはどれか。

（２）ステアリング

（４）衝撃吸収能力の増加

（２）着氷防止
（３）操縦室の暖房

（４）非常脱出口は外開きのものに限定されている。

エレベータ
（４）ラダー

（２）搭乗できる人数により非常脱出口の数及び大きさが決められている。
（３）耐空類別Ｎ、ＵおよびＡ類の航空機には非常脱出口を装備すべき規定はない。

飛行機の姿勢の制御を行う操縦翼面で誤りはどれか。

（３）

非常脱出口の装備の規定について正しいものはどれか。
（１）搭乗できる人数により非常脱出口の数のみが決められている。

ハイドロリック・ロック操作系統（Hydraulic Lock Contorol System）

（１）マスタ・シリンダ・ブレーキ系統（Independent System）
（２）動力ブレーキ操作系統（Power Brake Contorol System）

（４）ベーン形式
前脚操向装置内の油圧系統に内蔵された形式

（２）セグメンテッド・ロータ形式
（３）

（１）レダンダント構造
フェール・セーフ構造について、該当しないものはどれか。

問 ４

５問

１

問 ２

問 ３

問

問 ６ 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）

（１）曇り止め

（１）エルロン

ピストン形式
シミーダンパーの形式について該当しないものはどれか。

（１）

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

（４）ロード・ドロッピング構造

（２）バック・アップ構造
（３）セーフ・ライフ構造

（３）
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９

問 10

（１）サーキット・ブレーカーがトリップしたら、まずは直ちにリセットすべきである。

（２）「終極荷重」とは、制限荷重に適当な安全率を乗じたものをいう。
（３）「制限荷重倍数」とは、常用運用重量に対応する荷重倍数をいう。

（４）サンドイッチ構造

サーキット・ブレーカーについて誤りはどれか。

（２）ハイドロリック・ロック構造
（３）セミモノコック構造

（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。

問 ７

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。

飛行機の翼型の特徴について誤りはどれか。

（３）設定値以上の電流が流れるとトリップする。
（４）ヒューズと異なりリセットすることができる。

（３）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。

（１）矩形翼は工作が容易で翼端失速の傾向が小さい。
（２）

（２）直流・交流どちらにも使用できる。

問 ８

問

飛行機に使用されている機体構造について誤りはどれか。

（４）「安全率」とは、常用運用状態において予想される荷重より大きな荷重の

（１）トラス構造

生ずる可能性並びに材料及び設計上の不確実性に備えて用いる設計係数をいう。

（１）「制限荷重」とは、常用運用状態において予想される最大の荷重をいう。
下記の耐空性審査要領の記述で誤りはどれか。
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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

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。

Ｃ４ＸＸ０４１０3０

◎ 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

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P35
資　格 航空通信士 題数及び時間 ２０題　　４０分

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号
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滑走路灯

問 2 次の（ア）～（エ）の中で、航空業務に含まれるものとして正しいものはいくつあるか

（ウ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

航空機内の清掃

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（２） ２

問 ６ 計器飛行証明を受けていなくても実施できる飛行に関する記述で正しいものはどれか。

問 ７ 飛行場灯火の種類で誤りはどれか。

航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと

（１）

雲中飛行

有する者で航空機に乗り組んでその（４）運航を行なおうとするものについて、航空身

（１）

（３）

問 ４ 自家用操縦士の業務範囲に関する記述で正しいものはどれか。

（１）

（２）計器航法による飛行で１１０Kmまたは３０分を超えない場合

航空身体検査証明に関する次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

（３）

計器飛行

航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

る（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適
正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進
を図ることにより、航空の発達を図り、もって（４）公共の福祉を増進することを目的
とする。

（１）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、

（１）厚生労働大臣又は（２）指定航空身体検査医は、申請により、（３）技能証明を

体検査証明を行なう。

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

（４）

（３）

計器飛行方式による飛行（４）

（２）

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（２）航行に起因す

問 １ 航空法の目的について、次の文章の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）附属書として採択された標

問 ５

飛行場灯台

進入角指示灯

（４） ４（１） １

政令で定める航空機については、この限りでない。

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 ３ 耐空証明に関する記述で誤りはどれか。

（３）

（ア）航空機の牽引

（イ）航空機に乗り組んで行うその運航

（エ）

３

（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方法を指定して
行う。

（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
でない。

（４）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。

（２）

（４）

衝突防止灯
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整備規程

航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと

（４）

食料、飲料の量（３）

（２）牽引して地上を航行する場合、牽引車が当該航空機を照射するときは衝突防止灯、

離陸重量

８ 機長の出発前の確認事項に関する記述で誤りはどれか。

ながら航行する。

（１）

問 14 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。
（１）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

（２）出発地及び移動開始時刻

問 13 航空機が夜間において空中及び地上を航行する場合の記述で正しいものはどれか。

（１）

問 12 進路権に関する記述で誤りはどれか。

救急箱             　　　 　 60日

（１）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

地上を航行する場合は衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示し

右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。

燃料の搭載量

９

積載物の安全性

路を譲らなければならない。

（１）

を表示しながら航行する。
夜間とは、日没３０分前から日出３０分後までの間をいう。

（４）持久時間で表された燃料搭載量

（２）

（４）

（３）

（３）

（４）

象状態の条件で誤りはどれか。

（４）

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、

左側を通過しなければならない。

（２）

互に進路を右に変えなければならない。

救命ボート　　　　　 　180日
非常食糧　　　　　　　 180日
航空機用救命無線機　 　180日

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

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）

問

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと

（２）

航空機登録証明書
運用限界等指定書
搭載用航空日誌

航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間で誤りはどれか。

（１）
（２）
（３）

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気

問

（４）

（１）飛行視程が1,500ｍ以上であること
（２）航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと

巡航高度における計器速度

問 10 航空機に搭載が義務づけられている書類で誤りはどれか。

問 11

（３）空中を航行する場合は着陸灯、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機

（３）
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雲から600ｍ以上離れて飛行すること

問 19 航空法第94条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて管制圏又は情報圏を飛行

（ア）飛行中、住宅火災を発見した。

（ウ）

３ （４） ４

あるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（２） ３ （４）

問 18 航空法第76条（報告の義務）に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつ

（１） １

すおそれのある事項

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（イ）飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
（ウ）航空交通管制に関する事項
（エ）ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼ

要な変更その他これらの施設の運用に関する事項

（３）

する際、従わなければならない条件（ア）～（エ）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。

（ア）

火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。

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（ウ）物件を視

いように見張りをしなければならない。

（ア）航空機の操縦を行なっている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習

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（エ）衝突しな

は、その者）は、航空機の（イ）航行中は、第９６条第１項の規定による国土交通大臣
をするためその操縦を行なっている場合で、その練習を監督する者が同乗しているとき

４２ （３）

（ア）航空機乗組員は、酒精飲料又は（イ）麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の

い。

（１） １ （２）

気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。
（エ）他の航空機が火災を起こしたことを無線で知った。

（１） １ （２） ２

で誤りはどれか。

１ （２） ２ （３）

（イ）

空港等を引き続き視認できる状態で飛行すること

（１）

（ア）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

（エ）

飛行視程を1,600ｍ以上に維持して飛行すること
（ウ）

問 20 航空情報として示される事項（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）

問 16 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正し

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（1）動力装置のみが停止し

３ （４）

地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること

～（４）の中で該当するものを選べ。

４

いものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（イ）

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（2）回避できる高度若し
くは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（3）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（4）300mの高度のうちいずれ
か高いもの

つあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ウ）正常な運航ができないおそれがある間は、その（エ）航空業務を行ってはならな

問 17 航空法施行規則第１７４条（最低安全高度）に関する記述の下線部（１）～（４）の中

問 15 航空法第70条（酒精飲料等）の条文の下線部（ア）～（エ）の中で、正しいものはいく

２ （３） ３ （４） ４
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P37
資　格 ２０題　４０分題数及び時間航空通信士

空中航法〔科目コード：０１〕科　目 記　　号

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

Ｃ４ＸＸ０１１０３０

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。

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

◎

◎ 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。

「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）

◎ 配　　点

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
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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14,000ftまで降下すれば酸素マスクを

る。

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

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。
航程線は極側に引き付けられる曲線となる。

スが高くなり易い。

回るように見えることがある。

～（４）の中で正しいものはどれか。

赤・・・危険、停止、禁止
黄・・・注意、警告
青・・・安全、進行、正常

問 4 航空灯火の色の意味について（a）～（d）の正誤の組み合わせについて（１）

（a）白・・・方向
（b）

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

（c）
（d）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）
（１）

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

（c）通常より狭い巾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ため、これを錯覚と気付かない場合パ

（d）暗闇の中で静止している灯火を何十秒間も見つめているとその灯火が動き

の中で正しいものはどれか。

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。
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
よりも低い進入になりがちである。

（b）

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

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

子午線は各々直線で図外の1点で集中している。

（c）
（d）大圏はほぼ直線となり最短距離のコースがとれる。

    正        誤        誤       正

（a）
（b）

（３）
    誤        正        正       正

（a）

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）

    正        正        正       誤    
（２）

（４）

（１）
（２）

21,000ftでの有効意識時間は概ね1時間と言われている。
21,000ft以上を飛行する場合、離陸時にQNEにSETする。

（３）
はずしても良い。

（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

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

１

問 2

問

問 3
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秒以内に衝突するおそれのある範囲にあることおよび航空機の位置の表示

とるべき回避操作の指示

発せられない。

ができる。

される。

（４） 誤 正 誤 正

その危険度に応じて色分け表示される。

（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

（２）
（３）

正
（３） 誤 誤 誤 正

誤 正

ついて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（b）ＲＡ（レゾリューションアドバイザリー）：接近する航空機が約２５～
４８秒以内に衝突するおそれのある範囲内にあることおよびパイロットが

ＡＴＣトランスポンダー非装備機に関してはＴＡは発せられるがＲＡは

EGPWSの記述で誤りはどれか。

（c）

（１）緯度１度は「60nm」である。
経度、緯度について正しいものはどれか。

（d）モードＣまたはモードＳを発する脅威機に対してのみＲＡが発せられる。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（４）経度１分は「1　nm」である。
経度１度は「60nm」である。

（２）緯度１分は「5　nm」である。
（３）

（１）約１°
90nm　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3nm偏位していた。ＡＢ間の距離が

（１） 正 正 正 正

（２）約２°

（４）約４°
（３）約３°

ACAS（航空機衝突予防装置）について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせに

（a）ＴＡ（トラフィックアドバイザリー）：接近する航空機が約６０～８０

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） 誤

（４）ＱＮＨ一定で巡航中に気温の低い空域に入ると真高度は高くなる。

（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低くなる。
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。

ベース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

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

（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60
～40秒前に接近の警報が、30～20秒前に回避のための警告が音声で発出

（４）ランディングコンフィギュレーションにおいては当該警報は使用できない。

7

８

問 9

問

問 ５

問 ６

（２）

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

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

（c）到着機が滑走路進入端から６マイルの地点を通過した後は原則として
航空機等を、ローカライザー制限区域に立ち入らせない。

（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
３５ｆｔと定められている。

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

ＴＨ ＶＡＲ ＭＨ

（４）

０７１

偏差について正しいものはどれか。
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。

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。

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。

（b）グライドスロープの有効到達距離は通常２５マイルである。

（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。

０６４ ７Ｅ ０７１

１クォートは「４ガロン」である。

（２）１（海）マイルは「1852メートル」である。
（３）１キロメートルは「0.54（海）マイル」である。

（１）

（３） ０６４
０６４

７Ｗ
６L

（２） ０７７ ６Ｗ

０５７

（a）

（４）

約3.0nm
（４）約4.5nm

14

（４）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）

（３）

15

０７１

13

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

（３）

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

問

問

11

（４）

（１）

（３）
（２）

10

問

対地高度12,000ftを飛行中、チェックポイントを「真横右下45度」に発見

約1.5nm
（２）約2.0nm
（１）
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。

問

偏差は年変化する場合がある。

等しくできれば防止できる。

にあるときに起きやすい。

日本付近では偏差は「Ｅ」で表す。

問 12

問
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５０マイルの最低縦/横間隔が適用されており、将来RNP４の航行許可を

れた数値の範囲でなければならない。

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。

問 16 航法の三作業の組み合わせ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

日本時間の午後３時30分に地上滑走を始める場合、飛行計画書第13項に問 17
記入する移動開始予定時刻で正しいものはどれか。

（３）０７３０
（２）０６３０
（１）０３３０

問 18

（４）１５３０

磁針路２７０度で飛行中、１時半の方向にＡ飛行場を発見した。この時の

（４）Ａ飛行場の北東の位置にいる。

航空機の関係位置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。

問 19

（a）

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
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

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

（d）

（b）

（c）

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」を明記する。
福岡FIRの洋上管制区では、RNP１０の航行許可を受けた航空機相互間に

受けた航空機相互間には３０マイルが適用される予定である。
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

いてRVSM適合機相互間に適用される。

（a）

（２）
（３）
（４）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

正 正 誤

（c）

（d）

（２）
（１）

福岡FIR全域で、フライトレベル200以上の空域では原則としてVFRによる飛

機位の確認、針路の決定、到着予定時刻の算出（１）

（１） 誤 誤 正 誤
正 正 誤 正
正 正 正 誤
誤 正 正 正

問 20 RVSM（短縮垂直間隔）について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

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。
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（b）

行は禁止されている。
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300ft

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
正 誤

正 誤 正 正
正

（４） 正 誤 誤 正
（３）

誤 正
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◎

配　　点

（３） 「NAVIGATION LOG」を提出する必要はありません。

◎ １問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準

Ｐ４０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。

２０題　　２時間

注　　意 （１）

資　格 計器飛行証明 題数及び時間

◎

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ｈ１ＣＣ１４１０３０記　　号計器飛行一般〔科目コード：１４〕

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

「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。
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性能諸元

２）

巡航高度：　12,000ft

出発日：　××××年○月○日　　　　　出発予定時刻：　13時00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
  　　　　　　　　 完成させ問１から問６に答えよ。

飛行経路：　HH空港→ A・VOR→ B・VOR→ C・VOR→ D・VOR→ TT空港

代替地への巡航高度：　　9,000ft（上昇、降下は考慮しない。）

※飛行方法

代替地への経路：　TT空港→ E・VOR→ OO空港

出発地：　HH空港　　　　目的地：　TT空港　　　　代替地 ：　OO空港　　　　　　　　

TT空港への到着予定時刻(JST)で も近いものはどれか。

１）

１

問 ２

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～
TT空港]の経路上を飛行する。出発地及び目的地の標高は０（零）ftとする。目的地
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 340／20kt、降下時 260／25ktとし、巡航時は
NAVIGATION  LOG枠内の風を使用する。ただし、風の方位は磁方位である。

出発はNAVIGATION  LOGに記載された[HH空港～A・VOR～B・VOR]の経路上

問 ３

TT空港から00空港までの予定飛行時間として も近いものはどれか。

（４）

C・VORからD・VORへのCHで も近いものはどれか。

 36分

問

（１） 27分

 211度

（３） 33分

 207度

 14時25分　　
（２） 14時29分　

（２） 30分

（３） 14時33分　
（４） 14時37分　

（１）

（１）
（２）
（３）

問 ４

（２）
（１）

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

 82 gal 

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 少値として も近いもの
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。

 85 gal 

（４） 229度
 225度

問

（４）

（１） 144kt

 91 gal 

５

（３）
（２）

 160kt

（３） 88 gal 

として正しいものはどれか。

 152kt

B・VOR上空において、気圧が29.92inHgで外気温度が－15℃のときCAS

 175kt（４）

速度(TAS)      ：　上昇　120kt　　　巡航　180kt
燃料消費率      ：　上昇　45gal/hr　  巡航　 30gal/hr
上昇降下率      ：　上昇　800ft／min  

降下　150kt
降下   25gal/hr
降下   600ft／min
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:  全地球的測位システム
:
:
:

 地上衛星航法補強システム

（４） FMS
 GPWS

 飛行記録システム

 275／25kt（４）

（３）

６

（２）

（１） GNSS

（３） 265／20kt

 175／20kt  （１）

C・VORからD・VORを実際に飛行したところWCAは右に５度、ＧＳは165ktであ
った。このときの風向風速として も近いものはどれか。ただし、風向は磁方位とする。

問 11

問 10 次の飛行場灯火と説明の組み合わせで誤りはどれか。

問

NDB及びADFについて誤りはどれか。

 180／25kt

４０分の１

（２） SBAS
 対地接近警報装置

のはどれか。
計器着陸装置を利用して行う着陸の用に供する着陸帯の進入表面の勾配として正しいも問

NDBには夜間誤差や海岸線誤差等の誤差が生じる。

（２）アウターマーカーと同じ位置に設置されるNDBは特にコンパスロケーターと
使用周波数は長／中波帯である。

問 7 航空情報用略語と意義の組み合わせで正しいものはどれか。

問
（１）

（３）RCLL  ：航空白又は航空可変白の閃光

（４）ADFは雷による影響を受けにくい。

RTHL  ：滑走路進入端は航空緑、滑走路終端は航空赤の不動光（１）
（２）CGL 　：航空白、航空可変白又は航空黄の不動光

（１）グライドスロープ・アンテナの高さである。

RTZL  ：航空可変白の不動光

12

滑走路進入端における滑走路中心線とローカライザーコースの差である。

（２）ILSの接地点とPAPIの接地点の差である。

（４）

ILS Reference Datumについて正しいものはどれか。

8

9

３０分の１

（１）

呼ばれる。
（３）

５０分の１

（４）

（２）
（３）

２０分の１

（４）

問

グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものである。（３）

（１）

（c）水滴の衝突する物体の半径が大きいほど着氷が多くなる。

（２）

　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　
　　正　　　正　　　正　　　

（４）　　誤　　　誤　　　誤　　　

飛行機に付着する氷の割合（捕捉率）の説明で（a）～（c）の正誤の組み合わせに

　　正　　　正　　　誤　　　　
（３）　　正　　　誤　　　誤　　　

（b）対気速度が大きいほど着氷が多くなる。
（a）水滴の半径が大きいほど着氷が多くなる。

ついて、（1）～（4）の中で正しいものはどれか。
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視認進入の内容で誤りはどれか。

る先行機との間隔維持および後方乱気流の回避について責任を有する。

 の判断のみで発出される。
（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

問

（１）当該進入方式のMDHに等しい雲高（100ft単位に切り上げ）、及び公示された
利用できる場合の代替飛行場の 低気象条件で正しいものはどれか。
飛行計画において目的地に対する代替飛行場を選定する際、非精密進入の直線進入が問 14

13

問1５ 気象通報式におけるRVR（滑走路視距離）について誤りはどれか。

動的に終了される。
操縦士は視認進入許可後、VMCの維持、地上障害物との衝突防止、視認してい　

（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

（４）

（２）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。

（４）

低気象条件の値に等しい地上視程
当該進入方式のMDHに200ftを加えた雲高（100ft単位に切り上げ）、及び（２）

当該進入方式のMDHに1,000ftを加えた雲高（100ft単位に切り上げ）、及び
公示された 低気象条件に対して1,000mを加えた地上視程

問 18

比較し、100メートル以上上昇した場合はU(upward)が使われる。
（３）変化傾向を示す記号は、対象とした10分間の前半5分間と後半5分間の平均値を

問

非精密進入及びCATⅠ ILS進入において、進入限界高度未満へ着陸のための進入を

問
計画書の第８項「飛行方式」欄に記入する記号として正しいものはどれか。 

（１）

16 IFRで出発し途中で飛行方式をVFRに変更し、再度IFRに変更する飛行計画のとき、飛行

（１）

（３）
（４）

（２）

17

下限を下まわっている場合にはMに続いて測定範囲の下限値が示される。
（４）RVR値が測定範囲の上限をこえている場合はPに続いて測定範囲の上限値が、

VIA  FLIGHT  PLANNED  ROUTE    :  飛行計画経路経由

長い時間の定常旋回中に急に頭を動かすと全く異なった軸で運動しているような（４）

（３）暗闇で静止した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

通常錐揉みから回復すると、次に反対方向の錐揉みに入ったような錯覚に陥り

（１）進入灯の一部

（２）
上り勾配の滑走路は実際の高さより低いところにいるような錯覚を起こす。（１）

（４）

飛行中の錯覚について誤りはどれか。問 19

（３）進入角指示灯

錯覚が起きる。

に陥りやすい。

Ｖ

RECLEARED  DIRECT  MZE            :  MZEへの直行を承認します。
NO  DELAY  EXPECTED                 :  遅延の予定はありません。  

Ｙ
Ｉ

Ｚ

やすい。

（２）

進入灯台

滑走路末端

（２）

行う場合に、必要とされる適切な目視物標で誤りはどれか。

管制用語の意味として誤りはどれか。

EXPECT 「A」 APPROACH            :  「A」アプローチを実施してください。

（４）
（３）

（３）

（２）

公示された 低気象条件に対して4,000mを加えた地上視程

卓越視程あるいは方向視程が1800メートル以下、またはRVR値が1800
メートル以下の場合にRVR値が通報される。

公示された 低気象条件のRVRの値に等しい地上視程

平均RVR値、変化傾向を表す記号で示される。
（１）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
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問 20 非与圧機における高々度の影響について誤りはどれか。

喫煙は低酸素症の発症高度を下げる。

（２）
低酸素症の顕著な影響は表れないとされている。

（３）
間もなく失神する。

普通の健康なパイロットの場合15,000フィートまでは、夜間視力を除いて

20,000フィートでは5～12分で修正操作と回避操作を行う能力が失われ、

（４）

（１）夜間視力の低下は5,000フィート付近から現れる。
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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 13:00

   -   A 310/30 317 2E 15 A-VOR

   -   B 290/35 285 1E 69 B-VOR

   -   C 220/40 267 0 45 C-VOR

   -   D 270/35 218 2W 26 D-VOR

     -  ＴＴ 290/30 332 2E 52

ＴＴ

   -   E 300/25 042 1W 37 E-VOR

   -  ＯＯ 270/25 116 2W 61

（注）　１）風は磁方位とし、上昇時340/20KT、降下時260/25KT、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  　13:00  JST    Ｎ　Ａ　Ｖ　Ｉ　Ｇ　Ａ　Ｔ　Ｉ　Ｏ　Ｎ　　　　Ｌ　Ｏ　Ｇ

T I M E 　　　　DEPARTURE  AP F U E L

計証　－　一般　

  RESERVE

  FR   DESTINATION  TO  ALTERNATE    

  TO  DESTINATION  ： 　　　　DESTINATION  AP   BURN  OFF

  TOTAL： 　　　　ALTERNATE  AP   ALTERNATE



（２）

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記述問題答案用紙」に記入すること。

◎

◎ 判定基準

操縦教育証明(飛)(回)(滑)(船) 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。

Ｇ１ＣＣ１５１０３０記　　号操縦教育一般〔科目コード：１５〕

１０題　２時間

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

合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３）

１問　１０点

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）を挟んで行うこと。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目

◎ 「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）

P41
資　格

解答は当該受験する航空機の種類に応じて行い、

提出は「航空従事者学科試験記述問題答案用紙」の間に、

配　　点
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問 ４

問 ５

問 ３

問

問 ２ 航空法７１条の２で規定される『操縦者の見張り義務』について、文章の空欄を
埋めよ。

　（　①　）を行っている者（（　②　）をし又は（　③　）をするため（　④　）

１

『制限気象条件等の設定』について説明せよ。

『単独飛行の安全基準』で定められている『野外飛行（飛行機及び回転翼航空機に
あっては生地離着陸及び離陸地点から半径40キロメートル外へ飛行する場合）』の

ならない。

第１６４条の１４に定められている事項を記せ。
航空法７３条の２で規定される『出発前の確認』について、航空法施行規則

操縦練習の監督者が、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとする時に
航空法施行規則第６９条の２第４項に規定されている２つの事項について記せ。

場合で、（　⑤　）が同乗しているときは、その者）は、航空機の（　⑥　）は、
法第９６条第１項の規定による（　⑦　）であるとないとにかかわらず、（　⑧　）
を視認できない（　⑨　）場合を除き、（　⑩　）しないように見張りをしなければ

航空業務において航空医学の面から行う人的チェックリストで「I'ｍ　Safe」
という記憶方法があるが、この内容について説明せよ。
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国土交通大臣が、航空従事者の技能証明を取り消し又は航空業務の停止を命ずる場合に
ついて航空法第３０条に規定されているものを２つ記せ。

口述試験において、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場合か。

・最近の飛行経験 ：

・算入できる時間 ：

問 ６

問 10 航空法第69条の規定により、法第34条第2項の操縦教育を行う操縦者の最近の飛行の

問 ８

実施の前に教官が認めなければならない『練習生に必要な知識、技能及び経験』
のうち『技能』について説明せよ。

問 ７ 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。

（１）大型機に続いて着陸する場合：

問 ９ 『単独飛行の安全基準』で定められている『離着陸及び空中操作』で単独飛行の

（５）VFRでエンルートを航行中、大型機を視認した場合：

経験について説明せよ。
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。

（３）大型機に続いて離陸する場合：

（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：

（２）大型機の離陸に続いて着陸する場合：

共通-教証-3/3



◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

資　格 題数及び時間

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 P42

ること。

運　航　管　理　者 ２０題　２時間

空中航法〔科目コード：０１〕 J１ＸＸ０１１０３０

◎

科　目 記　　号

「航法ログ」は提出する必要はありません。

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。

（３）

（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

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

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点配　　点

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
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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

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。
航程線は極側に引き付けられる曲線となる。

の中で正しいものはどれか。

赤・・・危険、停止、禁止
黄・・・注意、警告
青・・・安全、進行、正常

滑走路中心線灯
滑走路灯
接地帯灯

    誤        誤        正       正

（d）
（c）

（a）

（c）
（d）

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

（１）約0.69
（２）

（２）

大圏はほぼ直線となり 短距離のコースがとれる。
（c）

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

（a）子午線は各々直線で図外の1点で集中している。

    正        誤        誤       正

（a）白・・・方向

（d）

問
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（b）

１

問 ２ 航空灯火の色の意味について（a）～（d）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）

（２）    誤        正        誤       誤
（３）

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

（４）    誤        正        正       正

（b）

（４）

約0.73
（３）約0.77

（b）

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

進入灯

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（４）    正        正        正       正

    誤        正        誤       誤
（３）    正        正        誤       正

（１）    正        誤        正       誤    

問 4

約0.82

のはどれか。
外気温度－45℃の大気中をＴＡＳ482ktで飛行中の航空機のＭＡＣＨ数で正しいも
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易い。

うに見えることがある。

滑走路の場合、（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。

目標点標識の始点までの距離は、滑走路末端から３００ｍである。
目標点標識の長さは４５ｍである。
進入方向の滑走路末端から目標点標識の間にある接地帯標識は、縦縞３本
の標識である。
２０１１年６月まで旧基準による滑走路標識が混在する。

（４）    正        正        誤       正

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

（c）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（３）    誤        正        誤       正
（４）

（d）

（a）

    誤        正        正       正

目標点標識等が設置される新しい滑走路標識について、長さが２４００ｍ以上の

（d）暗闇の中で静止している灯火を何十秒間も見つめているとその灯火が動き回るよ

にあるような錯覚を生じ易いため、これを錯覚と気付かない場合パスが低くなり

で正しいものはどれか。

（b）

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。

（２）

（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）
しがちである。

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

地上物標のない上空を飛行する場合では、平常よりも高く飛んでいるように錯覚

（４）

（１）

通常より狭い巾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

    誤        誤        正       誤    

    正        正        正       誤

（３）公示された通過高度より低く指示する。

（c）

問 6 ILSの 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。

問 7
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地上視程

1000ｍ加えた地上視程

（d）高光度滑走路灯は滑走路終端から滑走路の全長３分の１または６００ｍの
いずれか短い長さでは航空赤の不動光である。

（４） 正 正 誤 正

正

（c）

（d）周回進入の場合にあっては、周回進入のMDH（100ft単位に切り上げ）に
等しい雲高、および公示された 低気象条件に等しい地上視程

誤 正 正

（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

（３） 正

（d）

とする。

正 正 正

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。

路灯火の運用状態と航空機区分別のRVR値/地上視程によって決定される。
進入継続の可否判断は、 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。

（a）

（a）離陸の 低気象条件は、単発機多発機の別、離陸の代替飛行場設定の有無、滑走

誤 正 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

正

正
（２）

（４）

約３０ｍのほぼ等間隔に設置される。

等間隔に設置される。
（b）滑走路中心線灯は着陸しようとする航空機から見て滑走路終端から３００ｍ

までは航空赤の不動光である。

正

滑走路中心線灯は滑走路中心線に沿って、約１５ｍまたは約３０ｍのほぼ

高光度滑走路灯は滑走路の両端に滑走路中心線に平行で約１５ｍまたは

（ｄ）（ａ） （ｂ）

正 誤誤

誤

（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 低

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。

（１） 誤 誤 正
（ｃ）

（c）

（ｄ）

（２）
誤

非精密進入方式の場合にあっては、非精密進入のMDH（100ft単位の切り上

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、非精密進入のMDH（100ft単位の

切り上げ）に等しい雲高、および公示された 低気象条件のＲＶＲ値に等しい

正 正

（４） 正 正 正
（３） 誤

問 8 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。

問 9 滑走路中心線灯および高光度滑走路灯について（a）～（d）の正誤の組み合わせに

正

（b）

進入継続の可否判断に、適用される 低気象条件はRVRとし、RVRが利用でき

正

（ｄ）

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地上視程

ついて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

誤
（１） 誤 正 誤 正

問 10 目的地飛行場に対する代替飛行場のための 低気象条件について（a）～（ｄ）の

（３） 正 正 誤

げ）に200ft加えた雲高、および公示された 低気象条件のＲＶＲ値に

（１） 正 正 誤 正
（ａ） （ｂ） （ｃ）

誤（２） 正
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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。

しなければならない。

５０マイルの 低縦/横間隔が適用されており、将来RNP４の航行許可を

れた数値の範囲でなければならない。

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
（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。

（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）福岡FIRの洋上管制区では、RNP１０の航行許可を受けた航空機相互間に

受けた航空機相互間には３０マイルが適用される予定である。
（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

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

（３） 正 正 誤 正
誤 誤 正

（４）

誤 正 正 誤
（２） 正 誤 正 正

（b）

（c）
行は禁止されている。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（a）CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の場合にあっては、CAT－Ⅱ、Ⅲ精密進入方式の

正

条件のＲＶＲと同じ値の地上視程
（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 低気象条件に対して1,000mを加えた

り上げ）、及び 低気象条件の値に等しい地上視程
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
地上視程

（ｂ） （ｃ）

（d）

（d）

（４）

福岡FIR全域で、フライトレベル200以上の空域では原則としてVFRによる飛

（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。
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

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 低気象（b）

問 11 出発地飛行場に対する代替飛行場のための 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。

低気象条件のＲＶＲと同じ値の地上視程

誤 正
（ｄ）（ａ）

誤
（１） 正

正 正
誤 正 正 誤（３）

（２） 正

正

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300ft

（４） 正

正 誤 誤 正

いてRVSM適合機相互間に適用される。

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
（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

正 正誤

（１）
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[飛行計画問題]

宮古空港（ROMY）から、福岡空港（RJFF）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１４～問２０に答えよ（解答は（１）から（４）の中で
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２２年３月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
ROMY～NHC～ONC～BOMAP～KOSHI～GOGYO～GENKO～RJFF
（それぞれを直線で結ぶものとする） （DGC）

（３） 　高　　度
　①　離陸後、経路に従って上昇可能な 高高度まで上昇し、巡航する

ものとして計画する。
　②　巡航中、STEP UPが可能ならば行うこと。
　③　GOGYO からGENKO の間は西向きの経路となるが、GOGYO

までの巡航高度を維持するものとする（降下開始点まで）。

（４） 　代替空港
　長崎空港　RJFU（OＬE）

（５） 　代替空港までの経路
　DGC～OLE上空とし、10,000 ft の一定高度で飛行し、上昇降下

は考えない。

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

（７） 　離陸重量
　93,000lbs

（８） 　その他
　①　出発空港及び目的空港の標高は０feetとする。
　②　与えられた航法DATAおよび航法ログのDATAを使用すること。
　③　上昇、降下中の風も航法ログのDATAを使用すること。
　④　STEP UP した場合、燃料は2,000ft毎につき200lbsを加算

し、時間の加算は行わない。STEP DOWNは行わない。

（３）14時34分（日本時間）
（４）14時39分（日本時間）

問 14 福岡空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
（１）14時24分（日本時間）
（２）14時29分（日本時間）
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20

（２）1,800lbs
（３）2,350lbs
（４）2,550lbs

問 19 ONC からBOMAP までのZONE FUEL はどれか。
（１）1,210lbs

（２）２０分
（３）３１分
（４）３４分

問 18 ONC からBOMAP までのZONE TIME はどれか。
（１）１７分

（２）０３５°
（３）０３９°
（４）０４５°

（４）1,520lbs

問 17 ONC の５０nm手前の磁方位（MH）はどれか。
（１）０３１°

（１）   920lbs
（２）1,120lbs
（３）1,320lbs

問 16 福岡空港から代替飛行場までの必要燃料はどれか。

（２）16,600lbs
（３）17,000lbs
（４）17,400lbs

問 15 この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。
（１）16,200lbs

（４）GENKO から DGC 寄りで ９nmの距離

（２）GENKO から GOGYO 寄りで ２５nmの距離
（３）GENKO 上空（３nm以内）

問 TOD（降下開始点）はGENKO からどの距離にあるか。
（１）GENKO から GOGYO 寄りで ３０nmの距離
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　　　　運航管理者学科試験問題　　

１問　５点

Ｊ１ＸＸ０４１０３０

「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。

配　　点

注　　意 （１）

判定基準

科　目

（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

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

P43

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

「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　　号航空法規等〔科目コード：０４〕 

運　航　管　理　者
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（ｄ）

５問

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

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

国際民間航空条約の（ａ）～（ｄ）の条文で正しい組み合わせはどれか。問 １

14日以内

（４）

（ｄ）（ａ）

（４）

（４）すみやかに
15日以内

（２）

税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とはみなさない。

（２） 誤 正

承認する。

（ｂ） （ｃ）

（ｃ）国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなけ
ればならない。

「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

貨物を運送する事業をいう。

誤
正

正

誤 正 正

（１） 正 誤 誤 正

誤
（３） 誤 正 誤

  3日以内

航空機がまっ消登録を受けた場合に、航空機の所有者が登録証明書を返納しなければ

各地間において行う航空運送事業をいう。

た後（ウ）日間を経過したものを除く）とする。

「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の

（１）

（１）

して行う飛行をいう。
（４）

ならない期間で正しいものはどれか。

（３）

（１）

い記録は、（ア）による記録であって、次に掲げる運航（イ）に係るもの（記録され

航空機の耐空性

（４）航空機の整備体制

１　当該航空機が飛行機である場合にあっては、その航空機の最新の（エ）時間の運航
２　当該航空機が回転翼である場合にあっては、その航空機の最新の10時間の運航

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　 　　６０　      　２５　　 　

（２）航空日誌
空港及び着陸場の性質（３）

航空法施行規則で規定する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。

法第61条第2項の規定により同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならな

（３）

「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　　 　３０　      　２４

飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　６０　      　２５
飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　９０　      　２４

（２）

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

（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
問 ４ 航空法第２条の記述で、次のうち誤っているものはどれか。

問 ３

視界上不良な気象状態をいう。
（２）

（３）

ものはどれか。

  　（ア）　        　　　　（イ）　     　　　　　　（ウ）　　　（エ）
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航空機の操作及び点検の方法

問

運航規程に記載する必要のある事項で、次のうち誤っているものはどれか。

問 ６

問

回転翼航空機の運航に関して必要な経験で、次のうち誤っているものはどれか。

８問

12

９

11

問

10問

７

問

問

航空交通管制区、航空交通管制圏または航空交通情報圏以外の空域にあっては

装備品、部品及び救急用具が正常でない場合における航空機の運用許容基準

航空交通管制区、航空交通管制圏または航空交通情報圏以外の空域にあっては
飛行してはならない。

（２）
（３）

（２）
（１）

旅客ターミナル
（４）格納庫

航空交通管制区にあっては、計器飛行により飛行しなければならない。
（2）

航空交通管制圏にあっては、計器飛行により飛行しなければならない。

（3）
計器飛行により飛行しなければならない。

（4）

（２）飛行場標識施設

航空機の性能

航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明
（３）

（１）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
（２）

（１）

飛行計画（計器飛行方式）で明らかにしなければならない事項で、次のうち誤って

航空機の概要

２年以上の運航管理者の業務の補助の業務を行った経験

装備品、部品及び救急用具の点検しなければならない期間

（４）

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。

運航管理者技能検定を受けることができる者で、航空運送事業の用に供する最大離陸重量

発動機の排出物に関する事項
（２）

（１）

本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行

本邦外の各地点間において行う航行（本邦以外の国の領域を航行するものに限る）

気象業務を行った経験

最低安全飛行高度

（４）

航空英語能力証明が必要な航行で、次のうち誤っているものはどれか。

（３）

航空機に乗り組んで無線設備の操作を行った経験
（４）

（３）

本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に
到達する航行

給油施設

航空法第５３条第１項（禁止行為）の空港等の重要な設備で、次のうち誤っているもの

（４）本邦内から出発して着陸することなしに公海上を飛行して本邦内に到達する航行
（３）

（１）

（３）巡航高度及び航路
計器進入開始地点の到着予定時刻

（４）

航空交通管制の業務を行った経験

（1）
計器気象状態における飛行で正しいものは次のうちどれか。

（１）
（２）

（３）全ての架空線

が５,７００キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が９,０８０キログラムを超える

出発地及び移動開始時刻

13 航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で、
次のうち誤っているものはどれか。

（４）係留気球（その支線を含む）

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（１）
（２）骨組構造の物件

はどれか。

いるものはどれか。

運航管理者-法規-3/5



問

問 16

18

問

航空運送事業　   　 ３０　　　 航空の用　　 医薬品及び医療用具

問 17

14

次の救急用具の中で180日ごとに点検するものはどれか。

15

（４）

気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障

防水携帯灯

乗り組ませなければならない場合で、次のうち誤っているものはどれか。

（４）

飛行中における発動機（多発機の場合は、２以上の発動機）の継続的な停止又は

航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外に

出力若しくは推力の損失（動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く）

問

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

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　  進入区域

（３）

航空運送事業　　　 ６０　　　 救急の用　　 医薬品及び医療用具
航空機使用事業　　 ３０　　　 救急の用　　 医薬品又は医療用具

航空運送事業　　　 ６０　　　 航空の用　　 医薬品又は医療用具

（　ウ　）に供する（　エ　）を装備しなければならない。

（３）

（１）
（２）

  　（ア）　　  　（イ）　　    　　　　（ウ）

救急用具の記述で正しい組み合わせはどれか。

 ４０分の１  　　 航空法 　   　 　  　 進入区域

航空法に定義されている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。

 ５０分の１  　　 航空法  　　  　　　 水平表面
（１）

（１）

（１）

（３）落下傘

（４）

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

（４） ４０分の１  　　 国土交通省令    　　 水平表面

（　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、

（２）

旅客の運送の用に供する航空機で有視界飛行方式により飛行するもの

当該航空機の航行が継続できなくなった事態

（４）

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

救命胴衣
（２）救急箱

認められる事態の報告）で、次のうち誤っているものはどれか。

（２）

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

（２）構造上、その操縦のために２人を要する航空機
（３）

（１）航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、

旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が５時間を超えるもの

航空法第76条の２の国土交通省令で定める事態（事故が発生するおそれがあると

できる場合を含む）

（３）
又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により

　  （ア）　　 　　（イ）　 　　（ウ）　     　　　（エ）
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本邦航空運送事業者の記述で、次のうち誤っているものはどれか。
本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物（国際航空運送事業に係る郵便物を除く）
の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
本邦航空運送事業者（その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるもの
を除く）は、安全管理規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなら
ない。
本邦航空運送事業者は、航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び
整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

航空法施行規則第198条の10（航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある
情報）の記述で正しい組み合わせはどれか。

及び航空機の（ｂ）位置、（ｃ）高度又は（ｄ）針路に関する情報とする。

（２）

（３）

問 20

（４）

19

（ｄ）（ｃ）（ｂ）（a）

（３） 誤 正 正 誤

誤

（４） 正 正 誤正

（２） 正 正 誤 正
正 正

法第９５条の２第３項 の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の（ａ）飛行計画

（１） 正

問
（１）
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資　格 運　航　管　理　者 題数及び時間 ２０題　　　１時間

Ｐ44運 航 管 理 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。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ｊ１ＸＸ０２１０３０

◎ 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。

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

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

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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（ａ）上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は増加する。
（ｂ）上昇に伴って、空気塊の体積は減少する。
（ｃ）

問 １ 空気塊の上昇に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）
～（５）の中で該当するものを選べ。
（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。）

（４） ４
（５）

（ｄ）上昇に伴って、空気塊の内部エネルギーは増加する。

（２）

（ｃ）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。
（ｄ）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。

空気の温度が低下するために発生する。
（ｂ）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。

（１） １
（２） ２

上昇に伴って、空気塊の温度は上昇する。

（１） １
２
３（３）

０

問 ２ 逆転層の成因についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）晴れた夜から朝にかけて地表面や地物が放射によって冷却し、それに接する
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（５）の中で該当するものを選べ。

（４）

（２） ２
３
４

（５） ０

（ｄ）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
（ｃ）北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は東向きに働く。

気圧傾度力の釣り合う関係が近似的に成り立つ。

（ａ）大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に反比例する。
（ｂ）大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が低いほど大きい。

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。
（１）略号はFXFE502である。

（２）

（４）

２

問 5 寒冷低気圧について誤りはどれか。

1日2回発行される。
（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。
（４）渦度0の等渦度線は実線で示される。

（２）

（４）対流圏の上・中層では、地上付近に比べ寒冷低気圧は不明瞭となる。
（３）寒冷低気圧の東進により、特に中心の南東側では成層状態が不安定となる。

（３）

問 ３ コリオリの力についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～

３
４

（５） ０

（１） １

（３）

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

（２）寒冷低気圧の上方では対流圏界面が大きく垂れ下がっており、その領域では周
囲より温度が高く、空気密度が小さい。
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（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。

大きい。

高度が高い。
（２）

（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
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。
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。

視程は良好である。
（ｂ）

中で正しいものはどれか。

雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

（ａ）気流は下層に乱流がある。
安定度は安定な気温減率である。

（ｃ）
（ｄ）

値を持つ。

問 ７ 着氷についての記述で誤りはどれか。

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

亜熱帯ジェット気流は、寒帯前線ジェット気流に比べ一般に風速が極大となる

（３）
（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 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

（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極大
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（２）大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。
温暖高気圧は対流圏全体及び成層圏でも暖かくなっている。

（ｄ）梅雨期の飛行に障害を及ぼす現象は、低シーリング、悪視程や雷雨であるが、その

（４）        正　　　正　　　正　　　誤

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

（３）
        誤　　　正　　　誤　　　誤（４）

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

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

く、特に梅雨末期の西日本で顕著である。

正しいものはどれか。

（３）        正　　　誤　　　正　　　誤

        正　　　正　　　誤　　　正

問 ９ 高気圧について正しいものはどれか。

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

（１）

問 10 梅雨前線について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（４）の中で

（４）亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で
東西に長く発達する。

（ａ）梅雨前線はインドモンスーン、太平洋の亜熱帯高気圧、オホーツク海方面にできる
ブロッキング高気圧と密接に関係している。

（ｂ）梅雨前線は水平の温度傾度が比較的緩やかである。しかし水蒸気の水平傾度が大き

        誤　　　誤　　　正　　　誤
（２）
（１）

範囲が広いので代替飛行場の選定が難しい。
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（５）

現象を伴うことがある。　

はいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。
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）の中で、正しいもの

　寒冷前線がある地点を通過する場合、一般にその地点では（ａ）風向は時計回りに
変化し、気温や露点温度が急下降し、（ｂ）気圧は上昇する。寒冷前線に伴う悪天域は
（ｃ）温暖前線のそれに比べて幅が狭いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの

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

（１） １
（２） ２

３
４

（３）
（４）

０

問 12 雷雲の中の通過についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）暗い雲だが部分的に緑色がかった明るさのあるところ（green spot）では、雹に

（ａ）

（ｃ）強い上昇・下降気流に遭遇するとピトー系の計器は狂う可能性があるため、ジャ

機上レーダーを用いて も降雨の少ない空域を見定める。
（ｂ）線上に連なったCbの場合なるべく直角に通過する。

遭遇することが多いので避けるべきである。

１

イロ系の計器によって姿勢を維持して飛行したほうが良い。

（１）
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か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（４）

（２）

（ｂ）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）

セルが塊状になったり線状に並んだりする。
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

（１）

（３） ３
（４） 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
気流近傍で多く見られる。

（５）

（４）

（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、
積乱雲に比べて移動速度が大きいことが多い。

（ｄ）夏の雷雲発生の良い目安となる。

１

積乱雲に比べてかなり暗く見える。

１
２（２）

（１）

（５） ０

問 13 衛星画像による積乱雲と上層雲の識別要領について誤りはどれか。

（２）

一般に上層雲ははけで書いたように滑らかで一様な雲であるのに対し、積乱雲は

問 14 ショワルター指数についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

500hPaより下方の大気の安定度を知る方法である。

湿度との差を指数としたものである。
（ｃ）指数が±0付近の場合、気団雷発生の可能性がある。

（ａ）

２
（３） ３

４
０
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問 15 晴天乱気流（CAT）についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。
（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）CATは雲のない晴天中で突然おこる現象である。
（ｂ）水平シヤー（HWS）が20kt/120nmより大きいときCATの発生確率は増大する。
（ｃ）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。
（ｄ）等温線間隔が5℃/120nmより狭い（混んでいる）ときCATの発生確率は増大する。

（１） １
（２） ２
（３） ３
（４） ４
（５） ０

問 16 台風について正しいものはどれか。
（１）予報円は、強風域の予想される範囲を示している。
（２）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）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 17 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、誤りはいくつあるか。（１）～（５）
の中で該当するものを選べ。

（ａ）陸上と海上の間に気圧差が生じることにより出現する。
（ｂ）比較的穏やかな晴天日に出現する。
（ｃ）一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい
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（ｃ）一般的に海風はそれが及ぶ厚さも風速も陸風に比べて大きい。
（ｄ）海風が吹き込む陸上には上昇流、吹き出す海上には下降流が存在する。

（１） １
（２） ２
（３） ３
（４） ４
（５） ０

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

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

問 19 渦度の説明について正しいものはどれか。
（１）渦度は時計回りの回転を正とする。
（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。
（３）強風軸の中心に沿って渦度の 大値が現れる。
（４）渦度の 大値はほぼ前線帯と一致している。

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

（１）相当温位とは、未飽和の空気塊が断熱的に移動するときに保存される量をいう。
（２）一般に等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。
（４）等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

可能性がある。
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P45 運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

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

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

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

（２）

◎

科　目

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間運　航　管　理　者

Ｊ１ＸＸ０３１０３０記　　号工学〔科目コード：０３〕

◎ 配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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耐空性審査要領の定義においてタービン発動機の「離陸推力」の要約説明で正しいも
のはどれか。

離陸時に最大回転速度および最大EPRで得られる静止状態でのジェット推力
離陸時に最大回転速度および最大EPRで得られる滑走状態での軸馬力
離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる静止状態でのジェット推力
離陸時に最大回転速度および最高ガス温度で得られる滑走状態での軸馬力

推進効率の向上による燃費の大幅な低減

気圧高度と密度高度の関係で正しいものはどれか。
気圧高度と密度高度は常に等しい。
温度に関係なく気圧高度は密度高度より高い。
標準大気のとき、気圧高度は密度高度より低い。
標準大気より温度が低いとき、密度高度は気圧高度より低い。

ジェット燃料の添加剤として誤りはどれか。
微生物殺菌剤
金属不活性剤
酸化防止剤
不純物除去剤

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

（２）
（３）

３ 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。

（４）

問 ４

問 ５

問 ６

（３）
（２）

（４）

（２）

（１）

（１）

（３）
（４）

速度の説明で正しいものはどれか。

VNEはVDより小さく、VNOより小さい。
VNOはNomal Operating Speed のことで、傍字NOはその略符号である。
VNOはVNEより小さく、VDより小さい。

（２）
（３）

（１）

（４）

（１）

（２）
（３）
（４）

VNOはVNEよりも小さく、VDよりも大きい。

（１）

問

問 ２

1

（２）

問

（１）

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

（４）ファン直径の増加による推力の増大
（３）
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翼面荷重に関する説明で正しいものはどれか。
翼面荷重が大きくなると最大巡航速度が小さくなる。
翼面荷重が大きくなると着陸速度が大きくなる。
翼面荷重が大きくなると旋回半径が小さくなる。
翼面荷重が大きくなると航続距離が大きくなる。

８
で正しいものはどれか。

音速とマッハ数は小さくなる。
音速は大きく、マッハ数は小さくなる。
音速は小さく、マッハ数は大きくなる。
音速は大きくなるが、マッハ数は変わらない。

９

の方が大きいため

与圧系統のアウトフロー・バルブの目的で正しいものはどれか。
客室の温度を快適に保つ。
客室の高度を常に地上の高度となるように保つ。
機内の空気を機外へ排出する。
外気を機内へ取り入れ、ベンチレーションを行う。

11 高揚力装置に装備されているアシメトリ・システムに関する説明で正しいものはどれか。
電動又は油圧モータで作動する。
高揚力装置の左右の動きの差を検出する。
高揚力装置の位置を正確に表示する。
高揚力装置が過大に作動するのを防止する。

12
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。
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。

燃料タンク・ベント・ラインの目的で正しいものはどれか。
燃料タンクを減圧し、燃料の移送を確実にする。
燃料タンク内を開放し、ガスが充満するのを防ぐ。
燃料補給時、補給過多になるとオーバー・フローさせる。
燃料タンク内外の差圧を小さくし、タンクを保護する。

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

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

（２）

13問

（１）

（３）
（４）

問

問

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の変化

（１）

10

（３）

（３）
（２）

（１）

（１）

（２）

問

（３）

問

（２）

問

（２）

（４）

（１）

問 ７

（４）

（４）

（２）
（３）

（１）

（３）

（１）

（３）
（４）

（２）

（４）

高度警報装置（Altitude　Alert　System）に関する説明で正しいものはどれか。
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フラッタに関する説明で、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。

空気力と構造体弾性力との相互作用で起こる自励振動である。航空機の翼や　①胴体が
ある速度以上で急激に振動を起こす現象で、振幅が急激に発散して　②空中分解につな
がる危険性がある。機体剛性が小さいほど　③高速で発生しやすい。
防止策として、主翼構造の強度や　④弾力性を高めたり、舵面の剛性を高めている。
あるいは、機力操縦装置を採用している。

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

1５ 電波の伝搬特性に関する説明で誤りはどれか。
MF帯は主に地表波により伝搬する。
VHF帯は主に直接波により伝搬する。
HF帯は地表波または電離層の反射によって伝搬する。
VLF帯以上は電離層を突き抜ける。

ウインド・ヒータの目的で誤りはどれか。
結露・曇りの防止
着氷の防止
鳥衝突時の衝撃吸収
操縦室の暖房

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。

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、高度10,000ftでの失速速度（真対気速度TAS）を求めよ。ただし、密
度比をσとしたときこの高度では ＝0.85とし、計器誤差及び位置誤差、空気の
圧縮性の補正は無視することができるほど小さいとする。

150kt
147kt
137kt
125kt

ある飛行機の最良上昇率に対応する速度での上昇率は、海面上で5,600ft/minであって
高度1,000ft増加する毎に220ft/minづつ減少するとき、実用上昇限度として正しい
ものはどれか。

31,000ft
25,000ft
24,000ft
23,200ft

（１）

（２）
（１）

（３）

（１）
（２）

（３）

スラスト・リバース時のリバーサ・ドアの開閉

（３）

エンジン燃料流量
イグニション系統のON/OFF

（３）ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

（１）

（２）

（３）

（１）

（４）
（３）
（２）

（４）

（４）

問 19

（２）

問

問 18

（４）

（４）

問 14

（４）

（２）
（１）

16問

問 17

σ
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総重量115,000lbs、重心位置が基準線後方390inchにある飛行機で、A区域（基準線
後方200inch）の乗客をB区域（基準線後方400inch）へ12名、C区域（基準線後方
600inch）へ9名の乗客を移動させ、前方貨物室（基準線後方150inch）に貨物を搭載
した後の重心位置が390inchとなるときの貨物重量を求めよ。
ただし、乗客一人の重量は150lbsとする。

3,900lbs
3,750lbs
3,550lbs
3,300lbs（４）

（１）
（２）
（３）

問 20

運管-工-5/5



運航管理者学科試験問題

◎ 配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

題数及び時間運航管理者

注　　意 （１）

Ｊ１ＸＸ０５１０３０

能となるので当該科目は不合格となります。

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

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕科　目

ること。

P46

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

資　格 ２０題　　４０分

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）
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（４）

（４）
（３）「JA 23」

（１）「JA 01」
（２）

「JA 0123A」

飛行中にELTの発信音を受信した操縦者がATS機関に通報すべき内容で誤りは

管制機関が航空機局「JA 0123」に対して使用できる一時的に変更した
もしくは簡略化したコールサインのうち、誤りはどれか。

「JA 123」

（１）自局のコールサイン

どれか。
（１）遭難信号が聞こえなくなった地点

（３）遭難信号を最初に受信した地点
自機の呼出符号

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。

させておくべきである。

（１）

（２）通信機故障時は7600 にセットする。
（３）

と認められる場合

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。
（１）右30度前方
（２）正面

（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合

（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。

問 １

問 ２

問

（３）右60度前方

（１）

（２）遭難信号の発信局の呼出符号

問 ３ 受信証の発出要領で誤りはどれか。

（４）自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

（２）

問 ４ ＡＴＣトランスポンダーの操作の説明で誤りはどれか。

されない。

（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

自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（３）「ROGER」の用語

自動高度応答装置を装備した航空機は、特に指示がない限りこれを作動

（４）

問 ５ MC 020をHDG 350で飛行中、ATCより「Traffic、Eleven　O'clock」との情報を

計器飛行方式のクリアランスではトランスポンダーのコードは通常指定

（４）左30度前方

と連絡がとれなかった場合
（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

（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

６ 次のうち、「遭難の段階」として捜索救難が開始されるのはどれか。

トランスポンダーを7500にセットする。

機体を振ったあと、ゆっくりと旋回を開始した。操縦者としてとるべき行動で
誤りはどれか。

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従う。

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
従うことを伝える。

（３）
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周波数で正しいものはどれか。

（１）管制空域が持つ処理能力に、その空域における予測交通量を適合させることにより
安全確保と運航効率の向上を促進させる業務である。

（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。

（３）管制区管制所が実施する。
（４）

（３）
（４）

（３）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。

主として法律、規則、方式、施設の大幅な変更を記載

（４）

（２）

FREQUENCY」を通報して次の指示を待つ。

直ちに周知しなければならない重要なAICはチェックリストに赤線が付される。
有効なAICに関するチェックリストは年1回発行される。

123.15 MHz

高度制限が解除されたので直ちに上昇した。

MAYDAY(3回), JA32ZZ(3回), engine failure, will make forced landing.・・

（４）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

グランドからタワー周波数への切り換えを指示された際、「MONITOR」

９問

（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

（１）

フローコントロールにより出発時刻の制限を受ける場合は「due to flow 

速度調整の終了は「RESUME NORMAL SPEED」で通報される。

問 ８ フローコントロールに関して誤りはどれか。

問 10 航空情報サーキュラー（AIC）の説明で誤りはどれか。
（１）ノータムの発行に適さなかったりAIPに掲載できない航空情報を記載

フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

（２）

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

問 11 周波数切り換えについて正しいものはどれか。

の用語が用いられた場合は、当該周波数へ切り換えたうえ、「ON YOUR 

離陸の管制許可にデパーチャー周波数が含まれていた場合は離陸後直ちに

（２）
切り換える。

（１）122.60 MHz
（２）123.45 MHz

（３）着陸後、滑走路を解放後も指示がない限りタワー周波数にとどまる。

換え、指示された時期に当該管制機関を呼び出す。

問 13 IFR出発時の管制において、「COMPLY WITH RESTRICTIONS」の用語が
付された場合の飛行要領で正しいものはどれか。

（４）122.45 MHz

（２）離陸後直ちに３００Ktに加速して上昇した。
（１）

（３）SIDの高度制限は管制から通報されるので直ちに水平飛行に移った。
（４）公示された高度制限を守りながら上昇した。

（２）

（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, JA32ZZ, left engine fire.

PAN-PAN(3回), JA32ZZ(3回), excessive high oil temperature. ・・・・
（３）XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.
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（４）危険につき、場周経路を離脱せよ。

着陸してはならない。

「Missed Approach」を実施した。

（１）

（４）
POOR ------------------ 不良
VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

「Touch And Go」を実施した。

（３）

（２）

（２）

（４）

（１）

（２）  正　　　誤　　　正　　　正

（a）121.5MHz及び406MHｚの電波を発信できなければならない。
下記の（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

（３）滑走路の外に出よ。

（４）医療援助を要する。
（３）

  正　　　正　　　正　　　誤（４）

（a）   （b）     （c）　 （d）

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

（１）  誤　　   誤　　　誤　　　正

問 15 タワーまたはレディオから通報されるブレーキングアクションに使用する
用語の意味で誤りはどれか。

問 16 「Option Approach」の飛行方法で誤りはどれか。

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好
（２）GOOD ------------------ 良好 

問 17 飛行計画書の記入要領で誤りはどれか。
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）「Stop And Go」を実施した。
（３）「Low Approach」を実施した。

当該フライトの着陸重量が7,000kgなので、「後方乱気流区分」に
「L」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。
（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

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

（１）進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

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。

問 18 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か。

（４）

（１）否定
生存者は10名

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、

援助を要する。

（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）406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。
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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。

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 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

１０題　　４０分題数及び時間

Ｊ１ＸＸ１６１０３０

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
資　格

◎ （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）

「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

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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（３） 係留気球（支線を除く。） 塗色

（４）
（１）（２）及び（３）

　　以外の物件
旗

（１） 支線 標示物
（２） 架空線 旗

（ｃ）滑走路中心線標識は滑走路の横方向の中心線である。

問 5 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
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

十分の一（小数点以下第一位を四捨五入）の整数で表示されている。一桁となる

ての滑走路標識は除く。
（ａ）飛行場名標識の文字は「ひらがな」とする。
（ｂ）指示標識の数字は進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右回りに測ったものの

問 1 航空法施行規則第１条に定められた航空保安施設で誤りはどれか。
（１）

（３）中光度赤色航空障害灯は航空赤の不動光である。
（４）低光度航空障害灯は航空赤の明滅である。

航空保安無線施設

問 6 航空障害灯について正しいものはどれか。
（１）高光度航空障害灯は航空白の閃光である。
（２）中光度白色航空障害灯は航空白の明滅である。

（４）空港消防施設

（２）航空灯火
（３）昼間障害標識

問 2 航空法施行規則第９７条に定められた航空保安無線施設の種類で誤りはどれか。

（３）ＩＬＳ（計器着陸用施設）

（１）ＮＤＢ（無指向性無線標識施設）
（２）ＶＯＲ（超短波全方向式無線標識施設）

（４）ＡＤＦ（automatic direction finder）

問 3 次のうち正しいものはどれか。
（１）DME は、航空機から地上局までの距離を測定する装置である。

（３）DME は見通し範囲外でも運用され、非常に精度の高い距離情報を提供する。
（２）DME の使用周波数帯は VHF である。

（４）DME により測定される距離情報は、航空機と地上局の水平距離である。

物件の種類 昼間障害標識の種類

問 4 昼間障害標識を設置すべき物件の種類と昼間障害標識の種類の組み合わせで正しいもの
はどれか。

（ｄ）目標点標識は滑走路上の着陸目標点を標示しており、同心円の二重丸で標示される。

（１） １ （２） ２ （３） ３

場合は最初に 0 をつける。

（４） ４
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構成されている。
（４）管制官がレーダーを見ながら、航空機を三次元的に滑走路上に着陸誘導する着陸

援助施設である。

行える。

（１）最終進入中の航空機に滑走路に対する正確な進入経路（方向と降下経路）を示す
施設である。

（３）地上設備は、空港監視レーダー（ ASR ）及び精測レーダー（ PAR ）によって

（２）航空機側に無線通信機があれば何の航法用機上装備も必要としないで計器進入が

問 9 ＩＬＳについて正しいものはどれか。

（３） ３ （４） ４

（４）

進入角指示灯
（３）滑走路灯

務を行っている。

次の飛行場灯火で光度を制御できない灯火はどれか。

（ｂ）

（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）

問 10 航空法施行規則第９７条に定められた航空保安無線施設で正しいものはどれか。

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

（３）ＡＢＡＳ（航空機搭載型衛星航法補強施設）

（１） １ （２） ２

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

（ａ）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。

ものを選べ。

（１）進入灯

問 8 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 7

誘導路灯

（２）
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「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

合格は１００点満点の７０点以上とする。

配　　点

◎

１問　５点

（２）

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（滑）上級

◎

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

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

科　目

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

Ａ３ＧＧ０１１０３０

（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　　号空中航法〔科目コード：０１〕

能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 注　　意

判定基準

P48航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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真針路について正しいものはどれか。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。
航空機の機首の向いている方向で、磁北からの角度である。
羅針路に偏差を加えたものである。
航空機の機首の向いている方向の真方位で、機位を通る子午線の真北から測った
ものである。

偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「Ｗ」で表し、磁北が真北の西側にある。
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。

次のうち誤りはどれか。
1nmは、6,076ftである。
1smは、5,280ftである。
1kmは、0.54nmである。
1kmは、0.83smである。

時間に関する記述で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。

ランバート航空図に関する説明で誤りはどれか。
子午線と平行圏の接線は直交している。
航程線は赤道側に引きつけられた曲線になる。
距離の測定誤差が大きいため、長距離航法用としては用いられない。
直角座標ではないため、地点のプロットや緯度経度の読み取りが面倒である。

Ａ地点からＢ地点に向けてTCが035゜のコースを、ＷＣＡを－3゜とって飛行し
たところ、TRが030°となった。この時のＤＡで正しいものはどれか。

２゜L
２゜R
５°L
５°R

風力三角形に関する説明で正しいものはどれか。
風ベクトルはWDとWSからなる。
TCからTHの角度をＤＡという。
THからTRへの角度をＷＣＡという。
対気ベクトルはTCとTASからなる。

真高度に関する説明で正しいものはどれか。
地表から航空機までの垂直距離で、計器高度に密度誤差を修正した高度をいう。
正しいQNHの値をセットしたときに気圧高度計の示す値をいう。
直下の地表面から測定した航空機までの垂直距離をいう。
平均海面から航空機までの垂直距離で、計器高度に気温誤差を修正した高度をいう。

CAS50ktで気圧高度5,000ftを飛行したところ、外気温度が＋5℃であった。
この時のＴＡＳで正しいものは次のうちどれか。

42kt
46kt
50kt
54kt

（３）
（４）

（４）

（２）
（３）

（１）

（１）
（２）

（４）

（３）
（４）

（２）

（４）

（３）

（２）

（３）

（１）

（３）
（４）

（４）

（２）

（２）
（３）

1

（１）

4

（４）

問

問

（１）

問 ３

問 2

（３）
（２）

（３）

問 7

（２）

（１）

（２）

問

（１）

（１）

８問

（４）

９

問 5

問 6

（１）
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IAS一定で飛行している時のTASについて誤りはどれか。
外気温度が高くなるとTASは増加する。
気圧高度が高くなるとTASは増加する。
空気密度が増加するとTASは減少する。
風が変化するとTASも不規則に変化する。

空中衝突について誤りはどれか。
相手機が衝突コースにあるときは機影が一定の割合で移動している。
相手機が衝突コースにあるときは発見が遅れやすい。
相手機が正面から向かってくるときは相対速度が最も大きい。
相手機が衝突コースにあるときは相対方位が一定である。

次のうち誤りはどれか。
88km/hは、約55mphである。
56ktは、約104km/hである。
104km/hは、約65mphである。
50ktは、約120km/hである。

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。

進入中に錯覚を生ずるようなものはない。
通常より広い幅の滑走路に進入するとき
下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

気圧の変化と気圧高度計の指示の関係で正しいものはどれか。
気圧が1hPa変化すると気圧高度計の指示は約90ft変化する。
気圧が1inch変化すると気圧高度計の指示は約10ft変化する。
気圧が0.01inch変化すると気圧高度計の指示は約10ft変化する。
気圧が1hPa変化すると気圧高度計の指示は約60ft変化する。

過呼吸について誤りはどれか。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。
兆候が現れたら、呼吸の速さを更に早くすることにより数分で治まるものである。
過呼吸の症状が悪化すると筋肉のけいれんや人事不省となることがある。
過呼吸と低酸素症とは初期の兆候がよく似ている。

減圧症に関する記述で、正しいものはどれか。
減圧症は8,000ft以下の高度ではほとんど発症しない。
減圧症は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治ることがある。
飛行中に減圧症の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まる。
減圧症は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。

対気速度72km/h で滑空比40の滑空機が、正対の向い風10m/sを受けて上昇気流
及び下降気流のない大気中を6 km滑空する場合、失う高度はどれか。

200m
250m
300m
350m

対気速度90km/hで滑空比25の滑空機が、正対の向い風5m/sを受けて、上昇気流
及び下降気流のない大気中を滑空する場合、その時の見かけの滑空比（対地滑空比）
として正しいものはどれか。

18
20
26
32

（４）

（１）
（２）

（４）
（３）

（４）

（１）
（２）

（２）

問 15

（２）
（１）

問 16

18

（３）

（３）

（４）
（３）
（２）

（４）
（３）

（１）

問 17

問

（４）

（３）

問 10

問

（１）
（２）

（２）

（２）

12問

11
（１）

問 14

問 13

（１）

（１）

（３）
（４）

（３）
（４）

（２）
（３）
（４）

（１）
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ＷＣＡを－5゜とって磁航路220゜を飛行中、相対方位030゜にアンテナが見えた。
偏差が5°Ｗのときアンテナからみた自機の真方位は次のうちどれか。

060°
080°
250°
260°

対気速度72 km/h で滑空比20の滑空機が、正対の向い風5 m/s、上昇気流2m/s
の大気中を、目的地上空で600m になるように対気速度72 km/h で飛行する場合、
目的地から3 km 離れた場所で必要な高度はどれか。

350m
400m
450m
750m

（３）

（２）

（４）

（３）

（２）
（１）

（４）

（１）

問 20

問 19
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◎ 配　　点

◎ 判定基準

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

Ａ４ＧＧ０１１０３０

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 空中航法〔科目コード：０１〕

注　　意

「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。

自家用操縦士（滑）上級

◎

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）

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

記　　号
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大圏と小圏に関する記述で、誤りはどれか。
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。
赤道に直交する大圏を子午線という。
大圏の弧は、ある２点間の最短距離となる。
子午線は大圏である。

真針路について正しいものはどれか。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。
航空機の機首の向いている方向で、磁北からの角度である。
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。

次のうち誤りはどれか。
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。
1キロメートルは、約0.54ノーティカルマイルである。
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。
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正しいものはどれか。
協定世界時(UTC)の01時は、日本標準時の午前8時である。
協定世界時(UTC)の06時は、日本標準時の午後3時である。
協定世界時(UTC)の09時は、日本標準時の午前0時である。
協定世界時(UTC)の22時は、日本標準時の午後1時である。

メルカトル図に関する説明で誤りはどれか。
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。
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。
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。

風力三角形に関する説明で誤りはどれか。
WCAはTCから右にひねる角を（＋）修正角という。
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。

磁気羅針儀の自差に関する説明で正しいものはどれか。
航法においては、使用する航空図から現在地の自差を読み取り使用する。
航法においては、磁気羅針儀の示す値に自差の修正を行い磁方位を算出する。
航法においては、磁気羅針儀の示す値に1時間あたり4°の自差修正を行う。
自差は理論上の数値であり、実際の航法には使用しない。

1分12秒間で1.9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85キロメートル
毎時95キロメートル

5

（４）

6

問 7
（１）

（３）

（１）

（４）

（１）
（２）
（３）

（３）

（４）

（３）
（４）

（４）
（３）

（１）

（１）

（１）

（４）

（４）
（３）
（２）

（１）

4

問 1

問 2
（１）
（２）

（２）
（３）

問

（２）

（２）
（３）

問 ３

（２）

問

８

（２）

（４）

問

問
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飛行中のTASとGSに関する説明で正しいものはどれか。
向い風が強くなるとTASとGSは増加する。
追い風が強くなるとTASは増加するが、GSは減少する。
向い風が強くなるとTASは減少し、GSも減少する。
横風が強くなるとGSは変化する場合があるが、TASは変化しない。

偏差について正しいものはどれか。
磁北の東側に羅北が偏っている場合、｢W｣で表す。
真北の西側に磁北が偏っている場合、｢Ｅ｣で表す。
羅北の東側に真北が偏っている場合、｢W｣で表す。
真北の東側に磁北が偏っている場合、｢Ｅ｣で表す。

他機に対する見張りについて誤りはどれか。
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0.6ノーティカルマイル
約1.0ノーティカルマイル
約1.6ノーティカルマイル
約2.0ノーティカルマイル

対気速度毎時85キロメートル で滑空比25の滑空機が、静穏な大気中を同速度で
9キロメートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

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57キロメートルは、87ノットである。
毎時100キロメートルは、54ノットである。
毎時87キロメートルは、57ノットである。
毎時54キロメートルは、100ノットである。

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。

対気速度毎時72キロメートルで滑空比28の滑空機が、正対の向い風毎秒8メートルを
受けて上昇気流及び下降気流のない大気中を1.8キロメートル滑空する場合の所要時間で
正しいものはどれか。

1分39秒
1分56秒
2分30秒
2分52秒

（１）
（２）

（１）

（４）

問

問

（２）
（３）

（２）
（３）

14

12

（３）

（１）

（１）

（４）

９問

問 10

（４）
（３）

（４）

（１）

（４）

問

（２）

（１）

（２）

（２）

（１）

（１）

11

（４）

（２）
（３）

（３）

（２）

（４）

16

（３）

（３）

（４）

問

13

15問

問
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ハイポキシャ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。
スキューバによる潜水を行った直後の飛行時に発生する。
症状が進行すると、指の爪が青くなったり視野の外周が灰白化する。
症状がゆっくり進行するときは、その影響をみずから認識することは難しい。

飛行中の錯覚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。
紙袋等で口と鼻を覆い、息を吐いたり吸ったりすると良い。
過呼吸と低酸素症は初期の兆候がよく似ている。
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。
過呼吸になると、体内から必要以上の酸素を排出してしまうことになる。

減圧症に関する記述で、正しいものはどれか。
減圧症は8,000ft以下の高度ではほとんど発症しない。
減圧症は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。
飛行中に減圧症の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まる。
減圧症は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治ることがある。

（１）
（２）

（４）

（１）
（２）
（３）

（３）
（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

（３）

問 20

（４）

（１）
（２）

問 19

問 17

18問
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科　目 Ｋ１ＸＸ１２１０３０

資　格 ４２題　　約３０分題数及び時間

記　　号

航空英語能力証明

 航空英語  〔科目コード：１２ 〕

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

◎ 判定基準

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

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目

学科試験答案用紙」に解答を記入すること。

     航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 E1

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。

コードのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入

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、

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。

すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」、「科目コードの

◎ 注　　意

（２）

７割以上正解した者を合格とする。
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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. fly to the west.   
3. a right turn departure. 
4. a left turn departure. 
 
Question 2 
The pilot could not depart because of… 
 
1. a truck in the runway. 
2. trouble with the engine. 
3. a runway problem. 
4. a radio problem. 
 
Question 3 
The controller finally told the pilot… 
 
1. to taxi off the runway. 
2. to wait where he is. 
3. that a tow truck was waiting. 
4. that a fire truck was on the way.   
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Dialogue 2 
 

Answer questions 4 to 6 
 
Question 4 
The trouble was caused by… 
 
1. flight instrument. 
2. auxiliary power unit. 
3. the engine starter. 
4. hydraulic system. 
 
Question 5 
The controller instructed JA82BJ to return to… 
 
1.  their departed spot. 
2.  the spot next to the one they requested. 
3.  south one apron spot11. 
4.  runup area. 
 
Question 6 
The pilot requested to close their flight plan because they… 
 
1.  have completed their mission. 
2.  will not be able to finish this flight. 
3.  couldn’t return to SOUTH ONE APRON spot 11. 
4.  ordered another flight from their company. 
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Dialogue 3 
 

Answer questions 7 to 9 
 
Question 7 
Niigata tower canceled … 
 
1. takeoff clearance. 
2. taxi clearance. 
3. instruction to line up and wait. 
4. instruction to hold short of runway. 
 
Question 8 
Above cancellation occurred because… 
 
1. departure runway was changed. 
2. visibility was falling rapidly. 
3. a flock of bird was reported. 
4. of runway inspection. 
  
Question 9 
JA82BJ was instructed to wait for the further instruction due to… 
 
1. deteriorating weather. 
2. runway change. 
3. runway check. 
4. takeoff preparation in the cockpit. 
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Dialogue 4 
 

Answer questions 10 to 12 
 
Question 10 
JA82BJ requested change heading due to… 
 
1. military training area ahead of them. 
2. cloud condition ahead of them. 
3. restricted area ahead of them. 
4. nimbostratus ahead of them.  
 
Question 11 
The pilot requested the heading, but was not approved because it… 
 
1. could lead to the bad weather area . 
2. could lead to an another traffic. 
3. required coordination with next sector. 
4. could lead to a restricted area. 
 
Question 12 
Finally JA82BJ requested… 
 
1. 20NM deviation to the left of the track. 
2. 30 NM deviation to the left of the track. 
3. 20 NM deviation to the right of the track. 
4. 30NM deviation to the right of the track. 
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Dialogue 5 
 

Answer questions 13 to 15 
 
Question 13 
The pilot requested course deviation to avoid … 
 
1. congested area. 
2. another traffic. 
3. rough air condition. 
4. clouds ahead of him. 
 
Question 14 
The pilot could make deviation… 
 
1. immediately. 
2. after reaching assigned flight level. 
3. before leaving FL200. 
4. after leaving FL200.  
   
Question 15 
The pilot could be expected to return to the original cruising level after… 
 
1. 20NM. 
2. 30NM. 
3. 40NM. 
4. 50NM. 
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Dialogue 6 
 

Answer questions 16 to 18 
 
Question 16 
The pilot requested descent due to… 
 
1. moderate turbulence. 
2. cloud condition. 
3. light icing. 
4. right engine trouble. 
 
Question 17 
The controller instructed another heading to the pilot in order to… 
 
1. keep away from the cloud area. 
2. detour cumulonimbus. 
3. avoid restricted airspace. 
4. keep traffic spacing. 
 
Question 18 
The controller asked the pilot if he needs… 
  
1. another heading. 
2. different altitude. 
3. some support. 
4. another frequency. 
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Dialogue 7 
 

Answer questions 19 to 21 
 
Question 19 
JA82BJ declared emergency due to… 
 
1. cabin smoke detector failure. 
2.  some smoke in the cockpit. 
3. hydraulic system failure. 
4. something burning in the cabin. 
 
 
Question 20 
The controller instructed turn direction and altitude to the pilot because he will make… 
 
 
1. a precautionary landing. 
2. an emergency landing. 
3. a no flap landing. 
4. a short field landing. 
 
Question 21 
The controller promised to prepare… 
 
1. police officers. 
2. fire engines and paramedics. 
3. quarantine and custom agents. 
4. runway check personnel. 
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Dialogue 8 
 

Answer questions 22 to 24 
 
Question 22 
EFC for JA82BJ was not determined because… 
 
1. an accident aircraft was on the runway. 
2. the runway was closed. 
3. another airplane was landing. 
4. a crack on the runway was being repaired. 
 
 
Question 23 
The pilot requested to … 
 
1. change airspeed. 
2. hold another point. 
3. proceed to alternate airport. 
4. continue hold over Hakodate VOR. 
 
Question 24 
The controller finally asked the pilot… 
 
1. the available holding time. 
2. the flight time to Hakodate Airport. 
3. the time elapsed in the holding pattern. 
4. the sequence in the holding pattern 
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Dialogue 9 

 

Answer questions 25 to 27 
 
Question 25 
The controller instructed go-around, because of… 
 
1. strong seismic intensity. 
2. a predicted earthquake. 
3. runway check in progress. 
4. a severed runway. 
 
 
Question 26 
The reason for go-around was… 
 
1.  the runway check is complete. 
2. the visibility is deteriorating rapidly. 
3. there is severe turbulence over the runway. 
4. tower controllers are not sure of the runway condition. 
 
Question 27 
After go-around, JA82BJ requested to… 
 
1. proceed direct Yuwa VOR and hold as published at 3,000. 
2. proceed to Yuwa VOR via missed approach course and hold as published at 3,000. 
3. proceed to Yuwa VOR and hold as published at 4,000. 
4. proceed direct to Yuwa VOR and hold as published at 5,000. 
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Dialogue 10 
 

Answer questions 28 to 30 
 
Question 28 
JA82BJ made a go-around because… 
 
1. there was obstruction on the runway. 
2. the tower instructed JA82BJ to do so. 
3. the visibility was not good enough. 
4. the birds were at 4000 feet. 
 
Question 29 
The controller instructed the pilot to… 
 
1. turn right 320, and climb to 4,000. 
2. fly missed approach procedure course. 
3. make right turn 300, and climb to 4,000. 
4. turn left 320, and climb to 4,000. 
 
Question 30 
The controller asked the JA82BJ whether… 
 
1. they requested to follow missed approach course. 
2. they wanted to make another approach immediately. 
3. the approach condition was good enough. 
4. they wanted to make the another type of approach. 
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Dialogue 11 

 

Answer questions 31 to 33 
 
Question 31 
The controller reported to the pilot… 
 
1. wind shear and rough air on short final of runway 27. 
2. rough condition of runway 27. 
3. wind shear and rough air condition on short final runway 30. 
4. congestions of runway 30. 
 
Question 32 
JA82BJ requested visual approach to runway 30 due to the… 
 
1. traffic congestion on runway 27. 
2. bird strike on runway 27. 
3. approach condition for runway 27. 
4. instruction from the tower. 
 
 
Question 33 
Tower finally notified JA82BJ that they… 
 
1. should line up on short final. 
2. would receive the landing clearance on short final. 
3. would encounter a moderate turbulence on short final. 
4. would find departure traffic from runway 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



英語 13/15 

Dialogue 12 

 

Answer questions 34 to 36 
 
Question 34 
The pilot requested to make a low approach, because they could not… 
 
1. complete landing checklist. 
2. confirm the landing gear was down and locked. 
3. confirm the flap was fully extended. 
4. prepare the cockpit for landing.  
 
Question 35 
After low approach, the controller instructed the pilot to… 
 
1.   follow missed approach course. 
2.   fly heading 010. 
3.   fly heading 020. 
4.   fly heading 030. 
 
Question 36 
The controller instructed heading and altitude to the pilot because of… 
 
1. the weather condition around the missed approach course. 
2. another aircraft flying around near that course. 
3.   his aircraft’s configuration. 
4.   his aircraft’s performance. 
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Dialogue 13 

 

Answer questions 37 to 39 
 
Question 37 
JA82BJ was instructed to go-around because the prior traffic reported… 
 
1. a bird strike on the runway. 
2. the runway condition check was not done. 
3. some damage on the runway surface. 
4. an obstruction on the runway. 
 
Question 38 
The Tower controller instructed the pilot to… 
 
1. change frequency as soon as possible. 
2. change frequency before reaching the assigned altitude. 
3. change frequency after reaching the assigned altitude. 
4. remain on this frequency after leaving 3,000feet. 
 
Question 39 
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. 
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Dialogue 14 

 

Answer questions 40 to 42 
 
Question 40 
JA82BJ was cleared… 
 
1. lower flight level. 
2. higher flight level. 
3. flight level as requested. 
4. unknown flight level. 
 
Question 41 
The pilot made incorrect read-back of… 
 
1. standard instrument departure route. 
2. squawk code. 
3. cruising level. 
4. transition and transponder code. 
 
Question 42 
The correct squawk was… 
 
1. 4112. 
2. 4121. 
3. 4211. 
4. 4212. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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] CCCC０４１０３１

（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）総則

（2）航空機の安全性

（3）法律施行の日付

（4）法律の目的

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）航空の発達

（4）航空従事者の福祉の増進

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 航空法で定義する「航空業務」の具体例として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空整備士が運航中の航空機に乗務して行う外部監視

（2）操縦士が地上整備中の航空機で行う無線設備の操作

（3）航空整備士が確認行為を伴って行う発動機の運転操作

（4）航空整備士が軽微な保守作業後に行う搭載用航空日誌への署名

問 5 「国内定期航空運送事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事

業をいう。

（2）本邦内の各地間に路線を定めて一定の時刻により所有する航空機を航行して行う航空運

送事業をいう。

（3）本邦内の２地点間に路線を定めて一定の時刻により航行する航空機により行う航空運送

事業をいう。

（4）本邦内の２地点間に路線を定めて一定の日時により所有する航空機を航行して行う航空

運送事業をいう。

問 6 「航空従事者」の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空従事者技能証明を受けた者

（2）航空機に乗り組んでその運航を行う者

（3）法第１９条第２項に規定する確認行為を行う者

（4）航空機に乗り組んで無線設備の操作を行う者

問 7 飛行規程の記載事項として定められている項目で次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の概要

（2）航空機の性能

（3）発動機の排出物に関する事項

（4）その他必要な事項

整・法①  - 2/4



問 8 作業の区分について述べた次の文章のうち正しいものはどれか。

（1）保守は、軽微な保守と一般的保守に区分される。

（2）修理は、小修理と大修理に区分される。

（3）整備は、修理と改造に区分される。

（4）整備は、保守と修理及び改造に区分される。

問 9 全ての航空機について、「登録」を受けることによって得られるものは次のうちどれか。

（1）第三者への対抗力

（2）日本の国籍

（3）航空機の番号

（4）登録原簿

問 10 航空機の登録事項に変更があった場合で、変更登録の申請をしなければならないケースは

次のうちどれか。

（1）航空機の登録記号

（2）航空機の製造者

（3）航空機の定置場

（4）航空機の使用者

問 11 登録記号の打刻位置について次のうち正しいものはどれか。

（1）出入り口の見やすい場所

（2）操縦室内の見やすい強固な壁面

（3）航空機のかまち

（4）エンジン・マウント

（5）主翼の主桁

問 12 耐空証明に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（1）耐空証明は申請者に耐空証明書を交付することによって行う。

（2）耐空証明は登録完了後に国土交通大臣の命により行う。

（3）耐空証明は航空機の用途及び運用限界を指定して行う。

（4）耐空証明は設計、製造過程及び現状について行う。

問 13 運用限界等指定書の用途の欄に記載される事項で次のうち正しいものはどれか。

（1）耐空類別

（2）制限事項

（3）等級

（4）事業の種類

問 14 有効な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）型式証明を受けた場合

（2）修理改造検査を受けた場合

（3）航空整備士の確認行為を伴う飛行の場合

（4）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

整・法①  - 3/4



問 15 国土交通大臣が行う一等航空整備士技能証明の限定について次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機の種類及び等級についての限定をすることができる。

（2）航空機の種類及び等級についての限定をしなければならない。

（3）航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。

（4）航空機の種類及び発動機の等級についての限定をしなければならない。

問 16 航空機の等級を説明したもので次のうち正しいものはどれか。

（1）一等、二等航空整備士などが確認行為をできる航空機の区別をいう。

（2）陸上単発ピストン機、水上多発タービン機などの区別をいう。

（3）セスナ式１７２型、ボーイング式７７７型などの区別をいう。

（4）飛行機輸送Ｔ、飛行機普通Ｎなど耐空類別の区別をいう。

問 17 国土交通大臣が技能証明の取り消しを命ずることができる例として次のうち正しいものは

どれか。

（1）航空事故を起こし死傷者が出たとき

（2）重大なインシデントを起こしたとき

（3）刑事事件又は事故を起こし有罪が確定したとき

（4）航空従事者としての職務上で重大な過失があったとき

問 18 所定の資格を有しないで航空業務を行った場合の「罰則」で次のうち正しいものはどれか。

（1）１００万円以下の罰金

（2）１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

（3）２年以下の懲役又は５万円以下の罰金

（4）２年以下の懲役

問 19 飛行記録装置について次のうち正しいものはどれか。

（1）発動機を始動してから停止するまでの間、常時作動させなければならない。

（2）連続して記録することができ、かつ、記録したものを３０分以上残しておくことが

できなくてはならない。

（3）離陸に係る滑走を始める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 20 ヒューマン･ファクタの概念モデルで「作業者間のチーム･ワークや教官と訓練生との関係」
を含むSHELモデルとして次のうち正しいものはどれか。
（1）環境　－　ソフトウエア
（2）ライブウエア　－　ライブウエア
（3）ソフトウエア　－　ライブウエア
（4）ハードウエア　－　ソフトウエア
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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] CCCC０４１０３２

（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 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）落下傘

（2）航空機用救命無線機

（3）救命胴衣

（4）救急箱

問 2 航空法第１条「この法律の目的」に述べられている項目で次のうち誤っているものはどれか。

（1）利用者の福祉の増進

（2）航空の発達

（3）輸送の安全

（4）航空機の航行に起因する障害の防止

問 3 「航空機」の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船及び気球

（2）飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船及び超軽量動力機

（3）飛行機、回転翼航空機、滑空機及び超軽量動力機

（4）飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船

問 4 航空法で定義する「航空業務」の具体例として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空整備士が運航中の航空機に乗務して行う外部監視

（2）操縦士が地上整備中の航空機で行う無線設備の操作

（3）航空整備士が確認行為を伴って行う発動機の運転操作

（4）航空整備士が軽微な保守作業後に行う搭載用航空日誌への署名

問 5 航空法で定義される「航空従事者」である者の具体例として次のうち正しいものはどれか。

（1）技能証明はないが実地試験に合格している者

（2）技能証明はないが航空機に乗務して運航を補佐している者

（3）技能証明はあるが航空に従事していない者

（4）技能証明はないが航空機の整備業務に5年以上従事している者

問 6 航空機を使用して行う次の行為で「航空機使用事業」に該当するものはどれか。

（1）無償の旅客および有償の貨物の同時輸送

（2）有償での写真撮影および宣伝飛行

（3）有償の旅客および無償の貨物の同時輸送

（4）有償、無償にかかわらず貨物のみの輸送

問 7 整備手順書に記載すべき事項として次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の性能に関する説明

（2）航空機の構造に関する説明

（3）装備品及び系統に関する説明

（4）航空機の定期点検の方法
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問 8 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 9 一般的保守について次のうち正しいものはどれか。

（1）耐空性に及ぼす影響が軽微で、確認に動力装置の作動や複雑な点検を必要としないもの

（2）簡単な保守予防作業で、複雑な結合を伴わない規格装備品の交換作業

（3）軽微な保守以外の保守作業

（4）簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整を伴わない部品の交換

問 10 航空機が日本の国籍を取得する時期として次のうち正しいものはどれか。

（1）登録を受けたとき

（2）登録及び耐空証明を受けたとき

（3）登録、型式証明及び耐空証明を受けたとき

（4）日本国籍を有する個人又は法人に所有権が移転したとき

問 11 登録記号を「打刻」するための行為として次のうち正しいものはどれか。

（1）打刻作業が可能な日時と場所を国土交通大臣に届け出る。

（2）所有者は新規登録後遅滞なく打刻を完了し国土交通大臣に報告する。

（3）打刻後の現状について写真により明示して国土交通大臣に報告する。

（4）打刻を受けるため指定された期日に当該航空機を国土交通大臣に呈示する。

問 12 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 13 耐空検査員が耐空証明を行うことができる航空機をすべて含む記述として次のうち

正しいものはどれか。

（1）初級及び中級滑空機

（2）中級及び上級滑空機

（3）上級及び動力滑空機

（4）中級、上級及び動力滑空機

問 14 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
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問 15 夜間において航行する場合に当該航空機を表示する灯火で次のうち正しいものはどれか。

（1）衝突防止灯

（2）衝突防止灯、右舷灯、左舷灯および尾灯

（3）右舷灯、左舷灯、尾灯

（4）衝突防止灯、着陸灯

問 16 出発前の確認事項として航空機の整備状況を確認することが義務付けられている者は誰か。

（1）当該航空機の機長

（2）当該航空機の運航管理者

（3）当該航空機の確認整備士

（4）当該航空機の使用者

問 17 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 18 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誤っているものはどれか。

（1）装備品等の限界使用時間

（2）機体及び装備品等の整備の方式

（3）整備の記録の作成及び保管の方法

（4）航空機の運用の方法及び限界

問 19 航空法施行規則附属書第一に示される耐空類別の摘要欄で用いられている重量として次のう

ち正しいものはどれか。

（1）最大離陸重量

（2）最大零燃料重量

（3）最小運航重量

（4）設計最小重量

問 20 ヒューマン・ファクタに関する次の文中、（　　）に当てはまる語句として（1）～（4）

のうち正しいものはどれか。

　　ﾋｭｰﾏﾝ･ﾌｧｸﾀ は、人間の（　Ａ　）と限界を最適にし、（　Ｂ　）を減少させるこ

　　とを主眼にした総合的な学問である。生活及び職場環境における人間と（　Ｃ　）

　　・手順・（　Ｄ　）との係わり合い、及び人間同士の係わり合いのことであり、

　　ｼｽﾃﾑ工学という枠組みの中に統合された人間科学を論理的に応用することにより、
　　人間とその活動の関係を最適にすることに関与することである。
（1）Ａ：体力　　　Ｂ：疲労　　　Ｃ：行動　　　Ｄ：能力　　　　
（2）Ａ：表現力　　Ｂ：事故　　　Ｃ：所属　　　Ｄ：行動　　　　
（3）Ａ：能力　　　Ｂ：エラー　　Ｃ：機械　　　Ｄ：環境　　　　
（4）Ａ：生命力　　Ｂ：エラー　　Ｃ：所属　　　Ｄ：環境　　　　
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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

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 一 等 航 空 整 備 士   （ 飛 行 機 ） 題数及び時間 ２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ 1 Ａ Ｘ ０ ９ １ ０ ３ ０
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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。

１整・飛・機　- 1/８ -　



問 1 標準大気状態のとき飛行高度14,000 m における大気温度で次のうち正しいものはどれか。

下記のうち最も近い値を選べ。

（1）-26.0 ℃

（2）-31.5 ℃

（3）-37.0 ℃

（4）-56.5 ℃

（5）-76.0 ℃

問 2 標準大気の説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）空気は乾燥した完全ガスであること。

（２）海面上の気圧が水銀柱の 760 mm（29.92 in）であること。

（３）海面上の空気密度は 0.12492 kg・sec2/m4 であること。

（４）海面上における温度が 20℃（68゜F）であること。
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問 3 気圧高度と密度高度の関係で次のうち正しいものはどれか。

（１）大気温度に関係なく密度高度は気圧高度より常に高い。

（２）標準大気状態では気圧高度は密度高度より常に高い。

（３）湿度に関係なく密度高度の方が気圧高度より常に高い。

（４）標準大気状態から温度のみが下がった場合、密度高度は気圧高度より低くなる。

（５）大気状態に関係なく気圧高度と密度高度は常に等しい。

問 4 同一管内を連続して流れる流体について次のうち正しいものはどれか。

（１）管の径が大きいところでは流速は比例して速くなる。

（２）管の径に関わらず、流速は一定である。

（３）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。

（４）管の径に関わらず、流速は密度に比例する。
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問 5 層流翼型に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）CＤ min が大きい。

（Ｂ）翼上面での速度増加が大きい。

（Ｃ）CL max が小さいので失速速度が小さい。

（Ｄ）最大キャンバ位置は前縁から約60 ％である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 高揚力装置に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）クルーガ・フラップは翼前縁部に装備され空力的に前縁半径を大きくする効果がある。

（Ｂ）スプリット・フラップは翼後縁下側に取り付けられたフラップがまず後方に移動し、

         その後翼後縁とフラップ前縁との間に隙間を形成しながら下がっていく機構のもので

　　　ある。
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（Ｃ）フラップ単独で効率を考えた場合、翼弦長よりも翼幅方向に長い方が効率が良くなる。

（Ｄ）大迎角時に下面の気流を上面に導き境界層にエネルギを与え剥離を遅らせる目的で

         スロッティド・ウィングがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 7 次の記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）翼の重心位置より空力中心が後方にあるときは負（機首下げ方向）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は大きく移動する。

（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
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問 8 次の式の（　 ）内に適合する用語で次のうち正しいものはどれか。

［揚　力］＝［揚力係数］×［動　圧］×（ 　  ）

（1）その高度における空気密度

（2）等価対気速度の2乗

（3）真対気速度の2乗

（4）翼面積の２乗

（5）翼幅の２乗

（6）翼面荷重

（7）翼面積

問 9 機体に作用する全抗力の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）圧力抗力と誘導抗力の和である。

（２）摩擦抗力と圧力抗力の和である。

（３）形状抗力と誘導抗力の和である。

（４）形状抗力と圧力抗力と誘導抗力の和である。

１整・飛・機　- 4/８ -　

問10 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温度差から生じる。

（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減少させる。

（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）翼厚比を大きくする。

（Ｂ）前縁半径を大きくする。

（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）翼に下反角をつける。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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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。

問13 エルロン・リバーサルの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）高速になるとエルロンから振動が発生することをいう。

（Ｂ）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。

（Ｃ）機速に応じてエルロンの舵角を変化させることをいう。

（Ｄ）着陸時、制動効果を高める目的がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問14 主翼に着氷が生じた場合に発生する現象で（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）翼型が変化することによる揚力の低下

（Ｂ）着氷による機体重量の増加

（Ｃ）抗力の増加

（Ｄ）失速速度の低下

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 揚力又は揚力係数を増加させる方法として（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。

（Ａ）翼のキャンバを大きくする。

（Ｂ）翼面積を増大させる。

（Ｃ）失速角を大きくする。

（Ｄ）マスバランスを取り付ける。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問16 マグネシウム合金の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アルミニウムを含むものは溶接後応力除去のための熱処理は必要としない。

（Ｂ）板材は200℃～300℃に加熱すると延性が増加し加工性がよくなる。

（Ｃ）鉄をわずかでも含んでいると耐食性は著しく弱められる。

（Ｄ）融点近くに加熱すると急激に酸化するので溶接時には十分大気を遮断する必要がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問17 アルミニウムの物理的性質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）純アルミニウムは白色光沢のある金属である。

（Ｂ）純アルミニウムの比重は 2.70、鉄の約 1／3 の重さで、実用金属のうちでは

　　　マグネシウムに次いで軽い。

（Ｃ）結晶構造は面心立方で、軟らかく展延性に富む。

（Ｄ）融点は660 ℃と比較的低い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 下記の金属の組み合わせで最も腐食が起りにくいものはどれか。

（1）亜鉛と鋼

（2）マグネシウム合金とチタニウム

（3）カドミウムとニッケル

（4）マグネシウム合金とアルミニウム合金

（5）アルミニウム合金とチタニウム

（6）アルミニウム合金とカドミウム

問19 金属材料のクリープについて（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）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）応力と温度が高くなるほどクリープは発生しやすい。

（Ｃ）一般に金属の内部組織が安定なほどクリープに弱い。

（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
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問20 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）非磁性体である。

（Ｂ）熱膨張係数がステンレス鋼より大きい。

（Ｃ）熱伝導率は、金属のうちではかなり小さい方である。

（Ｄ）比重が4.5 でアルミニウム合金より大きいが、鋼の約60%である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問21 サンドイッチ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）これまでの補強材又はストリンガを当てた外板と比較した場合、同等の強度剛性に

　　　対して薄くでき航空機の重量軽減に役立つ。

（Ｂ）板自身の強度剛性が大きいので機体構造の外板として使用する場合は、補強材を

　　　少なくすることができる。
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（Ｃ）外板材料としては合成樹脂、金属等が用いられ、荷重は主として外板で受け持つ。

（Ｄ）芯材は密度の小さい形状に加工されたものが用いられ、形状は蜂の巣状、泡状、

　　　波状等がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 油圧ヒューズについて（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）流量作動型と圧力差作動型がある。

（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）油圧ヒューズの下流に制限値を超える漏れがあった場合、油路を遮断する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問23 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高くできる。

（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24 非破壊検査に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）浸透探傷検査は試験品の表面粗さの影響を受ける。

（B）染色浸透探傷検査は室内の暗い所で行う方が精度の高い試験ができる。

（C）磁気探傷検査の軸通電法は丸棒の軸方向の欠陥検出ができる。

（D）電磁誘導検査は深い位置にある欠陥の検出ができる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問25 重量60,000 lbs、重心位置が基準線後方420 in の飛行機において、その重心位置

を基準線後方425 in に変更するためには、何ポンドの荷物を基準線後方120 in の

前方貨物室から基準線後方620 in の後方荷物室に移動すればよいか。

下記のうち最も近い値を選べ。

（１）200 （２）300 （３）400 （４）500

（５）600 （６）700 （７）800 （８）900
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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。

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ１ＨＸ０９１０３０

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ４

資　格 一等航空整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分

一回 （機体）　1／7

☆　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。

一回 （機体）　1／7



問 1 速度に関する定義の説明として（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）VNE とは、超過禁止速度をいう。

（Ｂ）VLE とは、着陸装置下げ速度をいう。

（Ｃ）VC とは、設計巡航速度をいう。

（Ｄ）VTOSS とは、A級回転翼航空機における安全離陸速度をいう。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２ 気圧高度と密度高度との関係で次のうち正しいものはどれか。

（１）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（２）温度に関係なく気圧高度が密度高度より高い。

（３）標準大気のときは気圧高度が密度高度より低い。

（４）標準大気より温度が低いと密度高度が気圧高度より低い。

一回 （機体）　2／7

問 ３

（Ａ）プロペラ状態

（Ｂ）ボルテックス・リング状態

（Ｃ）風車状態

（Ｄ）ニーリング状態

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ４

（１）８６０ （２）９２０ （３）９４０ （４）９８０

（５）１，１２０ （６）１，４００ （７）１，８００ （８）２，０００

問 ５

（１）エンジンの回転速度限界

（２）テール・ロータのアンチトルクが過大となるため

（３）メイン・ロータ・ブレードの風圧中心が移動するため

（４）前進ブレードの衝撃波及び後退ブレードの失速

垂直飛行時にロータを通る空気の流れの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいもの
はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタの前進飛行速度が制限される理由で次のうち正しいものはどれか。

利用パワーが４８５kw（６５０HP）、必要パワーが２９８kw（４００HP）、機体
重量が２７，９５０N（２，８５０kg）のときの上昇率（ｆｔ/min）はいくらか。
次のうち最も近い値を選べ。ただし、上昇率は０．８５とする。

一回 （機体）　2／7



問 ６

（Ａ）迎え角が変化してもピッチング・モーメントが一定である点をいう。

（Ｂ）翼に作用する空気力の合力の作用点をいう。

（Ｃ）

（Ｄ）風圧中心は迎え角が小さくなると前進する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ７

（Ａ）高温で酸素、水素、窒素等との親和性が極めて大きい。

（Ｂ）熱処理は耐熱合金と同様の溶体化処理と時効処理で行われる。

（Ｃ）

（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

ロータ・ブレードの風圧中心の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ
あるか。（１）～（５）の中から選べ。

風圧中心の移動を少なくするには最大キャンバを小さくする。

チタニウムの特徴の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

純チタニウムは、比重２．７０で鋼の約１／３の重さで実用金属のうちではア
ルミニウム合金に次いで軽い。

一回 （機体）　3／7

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ８ 複合材の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）GFRPは金属に比べ硬度、剛性は低いが比強度は大きい。
（Ｂ）AFRPはCFRPより比強度が高く、また耐衝撃性に優れている。
（Ｃ）BFRPはGFRPに比べ圧縮強度、剛性が高いため加工性が優ぐれている。
（Ｄ）CFRPは熱膨張率が極めて小さいので温度変化に対する寸法安定性が優れている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ９

（Ａ）地上にある機体全体の運動とブレードのドラッグ運動が連成して生じる。

（Ｂ）メイン・ロータのトラッキング不良が主な原因である。

（Ｃ）ロータと機体の固有振動を近づけることで防止できる。

（Ｄ）クラシカル・フラッタともいう。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ヘリコプタの地上共振に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ
あるか。（１）～（５）の中から選べ。

一回 （機体）　3／7



問 １０

（Ａ）

（Ｂ）スパーにはガラス繊維を長手方向に配置したものが使用されている。

（Ｃ）主強度部材にはヤング率の大きいアラミド繊維が最適である。

（Ｄ）金属ブレードに比べ亀裂の進展は早い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １１

（Ａ）実用的に非圧縮性であり使用中泡立たないこと。

（Ｂ）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。

（Ｃ）引火点、発火点が高く燃焼性が低いこと。

（Ｄ）温度変化による成分変化が少ないこと。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

油圧系統作動油に要求される性質の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維などの細い繊維材料が使用されている。

複合材メイン・ロータ・ブレードの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

一回 （機体）　4／7

問 １２ 燃料ポンプに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）ベーン型の吐出圧力と吐出量は回転数に関係なく一定である。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １３

（１）ロータ・ブレードの高回転時に地上共振を防止する。

（２）

（３）ロータ・ブレードの振動を吸収するためにある。

（４）ロータ・ブレードの停止時または低回転時の過度のフラッピングを防止する。

ロータ・ブレードが最大迎え角時、失速しないようにコレクティブ・ピッチ・
レバーの操作範囲を制限する。

メイン・ロータに取り付けられているドループ・ストップまたはフラップ・レストレ
イントの目的について次のうち正しいものはどれか。

パルセイティング型には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。

ギア型は定量型ポンプであり吐出圧はリリーフ・バルブにより調整される。

セントリフューガル型は不作動時に燃料の流れを阻害するためバイパス配管が
必要である。

一回 （機体）　4／7



問 １４ テフロン・ホースの特徴で次のうち正しいものはどれか。

（１）耐熱性があるため熱可塑加工が困難である。
（２）ゴム・ホースに比べ弾力性に富む。
（３）使用温度範囲は０℃～１００℃程度である。
（４）燃料及び滑油には侵されないが作動油には侵される。

問 １５ 前脚の緩衝支柱にあるセンタリング・カムの目的について次のうち正しいものはどれか。

（１）地上において前脚のダウン・ロックを保持する。
（２）ステアリング装置が故障したとき前脚のタイヤを正面に向ける。
（３）接地すると噛み合ってステアリング装置を中立位置に保持する。
（４）緩衝支柱が伸びると噛み合って前脚のタイヤを正面に向ける。

問 １６ 重量重心を計測した結果、重量 6,000 lb、重心位置は基準線後方 120 in であった。釣
り合いを保つために重心位置を基準線後方122 in とするには、基準線後方100 in にあ
る 200 lb の貨物をどこに移動すれば良いか。次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　5／7

（１）基準線後方６０ in （２）基準線後方８０ in

（３）基準線後方１００ in （４）基準線後方１２０ in

（５）基準線後方１４０ in （６）基準線後方１６０ in

（７）基準線後方１８０ in （８）基準線後方２００ in

問 １７

（１）失速領域 ／ プロペラ領域 ／ オートローテーション領域
（２）プロペラ領域 ／ オートローテーション領域 ／ 失速領域
（３）失速領域 ／ オートローテーション領域 ／ プロペラ領域
（４）オートローテーション領域 ／ プロペラ領域 ／ 失速領域

問 １８

（Ａ）ブレードがコーニングを有している場合に生じる。

（Ｂ）コリオリの力の対策として無関節型ロータが有効である。

（Ｃ）コリオリの力によりブレードのハブ付近には大きな曲げモーメントが発生する。

（Ｄ）コリオリの力の大きさは運動速度と系の回転角速度との積に比例する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

コリオリの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。

垂直オートローテーション中のメイン・ロータは、空気力学的に３つの領域に分かれ
るがその名称を回転中心から並べたとき、次のうち正しいものはどれか。

一回 （機体）　5／7



問 １９

（１）顕著に現れるのは回転面までの高さがロータ直径の１／２位までである。

（２）地面効果がある状態をOGEと呼ぶ。

（３）機体の速度に関係なく発生する。

（４）地面効果があるとエンジン出力を多く要求される。

問 ２０

（Ａ）ギア、シャフト等の主要部品の寸法は主にトルクで決まる。

（Ｂ）プラネタリ・ギアはトルクを複数のギアで伝達するのでコンパクトにできる。

（Ｃ）出力一定の場合、回転数を高くするとトルクは増える。

（Ｄ）トランスミッション系統の定格出力はエンジン定格出力より低く設定されている。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

トランスミッション系統の説明として（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。

ヘリコプタの地面効果について次のうち正しいものはどれか。

一回 （機体）　6／7

問 ２１

（Ａ）構造各部に働く応力の大きさを材料の疲れ限度より低い値にとどめる。

（Ｂ）応力集中を避けるため断面が急激に変化しないようにする。

（Ｃ）疲れ強さの強い特性をもつ材料を選択する。

（Ｄ）外板と補強材の間にダブラを挿入する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２２

（Ａ）ダブル構造

（Ｂ）ロード・ドロッピング構造

（Ｃ）サンドイッチ構造

（Ｄ）セーフライフ構造

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

疲労破壊防止のための設計基準の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

フェールセーフ構造として（Ａ）～（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）　6／7



問 ２３

（Ａ）透過法

（Ｂ）共振法

（Ｃ）反射法

（Ｄ）浸透法

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２４

（Ａ）トラッキング・バランスはスタティック・バランスと揚力バランスからなる。

（Ｂ）スタティック・バランスがとれていても質量分布に差があると振動の原因となる。

（Ｃ）インフライト・バランスはホバリングから最大速度までの間で行う。

（Ｄ）スタティック・バランスは揚力と質量分布のバランスをとる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

ロータのバランシング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。

複合材の超音波による非破壊検査法として（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。

一回 （機体）　7／7

問 ２５

（１）８ （２）１０ （３）１６ （４）２６

（５）２８ （６）３２ （７）６４ （８）９６

全備重量４，８５０Ｋｇ、発動機出力１８７０馬力、主回転翼直径１４ｍ、５枚ブレード

のヘリコプタのディスク・ローディング（Kg/m
2
）はいくらか。

次のうち最も近い値を選べ。

一回 （機体）　7／7



M５

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ａ Ｘ ０ ９ １ ０ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士   （ 飛 行 機 ） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 

２整・飛・機　- 1/8 -

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。

２整・飛・機　- 1/8 -



問1 標準大気の説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）空気は乾燥した完全ガスであること。

（２）海面上における温度が 20℃ であること。

（３）海面上の気圧が、水銀柱で 760 mm であること。

（４）海面上からの温度が －56.5℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/1000m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（５）海面上における空気密度は 0.12492 kg・s
2
/m

4
 であること。

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）気圧と気温の変化に関係しない。

（2）気圧と気温の変化に比例する。

（3）気温の変化に比例し気圧の変化に反比例する。

（4）気圧の変化に比例し気温の変化に反比例する

２整・飛・機　- 2/8 -

（4）気圧の変化に比例し気温の変化に反比例する。

問3 揚力係数と迎え角の関係で次のうち誤っているものはどれか。

（１）揚力係数は、迎え角が大きくない間は迎え角の増加とともに直線的に増加する。

（２）失速領域に入る迎え角は、最大揚力係数時の迎え角より数度手前にある。

（３）迎え角が負（マイナス）の場合にも失速領域はある。

（４）対称翼型を除きゼロ揚力角は負（マイナス）の迎え角である。

問4 安定性について次のうち正しいものはどれか。

（１）安定性に重心位置はほとんど関係しない。

（２）動揺の振幅が次第に変化していく性質を静安定という。

（３）復元力が生ずるか生じないかという性質を動安定という。

（４）静安定が負である飛行機は動安定も負である。

２整・飛・機　- 2/8 -



問5 層流と乱流の性質で（Ａ）～（D）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）乱流は層流よりも境界層が厚い。

（Ｂ）層流は乱流より摩擦抵抗が大きい。

（Ｃ）層流は剥離しにくく、乱流は剥離しやすい。

（Ｄ）層流中での流速は一定であるが、乱流では流速が不規則に変化している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6 地面効果について（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）地面効果により誘導抗力が増大し同一迎え角では揚力係数が増大する。

２整・飛・機　- 3/8 -

（Ｂ）吹き下ろし角の減少により機首下げモーメントが増大する。

（Ｃ）バルーニング現象は地面効果によるものと考えられる。

（Ｄ）翼の縦横比が小さいほど地面の影響を受けやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問7 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は小さくなる。

（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大となる。

（D）アスペクト比が大きければ失速速度は小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・飛・機　- 3/8 -



問8 上昇性能を良くする条件で（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）翼面荷重を大きくする。

（Ｂ）馬力荷重を大きくする。

（Ｃ）余剰馬力を小さくする。

（Ｄ）機体重量を小さくする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問9 風圧中心及び空力中心に関する説明で（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）風圧中心とはある翼断面において翼上面に働く空気力の合力作用線と翼弦線の交点を

　　　いい、圧力中心ともいう。
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（Ｂ）風圧中心は迎え角が大きくなると前縁側に移動し、逆に迎え角が小さくなると後縁側

　　　に移動する。

（Ｃ）空力中心とは翼型の中心と風圧中心が一致しないことによって生じる回転力（空力

 　  　モーメント）が迎え角を変えても一定に保たれる基準点をいう。

（Ｄ）空力中心は亜音速機で約 80% MAC 付近である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 翼に関する説明で（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）上反角とは、機体を水平に置いたとき、翼を前方から見て翼端が翼根元に対して高く

　　　なっていく度合いを水平面に対してなす角度いう。

（Ｂ）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。

（Ｃ）迎え角とは、機体に当る気流の方向と翼弦線とのなす角度をいう。

（Ｄ）後退角とは、翼の上面と機体前後軸に垂直に立てた線との間の角度をいう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問11 鋼の熱処理について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）焼きなましは、オーステナイト温度に加熱し、所定時間保持した後、静かな大

　　　気中で放冷するものである。

（Ｂ）焼きならしは、鋼の組織を微細化し、偏析や残留応力を除き、機械的性質を向

　　　上させることである。

（Ｃ）焼入れは、変態点より高い温度に加熱し、所定時間保持した後、急冷するもの

　　　である。

（Ｄ）焼きもどしは、脆さを減じ、内部応力を取り除き強靱なものにする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼やアルミニウムの応力－ひずみ線図の説明で（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。
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（Ａ）鋼において、永久ひずみによる材料の変形のことを塑性変形という。

（Ｂ）鋼において、降伏点をすぎてさらに荷重をかけるとひずみと応力がともに減少し

　　　破断にいたる。

（Ｃ）アルミニウム合金の降伏点は鋼と比較して明確ではない。

（Ｄ）鋼において、降伏点をすぎて荷重を取り除けば永久ひずみは残らない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問13 アルミニウム合金の特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）比強度は金属材料中最も大きい。

（Ｂ）一般に500 ℃ を越えると強度が低下する。

（Ｃ）耐食性があるので防食処理は不要である。

（Ｄ）熱膨張係数は鋼の約1/2 である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問14 マグネシウム合金の特質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）純マグネシウムは実用金属中最も軽い。

（Ｂ）200～300℃に加熱すると延性が増し加工性が良くなる。

（Ｃ）切削くずが発火したら砂や水をかけて消火する。

（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15 垂直尾翼の説明で（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、垂直安定板と方向舵から構成されている。

（Ｂ）飛行機の方向安定を保ち方向の制御を行う。

（Ｃ）胴体への取付角は、プロペラの後流を考慮して機軸からオフセットにしている
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　　　ものもある。

（Ｄ）方向舵は主操縦翼面の一つである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 フェール・セーフ構造の基本方式で（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）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ようになって

　　　いる構造をダブル構造という。

（Ｂ）一つ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

　　　の部材と同等又はそれ以上の強度を持たせている構造をロード・ドロッピング

　　　構造という。

（Ｃ）規定の荷重を一方の部材が受け持ち、その部材が破損した時に他方がその代わ

　　　りをする構造をバック・アップ構造という。

（Ｄ）硬い補強材を当て割当量以上の荷重をこの補強材が分担する構造をレダンダン

　　　ト構造という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問17 異種金属を接触させた場合、腐食が最も起りにくい組合せは次のうちどれか。

（１）マグネシウム合金とアルミニウム合金

（２）マグネシウム合金とチタン合金

（３）カドミウムとニッケル

（４）亜鉛と銅

（５）アルミニウム合金とカドミウム

問18 脚のショック・ストラットについて（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）縮みにくく伸び易い。

（Ｂ）空気のみ充填されていてオイルは潤滑目的に少量入っている。

（Ｃ）オイルのみ充填されていてオイルの移動で緩衝する。
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（Ｄ）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 は用いない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 与圧機において操縦室の風防をヒーティングする目的で（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）着氷を防ぐため（防氷）

（Ｂ）曇るのを防ぐため（防曇）

（Ｃ）鳥衝突時の衝撃緩和のため

（Ｄ）クレージングを防止するため

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問20 機体重量 1,500 lbs、重心位置が基準線後方 5 in の飛行機の重心位置を、基準

線後方 2 in とするには、基準線前方 20 in の場所に何 lbs の荷物を搭載すれ

ばよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

 

（１） 50

（２） 100

（３） 150

（４） 170

（５） 200

（６） 250

（７） 300
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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。

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 Ｔ２ＨＸ０９１０３０

二整・回転翼・機体　1/6

☆　配     点 １問　　５点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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問 1 対気速度の定義で次のうち正しいものはどれか。

（１）標準大気では IAS と EAS は等しい。

（２）標準大気では IAS と TAS は等しい。

（３）CAS とは IAS に位置誤差と器差を修正をしたものである。

（４）EAS は IAS に温度の修正をしたものである。

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）気温に反比例し、圧力には関係しない。

（２）圧力と気温に比例する。

（３）気温に比例し、圧力に反比例する。

（４）圧力に比例し、気温に反比例する。

問 3 ベルヌーイの定理について次のうち正しいものはどれか。

（１）動圧と静圧の和は一定である。
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（１）動圧と静圧の和は 定である。

（２）速度が減少すると全圧も減少する。

（３）速度が減少すると動圧も減少する。

（４）速度がゼロのとき、静圧が最も低くなる。

問 4 セットリング・ウィズ・パワーの状態になるのは次のうちどれか。

（１）プロペラ状態

（２）渦輪状態

（３）風車状態

（４）オートローテーション状態

問 5 フィギア・オブ・メリットについて次のうち正しいものはどれか。

（１）オートローテーションの場合の誘導速度である。

（２）ホバリング時のロータの効率である。

（３）剛比（ Solidity )の別名である。

（４）ブレードの先端速度比である。
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問 6 前進飛行中のメイン・ロータ・ブレードの状態で次のうち正しいものはどれか。

（１）前進ブレードでは回転による速度に前進速度分が加わる。

（２）前進ブレード付根部では逆流領域が生じる。

（３）合成した対気速度は後退ブレードが最も大きい。

（４）後退ブレード先端部では逆流領域が生じる。

問 7 メイン・ロータ・ブレードにねじり下げをつける理由で次のうち正しいものはどれか。

（１）メイン・ロータの回転数を一定に保ち易くするため

（２）失速が翼端部から発生するのを遅らせるため

（３）前進側のブレードと後退側のブレードの揚力の不均衡を減少させるため

（４）急激な引き起こし操作時のレスポンスを良くするため

問 8 AISI 4130の３０が意味するもので次のうち正しいものはどれか。

（１）Mo ： ０．３ ％
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（１）Mo ： ０．３ ％

（２）C   ： ０．３ ％

（３）Cr  ： ０．３ ％

（４）Ni  ： ０．３ ％

問 9 アルミニウム合金に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）７０７５は２０２４より加工性がよい。

（２）T3とは容体化処理後、常温時効が完了したもの。

（３）５０５２はAl-Mg系の合金で耐疲労性に優れている。

（４）ジュラルミン系合金のガス溶接は割れが生じにくい。

問 10 熱硬化性樹脂に含まれるものとして（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）フェノール樹脂
（Ｂ）フッ素樹脂
（Ｃ）塩化ビニール樹脂
（Ｄ）アクリル樹脂

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し
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問 11 国際単位の接頭語として（Ａ）～（Ｄ）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 12 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。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）シャットル・バルブは系統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にがし過負荷を防ぐ。

（Ｃ）オリフィスは作動油の流量を制御する。

（Ｄ）リザーバはポンプが故障したときに系統圧を維持する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し
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（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 13

（Ａ）サーモカップル型

（Ｂ）圧力型

（Ｃ）抵抗式ループ型

（D） サーマル・スイッチ型

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 14 フェール・セイフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）硬い補強材を当てた構造をダブル構造方式という。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

防火系統のファイア・ディテクタのタイプで（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。

ある部材が破壊したとき、その部材の代わりに予備の部材が荷重を受け持つ構
造をロード・ドロッピング構造方式という。

数多くの部材からなり、それぞれの部材は荷重を分担して受け持つ構造をレダ
ンダント構造方式という。
１個の大きな部材を用いる代りに２個以上の小さな部材を結合して、１個の部
材と同等又はそれ以上の強度を持たせる構造をバックアップ構造方式という。
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問 15

（Ａ）エンジンの防火壁

（Ｂ）エンジン・カウリング

（Ｃ）エンジン排気管

（Ｄ）エンジン・マウント

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 16

（Ａ）浸炭処理

（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

第一種耐火性材料の使用箇所として（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。

鋼材の疲れ限度を上昇させる方法として（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。
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問 17

（Ａ）高度が上がると空気密度が下がり、利用馬力は増大する。

（Ｂ）ホバリングでは必要馬力は利用馬力より大きい。

（Ｃ）高度が高くなると外気温度が下がるので利用馬力は増大する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 無し

問 18

６０ Ｋｇ

Ａ ６０ Ｋｇ

（１）７０ （２）８５ （３）９５ （４）１０５
（５）１１０ （６）１２５ （７）１３０ （８）１４０

利用馬力と必要馬力の説明として（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。

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。
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問 19

（Ａ）スワッシュ・プレートの傾きを変える。

（Ｂ）ブレード後縁のタブを下げる。

（Ｃ）ブレード前縁のピッチ・リンクを伸ばす。

（Ｄ）ブレード・チップにウェイトを追加する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 20

（１）５ Kg （２）９ Kg

（３）１４ Kg （４）１６ Kg

（５）２０ Kg （６）２５ Kg

（７）３０ Kg （８）３５ Kg

メイン・ロータ・ブレードのトラッキング調整で、あるブレードを下げる方法として
（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。

重量２，０００kgのヘリコプタの重心位置が基準線後方１，５００mmにあるとき、
重心位置を１０mm前方に移動するためには基準線後方２，５００mmの位置にある
荷物室から何Kgの荷物を下ろせばよいか。次のうち最も近い値を選べ。
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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

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 １ ０ ３ ０

資　　格 二等航空整備士 （ 滑空機 ）動力・上級 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間  

２整・滑（動、上）・機　- 1/８-

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。
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問1 標準大気の説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）空気は乾燥した完全ガスであること。

（２）海面上における温度が 20℃ であること。

（３）海面上の気圧が、水銀柱で 760 mm であること。

（４）海面上からの温度が －56.5℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/1000m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（５）海面上における空気密度は 0.12492 kg・s2/m4 であること。

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）気圧と気温の変化に関係しない。

（2）気圧と気温の変化に比例する。

（3）気温の変化に比例し気圧の変化に反比例する。

（4）気圧の変化に比例し気温の変化に反比例する
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（4）気圧の変化に比例し気温の変化に反比例する。

問3 揚力係数と迎え角の関係で次のうち誤っているものはどれか。

（１）揚力係数は、迎え角が大きくない間は迎え角の増加とともに直線的に増加する。

（２）失速領域に入る迎え角は、最大揚力係数時の迎え角より数度手前にある。

（３）迎え角が負（マイナス）の場合にも失速領域はある。

（４）対称翼型を除きゼロ揚力角は負（マイナス）の迎え角である。

問4 安定性について次のうち正しいものはどれか。

（１）安定性に重心位置はほとんど関係しない。

（２）動揺の振幅が次第に変化していく性質を静安定という。

（３）復元力が生ずるか生じないかという性質を動安定という。

（４）静安定が負である飛行機は動安定も負である。
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問5 層流と乱流の性質で（Ａ）～（D）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）乱流は層流よりも境界層が厚い。

（Ｂ）層流は乱流より摩擦抵抗が大きい。

（Ｃ）層流は剥離しにくく、乱流は剥離しやすい。

（Ｄ）層流中での流速は一定であるが、乱流では流速が不規則に変化している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問6 地面効果について（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）地面効果により誘導抗力が増大し同一迎え角では揚力係数が増大する。

（Ｂ）吹き下ろし角の減少により機首下げモーメントが増大する。
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（ ）吹 減 機 。

（Ｃ）バルーニング現象は地面効果によるものと考えられる。

（Ｄ）翼の縦横比が小さいほど地面の影響を受けやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問7 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は小さくなる。

（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大となる。

（D）アスペクト比が大きければ失速速度は小さくなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問8 翼面積284㎡、翼幅48 m の翼の場合、縦横比はいくらか。

下記のうち最も近い値を選べ。

（１）８

（２）１０

（３）１２

（４）１４

（５）１６

（６）１８

（７）２５

（８）３０

問9 風圧中心及び空力中心に関する説明で（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）風圧中心とはある翼断面において翼上面に働く空気力の合力作用線と翼弦線の交点を
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　　　いい、圧力中心ともいう。

（Ｂ）風圧中心は迎え角が大きくなると前縁側に移動し、逆に迎え角が小さくなると

　　　後縁側に移動する。

（Ｃ）空力中心とは翼型の中心と風圧中心が一致しないことによって生じる回転力

　　（空力モーメント）が迎え角を変えても一定に保たれる基準点をいう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し

問10 翼に関する説明で（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）上反角とは、機体を水平に置いたとき、翼を前方から見て翼端が翼根元に対して高く

　　　なっていく度合いを水平面に対してなす角度をいう。

（Ｂ）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。

（Ｃ）迎え角とは、機体に当る気流の方向と翼弦線とのなす角度をいう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し
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問11 修理後の羽布の引張強度は元の強度の何パーセント以上なければならないか、次のうち

正しいものはどれか。

（１）60 %

（２）70 %

（３）80 %

（４）90 %

（５）100 %

問12 鋼やアルミニウムの応力－ひずみ線図の説明で（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）鋼において、永久ひずみによる材料の変形のことを塑性変形という。

（Ｂ）鋼において、降伏点をすぎてさらに荷重をかけるとひずみと応力がともに減少し
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　　　破断にいたる。

（Ｃ）アルミニウム合金の降伏点は鋼と比較して明確ではない。

（Ｄ）鋼において、降伏点をすぎて荷重を取り除けば永久ひずみは残らない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問13 アルミニウム合金の特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）比強度は金属材料中最も大きい。

（Ｂ）一般に500 ℃ を越えると強度が低下する。

（Ｃ）耐食性があるので防食処理は不要である。

（Ｄ）熱膨張係数は鋼の約1/2 である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問14 マグネシウム合金の特質で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）純マグネシウムは実用金属中最も軽い。

（Ｂ）200～300℃に加熱すると延性が増し加工性が良くなる。

（Ｃ）切削くずが発火したら砂や水をかけて消火する。

（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15 垂直尾翼の説明で（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、垂直安定板と方向舵から構成されている。

（Ｂ）飛行機の方向安定を保ち方向の制御を行う。

（Ｃ）胴体への取付角は、プロペラの後流を考慮して機軸からオフセットにしている

　　　ものもある。
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。

（Ｄ）方向舵は主操縦翼面の一つである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 フェール・セーフ構造の基本方式で（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）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ようになって

　　　いる構造をダブル構造という。

（Ｂ）一つ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

　　　の部材と同等又はそれ以上の強度を持たせている構造をロード・ドロッピング

　　　構造という。

（Ｃ）規定の荷重を一方の部材が受け持ち、その部材が破損した時に他方がその代わ

　　　りをする構造をバック・アップ構造という。

（Ｄ）硬い補強材を当て割当量以上の荷重をこの補強材が分担する構造をレダンダン

　　　ト構造という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問17 異種金属を接触させた場合、腐食が最も起りにくい組合せは次のうちどれか。

（１）マグネシウム合金とアルミニウム合金

（２）マグネシウム合金とチタン合金

（３）カドミウムとニッケル

（４）亜鉛と銅

（５）アルミニウム合金とカドミウム

問18 気圧高度計でその場所の気圧を知るための方法について次のうち正しいものはどれか。

（１）気圧補正目盛りを29.92 in-Hg に合わせる。

（２）気圧補正目盛りを海面上の気圧に合わせる。

（３）高度計の指針を"0"Ft に合わせる。

（４）高度計の指針をその場所の標高に合わせる。
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問19 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して先細翼にする。

（Ｂ）翼端側の取付角を根元部より大きくして幾何学的捻り上げをつける。

（Ｃ）翼端部の翼型を変更して空力的捻り上げをつける。

（Ｄ）翼根部にフィレットを装備する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問20 機体重量 1,500 lbs、重心位置が基準線後方 5 in の飛行機の重心位置を、基準

線後方 2 in とするには、基準線前方 20 in の場所に何 lbs の荷物を搭載すれ

ばよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

 

（１） 50

（２） 100

（３） 150

（４） 170

（５） 200

（６） 250

（７） 300
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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。 

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕

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 Ｌ１ＡＸ０９１０３０

一運整・飛行機・機体1/4数]



問 1   耐空性審査要領において安全離陸速度は次のうちどれか。

　　　（１）   V1 　　　（２）   V2

　　　（３）   VR 　　　（４）   VTOSS

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）   層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。                              

　　　（２）   流速は層流、乱流に拘わらず規則的に変化している。    

　　　（３）   乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。                              

　　　（４）   乱流は層流よりも境界層の厚さが厚い。                                

問 3　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   距離1nm（海里）は1.85kmである。 　　　（２）   圧力1気圧は14.7inHgである。

　　　（３）   長さ1inは25.4mmである。 　　　（４）   重量1kgは2.2lbである。

問 4   翼に関する用語の説明で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

　　　（２）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

　　　（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   翼面荷重に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼面荷重が大きくなると最大巡航速度が小さくなる。　　　　翼

　　　（２）   翼面荷重が大きくなると着陸速度が大きくなる。

　　　（３）   翼面荷重が大きくなると旋回半径が小さくなる。　　　　　 　

　　　（４）   翼面荷重が大きくなると航続距離が大きくなる。

問 6　主翼のウイング・レットの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   誘導抗力を減少させる。         　　　（２）   横滑りを防止する。

　　　（３）   臨界マッハ数を上げる。         　　　（４）   高速バフェットを防止する。

問 7   後退翼の特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   気流のアウト・フローが少なく、翼端での揚力が大きい。

　　　（２）   高速での方向安定が悪い。

　　　（３）   衝撃波が発生しやすい。            

　　　（４）   上反角効果がある。

問 8   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 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）   舵面バランスの不均衡による、ばたつき現象をいう。

　　　（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）   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。

　　　（４）   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。

一運整・飛行機・機体2/4数]



問10   安定性に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   主翼の大きさ、尾翼の大きさ、重心位置などが安定性に関係する。

　　　（２）   静安定と動安定は互いに影響しない。

　　　（３）   長い周期の縦揺れ運動をヒュゴイド運動という。

　　　（４）   方向安定が弱く、横安定が強すぎるとダッチロールを起こしやすい。

問11   フェール・セイフ構造の基本方式として次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   硬い補強材を当てた構造をダブル構造方式という。

　　　（２）   数多くの部材からなり、それぞれの部材は荷重を分担して受け持つ構造をレダンダント構造方式という。　

　　　（３）   １個の大きな部材を用いる代りに２個以上の小さな部材を結合して、1個の部材と同等又はそれ以上の

　　　　　　　強度を持たせる構造をバックアップ構造方式という。

　　　（４）   ある部材が破壊したとき、その部材の代りに予備の部材が荷重を受けもつ構造をロード・ドロッピング 　

　　　　　　　構造方式という。

問12   金属のクリ－プ現象に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   周囲温度が常温以下では顕著に進行する。

　　　（２）   材料を長時間高温にさらしておくと著しく進行する。

　　　（３）   一般に内部組織の不安定な材料がクリープに弱い。

　　　（４）   高応力が長時間かかっても安定した応力であればクリープは発生しない。

問13   アルミニウム合金に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ５０５６はマグネシウムを含有しており、ＡＤリベットに使用されている。

　　　（２）   ２０１７は一般にジュラルミンと呼ばれている。

　　　（３）   ２０２４は加工性、耐食性ともに良好であり機体構造に広く使用されている。

　　　（４）   ７０７５は加工性が良いため、翼端などに使用されている。

問14   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15   機上消火器のうちエンジン火災に使用されている消火剤は次のうちどれか。

　　　（１）   水　　　　　　　　　　　　 　　　（２）   炭酸ガス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（３）   ハロンガス　　　　　　　　　 　　　（４）   ドライケミカル

問16   トリム・タブに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機速に応じて舵角を変化させ、舵の効きを良くしている。

　　　（２）   あらかじめ固定することで飛行中の機体姿勢を安定させている。

　　　（３）   舵と反対方向に作動することで操舵力を軽減している。

　　　（４）   操縦席から任意の位置にセットし保舵力を軽減している。

問17   油圧系統に装備されているシーケンス・バルブの目的について次のうち正しいものはどれか。        

　　　（１）   作動液の流量を制限する。              

　　　（２）   ポンプの吐出圧力が低下した時にバック・アップする。 

　　　（３）   作動液の流速が制限値を越えると油路を遮断する。

　　　（４）   複数の機構の作動順序を決定する。

一運整・飛行機・機体3/4数]



問18   図のロジック回路のバイナリ信号の組み合わせで次のうち誤っているものはどれか。

A B C Ａ

（１） 0 0 0

（２） 1 0 1

（３） 0 1 1 Ｂ

（４） 1 1 1

問19   １００ボルトの電源で使用する５００ワットの電熱器の抵抗は何オームか。次の中から選べ。

　　　（１）   ２Ω 　　　（２）   ５Ω

　　　（３）   ２０Ω 　　　（４）   ２５００Ω

問20   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21   レーザ・ジャイロの主要構成品で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   反射鏡 　　　（２）   プリズム

　　　（３）   プラットホーム 　　　（４）   光検出器

問22   磁気コンパスを機体に装着したままで修正できる誤差は次のうちどれか。

　　　（１）   摩擦誤差 　　（２）   北旋誤差   

Ｃ

　　　（３）   取付誤差 　　　（４）   加速度誤差 

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）   静圧  　　　（２）   外気温度

　　　（３）   ピト－圧      　　　（４）   マッハ数

問24   ＦＭＳにより飛行する場合に自機の位置を補正するため利用しているもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   複数のＤＭＥ局 　　　（２）   エンジン推力

　　　（３）   電波高度計 　　　（４）   地上のＮＤB局

問25   ヨー・ダンパの機能について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ヨ－・ダンパは釣合旋回のため方向舵を作動させる。

　　　（２）   ヨ－・ダンパはタックアンダを防止する。

　　　（３）   ヨ－・ダンパはダッチ・ロールを防止する。

　　　（４）   ヨ－・レ－ト・ジャイロは旋回率（ヨ－角速度）を検知する。

一運整・飛行機・機体4/4数]



　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがある場合は、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。 

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号 Ｌ１HＸ０９１０３０

Ｍ１０

資　格
一等航空運航整備士
（回転翼航空機）

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VTOSS とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   最大運用速度

　　　（２）   Ａ級回転翼航空機における安全離陸速度

　　　（３）   Ｂ級回転翼航空機における離陸決心点速度

　　　（４）   安全着陸速度

問 2   耐火性材料に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   第１種耐火性材料は、鋼と同程度又はそれ以上熱に耐え得る材料をいう。

　　　（２）   第２種耐火性材料は、耐熱合金と同程度又はそれ以上熱に耐え得る材料をいう。

　　　（３）   第３種耐火性材料は、発火源を取り除いた場合、危険な程度には燃焼しない材料をいう。

　　　（４）   第４種耐火性材料は、点火した場合、激しくは燃焼しない材料をいう。

問 3   ベンチュリ管のくびれた部分を気流が通過するときの流速及び圧力（静圧）について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   流速は大で圧力は低い。 　　　（２）   流速は一定で圧力は高い。         　　　 

　　　（３）   流速は大で圧力は一定である。 　　　（４）   流速は小で圧力は高い。           　　　

問 4　標準大気の定義で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   空気が乾燥した完全ガスであること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱の1013 mm であること。

　　　（４）   海面上の空気密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 5   翼の風圧中心が前方へ移動するのは次のうちどれか。

　　　（１）   水平飛行のとき 　　　（２）   迎角を大きくしたとき

　　　（３）   飛行速度を増加したとき 　　　（４）   迎角を小さくしたとき

問 6　メイン・ロータ・ブレードのドラッギング運動（リード・ラグ角）について、次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   発動機出力が大きくなると遅れ角は大きくなる。

　　　（２）   始動時は進み角である。

　　　（３）   オートローテーション時の遅れ角は、正規飛行状態よりも大きくなる。

　　　（４）   遅れ角が最大になるのはロータ停止時である。

問 7   ヘリコプタが地面効果を顕著に得られる高度は次のうちどれか。

　　　（１）   地面からブレード回転面までの高さが、メイン・ロータの直径まで

　　　（２）   地面からブレード回転面までの高さが、メイン・ロータの半径の１／２まで

　　　（３）   地面からブレード回転面までの高さが、メイン・ロータの半径まで

　　　（４）   地面から脚までの高さが、メイン・ロータの半径まで

問 8   高度-速度包囲線図（Ｈ-Ｖ線図）に用いられる高度は次のうちどれか。

　　　（１）   気圧高度　　 　　　（２）   対地高度　　　

　　　（３）   密度高度　　　　 　　　（４）   絶対高度

問 9   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）   プロペラ状態 　　　（２）   ボルテックス・リング状態　　　

　　　（３）   スコアリング状態 　　　（４）   ウィンドミル状態

一運整・回転翼・機体2/4数]



問10   エンジンとギアボックスとを結合するフレキシブル・カップリングの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   トーマス・カップリング 　　　（２）   マーマン・カップリング

　　　（３）   ダイアフラム・カップリング 　　　（４）   カマティック・カップリング

問11　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12   240rpmで回転するブレードの3/rev振動の振動数で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）     4 Hz　　 　　　（２）   12 Hz　　　

　　　（３）   16 Hz　 　　　（４）   60 Hz

問13　一般的に滑油圧力計に使われている作動メカニズムは次のうちどれか。

　　　（１）   ブルドン管　　　 　　　（２）   空盒　　　　　

　　　（３）   ベローズ　　　　　 　　　（４）   バイメタル

問14   標準大気状態の海面高度近くをヘリコプタが速度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15　アルクラッドの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   強度を増加させる。 　　　（２）   加工性を良くする。

　　　（３）   耐摩耗性を良くする。 　　　（４）   耐食性を良くする。

問16   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17   次のプラスチック材のうち熱硬化性樹脂はどれか。

　　　（１）   ポリアミド樹脂 　　　（２）   フッ素樹脂

　　　（３）   フェノール樹脂            　　　　 　　　（４）   塩化ビニル樹脂          　　　　   

問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）   シャトル・バルブ　　　 　  

　　　（３）   リリーフ・バルブ 　　　（４）   セレクタ・バルブ

問19　１２Ωの抵抗２個と６Ωの抵抗１個を並列に接続したときの合成抵抗値で次のうち正しいものどれか。　　　

　　　（１）　　３Ω    　　　（２）　　６Ω   

　　　（３）　１２Ω  　　　（４）　３０Ω

一運整・回転翼・機体3/4数]



問20　Ni-Cd バッテリについて次のうち誤っているものはどれか。　　　

　　　（1）　電解液は水酸化カリウム水溶液で、充放電による比重の変化はないが、補水は必要である。

　　　（2）　単セル当たりの電圧は鉛バッテリと比較して低い。

　　　（3）　大電流の充放電によく耐え、充電による温度上昇に配慮する必要はない。　　

　　　（4）　低温や振動に対して鉛バッテリより強い。

問21   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22　磁気コンパス・ケース内の液体の目的について次のうち正しいのはどれか。

　　　（１）   フロートの歳差運動を遅らせる。　　　

　　　（２）   自差による誤差を少なくする。

　　　（３）   フロートの動揺を制限する。　　

　　　（４）   錆止め

問23　静圧孔が機体の左右に装備されている目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   どちらかが閉塞した場合に備えている。

　　　（２）   左は左席の計器用、右は右席の計器用である。

　　　（３）   気流の乱れ等による誤差を少なくしている。

　　　（４）   どちらか一方は自動操縦装置用である。

問24   ＤＭＥに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）    質問器はＤＭＥ局に向けて約1.000ＭＨｚの電波で質問パルスを発射する。

　　　（２）    ＤＭＥは航空機に搭載している質問器と地上設備の応答器とで構成されている。

　　　（３）    航空機からＤＭＥ局までの地上距離を求めＤＭＥ指示器に表示する。

　　　（４）    ＤＭＥはDistance Measuring Equipmentの略である。

問25   計器着陸装置（ILS）の構成機器で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   電波高度計、DME、マ－カ・ビ－コン

　　　（２）   電波高度計、グライド・パス、ロ－カライザ

　　　（３）   DME、グライド・パス、マ－カ・ビ－コン

　　　（４）   グライド・パス、ロ－カライザ、マ－カ・ビ－コン

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。 

Ｌ２ＡＸ０９１０３０

Ｍ１１

資　格
二等航空運航整備士

（飛行機）
題数及び時間 ２５題　　１時間

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号

二運整・飛行機・機体1/4



問 1   耐空性審査要領においてVNE とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   失速速度 　　　（２）   設計運動速度

　　　（３）   超過禁止速度 　　　（４）   最大突風に対する設計速度

問 2   標準大気の定義で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   空気が乾燥した完全ガスであること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱の1013 mm であること。

　　　（４）   海面上からの温度が-56.5 ℃（-69.7○Ｆ）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とする。

　　　（５）   海面上の密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 3　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   長さ1inは25.4mmである。 　　　（２）   重量1lbは2.2kgである。

　　　（３）   距離1nm（海里）は1.85kmである。 　　　（４）   1気圧は760mmHgである。

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   縦横比を表す式で次のうち正しいものはどれか。ただし、ｃを平均翼弦長、ｂを翼幅、Sを翼面積とする。

　　　（１）   ｃ２／S 　　　（２）   S／ｃ２

　　　（３）   ｂ２／S 　　　（４）   S／ｂ２

問 6   空力平均翼弦に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   矩形翼は翼弦長と一致する。

　　　（２）   先細翼は作図により近似値が求められる。

　　　（３）   楕円翼は一般的に作図により求める。

　　　（４）   作図による方法は簡略法で、正確には計算により求める。

問 7   失速について次のうち正しいものはどれか。  

　　　（１）   抗力が増して速度が急激に減少することである。      

　　　（２）   翼上面で境界層がはく離し急激に揚力が減少することである。  

　　　（３）   翼上面の気流が乱れ、急激に圧力が低くなることである。

　　　（４）   翼に対する空気の速度が急激に減少することである。

問 8   バンク角４５°で旋回する機体にかかる荷重倍数で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ０.７ 　　　（２）   １

　　　（３）   １.４ 　　　（４）   ２

問 9   スタビレータに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   小さい面積でも操縦性が良い。

　　　（２）   後縁部にバランス・タブを取り付ける必要がある。

　　　（３）   舵角が小さくても舵の効きは良い。

　　　（４）   昇降舵の代わりに水平尾翼全体を動かしている。

二運整・飛行機・機体2/4



問10   保舵力の軽減を目的とするタブで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バランス・タブ 　　　（２）   サーボ・タブ

　　　（３）   トリム・タブ 　　　（４）   スプリング・タブ

問11   セミモノコックの胴体構造で主としてねじり応力を受け持つものは次のうちどれか。

　　　（１）   ストリンガ 　　　（２）   スキン

　　　（３）   フレーム 　　　（４）   バルクヘッド

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   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14   メッキの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   カドミウム・メッキは合金鋼の耐食性を向上させる。

　　　（２）   クローム・メッキは高温部の焼き付きを防止する。

　　　（３）   ニッケル・メッキは耐摩耗性を向上させる。

　　　（４）   銀メッキは摩耗部の寸法を回復させる。

問15   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16   鋼の熱処理のうち、脆さを減じて内部応力を取り除き強靱にするものは次のうちどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

問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   着陸装置のショック・ストラット内に充填されているもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ケロシンと空気 　　　（２）   ケロシンと作動油

　　　（３）   作動油とフレオンガス 　　　（４）   作動油と窒素ガス

二運整・飛行機・機体3/4



問19　１２μFのコンデンサー２個と６μFのコンデンサー１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）　　６μF   

　　　（３）　１２μF  　　　（４）　３０μF

問20   未知抵抗に６Ｖの電圧を加えたら、５Ａの電流が流れた。抵抗値は次のうちどれか。

　　　（１）   ０.８Ω         　　　（２）   １.２Ω        

　　　（３）   ３０Ω           　　　（４）   ３６Ω

問21   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で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22   気圧高度計の指針を０ftに合わせたときの小窓の指示で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   その地点の仮想海面上の気圧 　　　（２）   その地点の気圧

　　　（３）   標準大気の海面上の気圧 　　　（４）   29.92 inHg

問23   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）   赤色、橙色、青色　 　　　（２）   赤色、白色、橙色

　　　（３）   緑色、赤色、青色 　　　（４）   青色、橙色、白色

問24   ADFの誤差の種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   位相誤差 　　　（２）   夜間誤差

　　　（３）   ティルト誤差 　　　（４）   海岸線誤差

問25   左右の静圧孔が接続されている理由について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   どちらかが閉塞した場合に備えている。

　　　（２）   横風などによる誤差を防ぐため

　　　（３）   水分が混入した場合のドレン

　　　（４）   片側のみでは圧力が不足し指示ができないため

二運整・飛行機・機体4/4



　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。 

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）

Ｌ２ＧＸ０９１０３０科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 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ＶＡ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）   設計ウィンチ曳航速度

　　　（４）   エアブレーキ又はスポイラを操作する最大速度

問 2   動圧に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   空気密度に反比例する。　　　　 　　　（２）   速度に比例する。

　　　（３）   速度の2乗に比例する。　　　 　　　（４）   空気密度の2乗に比例する。

問 3   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。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ である。

　　　（３）   海面上の密度は0.12492 kg･s
２

/m
４

である。

　　　（４）   海面上からの温度が-60 ℃になるまでの温度こう配は、-6.5 ℃/ｍであり、それ以上の高度　

　　　　　　　では温度は一定とする。

問 4   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 5　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）   摩擦抗力 ＋ 誘導抗力

　　　（３）   圧力抗力 ＋ 摩擦抗力

　　　（４）   有害抗力 ＋ 誘導抗力

問 6   滑空距離を長くする方法で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼面荷重を大きくする。

　　　（２）   滑空速度を上げる。

　　　（３）   最大迎え角をとる。

　　　（４）   揚抗比が最大となる飛行姿勢をとる。

問 7   標準大気状態の海面高度近くを滑空機が速度５４km／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）   1.875 Kg/m2 　　　（２）   14.06 Kg/m2

　　　（３）   28.13 Kg/m2 　　　（４）   56.26 Kg/m2

問 8　水平尾翼の作用について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   偏揺れの釣り合いを保つ。　　　　　 　　　（２）   縦の静安定を保つ。

　　　（３）   主翼の揚力の不足分を補う。 　　　（４）   尾部の揚力を受け持つ。

問 9   滑空時の力の釣り合いで次のうち正しいものはどれか。ただし、滑空角をθとする。

　　　（１）   Ｌ＝Ｗcosθ　　　　　 　　　（２）   Ｄ＝Ｗtanθ　　　　　　

　　　（３）   Ｌ＝Ｗtanθ        　 　　　（４）   Ｄ＝Ｗcosθ

二運整・上滑・動滑・機体2/4数]



問10   右図の三角トラスのＢ点に４tの荷重をかけた場合、部材ＢＣに発生する軸力は次のうちどれか。

　　　（１）   ２.８３t

　　　（２）   ４.００t

　　　（３）   ５.６６t

　　　（４）   ６.９３t

問11   保舵力の軽減を目的とするタブで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バランス・タブ 　　　（２）   サーボ・タブ

　　　（３）   スプリング・タブ 　　　（４）   トリム・タブ

問12   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13   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14   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）   腐朽   

　　　（３）   あて   　　　（４）   かぶり            

　　　（５）   もめ

問15　ワッシャの使用目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ボルトの表面処理部の保護

　　　（２）   ボルトのねじ部の保護

　　　（３）   締め付け力を分散する。

　　　（４）   締め付けトルクを増す。

問16　複合材料の特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   腐食に弱い。 　　　（２）   熱による膨張の影響が少ない。

　　　（３）   クラックの進行が速い。 　　　（４）   繰り返しによる疲労強度が低い。

問17   アクリル樹脂で製作されているもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   客室ウインド　　　　　　 　　　（２）   安全ベルト

　　　（３）   電気絶縁材               　　　（４）   ホース

問18   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

Ｃ

Ａ  B

 ４５° ４t

二運整・上滑・動滑・機体3/4数]



問19   ＦＲＰの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ＡＦＲＰ 　　　（２）   ＢＦＲＰ

　　　（３）   ＣＦＲＰ 　　　（４）   ＤＦＲＰ

問20   １２μFのコンデンサー２個と６μFのコンデンサー１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）　　６μF   

　　　（３）　１２μF  　　　（４）　３０μF

問21   鉛バッテリの日常点検に必要なもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   メガー               　　　（２）   電流計

　　　（３）   比重計                  　　　（４）   湿度計

問22   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23   磁気コンパスを機体に装着したままで修正できる誤差で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   北旋誤差   　　　（２）   取付誤差

　　　（３）   摩擦誤差 　　　（４）   加速度誤差 

問24   昇降計の指示が水平飛行に戻っても"0"に戻らなかった原因で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   動圧管の漏れ 　　　（２）   静圧管の漏れ

　　　（３）   毛細管の詰まり 　　　（４）   静圧管の詰まり

問25   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）   警戒速度 　　　（２）   超過禁止速度

　　　（３）   失速速度 　　　（４）   着陸禁止速度

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」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。

資　　格 一等航空整備士　（飛　行　機）

Ｔ１ＡT１７１０３０

注 意

記　　　　号

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M16

科　　目 タービン発動機　〔科目コード１７〕

題数及び時間 ２５ 題　　１ 時間 ３０ 分

（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。

配 点

判定基準

一整（飛）　タービン　　- 1／8 -



問 １ 気体の比熱の説明で（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） 比熱には、気体を加熱するときの状態によって定容比熱と定圧比熱の 2 種類がある。
（Ｂ） 定容比熱の方が定圧比熱より大きい。
（Ｃ） 容積一定の状態（密閉容器）で 1 kg の気体の温度を 1 ℃ 上昇させるのに必要な熱量

を定容比熱という。
（Ｄ） 定容比熱と定圧比熱との比を比熱比という。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 完全ガスの性質で（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） ボイル・シャルルの法則とは「一定量の気体の容積は圧力及び絶対温度に反比例する」
ことである。

（Ｂ） 内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。
（Ｃ） ボイルの法則とは「温度が一定状態では、気体の容積は絶対圧力に反比例する」こと

である。
（Ｄ） シャルルの法則とは「圧力が一定の状態では、気体の容積は密度に比例する」ことで

ある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 下図はタービン・エンジンのサイクルを示すものであるが、ターボファン・エンジンにお
ける「断熱膨張」が行われている部分で次のうち正しいものはどれか。

（１） 1 ～ 2
（２） 2 ～ 3
（３） 3 ～ 4 ～ 5
（４） 3 ～ 4 ～ 6 ～ 7
（５） 5 ～ 1

問 ４ 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） 加速・減速に時間を要しない。
（Ｂ） エンジン重量当たりの出力が小さい。
（Ｃ） 滑油の消費量が多い。
（Ｄ） 往復部分を持たず回転部分で構成されているため振動が極めて少ない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ５ ターボプロップ・エンジンの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） プロペラの駆動には減速装置が必要である。
（Ｂ） ターボプロップ・エンジンのフリータービン軸はコンプレッサを駆動しない。
（Ｃ） 排気ガスによる推進力は総出力の約 10 % である。
（Ｄ） エンジン出力は一般的にプロペラ駆動トルクで設定する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ６ ターボジェット・エンジン及びターボファン・エンジンの総スラストは lb または kg で
表されるが、その理由で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） ターボジェット・エンジン及びターボファン・エンジンの出力は排気ガス噴流によ
り推力を得るため、ニュートンの第二法則が適用できる。

（Ｂ） ターボジェット・エンジン及びターボファン・エンジンは静止状態で運転している
と、時間的に計測できる移動量がないため馬力を使って性能を表すことができない。

（Ｃ） 馬力は単位時間当たりの仕事量の単位であるため、ターボジェット・エンジン及び
ターボファン・エンジンにおいては飛行速度があるときのみ使用できる。

（Ｄ） ターボジェット・エンジン及びターボファン・エンジンは飛行速度がゼロの場合で
も、米国では 2.5 lb、英国では 2.6 lb の推力が発生すると仮定し、静止スラスト、米 . 、英 . 推 発 す 仮定 、静
を求めることができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ タービン・エンジンの軸馬力（PS）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 出力軸の回転数 ： 6,000 rpm
・ パワー・タービン軸トルク ： 55 kg・m
・ 円周率 ：  3 .14

（１） 460 （２） 489
（３） 495 （４） 502
（５） 510

問 ８ 大気の状態とエンジン推力との関係で次のうち誤っているものはどれか。

（１） 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、推力は
大きくなる。

（２） 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、
推力は大きくなる。

（３） 推力はラム抗力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
ラム効果の影響があるため推力は減少する。

（４） 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、気温の低下の影響よりも気圧の減少の影響が大きいため、飛行高度の増加と
ともに実際の推力は低下する。
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問 ９ 飛行機の推進効率（％）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 飛行高度　 ： 25,000 ft
・ 巡航速度 ： 800 ft / sec
・ 排気ガス速度 ： 19,680 inch / sec

（１） 8 （２） 66
（３） 72 （４） 77
（５） 92

問 10 エンジン定格に関する説明で（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） グランド・アイドルとは、地上でエンジンが安定して回転し得る最小出力状態で、離
陸推力の 5 ～ 8 % の出力の場合が多い。

（Ｂ） 最大巡航定格とは、巡航時に保証されるエンジンの最大推力で、通常、離陸推力の 
80 % 前後の出力である。

（Ｃ） 最大連続定格とは、緊急時の使用を想定した地上または空中で連続して出すことがで
きる最大推力で、離陸推力の 90 % 前後の出力である。

（Ｄ） 最大上昇定格とは上昇時に保証されるエンジンの最大推力で、使用時間の制限は無い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 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 12 エンジン構造に関する説明で（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） コア・エンジンとはファン・セクションを含む高圧圧縮機、燃焼室および高圧タービ
ンから構成される部分である。

（Ｂ） ガス・ジェネレータとは圧縮機と燃焼室を除くガス・タービンの構成部分である。
（Ｃ） ファン・セクションは圧縮機の一部であり独立したモジュール構造としては取り扱わ

ない。
（Ｄ） ホット・セクションとは直接低温の燃焼ガスにさらされる燃焼室、タービンおよび排

気ノズルの部分をいう。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 13 タービン・エンジンに使用されるストール防止構造で次のうち誤っているものはどれか。

（１） 可変ステータ・ベーン
（２） 抽気弁
（３） アクティブ・クリアランス・コントロール
（４） 多軸コンプレッサ・ロータ

問 14 タービン・エンジンの燃焼器内の状態で（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） 燃焼領域での空燃比は 40 ～ 120 対 1 である。
（Ｂ） 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。
（Ｃ） 燃焼領域における燃焼ガス温度は 1,600 ～ 2,000 ℃ である。
（Ｄ） 燃焼室を通過する総空気量に対する一次空気流量の割合は約 25 % である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 軸流タービンの作動原理で（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） ノズルと動翼一組（一段）のガス膨張のうち動翼が受け持つ膨張の割合を膨張度と
いう。

（Ｂ） ノズルおよび動翼の両方でガスの膨張・減圧が行われるものを反動タービンという。
（Ｃ） ガスの膨張が全てノズル内で行われ動翼では行われないものを衝動タービンという。
（Ｄ） 動翼の長手方向にひねりを与えガスの膨張仕事を動翼の全長にわたって均等にした

ものを反動衝動タービンという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 航空燃料 Jet Ａ-1 に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） ワイド・カット系で低温での着火性に優れている。
（２） ワイド・カット系で引火点が高い。
（３） ケロシン系で発火点が高く引火点が低い。
（４） ケロシン系で析出点が高いので凍結しやすい。
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問 17 点火栓に関する説明で（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） 機能は、エキサイタでつく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） 耐空性審査要領では、2 個以上の点火栓及び 2 個以上の独立した 2 次回路を有しな

ければならないと規定されている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエン
ジン制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ
（Ｂ） エンジン燃料流量
（Ｃ） ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉（ ） 防 用 リ 開閉
（Ｄ） コンプレッサ・バリアブル・ステータ・ベーン角度

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 排気ガス温度計システムに関する説明で（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） 一般に数本のプローブを並列に結線している。
（Ｂ） 熱起電力を応用したサーモカップルが用いられている。
（Ｃ） プローブは一般に電気抵抗式が用いられている。
（Ｄ） 数本のプルーブの最高値を指示する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 滑油系統のホット・オイル・タンク・システムに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 滑油タンクを加熱して発動機の暖気運転を不要とするシステム
（２） 滑油がタンクへ戻る前に暖かいブリード・エアで熱交換するシステム
（３） 高温のスカベンジ・オイルが直接タンクへ戻るシステム
（４） エンジン始動時、オイル・クーラを通さないで潤滑するシステム
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問 21 タービン・エンジンの排出規制に関する説明で（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） エンジンの運転状態により一酸化炭素、窒素酸化物、未燃焼炭化水素を排出する。
（Ｂ） アイドリング中 CO は多いが、HC と NOx はほとんど出さない。
（Ｃ） 低出力時は二酸化炭素のみを排出する。
（Ｄ） 高出力時は一酸化炭素の排出量が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 定速プロペラの前進角に関する説明で（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） 巡航時は、離陸滑走中よりプロペラ回転数は少ないが機速が大きいので前進角は最大
となる。

（Ｂ） 合成ベクトル（Vr）とプロペラ回転面のなす角（φ）である。
（Ｃ） ラセン角とも呼ばれる。
（Ｄ） 上昇中は、離陸滑走中より前進角は大きくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 プロペラのすべりに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 推力馬力をトルク馬力で割った効率と同じである。
（２） 羽根角から前進角を引いた迎え角のことである。
（３） 幾何ピッチと有効ピッチの差である。
（４） ピッチのプロペラ直径に対する比である。

問 24 プロペラの疲れ破壊が発生する原因で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 空気がプロペラ回転面に対して直角に流入しない場合
（Ｂ） プロペラを構造上の共振振動数域の回転数付近で運用した場合
（Ｃ） 羽根先端と胴体間のプロペラ間隙が不十分な場合
（Ｄ） プロペラ回転面を通る空気流の分布が均等である場合

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 25 次の文の（　）の中に適合する語句の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。
（１）～（４）の中から選べ。

不作動エンジンのプロペラの羽根を飛行機の進行方向に流し、プロペラ抗力が最小になる位
置へピッチを変えることを（ア）といい、逆に（ア）から正常飛行位置へピッチをもどすこ
とを（イ）という。

（ア） （イ）
（１） リバース ・ フェザリング
（２） アン・フェザ ・ フェザリング
（３） フェザリング ・ アン・フェザ
（４） リバース ・ アン・フェザ
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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。

注 意

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 一等航空整備士　（回転翼航空機）

記　　　　号

M17

科　　目 タービン発動機　〔科目コード１７〕

題数及び時間 ２５ 題　　１ 時間 ３０ 分

Ｔ１ＨT１７１０３０

（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。

配 点

判定基準
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問 １ 航空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） より多くの有償荷重や長い航続距離を可能とするため、エンジン出力に対し可能な
限り小型・軽量であることが求められ、通常、推力燃料消費率により比較される。

（Ｂ） 少ない搭載燃料で有償荷重を増やしたり同じ搭載燃料で長い航続距離を得るため、
燃料消費率が低いことが求められ、通常、推力重量比により比較される。

（Ｃ） 長時間の使用に耐え、飛行中のエンジン停止を伴う重大故障の発生頻度が少ないこ
とが求められ、通常、機体構造の疲労強度により比較される。

（Ｄ） 航空機騒音の低減および有害排気成分の削減など環境適合性が求められている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 完全ガスの性質で（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） シャルルの法則とは「温度が一定状態では、気体の容積は絶対圧力に反比例する」（ ） ャ 法則 温度 定状態 、気体 積 絶対 反 例す 」
ことである。

（Ｂ） ボイルの法則とは「圧力が一定の状態では、気体の容積は絶対温度に正比例する」
ことである。

（Ｃ） 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。

（Ｄ） 内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスと見なされる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 熱力学の第 1 法則で（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、1 kcal の熱量は 426.9 kg・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） 熱エネルギと機械的仕事との間には、熱と機械的仕事は相互に変換することもできる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ４ 下図はタービン・エンジンのサイクルを示すものであるが、フリー・タービン型ターボシャ
フト・エンジンにおける「断熱膨張」が行われている部分で次のうち正しいものはどれか。

（１） 1 ～ 2
（２） 2 ～ 3
（３） 3 ～ 4 ～ 5
（４） 3 ～ 4 ～ 6 ～ 7
（５） 5 ～ 1

問 ５ 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） 回転部分だけで構成されているため振動が極めて少ない。
（Ｃ） 滑油を消耗する潤滑部分が無いため滑油の消費量は極めて多量である。
（Ｄ） 連続燃焼でエンジン重量当たりの出力が２倍以上である。（ ） 連続燃焼 重 り 倍以 あ 。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ６ ターボシャフト・エンジンに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 回転翼を効率良く使用するためには、特に減速装置は必要でない。
（２） 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。
（３） 排気ガスによる推進力は総出力の約 10 % である。
（４） 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。

問 ７ エンジンの馬力の単位で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 1 馬力は約 0.745 kw である。
（Ｂ） 1 馬力は 1 分間当たり約 550 ft・lb の仕事に相当する。
（Ｃ） 1 馬力は 1 分間当たり約 33,000 kg・m の仕事に相当する。
（Ｄ） 馬力は動力の単位すなわち単位時間当たりの仕事である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ８ タービン・エンジンの軸馬力（PS）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ エンジン回転数 ： 33,000 rpm
・ パワー・タービン軸トルク ： 15 kg・m
・ 円周率 ：  3 .14

（１） 11.51
（２） 345.40
（３） 690.80
（４） 754.23
（５） 800.55

問 ９ 大気の状態とエンジン推力との関係で（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） 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、気圧の低下の影響よりも気温の減少の影響が大きいため、飛行高度の増加とす 、気 低 影響 り 気温 減少 影響 大き 、飛行高度 増
ともに実際の推力は低下する。

（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、
推力は大きくなる。

（Ｃ） 推力はラム抗力によりある飛行速度までは一時的に減少するが、機速の増加に伴って
ラム効果の影響があるため推力は増加する。

（Ｄ） 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、推力は
大きくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 タービン・エンジンの軸受に関する説明で（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） ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ） ボール軸受のアウタ・レースは、一般に運転中すべりを生じないようになっている。
（Ｃ） ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ） ローラ軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 11 下図に示す減速装置のように、中間歯車軸にそれぞれ歯数の違う歯車（B）及び歯車（C）
をかみ合わせたとき、歯車（D）の回転数および回転方向で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 歯車（Ａ）の回転数 ： 6,000 rpm
・ 歯車（Ａ）の回転方向 ： 右回り
・ 歯車（Ａ）の歯数 ： 200
・ 歯車（Ｂ）の歯数 ： 400
・ 歯車（Ｃ）の歯数 ： 300
・ 歯車（Ｄ）の歯数 ： 450

（１） 800 rpm ： 右回り
（２） 1,500 rpm ： 左回り
（３） 1,800 rpm ： 右回り
（４） 2,000 rpm ： 右回り
（５） 18,000 rpm ： 右回り

問 12 パーティクル・セパレータに関する説明で（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） 砂塵や雪氷、その他の微粒異物がエンジンに入ることを防ぐ。（ ） 砂 や 氷、 他 微粒異物 入 防ぐ。
（Ｂ） 有害排気ガスを分離する。
（Ｃ） 空気の遠心力を利用する。
（Ｄ） インレット・スクリーンと併用する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 軸流コンプレッサのブリード・バルブが開いている時期で次のうち正しいものはどれか。

（１） 過回転時
（２） 低・中出力時
（３） ストール発生時のみ
（４） 離陸定格出力時

問 14 燃焼室・燃焼器の具備すべき条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 燃焼が安定でフレーム・アウトが起こらない。
（Ｂ） 圧力損失が大きい。
（Ｃ） 高空での再着火が容易である。
（Ｄ） 燃焼効率が低い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 15 タービン・エンジンの燃焼器内の状態で（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） 燃焼領域での空燃比は 14 ～ 18 対 1 である。
（Ｂ） 燃焼領域における燃焼ガス温度は 800 ～ 1,300 ℃ である。
（Ｃ） 燃焼器の内部は機能別に燃焼領域と混合・冷却領域とに分けられる。
（Ｄ） ケロシンの理論空燃比は容積比で約 15 対 1 である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 タービンに関する説明で（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） 軸流タービンのノズル・ガイド・ベーンはガス流の方向を決定するほか、膨張・減圧
も行う。

（Ｂ） ラジアル・タービンは、遠心圧縮機とガスの流れ方向及びロータの回転方向が同じで
ある。

（Ｃ） 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。

（Ｄ） 軸流タービンはタービン・ステータとタービン・ロータから構成されている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 17 軸流タービンの作動原理で次のうち誤っているものはどれか。

（１） 段を構成するノズルと動翼における膨張のうち、動翼が受け持つ膨張の比率を反動度
という。

（２） ノズルまたは動翼の片方でガスの膨張・減圧が行われるものを反動タービンという。
（３） ガスの膨張が全てノズル内で行われ動翼では行われないものを衝動タービンという。
（４） 動翼の長手方向にひねりを与えガスの膨張仕事を動翼の全長にわたって均等にした

ものを反動衝動タービンという。

問 18 ヘリコプタにおいて、一般的にアクセサリ・ギア・ボックスにより駆動される補機で
（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） スタータ・ジェネレータ
（Ｂ） 燃料ポンプ
（Ｃ） ハイドロリック・ポンプ
（Ｄ） 滑油ポンプ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 19 ジェット燃料の具備条件で（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） 発熱量が小さいこと
（Ｂ） 硫黄含有量が多いこと
（Ｃ） 燃焼性が良いこと
（Ｄ） 析出点が低いこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 航空タービン・エンジン用滑油の具備条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１） 粘度指数が低い滑油ほど、温度の変化に対する粘度の変化が少ない。
（２） 高温における酸化安定性が求められている。
（３） 低温における流動性に優れている必要がある。
（４） 規格の異なるものを混用してはならない。

問 21 燃料フィルタに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 燃料中の水分を分離して系統から排出する働きもある。
（２） 燃料中の固形異物を取り除き氷片にも効果がある。（ ） 燃料中 形異物 取り除き氷片 果 あ 。
（３） バイパス・バルブはエレメントが閉塞した場合に燃料をタンクへ返す。
（４） フィルタ・バイパス・スイッチは燃料噴射ノズルの閉塞を知らせる。

問 22 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエン
ジン制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） オートマチック・スタート
（Ｂ） 滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ
（Ｃ） エンジン燃料流量
（Ｄ） ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 排気ガス温度計システムに関する説明で（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） 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 ターボシャフトエンジンに使われているトルク検出機構で（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） 出力軸のねじれを電気センサで検知してトルクを検出する。
（Ｂ） 出力軸の振動を油圧センサで検知してトルクを検出する。
（Ｃ） 減速装置に入力される回転数の変化をトルクに換算する。
（Ｄ） 減速歯車のはすば歯車に生ずる軸方向の力に釣り合う油圧によりトルクを検出する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 25 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。

一整（回）　タービン　　- 8／8 -



☆ （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。

注 意

科　　目 タービン発動機　〔科目コード１７〕 記　　　　号 Ｔ２ＡT１７１０３０

資　　格 二等航空整備士　（飛　行　機）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M18

題数及び時間 ２０ 題　　１ 時間

（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

二整（飛）　タービン　　- 1／6 -



問 １ 熱力学の第 1 法則に関する説明で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 ２ ブレイトン・サイクルに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 加熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 加熱膨張 ⇒ 定圧放熱
（２） 断熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定容放熱
（３） 加熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱
（４） 断熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱

問 ３ ターボプロップ・エンジンの出力を表すもので次のうち正しいものはどれか。

（１） プロペラの軸馬力でのみ表される。（ ） 軸馬 み表 れ 。
（２） プロペラは有するがタービン・エンジンなので出力は推力で表される。
（３） 相当軸馬力（ESHP）で表される。
（４） スラスト馬力（THP）で表される。

問 ４ 推力燃料消費率に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 1 時間当たりの燃料消費量を正味推力で割ったものである。
（２） 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。
（３） 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。
（４） 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。

問 ５ 右図は正味スラストの飛行速度に対する影響
を示したものであるが、「推力逓減率」を説
明する場合、最も関係のあるもので次のうち
正しいものはどれか。

（１） Ａ
（２） Ｂ
（３） Ｃ

二整（飛）　タービン　　- 2／6 -



問 ６ 耐空性審査要領に規定されている「動力装置」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（１） 航空機を上昇させるための動力部とマウント部をいう。
（２） 航空機を推進させるために航空機に取り付けられた動力部、部品およびこれらに関連

する保護装置の全系統をいう。
（３） 航空機を離陸させるための動力部、プロペラ及び計器部をいう。
（４） 航空機を飛行させるための動力部のみで関連する保護装置は含まない。

問 ７ 一般的にタービン・エンジンの燃焼室ライナとして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 ８ 軸流コンプレッサのブリード・バルブが開いている時期で次のうち正しいものはどれか。

（１） 過回転時
（２） 低・中出力時
（３） ストール発生時のみ（ ） 発 時 み
（４） 離陸定格出力時

問 ９ プロペラのトラックに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） プロペラのピッチ・アングルのことである。
（２） プロペラ取付角のことである。
（３） プロペラが 1 回転中に進む距離のことである。
（４） プロペラ・ブレード先端の回転軌跡のことである。

問 10 単位に関する説明で（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） SI 単位における圧力の単位はパスカル（Pa）と呼ばれ 1 Pa は 1 N/m
2
 である。

（Ｂ） SI 単位における力の単位はニュートン（N）と呼ばれ、質量（M）の物体に作用

する重力加速度を（g）とした場合、重量（W）は（M）÷（g）で求められ N 

でも表示できる。

（Ｃ） ヤード・ポンド法重力単位における温度はランキンと呼ばれ、目盛間隔は摂氏温

度と同じ間隔である。

（Ｄ） SI 単位における仕事の単位はジュール（J）と呼ばれ 1 J は 1 N・m/s である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

二整（飛）　タービン　　- 3／6 -



問 11 完全ガスの性質で（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） 温度が一定の状態では気体の容積は圧力に比例する。
（Ｂ） 圧力が一定の状態では気体の容積は絶対温度に正比例する
（Ｃ） 一定量の気体の容積は圧力に反比例し絶対温度に正比例する。
（Ｄ） 内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスと見なされる。

（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） ターボプロップ・エンジンは中高度飛行で大きな効率が得られる。
（Ｂ） ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約 90 % を回転軸出力として取り出す。
（Ｃ） ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約 100 % を回転軸出力として取り出す。
（Ｄ） ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方

へ噴出させる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 飛行機の推力馬力（PS）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 正味推力 ： 21,000 kg
・ 飛行速度 ： 900 km/h

（１） 70,000
（２） 70,500
（３） 71,000
（４） 71,500
（５） 72,000

問 14 タービン・エンジンの正味スラスト（lb）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 総吸入空気流量 ： 190 lb/sec
・ 平均排気ガス速度 ： 1,640 ft/sec
・ 巡航速度 ： 832 ft/sec
・ 飛行高度 ： 25,000 ft
・ 重力加速度 ： 32 .2 ft/sec

2

（１） 4,460
（２） 4,550
（３） 4,770
（４） 4,860
（５） 4,910
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問 15 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 気温が低下すると出力は大きくなる。
（Ｂ） 気圧が増加すると出力は小さくなる。
（Ｃ） 飛行高度が高くなると出力は大きくなる。
（Ｄ） 空気密度が減少すると出力は小さくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 エンジンの構造で（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） ガス・ジェネレータとは高温・高圧のガスを発生する圧縮機、燃焼室、タービン
およびアクセサリ・ギア・ボックスから構成される部分をいう。

（Ｂ） ホット・セクションとは直接低温の燃焼ガスにさらされる燃焼室、タービンおよ
び排気ノズルの部分をいう。

（Ｃ） コールド・セクションとはホット・セクション以外の部分をいう。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　無し（ ） （ ） （ ） （ ） 無

問 17 タービン・エンジンの軸受に関する説明で（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） ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ） ボール軸受のアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるようになって 

いる。
（Ｃ） ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ） ローラ軸受はラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 タービン燃料の添加剤で（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） 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
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問 19 プロペラの推進に関する説明で（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） プロペラ推進はエンジン出力でプロペラを回転し、空気に加速度を与えて推力を得る。
（Ｂ） プロペラ推進はエンジン出力を使って空気中でプロペラを回転し、その抗力から推力

を得る方式である。
（Ｃ） プロペラが周囲の空気に及ぼす作用の大きさは、ニュートンの運動の第 2 法則により

求めることができる。
（Ｄ） プロペラ・ブレードの断面は翼型をしており、これが回転することでブレードの前面

と後面で空気の圧力差ができ、この圧力差が揚力となってプロペラを後方へ引張ろう
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 20 定速プロペラに関する説明で（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） 巡航中、エンジンの出力を変化させてもプロペラ回転数は変わらない。
（Ｂ） エンジンが離陸出力のときプロペラ・ピッチ角は最大となる。
（Ｃ） 巡航中はエンジンの出力変化に関係なくプロペラ・ピッチ角は一定である。
（Ｄ） エンジン出力が一定のとき機速が変化するとプロペラ・ピッチ角が変化する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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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。

注 意

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）

記　　　　号

M19

科　　目 タービン発動機　〔科目コード１７〕

題数及び時間 ２０ 題　　１ 時間

Ｔ２ＨT１７１０３０

（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
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問 １ 熱力学の第 1 法則に関する説明で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 ２ ブレイトン・サイクルに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 加熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 加熱膨張 ⇒ 定圧放熱
（２） 断熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定容放熱
（３） 加熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱
（４） 断熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱

問 ３ ハング・スタートの原因で次のうち正しいものはどれか。

（１） 始動中、エンジンが自立回転数に達してもスタータが回転を援護している場合
（２） エンジン回転数に対する燃料流量が過多である場合
（３） スタータのトルクが不足している場合
（４） 燃焼室内の残留燃料に着火した場合

問 ４ 推力燃料消費率に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 1 時間当たりの燃料消費量を正味推力で割ったものである。
（２） 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。
（３） 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。
（４） 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。
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問 ５ 下図に示す油圧系統の名称及びマグネチック・チップ・デテクタを装備する箇所で次の
うち正しいものはどれか。

（１） ホット・オイル・タンク・システム ： Ｃ
（２） ホット・オイル・タンク・システム ： Ａ
（３） コールド・オイル・タンク・システム ： Ｂ
（４） コールド・オイル・タンク・システム ： Ｄ
（５） ホット・オイル・タンク・システム ： Ｄ
（６） ホット・オイル・タンク・システム ： Ｂ
（７） コールド・オイル・タンク・システム ： Ａ
（８） コールド・オイル・タンク・システム ： Ｃ

問 ６ 耐空性審査要領に規定されている「動力装置」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（１） 航空機を上昇させるための動力部とマウント部をいう。
（２） 航空機を推進させるために航空機に取り付けられた動力部、部品およびこれらに関連

する保護装置の全系統をいう。
（３） 航空機を離陸させるための動力部、プロペラ及び計器部をいう。
（４） 航空機を飛行させるための動力部のみで関連する保護装置は含まない。

問 ７ 燃料フィルタに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） 燃料中の水分を分離して系統から排出する働きもある。
（２） 燃料中の固形異物を取り除くが、氷片には効果がない。
（３） バイパス・バルブはエレメントが閉塞した場合に燃料をタンクへ返す。
（４） フィルタ・バイパス・スイッチは燃料フィルタ・エレメントの閉塞を知らせる。

問 ８ 一般的にタービン・エンジンの燃焼室ライナとして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
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問 ９ 軸流コンプレッサのブリード・バルブが開いている時期で次のうち正しいものはどれか。

（１） 過回転時
（２） 低・中出力時
（３） ストール発生時のみ
（４） 離陸定格出力時

問 10 単位に関する説明で（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） SI 単位における圧力の単位はパスカル（Pa）と呼ばれ 1 Pa は 1 N/m
2
 である。

（Ｂ） SI 単位における力の単位はニュートン（N）と呼ばれ、質量（M）の物体に作用

する重力加速度を（g）とした場合、重量（W）は（M）÷（g）で求められ N 

でも表示できる。

（Ｃ） ヤード・ポンド法重力単位における温度はランキンと呼ばれ、目盛間隔は摂氏温

度と同じ間隔である。

（Ｄ） SI 単位における仕事の単位はジュール（J）と呼ばれ 1 J は 1 N・m/s である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 完全ガスの性質で（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） 温度が一定の状態では気体の容積は圧力に比例する。
（Ｂ） 圧力が一定の状態では気体の容積は絶対温度に正比例する
（Ｃ） 一定量の気体の容積は圧力に反比例し絶対温度に正比例する。
（Ｄ） 内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスと見なされる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 12 軸流コンプレッサに比較して遠心コンプレッサの特徴で（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） 1 段当たりの圧力比は大きいが、高圧力比を得るための多段化が容易でない。
（Ｂ） 空気流量に対する前面面積が小さいので、多量の空気を処理できない。
（Ｃ） 製作が複雑になるため製造コストが高い。
（Ｄ） 構造的に異物の吸入に対して強い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 13 ターボシャフト・エンジンの軸馬力（PS）で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ エンジン回転数 ： 32,000 rpm
・ パワー・タービン軸トルク ： 14 kg・m
・ 円周率 ：  3 .14

（１） 575
（２） 585
（３） 605
（４） 615
（５） 625

問 14 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 気温が低下すると出力は大きくなる。
（Ｂ） 気圧が増加すると出力は小さくなる。
（Ｃ） 飛行高度が高くなると出力は大きくなる。
（Ｄ） 空気密度が減少すると出力は小さくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 無

問 15 エンジンの構造で（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） ガス・ジェネレータとは高温・高圧のガスを発生する圧縮機、燃焼室、タービン
およびアクセサリ・ギア・ボックスから構成される部分をいう。

（Ｂ） ホット・セクションとは直接低温の燃焼ガスにさらされる燃焼室、タービンおよ
び排気ノズルの部分をいう。

（Ｃ） コールド・セクションとはホット・セクション以外の部分をいう。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　無し

問 16 タービン・エンジンの軸受に関する説明で（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） ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。
（Ｂ） ボール軸受のアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるようになって 

いる。
（Ｃ） ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができない。
（Ｄ） ローラ軸受はラジアル荷重を受け持つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 17 下図に示す減速装置で、歯車（Ａ）と歯車（C）の間に歯車（B）をかみ合わせたとき、
歯車（C）の回転数および回転方向で次のうち正しいものはどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

・ 歯車（Ａ）の回転数 ： 6,000 rpm
・ 歯車（Ａ）の回転方向 ： 右回り
・ 歯車（Ａ）の歯数 ： 360
・ 歯車（Ｂ）の歯数 ： 200
・ 歯車（Ｃ）の歯数 ： 450

（１） 800 rpm ： 右回り
（２） 1,500 rpm ： 左回り
（３） 2,000 rpm ： 右回り
（４） 4,800 rpm ： 右回り
（５） 7,500 rpm ： 右回り

問 18 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。（ ） 属片 吸着分離す 。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 ヘリコプタにおいて、一般的にアクセサリ・ギア・ボックスにより駆動されない補機で
（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） スタータ・ジェネレータ
（Ｂ） 燃料ポンプ
（Ｃ） ハイドロリック・ポンプ
（Ｄ） 滑油ポンプ

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 タービン燃料の添加剤で（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） 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
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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。

資　　格

注意

M20

記　　　　号 Ｌ１ＡＴ１７１０３０

一 等 航 空 運 航 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間 ２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　　目

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 次の記述のうち誤っているものはどれか。

（１）航空エンジンは、原則的にピストン、タービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃

  　　 機関に大別される。

（２）タービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ

　　  シャフトの４種類に分類される。　　

（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。

（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット

　　  推進エンジンと呼び、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルスジェット、

　　  ロケットがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。

（１）ターボファン・エンジンはターボジェット・エンジンと比較して低騒音かつ低燃費の

　　　特徴を持っている。

（２）ターボジェット・エンジンはエンジン出力の１００％を排気ガスのジェット・エネル

　　　ギとして取り出す。

（３）ターボプロップ・エンジンは出力の９０～９５％を軸出力として取り出す。

（４）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。

問 ３ 完全ガスの性質で次のうち誤っているものはどれか。

（１）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反比例する。

（２）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温度に比例する。

（３）完全ガスは理想気体とも呼ばれる。

（４）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比例し、温度に反比例する。

問 ４ 完全ガスの状態変化について次のうち誤っているものはどれか。

（１）等温変化では、外部から得る熱量はすべて外部への仕事に変わる。

（２）断熱変化では気体の圧縮又は膨張において、外部との熱の出入りを完全に遮断した状態

で行われる。

（３）定容変化では、外部から得る熱量はすべて外部エネルギとなる。

（４）ポリトロープ変化は、断熱変化と等温変化の間で変化する。

問 ５ エンジンに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）ピストン・エンジンの基本サイクルはオット・サイクルである。

（２）カルノ・サイクルはカルノが考案した可逆サイクルである。

（３）ディーゼル・エンジンの基本サイクルは定圧サイクルである。

（４）タービン・エンジンの基本サイクルは定容サイクルである。

問 ６ ターボファン・エンジンのバイパス比について次のうち正しいものはどれか。

（１）ファン通過エアとコンプレッサ通過エアの容積比をいう。

（２）ファン空気流量と一次空気流量との流量比をいう。

（３）一般にバイパス比２未満を低バイパス、４以上を高バイパスという。

（４）バイパス比が高くなるほど排気騒音が増大する。

問 ７ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で次のうち正しいものはどれか。

（１）ころがり軸受けを多用しているため暖機運転時間が長い。

（２）振動が多い。

（３）滑油消費量が極めて少ない。
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問 ８ 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 ９ エンジンの馬力の単位に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）馬力は動力の単位すなわち単位時間当たりの仕事である。

（２）１馬力は１分間当たり 約 33,000 ft・lb の仕事に相当する。

（３）１馬力は１時間当たり 約 75 kg・m の仕事に相当する。

（４）１馬力は 約 745 W である。

問 10 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

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 11 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 12 ターボファン・エンジンの出力をモニタする計器で次のうち正しいものはどれか。

（１）Ｎ1又はＥＰＲ

（２）ＥＰＲ又はトルク圧力計

（３）ＥＧＴ又はＥＰＲ

（４）Ｎ1又はトルク圧力計

問 13 エンジン構造を述べた記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）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。

（２）ガス・ジェネレータとは燃焼室下流の１段目のタービン部分である。

（３）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。

（４）高圧圧縮機はコールド・セクションに分類される。

問 14 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ない。

（４）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受け持つ。

（４）

（１）

（２）

（３）
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問 15 タービン・エンジンのコンプレッサ圧力比の式で次のうち正しいものはどれか。

 コンプレッサ入口全圧  コンプレッサ入口動圧

 コンプレッサ入口静圧  コンプレッサ入口静圧

問 16 ２スプール・タービン・エンジンの低圧コンプレッサと高圧コンプレッサの回転数について

次のうち正しいものはどれか。

（１）低圧コンプレッサの方が高い。

（２）高圧コンプレッサの方が高い。

（３）エンジンによってどちらともいえない。

（４）低出力時には低圧コンプレッサの方が高く、高出力時には高圧コンプレッサの方が高い。

問 17 コンプレッサ・ストールが発生する状況として次のうち誤っているものはどれか。

（１）２スプール・コンプレッサのロータのマッチングが不良であるとき

（２）航空機が急上昇又は急降下したとき

（３）対気速度を増したとき　　

（４）エンジンのエア・インレットへの流入空気の角度が不適であるとき

問 18 次の記述において（　　　）の中に入る適当な用語で正しいものはどれか。

  　 プロペラ推進はエンジン出力でプロペラを回転し、空気に（　　Ａ　　）を与えて推力を

　得る。回転中のプロペラのブレードは周囲の空気に作用を与え、作用を受けた空気はプロペ

　ラにその（　　Ｂ　　）を返す。これがプロペラの推力となる。

　　プロペラが周囲の空気に及ぼす作用の大きさは、ニュートンの運動の（　　Ｃ　　）法則

　により運動量から求めることができる。

（１）Ａ：加速度　　　　　　Ｂ：反作用　　　　　　Ｃ：第２

（２）Ａ：反動　　　　　　　Ｂ：エネルギ　　　　　Ｃ：第３

（３）Ａ：エネルギ　　　　　Ｂ：反動　　　　　　　Ｃ：第２

（４）Ａ：反作用　　　　　　Ｂ：加速度　　　　　　Ｃ：第１

問 19 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 20 プロペラのブレードに働く力で次のうち誤っているものはどれか。
（１）曲げ
（２）引張り
（３）せん断
（４）ねじれ

（１）
コンプレッサ出口全圧

（２）
コンプレッサ出口動圧

（３）
コンプレッサ出口静圧

（４）
コンプレッサ出口全圧
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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。

資　　格

注意

配点

判定基準

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕

２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M21

記　　　　号 Ｌ１ＨＴ１７１０３０

一等航空運航整備士（回転翼航空機） 題数及び時間
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問 １ 熱力学の第 1 法則に関する説明で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 ２ ブレイトン・サイクルに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）加熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 加熱膨張 ⇒ 定圧放熱

（２）断熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定容放熱

（３）加熱圧縮 ⇒ 定容加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱

（４）断熱圧縮 ⇒ 定圧加熱 ⇒ 断熱膨張 ⇒ 定圧放熱

問 ３ 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、温度に正比例する。

（４）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

問 ４ 推力燃料消費率に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）1 時間当たりの燃料消費量を正味推力で割ったものである。

（２）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。

（３）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。

（４）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。

問 ５ 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 ６ 耐空性審査要領に規定されている「動力装置」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（１）航空機を上昇させるための動力部とマウント部をいう。

（２）航空機を推進させるために航空機に取り付けられた動力部、部品およびこれらに関連

する保護装置の全系統をいう。

（３）航空機を離陸させるための動力部、プロペラ及び計器部をいう。

（４）航空機を飛行させるための動力部のみで関連する保護装置は含まない。
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問 ７ 燃料フィルタに関する説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）燃料中の水分を分離して系統から排出する働きもある。

（２）燃料中の固形異物を取り除くが、氷片には効果がない。

（３）バイパス・バルブはエレメントが閉塞した場合に燃料をタンクへ返す。

（４）フィルタ・バイパス・スイッチは燃料フィルタ・エレメントの閉塞を知らせる。

問 ８ タービン・エンジンのコンプレッサ圧力比の式で次のうち正しいものはどれか。

 コンプレッサ入口全圧  コンプレッサ入口動圧

 コンプレッサ入口静圧  コンプレッサ入口静圧

問 ９ 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）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。

（４）軸流式より遠心式のコンプレッサに発生しやすい。

問 10 シュラウド型タービン・ブレードの利点・欠点に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）回転中のブレードの振動を抑えるが、ブレード先端のガス損失とブレードの遠心応力

  　　  は増大する。

（２）回転中のブレードの振動を抑え、ブレード先端のガス損失とブレードの遠心応力が減

  　 　少する。

（３）回転中のブレードの振動を抑えるが、ブレード先端のガス損失は増大し、ブレードの

  　　 遠心応力は減少する。

（４）回転中のブレードの振動を抑え、ブレード先端のガス損失は減少するが、ブレードの

  　　 遠心応力は増大する。

問 11 ジェット燃料の具備条件として次のうち誤っているものはどれか。

（１）発熱量が大きいこと

（２）揮発性が高いこと

（３）安定性が良いこと

（４）燃焼性が良いこと

問 12 タービン・エンジン・オイルに求められる条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）温度による粘度変化が少ない。

（２）粘度指数が低い。

（３）酸化安定性が良い。

（４）耐熱性に優れている。

問 13 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。

（１）
コンプレッサ出口全圧

（２）
コンプレッサ出口動圧

（３）
コンプレッサ出口静圧

（４）
コンプレッサ出口全圧
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問 14 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 15 エンジン出力のトルク表示について次のうち誤っているものはどれか。

（１）ヘリカル歯車の噛み合いで発生する軸方向の推力と釣り合う油圧を検出して行う。

（２）駆動軸のねじれ角度を電圧に変換して行う。

（３）２種類の異種金属により発生する電圧を検出して行う。

問 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 ターボシャフト・エンジンで発動機の排出物の基準の対象となるものはどれか。

（１）燃料

（２）煤煙

（３）炭化水素、一酸化炭素及び窒素酸化物

（４）滑油

問 18 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１）ターボプロップ・エンジンの主軸には１軸式のものは理論上ありえない。

（２）ターボシャフト・エンジンのフリータービン軸は低圧コンプレッサを駆動しない。

（３）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。

（４）ターボシャフト・エンジンのフリータービン軸は必ずしも減速装置に入力されるとは

　　　限らない。

問 19 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次のうち誤っているものはどれか。

（１）エンジン燃料流量

（２）イグニッション系統のＯＮ／ＯＦＦ

（３）ストール防止用コンプレッサ・ブリード・バルブの開閉

（４）滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ

問 20 ターボシャフト・エンジンの出力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
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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。

M22

Ｌ２ＡＴ１７１０３０

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〕

資　　格

科　　目

配点

判定基準

記　　　　号

注意
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問 １ ガスタービン・エンジンの分類で次のうち誤っているものはどれか。

（１）ターボプロップ・エンジン

（２）ターボジェット・エンジン

（３）ラムジェット・エンジン

（４）ターボシャフト・エンジン

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。

（１）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。

（２）ゴム風船の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。

（３）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。

（４）ジェット推進の原理は大気中で有効であり、真空中では有効でない。

問 ３ 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、温度に正比例する。

（４）内燃機関の作動ガスは各種気体の混合物であるため、完全ガスとは見なされない。

問 ４ 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）サバテ・サイクル

（２）オット・サイクル

（３）ディーゼル・サイクル

（４）ブレイトン・サイクル

問 ５ 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）エンジン単位重量当たりの出力はやや小さい。

（２）回転部分で構成されているため振動が極めて少ない。

（３）燃料費が高価で滑油の消費量が多い。

（４）高速回転し慣性力が大きいことから加速、減速に時間を要しない。

問 ６ １馬力に相当するのは次のうちどれか。

（１）７５ ft･lb/s

（２）１７５ kg･m/s

（３）５５０ ft･lb/s

（４）３３,０００ kg･m/s

問 ７ タービン・エンジンの熱効率を向上させる具体的な方策で次のうち誤っているものはどれか。

（１）コンプレッサの圧力比を上げるほどよい。

（２）エンジン内部損失を減少させる。

（３）タービン入口温度に応じた最適圧力比にする。
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問 ８ エンジン内圧力が最も高いところは次のうちどれか。

（１）ディフューザ内

（２）燃焼室出口

（３）タービン出口

（４）排気ダクト内

問 ９ 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10 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11 コンプレッサ・ブレードをディスク外周上に固定する方式で次のうち正しいものはどれか。

（１）ピン・ジョイント方式

（２）ハブ・アンド・タイロッド方式

（３）ベーン・アンド・シュラウド方式

（４）ウィング・ディスク方式

問12 コンプレッサ・ストールの要因として次のうち誤っているものはどれか。

（１）圧縮機動翼に対する迎え角が小さい。

（２）高高度における飛行

（３）空気取入口における気流の乱れ

（４）急加減速運転

問13 燃焼室の構造上の分類で次のうち誤っているものはどれか。

（１）カン型 （２）ダクト型

（３）カニュラ型 （４）アニュラ型

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 ％
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問15 タービン・エンジンについて最も高温の燃焼ガスにさらされる部位で次のうち正しいものは

どれか。

（１）１段目のタービン・ブレード

（２）燃料ノズル

（３）１段目のノズル・ガイド・べーン

（４）１段目のタービン・ディスク

問16 ジェット燃料の具備条件として次のうち誤っているものはどれか。

（１）発熱量が大きいこと

（２）揮発性が高いこと

（３）安定性が良いこと

（４）燃焼性が良いこと

問17 エンジン・オイルについて次のうち誤っているものはどれか。

（１）粘度指数が低いほど温度による粘度変化が少ない。

（２）高温における酸化安定性が求められている。

（３）低温における流動性に優れている必要がある。

（４）規格の異なるものを混用してはならない。

問18 プロペラ径はブレード先端と胴体や地面との距離によって制限されるが、その他に考えられ

る制限事項で次のうち正しいものはどれか。

（１）プロペラ・ブレードの枚数　　　

（２）プロペラによるジャイロ効果

（３）プロペラ・ブレードの先端速度　

（４）プロペラの総重量

問19 定速プロペラについて次のうち正しいものはどれか。

（１）エンジン出力が一定のとき、機速が変化するとプロペラ回転数も変化する。

（２）エンジンが離陸出力のときプロペラ・ピッチ角は最大となる。

（３）巡航中はエンジンの出力変化に関係なくプロペラ・ピッチ角は一定である。

（４）巡航中、エンジンの出力を変化させてもプロペラ回転数は変わらない。

問20 プロペラのすべりについて次のうち正しいものはどれか。

（１）推力馬力をトルク馬力で割った効率と同じである。

（２）羽根角から前進角を引いた迎え角のことである。

（３）ピッチのプロペラ直径に対する比である。

（４）幾何ピッチと有効ピッチの差である。
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M24

☆　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 １ ０ ３ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士  （ 飛行機 ・飛行船） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 ０ ０ 分

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕
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問 １

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

冷却フィン相互間の共振を防止する。

（２）定圧変化

（４）

（１）シリンダの圧縮効果を高める。

完全ガスの状態変化で次のうち誤っているものはどれか。

（１）定温変化

（３）定容変化

（４）定則変化

（１）

問 ２ バルブ・オーバーラップの効果について次のうち正しいものはどれか。

（２） （３）

（２）騒音を軽減する。

（３）シリンダ内部の冷却効果を高める。

（１）

加速効果を高める。

（４）

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

シリンダに用いられるフィン・スタビライザの役目で次のうち正しいものはどれか。

冷却フィン相互間の共振を防止する。
全てのシリンダへの流入空気量を一定に保つ。

冷却フィンが破損した際、飛散するのを防止する。

冷却フィン間隔を調整し、シリンダ・テンプを一定に保つ。

問 ５

問 ６

ブリザ・パイプから油蒸気が多量に出ている場合の原因として、次のうち正しいものはどれか。

（１）
（２）

（３）

（４）

（４）混合比を濃くする。

（３）ピストン・リングやシリンダの磨耗

（４）過度なシリンダ・ヘッド・テンプの上昇

運転条件によるデトネーションを防止する方法で次のうち誤っているものはどれか。

（１）

（１）早期着火

（２）気化器の凍結

過給の程度を増して末端ガスの温度、圧力を下げる。

（２）シリンダ温度を下げて末端ガスの温度を下げる。

（３）吸気の温度、圧力を下げて末端ガスの温度を下げる。
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問 ７

問 ８

問 ９

オイルをタンクに返す。

寒冷時の始動では粘度が上がるが働かない。

フィルタを通さず汚れたままのオイルをエンジンへ送る。

汚れたオイルが循環しないように油路を閉じる。

（Ａ）熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

油温が高すぎる。

（２）

オイル・フィルタが塞がった場合のバイパス・バルブの働きで次のうち正しいものはどれか。

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（４）油圧計配管中に空気が混入している。

（１）

（２）

（３）

（４）

エンジン運転中に油圧計が過度に振れる原因で次のうち正しいものはどれか。

（１）

（Ｂ）弁開閉時期を正確にする。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

（Ｄ）弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の

出力を維持することが出来る。

油温が低すぎる。

油圧計配管中につまりを生じている。（３）

（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

ハーネスの絶縁が不良のとき

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｃ）マグネトの１次線が分離したとき

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

空燃比が最良混合比のとき

（Ｂ）

エンジン・オイル・サービス及び使用方法で（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）指定の規格品を使用する。

（Ｂ）オイル交換時期は暦日のみにより決める。

（Ｃ）オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

（Ｄ）マルチ・ビスコシティ・オイルは幅広い温度環境で使用できる。
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問 １２

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 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。

（Ａ）

（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。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）運転の追従が悪い。

（Ａ）潤滑不足

（Ｃ）高い油圧指示

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ａ）バルブ・ステム（弁軸）を細くする。

（Ｂ）

（Ｄ）ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部

弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入しているものもある。

（Ｃ）金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ａ）点火栓取り付け部

（Ｂ）ピストン・リング部

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部（Ｄ）
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

（Ｃ）その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

（Ｄ）その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

大きい荷重に耐える。

（Ｃ）摩擦が大きい。

平軸受けの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）点接触である。

（Ｄ）スラスト荷重を受けられる。

（Ｂ）

シリンダの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

プロペラのピッチ角は迎え角と後退角で構成される。

ピッチ角でできる前進距離は幾何ピッチである。

すべりはプロペラ効率の損失となる。

幾何ピッチと有効ピッチの差はすべりである。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

（Ｃ）シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

要求される。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込み焼ばめにより結合

している。

プロペラの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）

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

（４） 高ピッチ側 高ピッチ側

（２） 低ピッチ側 高ピッチ側

（３） 高ピッチ側 低ピッチ側
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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。

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ｈ P １ ８ １ ０ ３ ０

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
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問 １

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

冷却フィン相互間の共振を防止する。
全てのシリンダへの流入空気量を一定に保つ。

完全ガスの状態変化で次のうち誤っているものはどれか。

（１）定温変化

（３）定容変化

（２）定圧変化

（４）定則変化

問 ２ バルブ・オーバーラップの効果について次のうち正しいものはどれか。

（４）加速効果を高める。

（１）シリンダの圧縮効果を高める。

（２）騒音を軽減する。

（３）シリンダ内部の冷却効果を高める。

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

シリンダに用いられるフィン・スタビライザの役目で次のうち正しいものはどれか。

（１） （２） （３） （４）

（１）
（２）
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冷却フィンが破損した際、飛散するのを防止する。

冷却フィン間隔を調整し、シリンダ・テンプを一定に保つ。

問 ５

問 ６

（３）

（４）

運転条件によるデトネーションを防止する方法で次のうち誤っているものはどれか。

ブリザ・パイプから油蒸気が多量に出ている場合の原因として、次のうち正しいものはどれか。

（１）早期着火

過給の程度を増して末端ガスの温度、圧力を下げる。

（２）

（２）気化器の凍結

混合比を濃くする。

（３）ピストン・リングやシリンダの磨耗

（４）過度なシリンダ・ヘッド・テンプの上昇

（１）

シリンダ温度を下げて末端ガスの温度を下げる。

（３）吸気の温度、圧力を下げて末端ガスの温度を下げる。

（４）

２整・回・ピ発 -2／5



問 ７

問 ８

問 ９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（３）

（Ａ）熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

（３）フィルタを通さず汚れたままのオイルをエンジンへ送る。
（４）汚れたオイルが循環しないように油路を閉じる。

エンジン運転中に油圧計が過度に振れる原因で次のうち正しいものはどれか。

（２）油温が低すぎる。

（１）オイルをタンクに返す。
寒冷時の始動では粘度が上がるが働かない。

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（１）油温が高すぎる。

油圧計配管中につまりを生じている。

（４）油圧計配管中に空気が混入している。

（２）

（Ｂ）弁開閉時期を正確にする。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の（Ｄ）

出力を維持することが出来る。

オイル・フィルタが塞がった場合のバイパス・バルブの働きで次のうち正しいものはどれか。
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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

（Ｃ）

（Ａ）空燃比が最良混合比のとき

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）ハーネスの絶縁が不良のとき

オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

指定の規格品を使用する。

オイル交換時期は暦日のみにより決める。

（Ｃ）マグネトの１次線が外れたとき

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

エンジン・オイル・サービス及び使用方法で（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）

マルチ・ビスコシティ・オイルは幅広い温度環境で使用できる。（Ｄ）

（Ｂ）
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問 １２

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 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

潤滑不足

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。

（Ｃ）

（Ａ）

（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。

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）高い油圧指示

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

（Ｂ）運転の追従が悪い。
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（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ａ）バルブ・ステム（弁軸）を細くする。

（Ｂ）弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入しているものもある。

（Ｄ）ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（Ｄ）ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ａ）点火栓取り付け部

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）ピストン・リング部

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

（Ａ）その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

（Ｄ）スラスト荷重を受けられる。

（Ｂ）大きい荷重に耐える。

（Ｃ）摩擦が大きい。

その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

シリンダの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

平軸受けの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）点接触である。

その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。（Ｄ）

（Ｃ）
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（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

要求される。

（Ｃ）エンジンを保温して熱効率を上げる。

シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込み焼ばめにより結合

（Ｂ）シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

ピストン・リングの目的として（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。

している。

エンジン・オイルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

（Ｄ）金属摺動部にオイルの薄い膜を作る。

（Ａ）金属部分の腐食防止

（Ｂ）

（Ａ）燃焼室からのガス漏れを防ぐ。

接触面から金属微粉などを溶解する。

（Ｄ）

（Ｃ）シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

（Ｃ）シリンダの摩耗を防止する。

（Ｄ）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。

２整・回・ピ発 -5／5



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 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（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 １ ０ ３ ０
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問 １

問 ３

  121°Ｋ   394°Ｋ   482°Ｋ   753°Ｋ

問 ４

冷却フィン相互間の共振を防止する

完全ガスの状態変化で次のうち誤っているものはどれか。

（３）

問 ２

定圧変化（２）

シリンダ内部の冷却効果を高める。（３）

バルブ・オーバーラップの効果について次のうち正しいものはどれか。

（１）定温変化

（２）

（４）加速効果を高める。

定容変化

（４）定則変化

（１）シリンダの圧縮効果を高める。

騒音を軽減する。

２５０°F を °Ｋに換算したときの値は次のうちどれか。
下記のうち最も近い値を選べ。

シリンダに用いられるフィン・スタビライザの役目で次のうち正しいものはどれか。

（１） （２） （４）（３）

（１）
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冷却フィン相互間の共振を防止する。
全てのシリンダへの流入空気量を一定に保つ。

冷却フィンが破損した際、飛散するのを防止する。

冷却フィン間隔を調整し、シリンダ・テンプを一定に保つ。

問 ５

問 ６

（４）

（４）

吸気の温度、圧力を下げて末端ガスの温度を下げる。（３）

ピストン・リングやシリンダの磨耗

（４）過度なシリンダ・ヘッド・テンプの上昇

ブリザ・パイプから油蒸気が多量に出ている場合の原因として、次のうち正しいものはどれか。

過給の程度を増して末端ガスの温度、圧力を下げる。

（２）シリンダ温度を下げて末端ガスの温度を下げる。

気化器の凍結

（１）

（３）

（１）
（２）

（３）

運転条件によるデトネーションを防止する方法で次のうち誤っているものはどれか。

（１）早期着火

（２）

混合比を濃くする。
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問 ７

問 ８

問 ９

（１）油温が高すぎる。

（４）

（２）油温が低すぎる。

弁機構の摩耗が自動的に補正されるから、特に調整を行わなくても長期間正規の

ハイドロリック・タペットの利点として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

フィルタを通さず汚れたままのオイルをエンジンへ送る。

（４）汚れたオイルが循環しないように油路を閉じる。

油圧計配管中に空気が混入している。

（３）

オイル・フィルタが塞がった場合のバイパス・バルブの働きで次のうち正しいものはどれか。

油圧計配管中につまりを生じている。

エンジン運転中に油圧計が過度に振れる原因で次のうち正しいものはどれか。

（１）オイルをタンクに返す。

（２）寒冷時の始動では粘度が上がるが働かない。

（３）

（Ａ）熱膨張による変化に対して弁間隙を常時ゼロに自動調整する。

（Ｃ）弁作動機構の衝撃を無くし騒音を防止する。

弁開閉時期を正確にする。（Ｂ）

（Ｄ）

出力を維持することが出来る。
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（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

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

エンジン・オイル・サービス及び使用方法で（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。

指定の規格品を使用する。（Ａ）

オイル交換時期は暦日のみにより決める。

（Ｄ）早期着火を起こしたとき

点火栓が汚れる原因として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）マグネトの１次線が外れたとき

空燃比が最良混合比のとき

ハーネスの絶縁が不良のとき

（Ｃ）オイル・ブランド変更時のフラッシングには、ストレート・ミネラル・オイルを使用する。

（Ｄ）マルチ・ビスコシティ・オイルは幅広い温度環境で使用できる。
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問 １２

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 １３

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

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）

潤滑不足

高い油圧指示

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）マグネトのフラッシュ・オーバ

吸気弁と比較した場合の排気弁の特徴として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

運転の追従が悪い。

（Ｃ）

暖機運転を十分に行わないで高出力を出した場合の不具合として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）
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（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｄ）ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

ピストン・リング部

金属ナトリウムが中で固体化して熱を逃がしている。

（Ａ）点火栓取り付け部

（Ｂ）

（Ｃ）吸・排気バルブ・スプリング部

（Ｂ）弁軸を中空にして金属ナトリウムを封入しているものもある。

シリンダのコンプレッション圧が低いときの漏洩部位として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ニッケル鋼、クロム・タングステン・コバルト鋼などの耐熱鋼により鍛造で作られる。

（Ｃ）

（１） （５）の中から選 。

（Ｄ）

バルブ・ステム（弁軸）を細くする。（Ａ）
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

ある点火栓の絶縁体がショートしたときに現れる兆候として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）点火栓は各シリンダに２つあるので出力の低下はない。

（Ａ）

（Ｄ）その点火栓が原因となって、他の点火栓も順次失火しエンジンが停止する。

（Ｃ）その点火栓側のマグネト本体が損傷し、エンジンが停止する。

平軸受けの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）点接触である。

（Ｂ）大きい荷重に耐える。

（Ｄ）

（Ｃ）

その点火栓のみ失火し、全般的に出力が低下する。

シリンダの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

摩擦が大きい。

スラスト荷重を受けられる。
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（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

シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

（Ａ）空冷エンジンのシリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが

（４）降下時

（Ｄ）幾何ピッチと有効ピッチの差はすべりである。

固定ピッチ・プロペラの最大効率が得られるときで次のうち正しいものはどれか。

（１）離陸滑走時

（２）上昇時

（３）巡航時

要求される。

プロペラの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）プロペラのピッチ角は迎え角と後退角で構成される。

（Ｂ）ピッチ角でできる前進距離は幾何ピッチである。

シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるためねじ込み焼ばめにより結合

している。

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）すべりはプロペラ効率の損失となる。

（Ｄ）
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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。

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

Ｌ ２ Ａ Ｐ １ ８ １ ０ ３ ０記　　号科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕
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問 1 完全ガスの状態変化で次のうち誤っているものはどれか。

（１）定温変化

（２）定圧変化

（３）定容変化

（４）定則変化

問 2 エンジンに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）ガソリン・エンジンの基本サイクルはオットー・サイクルである。

（２）オットー・サイクルは定圧サイクルである。

（３）ガソリン・エンジンの燃焼状態は連続燃焼である。

（４）ガソリン・エンジンの燃焼ガス圧力は低い。

問 3 シリンダの圧縮比について次のうち正しいものはどれか。

（１）行程容積を隙間容積で割ったもの

（２）隙間容積を行程容積で割ったもの

（３）シリンダ内全体容積を隙間容積で割ったもの

（４）シリンダ内全体容積を行程容積で割ったもの

問 4 燃料の完全燃焼により発生した熱量が正味仕事にどれくらい転換されるか、次のうち正しい

ものはどれか。

（１）約５％

（２）約１０％

（３）約２０％

（４）約３０％

問 5 燃焼室に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）半球型は、燃焼の伝播が良く燃焼効率が高い。

（２）半球型は、吸・排気弁の直径を大きくとれるので容積効率が増す。

（３）円筒型は、同一容積に対し表面積が最小となる。

（４）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。

問 6 シリンダに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）シリンダは運転中の内圧に耐えられる強さを有し熱伝導性がよいことが要求される。

（２）シリンダ・ヘッドは高温時の機械的強度が比較的大きい鋼でつくられている。

（３）シリンダはシリンダ・ヘッドおよびシリンダ・バレルからなる。

（４）シリンダ・ヘッドとシリンダ・バレルは気密性を持たせるため捩込み焼ばめにより結合

している。

問 7 エンジン運転中にブリーザ・パイプから常時煙が出ている場合の原因で次のうち正しい

ものはどれか。

（１）気化器の凍結

（２）ピストンの吹き抜け

（３）早期着火

（４）過度なシリンダ・ヘッド・テンプの上昇
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問 8 コンプレッション・リングの一般的な断面形状で次のうち誤っているものはどれか。

（１）くさび型

（２）テーパ型

（３）フラット型

（４）プレーン型

問 9 エンジン振動の原因で次のうち誤っているものはどれか。

（１）トルク変動

（２）クランク軸の捩り振動

（３）クランク軸の曲げ振動

（４）コネクティング・ロッドの引っ張り振動

問10 航空燃料の具備条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）高いアンチノック性を有する。

（２）適度な気化性を有する。

（３）腐食性がない。

（４）発熱量が低い。

問11 エンジンを安定して運転できる混合比（ガソリン：空気の重量比）の範囲で次のうち正しい

ものはどれか。

（１）１ ： ２ ～ １０

（２）１ ： ５ ～ １５

（３）１ ： ８ ～ １８

（４）１ ： １５ ～ ２２

問12 Ｅギャップについて次のうち誤っているものはどれか。

（１）１次電流が最大になる位置のことである。

（２）磁極が中立の位置をわずかに超過した位置にある。

（３）この位置でブレーカの接点が開くと、高い磁束変化が得られる。

（４）磁石が中立点を過ぎた後、磁束を高い値に保つ位置のことである。

問13 マグネトのブレーカ・ポイントのスプリングが弱ってきたときの説明で次のうち正

しいものはどれか。

（１）始動時及び定速回転時に時々失火する。

（２）高速回転時に失火する。

（３）全運用範囲で回転が不安定である。

問14 航空機用エンジンに使用されるオイルで次のうち正しいものはどれか。

（１）鉱物系、化学合成系

（２）植物系、化学合成系

（３）動物系、化学合成系

（４）植物系、動物系、鉱物系

２運整・飛／船・ピ発  3／４



問15 オイル・クーラー・バイパス・バルブの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）アイドル運転のとき、オイル・クーラをバイパスしてオイルを流す。

（２）エンジン出力を増したとき、オイル・クーラをバイパスしてオイルを流す。

（３）オイルの温度が低いとき、オイル・クーラをバイパスしてオイルを流す。

（４）エンジンの急激な出力変化時、オイル・クーラをバイパスしてオイルを流す。

問16 オイル・システムに使用されるポンプの種類で次のうち正しいものはどれか。

（１）インペラ・タイプ

（２）ギア・タイプ

（３）カム・タイプ

（４）ピストン・タイプ

問17 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・マニホールドの左右の差圧を指示する。

（２）インテーク・マニホールド内の絶対圧力を指示する。

（３）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。

（４）インテーク・マニホールドと外気圧力の差圧を指示する。

問18 シリンダ・ヘッド・テンプ計について次のうち正しいものはどれか。

（１）各シリンダごとに温度を測定し平均値を指示している。

（２）最も高温になるシリンダの温度を測定し指示している。

（３）最も低温になるシリンダの温度を測定し指示している。

（４）各シリンダの温度を測定し合計値を指示している。

問19 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）機体の縦軸

（２）プロペラの回転角度

（３）プロペラの回転面

（４）プロペラ・ハブの中心

問20 プロペラの効率で次のうち正しいものはどれか。

（１）幾何ピッチと有効ピッチとの比

（２）プロペラ抗力とプロペラ推力との比

（３）プロペラが行う有効仕事とエンジンからの全入力との比

（４）プロペラが１回転中に機体を前進させる距離とプロペラ抗力との比
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（1）

（2）

航　空　従　事　者　学　科　試　験　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）

「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 Ｔ１ＡＸ１０１０３０

☆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。

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。

☆配     点

一整（飛）・電子装備品等-1/8

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

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路

入力全部が０のときのみ出力が０になる回路

入力が全部１のときのみ出力が１になる回路

NAND回路の説明として次のうち正しいものはどれか。

入力を反転して出力する回路

入力が全部１のときのみ出力が０になる回路

磁気コンパスに関する説明として次のうち誤っているものはどれか。

コンパスの内部がコンパス液で充たされている理由は、コンパス・カードの静電気によ
る傾きの防止である。
温度変化によるコンパス液の膨張、収縮のために生じる不具合をなくすため、コンパ
ス・ケースには膨張室が設けられている。
伏角でカードが水平でなくなるので、重りをつけてカードを水平に保っている。

磁気コンパスの静的誤差である半円差、四分円差、不易差、これら３つの和を自差と呼
ぶ。

下記 ＲＣ並列回路で ンデンサＣに流れる電流Ⅰ （Ａ）で次のうち正しいものはどれか
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問 3

（１） （２） （３）

（４） （５） （６）

問 4

（１）

（２）

（３）

（４）

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。

磁場を感知して、その方向と向きを電気信号に変換する装置である。

下記 ＲＣ並列回路でコンデンサＣに流れる電流ⅠC（Ａ）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 0.0625 0.0726

0.0829 0.0927 0.1030

ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの説明で次のうち誤っているもはどれか。

コンパスの方位精度を向上させるため操縦室内部に取付けられている。

磁方位信号はDGなどによって安定化され、旋回誤差、加速度誤差などは取り除かれ
る。

一整（飛）・電子装備品等-2/8



問 5

（１）

（２）

（３）

（４）

問 6

（１）

（２）

（３）

（４）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。

気圧高度：静圧孔が検出した静圧を基に計算

真対気速度：全温度とマッハ数から計算

マッハ数：ピトー圧と静圧の比から計算

高度警報装置（Altitude Alert System）に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

衝突防止装置（TCAS）の一部で、自機の飛行高度に対して進入機が異常接近している
ことをパイロットへ知らせるための装置である。

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。

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。

エア・データの算出に関する説明として次のうち誤っているものはどれか。

指示対気速度：ピトー圧と静圧の差（動圧）から計算
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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

オート・スロットル・システムに関する説明で（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。

常時自動操縦システムと連動し単独で働くことはない。

SELCAL専用の無線通信装置が用いられている。

エンゲージしたままでも手動で推力設定することができる。

速度設定での基本信号は速度エラー信号（実際の指示対気速度と設定速度の差）であ
る。
機速をあらかじめ設定した速度に保つことができる。

セルコール・システム（SELCAL）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。

地上から航空機を呼び出す装置である。

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。

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。
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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

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。

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。

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。
空気中を音波が伝わる速さをｃとし、航空機の真対気速度をＶとすると、Ｍ = Ｖ／ｃを
マッハ数と呼ぶ。
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。

電気力線の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電気力線は正電荷から出て負電荷に入る。

電気力線の方向は電界の方向を示す。

電気力線は決して交わらない。

電気力線は互いに反発し合う。
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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

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。
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。

シンク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。

原理的な構造は、回転子側に１次巻線、固定子側に２次巻線を有する回転変圧器であ
る。

角度の検出及び指示用として、２個のシンクロ電機を１組として使用する。

航空機では機体姿勢表示計、コンパス指示計、燃料流量計などにシンクロ・サーボ機構
が使用されている。
シンクロ発信機とシンクロ受信機の接続方法を変えると逆転、60°、120°、180°
などの差を持った指示をさせることも出来る。

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。

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。

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。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

外気温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

低速小型機では感温部（バイメタル）を機外に突出させ、指示部を操縦者が見えるよう
に取付けて使用する。

全温度センサには飛行中凍結防止のためヒータが組込まれている。

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。

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。

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り、大型のエンジンでは容
積式及び質量流量計が広く用いられている。

質量流量計の表示単位はポンド／時（lb/h）となる。

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。
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2

（３）3 （４）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

Ⅰ2 = -5 （A）

Ⅰ3 = 2.5（A）

オートパイロット・システムに用いられているサーボ・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。

ヨー・サーボ：横揺れを制御し、機首方位を保つ。

ロール・サーボ：ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

ピッチ・サーボ：縦軸の釣合いを保つ。

Ⅰ1 = 7.5（A）

下図で V1 = 4 V、V2 = 2V、R1 = 0.2Ω、R2 = 0.1Ω、R3 = 1Ωであるとき、Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3

の電流値として（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。

トリム・サーボ：縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。
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問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

センス・アンテナを取付ける場所により誤差は変化する。

ループ・アンテナを取付ける場所により誤差は変化する。

電離層からの反射が強くなって受信電波に水平偏波成分が含まれると、ループの判別機
能が低下して消音点が不鮮明となり生じる。

気圧高度計の気圧補正目盛を"29.92ｲﾝﾁ／1013ﾍｸﾄﾊﾟｽｶﾙ"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。

QNH適用区域外の洋上を飛行するとき。

滑走路上で高度計の指示が "０" Ftを指示させたいとき。

滑走路上で気圧高度を知る必要があるとき。

使用滑走路の標高（海抜）を知りたいとき。

ADFの四分円誤差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。

機首や機尾方向にNDB局があるときに大きく、45°、135°、225°、315°方向
では誤差が小さくなる。
NDB局上通過前にADF指針の反転が始まったり、通過後に始まったりする。
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（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）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

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。

慣性計測部は慣性航法装置（INS）と同様なジンバル・プラットホーム方式をとってい
る。
ＩＲＳで算出する機首方位は真方位であるため、フラックス・バルブで地磁気を検出し
て磁方位を求めている。
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。

加速度計やレート・ジャイロが検出した加速度と角速度を利用して、機体の姿勢や現在
位置を算出している。

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。

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。

3

3
1
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問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

高温用電線：火災警報装置のセンサー（受感部）周囲

EGPWS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。

全地球規模の地形データベースの組合せにより前方の地形に対する警報を効果的に発出
する。

同軸ケーブル：音声信号や微弱な信号の伝送

航空機の位置情報とデータベースを比較検証し、EFIS等にその危険度に応じて緑、黄又
は赤で地形を表示する。
航空機が赤で表示された地形に向かって飛行した場合、衝突予測時間の60～40秒前に
接近の警報、30～20秒前に回避のための警告が音声により発出される。
ランディング・コンフィギュレーションでも使用できるため、地形回避ばかりではなく
飛行場以外の場所への進入及び滑走路手前への接地防止にも有効である。

特殊電線及びケーブルの使用箇所に関する説明で（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。

耐火電線：エンジンや補助動力装置周辺など高温になる所

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
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（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

コンデンサのリアクタンスは周波数に反比例し、コイルのリアクタンスは周波数に比例
する。
逆起電力とは、コイルに交流を加えるとコイルの周囲に磁界が発生し、交流の変化を妨
げる方向に誘起される電圧のことを言う。

機械的なジャイロの剛性は、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強くなる。

コンデンサを並列接続すると、全てのコンデンサの端子電圧は、電源電圧に等しい。

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。

ジャイロ計器に関する説明で（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。

ジャイロのドリフトのうち、地球の自転によるドリフト及び移動によるドリフトは見か
けのドリフトである。
ＶＧはロータ軸が水平になるように制御された自由度２のジャイロである。

ＤＧはロータの回転軸が地球重力の方向と一致するように制御された自由度２のジャイ
ロである。

インダクタンス回路及びキャパシタンス回路の説明で（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。
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問25

直巻発電機 分巻発電機

他励発電機 複巻発電機

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

直流発電機の励磁方法で（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） （Ｂ）

（C） （D）
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（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し
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（1）

（2）

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

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ１ＨＸ１０１０３０

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。

☆配     点 １問　４点
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☆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

（1）

（2）

（3）

（4）

問 2

（1）

（2）

（3）

（4）

問 3

相電圧115ボルト、容量60KVAの三相交流発電機において、これをＹ結線した場合の 大負
荷時の線間電流で次のうち正しいものはどれか。次のうち も近い値を選べ。

150A

173A

185A

NPN型トランジスタが導通状態になる場合で次のうち正しいものはどれか。

ワット

ボルト・アンペア

バール

190A

ボルト

電気の組立単位、「電気回路に１ボルトの正弦波電圧を加えたときに、１アンペアの正弦波電
流が流れる場合の皮相電力の単位」として次のうち正しいものはどれか。
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（1）

（2）

（3）

（4）

問 4

（1）

（2）

（3）

（4）

問 5

（1）

（2）

（3）

（4）

ベースの電位がエミッタより高いとき。

エミッタの電位がベースより高いとき。

エミッタの電位がコレクタより高いとき。

コレクタの電位がベースより高いとき。

高度が高くなるに従い、真対気速度（ＴＡＳ）は大きくなる。

指示対気速度（ＩＡＳ）で一定であれば、真対気速度 （ＴＡＳ） は高度に関係なく一
定である。

指示対気速度（ＩＡＳ）は、真対気速度（ＴＡＳ）に温度補正したものである。

地磁気及び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。

航空機が同一の指示対気速度（ＩＡＳ）で飛行している時の説明で次のうち正しいものはどれ
か。

高度が高くなるに従い、真対気速度（ＴＡＳ）は小さくなる。

静的誤差の３要素（半円差、四分円差、不易差）を加えたものを自差と呼んでいる。

静的誤差及び動的誤差は修正できる。

偏角・伏角・垂直分力を地磁気の三要素という。

静的誤差及び動的誤差は、磁気コンパス自体の誤差である。
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問 6

（1）

（2）

（3）

（4）

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

安定増大装置とは、レート・ジャイロによってヘリコプターの（ Ａ ）の（ Ｂ ）を検出し、操
縦系統に（ Ｃ ）に配置された電動モータとスクリュー・ジャッキ式のアクチュエータを作動
させて（ Ｄ ）に対して自動的に修正操作がとられ、（ Ａ ）の運動が安定化されるようになっ
ている。

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）

ヘリコプターの安定増大装置に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）の空欄に当てはまる語句の組合せ
で次のうち正しいものはどれか。

並列 外乱

２軸周り 角度 直列 内乱

３軸周り 角速度 直列 外乱

１軸周り 角速度

４軸周り 角度 並列 内乱

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。

直巻電動機：界磁及び電機子の電源が共通になっている。

複巻電動機：分巻界磁と直巻界磁を持っている。

他励電動機：速度の制御範囲が広い。

分巻電動機：低速度時にトルクが大きい。
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（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

圧力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。

ベローを用いて差圧を測定する場合には、ベローの内側及び外側に２つの圧力をかける
ことによって測定することが出来る。

アネロイド形受感部は高い圧力を測定するのに適している。

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。

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。

コンピュータからの操縦指令がＨＳＩに指示される。

ブルドン管は、管の内部の圧力が外部より高いものに用いられる。

ダイヤフラム形は、材料としてベリリウム銅などで製作されており対気速度計、昇降計
に使用されている。

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
ターの働きをする。

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。
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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

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。

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。

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は機械的な接触はない。

感知する部分がコイルのみであるため信頼度が低い。

気圧高度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、必ず滑走路上で高度計が
"0"Ftとなる。

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。

ターゲットには金属材料を用いている。

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。
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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

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相対方
位を指示器に指示する。

ループ・アンテナとセンス・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。

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・ビーコン又は短波放送局
でもよい。

磁極を電磁石にして強い励磁をし、回転速度を高めれば起電力は大きくなる。

界磁電流を調整することにより電圧調整が可能である。

電機子を回転させることにより電機子巻線に交流が発生する。

ループ・アンテナの取付け位置はティルト誤差に影響を与えるため、取付け位置の変更
には注意が必要である。

直流発電機に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

励磁方式は、他励、分巻、直巻、複巻に分類される。
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問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問15

端子ａ - ｂ間の電圧は３２（Ｖ）である。

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

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。

１０（Ω）の抵抗両端の電圧は２０（Ｖ）である。

２（Ω）の抵抗両端の電圧は１２（Ｖ）である。
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

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。

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（アンバー）、アウタ・マーカ（青）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。

静電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は２：１である。

密度が大きいほど大きくなる。

ローカライザ装置はVHF帯、グライド・パス装置はUHF帯の電波を利用している。

温度が上昇すると燃料が膨張して容積が増し大きくなる。
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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

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周期進む。

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。

コンデンサを直列接続すると、各コンデンサの端子電圧の総和は電源電圧に等しい。

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。

磁方位信号はDGなどによって安定化され、旋回誤差、加速度誤差などは取り除かれ
る。

コンデンサを並列接続すると、全てのコンデンサの端子電圧は電源電圧に等しい。

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。

ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの説明として（A）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

地磁気の水平分力を検出し、電気信号として磁方位が出力される。

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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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

VOR局から見た航空機の真方位を知ることができる。

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。

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。

交差線輪型の温度計は、比率型計器と呼ばれる。

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。

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。

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。
周波数は超短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

VOR局は受信方位によって位相の変化する可変位相信号と全方位にわたって位相の一定
な基準位相信号を含んだ電波を発射している。
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問21

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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。
二針式のＲＭＩの場合にもそれぞれの指針はVOR又はADFに切り替えられるものもあ
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。

非常灯（Emergency Light）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。

電源は航空機の電源から全く独立した蓄電池を使用する。

手動により点灯させることも可能である。

胴体上下面に設置され、点滅して自機の位置を知らせる役目もある。

夜間照明のない場所に駐機する場合、機の存在を知らせるために使用する場合もある。

二針式のＲＭＩは同軸二針式構造である。

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。
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（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

エア・データの算出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。

S = 0、R = 0 の時、Q及びQ（NOT）は不確定

S = 1、R = 1 の時、入力が加わる前の状態を保つ

気圧高度：静圧孔が検出した静圧を基に計算

指示対気速度：ピトー圧と静圧の差（動圧）から計算

真対気速度：静温度と指示対気速度から計算

静温度：全温度と真対気速度から計算

下図フリップ・フロップ回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

S = 1、R = 0 の時、Q = 1、Q（NOT） = 0

S = 0、R = 1 の時、Q = 0、Q（NOT） = 1
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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。

重負荷特性が良く、大電流放電時には安定した電圧を保つ。

高温特性は優れているが低温時には電圧降下が著しい。

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。

振動の激しい場所で使用できるが、腐食ガスが発生するため通気が必要である。

一整（回）・電子装備品等-8/8一整（回）・電子装備品等-8/8



（1）

（2）

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ２ＸＸ１０１０３０

☆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。

１問　５点

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

「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

二整（共通）・電子装備品等-1/6

☆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

（１）

（２）

（３）

（４）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

電気の組立単位の説明で次のうち正しいものはどれか。

ニュートン：仕事率の単位

ワット：力の単位

ヘンリー：静電容量の単位

クーロン：電気量の単位

下記並列回路の合成抵抗で次のうち正しいものどれか。
次のうち最も近い値を選べ。

6.86（Ω）

35.7（Ω）

62.5（Ω）

92.3（Ω）
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問 3

（１）

（２）

（３）

（４）

問 4

（１）

（２）

（３）

（４）

問 5

（１）

（２）

（３）

（４）

空ごうには、使用目的により２つの種類（密閉型空ごう、開放型空ごう）がある。

気圧高度を知りたい場合は、高度計の気圧補正目盛を"29.92ｲﾝﾁ"又は"1013ﾍｸﾄﾊﾟｽｶﾙ"に
セットする必要がある。

標準大気状態の海面上においてCASはTASに等しい。

14,000Ft以上の高高度飛行ではQNH規正、洋上飛行中はQFE規正を行う。

定針儀（Directional Gyro）に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

外ジンバル軸が機体のヨー軸と平行になるように取付けられている。

ロータ軸が水平になるように制御された自由度２のジャイロである。

内ジンバル面が垂直になるように取付けられている。

機体の加速度や自転のため指示が変化（１時間に1５°）する。

電波高度計の説明で次のうち正しいものはどれか。

航空機の姿勢に関わらずアンテナを水平に保つ機構を備えている。

地表面からの高度を指示する対地高度計である。

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指すように調整する必要
がある。
精密が要求されるため、気圧補正目盛を備えている。

空ごう計器に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。
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問 6

（１）

（２）

（３）

（４）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

問 8

（1）

（2）

電圧20V、容量30Ah

電圧10V、容量30Ah

VORと使用周波数帯が異なる機器は次のうちどれか。

航空機用ＶＨＦ通信

DMＥ

電離層や障害物で反射するとき以外はほぼ直進する。

ＶＨＦ帯の伝搬は、主に直接波による見通し距離内伝搬である。

同一の蓄電池2個を直列に接続したときの電圧が20V、容量が30Ahであるときの蓄電池の定格
で次のうち正しいものはどれか。

電圧10V、容量15Ah

電圧20V、容量15Ah

電波の特性に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

送信アンテナから遠ざかるに従って減衰する原因として、大気中の雨や霧などによる電波
のエネルギーの吸収や反射がある。

周波数が高い電波は波長が長い。
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（2）

（3）

（4）

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

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。

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。

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。

空気の噴射による方法

フレミングの左手又は右手の法則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。

DMＥ

ローカライザ

VG（Vertical Gyro）の自立制御方法として（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。

レベル・スイッチによる方法

振子による方法

ピンボールによる方法

マーカ
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問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 無し

問12

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

ＲＭＩ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。

二針式のＲＭＩは同軸二針式構造である。

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関係
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。

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。

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。

ＨＳＩ上のDeviation BarはVORやLOCコースとの関係を表示する。

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DGから得ている。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

コンパス・カードの不要な動揺を制動している。

コンパス・カードの振動を抑制し、浮力によって軸受けの摩耗を少なくする。

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。

電気抵抗の変化

熱電対

固体の膨張

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。

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。

液体の膨張

二整（共通）・電子装備品等-4/6



問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

鉛バッテリ：電解液は希硫酸を使用している。

計器着陸装置（ILS）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。

ローカライザ装置：滑走路への進入の正しい垂直面内の降下路を指示

グライド・パス装置：滑走路への進入の正しい水平面を指示

マーカ・ビーコン：着陸滑走路末端までの距離の指示

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。

Ni-Cdバッテリ：電解液温度が57℃以上では起電圧が低下する。

Ni-Cdバッテリ：低温特性に優れている。

鉛バッテリ：充電状態は電解液の比重を点検することにより確認できる。
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問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

交流発電機の極数Ｐ、周波数Ｆ（Hz）と回転数Ｎ（rpm）の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正
しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

回転数Ｎが増せば周波数Ｆも増加する。

極数Ｐが増せば周波数Ｆも増加する。

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。

NOT回路：入力を反転して出力する回路

周波数Ｆは、極数Ｐ又は回転数Ｎの影響を受けない。

AND回路：入力が全部１のときのみ出力が１になる回路

OR回路：入力全部が０のときのみ出力が０になる回路

NOR回路：入力全部が０のときのみ出力が１になる回路
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問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 無

直巻電動機：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。

他励電動機：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。
分巻電動機：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。

ピッチ角、ロール角検出：バーチカル・ジャイロ

小型機のオートパイロット・システムに使用されているセンサの説明として（Ａ）～（Ｄ）のう
ち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

機首方位：ディレクショナル・ジャイロ

旋回率：ヨー・レート・ジャイロ

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：低速度時にトルクが大きい。

気圧高度情報：アルチチュード・センサ
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（１）1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５） 無し
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Ｍ３３

☆　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 クシ ト）に記入すること

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 ２ ５ 題    １ 時 間 ０ ０ 分

記　　号 Ｆ １ X X ０ ３ １ ０ ３ ０科　　目 航空工学　 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ３ 〕
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　　　　　 （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速度の定義について次のうち正しいものはどれか。

          （１）   VA とは設計運動速度である。

          （２）   VC とは設計失速速度である。

          （３）   VS とは設計飛行機曳航速度である。

          （４）   VW とは設計巡航速度である。

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。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ である。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱で1013 mm である。

　　　（４）   海面上の空気密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 3　次の単位の説明について正しいものはどれか。

　　　（１）   圧力1気圧は14.7inHgである。

　　　（２）   距離1nm（海里）は1.852kmである。

　　　（３）   重量1kgは22lbである。

　　　（４）   長さ1inは2.54mmである。

問 4   翼に関する用語の説明で次のうち正しいものはどれか。
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問 4   翼に関する用語の説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   翼幅とは、翼の前縁に沿った長さをいう。

　　　（２）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（３）   迎え角とは、気流の方向と機軸線のなす角度をいう。

　　　（４）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

問 5　 迎角 ０°において揚力係数がゼロとなる翼型で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   スーパー・クリティカル翼           

　　　（２）   キャンバの小さい翼

　　　（３）   キャンバの大きい翼      

　　　（４）   対称翼

問 6   機体を後方から見た場合の翼端渦の方向で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   右翼では時計方向、左翼では反時計方向　

　　　（２）   右翼、左翼とも時計方向

　　　（３）   右翼、左翼とも反時計方向　　　　　　　

　　　（４）   右翼では反時計方向、左翼では時計方向

問 7   翼面積18ｍ２、翼幅17ｍの翼の縦横比で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   １.１ 　　　（２）   ６.２

　　　（３）   １６.１ 　　　（４）   １９.１

問 8   保舵力の軽減を目的とするタブで次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バランス・タブ 　　　（２）   サーボ・タブ

　　　（３）   スプリング・タブ 　　　（４）   トリム・タブ
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問 9　航空機の重量で次のうち最大のものはどれか。

　　　（１）   最大着陸重量

　　　（２）   最大ゼロ燃料重量

　　　（３）   最大離陸重量

　　　（４）   設計単位重量

問10　急降下から引き起こしたときの荷重倍数について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   上反角が大きいほど大きい。

　　　（２）   引き起こしの半径が小さいほど大きい。

　　　（３）   機体重量が大きいほど大きい。

　　　（４）   重力の加速度に正比例する。　　　

問11　水平飛行中の飛行機の操縦について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）　操縦輪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）　操縦輪を前へ押すと両補助翼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押すと方向舵が右へ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12   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。
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問12 油圧系統で 方向には自由に作動油を流すが反対方向には流さないバルブは次のうちどれか。

　　　（１）   チェック・バルブ　　　　　　

　　　（２）   シャトル・バルブ　　　 　  

　　　（３）   リリーフ・バルブ

　　　（４）   セレクタ・バルブ

問13   メイン・ロータ・ブレードが失速を起こしやすい状態で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   離陸時　

　　　（２）   高速飛行時　　

　　　（３）   降下時　　　

　　　（４）   ホバリング時

問14　セミモノコック構造の主要構成品で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ストラット、ストリンガ、スキン

　　　（２）   フレーム、ストリンガ、スキン

　　　（３）   トラス、ストラット、羽布

　　　（４）   フレーム、マウント、フェアリング

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）   アイゾット　　　　 　　　（４）   ロックウェル

問16   リベットが受け持つ荷重で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   引張り     　　　 　　　（２）   ねじれ    

　　　（３）   圧縮 　　　（４）   せん断
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問17   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18   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19  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で次の

　　　うち正しいものはどれか。

（１）　約  25 ％ （２）　約  50 ％

（３）　約  75 ％ （４）　約100 ％

問20  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
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問21  プロペラのブレードに働く力で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）　圧縮 　　　（３）　引張り

　　　（２）　曲げ 　　　（４）　ねじり

問22   着陸装置のショック・ストラット内に充填されているもので次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ケロシンと空気

　　　（２）   ケロシンと作動油

　　　（３）   作動油とフレオンガス

　　　（４）   作動油と窒素ガス

問23　電気回路に電圧計及び電流計を取り付けるときの接続で正しいものは次のうちどれか。

　　　（１）　電圧計、電流計ともに直列に接続する。

　　　（２）　電圧計は直列に、電流計は並列に接続する。

　　　（３）　電圧計は並列に、電流計は直列に接続する。

　　　（４）　電圧計、電流計ともに並列に接続する。

問24   磁気コンパスを機体に装着したままで修正ができる誤差で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   北旋誤差   　　　（２）   加速度誤差 

　　　（３）   摩擦誤差 　　　（４）   取付誤差

問25   次の計器のうち真空空盒を持つものはどれか。

　　　（１）   温度計　　　　 　　　（２）   昇降計　　　　　

　　　（３）   高度計　　　　 　　　（４）   速度計
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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。

航  空  従  事  者  学  科  試  験  問  題 Ｍ３４

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

記　　号 Ｆ１ＦＦ１３１０３０科　　目 専　門　 〔 科 目 コ ー ド ： １ ３ 〕
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☆　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 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。

工学単位では、長さ、時間の単位にはメートル、秒を用い、重さ又は力の単位

        としてキログラムを用いる。

物理単位では、力の絶対単位をダインで表す。

国際単位は、一般にIT 又はIT 単位と呼ばれる。

キロ、センチ、ミリ等はSI 接頭語と呼ばれる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 ２

（１）～（５）の中から選べ。

高周波焼入れ

浸炭処理

窒化処理

　 ショット・ピーニング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 ３ アルミニウム合金の熱処理に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

金属材料の疲れ限度を向上させる要因で（Ａ）～（Ｄ）うち正しいものはいくつあるか。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 ３ アルミニウム合金の熱処理に関する記述で（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。

アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができるものとできないもの

        がある。

耐食アルミニウム合金６０６１や６０６３は熱処理強化型の合金である。

質別記号T4 とは、溶体化処理した後自然時効硬化させた状態をいう。

アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後常温に放置し徐々に冷却する

        熱処理方法である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4

（１）～（５）の中から選べ。

化成皮膜処理は溶液を用いて化学的に金属表面に酸化膜や無機塩の薄い膜を作る方法

        である。

ディクロメート処理はリン酸塩皮膜を形成する方法でパーカーライジングとして広く

利用されている。

アロジン処理はマグネシウム合金の表面処理に使用されている。

陽極処理は鋼の表面を硬化させるために行う。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

表面処理に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）
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問 5 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。

熱伝導が小さい。

切削により発生した熱の分散が良い。

縦弾性係数が鋼の約２倍である。

焼き付きを起こしやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 イオン化傾向によるグループ分けで（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

アルミニウムとマグネシウム

アルミニウムとクロム

亜鉛と鉄

ステンレス鋼とカドミウム

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 7 複合材料の特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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（１）～（５）の中から選べ。

ＡＦＲＰは、疲労強度は大きいが耐衝撃性と振動吸収性に劣る。

ＢＦＲＰは、圧縮強度が高く加工性が良いので航空機材料として多用される。

ＧＦＲＰは、金属と比べ硬度、剛性は高いが比強度が小さい。

ＣＦＲＰは、アルミニウム合金と接触するとアルミニウム合金に電解腐食を発生

させる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8 金属の結晶構造の特徴で（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。

体心立方格子は圧延することで箔にしやすい。

点心立方格子は変形しにくいため、加熱してから圧延加工し箔にする。

稠密六方格子は変形しにくいため、常温で加工すると割れてしまう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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問 9 ハニカム・サンドイッチ構造の検査法で（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。

磁気探傷検査

コイン検査

Ｘ線検査

目視検査

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 磁粉探傷検査における試験品の磁化方法と磁場の関係で（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。

軸通電法 ー 円形磁場

プロット法 ー 直線磁場

極間法 ー 複合磁場

電流貫通法 ー 円形磁場

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 ヘリコプタの「静強度の保証」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

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）
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（１）～（５）の中から選べ。

疲労破壊の検査のため老朽化した機体に対して定期的に荷重負荷試験を実施する。

制限荷重の範囲内でのみ荷重をかけ破壊試験は含まない。

実際の荷重負荷状態を模擬した静的または動的な試験によって証明する。

機体構造のトランスミッションについては動的落下試験を要する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 材料硬さ試験における硬度算出方法で（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。

ブリネル硬さは、試験荷重を圧痕表面積で割って算出

ロックウェル硬さは、試験荷重を加えた後、標準荷重に戻したときのくぼみの深さ

の差（ｈ）で算出

ショア硬さは、ハンマーを落とした時の跳ね返り高さを元の高さで割って算出

ビッカース硬さは、試験荷重を圧痕表面積で割って算出

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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問13 ホバリングから前進飛行のためにサイクリック・スティックを前に倒した時、ブレードの

ピッチ角が最大になるのはどの位置か。

ただし、ロータの回転方向は上から見て反時計方向である。

上から見て、右側の位置

上から見て、前方位置

上から見て、左側の位置

上から見て、後方位置

問14

（１）～（６）の中から選べ。

ゴムの塑性変形能力を利用したものである。　　　　　　　　　

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。　

耐候性向上のため給油が必要である。

圧縮荷重、せん断荷重、捩り荷重を受け持つことができる。　　　　　　　

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

問15 ＡＰＵに使用されるガスゼネレータで（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）

（Ｅ）

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いくつあるか。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（４）

（１）

（２）

（３）
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（１）～（５）の中から選べ。

単軸のみで多軸の構造のものはない。

回転数を手動で変化させブリードエア量を調整する。

燃料は専用のタンクから供給される。

機上バッテリでは始動できない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 油圧系統で流体を一方向へは流すが反対方向へは流さない目的のバルブは次のうちどれか。

プライオリティ・バルブ　

リストリクタ・バルブ　

チェック・バルブ

リリーフ・バルブ

問17 耐空性審査要領で定義されている重量で（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。

零燃料重量

設計最大重量

設計着陸重量

設計離陸重量

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（１）

（４）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（３）

（２）

（Ａ）

（Ｂ）
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問18 トラス構造に使用されているロンジロンで（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。

前後方向に配置された胴体骨組みの主要な補強材である。

ストリンガより頑丈にできている。

胴体においては曲げ荷重を受け持つ。

引張り又は圧縮の他せん断荷重を受け持つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 ハニカム・サンドイッチ構造の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

繰り返しによる疲労強度が高い。

耐候性に劣る。

防音、断熱性に優れている。

局部的座屈に弱い。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 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

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

キャリブレーション・スパー

キャリスル・メンバ

ロード・メンバ

ロード・スパー

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

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。

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。

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。

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。

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

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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問22 疲労破壊防止のための設計上の留意点で（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。

構造各部に働く応力の大きさを、材料の疲れ限度より小さい値にとどめる。

応力集中を避けるため断面の急激な変化がないこと。

亀裂の発生しそうな所は圧縮残留応力を生じさせる。

外板と補強材の間にダブラを挿入する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 ノーズ・ランディング・ギアのセンタリング・カムに関し次のうち正しいものはどれか。

着陸滑走中、方向性を保持している。

タキシング中、前脚のタイヤを正面に戻すステアリングの機構である。

離陸後、前脚のタイヤが正面を向くようにしている。

ステアリングの機構が故障した場合、前脚のタイヤが正面を向くようにしている。

問24 厚さ2 mm、せん断破壊強度3,000 Kg/cm2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。

（１）

（２）

（３）

（４）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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→ ←

↓ ↓

２mm ２mm

↑ ↑

（１）1,200 （２）1,600 （３）1,900 （４）2,100 （５）2,200

（６）2,400 （７）2,600 （８）2,800

問25 引張強さ 65 Kg/mm2 の鋼製丸棒に、4,000 Kgの引張荷重を加えるとき径は何mm

あればよいか。下記の内最も近い値を選べ。

但し安全率 = ８、円周率 = ３.１４とする。

（１）１３ （２）１６ （３）１９ （４）２２ （５）２５

（６）２８ （７）３１ （８）３４

１０mm
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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。

Ｍ３５

科　　目 専　門　 〔 科 目 コ ー ド ： １ ３ 〕

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 Ｆ１ＦＣ１３１０３０

航  空  従  事  者  学  科  試  験  問  題

工整・機体装備品・専門 1/8

☆　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 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。

工学単位では、長さ、時間の単位にはメートル、秒を用い、重さ又は力の単位

        としてキログラムを用いる。

物理単位では、力の絶対単位をダインで表す。

国際単位は、一般にIT 又はIT 単位と呼ばれる。

キロ、センチ、ミリ等はSI 接頭語と呼ばれる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 ２

（１）～（５）の中から選べ。

高周波焼入れ

浸炭処理

窒化処理

　 ショット・ピーニング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

合金 熱処 す 述 （ ） （ ） ち あ か

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

金属材料の疲れ限度を向上させる要因で（Ａ） ～ （Ｄ）うち正しいものはいくつあるか。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 ３ アルミニウム合金の熱処理に関する記述で（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。

アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができるものとできないもの

        がある。

耐食アルミニウム合金６０６１や６０６３は熱処理強化型の合金である。

質別記号T4 とは、溶体化処理した後自然時効硬化させた状態をいう。

アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後常温に放置し徐々に冷却する

        熱処理方法である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4

（１）～（５）の中から選べ。

化成皮膜処理は溶液を用いて化学的に金属表面に酸化膜や無機塩の薄い膜を作る方法

        である。

ディクロメート処理はリン酸塩皮膜を形成する方法でパーカーライジングとして広く

されている。

アロジン処理はマグネシウム合金の表面処理に使用されている。

陽極処理は鋼の表面を硬化させるために行う。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ａ）

（Ｂ）

表面処理に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 5 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。

熱伝導が小さい。

切削により発生した熱の分散が良い。

縦弾性係数が鋼の約２倍である。

焼き付きを起こしやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 イオン化傾向によるグループ分けで（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

アルミニウムとマグネシウム

アルミニウムとクロム

亜鉛と鉄

ステンレス鋼とカドミウム

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 7 複合材料の特性で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）
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（１）～（５）の中から選べ。

ＡＦＲＰは、疲労強度は大きいが耐衝撃性と振動吸収性に劣る。

ＢＦＲＰは、圧縮強度が高く加工性が良いので航空機材料として多用される。

ＧＦＲＰは、金属と比べ硬度、剛性は高いが比強度が小さい。

ＣＦＲＰは、アルミニウム合金と接触するとアルミニウム合金に電解腐食を発生

させる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8 金属の結晶構造の特徴で（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。

体心立方格子は圧延することで箔にしやすい。

点心立方格子は変形しにくいため、加熱してから圧延加工し箔にする。

稠密六方格子は変形しにくいため、常温で加工すると割れてしまう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）
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問 9 ハニカム・サンドイッチ構造の検査法で（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。

磁気探傷検査

コイン検査

Ｘ線検査

目視検査

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 磁粉探傷検査における試験品の磁化方法と磁場の関係で（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。

軸通電法 ー 円形磁場

プロット法 ー 直線磁場

極間法 ー 複合磁場

電流貫通法 ー 円形磁場

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問11 ヘリコプタの「静強度の保証」について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｃ）
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（１）～（５）の中から選べ。

疲労破壊の検査のため老朽化した機体に対して定期的に荷重負荷試験を実施する。

制限荷重の範囲内でのみ荷重をかけ破壊試験は含まない。

実際の荷重負荷状態を模擬した静的または動的な試験によって証明する。

機体構造のトランスミッションについては動的落下試験を要する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 材料硬さ試験における硬度算出方法で（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。

ブリネル硬さは、試験荷重を圧痕表面積で割って算出

ロックウェル硬さは、試験荷重を加えた後、標準荷重に戻したときのくぼみの深さ

の差（ｈ）で算出

ショア硬さは、ハンマーを落とした時の跳ね返り高さを元の高さで割って算出

ビッカース硬さは、試験荷重を圧痕表面積で割って算出

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ａ）
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問13 ホバリングから前進飛行のためにサイクリック・スティックを前に倒した時、ブレードの

ピッチ角が最大になるのはどの位置か。

ただし、ロータの回転方向は上から見て反時計方向である。

上から見て、右側の位置

上から見て、前方位置

上から見て、左側の位置

上から見て、後方位置

問14

（１）～（６）の中から選べ。

ゴムの塑性変形能力を利用したものである。　　　　　　　　　

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。

耐候性向上のため給油が必要である。

圧縮荷重、せん断荷重、捩り荷重を受け持つことができる。　　　　　　　

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

問15 ＡＰＵに使用されるガスゼネレータで（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（Ｄ）

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いくつあるか。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｅ）

（２）

（３）

（４）

（１）
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（１）～（５）の中から選べ。

単軸のみで多軸の構造のものはない。

回転数を手動で変化させブリードエア量を調整する。

燃料は専用のタンクから供給される。

機上バッテリでは始動できない。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 油圧系統で流体を一方向へは流すが反対方向へは流さない目的のバルブは次のうちどれか。

プライオリティ・バルブ　

リストリクタ・バルブ　

チェック・バルブ

リリーフ・バルブ

問17 耐空性審査要領で定義されている重量で（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。

零燃料重量

設計最大重量

設計着陸重量

設計離陸重量

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（４）

（Ａ）

（Ｂ）

（３）

（２）

（１）

（Ａ）
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問18 油圧系統の作動油に要求される性質で（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。

摺動部分の潤滑性を高めるため粘性が大きいこと

使用中に泡立たないこと

温度変化に対し物理的に安定していること

引火点、発火点は１００℃程度であること

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 火災探知系統のディテクタのタイプで（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。

サーモカップル型　　

抵抗式ループ型

圧力型

イオン型　　　　　

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 材料衝撃試験の種類で（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。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）
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インゴット

シャルピー

アイゾット

クロマイジング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問21 与圧系統のアウトフロー・バルブの目的で（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。

外気を機内に取り入れて、ベンチレーションを行う。

機内の空気を機外に排出する。

客室の高度を常に地上と同じになるように保つ。

客室温度を快適に保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問22 操縦系統に使用されているアクチュエータの使用目的で（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。

パワー・ブーストとして働く。

動翼に発生する振動の伝達を防ぐ。

自動操縦装置の信号を系統に加える。

動翼を中立点に戻るように働く。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 ヘリコプタのトランスミッションの機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

発動機からの出力を制御する。

発動機からの回転速度を減速する。

発動機からの出力をメイン・ロータへ伝達する。

油圧ポンプ等の補機類を駆動する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問24 下図の支持ばりの”ＲＡ”で次のうち正しいものはどれか。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ａ）
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３０Ｋｇ

４５Ｋｇ

５５Ｋｇ

６５Ｋｇ

７５Ｋｇ

８０Ｋｇ

問25 長さ８００mmの棒が引張荷重を受けて８００.４mmに伸びた。

ひずみ：εはいくらか。

0.0005

0.4

0.99

ＲＡ

ＲＢ

（３）

（４）

（５）

（６）

1.0005

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

８０Ｋｇ３０Ｋｇ

１００cm５０cm

１２５cm
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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。

題数及び時間

配点

M37

注意

Ｆ１FＴ１３１０３０

資　　格 航空工場整備士（タービン発動機） ２５ 題　１ 時間 ３０ 分

科　　目 専　　門  〔科目コード：１３〕 記　　　　号

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

判定基準

工整・タービン -1/8-



問 １ 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）ロケット・エンジンはパルスジェット、ラムジェット・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）軸出力タービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン・エンジンである。

（Ｄ）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。

（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）無風状態でもヒバリが羽ばたいて舞い上がるのはジェット推進を応用している。

（Ｂ）ジェット推進の原理はニュートンの運動の第３法則に基づいている。

（Ｃ）芝生の散水機が回る力はジェット推進の原理から生まれる。

（Ｄ）ジェット推進の原理は大気中でのみ有効であり、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）機械的仕事と熱量の相互の交換率として、１calの熱量は４２６．９kg-mの仕事量に

相当する。

（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）機械的仕事と熱量との比は常に変化している。

（Ｄ）熱エネルギと機械的仕事との間には、熱と機械的仕事は相互に変換することもできる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）内燃機関やガス・タービンの作動ガスはボイル・シャルルの法則を満足し、比熱は常温

以下では完全ガスと同等に取り扱われる。

（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温度に比例する。

（Ｃ）ボイルの法則とは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）ボイル・シャルルの法則では一定量の気体の容積は圧力に反比例し、温度に正比例する。

（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）ポリトロープ変化は、定圧変化と等温変化の中間にある。

（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）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。

（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サバティ・サイクルである。

（Ｃ）ブレイトン・サイクルでは燃焼は一定圧力で行われて容積が増加するため定圧サイクル

と呼ばれる。

（Ｄ）加熱が容積一定状態と圧力一定状態の両方で行われるサイクルを定容サイクルという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ 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。

（Ｂ）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

（Ｃ）ニュートンの運動の第二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三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。

（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・排気騒音は小さい。

（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）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。

（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

工整・タービン -3/8-



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次のうち誤っているものはどれか。
（１）EPRに使用するのはＰｔ２および Ｐｔ７である。

（２）Ｐｓ２とは低圧圧縮機入口の静圧を示す。

（３）Ｐａｍとは大気圧力を示す。

（４）Ｔｔ７とは高圧タービン入り口の全温度を示す。

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静止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）１ＰＳは約736wに相当する。

（Ｂ）１ＰＳは550 ft-lb/s の仕事率に相当する。

（Ｃ）１ＨＰは75 kg・m/s の仕事率に相当する。

（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）飛行高度が高くなると気温の低下により推力が増加し、飛行高度の増加とともに実際の

　　　推力は気圧の低下による影響よりも気温低下による影響が大きい。

（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）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。

（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）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。

（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差である。

（Ｃ）総合効率は熱効率と推進効率の積である。

（Ｄ）熱効率はエンジン出力エネルギと供給燃料エネルギの比である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 14 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）高圧システムで駆動されるギアボックスは高圧圧縮機のモジュール構造に含まれる。

（Ｂ）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。

（Ｃ）ガス・ジェネレータとは圧縮機と燃焼室を除くガス・タービンの構成部分である。

（Ｄ）コア・エンジンとはファン・セクションを含む高圧圧縮機、燃焼室および高圧タービンか

　　　ら構成される部分である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受ける。

（Ｂ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。

（Ｃ）ボール軸受のアウタ・レースは運転中にすべりを生じないようになっている。

（Ｄ）ボール軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 タービンの反動度（％）について次のうち正しい式はどれか。

 P １　：　静翼入口圧力　　　P ２　：　静翼出口圧力　　　P ３　：　動翼出口圧力

100

P1－P３

P2－P3

（２）

100

P３－P１

（１）
P1－P2

×

P３－P１
× 100

（３）
P2－P３

×
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問 17 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）燃焼性が良いこと

（Ｂ）揮発性が高いこと

（Ｃ）発熱量が大きいこと

（Ｄ）析出点が高いこと

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 バリアブル・ステータ・ベーンに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ

るか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）アイドルでは、流入面積を狭くして流入空気を制限して絶対速度を確保している。

（Ｂ）圧縮機入口温度（CIT）と回転数（N）を関数として作動角度が決められる。

（Ｃ）コンプレッサの圧力を一定にする。

（Ｄ）ストール防止のため、エア・ブリードを併用する場合がある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 タービン・エンジンの燃焼室内の状態について（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）燃焼室に送り込まれる空気流量の全量と噴射される燃料の総空燃比は 40 ～ 120 対 １ で

ある。

（Ｂ）燃焼状態は等圧連続燃焼である。

（Ｃ）燃焼領域における燃焼ガス温度は約2,000 ℃ である。

（Ｄ）旋回案内羽根（スワラー）から取り入れられた空気は燃焼室の後半部分の混合・冷却領域に

おいて、冷却空気と良好な希釈混合が得られる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 TypeⅡタービン合成油に関する記述で（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）TypeⅠに比べて高温時の粘度が高い。

（Ｂ）耐熱性に優れている。

（Ｃ）TypeⅡは MIL-H-5606 に相当する。

（Ｄ）TypeⅠに比べて引火点が高い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 21 点火プラグで（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）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。

（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、高電圧で作動する。

（Ｃ）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。

（Ｄ）２個以上の点火栓及び２個以上の独立した二次回路を有することが求められている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 タービン・エンジンの有害排気ガスの記述で（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）窒素酸化物は不完全燃焼生成物である。

（Ｂ）二酸化炭素も有害排出ガスとして規制される。

（Ｃ）炭化水素は低出力設定時に発生する。

（Ｄ）一酸化炭素は不完全燃焼生成物である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 タービン・エンジンの FADEC（Full Authority Digital Electronic Control）が行うエンジン

制御機能で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）コンプレッサ・バリアブル・ステータ・ベーン角度制御

（Ｂ）燃料流量制御

（Ｃ）エンジンからの抽気の制御

（Ｄ）滑油圧力が高過ぎる場合のリリーフ

（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315lb/s、平均排気ガス速度が1,432ft/s、燃料流量が毎時2.28lb/sの

ターボファン・エンジンの静止状態での熱効率（％）を求めよ。

下記のうち最も近い値を選べ。

燃料低発熱量：18,400Btu/lb

熱の仕事当量：778ft-lb/Btu

（１）26 （２）31 （３）36 （４）41 （５）46

（６）51 （７）56

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）　415 （２）　425 （３）　435 （４）　445 （５）　455
（６）　465 （７）　475
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（1）

（2）

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

科　目 記　号 F１ＦＩ１３１０３０専　門　〔科目コ－ド：１３〕

☆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

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

航空工場整備士（計器）・専門-1/7

☆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

（１）

（２）

（３）

（４）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。

磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

光ファイバーの説明で次のうち誤っているものはどれか。

金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に反
比例した制動力が働くことをうず電流制動という。

光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。
光ファイバーは雷電流を通し易く落雷に弱いが、他の光ファイバーからの妨害を受けず
電磁波を放出しないという特徴がある。
ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。
光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

電磁誘導現象に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

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： ２０Ω 、回路電流：０ ４Ａ
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 4

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

（７） （８）

（９）

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池３個を並列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正し
いものはどれか。

電圧、容量とも同一 電圧２倍、容量同一

インピーダンス：１６０Ω　　、回路電流：　１０Ａ

インピーダンス：２１０Ω　　、回路電流：　１８Ａ

電圧３倍、容量同一 電圧同一、容量２倍

電圧同一、容量３倍 電圧２倍、容量２倍

電圧２倍、容量３倍 電圧３倍、容量２倍

電圧３倍、容量３倍

インピーダンス：１２０Ω　　、回路電流：　　８Ａ

インピ ダンス：　２０Ω 　、回路電流：０．４Ａ

インピーダンス：　６０Ω　　、回路電流：１．２Ａ

インピーダンス：１００Ω　　、回路電流：　　２Ａ
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問 5

（1） 10Ω （2） 15Ω

（3） 20Ω （4） 25Ω

（5） 30Ω （6） 35Ω

問 6

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

下図のようなホイートストン・ブリッジ回路で、　P = 10 （Ω）　、　Q = 50（Ω）　、
Rs = 150（Ω）の条件の時、検流計Dには電流が流れなかった。未知の抵抗Rxで正しいもの
はどれか。

皮相電力：1,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：1,100（VA）、力率：65（%）

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
あった時の皮相電力と力率で次のうち正しいものはどれか。

皮相電力：7,000（VA）、力率：65（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：75（%）

皮相電力：8,000（VA）、力率：85（%）
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問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

問 8

（１）

（２）

（３）

（４）

問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

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・モータの機能で次のうち正しい
ものはどれか。

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。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

VHF帯は雑音が少なく、安定した通信を行えるため、航空機では近距離の航空交通管
制や業務通信に使用されている。
電波の伝搬は、電離層の反射によるため、電離層の状態によって大きく変わる。

VHF（超短波）およびマイクロ波の伝搬に関する説明で次のうち誤っているもはどれか。

雨、霧、雲による減衰は、周波数が高くなるほど大きい。

見通し外伝搬には、山岳回析伝搬及び対流圏散乱伝搬がある。

定格毎に完全な回路保護に必要な個数の3/4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。

回路保護装置に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

サーキット・ブレーカは、機器に過電流が流れた場合、機内配線を保護するために用い
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。

ヒューズは溶けやすい鉛や錫などの合金で負荷に直列に接続して使用する。
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問10

（１）

（２）

（３）

（４）

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問12

（Ａ）

気圧高度計のセッティング方法の説明で次のうち正しいものはどれか。

自由度２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

QFE SET：気圧補正目盛を29.92in-Hgに合わせる。

QNH SET：気圧補正目盛を海面上の気圧に合わせる。

QNE SET：高度計の指針を"0"ftに合わせる。

QFH SET：高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

AHRS

定針儀

水平儀

トランジスタの接地方式に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。  （１）～（５）の中から選べ。

トランジスタを増幅器に使う場合、入出力端子の共通端子をどの電極にするかによっ
て、ベース接地、エミッタ接地、コレクタ接地の３種類がある。
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（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

主母線には発電機と蓄電池が直列に接続されている。

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は不要である。

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も機能す
る。

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。

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。

周波数特性が良いことを利用して高周波増幅回路にエミッタ接地回路が使用される。

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にベース接地回路が使
用される。
普通の増幅回路としては、コレクタ接地回路がもっとも適している。

基本論理回路「NOＴ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。

入力：A、出力：Xとすると、シンボルは　　　　　　　となる。

入力：A、出力：Xとすると、論理式は　　　　　　となる。

小型機の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。
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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。

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。

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。

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。

高度０ではρ=ρ0であるからTAS = EAS = CASとなる。

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。

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。

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。
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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

外気温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

全温度センサには飛行中凍結防止のためヒータが組込まれている。

低空では全温度（TAT）と真大気温度（SAT）は同一となる。

慣性基準装置（IRS）の算出データとして（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

加速度（３軸方向）

機体姿勢とその変化率

速度（水平、垂直方向）

途中経過地点（Waypoint）

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（TAT）は真大気温度（SAT）より高い。
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問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

ヒンジ部の溶着防止

静電気の蓄積防止

電気容量式燃料計に使用されているタンク・ユニットの誘電率に関する説明として（Ａ）～
（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

誘電率は密度の影響を受けない。

誘電率は密度が小さいほど大きくなる。

誘電率は温度が低下すると大きくなる。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

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。

可動部分の脱落防止

異種金属間の腐食防止

無線障害の減少
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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

不易差の修正：磁気コンパスの自差修正装置にある補正用の２つのネジ（N - S , E -
                     W）を回して修正する。

半円差の修正：軟鉄板、棒、球などを用いて修正することができるが、航空機が製造
                     された後に行うことはほとんどない。

増幅回路と主な用途の関係で（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。

同調増幅回路：中間周波、高周波増幅器

差動増幅回路：直流増幅器

ＲＣ結合増幅回路：低周波電力増幅器

プッシュプル増幅回路：低周波電圧増幅器

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。

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。
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問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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。

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。
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。
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。

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。

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。

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。

交差線輪型の温度計は、比率型計器と呼ばれる。

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。
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（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

定針儀のジャイロは、内ジンバル面が垂直、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。

ジャイロに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ジャイロのドリフトには、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。

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。
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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　　Ｍ４０

資　格 題数及び時間 ２５題　　１時間３０分航空工場整備士　　電子装備品

専　門　〔科目コ－ド：１３〕科　目 記　号 Ｆ１ＦＮ１３１０３０
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☆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

（１）

（２）

（３）

（４）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

光ファイバーの説明で次のうち誤っているものはどれか。

光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

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 ダンス： ２０Ω 回路電流：０ ４Ａ

光ファイバーは雷電流を通し易く落雷に弱いが、他の光ファイバーからの妨害を受けず
電磁波を放出しないという特徴がある。
ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。

磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

電磁誘導現象に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。
金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に反
比例した制動力が働くことをうず電流制動という。

光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 4

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

（７） （８）

（９）

インピーダンス：　２０Ω 　、回路電流：０．４Ａ

インピーダンス：　６０Ω　　、回路電流：１．２Ａ

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池３個を並列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正し
いものはどれか。

電圧、容量とも同一 電圧２倍、容量同一

電圧３倍、容量同一 電圧同一、容量２倍

電圧同一、容量３倍 電圧２倍、容量２倍

電圧２倍、容量３倍 電圧３倍、容量２倍

電圧３倍、容量３倍

インピーダンス：１００Ω　　、回路電流：　　２Ａ

インピーダンス：１２０Ω　　、回路電流：　　８Ａ

インピーダンス：１６０Ω　　、回路電流：　１０Ａ

インピーダンス：２１０Ω　　、回路電流：　１８Ａ

航空工場整備士（電子）・専門-2/7



問 5

（1） 10Ω （2） 15Ω

（3） 20Ω （4） 25Ω

（5） 30Ω （6） 35Ω

問 6

（１）

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
あった時の皮相電力と力率で次のうち正しいものはどれか。

皮相電力：7,000（VA）、力率：65（%）

下図のようなホイートストン・ブリッジ回路で、　P = 10 （Ω）　、　Q = 50（Ω）　、
Rs = 150（Ω）の条件の時、検流計Dには電流が流れなかった。未知の抵抗Rxで正しいもの
はどれか。
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

問 8

（１）

（２）

（３）

（４）

皮相電力：8,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：1,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：1,100（VA）、力率：65（%）

ヒューズは溶けやすい鉛や錫などの合金で負荷に直列に接続して使用する。

定格毎に完全な回路保護に必要な個数の3/4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。

見通し外伝搬には、山岳回析伝搬及び対流圏散乱伝搬がある。

VHF帯は雑音が少なく、安定した通信を行えるため、航空機では近距離の航空交通管
制や業務通信に使用されている。
電波の伝搬は、電離層の反射によるため、電離層の状態によって大きく変わる。

皮相電力：7,000（VA）、力率：65（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：75（%）

回路保護装置に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

サーキット・ブレーカは、機器に過電流が流れた場合、機内配線を保護するために用い
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。

VHF（超短波）およびマイクロ波の伝搬に関する説明で次のうち誤っているもはどれか。

雨、霧、雲による減衰は、周波数が高くなるほど大きい。
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問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

問10

（１）

（２）

（３）

（４）

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（ ）

QFH SET：高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

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・モータの機能で次のうち正しい
ものはどれか。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

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。

気圧高度計のセッティング方法の説明で次のうち正しいものはどれか。

QFE SET：気圧補正目盛を29.92in-Hgに合わせる。

QNH SET：気圧補正目盛を海面上の気圧に合わせる。

自由度２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

水平儀

QNE SET：高度計の指針を"0"ftに合わせる。
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（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

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

トランジスタの接地方式に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。  （１）～（５）の中から選べ。

トランジスタを増幅器に使う場合、入出力端子の共通端子をどの電極にするかによっ
て、ベース接地、エミッタ接地、コレクタ接地の３種類がある。
周波数特性が良いことを利用して高周波増幅回路にエミッタ接地回路が使用される。

入力：A、出力：Xとすると、論理式は　　　　　　となる。

AHRS

定針儀

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にベース接地回路が使
用される。
普通の増幅回路としては、コレクタ接地回路がもっとも適している。

基本論理回路「NOＴ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。

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。

入力：A、出力：Xとすると、シンボルは　　　　　　　となる。
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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

使用周波数帯は極超短波（UHF）である。

小型機の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。

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。

主母線には発電機と蓄電池が直列に接続されている。

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は不要である。

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も機能す
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。

TCAS -ⅡはTA（接近情報）とRA（回避情報）を出す。

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。

周辺の航空機の位置、高度情報が識別できる。
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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

電波高度計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面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。

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。

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。

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。

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。

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。
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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）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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。
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（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

半導体素子の機能/用途で（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。

発光ダイオード：電気信号を光に変換する素子/数字や文字の表示

われるネジ・カップリング式の中型コネクタである。

差動増幅回路：直流増幅器

ＲＣ結合増幅回路：低周波電力増幅器

nチャンネル電界効果トランジスタ：増幅素子/増幅回路、発信回路

トライアック（双方向性サイリスタ）：電力スイッチング素子/サーボモータ制御、交
流電力制御

サーミスタ：温度を電気信号に変換する素子/温度計、トランジスタ回路の温度補償

増幅回路と主な用途の関係で（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。

プッシュプル増幅回路：低周波電圧増幅器

同調増幅回路：中間周波、高周波増幅器

航空工場整備士（電子）・専門-6/7



問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

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。

可動部分の脱落防止

異種金属間の腐食防止

無線障害の減少

ヒンジ部の溶着防止

静電気の蓄積防止

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。

ブラウン管はガラス・バルブ、電子銃、偏光系、けい光面よりなる。

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。
静電偏向は、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。

電磁偏向は、測定器の観測用ブラウン管に用いられる方式である。
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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

S = 0、R = 0 の時、入力が加わる前の状態を保つ

S = 1、R = 1 の時、Q及びQ（NOT）は不確定

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。

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

真対気速度：全温度とマッハ数から計算

マッハ数：ピトー圧と静圧の比から計算

下図フリップ・フロップ回路の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

S = 1、R = 0 の時、Q = 0、Q（NOT） = 1

S = 0、R = 1 の時、Q = 1、Q（NOT） = 0
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（1）

（2）

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 Ｆ１ＦＥ１３１０３０

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

☆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。
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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

（１）

（２）

（３）

（４）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。
光ファイバーは雷電流を通し易く落雷に弱いが、他の光ファイバーからの妨害を受けず
電磁波を放出しないという特徴がある。
ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。

電磁誘導現象に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。
金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に反
比例した制動力が働くことをうず電流制動という。

光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

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 ダンス： ２０Ω 回路電流：０ ４Ａ

光ファイバーの説明で次のうち誤っているものはどれか。
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 4

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

（７） （８）

（９）

インピーダンス：１６０Ω　　、回路電流：　１０Ａ

インピーダンス：１２０Ω　　、回路電流：　　８Ａ

インピーダンス：　２０Ω 　、回路電流：０．４Ａ

インピーダンス：　６０Ω　　、回路電流：１．２Ａ

インピーダンス：１００Ω　　、回路電流：　　２Ａ

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池３個を並列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正し
いものはどれか。

電圧、容量とも同一 電圧２倍、容量同一

電圧３倍、容量２倍

インピーダンス：２１０Ω　　、回路電流：　１８Ａ

電圧３倍、容量同一 電圧同一、容量２倍

電圧同一、容量３倍 電圧２倍、容量２倍

電圧２倍、容量３倍

電圧３倍、容量３倍
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問 5

（1） 10Ω （2） 15Ω

（3） 20Ω （4） 25Ω

（5） 30Ω （6） 35Ω

問 6

下図のようなホイートストン・ブリッジ回路で、　P = 10 （Ω）　、　Q = 50（Ω）　、
Rs = 150（Ω）の条件の時、検流計Dには電流が流れなかった。未知の抵抗Rxで正しいもの
はどれか。

他励直流発電機の励磁電流0.4（A）、毎分700回転のとき誘起起電力が28（V）であった。
励磁電流を0.3（A）とし起電力を30（V）にするためには回転数を毎分いくら増加したら良
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。
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（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

問 8

（１）

（２）

（３）

（４）

300回転 320回転

340回転 400回転

250回転 280回転

回路保護装置に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

サーキット・ブレーカは、機器に過電流が流れた場合、機内配線を保護するために用い
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。

VHF（超短波）およびマイクロ波の伝搬に関する説明で次のうち誤っているもはどれか。

雨、霧、雲による減衰は、周波数が高くなるほど大きい。

見通し外伝搬には、山岳回析伝搬及び対流圏散乱伝搬がある。

VHF帯は雑音が少なく、安定した通信を行えるため、航空機では近距離の航空交通管
制や業務通信に使用されている。

ヒューズは溶けやすい鉛や錫などの合金で負荷に直列に接続して使用する。

電波の伝搬は、電離層の反射によるため、電離層の状態によって大きく変わる。

定格毎に完全な回路保護に必要な個数の3/4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。
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問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

問10

（１）

（２）

（３）

（４）

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（ ）

縦軸の釣合いを保つ。

QNE SET：高度計の指針を"0"ftに合わせる。

QFH SET：高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

気圧高度計のセッティング方法の説明で次のうち正しいものはどれか。

QFE SET：気圧補正目盛を29.92in-Hgに合わせる。

QNH SET：気圧補正目盛を海面上の気圧に合わせる。

自由度２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

水平儀

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・モータの機能で次のうち正しい
ものはどれか。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。
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（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

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

定針儀

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にベース接地回路が使
用される。
普通の増幅回路としては、コレクタ接地回路がもっとも適している。

AHRS

入力：A、出力：Xとすると、論理式は　　　　　　となる。

トランジスタの接地方式に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。  （１）～（５）の中から選べ。

トランジスタを増幅器に使う場合、入出力端子の共通端子をどの電極にするかによっ
て、ベース接地、エミッタ接地、コレクタ接地の３種類がある。
周波数特性が良いことを利用して高周波増幅回路にエミッタ接地回路が使用される。

基本論理回路「NOＴ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。

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。

入力：A、出力：Xとすると、シンボルは　　　　　　　となる。
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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

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は不要である。

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も機能す
る。

無効電力は350（var）である。

力率は80％である。

主母線には発電機と蓄電池が直列に接続されている。

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。

皮相電力は600（W）である。

有効電力は750（VA）である。

小型機の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。

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。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

同期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のような一定速
度で回転する必要のある機器に用いられている。

誘導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。

平衡３相負荷の場合は、３個の単相電力計で電力の測定ができる。

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。

直流分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。

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Ｙ接続され、かつ中性線がある場合（３相４線式の場合）は、１個の
単相電力計で電力が測定できる。

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。
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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）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

小型で大きなトルクを得られる。

無線障害の減少

ヒンジ部の溶着防止

静電気の蓄積防止

直流サーボ・モータに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

各種指示計器の小型サーボ・モータとして使用されている。

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。

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。

可動部分の脱落防止

異種金属間の腐食防止

速度制御が容易で高速度での効率が高い。
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（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）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

サーミスタ：温度を電気信号に変換する素子/温度計、トランジスタ回路の温度補償

トライアック（双方向性サイリスタ）：電力スイッチング素子/サーボモータ制御、交
流電力制御

半導体素子の機能/用途で（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。

発光ダイオード：電気信号を光に変換する素子/数字や文字の表示

nチャンネル電界効果トランジスタ：増幅素子/増幅回路、発信回路

トランスの一次側はデルタ結線、二次側はスター結線の二次巻線からなる。

６個のシリコン・ダイオードの全波整流回路を持っている。

TRU（Transformer Rectifier Unit）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。

トランスと整流器を組み合わせたユニットである。
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問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

交差線輪型の温度計は、比率型計器と呼ばれる。

PFDは機体の姿勢、速度、高度、昇降速度などを集約化してDISPLAY上に表示するも
のである。
PFDは初期の電子式統合計器であるEADIに、さらに他の計器の表示機能を付加し、性
能向上したものである。

PFD及びNDに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

NDの表示情報はPFDに比べ優先度が低いため、表示装置の大きさはPFDよりやや小さ
めとなっている。
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。

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。

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。
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。

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。
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（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

耐ノイズ・コネクタは、デジタル信号が通るケーブルの接続部分でノイズの混入を防ぐ
ために使われている。

鉛バッテリ：充電状態は電解液の比重を点検することにより確認できる。

鉛バッテリ：電解液は希硫酸溶液である。

同軸コネクタは主として、BNC型、N型、C型、UHF型の４種類に使い分けられてい
る。

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。

一般用丸型コネクタ（MIL-C-26500）には、ハンダ付けと圧着方式の２種類があ
る。
機器用角型コネクタ（ARINC規格DPX型）には、ネジ・カップリング式とバイオネッ
ト・カップリング式の２種類がある。

鉛バッテリ及びニッケル・カドミウム・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。

Ni-Cdバッテリ：陽極に水酸化ニッケル、陰極に金属カドミウムを使用している。

Ni-Cdバッテリ：腐食性ガスが出やすいので、振動の激しい場所では使用できない。
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（1）

（2）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配     点 １問　４点

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 

Ｆ１ＦＲ１３１０３０

「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。
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問 1

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

光ファイバーの説明で次のうち誤っているものはどれか。
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（１）

（２）

（３）

（４）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

（２）

電磁誘導現象に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

電磁誘導によってコイルに生じた起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流という。

電磁石の磁界の強さは、電磁石の巻線の数、導体を流れる電流、鉄心の透磁率に反比例
する。
金属板を永久磁石の間にはさみ、この板を回転させると、うず電流により回転速度に反
比例した制動力が働くことをうず電流制動という。
磁界中にある導体に電流を流し、導体に働く電磁力を利用した機械が発電機である。

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 ダンス ６０Ω 回路電流 １ ２Ａ

インピーダンス：　２０Ω　　、回路電流：０．４Ａ

光ケーブルに使う送信機で入力電気信号を光に変えるには発光ダイオードやレーザーダ
イオードが使われている。

光の通路はコアでコアとクラッドの境界面で全反射しながら進み、臨界角は約80度で
ある。
光ファイバーは雷電流を通し易く落雷に弱いが、他の光ファイバーからの妨害を受けず
電磁波を放出しないという特徴がある。
ファイバーの中心部は石英ファイバーでコアと呼ばれ、外側はナイロン層で覆われ、ク
ラッドと呼ばれる。
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（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 4

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

（７） （８）

（９）

インピーダンス：　６０Ω 　、回路電流：１．２Ａ

インピーダンス：１００Ω　　、回路電流：　　２Ａ

インピーダンス：１２０Ω　　、回路電流：　　８Ａ

電圧２４Ｖ、容量４３Ａｈの蓄電池３個を並列に接続したときの電圧及び容量で次のうち正し
いものはどれか。

電圧、容量とも同一 電圧２倍、容量同一

電圧３倍、容量同一 電圧同一、容量２倍

電圧同一、容量３倍 電圧２倍、容量２倍

インピーダンス：１６０Ω　　、回路電流：　１０Ａ

インピーダンス：２１０Ω　　、回路電流：　１８Ａ

電圧３倍、容量３倍

電圧２倍、容量３倍 電圧３倍、容量２倍
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問 5

（1） 10Ω （2） 15Ω

（3） 20Ω （4） 25Ω

（5） 30Ω （6） 35Ω

問 6

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

皮相電力：7,000（VA）、力率：65（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：9,000（VA）、力率：75（%）

皮相電力：8,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：1,000（VA）、力率：85（%）

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
あった時の皮相電力と力率で次のうち正しいものはどれか。

下図のようなホイートストン・ブリッジ回路で、　P = 10 （Ω）　、　Q = 50（Ω）　、
Rs = 150（Ω）の条件の時、検流計Dには電流が流れなかった。未知の抵抗Rxで正しいもの
はどれか。
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（５）

（６）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

問 8

（１）

（２）

（３）

（４）

問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

皮相電力：1,000（VA）、力率：85（%）

皮相電力：1,100（VA）、力率：65（%）

回路保護装置に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

サーキット・ブレーカは、機器に過電流が流れた場合、機内配線を保護するために用い
る。

VHF帯は雑音が少なく、安定した通信を行えるため、航空機では近距離の航空交通管
制や業務通信に使用されている。

見通し外伝搬には、山岳回析伝搬及び対流圏散乱伝搬がある。

ヒューズは溶けやすい鉛や錫などの合金で負荷に直列に接続して使用する。

定格毎に完全な回路保護に必要な個数の3/4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。

VHF（超短波）およびマイクロ波の伝搬に関する説明で次のうち誤っているもはどれか。

電波の伝搬は、電離層の反射によるため、電離層の状態によって大きく変わる。

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・モータの機能で次のうち正しい
ものはどれか。

横揺れを制御し、機首方位を保つ。

縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

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。

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。

雨、霧、雲による減衰は、周波数が高くなるほど大きい。
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問10

（１）

（２）

（３）

（４）

問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問12

（Ａ）

気圧高度計のセッティング方法の説明で次のうち正しいものはどれか。

QFE SET：気圧補正目盛を29.92in-Hgに合わせる。

QNH SET：気圧補正目盛を海面上の気圧に合わせる。

自由度２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

水平儀

AHRS

トランジスタの接地方式に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。  （１）～（５）の中から選べ。

QFH SET：高度計の指針をその場所の標高に合わせる。

トランジスタを増幅器に使う場合、入出力端子の共通端子をどの電極にするかによっ
て ベ ス接地 エミッタ接地 コレクタ接地の３種類がある

定針儀

QNE SET：高度計の指針を"0"ftに合わせる。
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（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

普通の増幅回路としては、コレクタ接地回路がもっとも適している。

基本論理回路「NOＴ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。

入力：A、出力：Xとすると、論理式は　　　　　　となる。

小型機の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。

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も機能す
る。

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。

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。

主母線には発電機と蓄電池が直列に接続されている。

入力：A、出力：Xとすると、シンボルは　　　　　　　となる。

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は不要である。

て、ベース接地、エミッタ接地、コレクタ接地の３種類がある。
周波数特性が良いことを利用して高周波増幅回路にエミッタ接地回路が使用される。

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にベース接地回路が使
用される。
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）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。

可動部分の脱落防止

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。

異種金属間の腐食防止

無線障害の減少

ヒンジ部の溶着防止

機体が傾いた場合でも、電波高度計のアンテナが常に地表面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。

静電気の蓄積防止

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。

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。

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。
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（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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、１個の
単相電力計で電力が測定できる。

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。

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。

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。

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。
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。

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。

平衡３相負荷の場合は、３個の単相電力計で電力の測定ができる。

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。

な装備品である。
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問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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

アンテナ利得に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

アンテナから最大放射方向に放射される電波の電力密度と、それと同一電力が供給され
ている基準アンテナより同一距離の点に放射される電波の電力密度の比をいう。
利得の基準として損失のない半波長ダイポール・アンテナを使った場合の利得を絶対利
得という。

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（０
dB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。

音量が変化したりゆがんだりする現象

見通し距離外まで伝搬する現象

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。
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（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

問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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。

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。

TCASと同一の周波数帯を使用している。

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。

セルコール・システム（SELCAL）の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。　（１）～（５）の中から選べ。

航空機にあらかじめ登録符号が与えられており、地上からの呼び出しには通信の前に呼
び出し符号を送信する。
SELCAL専用の無線通信装置が用いられている。

自機の呼び出し符号を受信したら音声により呼び出しが行われる。

SELCALにより機上から地上局を呼び出すこともできる。
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問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問24

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

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。

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。

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。

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

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。
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。
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。

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。
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（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

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。

航空機に向けて発射する質問パルスをモード・パルス、航空機からの応答パルスをコー
ド・パルスと呼ぶ。
使用周波数帯はDMEと同じUHF帯である。

応答する飛行高度は気圧高度計の気圧高度規正にかかわりなく、29.92（inHg）で気
圧規正した高度を応答する。

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。

管制官は航空機を区別するため、パイロットに対し４桁の0000～7777の範囲で応答
コードを指定している。

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。

UHF型コネクタ  ：

航空工場整備士（無線通信機器）・専門-7/7


	挿入元ファイル:"1003_M1.pdf"
	０９３１

	挿入元ファイル:"1003_M2.pdf"
	０９３２

	P1定期（飛）航法
	P4定期（飛回船）法規
	E4 ATPL Civil Aeronautics Law
	P5定期（飛回船）気象
	P6定期（飛）工学
	P9定期（飛）通信
	P10事業用（飛回船）気象
	P11事業用（滑上級・動力）気象
	P12事業用（飛）工学
	P13事業用（回）工学
	P15事業用（滑上級・動力）工学
	P16事業用（飛回船）法規
	P17事業用（滑上級・動力）法規
	P18共通（通信）
	P19事業用（飛回船）航法
	P20事業用（滑動力）航法
	P21自家用（飛回船）気象
	P22自家用（滑上級・動力）気象
	P23自家用（飛）工学
	P24自家用（回）工学
	P26自家用（滑上級・動力）工学
	P27自家用（飛回船）法規
	P28自家用（滑上級・動力）法規
	P29自家用（飛回船）航法
	P30自家用（滑動力）航法
	P31通信士（気象）
	P33通信士（構造）
	P35通信士（法規）
	P37通信士（航法）
	P40計器飛行証明
	P41操縦教育証明
	P42運航管理者（航法）
	P43運航管理者（法規）
	P44運航管理者（気象）
	P45運航管理者（工学）
	P46運航管理者（通信）
	P47運航管理者（施設）
	P48事業用（滑上級）航法
	P49自家用（滑上級）航法
	E1航空英語証明
	M1一整・一運整（飛）工整（共通）法規
	M2一整・一運整（回）二整・二運整（共通）法規
	M3一運整（飛）機体
	M4一整（回）機体
	M5二整（飛）機体
	M6二整（回）機体
	M8二整（滑上級・動力）機体
	M9一運整（飛）機体
	M10一運整（回）機体
	M11二運整（飛）機体
	M14二運整（滑上級・動力）機体
	M16一整（飛）タービン発動機
	M17一整（回）タービン発動機
	M18二整（飛）タービン発動機
	M19二整（回）タービン発動機
	M20一運整（飛）タービン発動機
	M21一運整（回）タービン発動機
	M22二運整（飛）タービン発動機
	M24二整（飛船）ピストン発動機
	M25二整（回）ピストン発動機
	M26二整（滑動力）ピストン発動機
	M27二運整（飛船）ピストン発動機
	M30一整（飛）電子装備品
	M31一整（回）電子装備品
	M32二整（共通）電子装備品
	M33工整（共通）工学
	M34工整（機体構造）専門
	M35工整（機体装備品）専門
	M37工整（タービン発動機）専門
	M39工整（計器）専門
	M40工整（電子装備品）専門
	M41工整（電気装備品）専門
	M42工整（無線通信機器）専門

