
「航法ログ」は提出する必要はありません。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目 Ａ１ＡＡ０１１０７０

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

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〕

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　４点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

P1

（３）

◎ 配　　点

（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
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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

ランバート航空図は距離誤差が小さく、高緯度地方の中距離用として使用される。
メルカトール航空図においては子午線が平行であるため極を表すことができない。
メルカトール航空図においては子午線が平行であるため航程線が直線となる。

（３）

（a）

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（３）

（１）Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時２５分

問 １

Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時３６分
（３）Ａ空港から４０２nm　ＥＴＡ：１４時２５分

問 2 日本時間の１３時３０分に航空機がＡ空港をＴＣ０８０°で出発し、９００nm先の

（２）

約0.73
（４）約0.76

問 3 周回進入区域における航空機区分と滑走路末端中心からの半径で誤りはどれか。

（２）カテゴリーB・・・・・ １．5nm

気圧高度：38,000ft 、ＴＡＴ：－15℃、ＳＡＴ：－43℃の大気中を、

（４）

ＴＡＳ：448ktで飛行中の航空機のMACH数で正しいものはどれか。

あるような錯覚を生じ易い。

問 5 飛行中の錯覚について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で

（１）約0.67
（２）約0.70
（３）

（４）    正        誤        正       誤

正しいものはどれか。

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

（b）

    正        誤        誤       正

い進入になりがちである。
（c）

（c）

（３）

ランバート航空図において子午線と平行圏の接線は直交する。
（b）

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

（d）

（１）
（２）    誤        正        誤       誤

    正        誤        正       誤
    正        正        正       正

Ｂ空港に向かう場合のＥＴＰ（等時点）について も近いものはどれか。
ただし風は３００°／４５kt、ＴＡＳ３３０ktとし、上昇降下は考えないものとする。

（４）

Ａ空港から４０２nm　ＥＴＡ：１４時３６分

（１）カテゴリーＡ・・・・・１．2nm

（４）

カテゴリーC・・・・・ 2 ．0nm
カテゴリーD・・・・・ 2 ．5nm

（d）霧の中に入ると機首が下がっているような錯覚に捉われる。

通常より広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低い高度に

高さを判定する灯火が、わずかしかない地域の上空を飛行する場合、平常よりも高

問 4

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）
（１）    誤        誤        正       誤    
（２）    正        正        誤       誤
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不可侵区域とは各 終進入経路から等距離に位置する2,000ft以上の幅を有する
区域をいう。
グライドスロープへの会合高度相互間に 低500ftの垂直間隔を設定する。
各進入復行経路は30°以上分岐して設定するものとする。

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400ｍである。
目標点標識の長さは60ｍ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４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。

（４）

の中で正しいものはどれか。

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、航空
灯火等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。

正
（３）

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

正

    誤        誤        正       正
（４）

誤 誤

問 6 同時平行ＩＬＳ進入について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）

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

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

（c）

（b）

（d）

    正        正        誤       正
（３）

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

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）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） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

誤正
正 正 正

（１） 誤 正
（２） 正 正

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（c）

（d）

（a）
（b）

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

（１）

約３０ｍのほぼ等間隔に設置される。

正

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

（b）

（１）

（２） 誤 正

正

面から１ＮＭ以内）に設置されている場合で、無線施設に向っての 終進入経路が滑走

正

延長線と交差しない場合は、 終進入経路と滑走路中心線の延長線との間隔が滑走路進
入端の手前1,400mの地点において（c）150m以下であること。また、 終進入経路

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

正
誤

正

誤

誤 正

下、その他の区分では（b）15°以下であること。
上記と同じ無線施設の設置状態で、無線施設に向っての 終進入経路が滑走路中心線の

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）

（１）

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。

10 直線着陸（ストレートインランディング）を行える条件で、下線（a）～（d）の正誤の

（４） 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）

問

誤

（ａ） （ｂ） （ｃ）

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 正

正
正 正

（３）
（２）

（c）

（ｄ）

条件の値に等しい地上視程

正 正

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
低気象条件の値に等しい地上視程

非精密進入方式の場合にあっては、非精密進入方式のMDHに100ftを加えた雲

（２） 正

正 誤 誤

（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

正 誤 正

誤 正（３）
（４）

正 誤
正

組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（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

誤 誤
正

（４）

上げ）、及び 低気象条件の値に等しい地上視程

（ｂ） （ｃ）

誤

路中心線の延長線と交差する場合は、滑走路進入端の手前（a）1,400m以上離れた位置
での滑走路中心線の延長線と 終進入経路との交角が航空機区分AおよびBでは30°以

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

（b）

正

正

誤 誤 誤 正

正
（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

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

いずれか短い長さでは航空黄の不動光である。

（３） 正 正

誤

のオフセットは（d）5°以下であること。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
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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

で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。

問

正

誤

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

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。

１５ EGPWSの記述で誤りはどれか。

の組み合わせにより前方の地形に対する警報を効果的に発出することができる。

正

正
（４） 正 誤 誤 誤
（３） 正 正

（ｄ）
誤

（２） 誤 誤 正 正
（１） 誤 誤

（ａ） （ｂ） （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

（c）

問 12 地上視程通報値のＣＭＶへの変換について（１）～（３）の中で誤りはどれか。

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RNAV5の基準に基づい

誤差は全飛行時間中少なくとも９７．５％は、RNAV種別もしくはRNP種別

正正 誤

受けた航空機相互間には１５マイルが適用される予定である。

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
「Ｗ」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

正 誤 誤

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）

福岡FIR全域で、フライトレベル290以上フライトレベル500以下の高度にお

（３） 正 誤 正 誤
（４） 誤 正 正

（４）

険度に応じて色分け表示される。

（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290以上の空域では原則としてVFRによる飛

行は禁止されている。

（a）本来4,000ftの垂直間隔を2,000ftに縮小して運用する方式である。
（b）

（３）

（２）

（b）

（a）

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

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

（３）
秒前に接近の警報が、30～20秒前に回避のための警告が音声で発出される。

「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密進入方式」「周回進入」「離陸」「代替飛行場」である。

（１）地上視程通報値をCMVに変換する場合に関係する運用中の航空灯火の種類は
「進入灯および滑走路灯」「滑走路灯」「前記以外の場合」である。

（２）昼間にあって「進入灯および滑走路灯」が運用されている場合、地上視程通報値が
1,200mであればCMVも1,200mである。

低気象条件に対して地上視程通報値のCMVへの変換が適用されない場合は
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[飛行計画問題]
羽田空港（RJTT）から、帯広空港（RJＣＢ）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７月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
     RJTT～SNE～NZE～KAEDE～MQE～ALICE～ERIMO～RJCB
   （それぞれを直線で結ぶものとする）           (OBE)

（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が可能ならば行うが、行わない方が燃料消費が

帯広到着時少ない場合はSTEP UPを行わないものとする。
　 ③  ERIMO からOBE の間は西向きの経路となるが、ERIMO までの

巡航高度を降下開始点まで維持するものとする。

（４） 　代替空港
　釧路空港　RJCK（KSE）

（５） 　代替空港までの経路
　OBE～KSE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で表のとおりとする。
　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
　83,000lbs

（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

（４）14時10分（日本時間）
（３）14時05分（日本時間）

（１）13時55分（日本時間）
（２）14時00分（日本時間）

問 帯広空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
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（２）ERIMO 上空（３nm以内）
（３）ERIMO から OBE 寄りで 11nmの距離
（４）ERIMO から OBE 寄りで 24nmの距離

（３）3705 lbs/H
（４）3655 lbs/H

（１）ERIMO から ALICE 寄りで 11nmの距離
問 25 TOD（降下開始点）はERIMO からどの距離にあるか。

問 24 MQE からALICE までのFUEL FLOW はどれか。
（１）4060 lbs/H
（２）3860 lbs/H

（４）24分

（２）18分
（３）21分

（４）068°

問 23 NZE からKAEDE までのZONE TIME はどれか。
（１）15分

問 22 MQE から ALICE までのMH はどれか。
（１）
（２）059°
（３）063°

（２）300kt
（３）306kt

054°

（４）313kt

（３）NZE 上空（３nm以内）
（４）NZE から KAEDE 寄りで ７nmの距離

問 21  KAEDE から MQE までの TAS はどれか。
（１）280kt

問 20 RCA（巡航開始点）は NZE からどの距離にあるか。
（１）NZE から SNE 寄りで ２１nmの距離
（２）NZE から SNE 寄りで １１nmの距離

（３）

（３）12,900lbs
（４）13,200lbs

（１）12,300lbs
（２）12,600lbs

（４）1,080lbs

問 19 この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。

880lbs

問 18 帯広空港から代替飛行場までの必要燃料はどれか。
（１）480lbs
（２）680lbs

（２）8,750lbs
（３）8,950lbs
（４）9,150lbs

問 17 帯広空港までの予定消費燃料はどれか。
（１）8,550lbs
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      航　法　ロ　グ

DEPARTURE AP

TO DESTINATION TO ALTERNATE HOLDING

DESTINATION AP ALTERNATE AP ＥＴＤ

ＥＴＥ

 FUEL　　PLAN

＋ CONTINGENCY

ATR-航法ログ

TOTAL　FUEL

 　　　　　　 LBＳ

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

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

 　　　　　　 LBＳ

ZONE

FUEL

TO　DESTINATION TO　ALTERNATE

ＲＭＳ

HOLDINGＥＴＥ ＋ CONTINGENCY

TAS WCA TH MH

ＥＴＡ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ 　　　　　　 LBＳ

ＳＮＥ STD 060/20 023 7W 31

ＮＺＥ STD 050/30 003 8W 51

ＫＡＥＤＥ STD 340/40 012 8W 96

ＭＱＥ STD 330/50 037 8W 115

ＡＬＩＣＥ -10 310/50 055 8W 92

ＥＲＩＭＯ -10 260/30 011 8W 48

ＯＢＥ -10 250/25 340 9W 80

 TO ALTERNATE AP

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

ＫＳＥ -10 240/25 067 9W 47

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

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

(ｌｂｓ）

FUEL

（feet）

TIME

ＰALT

-5 STD +10 ×1000 STD +10

(min)

25 4000

30

-10

32.5

24 3630 4220

TAS 257
(kt)

25.5

4970 23 3350 3930

248 252

36.0 22.5 26.5

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5 37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

246 258 235 239

4100 4560 21 2910

242 244 233 235

6520 20

3320 4670

239

19.0 29.0

2740 3100

26.0

25.0 27.0 45.0 16.5

232 236

3850 4250 4300

39.5 15

244 228238 240

21.0 24.5 17.5

3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900 25605910 19 2890

19.0 22.0 35.0 13.5 15.5

3250 3600 5310 18

234 238232

23.0

2380 2670 3640

225

231

3320

227223

2200

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0 20.5

2450173000 3270 4800

227 229 233

18.0 27.0

229

2750 3010 4320

230 232 221236

16

15.0 11

11.5 16.5

13.0 18.5

2020 3060

223 227

2500

14.0 16.0

225 227 233 219

10

2800

2260

227220

2080

224

24.5

14.5 21.5 9

18503910 152730

10.5 15.0

2300 2520 3550 14 1660 1890 2560

12.5

225

11.0 12.5 19.0 8 9.5 13.5

223 225 229

3180 13

222218

1500 1710

8.5

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280

10.0 11.0 16.5 7

2010 2700 12 1350

12.0

1900

220 223220 222 226 217

1510 2100

定運(飛)ー航DATAー１ 



265 258 252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274

269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

10

-11.5 ＴＡＳ 279

254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

273 265

11

-13.5 ＴＡＳ 274

264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

277 268

12

-15.5 ＴＡＳ 285

267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

281 274

13

-17.5 ＴＡＳ 288

271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

285 278

14

-19.5 ＴＡＳ 292

274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

288 282

15

-21.5 ＴＡＳ 296

279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

293 287

16

-23.5 ＴＡＳ 301

283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

297 289

17

-25.5 ＴＡＳ 304

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

3655

19

312 300

289302 296

-29.5 ＴＡＳ

18

-27.5 ＴＡＳ 308

-39 Ｆ／Ｆ 3765

293

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

306

ＴＡＳ 311

3490 3335

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

-45 Ｆ／Ｆ 3115

304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

-33.5

21

3205

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ 3385

22 （ｌｂｓ/H）

～

85 75 65 55

～ ～ ～

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

定運(飛)ー航DATAー２ 

ＡＬＴ
×1000 

(lbs) 
×1000 

(feet) 

(℃) 



～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～

85 75 65 55

～

21

-35 Ｆ／Ｆ 3190

22 （ｌｂｓ/H）

-25.5 ＴＡＳ 314

3440

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610

-23.5 ＴＡＳ 317 310

3540

19

20

-21.5 ＴＡＳ 317 312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705

299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810

-19.5 ＴＡＳ 313 307

3890 3720

3640

18

-17.5 ＴＡＳ 316 309 303 297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060

17

-15.5 ＴＡＳ 311 291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

304 297

16

-13.5 ＴＡＳ 308 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

300 294

15

-11.5 ＴＡＳ 303 281295 289

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

14

- 9.5 ＴＡＳ 299 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

292 285

13

- 7.5 ＴＡＳ 294 273287 281

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

12

- 5.5 ＴＡＳ 291 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380

- 1.5 ＴＡＳ 283

4200

283 277

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370

11

- 3.5 ＴＡＳ 293

10

265

4420 4240

4190

286 272

262275 269

266

258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590

271

定運(飛)ー航DATAー３ 

ＷＴ 

ＡＬＴ ×1000 

×1000 

(℃) 



4415

9

+10.5 ＴＡＳ 286 278 272 265

+1 Ｆ／Ｆ 4933 4780

45604905 4735

4600

4360

10

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

-1 Ｆ／Ｆ

4305

11

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286 280 273

-3 Ｆ／Ｆ 4835 4660

44454795 4620

4495

4255

12

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

-5 Ｆ／Ｆ

4180

13

+ 2.5 ＴＡＳ 302 296 289 281

-7 Ｆ／Ｆ 4710 4550

42954660 4485

4375

4110

14

+ 0.5 ＴＡＳ 307 301 293 286

-9 Ｆ／Ｆ

4025

15

- 1.5 ＴＡＳ 311 304 297 289

-11 Ｆ／Ｆ 4585 4395

41504500 4330

4220

302

17

294

-13 Ｆ／Ｆ

- 3.5 ＴＡＳ 316 309

305 299

3960

16

- 5.5 ＴＡＳ 319 312

3790

312 304

4050 3870

3965-17 Ｆ／Ｆ 4100

-15 Ｆ／Ｆ 4350 4220

18

- 7.5 ＴＡＳ 317

3645

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825

3580-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690

20

-11.5 ＴＡＳ 324 318 311

3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

-25 Ｆ／Ｆ

-15.5 ＴＡＳ
（kt）

-23 Ｆ／Ｆ

22 （lbs/H）

～

85 75 65 55

～ ～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85ＷＴ

ＡＬＴ 
×1000 

×1000 

(feet) 

(℃) 

定運(飛)ー航DATAー４ 



ＡＬＴ

（×1,000 feet）

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30 min 2243 2153 2063

８５～８２ ８１～７８

8 263

７７～７４

505

7 261 490

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ（×1,000ｌｂｓ ）

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

271 560

10 269 545

9 267 530

11 277 585

8 265 520

11 274 570

10

12 280 610

12 279 600

13 285 645

13 282 630

15 291 670

14 289 655

ＤＥＳＣＥＮＴ　ＤＡＴＡ

ＴＩＭＥ ＴＡＳ ＦＵＥＬ

（min） （kt） （ｌｂｓ）

定運(飛)ー航DATAー５ 



「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

◎

◎

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

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。◎

配　　点

判定基準

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「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

Ａ１ＣＣ０４１０７０

定期（飛）（回）（船）-法規-1/5



ものはどれか。

ならない事項で誤りはどれか。

問 ４

貨物を運送する事業をいう。
（２）

（３）

（４）

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

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）「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は

（３）

（１）
（２）航空日誌

空港及び着陸場の性質
（４）航空機の整備体制

出発地及び移動開始時刻

（１）

（４）すみやかに

（１）

航空法第２条の記述で正しいものはどれか。

各地間において行う航空運送事業をいう。

（３）巡航高度及び航路
（４）巡航高度における指示対気速度

（３）国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を必ずしも
表示する義務はない。
税関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。

貨物を運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

航空法第９７条第１項及び同条第２項の規定による飛行計画で、明らかにしなければ

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

（１）航空機は、二以上の国で有効に登録を受けることができる。
（２）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。

15日以内
（２）

（４）「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

航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

航空機の耐空性

５問

14日以内

「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

（２）

飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　６０　      　

（４）

問

国際民間航空条約の条文で正しいものはどれか。

より航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　　 　３０　      　

問 ６

問 １

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

２　当該航空機が回転翼航空機である場合にあっては、その航空機の最新の10時間の

　（ア）　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　　（ウ）
（１）

「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時に

（２）

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
（ウ）日間を経過したものを除く）とする。
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

　　運航

定期（飛）（回）（船）-法規-2/5



安全管理

問 13 航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で
誤りはどれか。ただし、地表又は水面から６０メートル以上の高さのものとする。

（４）
全ての架空線

（２）

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

（４）
（３）

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）
計器気象状態における飛行で正しいものはどれか。

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）

（１）
検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

（３）

到達する航行

（４）

航空英語能力証明が必要な航行で誤りはどれか。

（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

航空機の限界事項

（２）

（４）

（２）

2010年9月9日

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誤りはどれか。

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

本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行（１）

（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

（３）

飛行してはならない。

飛行規程の記載事項として定められている項目で誤りはどれか。

2010年6月14日

（4）

（１）

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。

（その支線を含む）

（３）
航空機の騒音に関する事項

航空機に装備する装備品の限界使用時間

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）

（２）

発動機の排出物に関する事項

（3）
計器飛行により飛行しなければならない。

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

問

骨組構造の物件

飛行場標識施設

（３）
（４）

（１）

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

12

９

11

７

問

10

問

問 ８

問

問

2010年3月９日

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

及び能力について誤りはどれか。

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

航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督

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

（４）格納庫
旅客ターミナル

（２）

（２）乗務する路線に対する運航便数

（１）安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における

定期（飛）（回）（船）-法規-3/5



　（ア）　　　　　（イ）　　　（ウ）　　　　　（エ）

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

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

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（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
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）

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）

当該航空機の航行が継続できなくなった事態
（２）

（３）

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

認められる事態の報告）で誤りはどれか。

（１）

（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）

（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） ５０分の１  　　 航空法  　　 　　　 進入区域

救急用具の記述で正しい組み合わせはどれか。

 ４０分の１  　　 航空法 　　 　 　　 進入区域

（１）

（４）航空機内外を問わず航空機の安全を阻害するいかなる者も拘束できる。

地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければな

らない。

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

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

15問

（２）
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。

問

14

当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督できる。

16

航空運送事業　　　 ３０　　　 航空の用　　 医薬品及び医療用具

航空法に定義されている次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

（３）航空機の危難が生じた場合、機内の旅客に対し安全のために必要な事項について

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　 進入区域
　（ア）　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）

（３）

（１）

当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならない航空機で誤りはどれか。

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

命令をすることができる。

18

（４）

（３）

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

問

機長の権限等で誤りはどれか。

（１）航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び

（２）
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（１）操縦する日からさかのぼって１年までの間に50時間以上の飛行経験
正しいものはどれか。

（３）当該航空機に適切な仮眠設備の設置の有無

制限されるにあたり、考慮すべき事項で誤りはどれか。
（１）離着陸時における気象状態
（２）当該航空機の型式

問 20 航空法施行規則第１５７条の３（乗務割の基準）により、航空機乗組員の乗務時間が

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

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

夜間において着陸を行う場合は少なくとも３回は夜間において行った経験
た経験

（４）

（２）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

（４）飛行の方法

以上行った経験
（３）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

問
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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　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ａ１ＣＣ０２１０７０

◎ 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

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P５
資　格 定期運送用操縦士 (飛)(回)(船) 題数及び時間 ２０題　　　１時間
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記述で誤りはどれか。

火山灰が航空機に及ぼす影響についての説明で誤りはどれか。
火山灰がエンジンに入り込んだ場合、火山灰が溶けてエンジンが停止することが
ある。
火山灰粒子の形は不規則で硬いため、窓ガラスや機体に傷をつけることがある。
ピトー管がつまり、速度指示や姿勢指示が不良になることがある。
火山灰雲には高電位の静電気があるため、無線通信が困難になることがある。

の説明で正しいものはどれか。

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

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

（３）等温度線
（４）T－Td＜3℃

問 5 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。

問 ４ 国内航空路6･12時間予想断面図（FXJP106/112）におけるスキャロップライン

（１）等風速線
（２）ウインドシヤー

（３）コリオリの力は、物体の運動の向きを変えるが速さは変えない。
（４）大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に反比例する。

問 ３ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
（１）コリオリの力は、地球上に静止している物体には働かない。
（２）北半球において北に向かって運動する物体には、東向きのコリオリの力が働く。

問 ２
（１）

（２）
（３）
（４）

（２）空気塊の温度は下降する。
（３）空気塊の内部エネルギーは変わらない。
（４）空気塊の相当温位は変わらない。

問 １ 水蒸気を含まない空気塊が、大気中を断熱的に上昇する場合の状態の変化についての

（１）空気塊の体積は増加する。
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ている。
（４）積雲は大部分が水滴で構成されているが、積乱雲はその上部には必ず氷晶がある。

（１）晴れた日の午後に発生する積雲の雲低の高さは、自由対流高度とほぼ同じである。
（２）積雲が発達してその頂部の輪郭がややぼやけたり繊維状になると、積乱雲になっ

たと判断してよい。
（３）発達した積乱雲の頂部が水平（平ら）になったときは、頂部は対流圏界面に達し

行している。
（４）亜熱帯ジェット気流も寒帯前線ジェット気流も、対流圏界面付近に風速の極大

値を持つ。

問 ７ 積雲及び積乱雲についての記述で誤りはどれか。

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

高度が高い。
（３）温帯低気圧が発達するとき、それに対応する寒帯前線ジェット気流は南北に蛇

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

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

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

部分より上では気温は周囲に比べて低い。
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の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の低い対流雲が発生して大雨を
もたらす。

～（４）の中で正しいものはどれか。

　梅雨前線は、晩春から夏にかけて中国から日本の東に向かってほぼ東西方向に延びる
停滞性の前線である。梅雨前線付近の下層についてみると、一般に日本より西では南北
方向の（ａ）気圧傾度が強く、（ｂ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南
北方向の気温の差が大きい。
　梅雨前線上には数百～千数百km間隔で小規模な低気圧が発生することがあり、前線

る場合にも猛烈な雨を降らせることがある。
（４）冬季に関東地方南部で大雪となるのは、ほとんどが本州の南海上を通過する低気

圧によってもたらされる。

問 10 梅雨前線についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）

（１）春先に日本海を発達しながら通過する低気圧に吹き込む南風により、太平洋側で
フェーン現象が起こることがある。

（２）上層風が低気圧のすぐ北側で強いとき、低気圧は発達する。
（３）梅雨前線は、同じ地域に長時間停滞している場合だけでなく、南北に移動してい

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

問 ９ 日本列島に影響をもたらす低気圧や前線についての記述で誤りはどれか。

（ｄ）雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

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

中で正しいものはどれか。

（ａ）気流は下層に乱流がある。
（ｂ）安定度は不安定気温減率である。
（ｃ）視程は良好である。

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
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（４） ４ （５） なし（１） １ （２） ２ （３） ３

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、下層に暖気、上層に寒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。

問 11 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

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

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）        正　　　正　　　正　　　誤
（２）        誤　　　正　　　正　　　誤
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～（５）の中で該当するものを選べ。

～（５）の中で該当するものを選べ。

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）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

（ａ）夏の雷雲発生の良い目安となる。
（ｂ）指数は値が大きいほど不安程度は大きい。
（ｃ）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。

（４） ４ （５） なし

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か。

面や陸地は黒く見える。
（ｄ）赤外画像は、太陽光の当たらない夜間でも画像が得られるため、連続的に雲の変

化を捉えられるという長所がある。

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ａ）可視画像では、一般に上層雲は白く、下層雲ほど暗さが増していく。
（ｂ）可視画像では、同高度にある雲でも、厚い雲ほど太陽光の反射が強くなり白く見

え、薄い雲は、陸地や海面からの反射も加わり、厚い雲より黒くみえる。
（ｃ）赤外画像では、一般に雲頂高度の高い（温度の低い）雲ほど白く見え、暖かい海

４ （５） なし

問 13 衛星画像についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）

（ｄ）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。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ａ）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。

（ｂ）着氷域の予想には－８D法が利用できる。
（ｃ）舵面上に微細な氷が着いてコントロールフラッターが発生することがある。

問 12 着氷についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）
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か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（４） ４ （５） なし

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。

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ａ）機上レーダーを用いて最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。
（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

（５） なし

問 16 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）風速値が110ktより大きいとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき
（ｂ）水平シヤーが20kt/60nmより大きいとき
（ｃ）鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき

４ （５） なし

問 15 晴天乱気流の発生条件についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

（ｄ）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） １ （２） ２ （３） ３ （４）
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（５） なし

問 20 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）～
（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

（ｄ）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）渦度は時計回りの回転を正とする。
（ｂ）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。
（ｃ）強風軸の中心に沿って渦度の0（零）線が現れる。

（５） なし

問 19 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）～
（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）寒気の中心付近はC、暖気の中心付近はWで示される。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

ものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）等高度線は、9,600mを基準にして60m間隔に太実線で示される。
（ｂ）等風速線は、20ktごとに破線で示される。
（ｃ）高標高領域で1,500m以上の領域は、縦横の破線で示される。

（５） なし

問 18 アジア300hPa天気図（AUPQ35）についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しい

（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）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。

問 17 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～
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選べ。

（５） なし

（ｄ）風が不連続に変化する地域は前線や収束線等を表す。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（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

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）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
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（２）

配　　点

◎

　　　　　　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 　　　P6

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

記　　号工学〔科目コード：０３〕

資　格 定期運送用操縦士（飛）

Ａ１ＡＡ０３１０７０

２０題　　１時間題数及び時間

科　目

「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◎

判定基準
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次の記述で誤りはどれか。
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。
おもちゃのゴム風船をふくらませて口をしばらずに突然手を離すと、風船は空気の
噴出方向と反対方向に飛ぶが、これは逃げ去る空気圧が外気を押すことにより行わ
れるのでジェット推進の原理とは根本的に異なる。
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。
ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

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

航空機の気象レーダに関する説明で誤りはどれか。
気象レーダは完全に独立した無線施設であるから、他の装置との間には何の関連も
ない。
気象レーダは氷や雨滴からの電波の反射（エコー）を捕捉して、雨域をレーダ・ス
コープに映し出し悪天候域を回避するために用いられる。有効捜索距離は200～
250nm程度である。
気象レーダにはXバンド・レーダ（周波数9.4GHz）とCバンド・レーダ（周波数
5.4GHz）の２種類があり、Xバンド・レーダは方位分解能力がよく、接近した雲
をはっきり区別して映し出し、Cバンド・レーダは透過能力がよく手前の雲の向こ
うにある雨雲も映し出せる。
氷の結晶（雲の上部）、湿ったあられ（雲の下部）、雨滴（雲の下の降雨域）では
最もよく電波を反射するのは湿ったあられである。従ってアンテナ・ビームが積乱
雲の雲底付近をヒットするよう、ティルト角を調整しながら使用しなければならな
い。

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

５ 臨界マッハ数に関する説明で、次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせで正しいものは
どれか。

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

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

４

（４）

（１）

（３）

（４）

（２）
（３）

（１）

（４）

問 ３
（１）

（２）

（４）

（２）
（３）

（３）

（２）

（４）

（３）

（１）

問 ２
（１）

問

（２）

１

問

問
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データ・リンク・システム（ACARS）に関する説明で正しいものはどれか。
航空機と管制機関（ATC）とのデジタル・データ通信のことである。
航空会社と管制機関とのデジタル・データ通信のことである。
航空機と近くを飛行中の航空機間のデジタル・データ通信のことである。
航空機と所属する会社とのデジタル・データ通信のことである。

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

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

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

同一空港で大気温度が変化した場合、タービン・エンジンの推力を一定にする方法とし
て正しいものはどれか。

気温に関係なく出力レバーの開度を一定にする。
気温に関係なく燃料流量を一定にする。
気温が高ければコンプレッサ回転速度を高く、気温が低ければコンプレッサ回転速
度を低くする。
気温が高ければファン回転速度を低く、気温が低ければファン回転速度を高くする。

エンジン内部火災に関して誤りはどれか。
エンジン始動中とエンジン停止直後に多く発生する。
内部火災が発生したら、いかなる場合でも直ちにエンジンを停止させる。
始動中の内部火災は直ちに燃料噴射を中止させ、消火するまでドライ・モータ
リングを続ける。
エンジン停止直後の内部火災は、直ちにドライ・モータリングを開始して消火
するまで続ける。

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

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。

（１）

（３）
（４）

（１）

（３）

（２）
（１）

（３）

（１）
（２）

（４）

問

問

（３）

（３）

（２）

（１）
（２）

７問

８

６

９

11

（２）

問

問

問

（４）

（３）

（４）

（４）

（４）

（１）
（２）
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12
後退翼を採用しているので、翼が捩れやすくなっているため。
後退翼を採用しているので、横安定と方向安定とが強くなりすぎる傾向がある
ため。
層流翼型を採用しているため、風圧中心が激しく移動するため。
衝撃波の発生によって、翼上面の気流が剥離してしまうため。

与圧系統のアウトフロー・バルブに関する記述で誤りはどれか。
バルブの作動は電気式と空気式がある。
地上では全開しており機内を非与圧に保っている。
外気圧＞機内圧 になると機体保護のため負圧リリーフとして作動する。
飛行高度が上昇するにつれて機内空気の流出量を制御するため徐々に閉じていく。

耐空性審査要領において速度の定義で誤りはどれか。
VFTOとは最終離陸速度のことで、１発動機不作動の状態で巡航形態の航空機が離
陸経路の最終段階にあるときの速度をいう。
VBとは、最大突風に対する設計速度をいう。
V１とは、加速停止距離の範囲内で航空機を停止させるため、離陸中に操縦士が
最初の操作をとる必要がある速度をいう。
VREFとは参照着陸速度のことで、着陸距離の決定に際して指定された着陸形態の
航空機が降下中に35ftの高さを通過するときの速度をいう。

アスペクト比の大きい翼の特性で正しいものはどれか。
高迎角時に抗力が増加する。
失速速度が小さくなる。
低速での操縦性が低下する。
揚抗比が低下する。

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。

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。

飛行機に対する地面効果について誤りはどれか。
翼のアスペクト比が大きいほど、地面効果が大きい。
地面効果は、高度が低いほど大きい。
地面効果によって、翼の揚力曲線の勾配は増加し、誘導抗力係数は減少する。
地面近くを飛行する飛行機は、同じ迎角を維持するために、地面効果のないとき
に比べて上げ舵（エレベータ）を大きくとる必要がある。

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163ktで
あったとき、重量を20%減少したときの失速速度（IAS）を求めよ。ただし、計器誤差
と位置誤差は無視することができるほど小さいとする。

179kt
151kt
146kt
137kt

（２）
（３）

（４）

（１）

（４）

（１）

（２）

16

15

14問

13問

問

問

問

（２）

（１）

（３）
（２）

（４）

（３）
（２）

（３）

18

問

17

問

（１）

（１）

（２）

高速機がダッチロールを起こしやすい原因で正しいものはどれか。

（４）

（１）

（４）

（４）

（２）

（４）

（３）

（３）

（３）

（１）
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重量130,000lbsの飛行機が速度150kt、バンク角30度で水平旋回飛行を行うときの
旋回半径を求めよ。重力の加速度は32.2feet/sec2、１ktは1.69feet/secとする。

0.48nm
0.52nm
0.57nm
0.63nm

総重量152,000lbs、重心位置が基準線後方450inchにある飛行機で、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600inchの貨物室に2,500lbs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710inchの貨物室に3,000lbsの貨物搭載（４）

（２）
（３）

（１）

（４）

（１）

（３）
（２）

問

問

20

19
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◎ 配　　点

◎ 判定基準

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

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。

科　目

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分題数及び時間

航空従事者学科試験問題
定期運送用操縦士

１問　５点

（２）

A１ＡＡ０５１０７０

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

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕

定期-通信-1/4定期-通信-1/4



混同の恐れが解消するまでコールサインを2度づつ呼び出す。

（１）

航空機局の無線電話の呼び出し符号の使用について、正しいものはどれか。

他の航空機局のコールサインと類似しており混同の恐れがある場合、管制機関は

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

（１）

（３）遭難局の発する遭難通信が地上局に受信されていないと思われるとき。

遭難局が自ら遭難通報を送信できないとき。

通信を設定するときは完全なコールサインを使用しなければならない。
（２）

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

航行中の航空機が遭難通報を伝送しなければならないときで、誤りはどれか。

（３）航空機局のコールサインは2回目の通信からは簡略される。

情報を受けた場合、当該航空機は自機からどの方向に見えるか。
（１）右30°前方
（２）正面

問 １

問 ２

（１）

（２）遭難機と思われる航空機が降下していくのを発見したとき。

（３）「ROGER」の用語

（４）
させておくべきである。
自動高度応答装置を装備した航空機は、特に指示がない限りこれを作動（３）

（２）通信機故障時は7600 にセットする。
1400 にセットする。

問 ３ 受信証の発出要領で誤りはどれか。

（４）更に援助が必要と思われるとき。

（２）自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（１）自局のコールサイン

問 ４ ＡＴＣトランスポンダーの操作の説明で誤りはどれか。

（４）自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

問 ５ MC 020°をHDG 350°で飛行中、管制機関より「Traffic、Eleven　O'clock」との

計器飛行方式のクリアランスではトランスポンダーのコードは通常指定
されない。

定期-通信-2/4

（４）左30°前方

（２）正面
（３）右60°前方

トランスポンダーを7500にセットする。
（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。
（３）

従うことを伝える。
（２）戦闘機との通信設定ができる場合は、「WILCO」の用語を用いて指示に

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

（１）機体を振り、航空灯を不規則に点滅させたうえで戦闘機の後に続く。

問 ６ 「遭難の段階」として捜索救難が発動されるのはどれか。

位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合
（４）当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分である

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

（２）航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合
（３）

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、

と認められる場合
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航空情報の説明で誤りはどれか。
航空路誌：運航に不可欠な永続性を持つ 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。

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指示されてい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。

（１）
フローコントロールに関して誤りはどれか。

FREQUENCY」を通報して次の指示を待つ。

（３）管制区管制所が実施する。
（４）

速度調整はホールディング中は適用されない。

でも速度調整終了の通報は行われない。

着陸後、滑走路を離脱後も指示がない限りタワー周波数にとどまる。
（４）

（３）

（３）

問

問

９

８

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

速度調整の終了は「RESUME NORMAL SPEED」で通報される。

（１）

フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

問 10
（１）
（２）

（４）

（２）

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

問 11 周波数の切り替えについて正しいものはどれか。

（３）

（４）

の用語が用いられた場合は、当該周波数へ切り替えた上、「ON YOUR 

離陸の管制許可を受領したら離陸後直ちにデパーチャー周波数に

（２）グランドからタワー周波数への切り替えを指示された際、「MONITOR」
切り替える。

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
替え、指示された時期に当該管制機関を呼び出す。
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（２）

指定高度が変更された場合

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

122.60 MHz

（２）直行を含め、経路が変更された場合

（４）

（１）

（１）
123.45 MHz

122.45 MHz
（３）

（４）

「COMPLY WITH RESTRICTIONS」が通報された場合
（３）レーダー誘導が終了する場合
（４）

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 13 高度制限が自動的に無効となる場合で誤りはどれか。

周波数で正しいものはどれか。

123.15 MHz

問 14 次の通信のうち も優先度が高いものはどれか。
（１）Declare emergency, JA32ZZ, left engine fire.

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

PAN PAN(３回), JA32ZZ(３回), excessive high oil temperature. 
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この意味で正しいものはどれか。

POOR ------------------ 不良

滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。

（１）

GOOD ------------------ 良好 

（４）

（２）

（１）

（３）付近に他機が飛行中、注意せよ。

（３）

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。（３）

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。

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好

問 16 出発機が地上滑走中に、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。
正しい行動はどれか。

VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。（２）
直ちに停止して、次の指示を待つ。

問 17 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（４）

（４）RVSMの飛行許可を受けたので「使用する無線設備」に「R」と記入した。

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）ＧＮＳＳを搭載しているので、「使用する無線設備」に「Ｇ」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

（１）

問 18 場周経路を飛行中に指向信号灯で、「赤色の不動光」を受けた。

進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

（２）

着陸してはならない。

危険につき、場周経路を離脱せよ。

（２）

（４）

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。
（１）否定

生存者は10名
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  正　　　正　　　正　　　誤（４）

（a）   （b）     （c）　 （d）

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

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

（４）医療援助を要する。
（３）

（ｄ）121.5MHzの電波にはコード化された位置情報が含まれている。

（ｂ）406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。
（ｃ）

（２）

（ａ）121.5MHzの電波を発信できなければならない。

援助を要する。

（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。

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、
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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　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ａ３ＣＣ０２１０７０

◎ 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

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P10
資　格 事業用操縦士 (飛)(回)(船) 題数及び時間 ２０題　　４０分

事操(飛)(回)(船)-気象-1/5事操(飛)(回)(船)-気象-1/5



日本時間27日午前6時の予想気象状態はＩＭＣである。

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

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

飛行した場合の記述で正しいものはどれか。
（１）計器高度は真高度より高い。
（２）計器高度と真高度は等しい。
（３）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。

問 ３ 高気圧域のアルチメーターセッティングのまま、気圧高度計の指針を保持し低気圧域へ

（空気塊は水蒸気を含まず、外部との熱のやりとりはないものとする。）
（１）上昇に伴って、外側から空気塊に加わる圧力は減少する。
（２）上昇に伴って、空気塊の体積は増加する。
（３）上昇に伴って、空気塊の温度は低下する。

（ｂ）日本時間27日午前1時の予想風は090/08KTである。
（ｃ）
（ｄ）日本時間27日午前9時の予想風は090/08KTである。

問 2 空気塊の上昇に関する記述について誤りはどれか。

RJTT 252041Z 2521/2624 090/08KT 9999 FEW010 SCT020 
　　　 BECMG 2613/2616 170/18KT BECMG 2618/2620 4000  
　　　 -RA FEW003 SCT008 BKN010 TEMPO 2620/2623  
　　　 180/15G25KT=         

（ａ）日本時間26日午後8時の予想気象状態はVＭＣである。

問 １ 次の運航用飛行場予報（ＴＡＦ）の説明（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについ
て、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。
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（３）寒冷低気圧は、移動速度が遅いのが特徴である。
（４）日本付近に寒冷低気圧が近づいてくると、その東側から南東側にかけて積乱雲

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

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

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

（３）乾燥断熱減率に沿っている。
（４）湿潤断熱減率に沿っている。

問 ６ 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。

問 5 放射霧が発生する場合の地面付近の気温の鉛直分布について正しいものはどれか。
（１）等温大気である。
（２）接地逆転がある。

（２）大気に働くコリオリの力は、風速が同じ場合には緯度が高いほど大きい。
（３）北半球では大気の北向きの流れに対して、コリオリの力は東向きに働く。
（４）コリオリの力は運動している物体の運動の向き及び速さを変える。

問 ４ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
（１）大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に比例する。
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はいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

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

（４）冬季に関東地方南部で大雪となるのは、ほとんどが本州の南海上を通過する低気
圧によってもたらされる。

問 11 寒冷前線とそれに伴う現象についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、正しいもの

フェーン現象が起こることがある。
（２）上層風が低気圧のすぐ北側で強いとき、低気圧は発達する。
（３）梅雨前線は、同じ地域に長時間停滞している場合だけでなく、南北に移動してい

る場合にも猛烈な雨を降らせることがある。

問 10 日本列島に影響をもたらす低気圧や前線についての記述で誤りはどれか。
（１）春先に日本海を発達しながら通過する低気圧に吹き込む南風により、太平洋側で

（３）地上低気圧と高層の気圧の谷を結ぶ低気圧の軸（うず管）が鉛直に立ってくるとき
（４）500hPa面の等高線の蛇行（南北流）が大きくなるとき

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。
（１）地上低気圧の上流で500hPaの谷が深いとき
（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

（２）山頂風上側の10km周辺
（３）山頂高度の風下側のローター雲周辺
（４）山頂のキャップ雲周辺

（４）乱流混合層の乱れの強い層内で、上下混合によって発生する。

問 ８ 山岳波の中の乱気流が最も激しいところで正しいものはどれか。
（１）山頂高度の上5,000ft以上の高度

（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。
（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。
（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。

問 ７ 逆転層の成因について誤りはどれか。
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いものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

４ （５） なし

（ｄ）対流雲が尾流雲（virga）を伴うとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ｂ）ガストフロントの兆候があるとき
（ｃ）対流活動のあるところやその周辺

なし

問 12 低高度ウインドシヤーの発生を予測する目安ついての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正し

（ａ）風向や風速が短時間で変化しているとき

がある。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）

　寒冷前線がある地点を通過する場合、 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
現象を伴うことがある。　
　また、前線から離れた温暖域においても、（ｄ）積乱雲が発生し大雨を降らせること
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（５）の中で該当するものを選べ。

か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ ） （ ） 中 該当するも を選

（５） なし

問 16 ダウンバーストについての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

（ｄ）風速値が110ktより大きいとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ｂ）水平シヤーが20kt/60nmより大きいとき
（ｃ）鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき

（５） なし

問 15 晴天乱気流の発生条件についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

（ａ）等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき

（ｄ）気温0℃の高度の上下を避ける。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（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） なし

問 14 雷雲付近の飛行についての記述（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）台風の発生にはコリオリの力が重要な働きをする。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（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。
（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。

問 13 台風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～
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（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（５）の中で該当するものを選べ。

４ （５） なし

（ｄ）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。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ａ）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。

（ｂ）着氷域の予想には－８D法が利用できる。
（ｃ）舵面上に微細な氷が着いてコントロールフラッターが発生することがある。

（４） ４ （５） なし

問 17 着氷についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ｂ）風の吹き出し口の直径が４nm以下のものをマイクロバーストと呼ぶ。
（ｃ）持続時間は通常5分から30分程度である。
（ｄ）マイクロバーストをドップラーレーダーで検出することは不可能である。

（ａ）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。
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（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

４ （５） なし

（ｄ）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） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ａ）夏の雷雲発生の良い目安となる。
（ｂ）指数は値が大きいほど不安定度は大きい。
（ｃ）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。

４ （５） なし

問 20 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か。

（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
るところに生じる背の高い高気圧である。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ａ）冬季にみられるシベリア高気圧は、構造的には背の高い寒冷高気圧である。
（ｂ）春や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

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、停滞性の背の高い高気圧である。

（５） なし

問 19 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）～
（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）ＳＨＲＡ ： 瞬間強度15.0mm/h以上のしゅう雨 

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）  －ＲＡ  ： 瞬間強度0.0mm/h以上～3.0mm/h未満の雨
（ｂ）  ＋ＳＮ  ： 瞬間強度3.0mm/h以上の雪
（ｃ）ＲＩ＋＋ ： 30mm/h以上の降雨強度

問 18 気象通報式に用いられる記号の意味（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある
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４ （５） なし（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）
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              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

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）

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 〕

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

Ｐ１１

科　目 Ａ３ＧＭ０２１０７０

ること。

◎ 判定基準
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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。
平均海面高度での気温は０℃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。

露点温度について誤りはどれか。
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
ときの温度である。
一定気圧の空気の温度を下げ、露点温度に達したときの相対湿度は１００％である。
一定気圧の空気の温度を下げ、露点温度に達したときでも飽和しているとはいえない。
単位体積の空気は、温度によって水蒸気を含む量が異なる。

大気の状態で正しいものはどれか。

地上の低気圧が発達する条件で誤りはどれか。
地上の低気圧の上流で５００ｈPａの気圧の谷が深い。
５００ｈＰａにおける気圧の谷の上流で等温線が南下している。
地上の低気圧と高層の気圧の谷の中心を結ぶ低気圧の軸が鉛直に立っている。
地上の低気圧の上流で５００ｈPａの風速が５０ノット以上ある。

CAVOKの定義で正しいものはどれか。
視程が20km以上であること。
地上風は静穏であること。
5,000FT以上に積乱雲、高層雲がないこと。
天気略語表に該当する天気現象がないこと。

（２）
（３）
（４）

５

６

問

問 ７

（３）

問 ４

問

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。

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）

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

（１）

（２）

問 ３

標準大気について誤りはどれか。
（１）

問 ２

（２）減率は１℃／１００ｍである。
（３）相対湿度１００％以下の空気は乾燥空気として取り扱う。
（４）大気が上昇して飽和に達する直前までの気温減率のことである。

乾燥断熱減率について誤りはどれか。
標準大気において高度が上がるにつれて気温が減少する割合をいう。

問 １

（４）

（１）
（２）

（１）
（２）

（１）

（３）
（４）

（３）
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山岳波について誤りはどれか。
山頂高度付近に逆転層か大きい安定層があり、山脈に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、北西風が吹き荒れる。
温暖前線は寒冷前線に比べると移動速度は速い。

暖気団の特性で正しいものはどれか。
気流はなめらかである。
視程は良好である。
雲形は積雲形である。
安定度は不安定気温減率である。

９

８

13

METARで報じられる風向について正しいものはどれか。

11

（３）ＳＷ：暴風警報

10

問

問

問 12

問

ＴＷ：台風警報

（２）Ｗ　：風警報

14

滑走路との角度

（１）羅方位
（２）磁方位
（３）真方位

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）

（３）

運航用飛行場予報
（４）着陸用飛行場予報

（２）

（１）

（４）

（４）

航空気象電文のうちMETARについて正しいものはどれか。
定時飛行場実況気象

（４）

特別飛行場実況気象

（４）

（２）

（２）

（２）

（４）

問

問

問

（１）

（３）

（１）

（３）

（１）
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地衡風と等圧線の角度について正しいものはどれか。
約６０°の角度で吹く。
約４５°の角度で吹く。
直角に吹く。
平行に吹く。

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
特別飛行場実況気象であることを示すコードはどれか。

ＳＩＧＭＥＴ
ＳＰＥＣＩ
ＴＲＥＮＤ
ＳＹＮＯＰ

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

１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）

（３）

（２）
（３）

（４）

（１）
（２）

（１）

（２）
（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。

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。

18

（３）

地上天気図について正しいものはどれか。

問

（２）

問

問

16

問 20

問

15

17

（３）

問

（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下降気流である。
（２）持続時間は１時間以上である。
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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

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

◎

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。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P１２

Ａ３ＡＡ０３１０７０

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
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 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（飛）

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準◎

◎

事操（飛）-工-  1/４事操（飛）-工-  1/４



問 ４ 可変ピッチ・プロペラについて正しいものはどれか。
（１）

プロペラが回転中はピッチ角を変更できず、地上で静止しているときにはピッチ角（２）

楕円翼の失速は翼全体から見ると不均一に発生する。

（A）矩形翼は翼端失速の傾向が小さい。

問

問

３

（１）

（３）
（４）静圧と動圧の和は一定である。

２

滑空比が小さくなる。

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

１

問

ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。 

静圧と動圧の比は一定である。

（４）

上昇性能が向上する。

翼型の説明（Ａ）～（Ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）～（5）の中で正しい

航続性能が向上する。

（１）静圧と動圧の差は一定である。
（２）静圧と動圧の積は一定である。

離陸性能が向上する。（３）
（２）

ものはどれか。

（D）後退翼では翼端失速は起こらない。

（１） （２）

固定ピッチ・プロペラに比べ、軽量で製作コストが安いという特徴がある。

（A）

先細（テーパ）翼はテーパを強くすると翼端失速を起こしやすい。（B）
（C）

（３） （４） （５）

誤 誤 正 正
（B） 誤 正 誤 誤 正

正 正 正 誤 誤

（D） 誤 誤 正 正 誤

を変える とができる

（C） 正
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（１）横風を受けて離陸滑走をすると風見効果により機首を風上側に向けようとする。
（２）

とする。
（３）

問 ５ 幾何学的ねじり下げの説明として誤りはどれか。
（１）翼端に近づくほど有効迎え角が小さくなっている。

翼端部は翼根部より失速しにくい翼型が採用されている。（４）
翼の外観はねじったように見える。

問 ６ 下図の飛行機（操縦席から見て右回転プロペラ）に関する記述で誤りはどれか。

水平直線飛行中エンジン出力を急激に増すとトルクの反作用により左に傾こう

離陸滑走中、プロペラ後流の影響により機首を左に向けようとする。

2段可変ピッチ・プロペラでは、最大ピッチから最小ピッチの間で任意のピッチに
制御することができる。

（４）

（３）離陸・上昇などどのような飛行状態でも最良効率で作動できる定速プロペラは、可

（４）上昇中、Pファクターにより機首を右に向けようとする。

を変えることができる。

（３）

変ピッチ・プロペラの一種である。

（２）翼端部の取付角が翼根部より小さい。
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（３）エルロン・リバーサルを防ぐためには補助翼をできるだけ翼端側に寄せるとよい。

（４）通常の上昇ではＶXやＶYよりやや大きい速度を用いることが多い。

（ ）

（３）一般にVXはVYより大きい速度であり、絶対上昇限度で同一となる。
（２）上昇率が最大となる速度を最良上昇率速度といい、ＶYで表す。

運動荷重倍数と飛行速度の関係を示す図を運動包囲線図という。
問 11 下記の文章で誤りはどれか。

（１）
（２）突風荷重と飛行速度の関係を示す図を突風包囲線図という。

問 10 上昇性能についての記述で誤りはどれか。

この現象はフラッタやダイバージェンスとは関係なく、翼の剛性と補助翼に加わる
問９

高速飛行中に操縦輪（桿）を操作して機体を傾けようとしたとき、意図した以上に（２）
傾けた方向へロールしてしまう。

空気力が原因である。

問 ８ 高翼機に上反角をつけない理由として正しいものはどれか。

（４）主翼に発生する抗力が増大するため。

エルロン・リバーサルについて正しいものはどれか。

横滑りに対する復元力をすでに持っているため。
（２）上反角効果が期待できないため。

（３）低速時、特にフラップ角を着陸位置に下げた時ほど影響は小さくなる。
（４）

（２）高翼機より低翼機の方が強い影響を受ける。

問 ７ 地面効果の影響に関する記述で誤りはどれか。
翼の縦横比が小さいときほど吹き下ろし角が大きいので影響を受けやすい。（１）

翼端失速を助長するため。

（１）上昇角が最大となる速度を最良上昇角速度といい、ＶXで表す。

（１）

（１）

（３）

運動包囲線図と突風包囲線図を重ね合わせ それぞれ 速度にお 小さ ほう

高度が翼幅と等しいところから現れ始めると見てよい。

（４）エルロン・リバーサルを防ぐためにはねじりモーメントが生じる操縦翼面にすると
よい。
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問 13 アンチスキッド装置について誤りはどれか。

アンチスキッド装置が作動するとスキッドした場合に比べ着陸滑走距離は急速に
（３）
（２）

制動力を減少させることで、タイヤのロックを防ぐ。

（１）アンチスキッド装置はブレーキ系統に組み込まれる。
車輪の回転速度を感知して作動する装置である。

（４）

14 応力外皮構造に関する記述で誤りはどれか。
（１）外板でも荷重を分担するように作られた構造である。

機体構造をフレーム、ストリンガ、外板で構成したものをセミモノコック構造と（２）
いう。
主翼では翼桁（スパー）、翼小骨（リブ）、外板、大型機ではさらにストリンガ（３）

問

ＶＢとは最大突風に対する設計速度である。

（３）
荷重倍数で強度保証域を決める。

12 速度の定義として誤りはどれか。

（４）

ＶＡとは設計運動速度である。

運動包囲線図に用いる速度はEASである。

（４）

（２）
（３）ＶＣとは設計注意速度である。

（１）

ＶＤとは設計急降下速度である。

問

増大してしまう。

運動包囲線図と突風包囲線図を重ね合わせ、それぞれの速度において小さいほうの

を用いて構成する。
（４）モノコック構造とセミモノコック構造の大きな違いはフレームの有無である。
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問 17 航空機用ピストンエンジンに求められる条件で誤りはどれか。

シリンダ温度を下げて末端ガスの温度を下げる。

（２）整流とは直流を交流に変換することをいう。
（３）

問 16

（３）

右旋回 内滑りにな る

（４）エンジン回転数を上げて炎速度を大きくして、正常燃焼炎を速く通過させる。

真方位030°へ飛行したい場合、コンパス指示033°にヘディングをあわせる。
（２）磁方位030°へ飛行したい場合、コンパス指示033°にヘディングをあわせる。
（３）

（１）

整流後の交流分をリップル（脈動）といい、安定させるためには平滑回路を用いる。

（４）

電気回路における整流について誤りはどれか。
（１）

整流回路にはダイオードが用いられている。

（２）低い熱効率であること
（１）馬力当たり重量の低いこと

磁気コンパスの自差表にTO FLY：030°、STEER：033°と記載されていた。

コンパス指示030°にヘディングを合わせると、磁方位033°へ飛行する。

15問 エンジンの運転条件によるデトネーションの防止策で誤りはどれか。

コンパス指示030°にヘディングを合わせると、真方位033°へ飛行する。
（４）

問 18

問 19

混合比を薄くする。

整流には半波整流と両波整流がある。

サイズがコンパクトであること
信頼性、耐久性がよいこと

（３）

その意味で正しいものはどれか。
（１）

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）
（２）吸気の温度、圧力を下げて、末端ガスの温度を下げる。

（４）
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右旋回で内滑りになっている。（１）

量5,000lbs、重心位置は基準線後方100inchと算出されたが、出発前に前席2名・後席
1名に変更した。変更後の重心位置を求めよ。ただし1名150lbsとする。

基準線後方88inch

問 20

右旋回で外滑りになっている。

前席（基準線後方50inch）に1名、後席（基準線後方150inch）に2名搭乗し、離陸重

（２）
（３）左旋回で内滑りになっている。

（４）基準線後方98inch

（２）
基準線後方97inch（３）
基準線後方94inch

（１）

（４）左旋回で外滑りになっている。
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◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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

◎ 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
能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空工学〔科目コード：０３〕 記　　号 Ａ３ＨＨ０３１０７０

◎ 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

      航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P13
資　格 事業用操縦士（回） 題数及び時間 ２０題　　４０分
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るか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）相対風はロータ・ブレードを通過する空気の流れであり、無風状態の中でホバリ
ングしている場合 相対風は 回転している タ ブレ ド 動きによ て作

３ （４） ４ （５） なし

問 3 翼まわりの空気の流れ等に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあ

（ｄ）「回転翼航空機」とは、ヘリコプタ、ジャイロプレン、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。

（１） １ （２） ２ （３）

に空力のみによって駆動される飛行状態をいう。
（ｂ）「力学的不安定振動」とは、回転翼航空機が地上又は空中にあるとき、回転翼と

機体構造部分との相互作用によって生ずる不安定な共振状態をいう。
（ｃ）「ホバリング」とは、回転翼航空機にあって、対気速度零に近い飛行状態をいう。

なし

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、正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）「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

）である。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）

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

（ｄ）回転翼航空機輸送ＴＣ級は、最大離陸重量８,６１８ｋｇ以下の多発の回転翼航空
機であって航空運送事業の用に適するもの（客席数が１９以下であるものに限る。

（５）の中で該当するものを選べ。

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

って、臨界発動機が停止しても安全に航行できるものである。

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）～
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４ （５） なし

　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、
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
体は機首（ｄ）下げとなる。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

ただし、ロータの回転は上から見て反時計回りとする。

　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）速い速度で発生する。

（５） なし

問 4 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。

である。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ｃ）相対風は機体の水平及び垂直方向の移動、ロータ・ブレードのフラッピングに影
響されることなく、ピッチ・チェンジ・ロッドの動きに変化がなければ一定を保
っている。

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

ングしている場合の相対風は、回転しているロータ・ブレードの動きによって作
り出されている。

（ｂ）ロータ・ブレードの迎え角は、翼弦線とハブの基準面のなす角度である。
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操作に伴うクロス・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 正しいも はいく あるか （１） （５） 中で該当するも を選べ

４ （５） なし

問 7 ロータの回転が上から見て反時計回りのヘリコプタのコレクティブ・ピッチ・レバー

回転面が傾くが、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
根に大きな曲げモーメントが発生する。このような状態を（ｄ）貫流速効果が生じ
ているという。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

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、
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
ンすると、この反対となる。　このような回転速度に遅速を生じさせることを
（ｃ）コリオリ効果という。
　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、

４ （５） なし

問 6 ブレードの運動について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものは

　転移揚力は、（ｄ）対気速度により得られるので、ホバリング中でも風があれば
転移揚力が得られる。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

あるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

　ホバリングから増速していく過程で、ロータ・ディスクへの単位時間当たりの流
入空気量が（ａ）増加し、（ｂ）利用馬力が減少することによって得られる揚力増
加のことである。
　エンジン出力に余裕のないとき、転移揚力を有効に利用して、（ｃ）滑走離陸や
滑走着陸を行う方法がある。

問 5 転移揚力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
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（４） ４ （５） なし

（ｃ）直進飛行中に比べ旋回飛行中は回転数が高くなる。
（ｄ）正対風が強いほどロータ回転数は低くなる。

（１） １ （２） ２ （３） ３

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。

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

（４） ４ （５） なし

問 8 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

前進側（右側）の揚力減少量が後進側（左側）より大きくなるため、ジャイロ・プ
リセッションによって（ｂ）機首が下がり、次いで（ｃ）右へバンクする。同時に
エンジン出力の低下によってヨー軸まわりのバランスが変化し、機首が（ｄ）左に
振れることになる。

（１） １ （２） ２ （３） ３

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。

　コレクティブ・ピッチ・レバーを操作すると、メインロータ・ブレードの迎え角
が（ａ）一様に変化するため、すべての軸に影響を及ぼす。
　前進飛行中にコレクティブ・ピッチ・レバーを下げると、ロータ・ブレードの迎
え角が小さくなり揚力が減少する。この時にロータ・ディスクの左右を比べると、
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馬力が推察できる。

（ｃ）③Ｐｏは形状抵抗馬力であり、形状抗力は翼の形状により生ずる抗力と表面摩擦
抗力から成り立っている。

（ｄ）④Ptotalは全利用馬力であり、図から水平飛行時のそれぞれの速度に利用できる

（ａ）①Ｐｉ はメインロータ誘導馬力であり、揚力を得るために費やされる馬力である。
（ｂ）②Ｐｐは必要抵抗馬力であり、キャビン、ロータ・マスト、脚など揚力を発生し

ない機体各部により生じる。

（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。

問 9 下図は馬力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
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なし

安定であり動的に不安定であるという。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）

経過とともにトリム状態に戻るか、あるいはトリム状態から離れてしまうかとい
う性質をいう。

（ｄ）トリム状態で飛行中、外乱により速度が増加した後、時間の経過とともに元の速
度に戻ろうとする変化を示すものの、その周期や振幅が拡散する場合は、静的に

いい、通常、静的安定性と動的安定性に分けられる。
（ｂ）角変位または速度変化があった後に、最初のトリム状態に戻ろうとする初期傾向

がある場合、動的に安定であるという。
（ｃ）静的安定性とは、ヘリコプタがトリム状態にあるときに外乱を受けた後、時間の

なし

問 10 ヘリコプタの安定性に関する記述（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。

（ａ）安定性とは、釣り合い状態（トリム状態）にある物体に変化を与えた時の応答を

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）
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（１）～（５）の中で、該当するものを選べ。

（ａ）ドラッグ・ヒンジのないハブが多く用いられているのは、メインロータに比べて
回転数が高く、揚力に対して相対的に遠心力が大きいのでコーニング角が小さく、
ドラ グ ヒンジ 必要性が少ないためである

（４） ４ （５） なし

問 13 テール・ロータの構造に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

（１） １ （２） ２ （３） ３

状態等を付記して示される。
（ｃ）平均的な操縦士の操縦技術と反応時間を想定して作成される。
（ｄ）飛行回避領域は、機体重量の増減や空気密度の変化には影響されない。

（ａ）メイン・トランスミッション故障状態で、安全に着陸ができない高度－前進速度
の組み合わせを示したものである。

（ｂ）縦軸は対地高度、横軸は指示対気速度で、無風状態での飛行回避領域を地表面の

（５） なし

問 12 高度－速度包囲線図（H-V線図）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。

（ｄ）ホバリングする時に必要な馬力は地面効果の有無に左右される。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

効果がない。
（ｂ）地面効果はロータ半径位までの高度（地面からロータ面までの高さ）までは強く

効果が現れる。
（ｃ）地面効果は対気速度が約10kt以上になると、ほとんど効果が失われる。

問 11 地面効果についての記述（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）地面効果はロータ直径以上の高度（地面からスキッドまでの高さ）ではほとんど
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４ （５） なし

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・ロータや潤滑系統、
および（ｄ）トランスミッションに取り付けられた油圧源、電源系統は正常に機能
できるようにする。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

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。

　フリーホイール・クラッチは（ａ）エンジンごとに装備され、飛行中エンジンが
停止した場合、そのエンジンの接続を（ｂ）機械的レバー操作（一部電気的スイッ
チも含む。）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インプット
・ドライブ・シャフトの前後、または（ｃ）ハブ付近とし、すべてのエンジンが停

（４） ４ （５） なし

問 14 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

（ｃ）デルタ・スリー・ヒンジは、飛行中のテール・ロータの過回転を防止している。
（ｄ）フェネストロン型とは、垂直尾翼に可変ピッチ・ファンを埋め込んだ形態である。

（１） １ （２） ２ （３） ３

ドラッグ・ヒンジの必要性が少ないためである。
（ｂ）推力の大きさだけを変えればよいので、ピッチ・チェンジ機構はない。
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いくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）機体の傾く回転運動の中心は機体重心（メイン・トランスミッションの下方付近）
である。

（ｂ）機体 傾く運動が始まると それが急激に加速され 機体 有する回転惰性（角

（５） なし

問 17 ダイナミック・ロール・オーバーに関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものは

（ｄ）追い風でホバリングすると起こることがある。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）シーソー型ロータに起こる現象である。
（ｂ）全関節型ハブでもまれに起こることがある。
（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。

（５） なし

問 16 マスト・バンピングに関する記述（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。

エンジンを停止することが有効である。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

て励起され、機体全体が関係する自励運動であり、脚ダンパー装備機では生起し
ない。

（ｃ）メイン・ロータ・ブレードのトラッキング不良による上下方向の振動現象である。
（ｄ）地上共振が発生した場合の処置として、直ちにホバリングに移行、または直ちに

（５）の中で該当するものを選べ。

（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
現象である。

（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

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）～
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（４） ４ （５） なし（１） １ （２） ２ （３） ３

（ｃ）ホバリング時、機首方向から風を受けるようにすれば、この状態に陥る可能性は低
くなる。

（ｄ）メイン・ロータが上から見て反時計回りのヘリコプタで大きなレートで右ホバリン
グ旋回を行うとこの状態に陥る可能性がある。

のはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）メイン・ロータが上から見て反時計回りのヘリコプタがホバリング中、急激に機体
が左旋転することをいう。

（ｂ）ヘリコプタの対地速度ゼロを正確に保持すれば陥ることはない。

３ （４） ４ （５） なし

問 18 テール・ロータの効力の喪失（ＬＴＥ）に関する記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいも

運動量）が過大となって機体姿勢制御力を上回ってしまう。
（ｃ）機体の傾く運動を早める加速源はサイクリック操舵量のみである。
（ｄ）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。

（１） １ （２） ２ （３）

（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
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（５） なし

（ｄ）電解液温度が57℃以上になると熱暴走現象を生じる。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）電解液は水酸化カリウムである。
（ｂ）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。
（ｃ）充電中は、有毒ガスが出ており換気が必要である。

（５） なし

問 20 ニッケルカドミウム・バッテリに関する記述（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。

（ｄ）オートローテーション降下中、対気速度０に近い速度で降下する状態になったとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

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）巡航状態からオートローテーション降下に移行した直後
（ｂ）追い風での低速高角度進入中、降下率が過大となったとき
（ｃ）巡航中、低G状態になるほどサイクリック・スティックを前方へ操作したとき

問 19 セットリング・ウィズ・パワーに陥りやすい飛行状態の記述（ａ）～（ｄ）の中で、正
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◎

Ａ３ＧＭ０３１０７０

◎ 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。

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

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）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

判定基準 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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機体に装備された対気速度計が表す速度はどれか。
真対気速度：ＴＡＳ
較正対気速度：ＣＡＳ
等価対気速度：ＥＡＳ
指示対気速度：ＩＡＳ

翼端失速の防止策として誤りはどれか。
翼端に空力的ねじり下げをつける。
翼端部における取り付け角を根元部分より小さくする。
翼のテーパーを弱くして矩形翼に近づける。
後退角を与えることにより、翼端部分に幾何学的ねじり下げをつける。

降下中、静圧孔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。

n=1/tanθ
n=1/sinθ
n=1/cosθ
n=sinθ/cosθ

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。

縦横比の説明で誤りはどれか。
矩形翼の場合は翼幅を翼弦長で割ればよい。
縦横比は翼の空力特性に重要な関係がある。
翼幅の２乗を翼弦長で割ったものである。
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。

（１）

（４）

（４）

（２）

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

（３）

（２）

（４）
（３）

（１）

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。

旋回時の荷重倍数nを表す式で正しいものはどれか。ただしバンク角をθとする。

（１）

（３）

（２）

地面効果によって頭下げモーメントが増大する。（３）

（３）
（４）

（４）

（１）

（３）

（１）

（３）
（４）

（１）

（１）

（２）

問 １

問 ２

問 ３

問 ４

６

問 ７

問

問

５

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。

（２）

（２）

（４）
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揚力は抗力係数に比例する。
揚力は翼面積に比例する。
揚力は飛行速度の２乗に比例する。
揚力は空気密度に比例する。

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。

機体重量が増加したときの飛行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。
最小沈下速度は小さくなる。
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。
与えられた飛行状態を維持するために使用される。　
操舵力の軽減に役立てる。
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。
舵面または翼のフラッタを防止する。

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。
重心位置が後方過ぎる場合、操作に対する反応は良くなるが安定性が悪くなる。
重心位置が前方過ぎる場合、離陸速度が速くなり離陸距離が長くなる。
基準線は機首最前方の位置に統一されている。
重心位置は基準線からの距離で示される。

揚力について誤りはどれか。

（３）

（１）

（４）

（２）

（２）

（１）

（４）

（４）

（３）

12

11

（１）

（２）
（３）

（２）

問

（３）
（２）

問

（１）

（１）

（４）

問

（４）

問 ９

問 10

（４）

（４）

８問

問 14
（１）
（２）

（３）

（２）

（３）

13
（１）

（３）
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全ての滑空機に装備しなければならない計器で正しいものはどれか。
対気速度計と昇降計
対気速度計と高度計
対気速度計と磁気コンパス
高度計と昇降計

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

終極荷重と制限荷重の関係について正しいものはどれか。
終極荷重＝制限荷重
終極荷重＝制限荷重×安全率
終極荷重＝制限荷重÷安全率
終極荷重＝制限荷重＋安全率

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

基準線後方　87.5cm
（３）

基準線後方　57.5cm
（２）基準線後方　67.5cm

基準線後方　77.5cm

（１）

（１）
（２）

（３）

（３）
（２）

（１）

（４）

（１）

（２）

（４）

（４）

（１）

（３）
（４）

問 20

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 15

問 16

（１）

（２）

問 18

（３）
（４）

問 19

17

（４）

（２）
（３）

問
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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） 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 P１６
資　格 事業用操縦士（飛）（回）（船） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ３ＣＣ０４１０７０

◎ 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
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１ 国際民間航空条約の条文に関する記述（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）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。

（イ）この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の
下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。

問

（ウ）この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。
（エ）軍、税関及び消防の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（オ）
（１） 附属書 航行 障害 利用者 公共の福祉

（ア） （イ） （ウ）

問 ２ 航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ
せはどれか。

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（ア）として採択された標準、
方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）
の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること
により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

（エ）

公共の福祉
（３） 協定書 航行 障害 利用者 航空機利用
（２） 附属書 運航 諸問題 運航者

運航者の利益

問 4 次の定義で正しいものはどれか。
（１）「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物

（４） 協定書 運航 諸問題 利用者

日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
（４）「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨

物を運送する事業をいう。

問 5

を運送する事業をいう。
（２）「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦内の各地

点間において行う航空運送事業をいう。
（３）「国内定期航空運送事業」とは、一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の

変更登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（３）移転登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。
（４）更新登録とは、航空機を改造した場合に行う登録をいう。

航空機の登録についての説明で正しいものはどれか。
（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。

２ （３） ３ （４） ４

問 3 「航空業務」の内容に関する記述（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）航空機に乗り組んで行うその運航
（イ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（ウ）運航管理の業務
（エ）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

（１） １ （２）

（２）
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問 ６

４１ （２） ２ （３） ３ （４）

（ウ）
（エ）

（ア）航空法に基づく処分に違反したとき
（イ）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があったとき

技能証明の取り消し等に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか問 8

（ウ）

国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限
定をするものとする。

（イ）国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級についての限
定をすることができる。
国土交通大臣は国土交通省令で定めるところにより、航空機の型式についての限

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（１）

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。
（エ）報酬を受けて、有償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
（ウ）

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。

（イ）

４（１）

航空法に違反したとき
操縦練習許可書で飛行する者には取り消しの適用はされない。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

問 7

操縦士に係わる技能証明の限定に関する記述（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。

（エ）
定をすることができる。
航空機の種類、等級、型式の限定については実地試験に使用される航空機により

（ア）

（ア）機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

行う。

２ （３） ３ （４）

事業用操縦士の技能証明を有する者が行える業務に関する記述（ア）～（エ）の中で、

１ （２）

正しいものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

４

（イ）陸上ヘリポート
（ウ）
（エ）

水上空港等

問 10

空港等の種類に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか（１）～

（ア）陸上空港等

（４）の中で該当するものを選べ。
問 9

水上ヘリポート

（１）

昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

により、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

１ （２） ２ （３） ３ ４（４）

昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。
（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところ

（２）航空機からの視認が困難であると認められる煙突、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全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

（３）
（４）
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正 誤 誤 正
（４） 誤 正 正 誤

正 誤
（２） 誤 正 誤 正
（３）

（エ）救急箱             　　　 　 60日

（３）航行目的又は便名
（２）乗客の人数

航空機の性能

問 12

搭載用航空日誌に記載すべき事項のうち航行に関する記録で誤りはどれか。

（４）航空機の航行の安全に影響のある事項

（２）航空機の限界事項
（３）
（４）

航空機の整備点検要領

（１）乗組員の氏名及び業務

（１）航空機の概要
飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。

問 11

問 14 航空法7１条の2（操縦者の見張り義務）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の正誤
の組み合わせで正しいものはどれか。

（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 13 航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間（ア）～（エ）の正誤の組み合わ
せで正しいものはどれか。

非常食糧　　　　　　　　90日
（ア）救命ボート　　　　　 　180日
（イ）
（ウ）航空機用救命無線機　 　180日

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤

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。

（１）
（ア） （イ） （ウ） （エ）

正 誤 正 誤
（２） 誤 正 誤 正
（３） 誤 誤 正 誤

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

問 15 航空法第75条により、機長が、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた
場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。

最寄の航空交通管制機関に連絡しなければならない。

正 正 正 正

国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従って航行しなければな（３）
（２）

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

（４）

くさなければならない。
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飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。
正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、互
に進路を右に変えなければならない。
前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による
追越を含む。）には、後者は、前者の左側を通過しなければならない。
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

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

（エ）

３

平均海面から１３,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

問 17

４２ （３）

問 16 航空法第８１条（最低安全高度）に関する文章の下線部（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。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）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（イ）回避できる高度若し

離（ウ）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）300mの高度のうちいずれ

問 19 空港等付近の航行の方法に関する記述（ア）～（エ）の中で正しいものはいくつあるか

（ア）

平均海面から１０,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

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

（１）

（イ）

気圧高度計を、飛行経路上の地点のＱＮＨの値によって規正しなければならない場合で
正しいものはどれか。

（１）
（２）
（３）
（４）平均海面から１５,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

（ウ）

平均海面から１４,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

か高いもの

問 18 進路権に関する記述（ア）～（エ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

１ （２） （４）

誤
（３） 誤 誤 正 正

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 誤 正 誤 誤
（２） 正 誤 正

（３） ３ （４） ４

（４） 正 正 誤 正

他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（イ）
末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。

（ア）他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の

（２） ２（１） １

地面から離れる前に、着陸のために着陸帯の内に進入しないこと。
（エ）着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して

着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。

（ウ）

ができる。

（３）計器飛行証明を所持していなくても６０分以内であれば計器飛行を行うことがで
きる。

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

問 20 次の記述のうち正しいものはどれか。
（１）航空機は、計器気象状態の時でなければ計器航法による飛行を行ってはならない。

航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは計器
飛行又は計器航法による飛行を行ってはならない。

（２）
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◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P１７
資　格 事業用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ３ＧＭ０４１０７０

◎ 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

（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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問 4 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合に、飛行
経歴は誰によって証明されなければならないか。

（１）操縦練習を行った者
（２）航空機の所有者
（３）操縦練習の監督者
（４）国土交通大臣

（４）更新登録とは、航空機を改造した場合に行う登録をいう。

（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。
（２）変更登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（３）移転登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。

３ （４） ４

問 5 航空機の登録についての説明で正しいものはどれか。

（２） ２ （３） ３ （４） ４

（１） １ （２） ２ （３）

（イ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（ウ）運航管理の業務
（エ）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

問 3 「航空業務」の内容に関する記述（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）航空機に乗り組んで行うその運航

航空機利用
（４） 協定書 運航 諸問題 利用者 運航者の利益
（３） 協定書 航行 障害 利用者

公共の福祉
（２） 附属書 運航 諸問題 運航者 公共の福祉
（１） 附属書 航行 障害 利用者

方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）
の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること
により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）

問 ２ 航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ

問 1 航空法第２８条（業務範囲）の適用をしない「滑空機の種類」（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）動力滑空機
（イ）上級滑空機
（ウ）中級滑空機
（エ）初級滑空機

（１） １

せはどれか。

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（ア）として採択された標準、
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すべての国立病院長

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

さに比しその幅が著しく狭いもの全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（３）昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
（４）高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところ

４

問 10 昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

により、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（２）航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高

問 9 航空身体検査証明を行う者（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）厚生労働大臣
（イ）国土交通大臣
（ウ）指定航空身体検査医

３ （４）

（エ）

（イ）航空従事者としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があったとき
（ウ）航空法に違反したとき
（エ）操縦練習許可書で飛行する者には取り消しの適用はされない。

問 8 技能証明の取り消し等に関する記述（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）航空法に基づく処分に違反したとき

（エ）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） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（イ）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。
（ウ）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。

問 7 事業用操縦士の技能証明を有する者が行える業務に関する記述（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）機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

（３）航空機の型式について限定される場合もある。
航空機の耐空類別について限定されている。

（１）航空機の種類について限定されている。
（２）航空機の等級について限定される場合もある。

（４）

問 ６ 技能証明の限定について、誤りはどれか。
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（３） 誤 誤 正 誤

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

くさなければならない。

らない。
（２） 寄の航空交通管制機関に連絡しなければならない。

問 13 飛行計画に関する記述について正しいものはどれか。
（１）飛行計画の通報は、口頭で行ってもよい。
（２）航空機は飛行しようとするとき、いかなる場合も飛行計画を通報しなければならな

乗組員氏名
（２）曳航の方法

（４）航空機の性能

問 12

国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従って航行しなければな

（４）飛行視程に係わる条件はない。

問 16 航空法第９４条ただし書きの許可（特別有視界飛行）を受けて情報圏を飛行する際、
従わなければならない条件で正しいものはどれか。

（１）飛行視程を1,５00m以上に維持して飛行すること
（２）飛行視程を1,６00m以上に維持して飛行すること
（３）飛行視程を1,８00m以上に維持して飛行すること

（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

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）

（３）

問 15 航空法第75条により、機長が、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた
場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。

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

（４） 正 正 正 正

（２） 誤 正 誤 正
（１） 正 誤 正 誤

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。

（ア） （イ） （ウ） （エ）

の組み合わせで正しいものはどれか。

（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

問 14 航空法7１条の2（操縦者の見張り義務）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の正誤

（１）航空機の概要
（２）航空機の限界事項
（３）航空機の整備点検要領

い。
（３）飛行計画の通報は、いかなる場合も飛行開始前に行わなければならない。
（４）飛行計画においては、代替飛行場も必ず設定する。

飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。

問 11
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（１）
（２）
（３）
（４）

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
同乗者の氏名及び連絡先

飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。
正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、互
に進路を右に変えなければならない。
前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による
追越を含む。）には、後者は、前者の左側を通過しなければならない。
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

誤 誤 正 正
（２） 正 誤 正 誤
（３）

（３）他の航空機が停止した後
（４）他の航空機が着陸して着陸帯の外に出た後

（イ） （ウ） （エ）
（１） 誤 正 誤 誤

（ア）

（イ）

問 19 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。
この場合、何メートル以上の高度で曳航索を離脱しなければならないか。

（ウ）

（エ）

（ア）

（１）48メートル

（４） 正 正 誤 正

はどれか。
問 20 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航する前に打ち合わせなければならないことで誤り

（２）56メートル
（３）64メートル
（４）72メートル

問 18 進路権に関する記述（ア）～（エ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

問 17 他の航空機に続いて着陸しようとする場合に、着陸のために当該空港等の区域内に
進入して良いのはどれか。

（１）他の航空機の位置を確認した後
（２）他の航空機の着陸が確実になった後
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◎ 配　　点

◎ 判定基準

P１８

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

資　格 ２０題　　４０分

◎

          航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
題数及び時間共通

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。

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕 ＣＣＣＣ０５1070

（２）

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

科　目

能となるので当該科目は不合格となります。

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

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　

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航空情報が
　　　　　ノータムとして発行される。
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。

（２）

（ｄ）

（１）広域対空援助局
（２）

航空局が設置した飛行援助機関の種類で誤りはどれか。

（２）提出先はどこの空港事務所または出張所でもよい。

（２）ADFを搭載しているので、「使用する無線設備」に「D」と記入した。

（３）

（４）

問 １

管制機関が許可するときには「Special VFR」の用語を用いる。

問 ５

３

問 ４

問

（４）最大離陸重量が7,000kgなので、「後方乱気流区分」に「L」と記入した。

リモート対空援助局

ATIS局
（３）飛行援助用航空局
（４）

（３）　誤　　　正　　　誤　　　正　

飛行中に指向信号灯で、「赤色の閃光」を受けた。この意味は次のうちどれか。

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

（４）　誤　　　誤　　　正　　　誤　

（３）

（１）

（１）

（３）滑走路の外に出よ。
（４）危険につき、場周経路を離脱せよ。

進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。
（２）着陸してはならない。

問 ６ VFRの飛行計画の通報について誤りはどれか。

飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（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

自家用機の訓練飛行なので、「飛行の種類」に「G」と記入した。（１）

ファイルすることが望ましい。
（４）SATサービスに登録すれば、インターネットを通じてファイルできる。

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

飛行開始前に必要な運航情報を入手し、十分な時間のゆとりをもって

（１）電話を通じて口頭により提出することはできない。

問 ７ 特別有視界飛行方式について誤りはどれか。

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。

（２）特別有視界飛行方式の管制許可には離陸、着陸許可が含まれる。

（１）飛行場が計器気象状態の場合は操縦者の要求により管制機関から許可が発出
される。

（３）

（ｂ）自動型ELTは衝撃により自動的に作動する。

誤作動の原因のひとつとして、ハードランディングによるものがある。

（４）

（ｃ）意図しないELTの発信を行った場合は、リセット操作を行うだけでなく、　
捜索救難の観点から、ただちにその旨をRCCに通報すべきである。

問 ２ 航空機用救命無線機（ELT）の説明で正誤の組み合わせが正しいものはどれか。
（ａ）121.5MHz及び406MHzの電波を同時に発信できなければならない。
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強く発音する。

滑走路18に向かって滑走し、滑走路18入口の停止位置標識の手前で待機する。

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

4

（２）（前の通報を）取り消します。
（３）（あなたの通報は）誤っています。

ならない。

情報圏に入る際には対空援助局と事前に連絡設定を行い、入域の許可を受け
なければならない。

問 ９

F ----------- FOKS-trot

（１）A ----------- AL-fah
（２）D ----------- DELL-tah

問

訂正します。

（４）

管制機関側が簡略化した呼出符号を用いた場合である。

P ----------- PAH-pah

（２）

（１）管制圏を通過するため、管制圏に入る際には管制機関の許可を受けなければ

（４）

（１）

（４）PAN-PAN(3回), JA32ZZ(3回), excessive high oil temperature. 
（３）

意味する数字で正しいものはどれか。

滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。
滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。

８ 通信の一般用語「CORRECTION」の意味で、正しいものはどれか。

（１）直ちに停止して、次の指示を待つ。

（１）

（２）滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。

離陸のための地上滑走中、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。

そのとおりです。

正しい行動はどれか。

（４）

（３）

情報を提供する機関に連絡しなければならない。

（４）管制機関との通信において簡略化した呼出符号を用いることができるのは

（３）

問 10 有視界飛行方式で飛行する場合、次の文で誤りはどれか。

民間訓練/試験空域を通過する際は、特別な場合を除き当該空域の航空交通（２）

問 11 欧文通話表における発音の仕方で誤りはどれか。ただし、大文字で示した音節は

（３）

問 12 次の通信のうち最も優先度が高いものはどれか。

（２）MAYDAY(3回) JA32ZZ(3回), engine failure, will make forced landing.
XX INFORMATION, JA32ZZ, request YAO weather.

Declare emergency, JA32ZZ, left engine fire.

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

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

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

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

（４）

（２）

と認められる場合
（４）

2
3

（１）

5

次のうち、「遭難の段階」として捜索救難が開始されるのはどれか。

航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合（２）

（１）

（３）

（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合

共通-通信-3/4



（４）

（２）

（３）捜索中なので「Looking out」と通報した。

（４）右30度前方

（４）

（３）

言われたので、発見できなかったことを通報しなかった。

（２）「roger」の用語

（１）左30度前方
（２）

当該トラフィックを発見できなかったので、「Negative in sight」

「Looking out」と通報した後発見する前に「Clear of traffic」と

自局のコールサイン

と通報した。

自局のコールサイン及び通信内容のリードバック（４）

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

（３）

（１）

（３）自局のコールサイン及び「roger」の用語

（１）

か。

（１）当該トラフィックを見つけたので、「Traffic in sight」と通報した。

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

問 18 VFR機がレーダーによる交通情報を受けた際の交信要領で誤りはどれか。

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

問 17 トランスポンダーを作動させる時期で正しいものはどれか。

（４）モードCは管制官の指示があったときにのみ作動させる。

エンジンを始動させた直後に作動させる。
（２）離陸前のなるべく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。

問 20 受信証の発出要領で誤りはどれか。

問 19 MC 055°をHDG 085°で飛行中、管制機関より「Traffic、Eleven　O'clock」との
情報を受けた場合、当該航空機は自機の機首方位からどの方向に見えるか。

正面
（３）左60度前方

共通-通信-4/4



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。

Ａ３ＣＣ０１１０７０

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-1/５事操(飛)(回)(船)-航-1/５



176゜

188゜

（２）

（４）

（３）

（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）

184゜

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

114kt

（１）

問

1時間49分

３
1時間40分

（２）

       /

1時間58分

010/15

  77kt

152゜

104kt
  82kt

7W

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
ＦＲ 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 70 132

FＵEL( gal )GS
DEV

ZONE / CUM ZONE / CUM

      /

TIME

ZONE / CUM
MH

59/ 68

    9/0

Ｂ 7500 90 030/25 159 1E7W        /

Ｂ Ｃ 7500 90 340/25        /

ＲＣＡ

53/121       /7W 2E 

      /

175

      /8Ｗ 30/1512E 

ＥＯＣ Ｄ DES 80

Ｃ ＥＯＣ 7500 90        /

060/15 101 16/167

020/20 166

      /1W

（３）

       /

（２）

8Ｗ

（４）

（１）

事操(飛)(回)(船)-航-2/５

035゜/25kt
265゜/20kt
285゜/10kt
325゜/  5kt

80kt

５

問 ６

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21gal
約19gal（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、

（３）

（１）約14gal
（２）

（４）

（１）

86kt（２）
90kt

1時間58分

約16gal

（４）94kt

2時間03分

コースのずれは左に2゜となり、変針点Bから変針点Cまでの所要時間は34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）

（２）

（１）
飛行するためのCASにもっとも近いものはどれか。
変針点B上空において、QNHが29.92inHg　機外温度が0℃のとき、TAS90ktで

（３）

（３）

事操(飛)(回)(船)-航-2/５



高度についての説明で正しいものはどれか。
密度高度は、QNE法により気圧高度計を規正した値である。
真高度は、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
高度である。
気圧高度は、標準大気の密度に相当する高度であり、QFE法により気圧高度計を
規正した値である。
絶対高度は、平均海面から航空機までの垂直距離である。

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトルはTASとTHからなる。
対地ベクトルはTRとGSからなる。
DAはTHとTRのなす角度であり、ＴＲを基準に測定する。
WCAは偏流角分だけをTCから風上側に修正したTHまでの角度をいう。

ランバート航空図を使用しているときの留意事項で誤りはどれか。
子午線は直線となっている。
標準緯線（平行圏）は２本ある。
緯度線は直線ではない。
東西方向に長距離のコースを引いたときは、ほぼ航程線になるとみなしてよい。

CH243°で飛行しているとき、MHの値で正しいものはどれか。偏差は8°W、自差
は3°Eとする。

235°
240°
246°
251°

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 030 / STEER 032」と
表 あるとき そ 意味 も はどれか

（４）

（４）

（１）

（３）

問

（２）
（１）

問

８

問 ９

（４）

10

問

（１）

（２）

11

問 ７

Ⅱ

（４）
（３）

（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-3/５

表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。
TH030°で飛行するためには、CH032°で飛行する。
CH030°で飛行すると、TH032°で飛行することになる。
CH030°で飛行すると、MH032°で飛行することになる。
MH030゜で飛行するためには、CH032゜で飛行する。

ある空域に進入するときに、入手したQNH「29.52」の値を気圧高度計に正しく
セットし7,500ftで飛行した。機外温度が－10℃である場合、この時の真高度に
もっとも近いものはどれか。

6,400ft
6,800ft
7,200ft
7,600ft

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。

（４）

13問
（１）
（２）

（２）

（３）

（１）

問 12

（１）

（４）

（４）

（３）
（２）

（３）

事操(飛)(回)(船)-航-3/５



飛行中の錯覚についての説明で誤りはどれか。
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。
空間識失調は、信頼できる地上の固定物標または計器を確実に視認することにより
防止できる。
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。

低酸素症に関する説明で誤りはどれか。
脳は一番初めに低酸素による影響を受けるため、自分が低酸素状態に陥っていると
いう判断も鈍る。
高高度飛行で大気圧が減少してきたら、呼吸を速めて酸素の吸収量を多くすると
良い。
低酸素症の症状には頭痛のほか、言語能力や計算能力の低下、色の認識力の低下、
多幸感などもある。
一酸化炭素はヘモグロビンとの結合力が酸素に比べて２００倍程度高いため、飛行
中の喫煙は低酸素症を起こす可能性がある。

二地点間を飛行するときの、ETPと風の関係について正しいものはどれか。

（１）

（２）

問 14

（１）
（２）

問 17

（４）

（２）

問 16

行動半径   114nm

（３）

（１）

風130°25ktのもとで、TAS90ktの航空機がTC150度を最大進出する時の行動

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。

（４）

（２）

半径に最も近いものはどれか。ただし、予備燃料を除いた分の飛行可能時間は

（３）

（４）

（３）

行動半径     87nm
行動半径     96nm
行動半径   105nm

風が弱いときは ETPは ス 中央より風下側になる
追い風が強ければ強いほど、ETPはコースの中央より風下側になる。

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

15問

（１）

（３）
（４）

2時間20分とする。

事操(飛)(回)(船)-航-4/５

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３分
かかった。TAS82ktのときのVOR局までのインバウンドの所要時間で正しいものは
どれか。ただし、無風状態とする。

  9分
12分
16分
18分

問 18

（１）
（２）
（３）
（４）

（４）風が弱いときは、ETPはコースの中央より風下側になる。

事操(飛)(回)(船)-航-4/５



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ものとする。

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

問 20

（３）
（４）

（４）

（１）
（２）
（３）

A点 

B点  C点  D点 
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P２１

◎ 配　　点

◎ 判定基準

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕

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

（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。

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士 (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

Ａ４ＣＣ０２１０７０

◎ 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

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

１問　５点

（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

自操(飛)(回)(船)-気象-1/4自操(飛)(回)(船)-気象-1/4



である。

ＭＥＴＡＲで通報される視程で正しいものはどれか。

（４）

問 １ 国際標準大気の諸元について誤りはどれか。

問 ４

（２）

（２）直角に吹く。
（１）

発表時刻から15時間
発表時刻から21時間

（４）

雲量が5/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。
（１）

（３）

ＢＫＮ

平均海面高度での湿度は50%である。

発表時刻から27時間

地表面摩擦の影響を受けない上層風の風向と等高線のなす角度についての説明で

約１０度の角度で吹く。

平行に吹く。

平均海面高度での気温は15℃である。（２）

平均海面高度での密度は1.225kgm

（４）約３０度の角度で吹く。

ＦＥＷ

（３）

正しいものはどれか。

（４）ＯＶＣ

（１）

（４）

（１）平均海面高度での気圧は29.92inchである。

-3

問 ２

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

（３）

（２）ＳＣＴ
（３）

問 ５ ＭＥＴＡＲで通報される風向で正しいものはどれか。

真方位
（３）相対方位
（２）

磁方位

偏流修正方位

問 6

自操(飛)(回)(船)-気象-2/4

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

（３）

（１）一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。

（３）

数ノットの風が吹いている。

（２）

海霧が予想される気象条件で誤りはどれか。

（４）

（４）

前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。
この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。

問 6

Ｔ－Ｔｄが0～2℃である。
海面温度が２０℃より冷たい。

問 7

（１）

（３）

（１）

低気圧や前線があること。

問 8 温暖前線に伴った天気現象で誤りはどれか。

（２）

雨域は広範囲になることが多い。　　　　　

（２）

（４）

自操(飛)(回)(船)-気象-2/4



海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

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

問

（３）熱帯低気圧で最大風速が34kt以上のものをいう。

（１）

（３）

（３）
（４）

熱帯低気圧で最大風速が34m/sec以上のものをいう。

温帯低気圧で最大風速が34m/sec以上のものをいう。
温帯低気圧で最大風速が34kt以上のものをいう。

問 10

シベリア気団

ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。

（４）

11

（２）
揚子江気団（３）

（１）

（２）

問 9 山岳波の中の乱気流が最も激しいところで正しいものはどれか。
山頂高度の上5,000ft以上の高度
山頂風上側の10km周辺
山頂高度の風下側のローター雲周辺
山頂のキャップ雲周辺

夏季の日本にあらわれる気団で正しいものはどれか。

（１）

小笠原気団
オホーツク気団

（３）
（４）

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

（１）

南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。
北半球、南半球とも、風を背にしたとき低気圧は左にある。（４）

問 13 台風の定義について正しいものはどれか。

問 12

（２）
（１）

問 14

（２）

（４）

自操(飛)(回)(船)-気象-3/4

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

散在：ＶＣ
部分：ＰＬ
低い：ＤＲ
  雹 ：ＧＳ

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

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

（３）

（２）
（３）BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

　　　 視程が１,000m以上5,000m以下の場合

（４）

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

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

問 15 ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。
HZ ： 肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、
          視程が5,000m以下の場合

（１）

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

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

日本時間27日午前1時の予想風は090/08KTである。
日本時間27日午前6時の気象状態はＩＭＣである。

（ ） （ｂ） （ ） （ｄ）

（ｄ）日本時間27日午前9時の予想風は180/15G25KTである。

次の運航用飛行場予報（ＴＡＦ）の説明（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。

RJTT 252041Z 2521/2624 090/08KT 9999 FEW010 SCT020 
　　　 BECMG 2613/2616 170/18KT BECMG 2618/2620 4000  
　　　 -RA FEW003 SCT008 BKN010 TEMPO 2620/2623  

（ａ）

　　　 180/15G25KT=         

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

（３）
（４）

（４）の中で正しいものはどれか。

（ｂ）
（ｃ）

（ａ）

（１）
（２）

（ｅ）
（ｄ）

日本時間26日午後1時の予想風は170/18KTである。
（ｂ）
（ｃ）

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

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

問 18
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　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　誤　　　誤　　　正　　　誤　
（３）　　誤　　　正　　　正　　　正
（４）　　正　　　正　　　誤　　　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

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

（２）計器高度と真高度は等しい。
計器高度は真高度より高い。

（２）
（３）

（３）

飛行した場合の記述で正しいものはどれか。
高気圧域のアルチメーターセッティングのまま、気圧高度計の指針を保持し低気圧域へ

計器高度は真高度より低い。

（１）

問 20

（４）

問 19

（１）

自操(飛)(回)(船)-気象-4/4



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

Ａ４ＧＭ０２１０７０

◎ 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

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

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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地衡風について誤りはどれか。
地面付近では実際の風と近似しない。
北緯２０度以南の低緯度では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は、実際の風と一致しない。

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。
平均海面高度での気温は０℃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。

露点温度について誤りはどれか。
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
ときの温度である。
一定気圧の空気の温度を下げ露点温度に達したときの相対湿度は１００％である。
一定気圧の空気の温度を下げ露点温度に達したときでも飽和しているとはいえない。
単位体積の空気は温度によって水蒸気を含む量が異なる。

あまり上空までは発達しない。
晴れた日の夜間に形成される。
下層に寒気、上層に暖気がくるため発生する。
太陽の熱が地面に加わると、解消する。

暖気団の特性で正しいものはどれか。
気流はなめらかである。
視程は良好である。
雲形は積雲形である。
安定度は不安定気温減率である。

前線の持つ一般的性質について誤りはどれか。
前線は気圧の低い谷の中に存在することが多い。
風は前線を境にしては変化しない。
前線を境にして気温差がある。
前線の速度は寒気内の風速とほぼ一致する。

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

（１）

（２）

（４）

（１）

（１）

５

（４）

（１）
６

（３）

（２）

（２）

７

（４）

問

問

問 １

問 ２

問 ８

（３）

問 ３

問 ４

問 放射性逆転について誤りはどれか。

（２）

（１）Cs
上層雲として正しいものはどれか。

（１）

（４）

（３）

（２）
（３）

（１）

（３）

（３）

Sc

（４）

Ac
（２）

（１）
（２）

（３）

（２）

（４）
（３）

標準大気についての記述で誤りはどれか。

（４）

（４）As
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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。
移動性高気圧の中心が通り過ぎる頃から雲が広がりはじめる。
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。
移動性高気圧の南側は晴天となる。

二つの性質の違う気団が接触して、優勢な寒気団から暖気団の方に寒気が押し寄せて
できる前線はどれか。

閉塞前線
停滞前線
寒冷前線
温暖前線

温暖前線について誤りはどれか。
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。
広い範囲にわたって悪い天気となる。
温暖前線は寒冷前線に比べると移動速度は遅い。

（４）

（１）
（２）

（４）

（２）

（２）

（１）

10

12
（１）

（３）

（３）

（４）

METAR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

（２）

羅方位
磁方位

（３）

問 14

（３）サーマルは緑地においての発生が最も多い。

（２）
（３）

真方位
滑走路との角度（４）

（３）

サーマルは日射以外の人工熱源によってできることもある。
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）
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海陸風について正しいものはどれか。
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でのみ発生する。
地上天気図における気圧場と密接な関係がある。

発達した積乱雲の近くで予想される気象現象で誤りはどれか。
ひょう
強い上昇流
煙霧
着氷

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

問

問 20

（３）
（４）

問

（４）

（１）
（２）

問

問

（４）

（３）
（４）

（３）

18

（３）

（１）

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）

（２）

15
（１）

反時計回りに風を吹き込む。

19

17

16

（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。

問

（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下降気流である。

1013hPaより気圧が高いところが高気圧（H）で表されている。
高気圧の進行方向は矢印で図示されている。

（１）

（２）持続時間は1時間以上である。

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。

（３）地上付近で水平方向へ広がり強烈な発散風となる。

（２）

ダウンバーストについて誤りはどれか。
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◎

配　　点

資　格

判定基準

１問　５点

（２）

科　目 Ａ4ＡＡ０３１０７０

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

（１）静圧と動圧の差は一定である。

（１）高度が高くなるにつれて真対気速度（TAS）は大きくなる。

（４）

（２）
（３）

問 ３ 翼の発生する揚力と抗力に影響する要素の組み合わせで正しいものはどれか。

問 ２ 飛行機が同じ指示大気速度（IAS）で飛行しているとき、正しいものはどれか。

IAS が同じならば TAS は高度に無関係である。
IAS は TAS に位置誤差、計器誤差の補正をしたものである。

（２）

（４）
（３）

１

問 ４ スピンについての説明で誤りはどれか。
（１）片方の翼が先に失速することにより陥る。

速度、翼面積、迎え角、空気密度（４）

問

高度が高くなるにつれて TAS は小さくなる。

（３）

ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。 

問 ５ 下図の飛行機（操縦席から見て右回転プロペラ）に関する記述で誤りはどれか。

（２）横揺れと偏揺れを同時に起こしている。

ラダーは回復には役立たない。
（３）

（２）

（４）
エルロンは機能を失う。

速度、翼面積、取り付け角、空気密度

（１）重心位置、翼面積、迎え角、空気密度
速度、翼面積、迎え角、重量

量と釣り合う。
（４）旋回中、バンク角に対して方向舵の舵角が不足すると外滑りを起こす。

水平直線飛行中エンジン出力を急激に増すと「トルクの反作用」により右に傾こう
とする。
離陸滑走中「プロペラ後流」の影響により機首を左に向けようとする。
上昇中「Pファクター」により機首を左に向けようとする。

るので、荷重倍数は１より大きくなる。
（３）定常釣り合い旋回では、揚力の水平成分が遠心力と釣り合い、揚力の垂直成分が重

すると高度を維持できない。そこで操縦桿を引いて揚力を大きくして高度を維持す

旋回中は水平飛行時より失速速度が速くなるので、離陸直後など低速度での旋回は

全機の抗力が最小となる速度（３）

問 ７

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

（４）

問 ６

（２）
バンク角を浅くするなど注意が必要である。

旋回について誤りはどれか。

（３）

（２）

（１）

旋回は揚力の一部を向心力として利用するので水平飛行中と同じ揚力のまま旋回を

（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次のうちどれか。   

（２）

揚抗比が最大となる速度

（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
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（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

（A）滑走路の標高が高いほど長くなる。
（B）機体重量が軽いほど長くなる。

（D）向かい風が強いほど長くなる。
（C）外気温度が高いほど長くなる。

グラウンド・ループとは、離着陸滑走中に突然方向性を失い急旋回を起こす現象で、
尾輪式着陸装置の機体に起こりやすい。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

着氷が起きると重量は増加するが、破壊的な振動を起こすようなことはない。

凍結気象状態になると外気温が下がるので出力は向上するが、着氷が発生しても
エンジンが停止するような悪影響はない。

（B）

（A）

問10 下記の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

シミーとは、地上走行中に何らかの原因で急に舵取り車輪が激しい首振り運動を起（A）

ベーパ・ロックとは、燃料配管の中で燃料に含まれる空気が膨張してエンジンへの（B）

（D）

こす現象で、脚を破壊に至らせることもある。

操縦席を十分暖かくして計器盤さえ凍らなければ、計器に誤差を生じることはない。
翼に着氷すると抗力は増加するが、揚力が減少することはない。

（C）

（D）

問 8

問 ９ 下記の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

離陸距離について正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

アドバース・ヨーとは、旋回しようとする方向と逆方向へ機首を振る現象で、逆偏
揺れともいう。

円滑な燃料供給を阻害する現象で、気圧が高く燃料温度が低いほど発生しやすい。
（C）
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（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

である。
（４）エンジン回転数が増加せずに減少するのは、緩速混合比調節の薄過ぎである。

アンチノック性の低い燃料を使う。

（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）吸気の温度、圧力を上げて、末端ガスの温度を上げる。

（３）白色弧線の下限は着陸形態の失速速度を示す。

オフの方向に動かし、 rpm 変化を観察することによって点検する。

（２）

黄色弧線の下限は構造上の最大巡航速度を示す。

（３）エンジン回転数が規定値以上増した後に減少するのは、緩速混合比調節の濃過ぎ

（４）

緩速混合比は最良出力混合比よりわずかに薄い混合比に調整される。
（２）スロットルを閉じた後、ミクスチャ・コントロール・レバーをアイドル・カット
（１）

問 13 緩速混合比の点検（アイドル ミクスチャー チェック）について誤りはどれか。

問 12 対気速度計の色標識について誤りはどれか。

問

（４）燃料混合気を濃くする。

（２）シリンダーヘッドの温度を上げる。

11
（１）
デトネーションの防止方法として正しいものはどれか。
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（１）トリップすると通常はノブが飛び出す。

（４）左旋回で外滑りになっている。

サーキット・ブレーカーについて誤りはどれか。

設定値以上の電流が流れるとトリップする。

（４）

（１）右旋回で内滑りになっている。
（２）右旋回で外滑りになっている。

左旋回で内滑りになっている。（３）

15 静圧孔が閉塞した場合の影響で、正しいものはどれか。

速度計は影響を受けない。

高度計は影響を受けない。
昇降計は影響を受けない。

18

問 14 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。

問

17

（２）

（１）

問

問
航空機から地上局ま 斜距離を表 する装置 ある

（３）高い揮発性
高い耐寒性

ATCトランスポンダーについて正しいものはどれか。

溶けやすい鉛やすずなどの合金で作り、溶解して回路を遮断する。
（３）

直流・交流どちらにも使用できる。（２）

（４）

（４）高度計、昇降計、速度計はすべて影響を受ける。

問 16

（２）高い発熱量
（１）高いアンチノック性
航空燃料（ガソリン）の必要条件として誤りはどれか。

（３）

（１）

（２）440lbs
（３）500lbs
（４）540lbs

名、後席（基準線後方85inch）に2名搭乗し、基準線後方65inchの燃料タンク（燃料量
によるアームの変化はない）に燃料を搭載したら、重心位置は基準線後方55inchと算出
された。搭載した燃料量で正しいものはどれか。ただし1名150lbsとする。

問 19

（３）

問 20

燃料混合気を濃くする。

（１）航空機から地上局までの斜距離を表示する装置である。

（３）キャブ・ヒーターを使用する。
（２）

キャブ・アイシングの発生が疑われるときの対応措置として誤りはどれか。
（１）

二次レーダーからの質問電波を捉えて、自動的に応答する装置である。

（２）

（４）

人工衛星からの電波を捉えて、位置を知る装置である。
地上局からの電波を捉えて、位置を知る装置である。

飛行高度を下げる。

（１）400lbs

空虚重量2,000lbs（基準線後方50inch）の飛行機に、前席（基準線後方35inch）に1

（４）カウル・フラップを閉じる。
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注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

記　　号科　目

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

Ａ４ＨＨ０３１０7０

（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。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

◎ 判定基準 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。
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問 3

ヨーイング

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

（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

（４）ソーイング

（２）ピッチング
（３）

問 1 耐空性審査要領における定義で誤りはどれか。

（４）

どれか。

（１）

（１）ローリング

「回転翼航空機」とは、ヘリコプタ、ジャイロプレン、ジャイロダイン等、その
重要な揚力を２枚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。

（２）

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

（３）

問 ２ 警報灯、注意灯及び指示灯について記述したもので正しいものはどれか。

（１）安全な使用状態を示す灯火は青色である。
指示灯は、こはく色を使用しなければならない。
注意灯は、修正操作を必要とすることがありうることを示し、白色が用いられる。

（４）警報灯は、直ちに修正操作を必要とする緊急状態を示し、赤色が用いられる。

前後軸 

横軸 

上下軸

重心位置 

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）速度、翼面積、取り付け角、空気密度

問 4

問 5 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。
静圧を測定する。

（２）

問 6

翼に当たる空気の密度が減少することをいう。（４）

（２）
（３）

（４）

（４）速度、翼面積、迎え角、空気密度

動圧を測定する。
（３）

翼に当たる空気の速度が急激に減少することをいう。
翼の迎え角が小さくなり揚力が減少することをいう。

翼の発生する揚力と抗力に影響する要素の組み合わせで正しいものはどれか。

（１）重心位置、翼面積、迎え角、空気密度
（２）速度、翼面積、迎え角、重量

失速について記述したもので正しいものはどれか。

（１）

前後軸 

横軸 

上下軸 

重心位置 

自操（回）-工-2/5



　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

（１）

（４）

（４）

（３）デルタ・スリー・ヒンジは、飛行中のテール・ロータ回転面の過度の傾きを防止

デルタ・スリー・ヒンジおよびドラッグ・ヒンジのないハブを採用することによ

9問

問 8

テール・ロータの構造について記述したもので誤りはどれか。

（２）推力の大きさだけを変えればよいので、サイクリック・ピッチ機構はない。

ドラッグ・ヒンジのないハブが多く用いられているのは、メインロータに比べて
回転数が高く、揚力に対して相対的に遠心力が大きいのでコーニング角が小さく、
ドラッグ・ヒンジの必要性が少ないためである。

フリーホイール・クラッチについて記述したもので誤りはどれか。

飛行中エンジンが停止した場合、そのエンジンの接続はコレクティブ・ピッチ・
レバーを下げることにより切り離す。
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限り、テール・ロータ

（１）通常はエンジンの動力を伝え、エンジンが停止した場合にその接続を切り離す。

なっている。
（２）構造は内輪と外輪の間は通常時にかみ合い、エンジン停止時には空転する機構と

（３）

問 7 油圧装置(系統)について説明した文章の下線部（１）～（４）の記述で誤りはどれか。

動力から取り出した機械的な力を（１）油圧ポンプによって流体を昇圧させ、これ
を（２）コントロール・ロッドを通して油圧アクチュエータや油圧モータなどの機
械的な力に変換する力の伝達装置をいう。　
　油圧系統の構成部品には、リザーバ、（３）熱交換器、ポンプ、油圧弁、アキュ
ムレータ、フィルタ、（４）アクチュエータなどがある。

り、ピッチ・チェンジ機構は必要ない。

やトランスミッションに取り付けられた系統は機能できる。

している。

自操（回）-工-3/5

　Ⓓ

（１）　Ⓐ

問 11 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

（４）

（２）

（４）

　Ⓑ

フラップ・ヒンジ
（３）フェザリング・ヒンジ

　Ⓒ

ドラッグ・ヒンジ

に操作した時、ブレードのピッチ角が最高になるのはどの位置か。

（１）ピボット・ヒンジ
（２）

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

（３）
ブレードの回転方向

進行方向 
A 

C

B 

D

自操（回）-工-3/5



エンジンの回転数で制御する。
コレクティブ・ピッチの上下操作で制御する。

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（２）

（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）

問

低速高角度進入中では発生していない。

（２）

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。

転移揚力の大きさは対地速度の大きさで決定される。

問 12 転移揚力について記述したもので正しいものはどれか。

（１）

（４）

方法で正しいものはどれか。

サイクリック・スティックの左右操作で制御する

（４）

13 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）Ⓐ

Ⓒ
Ⓑ

（３）

問 14 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

ⒷとⒸ

（３）

（１）

サイクリック・スティックの前後操作で制御する。
（２）

自操（回）-工-4/5

ホバリングしている状態では、適用されない。

縦軸は、対地高度である。
（３）

問 15

（２）

Ｈ－Ｖ線図について記述したもので誤りはどれか。

横軸は、指示対気速度である。

（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

（４）サイクリック・スティックの左右操作で制御する。

（４）

組み合わせを示したものである。

低速およびホバリング

（１）ダウン・ウインド・レグを飛行中
（２）高速飛行中
（３）

問 16 ＬＴＥに陥りやすい飛行状態について記述したもので正しいものはどれか。

オートローテーションに移行した直後
（４）
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（２）静的には不安定、動的には安定
（１）静的には中立、動的には安定

静的には安定、動的には中立

問 18

（３）静的には不安定、動的にも不安定
（４）

したもので誤りはどれか。

（１）①はメインロータ誘導パワーである。

（４）④は全利用パワーである。

②は有害抵抗パワーである。（２）

右図の安定性で正しいものはどれか。

（３）③は形状抵抗パワーである。

下図はパワーと前進速度との関係を示したものである。それぞれの曲線について記述17問

振
 
幅
 

時間 
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どれか。

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。

（３）最大性能離陸を開始した直後
（４）低速飛行時の不用意な降下中

問 20 ニッケルカドミウム・バッテリについて記述したもので誤りはどれか。

セットリング・ウイズ・パワーに陥りやすい飛行状態について記述したもので誤りは

（２）

（３）充電中は、有毒ガスが出ており換気が必要である。

（１）電解液は水酸化カリウムである。
（２）

（４）電解液温度が57℃以上になると熱暴走現象を生じる。

（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

問 19

振
 
幅
 

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

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

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

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

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

記　　号 航空工学 〔科目コード：０３ 〕科　目 Ａ４ＧＭ０３１０７０

◎ 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
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１
先細翼とは翼端が翼の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。

揚力について誤りはどれか。
揚力は抗力係数に比例する。
揚力は翼面積に比例する。
揚力は飛行速度の２乗に比例する。
揚力は空気密度に比例する。

機体に装備された対気速度計が表す速度はどれか。
真対気速度   ：ＴＡＳ
較正対気速度：ＣＡＳ
等価対気速度：ＥＡＳ
指示対気速度：ＩＡＳ

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自差がある。
静的誤差には加速度誤差や北旋誤差がある。

対気速度計における赤色放射線について正しいものはどれか。

超過禁止速度ＶＮＥ

フラップ下げ速度ＶFE

最大重量における失速速度ＶSO

悪気流速度ＶRA

終極荷重と制限荷重の関係について正しいものはどれか。
終極荷重＝制限荷重
終極荷重＝制限荷重×安全率
終極荷重＝制限荷重÷安全率
終極荷重＝制限荷重＋安全率

問

（４）

２

（１）

（３）

（２）

（２）

問

（３）

（３）

（２）

（１）

（２）

問

３

（１）

（１）
（２）

（４）

（３）

（１）
５

問

４

７

６

（１）

（２）

（３）

問

（４）

問

（２）

（４）

（４）

（３）

問

翼の形について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の根元部より前側にある翼である。

（４）後退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。

（４）

（３）

（１）
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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
アドバース・ヨー
エルロンの効きの低下
風切り音の低下

機体重量が増加したときの飛行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。
最小沈下速度は小さくなる。
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。
重心位置が後方過ぎる場合、操作に対する反応は良くなるが安定性が悪くなる。
重心位置が前方過ぎる場合、離陸速度が速くなり離陸距離が長くなる。
基準線は機首最前方の位置に統一されている。
重心位置は基準線からの距離で示される。

一定のバンク角で水平つり合い旋回をしている場合で誤りはどれか。
旋回半径は飛行速度の２乗に比例する。
旋回率は飛行速度に反比例する。
旋回率はバンク角に比例する。
旋回半径は機体重量に比例する。

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・・・・青
縦のトリム・・・・・・白
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。
翼端での吹き上げを抑える。
誘導抗力が減少する。
形状抗力が減少する。

（１）
（２）

（３）

（１）

（４）

（４）
（３）

（４）

（２）
（３）

（４）

問

（１）
（２）
（３）

10

８

９

問

問 14

問

（４）

問 15

（２）

（２）

（１）

（１）

問 11

翼に作用する摩擦抗力である。

12

（１）

（３）

（３）
（２）

（４）

13

（１）

（４）

（３）

（２）
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。

（２）
（３）

問

問
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全ての滑空機に装備しなければならない計器で正しいものはどれか。
対気速度計と昇降計
対気速度計と高度計
対気速度計と磁気コンパス
高度計と昇降計

静圧孔がつまった場合、誤った指示を示す計器はどれか。

磁気コンパス
旋回計
対気速度計
加速度計

旋回する場合の失速速度はどれか。

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。

昇降計に取り付けて使用する。
速度計に取り付けて使用する。
高度計に取り付けて使用する。

（３）
（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

（１）

（２）

（４）
（３）

（１）

（１）

マクレディ・リングに関する説明で正しいものはどれか。
どの滑空機でも同じリングを使用する。

  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

（２）

重量500kg、重心位置が基準線後方1０cmの滑空機の重心位置を、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

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ４ＣＣ０４１０７０

◎ 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

（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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せはどれか。

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

問 1 航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ

方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）
の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること
により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）
公共の福祉

（２） 附属書 運航 諸問題 運航者 公共の福祉
（１） 附属書 航行 障害 利用者

航空機利用
（４） 協定書 運航 諸問題 利用者 運航者の利益
（３） 協定書 航行 障害 利用者

（イ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（ウ）運航管理の業務
（エ）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

問 2 「航空業務」の内容に関する記述（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）航空機に乗り組んで行うその運航

３ （４） ４

問 3 次のうち「航空保安施設」として、誤っているものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

（３）昼間障害標識
（４）飛行場標識

地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国

（１）航空保安無線施設
（２）航空灯火

更新登録とは、航空機を改造した場合に行う登録をいう。

問 5 航空機の登録についての説明で正しいものはどれか。
（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。

「航空交通管制区」の定義について正しいものはどれか。
（１）地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域であって、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
（２）

土交通大臣が告示で指定するもの
（３）地表又は水面から３００ｍ以上の高さの空域であって、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

問 ４

（４）地表又は水面から６００ｍ以上の高さの空域であって、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

（２）変更登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（３）移転登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。
（４）
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て操縦ができる。

（イ）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があったとき
（ウ）航空法に違反したとき
（エ）操縦練習許可書で飛行する者には取り消しの適用はされない。

問 8 技能証明の取り消し等に関する記述（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）航空法に基づく処分に違反したとき

問 10 昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。

３ （４） ４

（ア）厚生労働大臣
（イ）国土交通大臣
（ウ）指定航空身体検査医
（エ）すべての国立病院長

（１） １

（１） １ （２） ２ （３）

４（２） ２

さに比しその幅が著しく狭いもの全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（３）昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
（４）高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところ
により、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

（２）航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高

か（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ア）航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
（イ）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

３ （４） ４（１） １ （２） ２ （３）

こと。
（ウ）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。
（エ）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。

（３）

問 7 自家用操縦士の業務範囲に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつある

（４）実地試験に使用される航空機によって、操縦できる航空機の種類、等級、型式が
限定される。

明がなくても滑空機の機長として操縦ができる。
（２）単発ピストン機の限定が付された技能証明保持者は、多発ピストン機の機長とし

（３）水上機の限定が付された技能証明保持者は、陸上機の機長として操縦ができる。

（１）飛行機、回転翼航空機又は飛行船の操縦士の技能証明があれば、滑空機の技能証
操縦士に係わる技能証明の限定に関する記述の中で、正しいものはどれか。６問

３ （４）

問 9 航空身体検査証明を行なう者（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。
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（２）乗客の人数
（３）航行目的又は便名
（４）航空機の航行の安全に影響のある事項

問 11 搭載用航空日誌に記載すべき事項のうち航行に関する記録で誤りはどれか。
（１）乗組員の氏名及び業務

（２）航空機の限界事項
（３）航空機の整備点検要領
（４）航空機の性能

問 12 飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。
（１）航空機の概要

（イ）非常食糧　　　　　　　　90日
（ウ）航空機用救命無線機　 　180日
（エ）救急箱             　　　 　 60日

問 13 航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間（ア）～（エ）の正誤の組み合わ
せで正しいものはどれか。

（ア）救命ボート　　　　　 　180日

（２） 誤 正 誤 正

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤 正 誤

（４） 誤 正 正 誤
（３） 正 誤 誤 正

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。

問 14 航空法7１条の2（操縦者の見張り義務）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の正誤
の組み合わせで正しいものはどれか。

（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

誤 正 誤 正

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤 正 誤

（４） 正 正 正 正

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（エ）積載物の安全性

（ア）離陸重量
（イ）燃料の搭載量
（ウ）航空情報

問１５ 航空法施行規則第１６４条の１４（出発前の確認）に関する事項（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。

（３） 誤 誤 正 誤
（２）
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飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。
正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、互
に進路を右に変えなければならない。
前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による
追越を含む。）には、後者は、前者の左側を通過しなければならない。
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

ものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）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（イ）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（ウ）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）300mの高度のうちいずれ

問 16 航空法第８１条（最低安全高度）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の中で、正しい

問 17 気圧高度計を、飛行経路上の地点のＱＮＨの値によって規正しなければならない場合で
正しいものはどれか。

（１）平均海面から１０,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

か高いもの

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 18 進路権に関する記述（ア）～（エ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

（ア）

（イ）

（２）平均海面から１３,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合
（３）平均海面から１４,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合
（４）平均海面から１５,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

（エ）巡航高度における計器速度

（エ）
（１） 誤 正 誤 誤

（ウ）

（エ）

（ア） （イ） （ウ）

（ア）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
（イ）出発地及び離陸予定時刻
（ウ）巡航高度及び航路

問 19 有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項（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。

（４） 正 正 誤 正
（３） 誤 誤 正 正
（２） 正 誤 正 誤

（３）航空機から物件投下を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
（４）航空機から落下傘降下を行う者は全て国土交通大臣の許可が必要である。

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

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 20
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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　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 P２８
資　格 自家用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ４ＧＭ０４１０７０

◎ 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

自操（動滑）（上滑）-法規-1/5



せはどれか。

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

問 1 航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ

方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）
の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること
により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）
公共の福祉

（２） 附属書 運航 諸問題 運航者 公共の福祉
（１） 附属書 航行 障害 利用者

航空機利用
（４） 協定書 運航 諸問題 利用者 運航者の利益
（３） 協定書 航行 障害 利用者

（イ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（ウ）運航管理の業務
（エ）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

問 2 「航空業務」の内容に関する記述（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）航空機に乗り組んで行うその運航

（１） １ （２） ２ （３）

（３）１７歳　

３ （４） ４

（４）１８歳　

（２）１６歳　

（３）２年
（４）無期限

（３）航空機の型式について限定される場合もある。
（４）航空機の耐空類別について限定されている。

問 5 技能証明の限定について、誤りはどれか。
（１）航空機の種類について限定されている。
（２）航空機の等級について限定される場合もある。

こと
（３）機長以外の操縦者として、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと

航空機に乗り組んで、報酬を受けて、無償の運航を行うこと（４）

問 6 自家用操縦士の業務範囲で正しいものはどれか。
（１）航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと
（２）航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行う

問 ３ 滑空機に係わる耐空証明の有効期間について正しいものはどれか。
（１）６ヶ月
（２）１年

問 4 何歳以上であれば自家用操縦士（滑空機）の技能証明を受けることができるか。
（１）１５歳　
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行する航空機を除く）

問 9

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

問 10

問 11

（３）操縦練習の監督者
（４）国土交通大臣

（２）航空機の所有者

問 ７ 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合、飛行
経歴は誰によって証明されなければならないか。

（１）操縦練習を行った者

（ア）動力滑空機
（イ）上級滑空機
（ウ）中級滑空機

問 8 航空法第２８条（業務範囲）の適用をしない「滑空機の種類」（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。

航空機からの水平距離が（エ）である範囲内に雲がないこと。

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

飛行視程が（ア）以上であること。

以外の空域を飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件（ア）～（エ）の組み
合わせで正しいものはどれか。（地表面又は水面から３００メートル以下の高度で飛

（エ）初級滑空機

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（１）1,500メートル  　300メートル  　300メートル     1,500メートル
（２）5,000メートル  　150メートル  　150メートル  　   600メートル
（３）1,500メートル  　150メートル  　300メートル  　　600メートル
（４）5,000メートル  　300メートル  　150メートル  　1,500メートル

  　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）

（２）飛行高度
（３）飛行の区間又は場所
（４）機長の署名

（１）乗組員氏名
滑空機用航空日誌に記載すべき事項で誤りはどれか。

（２）耐空証明書
（３）航空日誌
（４）書類を備え付ける必要はない。

（１）航空機登録証明書
滑空機に備え付けなければならない書類について正しいものはどれか。
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問 12

問

　 操縦　　　  飛行中　　　 接触
（４）　 操縦  　　　航行中   　　 衝突

従っている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象

　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）

状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と（ウ）しないように見張りをし
なければならない。

見張りについて、次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

航空機の（ア）を行っている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をする
ためその操縦を行っている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その
者）は、航空機の（イ）は、航空法第９６条第１項の規定による国土交通大臣の指示に

（イ）国土交通大臣
（ウ）指定航空身体検査医
（エ）すべての国立病院長

距離３００ｍの範囲内の も高い障害物の上端から３００ｍの高度
（２）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４００ｍの範囲内の も高い障害物の上端から３００ｍの高度
（３）人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平

距離５００ｍの範囲内の も高い障害物の上端から３００ｍの高度

（１）正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、

（ア）合図及びその意味
（イ）出発及び曳航の方法

１ （２） ２ （３） ３ （４） ４（１）

２ （３） ３ （４） ４

（ウ）曳航索の離脱の時期、場所及び方法

13 ＶＦＲで飛行する航空機の 低安全高度に関する記述で、正しいものはどれか。

（４）人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平
距離６００ｍの範囲内の も高い障害物の上端から３００ｍの高度

（１）人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平

（１）　 運航　　　  飛行中　　 　衝突
（２）　 運航　　　  航行中　　　 接触
（３）

問 15 航空身体検査証明を行う者（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）厚生労働大臣

問 14 進路権に関する記述で、誤りはどれか。

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

（３）進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
る追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

（２）前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下によ
互いに進路を右に変えなければならない。

問 16 曳航を行う前に打ち合わせなければならない事項（ア）～（エ）の中で正しいものは
いくつあるか。

（エ）その他必要な事項

（１） １ （２）
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（４）72メートル

問 18 飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。
（１）航空機の概要

（１）48メートル
（２）56メートル
（３）64メートル

この場合、何メートル以上の高度で曳航索を離脱しなければならないか。
問 17 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）

飛行計画の通報は、口頭で行ってもよい。

（３）地表又は水面から３００ｍ以上の高さの空域であって、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

（４）地表又は水面から６００ｍ以上の高さの空域であって、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

地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国

航空機は飛行しようとするとき、いかなる場合も飛行計画を通報しなければならな
い。
飛行計画の通報は、いかなる場合も飛行開始前に行わなければならない。
飛行計画においては、代替飛行場も必ず設定する。

土交通大臣が告示で指定するもの
地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国
土交通大臣が告示で指定するもの

（１）

（２）

（３）

（２）

問 20 飛行計画に関する記述について正しいものはどれか。
（１）

（２）航空機の限界事項
（３）航空機の整備点検要領

問 19 「航空交通管制区」の定義について正しいものはどれか。

（４）航空機の性能
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P29

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

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）

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕科　目

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間自家用操縦士(飛)(回)(船)

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

Ａ４ＣＣ０１１０７０

◎

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◎ 配　　点

◎ 判定基準

（２）
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82kt
TAS90ktで飛行するためのCASにもっとも近いものはどれか。

（１）

変針点C上空において、QNHが29.92inHg、外気温度が＋10℃のとき

（１） 57分

（２）

  76kt

（３）－2°

（４）

（１）

039゜

93kt

108kt

（４）

（３）

＋2°

（１）

（４）

（１）

103kt

78分

－4°

28分

（４）

（１）

035゜

（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。

１時間36分
（２）

019゜

２時間03分

（４）

021°

98kt
（３）

87kt

１時間25分

（２）
（３）

＋4°

（４）

４

問 ３

問

５

（３）

（２）

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

問

問

31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。
26分

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）

 45 /

　　航法ログを完成させ、問１から問６について解答せよ。

MH
( ft )

ＴＯFROM
ALT

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。

031

１

5500

1W045Ｃ

9Ｗ 1W

5500

VAR

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。

Ｂ Ｃ 220/20

9Ｗ90 200/15

270/15  48 /

90

Ａ Ｂ 5500

 57 /  

  86kt

1Ｅ

       /

116 9Ｗ        /   

       /

DIST( nm ) TIME

ZONE / CUM( kt ) ZONE / CUM

GS
DEVTC WCA TH

( kt )
CH

TAS
ＷＩＮＤ

90

Ｄ
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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。
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。
航程線は赤道側に引きつけられた曲線になる。
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DAとWSからなる。
TCからTHの角度をDAという。
対地ベクトルはTRとGSからなる。
対気ベクトルはTCとTASからなる。

真針路について正しいものはどれか。
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をいう。
航空機を通る子午線の真北から機首方向までの真方位をいう。
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ときのTASについて誤りはどれか。
気圧高度が高くなるとTASは増加する。
風が変化するとTASも不規則に変化する。
空気密度が増加するとTASは減少する。
外気温度が高くなると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 090 / STEER 089」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。

CH090゜で飛行すると、MH089°で飛行することになる。
MH090゜で飛行するためには、CH089゜で飛行する。
TH090゜で飛行するためには、CH089°で飛行する。
CH090゜で飛行すると、TH089°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0.05inch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50ft高く指示する。
E空港の標高よりも概ね50ft低く指示する。
E空港の標高よりも概ね500ft低く指示する。
絶対高度を指示する。（４）

（２）

（４）

（３）

（１）

（１）

（４）

ヘモグロビンの役割で正しいものはどれか。

（３）

（１）

（４）

（３）

（１）

問 11

（１）

（１）

（４）

問 9

（４）

（２）

（２）
（１）

問

（３）

（３）

航空図に記されている「－－－　9°Ｗ　－－－」の記号の意味で正しいものはどれか。

12

14

（３）

13

酸素分子と結合し、肺から全身へ酸素を運搬する。
窒素分子と結合し、全身から肺へ窒素を運搬する。

一酸化炭素分子と結合し、二酸化炭素を生成する。

10

問

問

（２）

8

（２）

Ⅱ　問７から問２０について解答せよ。

（３）

（２）

（１）

問

（２）

（２）

（４）

（３）

問

問

7

（４）

アルコールと結合し、アルコールを分解する。

羅北が磁北より9度西にある。
真北が磁北より9度西にある。
等偏差線で羅北が真北より9度西にある。
等偏差線で磁北が真北より9度西にある。
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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ものとする。

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135゜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。

24分間で燃料を2.6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。
5.8ガロン/時間
6.2ガロン/時間
6.5ガロン/時間
7.5ガロン/時間

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。

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。

（１）

（４）

（２）

（４）

（２）

（４）

17

問 16

（３）

（３）

問 18

（１）

問

問 15

問 19

（３）
（４）

問 20

（３）
（２）

（４）

（３）

（１）

（２）

（１）

（２）

（４）
（３）
（２）

（１）

（１）
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１問　５点

P30航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕科　目

◎

能となるので当該科目は不合格となります。

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

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

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）

Ａ４ＭＧ０１１０７０

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

注　　意

判定基準

（２）

配　　点

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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赤道及び子午線等に関する説明で正しいものはどれか。
地軸に直交する小圏を赤道という。
赤道に直交する小圏を子午線という。
赤道に平行な小圏を平行圏という。
赤道に平行な大圏を平行圏という。

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

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。
日本標準時は協定世界時より９時間早い。
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。
日本の標準子午線の時刻帯には「Ｊ」が付けられている。

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

気圧高度３,000ft、外気温度0℃の時の密度高度に最も近いものはどれか。
2,000ft
2,500ft
3,000ft
3,500ft

ＩＡＳ一定で飛行している時のＴＡＳについて誤りはどれか。
外気温度が高くなるとＴＡＳは増加する。
気圧高度が高くなるとＴＡＳは増加する。
空気密度が増加するとＴＡＳは増加する。
風が変化してもＴＡＳは変化しない。

羅北が磁北より9度西にある。
真北が磁北より9度西にある。
等偏差線で羅北が真北より9度西にある。
等偏差線で磁北が真北より9度西にある。

（３）
（４）

（１）

問 ５

問 ６

（１）
（２）

問 ７

（４）

（３）

（３）
（４）

（３）
（４）

（１）
（２）
（３）

３

（２）

（２）

（３）
（４）

航空図に記されている「－－－　9°Ｗ　－－－」の記号の意味で正しいものはどれか。
（１）

（３）
（４）

（２）

２問

（４）

（１）
（２）

（１）

（１）

問

８問

（４）

（２）
（３）

１問

問 ４

（１）

（２）
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真航路０３２°のＡ点からＢ点に向けてＷＣＡを－３°とって飛行したところ、航跡
が０３３°となった。この時のＤＡで正しいものはどれか。

４度左
４度右
３度左
３度右

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

４２ｋｔ
４８ｋｔ
５２ｋｔ
６６ｋｔ

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

磁針路１８０度で飛行中、１時半の方向にＡ滑空場を発見した。この時の滑空機の関係
位置で正しいものはどれか。

Ａ滑空場の北西の位置にいる。
Ａ滑空場の南西の位置にいる。
Ａ滑空場の北東の位置にいる。
Ａ滑空場の南東の位置にいる。

１２分間で燃料を１.６リットル消費したときの燃料消費率で正しいものはどれか。
　４.８リットル／時間
　６.２リットル／時間
　８.０リットル／時間
１１.２リットル／時間

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトル、対地ベクトル、風ベクトルからなる。
ＷＣＡとＤＡは同一のものである。
ＴＨと予想の対地速度を求めるものが計画の風力三角形である。
ＷＣＡはＴＣから右にひねる角を（＋）修正角という。

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

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 090 / STEER 089」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。

CH090゜で飛行すると、MH089°で飛行することになる。
MH090゜で飛行するためには、CH089゜で飛行する。
TH090゜で飛行するためには、CH089°で飛行する。
CH090゜で飛行すると、TH089°で飛行することになる。

（３）

（１）
（２）

15

10

（３）

（４）

（２）
（３）
（４）

（２）

（２）

（２）
（１）

13

（２）

（１）

（２）
（３）
（４）

（４）

（２）
（３）

11問

12問

（１）

（３）

（３）

（４）

（１）

（４）

問

問

（１）

（３）

（１）

９問

問

（１）

14

問

（４）

（４）

問 16
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耳閉塞について正しいものはどれか。
降下中、耳閉塞を生じても着陸すればすぐに治まる。
上昇中に最も発生しやすい。
経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。
風邪、咽喉の痛みなどの呼吸器系の病気または鼻孔アレルギー状態にあるときに起
きやすい。

ヘモグロビンの役割で正しいものはどれか。
窒素分子と結合し、全身から肺へ窒素を運搬する。
酸素分子と結合し、肺から全身へ酸素を運搬する。
一酸化炭素分子と結合し、二酸化炭素を生成する。
アルコールと結合し、アルコールを分解する。

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。

過呼吸について誤りはどれか。
紙袋で口と鼻を覆い、吐いた息をまた吸い込むと良い。
兆候が現れたら、呼吸を速めれば数分で治まるものである。
飛行中緊迫した状況に遭遇したとき、無意識に起きる心身の状態である。
頭がふらふらすることがある。

（１）
17問

（１）
（２）

（１）
（２）

（４）

（４）
（３）

（４）

（１）
（２）
（３）

問

（３）

1８

問 19

問

（３）

20

（４）

（２）
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P48航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

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

Ａ３ＧＧ０１１０７０

（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

◎

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

「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
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ランバート航空図の特徴で誤りはどれか。
各緯度線は円錐の頂点を中心とする同心円となる。
子午線と平行圏の接線は直交する。
２標準緯線の正角円錐図法を使用している。
航程線は直線である。

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。

赤道及び子午線等に関する記述で誤りはどれか。
子午線のうち経度の基準となるものを本初子午線という。
赤道に直交する大圏を子午線という。
赤道に平行な小圏は平行圏という。
地軸に平行な大圏を赤道という。

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DA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。
真北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
航空機の機首方向を基準に物標の方位を測ったもの
磁北を基準に物標の方位を測ったもの

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 090 / STEER 089」と
表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。

CH090°で飛行すると、MH089°で飛行することになる。
CH090°で飛行すると、TH089°で飛行することになる。
TH090°で飛行するためには、CH089°で飛行する。
MH090゜で飛行するためには、CH089゜で飛行する。

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。

時刻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。

飛行中の錯覚に関する説明で誤りはどれか。
上昇から水平直線飛行に急激に移行すると、パイロットは後方に倒れるような錯覚
を生じ易い。
きりもみから回復しても、次に同方向のきりもみ状態が続いているような錯覚に
陥ることがある。
非常に長い時間の定常旋回中に頭を急に動かすと、全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るときがある。
離陸中の急激な加速は機首上げ姿勢にあるような錯覚を生じやすい。

（１）

（４）

（１）

（２）

問 5

問 6

（１）

８問

（４）

９

（２）

問

問 ３

問 7

（２）

（１）

問

（３）

（２）

（１）

問 2

（３）
（２）

（３）

（２）

（４）

（３）

（１）

4

（４）

問 1

（２）

（３）

（１）

（３）
（４）

（１）

（１）
（２）

（４）

（３）
（４）

（２）

（３）

（３）
（４）

（４）
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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。

空中衝突に関する説明で誤りはどれか。
両機が直線飛行を行っている場合で相手機が衝突コースにあるときは、自機の
ヘディングを変えれば衝突コースはくずれる。
降下中の真下に相手機がいた場合は、お互いに相手機を発見できないこともある。
相手機が衝突コースにあるときは機影は停止して見える。
連続した旋回を行っているとき、相手機が旋回の外側にいれば絶対に衝突は起こ
らない。

飛行前の飲酒の影響を解消させるもので正しいものはどれか。
高めの温度の入浴
搭乗前の地上待機
酒精飲料の再摂取
有酸素運動による発汗

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。

積雪に覆われた広く平らな地形に進入するとき
通常より狭い幅の滑走路に進入するとき
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

上下方向の加速度（G）が身体に及ぼす影響で正しいものはどれか。

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。

スキューバダイビング後の飛行に関する説明で正しいものはどれか。
減圧浮上を必要としない潜水の後では潜函病に関する考慮は特に必要としない。
減圧浮上を必要とする潜水の後では少なくとも24時間は飛行を控えるべきである。
飛行前には深呼吸を何度も行い、体内の窒素ガスを放出すると潜函病になりにくい。
飛行中に潜函病を発症した場合は、着陸後に安静にしていると自然と治まる。

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3 km滑空する場合、失う高度はどれか。

150m
200m
250m
300m

（４）

（２）
（３）
（４）

（２）
（３）

（１）

12問

11
（１）

問 14

問 13

（１）

（１）

問 10

問

（１）
（２）

（１）

問 17

（４）

（３）

問 16

（３）

問 15

（２）
（１）

（４）

（１）
（２）

（２）
（３）

（４）

（４）

（３）

強いプラスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向へ流れるため頭痛が生じる。
マイナスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向へ流れるため顔面が充血する。

（３）
（２）

（２）
（３）
（４）

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

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

（４）
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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）
はどれか。

18
20
26
32

ＷＣＡを－10゜とって磁航路350゜を飛行中、相対方位030゜にアンテナが見えた。
偏差が10°Ｗのときアンテナからみた自機の真方位はどれか。

000°
010°
180°
190°

対気速度72 km/h で滑空比36の滑空機が、正対の向い風5 m/s、下降気流1m/s
の大気中を、目的地上空で300m 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5.4 km 離れた場所で必要な高度はどれか。

560m
780m
860m
980m

問 19

問 20

問 18

（４）

（４）

（３）

（２）
（１）

（３）

（１）
（２）

（１）
（２）

（４）
（３）
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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

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）

◎

P4９　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕科　目 Ａ４ＧＧ０１１０７０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（滑）上級

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。

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。

配　　点

能となるので当該科目は不合格となります。
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赤道及び子午線等に関する記述で誤りはどれか。
子午線のうち経度の基準となるものを本初子午線という。
赤道に直交する大圏を子午線という。
赤道に平行な小圏は平行圏という。
地軸に平行な大圏を赤道という。

針路に関する記述で誤りはどれか。
羅北と機首方向までの角度を羅方位で表したものを羅針路という。
航空機を通る子午線の真北から機首方向までの真方位を真針路という。
航空機を通る磁気子午線の磁北から機首方向までの磁方位を磁針路という。
航空機の針路を基準に物標の方位を測ったものを相対針路という。

縮尺50万分の１の航空図において10cmの距離は実際には何ノーティカルマイルか。
10ノーティカルマイル
21ノーティカルマイル
27ノーティカルマイル
33ノーティカルマイル

時刻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。

メルカトル図に関する記述で誤りはどれか。
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。
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。
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。

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

飛行中のTASとGSと風の関係で正しいものはどれか。
追い風が強くなるとTASが一定でもGSは減少する。
向い風が強くなってもTASが一定であればGSは変化しない。
風に強弱があるとTASもそれに合わせて変化する。
無風のときのTASはGSと同じとみなしてよい。

1分45秒間で2.1キロメートルを直線飛行したときの対地速度で正しいものはどれか。
毎時43キロメートル
毎時72キロメートル
毎時86キロメートル
毎時95キロメートル

6

問 5

（１）
（２）
（３）

（４）

８

（４）
（３）

（３）

（１）

問 7

（４）

（１）

（２）
（３）

（２）
（３）

（４）

（３）
（４）

（４）

（１）

（２）

（３）

（１）

（１）
（２）

（４）

（２）

（３）

問 ３

（４）

問

問

問 4

（２）

問 1

問 2

（２）

（１）

（１）
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風力三角形について誤りはどれか。
ＴＨと予想の対地速度を求めるものが計画の風力三角形である。
対気ベクトル、対地ベクトル、風ベクトルからなる。
風ベクトルはWDとWSからなる。
ＷＣＡはＴＣから左にひねる角を（＋）修正角という。

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 090 / STEER 089」と
表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。

CH090°で飛行すると、MH089°で飛行することになる。
CH090°で飛行すると、TH089°で飛行することになる。
TH090°で飛行するためには、CH089°で飛行する。
MH090゜で飛行するためには、CH089゜で飛行する。

空中衝突に関する記述で誤りはどれか。
両機が直線飛行を行っている場合で相手機が衝突コースにあるときは、自機の
ヘディングを変えれば衝突コースはくずれる。
降下中の真下に相手機がいた場合は、お互いに相手機を発見できないこともある。
相手機が衝突コースにあるときは機影は停止して見える。
連続した旋回を行っているとき、相手機が旋回の外側にいれば絶対に衝突は起こ
らない。

対地高度610メートルを飛行中、チェックポイントを「真横左下４５度」に発見した。
この時の機体からチェックポイントまでの水平距離にもっとも近いものはどれか。

約0.3ノーティカルマイル
約0.6ノーティカルマイル
約1.5ノーティカルマイル
約2.0ノーティカルマイル

毎時９０キロメートルの速度で滑空比２５の滑空機が、静穏な大気中を同速度で８キロ
メートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

２２２メートル
３００メートル
３２０メートル
３６０メートル

次のうち正しいものはどれか。
毎時５４キロメートルは「１００ノット」である。
毎時８７キロメートルは「４７ノット」である。
毎時１００キロメートルは「８７ノット」である。
毎時１００キロメートルは「５８ノット」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。

下がり勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
通常より広い幅の滑走路に進入するとき
進入中に錯覚を生ずるようなものはない。

対気速度毎時90キロメートルで滑空比30の滑空機が、正対の向風毎秒10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2.4キロメートル滑空する場合の所要時間
はどれか。

2分30秒
2分40秒
2分50秒
3分20秒

（１）

（３）
（２）

（３）
（４）

（１）

（１）

11問

問

13問

14問

（４）

（１）
（２）
（３）

（１）

（１）

（３）

（４）

（１）

（４）

（２）
（３）

９問

問 10

（４）

16問

（２）
（３）
（４）

（２）

12

（２）

（１）

（２）

（４）

（２）
（３）

（３）
（４）

15問
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低酸素症について正しいものはどれか。
高空では大気中の酸素の占める割合が21％から5％程度に低下するために起きる。
低酸素の影響を自ら認識することは難しい。
視野の灰白化が起きることがあるが、判断力、記憶力の低下が起きることはない。
滑空機では低酸素症に陥ることは無い。

空間識失調について誤りはどれか。
平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外景の視認などにより生ずる。
滑空機を操縦していても空間識失調に陥ることがある。
長時間の定常旋回中に急に頭を動かすと、まったく異なった軸で旋回もしくは運動
しているような錯覚が起きやすい。

過呼吸について誤りはどれか。
紙袋で口と鼻を覆い、吐いた息をまた吸い込むと良い。
兆候が現れたら、呼吸を速めれば数分で治まるものである。
過呼吸と低酸素症は初期の兆候が似ている。
頭がふらふらすることがある。

スキューバダイビング後の飛行に関する説明で正しいものはどれか。
減圧浮上を必要としない潜水の後では潜函病に関する考慮は特に必要としない。
減圧浮上を必要とする潜水の後では少なくとも24時間は飛行を控えるべきである。
飛行前には深呼吸を何度か行い、体内の窒素ガスを放出することにより潜函病を
防ぐことができる。
飛行中に潜函病を発症した場合は、着陸後に安静にしていると自然と治まる。

（１）
（２）

（１）
（２）
（３）

問 20

（４）

（４）

（３）

（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

（１）
（２）
（３）

18問

問 19

問 17
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Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A1CC041070

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

E4Airmen’s Academic Examination

(1)

(2)

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

Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-Choice

(1)

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: The following are the provisions of the Convention on International Civil Aviation. Which one is correct?

Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

An aircraft can be validly registered in more than one State(1)
(2)

(3)

(4)

Question 2: The International Civil Aviation Organization shall adopt and amend from time to time, as may be
i i l d d d d d i d d f d li i h h

An aircraft can be validly registered in more than one State.
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 may 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

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?

Q estion 3 The follo ing is the pro ision in Article 149 3 of the Ci il Aerona tics Reg lations Which of the gro ps of

Characteristics of airports and landing areas
Maintenance system of aircraft

<1>
<2>

(1)

In the case of a rotorcraft, the flight operation of the most recent 10-hour period of that rotorcraft.

a: voice recorder c: the aircraft is on the ground

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 ));

In the case of an aeroplane, the flight operation of the most recent 25-hour period of that aeroplane;

b: 60(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
Question 4: Which of the following definitions in the Article 2 of the Civil Aeronautics Law is correct?

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

c: the engine is shut down
a: flight recording devices
a: flight recording devices

c: the engine is shut down
a: voice recorder c: the aircraft is on the ground

a: voice recorder

b: 60
b: 60
b: 90
b: 30 c: the aircraft is on the ground

(2)

(3)

(4)

The term “Domestic Scheduled Air Transport Service” means any air transport service operating
between any points within this country on a scheduled date and time along a specified route.

The term “Air Transport Service” means any business using aircraft other than the transport of
passengers or cargo for remuneration upon demand.

p

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

Within 15 days
Without delay

Question 5: When an aircraft registration is cancelled, by when must the owner of the aircraft return the aircraft
registration certificate?

Within 3 days
Within 14 days

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

Question 6: Which of the following items is not included in the items to be specified in the flight plan under the provisions
of Article 97, paragraph 1 and 2 of the Civil Aeronautics Law?

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
Indicated air speed at cruising altitude

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

Question 7: Which of the following is not included in the matters which should be described in the Flight Manual?
Aircraft operation limitations
Items relating to aircraft noise
Items relating to engine emission
Limit operation hours of onboard equipment

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?

(1)

(2)
(3)
(4)

an aircraft used for air transport service specified by Article 72 of the Civil Aeronautics Law?

Measures etc. to suppress acts which impede safety, measures in case of danger and other matters
concerning to control of safety

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: A commercial pilot who has an aviation medical certificate issued on September 10, 2009 passed the

(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

Question 9: 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?

September 9 2010(4)

(1)
(2)

(3)

September 9, 2010

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

Flight between points outside Japan (except when the aircraft is flying over Japanese territory)
(4)

(1)
(2)
(3)

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?

Fuel facilities
Aerodrome marking facilities
Passenger terminal

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

(3)
(4)

Passenger terminal
Hangar
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(1)
(2)
(3)

(4)

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.

Any aircraft shall conduct instrument flight within a Control Area.
No aircraft shall fly in airspace other than Control Area, Control Zone, or Information Zone.

Question 12: Which of the following statements regarding a flight under instrument meteorological conditions is correct?

(1)

(2)
(3)

Question 13: Of the following objects which are 60 m or higher above ground or water, which one is not included in the
objects to which day obstruction markers must be provided under the provisions of Article 51-(2), paragraph
1 of the Civil Aeronautics Law?

An object of truss structure
Any aerial wire

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

( )
(4)

(1)

Question 14: The following statement is the definition of “approach surface” 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?

y
A mooring balloon (including its support wires)

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 ).

hb 1/50thO di f th Mi i t(1)

(2)
(3)
(4)

c: approach areab: 1/50th

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

a: Civil Aeronautics Law
a: Ordinances of the Ministry
    of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism

c: approach areab: 1/50th

c: approach area

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

a: Civil Aeronautics Law

(1)

    Transport and Tourism

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

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

a: aerial work d: first-aidb: 30 c: emergency kit( )
(2)
(3)
(4)

(1)
Question 16: Which of the following statements regarding the authority of the pilot-in-command is incorrect?

The pilot-in-command shall, in the event of a danger to the aircraft during its operation, employ every
possible means necessary for rescuing passengers and preventing injury or damage to persons or
property on land or water

g y
a: air transport service d: first-aid

a: air transport service d: air navigationb: 30 c: medical kit

b: 60 c: medical kit
a: air transport service d: air navigationb: 60 c: emergency kit

(2)
(3)

(4)

The pilot-in-command may, in the event of a danger to the aircraft or passengers, order the
passengers on board regarding matters necessary for safety.

The pilot-in-command may restrain any person who threatens aircraft safety, irrespective of whether
the person is on board or not.

property on land or water.

The pilot-in-command shall direct and supervise those who perform their duties on board the aircraft.
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(1)

(2)
(3)

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 engaged in a flight under the said specified procedures or rules

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

Question 17:

(3)

(4)

(1)

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

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

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
i ft t ti th t fli ht l

(2)

(3)

(4)

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

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

aircraft cannot continue the current flight plan.

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

(1)

(2)

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 50 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

Question 19:

(3)

(4)

Question 20: Which of the following items is not included in the matters to be taken into account when limiting the period
of flight service as prescribed in Article 157-(3) (Standards of Crew Assignment) of the Civil Aeronautics
Regulations?

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.

If the flight requires a night-time landing, the pilot shall, prior to the date of navigation of said aircraft,
have experience of at least 3 night-time landings.

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

Type of aircraft
Whether said aircraft is equipped with appropriate facilities for resting or not
The method of flight

Regulations?

Weather conditions when taking off and landing
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E27Airmen’s Academic Examination

Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A4CC041070

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

(1)

(2)

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

Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

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

Choice Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

(1) e: Annexesb: problems c: navigation

y ( )

The purpose of this Law is to promote the development of civil and general aviation and to enhance
( a ) by providing for the methods to ensure the safety of aircraft and to prevent ( b ) arising from
( c ) of aircraft, and by ensuring transportation safety and improving convenience for ( d ) through
proper and rational management of business for operating aircraft, in conformity with both the
provisions of the Convention on International Civil Aviation as well as the standards, practices and
procedures adopted as ( e ) hereto.

a: public d: users

(2)

(3)

(4)

a: use of
    aircraft

d: users e: Agreementsb: problems c: navigation

a: benefit of
    operators

d: users e: Agreementsb: troubles c: operation

a: public
    welfare

d: operators e: Annexesb: troubles c: operation

    welfare

(a)
(b)
(c)
(d)

Question 2: Of the following items (a) to (d) describing “air navigation service” stipulated by the Civil Aeronautics
Law, how many items are correct? Choose from the following (1) to (4).

Operation on board an aircraft
Operation of radio equipment on board
Operation as an aircraft dispatcher
Confirmation work as provided for by the Civil Aeronautics Law to be performed on repaired or
remodeled aircraft

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

(1)
(2)
(3)

Air navigation radio facilities
Aeronautical lights

1 2 3 4

Day obstruction markers

remodeled aircraft

Question 3: Which of the following facilities does not apply to the “air navigation facilities”?

(4) Airport markings
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(1)

(2)

Question 4: Which of the following definitions of “Control Area” is correct?
The term “Control Area” means any airspace, 150 m or more above the land or water, and
designated in the notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
regarding the safety of air traffic.

The term “Control Area” means any airspace, 200 m or more above the land or water, and
designated in the notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
regarding the safety of air traffic.

(3)

(4)

The term “Control Area” means any airspace, 300 m or more above the land or water, and
designated in the notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
regarding the safety of air traffic.

The term “Control Area” means any airspace, 600 m or more above the land or water, and
designated in the notification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
regarding the safety of air traffic.

Q ti 5 Whi h f th f ll i t t t di th i t ti f i ft i t?

g g y

(1)
(2)

(3)

(4)

Question 5: Which of the following statements regarding the registration of an aircraft is correct?
The term “new registration” means the registration of any aircraft not yet registered.
If there has been a change in the ownership of any registered aircraft, the new owner shall apply
for an “alteration of registration”.

If the home base of an aircraft has been changed, the owner shall apply for a “transfer of
registration”.

If an alteration has been performed on an aircraft, the owner shall apply for a “renewal of
i t ti ”

(1)

(2)

Question 6: Which of the following statements regarding the rating on the pilot’s competence certificate is correct?
A pilot who has the competence certificate rated for aeroplanes, rotorcraft or airships may
engage in pilotage of a glider as pilot-in-command even if he does not have the competence
certificate for gliders.

A pilot who has the competence certificate rated for single-piston-engine aeroplanes may
engage in pilotage of a multi-piston-engine aeroplane as pilot-in-command.

registration”.

(3)

(4)

( )

engage in pilotage of a multi piston engine aeroplane as pilot in command.

A pilot who has the competence certificate rated for sea aeroplanes may engage in pilotage of a
land aeroplane as pilot-in-command.

The category, class and type of aircraft to be used for the practical examination are directly
related to the rating of the examinee’s competence certificate.

Question 7: Of the following statements (a) to (d) describing the privileges of a private pilot, how many statements
are correct? Choose from the following (1) to (4).

Pil t f i ft d f i l k(a)
(b)
(c)
(d)

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

Question 8: Of the following statements (a) to (d) describing the cases in which the Minister of Land, Infrastructure,

Pilotage of aircraft used for aerial work
Pilotage, for which a pilot is not paid, of aircraft operated for no remuneration
Pilotage of aircraft used for aerial work as a pilot other than pilot-in-command
Pilotage, for which a pilot is paid, of aircraft operated for no remuneration

(a)
(b)
(c)
(d)

Transport and Tourism may revoke an airman’s competence certificate, how many statements are
correct? Choose from the following (1) to (4).

When an airman has violated a disposition made under the Civil Aeronautics Law
When an airman has committed a misdeed or serious error in performing his duties as an airman
When an airman has violated the Civil Aeronautics Law
The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism cannot revoke a student pilot permit.

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

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

Question 9: Of the following positions (a) to (d), how many positions are eligible to issue an aviation medical
certificate? Choose from the following (1) to (4).

Minister of Health, Labour and Welfare
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Designated aviation medical examiner
Director of any national hospital

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

(1)

(2)

1 2 3 4

Question 10: Which of the following statements regarding daytime obstruction markings is correct?
Any person who installs a structure 60 m or higher above ground or water shall install daytime
obstruction markings upon such structure in accordance with the provisions in Ordinances of the
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

A daytime obstruction marking shall be installed on every tall and narrow object such as
chimneys, steel towers, poles, etc. which are difficult to perceive from an aircraft.

(3)
(4)

(1)
(2)

y p p

A daytime obstruction marking shall be displayed by a color, flag or sign.
An object which has high intensity aeronautical obstruction lights shall also have daytime
obstruction markings.

Question 11: Which of the following is not included in the matters to be entered into a flight logbook concerning
navigation?

Names and functions of crew members
N b f(2)

(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

Purpose of flight or flight number
Matters affecting the safety of the navigation of the aircraft

Question 12: Which of the following is not included in the matters which should be described in the Flight Manual?
Aircraft general

Number of passengers

Aircraft operation limitations
It i t i t f i ft(3)

(4)

(a)
(b)
(c)

Question 13: Which of the “correct” and “incorrect” combinations below applies to the four items (a) to (d), which are
the emergency equipment that must be provided on an aircraft and their inspection intervals?

Items concerning to maintenance of aircraft
Aircraft performance

Life raft: 180 days
Emergency rations: 90 days
Emergency locator transmitter: 180 days(c)

(d)

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

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

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

a: Incorrect

Emergency locator transmitter: 180 days
First-aid kit: 60 days

b: Correct c: Correct d: Incorrect

d: Correct

Q ti 14 Th f ll i t t t i A ti l 71 2 (Pil t’ bli ti f i t i i t h) f th Ci il A tiQuestion 14: The following statement is Article 71-2 (Pilot’s obligation for maintaining watch) of the Civil Aeronautics
Law. Which of the “correct” and “incorrect” combinations below is appropriate for the four underlined
items (a) to (d) in the statement?

Any person who is (a) piloting an aircraft (or his on-board supervisor where the pilot is undergoing pilot
training or instrument flight training) shall, (b) while in flight, maintain a watch so as not to (c) collide
with other aircraft or other objects irrespective of whether he is engaged in a flight in accordance with
the instructions issued by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism under the
provisions of Article 96 paragraph 1, except under such weather conditions that will not permit him to

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

p p g p , p p
recognize any (d) objects other than his own aircraft.

a: Correct b: Incorrect c: Incorrect d: Correct
a: Incorrect b: Correct c: Correct d: Incorrect
a: Incorrect b: Incorrect c: Incorrect d: Correct
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(a)
(b)
(c)
(d)

Flight information
Safety of loads

Take-off weight
Loaded weight of fuel

Question 15: Of the following items (a) to (d), which are to be confirmed by a pilot-in-command before take-off
specified in Article 164-14 (Confirmation before departure) of the Civil Aeronautics Regulations, how
many items are correct? Choose from the following (1) to (4).

( )

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

(1)
(2)
(3)

20
19
18

1 2 3 4

y

Question 16: What is the lowest age at which a person can obtain competence certification as a private pilot (except
glider)?

(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

18
17

Question 17: Which of the following is the correct case in which a pilot-in-command shall adjust the barometric
altimeter according to the values of QNH at points along the route of the flight?

Flight at an altitude of less than 10,000 ft above mean sea level
Flight at an altitude of less than 13,000 ft above mean sea level
Flight at an altitude of less than 14,000 ft above mean sea level( )

(4)

(a)

(b)

Question 18: Which of the “correct” and “incorrect” combinations below applies to the four statements (a) to (d),
which describe the right-of-way?

g
Flight at an altitude of less than 15,000 ft above mean sea level

Between aircraft in flight of the same order of priority for right-of-way, the aircraft watching the
other aircraft on its right-hand side shall give way.

Between aircraft in flight of the same order of priority for right-of-way approaching head-on or at
a close angle to head-on both aircraft shall alter their courses mutually to the right

(c)

(d)

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

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

a close angle to head-on, both aircraft shall alter their courses mutually to the right.

In the case of an aircraft intending to overtake another aircraft flying ahead (including overtaking
by means of climbing or descending), the former shall pass the latter’s left side.

The aircraft having the right-of-way shall maintain its course and speed.

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

(3)
(4)

(a)
(b)
(c)

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

Cruising altitude and route of the flight

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

Question 19: Of the following items (a) to (d), which are the items to be filled in the VFR flight plan, how many items
are correct? Choose from the following (1) to (4).

Nationality mark, registration mark and radio call sign of the aircraft
Place of departure and estimated take-off time

(d)

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

(1)

(2)

3 4

Indicated air speed at cruising altitude

1 2

Question 20: Which of the following statements is correct?
When an acrobatic flight is to be performed, permission from the Minister of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism must be obtained beforehand in all cases.

When flying in formation is to be performed, permission from the Minister of Land, Infrastructure,( )

(3)

(4)

When an object is to be dropped from an aircraft, permission from the Minister of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism must be obtained beforehand in all cases.

Any person who is to perform a parachute descent from an aircraft shall obtain permission from
the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

y g p , p , ,
Transport and Tourism must be obtained beforehand in all cases.

4/4



Ｐ４０航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

１問　５点

（３）

計器飛行一般〔科目コード：１４〕

２０題　　２時間

注　　意 （１）

計器飛行証明 (飛)(回)

「NAVIGATION LOG」を提出する必要はありません。

◎

科　目 記　　号

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

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

配　　点

資　格

「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答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験◎

Ｈ１ＣＣ１４１０７０

（２）

題数及び時間

能となるので当該科目は不合格となります。

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 合格は１００点満点の７０点以上とする。◎
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性能諸元

２）

代替地への巡航高度：　　9,000ft（上昇、降下は考慮しない。）

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

出発地：　KK空港　　　　目的地：　OO空港　　　　代替地 ：　BB空港　　　　　　　　

  　　　　　　　　 完成させ問１から問６に答えよ。

代替地への経路：　OO空港→ E VOR→ BB空港

巡航高度：　9,000ft
飛行経路：　KK空港→ A VOR→ B VOR→ C VOR→ D VOR→ OO空港

 23分

（１）
（２）
（３）
（４）

 21分

 14時23分　

 19分
OO空港からBB空港までの予定飛行時間として も近いものはどれか。

１）

 14時19分　　
（２）

OO空港への到着予定時刻（JST）で も近いものはどれか。

到着及び進入着陸はNAVIGATION  LOGに記載された[C VOR～D VOR～OO

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

１

※飛行方法

降下　150kt
降下   24gal/hr
降下   600ft/min

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。

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

計算に使用する風は上昇時 340／20kt、降下時 260／10ktとし、巡航時は

を飛行する。

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。

問 ２

問
（１）

 14時21分　
（３）
（４） 14時25分　

問

 041度（１）

 25分

（４）

（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

 75 gal 

５

C VORからD VORへのCHで も近いものはどれか。３

 045度
 051度

（２） 78 gal 

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。

問

表示する場合、KK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

 055度

４

（２）
（３）

問

（２）
（１） 156kt

 168kt
 178kt

（４）

速度（TAS）  ：　上昇　140kt　　　巡航　180kt
燃料消費率      ：　上昇　48gal/hr　  巡航　 30gal/hr
上昇降下率      ：　上昇　600ft/min  

ものはどれか。
B VOR上空において、気圧が29.92inHgで外気温度が 0℃ のときCASとして正しい

（４）
 81 gal 

（３）

（３）
 84 gal 

 208kt
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:  航空機衝突防止装置
:
:
:  飛行記録装置

:
:
:
:

（１）

（２）

（４）

問 7

 165／20kt
（３） 260／20kt

問

 345／20kt

問 9

における電波伝搬速度の遅延、マルチパスや受信機の計算誤差等がある。

（１）GPSは、洋上や山岳地域等の地上無線施設が利用できない空域でも利用可能で

（４）

GPS単独で、航空機の航法に必要な要件（完全性、精度、利用可能性、利用の　

測位誤差要因には、衛星の配置、衛星に搭載された時計の誤差、電離層と対流圏
GPSが提供する位置の精度はVOR/DME等よりも高い。

（２）

（３）ORSRは洋上航空路の管制を行うための一次レーダーである。

問

あり、高速移動中でも多数の利用者が同時に利用できる。

（３）
継続性）の全てを満足するレベルで提供している。

ASRは半径60～80マイルの空港周辺をカバーし、出発/進入管制に使用する。
ARSRは半径500マイルの空域をカバーし、エンルートの管制に使用する。

10
（１）
ATC用レーダーについて正しいものはどれか。

問
周回進入を行っている航空機に滑走路の位置を示す灯火である。

11
（１）CGL　

ABN（２）

次の飛行場灯火と説明の組み合わせで誤りはどれか。

問 12

航空機に滑走路の終端までの残距離を示す灯火である。

計器飛行方式で飛行する際の飛行計画書第１６項、所要時間(TOTAL EET)の記入

（３）REDL
ALB（４） 着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示す灯火である。

問 13
離陸の代替飛行場としての 低気象条件は雲高と地上視程の組み合わせ又は地上
視程とする。

目的地に対する代替飛行場としての 低気象条件は雲高と滑走路視距離の組み合

（１）

（４）
（３）

（２）周回進入以外の非精密進入および CAT Ⅰ精密進入を行うための 低気象条件は
滑走路視距離とし、滑走路視距離が利用できない場合はCMVとする。
周回進入の 低気象条件は地上視程とする。

低気象条件について誤りはどれか。

（２）

（４）

（２）

ASR、ARSR、ORSAともに距離誤差はアンテナからの距離の0.3％以内である。

1.3 nm
1.5 nm
1.7 nm

航空情報用略語と意義の組み合わせで誤りはどれか。
（１）ACAS
（２）ACARS  航空機空地データ通信システム
（３）GPWS  対地接近警報装置
（４）CVR

GPSについての記述で誤りはどれか。

（４）
（３）

9,000ftでDME局（0 ft）の直上に達したときのDME表示で も近いものはどれか。

６

 080／20kt  

B VORからC VORを実際に飛行したところWCAは左に5度、ＧＳは195kt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。

（１）

  ０ nm

（１）
航空機が離陸してから着陸するまでの予定時間

航空機が出発のための移動を開始してから目的飛行場上空に達するまでの予定（４）

航行中の航空機に飛行場の位置を示すための灯火である。

時間

航空機が出発のための移動を開始してから着陸するまでの予定時間

航空機が離陸してから目的飛行場の計器進入開始点に到達するまでの予定時間

問 8

（３）
（２）

わせ又は滑走路視距離とする。

要領について、正しいものはどれか。
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：

：
：
：

速度調整を受けたまま、他の管制機関にレーダーハンドオフされた場合、前に
指定された速度調整は移管後も有効である。
ホールディングが指示された場合、それまで速度調整が行われていた場合でも
速度調整は自動的に解除される。

速度調整が不要になった場合「Resume normal speed」の用語が使用される。

速度調整について誤りはどれか。

（１）

（２）

（２）

問

問 ATSルートの名称と内容で誤りはどれか。14

ルートで、レーダー覆域内にのみ設定された経路
洋上転移経路 洋上管制区の飛行経路と陸上の航法無線施設を結ぶ飛行経路
転移経路 SIDの 終フィックスと航空路を結ぶ経路

（４）直行経路 航空路と 終進入フィックスを直接結ぶ経路

1５
（１）

RNAV経路 RNAVが可能な航空機の用に供するために設定されたATS
 

問
（１）目視進入とはレーダー管制下にあるIFR機が行う進入の方法であって、計器進入

ATCクリアランスに従って管制承認限界点まで飛行する。

上空の予定時刻を通報している時は、その時刻に進入を開始する。

指定高度または 低高度のいずれか低い高度で定められた時刻まで飛行し、その
（１）

目的地上空までに進入開始予定時刻を受領していない場合で、故障以前に目的地
後は通報した飛行計画の高度を維持して飛行する。

目的地上空までに進入許可が発出されている場合は、速やかに進入を開始する。

（２）

（１）
（２）

（３）

（３）

どれか。

方式の一部または全部を省略して飛行場を視認しながら行う進入である。

地上視程が5キロメートル以上なければ目視進入は承認されない。

タービンエンジン機 TAS

（３）

220 Kt

（４）目視進入は飛行場管制業務が実施される飛行場においてのみ実施できる。

（３）

問 20

（３）
（４）

対流により雲が発生しつつあり、地上気温24℃、露点温度18℃と報告されています。

700ft/min

18 管制圏のうち高度 3,000Ft 以下の空域を飛行する場合の速度制限で正しいものは

（１）

（４）

（２）
400ft/min

800ft/min

600ft/min

19問

問

ピストンエンジン機  I AS 170 Kt
ピストンエンジン機 TAS  160 Kt

を使うと概略何ft/minか。　TAS140Kt、  IAS130Kt、  GS110Ktとする。

この雲の雲低高度に も近いものはどれか。

GLIDE SLOPEが3°に設定されたILS進入を行う際、降下率はRULE OF THUMB

（３）2500ft
（４）3000ft

（２）2000ft
1500ft（１）

パイロットは指示されたTASの ±10ノットまたは指示されたマック数の 
±0.02の範囲内で飛行しなければならない。

タービンエンジン機  I AS 200 Kt

計器気象状態の中で計器飛行方式による飛行において、通信機が故障した場合の飛行

17 目視進入について正しいものはどれか。

（４）

（３）

（４）

16問

雲高の値に飛行場標高を加えた高さが 低誘導高度よりも500フィート以上高く

方法について誤りはどれか。

目視進入は操縦士の要求に基づいてのみ承認される。

（２）
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KK

OO

BB

  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

KK 13:00

   -   A 300/30 060 2E 18 A-VOR

   -   B 300/30 035 1E 75 B-VOR

   -   C 280/30 030 1E 50 C-VOR

   -   D 260/30 048 2E 41 D-VOR

     -  OO 250/20 066 2E 50

OO

   -   E 260/20 155 1W 40 E-VOR

   -  BB 280/30 174 2W 31

（注）　１）風は磁方位とし、上昇時340/20KT、降下時260/10KT、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



◎

◎ 判定基準

配　　点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３）

１問　１０点

提出は「航空従事者学科試験記述問題答案用紙」の間に、「航空従事者学

述問題答案用紙」に記入すること。

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。

Ｇ１ＣＣ１５１０７０記　　号操縦教育一般〔科目コード：１５〕

１０題　２時間

（１）

P41
資　格 操縦教育証明(飛)(回)(滑)(船)

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

科　目

注　　意

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

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

解答は当該受験する航空機の種類に応じて行い、「航空従事者学科試験記

科試験答案用紙」（マークシート）を挟んで行うこと。
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５ 実技試験において、実地試験を中止するのは受験者がどのような項目に該当した

問 ３ 『単独飛行に係る安全基準』で定められている「離着陸及び空中操作」の中の
「飛行方式の設定」について記せ。

問
及び飛行船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）」で単独飛行の前に実施すべき「教官の指導要領」の中の確認事項につ

問

『単独飛行に係る安全基準』で定められている「野外飛行（飛行機、回転翼航空機

問 ２ 操縦練習の監督者が、操縦の練習を行う者がその操縦の練習を開始する前に、確認
しなければならない事項について記せ。

４

問 １ 操縦教育証明を受けている者でなければ行うことができない操縦の教育について記せ。

いて記せ。

場合か記せ。

共通-教証-2/3



６ 操縦の教育を行っている場合の見張り義務について記せ。
また、空中衝突の回避、衝突コースの見極めについて記せ。

問

問 ９

問 10 操縦士に意思決定過程の構成要素を教育することを援助するために開発された

操縦教員の行う効果的な質問の要件について記せ。

７ 服薬が操縦士に与える悪影響について記せ。

問 ８ 『学習曲線』及び『学習の転移』について記せ。

問

また、航空業務には不適切/不適合な医薬品を3つ記せ。

『DECIDE』という頭文字略語を使用した6段階モデルについて記せ。
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P３１
資　格 航　空　通　信　士 題数及び時間 ２０題　　４０分

C４ＸＸ０２１０７０

◎ 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

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 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。

「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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である。

ＭＥＴＡＲで通報される視程で正しいものはどれか。

問 １ 国際標準大気の諸元について誤りはどれか。
（１）平均海面高度での気圧は29.92inchである。
（２）平均海面高度での気温は15℃である。
（３）平均海面高度での湿度は50%である。
（４） -3平均海面高度での密度は1.225kgm

問 ２ 地表面摩擦の影響を受けない上層風の風向と等高線のなす角度についての説明で
正しいものはどれか。

（１）平行に吹く。
（２）直角に吹く。
（３）約１０度の角度で吹く。
（４）約３０度の角度で吹く。

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

問 ４ 雲量が5/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。
（１）ＦＥＷ
（２）ＳＣＴ
（３）ＢＫＮ
（４）ＯＶＣ

問 ５ ＭＥＴＡＲで通報される風向で正しいものはどれか。
（１）磁方位
（２）真方位
（３）相対方位
（４）偏流修正方位

問 6
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ＭＥＴＡＲで通報される視程で正しいものはどれか。
最大視程
最小視程
飛行視程
卓越視程

問 6
（１）
（２）
（３）
（４）

問 7 海霧が予想される気象条件で誤りはどれか。
（１）数ノットの風が吹いている。
（２）Ｔ－Ｔｄが0～2℃である。
（３）海面温度が２０℃より冷たい。
（４）低気圧や前線があること。

問 8 温暖前線に伴った天気現象で誤りはどれか。
（１）一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。
（２）前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。
（３）この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。
（４）雨域は広範囲になることが多い。　　　　　
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海上警報の種類の説明で正しいものはどれか。
Ｗ ： 乱流警報

ＧＷ ： 一般警報
ＳＷ ： 暴風警報
ＴＷ ： 低気圧警報

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

問 9 山岳波の中の乱気流が最も激しいところで正しいものはどれか。
（１）山頂高度の上5,000ft以上の高度
（２）山頂風上側の10km周辺
（３）山頂高度の風下側のローター雲周辺
（４）山頂のキャップ雲周辺

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

問 11 ボイス・バロットの法則で正しいものはどれか。
（１）北半球で風を背にしたとき低気圧は右にある。
（２）北半球で風に向かって立ったとき低気圧は右にある。
（３）南半球で風を背にしたとき低気圧は左にある。
（４）北半球、南半球とも、風を背にしたとき低気圧は左にある。

問 12
（１）
（２）
（３）
（４）

問 13 台風の定義について正しいものはどれか。
（１）温帯低気圧で最大風速が34m/sec以上のものをいう。
（２）温帯低気圧で最大風速が34kt以上のものをいう。
（３）熱帯低気圧で最大風速が34kt以上のものをいう。
（４）熱帯低気圧で最大風速が34m/sec以上のものをいう。

問 14
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（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

散在：ＶＣ
部分：ＰＬ
低い：ＤＲ
  雹 ：ＧＳ

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

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

（１）
（２）
（３）
（４）

問 15 ＭＥＴＡＲにおける視程障害現象を表す記号の説明で誤りはどれか。
（１）HZ ： 肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が、大気中に浮遊している現象で、

          視程が5,000m以下の場合
（２）FG ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が1,000m未満の場合
（３）BR ： ごく小さい水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象で、

　　　 視程が１,000m以上5,000m以下の場合
（４）FU ： ごく小さな水滴が大気中に浮遊する現象で、視程が5,000m以下の場合
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視程が8km以上である。
雲が3,000ftまたは最低扇形別高度のいずれか高い高度未満にない。
地上風が無風である。
すべての高度にわたって積乱雲、塔状積雲がない。
天気略号表に該当する現象がない。

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

日本時間27日午前1時の予想風は090/08KTである。
日本時間27日午前6時の気象状態はＩＭＣである。

（ ） （ｂ） （ ） （ｄ）

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

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
（ｅ）

（１）
（２）
（３）
（４）

問 17 850hＰa天気図の説明として誤りはどれか。
（１）大気の大規模な流れを知るために最適である。
（２）この高さの暖気移流は雨の予報に利用される。
（３）山岳地帯をのぞけば下層大気の代表的な値を示す。
（４）前線系の解析に最適である。

問 18 次の運航用飛行場予報（ＴＡＦ）の説明（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについ
て、（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）

RJTT 252041Z 2521/2624 090/08KT 9999 FEW010 SCT020 
　　　 BECMG 2613/2616 170/18KT BECMG 2618/2620 4000  
　　　 -RA FEW003 SCT008 BKN010 TEMPO 2620/2623  

日本時間26日午後1時の予想風は170/18KTである。

　　　 180/15G25KT=         

（ｄ）日本時間27日午前9時の予想風は180/15G25KTである。
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　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　誤　　　誤　　　正　　　誤　
（３）　　誤　　　正　　　正　　　正
（４）　　正　　　正　　　誤　　　誤

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

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

問 20

問 19

（４）

（２）計器高度と真高度は等しい。
（３）計器高度は真高度より低い。

高気圧域のアルチメーターセッティングのまま、気圧高度計の指針を保持し低気圧域へ

（１）計器高度は真高度より高い。
飛行した場合の記述で正しいものはどれか。

（４）計器高度は平均海面高度より低い。

（１）
（２）
（３）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

注　　意 （１）

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

資　格 1 ０ 題    　４ ０ 分題数及び時間航　空　通　信　士

Ｃ４ＸＸ０６１０７０

◎

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

（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

◎ 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
　



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

（１）

安価である。

Normal Skid Control

（１）エルロン
飛行機の姿勢の制御を行う操縦翼面で誤りはどれか。

（３）

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

（１）

問 ６ Cable Control Systemの利点で誤りはどれか。

（４）

問 ４

５問

１

問 ２

問 ３

問

（３）スペースが少なくてすむ。

（１）軽量である。
（２）方向転換が自由にできること。

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

（４）ロード・ドロッピング構造

（２）バック・アップ構造
（３）セーフライフ構造

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

（２）車輪の首振り運動（回転方向の振動）を減衰/防止する。
（３）

（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。

（２）ステアリング

（４）Fail Safe Protection

（２）Locked Wheel Skid Control
（３）Emergency Brake Control

アンチスキッド制御装置の機能で誤りはどれか。
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（１）取付け取外し作業の際に特別な工具が必要でない。

生ずる可能性並びに材料及び設計上の不確実性に備えて用いる設計係数をいう。

（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。
耐空性審査要領の定義で誤りはどれか。

チューブレス・タイヤの特徴で誤りはどれか。

（４）「安全率」とは、常用運用状態において予想される荷重より大きな荷重の

（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。

Autobrake
（４）Gear Indicator

（１）Centering Cam

（４）サンドイッチ構造

問 ７

問 ８

問 ９

問 10

（３）セミモノコック構造

（１）トラス構造
（２）

（２）Safty Switch

ハイドロリック・ロック構造

飛行機に使用されている機体構造について誤りはどれか。

（３）

（４）運用中の温度上昇が少ない。

地上で脚が不用意に引っ込むのを防止するための脚の安全装置として正しいものどれか。

（２）全体の重量が軽くできる。
（３）パンクの頻度が少ない。
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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

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ｃ４ＸＸ０４１０７０

◎ 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

（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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（４）実地試験に使用される航空機によって、操縦できる航空機の種類、等級、型式が
限定される。

明がなくても滑空機の機長として操縦ができる。
（２）単発ピストン機の限定が付された技能証明保持者は、多発ピストン機の機長とし

て操縦ができる。
（３）水上機の限定が付された技能証明保持者は、陸上機の機長として操縦ができる。

問 ６ 操縦士に係わる技能証明の限定に関する記述の中で、正しいものはどれか。
（１）飛行機、回転翼航空機又は飛行船の操縦士の技能証明があれば、滑空機の技能証

（２）変更登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（３）移転登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。
（４）更新登録とは、航空機を改造した場合に行う登録をいう。

土交通大臣が告示で指定するもの

問 5 航空機の登録についての説明で正しいものはどれか。
（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。

土交通大臣が告示で指定するもの
（３）地表又は水面から３００ｍ以上の高さの空域であって、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
（４）地表又は水面から６００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国

（１）地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域であって、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

（２）地表又は水面から２００ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国

（４）飛行場標識

問 ４ 「航空交通管制区」の定義について正しいものはどれか。

（１）航空保安無線施設
（２）航空灯火
（３）昼間障害標識

３ （４） ４

問 3 次のうち「航空保安施設」として、誤っているものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

（イ）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（ウ）運航管理の業務
（エ）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

問 2 「航空業務」の内容に関する記述（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）航空機に乗り組んで行うその運航

航空機利用
（４） 協定書 運航 諸問題 利用者 運航者の利益
（３） 協定書 航行 障害 利用者

公共の福祉
（２） 附属書 運航 諸問題 運航者 公共の福祉
（１） 附属書 航行 障害 利用者

方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（イ）に起因する（ウ）
の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的
な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ること
により、航空の発達を図り、もって（オ）を増進することを目的とする。

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）

せはどれか。

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

問 1 航空法の目的について、次の文章の（ア）～（オ）の空欄に入る言葉で正しい組み合わ
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（２）航空機の限界事項
（３）航空機の整備点検要領
（４）航空機の性能

問 12 飛行規程に記載されている事項で誤りはどれか。
（１）航空機の概要

（２）乗客の人数
（３）航行目的又は便名
（４）航空機の航行の安全に影響のある事項

問 11 搭載用航空日誌に記載すべき事項のうち航行に関する記録で誤りはどれか。
（１）乗組員の氏名及び業務

さに比しその幅が著しく狭いもの全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（３）昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
（４）高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところ
により、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

（２）航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高

３ （４） ４

問 10 昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

（イ）国土交通大臣
（ウ）指定航空身体検査医
（エ）すべての国立病院長

問 9 航空身体検査証明を行なう者（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）厚生労働大臣

（ウ）航空法に違反したとき
（エ）操縦練習許可書で飛行する者には取り消しの適用はされない。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ア）航空法に基づく処分に違反したとき
（イ）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があったとき

３ （４） ４

問 8 技能証明の取り消し等に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつあるか

（１） １ （２） ２ （３）

こと。
（ウ）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。
（エ）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。

か（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

（ア）航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
（イ）航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行う

問 7 自家用操縦士の業務範囲に関する記述（ア）～（エ）の中で、正しいものはいくつある
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（２）平均海面から１３,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合
（３）平均海面から１４,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合
（４）平均海面から１５,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

問 17 気圧高度計を、飛行経路上の地点のＱＮＨの値によって規正しなければならない場合で
正しいものはどれか。

（１）平均海面から１０,０００ｆｔ未満の高度を飛行する場合

か高いもの

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

ものはいくつあるか（１）～（４）の中で該当するものを選べ。

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中（ア）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（イ）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（ウ）600mの範囲内の最も高い障害物の上端から（エ）300mの高度のうちいずれ

３ （４） ４

問 16 航空法第８１条（最低安全高度）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の中で、正しい

（１） １ （２） ２ （３）

（イ）燃料の搭載量
（ウ）航空情報
（エ）積載物の安全性

問１５ 航空法施行規則第１６４条の１４（出発前の確認）に関する事項（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）離陸重量

（４） 正 正 正 正
（３） 誤 誤 正 誤
（２） 誤 正 誤 正

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤 正 誤

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。

問 14 航空法7１条の2（操縦者の見張り義務）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の正誤
の組み合わせで正しいものはどれか。

（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

（４） 誤 正 正 誤
（３） 正 誤 誤 正
（２） 誤 正 誤 正

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤 正 誤

（イ）非常食糧　　　　　　　　90日
（ウ）航空機用救命無線機　 　180日
（エ）救急箱             　　　 　 60日

問 13 航空機に装備しなければならない救急用具の点検期間（ア）～（エ）の正誤の組み合わ
せで正しいものはどれか。

（ア）救命ボート　　　　　 　180日
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飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。
正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、互
に進路を右に変えなければならない。
前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による
追越を含む。）には、後者は、前者の左側を通過しなければならない。
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

（３）航空機から物件投下を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
（４）航空機から落下傘降下を行う者は全て国土交通大臣の許可が必要である。

（１）曲技飛行を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
（２）編隊飛行を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。

３ （４） ４

問 20 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

（イ）出発地及び離陸予定時刻
（ウ）巡航高度及び航路
（エ）巡航高度における計器速度

問 19 有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項（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）航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

（４） 正 正 誤 正
（３） 誤 誤 正 正
（２） 正 誤 正 誤

（エ）
（１） 誤 正 誤 誤

（ウ）

（エ）

（ア） （イ） （ウ）

問 18 進路権に関する記述（ア）～（エ）の正誤の組み合わせで正しいものはどれか。

（ア）

（イ）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 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

ること。

Ｃ４ＸＸ０１１０7０

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
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。

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

（２）

◎ 配　　点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点
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高々度飛行について正しいものはどれか。

急減圧が起こった場合、機内高度が18,000ftまで降下すれば酸素マスクを

（２）真針路（TH）は、真航路（TC）に風を考慮（＋－）した針路である。

（１）約２°

（２）地文航法

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

（１）

（１）天文航法

（３）
はずしても良い。

に高度計をQNEにSETする。
（４）QNH適用区域内において、高々度飛行する場合、上昇時は1４,000ft通過時

（３）航空機内の計器等と遠距離の目標とを交互に見る場合、焦点を合わせるのに数秒

飛行中、道路・鉄道・河川等の地上目標を利用して目的地まで飛行する方法で正しい

（３）無線航法
（４）推測航法

ものはどれか。

（１）緯度１度は「60nm」である。

（４）
かかることを認識しておくべきである。
航空機がレーダー誘導を受けた場合は、管制側に責任があるので見張りの義務を

見張りと空中衝突の防止について正しいものはどれか。　
（１）効果的な見張りのため、常に眼は外部の一点に集中させておくべきである。
（２）自機に進路権がある場合は、相手が回避するまで待つ必要がある。

経度、緯度について正しいものはどれか。

負うことはない。

各針路について誤りはどれか。

（４）経度１分は「1nm」である。
経度１度は「60nm」である。

（２）緯度１分は「5nm」である。
（３）

とするとコースからのずれは何度か正しいものを選べ。

（１）真針路（TH）は、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

（３）磁針路（MH）は、真航路（TC）に偏差を考慮（＋－）した針路である。

Ａ点からＢ点に向けて飛行中、Ｂ点で右に２nm偏位していた。ＡＢ間の距離が40nm　

羅針路（CH）は、磁針路（MH）に自差を考慮（＋－）した針路である。（４）

から測ったものである。

（２）約３°

（４）約６°
（３）約４°

（１）
（２）

メルカトール図の特徴で誤りはどれか。
緯度巾が一定でない。

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

（４）航程線は赤道側に膨らんだ曲線となる。

７

１

問 ２

５

問

問

問 ３

問 ４

問 ６

問
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（２）7６ガロン

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。

8８ガロン
100ガロン

（１）

ＴＨ ＶＡＲ ＭＨ

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。

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

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）
（３）
（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。

（３）

（４）１クォートは「0.94リットル」である。

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

（４）

０７７ ６Ｗ ０７１
０６４ ７Ｅ ０７１（１）

ＭＨ（磁針路）とＴＨ（真針路）の関係について正しいものはどれか。

（３） ０６４
０６４

７Ｗ
＋７

（２）

０５７

（４）適切な偏流修正角をとって飛行することである。

（２）横風のある場合、航跡は曲線となる。
（３）

（１）横風のある場合、機首方位は一定である。

（４）

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）唾を飲み込んだりあくびをしたりすることにより中耳内外の気圧を等しくできれば

（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にあるときに起

ＮＤＢ局へのホーミングについて正しいものはどれか。

無風の場合、航跡は曲線となる。

０７１

８

13問

問 ９

問

11

問

（４）

（１）

（３）
（２）

10

問

偏差は年変化する場合がある。

防止できる。

きやすい。

日本付近では偏差は「Ｅ」で表す。

問 12

問
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問 16

約3.0nm
（４）約4.5nm

航法の三作業の組み合わせで正しいものはどれか。

（３）

15

（２）針路の決定、必要燃料の計算、到着予定時刻の算出
機位の確認、針路の決定、到着予定時刻の算出

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

（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

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

（３）２０３０
（２）１４３０
（１）０８３０

問 18

（４）２３３０

磁針路330度で飛行中、7時方向にＡ飛行場を発見した。この時の航空機の関係位置　
で正しいものはどれか。

（２）Ａ飛行場の南東の位置にいる。
（３）

（１）Ａ飛行場の西の位置にいる。

Ａ飛行場の北の位置にいる。
（４）Ａ飛行場の北東の位置にいる。

（１）40分

（４）120分

太陽が経度10度を移動するのに要する時間で正しいものはどれか。問 19

（２）60分
（３）90分

問 20
（１）ＤＡとＷＣＡは同一のものである。

（４）ＤＡと機体の大きさとは関係しない。

次の記述で正しいものはどれか。

（２）風が吹いているときは飛行中必ずＤＡが生ずる。
（３）ＴＡＳが速くなるとＤＡは大きくなる。

約1.5nm
（２）約2.0nm
（１）

（１）

この時の機体からチェックポイントまでの水平距離で正しいものはどれか。
問

通信-航ｰ4/４



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

注　　意 （１）

１問　５点配　　点

（３）

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「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

空中航法〔科目コード：０１〕 J１ＸＸ０１１０７０

◎

科　目 記　　号

◎

「航法ログ」は提出する必要はありません。

資　格 題数及び時間

P42運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題

運　航　管　理　者 ２０題　２時間

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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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

ランバート航空図は距離誤差が小さく、高緯度地方の中距離用として使用される。
メルカトール航空図においては子午線が平行であるため極を表すことができない。
メルカトール航空図においては子午線が平行であるため航程線が直線となる。

滑走路中心線灯
滑走路灯
接地帯灯

（２）

問 5 ILSの 終進入コースに沿って進入・降下する際、外気温度が標準大気温度より
高い場合で、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。

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

（３）公示された通過高度より低く指示する。
（４）

Ｂ空港に向かう場合のＥＴＰ（等時点）について も近いものはどれか。
ただし風は３００°／４５kt、ＴＡＳ３３０ktとし、上昇降下は考えないものとする。

Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時２５分
Ａ空港から３３３nm　ＥＴＡ：１４時３６分
Ａ空港から４０２nm　ＥＴＡ：１４時２５分

（２）

（４）Ａ空港から４０２nm　ＥＴＡ：１４時３６分

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（４）    正        正        正       正

    誤        正        誤       誤

問 4

約0.73

ＴＡＳ：448ktで飛行中の航空機のMACH数で正しいものはどれか。
気圧高度：38,000ft 、ＴＡＴ：－15℃、ＳＡＴ：－43℃の大気中を、

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

（４）    正        正        正       正

    誤        正        誤       誤
（３）    正        正        誤       正

（１）    正        誤        正       誤    

（３）

（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

約0.67
約0.70

（１）

（２）

真高度と計器高度との関係には外気温度は関係しない。

（４）約0.76

１

問 2 日本時間の１３時３０分に航空機がＡ空港をＴＣ０８０°で出発し、９００nm先の

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

問

（d）

（a）ランバート航空図において子午線と平行圏の接線は直交する。

（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（b）
（c）

（１）

（２）
（３）

（d）
（c）

（a）
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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400ｍである。
目標点標識の長さは60ｍ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４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。

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

（ｄ）

（d）霧の中に入ると機首が下がっているような錯覚に捉われる。

正

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

誤
（１） 誤 正 誤 正

正
（２）

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。

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

問 7

高さを判定する灯火が、わずかしかない地域の上空を飛行する場合、平常よりも高

（３）

通常より広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低い高度に

    正        誤        誤       正

（c）

         （a）  （ｂ）  （ｃ） （ｄ）

問 6 飛行中の錯覚について（a）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で

い進入になりがちである。

誤 正誤 正

（ａ） （ｂ） （ｃ）

正 正
（３） 正
（４）

（４）

（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

（２）    誤        誤        正       誤

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

（b）

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

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。

灯火等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）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、航空

あるような錯覚を生じ易い。

正しいものはどれか。

（b）
（a）

    正        誤        正       誤

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

（c）

（d）

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

（d）

とする。

正
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（２）

（ａ） （ｂ） （ｄ）

（１）地上視程通報値をCMVに変換する場合に関係する運用中の航空灯火の種類は

（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100ftを加えた雲

（ｃ）

（c）

正 誤
正

問

1,200mであればCMVも1,200mである。

11 地上視程通報値のＣＭＶへの変換について（１）～（３）の中で誤りはどれか。

誤

昼間にあって「進入灯および滑走路灯」が運用されている場合、地上視程通報値が

視程

（２） 正 正 正 正

問 10 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

低気象条件の値に等しい地上視程

（１） 正 正 誤

（d）

（ｃ）

誤

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

（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

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

（３） 正 正 誤
正

（２）
正
正誤

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

誤

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）

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

（１） 誤

正誤の組み合わせについて（１）～（４）の中で正しいものはどれか。

（４） 正 誤

「カテゴリーⅡ／Ⅲ精密進入方式」「周回進入」「離陸」「代替飛行場」である。

正 正

「進入灯および滑走路灯」「滑走路灯」「前記以外の場合」である。

（４）

正

（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

（ａ） （ｂ）

約３０ｍのほぼ等間隔に設置される。

いずれか短い長さでは航空黄の不動光である。

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。

（a）

上げ）、及び 低気象条件の値に等しい地上視程

誤 誤

（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

（３） 低気象条件に対して地上視程通報値のCMVへの変換が適用されない場合は

正

条件の値に等しい地上視程

誤（３）
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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

で示された数値の範囲でなければならない。

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）

本来4,000ftの垂直間隔を2,000ftに縮小して運用する方式である。

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

いてRVSM適合機相互間に適用される。
（c）

問 12

行は禁止されている。

（ａ） （ｂ）

（d）

福岡FIR全域で、フライトレベル290以上の空域では原則としてVFRによる飛

（a）
（b）福岡FIR全域で、フライトレベル290以上フライトレベル500以下の高度にお

（ｃ） （ｄ）
誤 誤 正 誤

（２） 誤 誤 正 正
（３） 正 正 誤 正

誤 誤 誤

（４）

正 正 誤 正
（３） 正 誤 正 誤

正 誤 誤 誤
（２）

誤差は全飛行時間中少なくとも９７．５％は、RNAV種別もしくはRNP種別

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）
（１）

「Ｗ」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１５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

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RNAV5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
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[飛行計画問題]
羽田空港（RJTT）から、帯広空港（RJＣＢ）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７月X日１２時１５分（日本時間）

（２） 　経　　路
  　RJTT～SNE～NZE～KAEDE～MQE～ALICE～ERIMO～RJCB
（それぞれを直線で結ぶものとする）      　(OBE)

（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が可能ならば行うが、行わない方が燃料消費

が帯広到着時少ない場合はSTEP UPを行わないものとする。
   ③　ERIMO から OBE の間は西向きの経路となるが、ERIMO

までの巡航高度を降下開始点まで維持するものとする。

（４） 　代替空港
　釧路空港　RJCK（KSE）

（５） 　代替空港までの経路
　OBE～KSE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で表のとおりとする。
　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
　83,000lbs

（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。

14

（２）14時00分（日本時間）
13時55分（日本時間）

（３）14時05分（日本時間）
（４）14時10分（日本時間）

問 帯広空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
（１）
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問 TOD（降下開始点）は ERIMO からどの距離にあるか。
（１）ERIMO から ALICE 寄りで 11nmの距離

（４）ERIMO から OBE 寄りで 24nmの距離

（２）ERIMO 上空（３nm以内）
（３）ERIMO から OBE 寄りで 11nmの距離

問 15 帯広空港までの予定消費燃料はどれか。
（１）8,550lbs
（２）8,750lbs
（３）8,950lbs
（４）9,150lbs

問 16 この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。
（１）12,300lbs
（２）12,600lbs
（３）12,900lbs
（４）13,200lbs

問 17 RCA（巡航開始点）は NZE からどの距離にあるか。
（１）NZE から SNE 寄りで 21nmの距離
（２）NZE から SNE 寄りで 11nmの距離
（３）NZE 上空（３nm以内）
（４）NZE から KAEDE 寄りで ７nmの距離

問 18 MQE から ALICE までの MH はどれか。
（１）054°
（２）059°
（３）063°
（４）068°

問 19 NZE から KAEDE までの ZONE TIME はどれか。
（１）15分
（２）18分
（３）21分
（４）24分

20

運管-航法-7/７



      航　法　ロ　グ

DEPARTURE AP

TOTAL　FUEL

 　　　　　　 LBＳ

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

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

ＳＮＥ STD 060/20 023 7W 31

ＮＺＥ STD 050/30 003 8W 51

ＫＡＥＤＥ STD 340/40 012 8W 96

ＭＱＥ STD 330/50 037 8W 115

ＡＬＩＣＥ -10 310/50 055 8W 92

ＥＲＩＭＯ -10 260/30 011 8W 48

ＯＢＥ -10 250/25 340 9W 80

 TO ALTERNATE AP

ＫＳＥ -10 240/25 067 9W 47

ＥＴＤ

ＥＴＡ

TO　DESTINATION TO　ALTERNATE HOLDING CONTINGENCY

TAS WCA TH MH ZONE

DESTINATION AP ALTERNATE AP  FUEL　　PLAN

ＥＴＥ ＋

FUEL ＲＭＳ

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

 　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　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

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＰALT

-5 STD +10 ×1000 -10 STD +10

（feet）

TIME 30
(min)

FUEL 25 4000
(ｌｂｓ）

TAS 257
(kt)

25.5 32.5

24 3630 4220

248 252

36.0 22.5 26.5

4970 23 3350 3930

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5 37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

246 258 235 239 243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

4100 4560 21 2910 3320 4670

242 244 233 235 239

25.0 27.0 45.0 16.5 19.0 29.0

3850 4250 6520 20 2740 3100 4300

26.0

238 240 244 228 232 236

5910 19 2560 2890

21.0 24.5 39.5 15 17.5

23 0

3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900

19 0 22 0 35 0 13 5 15 518 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

23.0

5310 18 2380 2670

19.0 22.0 35.0 13.5 15.5

20.5

3640

232 234 238 223 227 231

3250 3600

4800 17 2200 2450

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0

18.5

3320

230 232 236 221 225 229

3000 3270

4320 16 2020 2260

15.0 18.0 27.0 11 13.0

16.5

3060

227 229 233 220 224 227

2750 3010

3910 15 1850 2080

14.0 16.0 24.5 10 11.5

15.0

2800

225 227 233 219 223 227

2500 2730

3550 14 1660 1890

12.5 14.5 21.5 9 10.5

13.5

2560

223 225 229 218 222 225

2300 2520

3180 13 1500 1710

11.0 12.5 19.0 8 9.5

12.0

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280

12 1350 1510

10.0 11.0 16.5 7 8.5

2100

220 222 226 217 220 223

1900 2010 2700
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２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ－１０℃）
ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-45 Ｆ／Ｆ 3115

22 （ｌｂｓ/H）

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ 3385 3205

21

-33.5 ＴＡＳ 311 304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

-39 Ｆ／Ｆ 3765 3655 3490 3335

19

-29.5 ＴＡＳ 312 306 300 293

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

18

-27.5 ＴＡＳ 308 302 296 289

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

17

-25.5 ＴＡＳ 304 297 289 283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

16

-23.5 ＴＡＳ 301 293 287 279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

15

ＷＴ 

ＡＬＴ
×1000 

(lbs) 
×1000 

(feet) 

(℃) 

-21.5 ＴＡＳ 296 288 282 274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

14

-19.5 ＴＡＳ 292 285 278 271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

13

-17.5 ＴＡＳ 288 281 274 267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

12

-15.5 ＴＡＳ 285 277 268 264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

11

-13.5 ＴＡＳ 274 273 265 254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

10

-11.5 ＴＡＳ 279 269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274 265 258

ＷＴ 
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×1000 

(lbs) 
×1000 

(feet) 
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２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-35 Ｆ／Ｆ 3190

22 （ｌｂｓ/H）

-25.5 ＴＡＳ 314

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

21

-23.5 ＴＡＳ 317 310

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610 3440

20

-21.5 ＴＡＳ 317 312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705 3540

19

-19.5 ＴＡＳ 313 307 299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810 3640

18

-17.5 ＴＡＳ 316 309 303 297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060 3890 3720

17

-15.5 ＴＡＳ 311 304 297 291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

16

-13.5 ＴＡＳ 308 300 294 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

15

ＷＴ 

ＡＬＴ ×1000 

×1000 

(℃) 

15

-11.5 ＴＡＳ 303 295 289 281

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

14

- 9.5 ＴＡＳ 299 292 285 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

13

- 7.5 ＴＡＳ 294 287 281 273

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

12

- 5.5 ＴＡＳ 291 283 277 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380 4200

11

- 3.5 ＴＡＳ 293 286 272 266

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370 4190

10

- 1.5 ＴＡＳ 283 275 269 262

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590 4420 4240

258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278 271 265

航
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ＷＴ 

ＡＬＴ ×1000 

×1000 

(℃) 



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ．ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-25 Ｆ／Ｆ

22 （lbs/H）

-15.5 ＴＡＳ
（kt）

-23 Ｆ／Ｆ 3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690 3580

20

-11.5 ＴＡＳ 324 318 311

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825 3645

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

-17 Ｆ／Ｆ 4100 3965 3790

18

- 7.5 ＴＡＳ 317 312 304

-15 Ｆ／Ｆ 4350 4220 4050 3870

17

- 5.5 ＴＡＳ 319 312 305 299

-13 Ｆ／Ｆ 4500 4330 4150 3960

16

- 3.5 ＴＡＳ 316 309 302 294

-11 Ｆ／Ｆ 4585 4395 4220 4025

15

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000 

×1000 

(feet) 

(℃)

- 1.5 ＴＡＳ 311 304 297 289

-9 Ｆ／Ｆ 4660 4485 4295 4110

14

+ 0.5 ＴＡＳ 307 301 293 286

-7 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4375 4180

13

+ 2.5 ＴＡＳ 302 296 289 281

-5 Ｆ／Ｆ 4795 4620 4445 4255

12

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

-3 Ｆ／Ｆ 4835 4660 4495 4305

11

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286 280 273

-1 Ｆ／Ｆ 4905 4735 4560 4360

10

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

+1 Ｆ／Ｆ 4933 4780 4600 4415

265

9

+10.5 ＴＡＳ 286 278 272

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

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

11 274 570

10 271 560

10 269 545

9 267 530

8 265 520

8 263 505

7 261 490

ＨＯＬＤＩＮＧ ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

30 min 2243 2153 2063

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ（×1,000ｌｂｓ ）
８５～８２ ８１～７８ ７７～７４

航法DATAー５ 



「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

◎

◎

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

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

航空法規等〔科目コード：０４〕 

運 航 管 理 者

注　　意 （１）

科　目

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎

配　　点

判定基準

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「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。

　　運航管理者学科試験問題

１問　５点

J１XX０４１０７０
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ものはどれか。

ならない事項で誤りはどれか。

問 ４

貨物を運送する事業をいう。
（２）

（３）

（４）

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

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）「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は

（３）

（１）
（２）航空日誌

空港及び着陸場の性質
（４）航空機の整備体制

出発地及び移動開始時刻

（１）

（４）すみやかに

（１）

航空法第２条の記述で正しいものはどれか。

各地間において行う航空運送事業をいう。

（３）巡航高度及び航路
（４）巡航高度における指示対気速度

（３）国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を必ずしも
表示する義務はない。
税関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。

貨物を運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

航空法第９７条第１項及び同条第２項の規定による飛行計画で、明らかにしなければ

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

（１）航空機は、二以上の国で有効に登録を受けることができる。
（２）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。

15日以内
（２）

（４）「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

航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号

航空機の耐空性

５問

14日以内

「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

（２）

飛行記録装置　　発動機を停止している間を除く　 　６０　      　

（４）

問

国際民間航空条約の条文で正しいものはどれか。

より航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

音声記録装置　　航空機が地上にある間を除く　　 　３０　      　

問 ６

問 １

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

２　当該航空機が回転翼航空機である場合にあっては、その航空機の最新の10時間の

　（ア）　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　　（ウ）
（１）

「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時に

（２）

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
（ウ）日間を経過したものを除く）とする。
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

　　運航
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安全管理

問 13 航空法第51条の２第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件で
誤りはどれか。ただし、地表又は水面から６０メートル以上の高さのものとする。

（４）
全ての架空線

（２）

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

（４）
（３）

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）
計器気象状態における飛行で正しいものはどれか。

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）

（１）
検査証明の有効期限で正しいものはどれか。

（３）

到達する航行

（４）

航空英語能力証明が必要な航行で誤りはどれか。

（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

航空機の限界事項

（２）

（４）

（２）

2010年9月9日

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誤りはどれか。

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

本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行（１）

（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

（３）

飛行してはならない。

飛行規程の記載事項として定められている項目で誤りはどれか。

2010年6月14日

（4）

（１）

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。

（その支線を含む）

（３）
航空機の騒音に関する事項

航空機に装備する装備品の限界使用時間

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）

（２）

発動機の排出物に関する事項

（3）
計器飛行により飛行しなければならない。

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

問

骨組構造の物件

飛行場標識施設

（３）
（４）

（１）

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

12

９

11

７

問

10

問

問 ８

問

問

2010年3月９日

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

及び能力について誤りはどれか。

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

航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督

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

（４）格納庫
旅客ターミナル

（２）

（２）乗務する路線に対する運航便数

（１）安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における
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　（ア）　　　　　（イ）　　　（ウ）　　　　　（エ）

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

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

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（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
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）

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）

当該航空機の航行が継続できなくなった事態
（２）

（３）

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

認められる事態の報告）で誤りはどれか。

（１）

（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）

（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） ５０分の１  　　 航空法  　　 　　　 進入区域

救急用具の記述で正しい組み合わせはどれか。

 ４０分の１  　　 航空法 　　 　 　　 進入区域

（１）

（４）航空機内外を問わず航空機の安全を阻害するいかなる者も拘束できる。

地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければな

らない。

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

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

15問

（２）
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。

問

14

当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督できる。

16

航空運送事業　　　 ３０　　　 航空の用　　 医薬品及び医療用具

航空法に定義されている次の文章の空欄に入る言葉で正しい組み合わせはどれか。

（３）航空機の危難が生じた場合、機内の旅客に対し安全のために必要な事項について

 ５０分の１  　　 国土交通省令   　　 進入区域
　（ア）　　　　　（イ）　　　　　　（ウ）

（３）

（１）

当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならない航空機で誤りはどれか。

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

命令をすることができる。

18

（４）

（３）

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

問

機長の権限等で誤りはどれか。

（１）航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び

（２）
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（１）操縦する日からさかのぼって１年までの間に50時間以上の飛行経験
正しいものはどれか。

（３）当該航空機に適切な仮眠設備の設置の有無

制限されるにあたり、考慮すべき事項で誤りはどれか。
（１）離着陸時における気象状態
（２）当該航空機の型式

問 20 航空法施行規則第１５７条の３（乗務割の基準）により、航空機乗組員の乗務時間が

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

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

夜間において着陸を行う場合は少なくとも３回は夜間において行った経験
た経験

（４）

（２）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

（４）飛行の方法

以上行った経験
（３）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

問
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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　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ｊ１ＸＸ０２１０７０

◎ 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

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ44
資　格 運　航　管　理　者 題数及び時間 ２０題　　　１時間
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記述で誤りはどれか。

火山灰が航空機に及ぼす影響についての説明で誤りはどれか。
火山灰がエンジンに入り込んだ場合、火山灰が溶けてエンジンが停止することが
ある。
火山灰粒子の形は不規則で硬いため、窓ガラスや機体に傷をつけることがある。
ピトー管がつまり、速度指示や姿勢指示が不良になることがある。
火山灰雲には高電位の静電気があるため、無線通信が困難になることがある。

の説明で正しいものはどれか。

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

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

（３）等温度線
（４）T－Td＜3℃

問 5 偏西風帯における寒冷低気圧についての記述で誤りはどれか。

問 ４ 国内航空路6･12時間予想断面図（FXJP106/112）におけるスキャロップライン

（１）等風速線
（２）ウインドシヤー

（３）コリオリの力は、物体の運動の向きを変えるが速さは変えない。
（４）大気に働くコリオリの力は、緯度が同じ場合には風速に反比例する。

問 ３ コリオリの力についての説明で誤りはどれか。
（１）コリオリの力は、地球上に静止している物体には働かない。
（２）北半球において北に向かって運動する物体には、東向きのコリオリの力が働く。

問 ２
（１）

（２）
（３）
（４）

（２）空気塊の温度は下降する。
（３）空気塊の内部エネルギーは変わらない。
（４）空気塊の相当温位は変わらない。

問 １ 水蒸気を含まない空気塊が、大気中を断熱的に上昇する場合の状態の変化についての

（１）空気塊の体積は増加する。

運管-気象-2/5

ている。
（４）積雲は大部分が水滴で構成されているが、積乱雲はその上部には必ず氷晶がある。

（１）晴れた日の午後に発生する積雲の雲低の高さは、自由対流高度とほぼ同じである。
（２）積雲が発達してその頂部の輪郭がややぼやけたり繊維状になると、積乱雲になっ

たと判断してよい。
（３）発達した積乱雲の頂部が水平（平ら）になったときは、頂部は対流圏界面に達し

行している。
（４）亜熱帯ジェット気流も寒帯前線ジェット気流も、対流圏界面付近に風速の極大

値を持つ。

問 ７ 積雲及び積乱雲についての記述で誤りはどれか。

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

高度が高い。
（３）温帯低気圧が発達するとき、それに対応する寒帯前線ジェット気流は南北に蛇

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

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

が発達し、雷や降雹などをもたらすことがある。

部分より上では気温は周囲に比べて低い。
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の南側ではしばしば（ｃ）下層ジェットを伴う（ｄ）背の低い対流雲が発生して大雨を
もたらす。

～（４）の中で正しいものはどれか。

　梅雨前線は、晩春から夏にかけて中国から日本の東に向かってほぼ東西方向に延びる
停滞性の前線である。梅雨前線付近の下層についてみると、一般に日本より西では南北
方向の（ａ）気圧傾度が強く、（ｂ）水蒸気量の差が大きい。また、日本より東では南
北方向の気温の差が大きい。
　梅雨前線上には数百～千数百km間隔で小規模な低気圧が発生することがあり、前線

る場合にも猛烈な雨を降らせることがある。
（４）冬季に関東地方南部で大雪となるのは、ほとんどが本州の南海上を通過する低気

圧によってもたらされる。

問 10 梅雨前線についての記述の下線部（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせについて、（１）

（１）春先に日本海を発達しながら通過する低気圧に吹き込む南風により、太平洋側で
フェーン現象が起こることがある。

（２）上層風が低気圧のすぐ北側で強いとき、低気圧は発達する。
（３）梅雨前線は、同じ地域に長時間停滞している場合だけでなく、南北に移動してい

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

問 ９ 日本列島に影響をもたらす低気圧や前線についての記述で誤りはどれか。

（ｄ）雲形は層雲系で、層雲、層積雲である。

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

中で正しいものはどれか。

（ａ）気流は下層に乱流がある。
（ｂ）安定度は不安定気温減率である。
（ｃ）視程は良好である。

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
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（４） ４ （５） なし（１） １ （２） ２ （３） ３

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、下層に暖気、上層に寒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。

問 11 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

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

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）        正　　　正　　　正　　　誤
（２）        誤　　　正　　　正　　　誤
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～（５）の中で該当するものを選べ。

～（５）の中で該当するものを選べ。

（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）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

（ａ）夏の雷雲発生の良い目安となる。
（ｂ）指数は値が大きいほど不安程度は大きい。
（ｃ）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。

（４） ４ （５） なし

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か。

面や陸地は黒く見える。
（ｄ）赤外画像は、太陽光の当たらない夜間でも画像が得られるため、連続的に雲の変

化を捉えられるという長所がある。

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ａ）可視画像では、一般に上層雲は白く、下層雲ほど暗さが増していく。
（ｂ）可視画像では、同高度にある雲でも、厚い雲ほど太陽光の反射が強くなり白く見

え、薄い雲は、陸地や海面からの反射も加わり、厚い雲より黒くみえる。
（ｃ）赤外画像では、一般に雲頂高度の高い（温度の低い）雲ほど白く見え、暖かい海

４ （５） なし

問 13 衛星画像についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）

（ｄ）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。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４）

（ａ）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。

（ｂ）着氷域の予想には－８D法が利用できる。
（ｃ）舵面上に微細な氷が着いてコントロールフラッターが発生することがある。

問 12 着氷についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）
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か。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（４） ４ （５） なし

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。

（１） １ （２） ２ （３） ３

（ａ）機上レーダーを用いて最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。
（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

（５） なし

問 16 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）風速値が110ktより大きいとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）等温線間隔が5℃/120nmより狭いとき
（ｂ）水平シヤーが20kt/60nmより大きいとき
（ｃ）鉛直シヤーが5kt/1,000ftより大きいとき

４ （５） なし

問 15 晴天乱気流の発生条件についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつある

（ｄ）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） １ （２） ２ （３） ３ （４）
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（５） なし

問 20 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）～
（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

（ｄ）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ａ）渦度は時計回りの回転を正とする。
（ｂ）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。
（ｃ）強風軸の中心に沿って渦度の0（零）線が現れる。

（５） なし

問 19 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）～
（５）の中で該当するものを選べ。

（ｄ）寒気の中心付近はC、暖気の中心付近はWで示される。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

ものはいくつあるか。（１）～（５）の中で該当するものを選べ。

（ａ）等高度線は、9,600mを基準にして60m間隔に太実線で示される。
（ｂ）等風速線は、20ktごとに破線で示される。
（ｃ）高標高領域で1,500m以上の領域は、縦横の破線で示される。

（５） なし

問 18 アジア300hPa天気図（AUPQ35）についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しい

（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）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。

問 17 海陸風についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。（１）～
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選べ。

（５） なし

（ｄ）風が不連続に変化する地域は前線や収束線等を表す。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（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

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）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
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配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

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

科　目

資　格 ２０題　　１時間題数及び時間運　航　管　理　者

Ｊ１ＸＸ０３１０７０記　　号工学〔科目コード：０３〕

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）

◎
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要がある。

層流境界層と乱流境界層の特性について正しいものはどれか。
摩擦抗力は乱流境界層の方が大きい。
層流及び乱流の隣り合う層の間では混合が起きない。
境界層は乱流境界層の方が薄い。
乱流境界層において、流速は時間的に変動しない。

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

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

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。

①高々度、高速飛行時に方向安定と　②横安定のアンバランスによって発生する、い
わゆるダッチ・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、③ロール方向の角加速度を検知し、電気的信号を作り出す部分、及びそ
の信号を増幅し、④方向舵を動かすアクチュエータに指令を出す部分、及びそのアク
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　④方向舵を適正に操舵す
ることにより、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）

ジェット機の巡航時において、燃料消費に伴う影響について誤りはどれか。
（１）エンジン推力を一定に設定しておくと、高度一定の巡航マッハ数は漸次増大する。

高度を一定にした高速巡航では、エンジン推力は漸次増加させる必要がある。
高度を一定にした長距離巡航を行うには、マッハ数もエンジン推力も減少させる必

マッハ数及び揚力係数を一定にしておくと、巡航高度は漸次高くなる。

（３）

（１）

（４）

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）

問

問 ２

１

（３）

問

（２）

（４）

（２）
（３）

３

（４）

問 ４

問 ５

問 ６

（３）
（２）

（４）

（２）

（１）

（１）

（４）
（３）
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翼の迎え角が減少した時の風圧中心についての説明で正しいものはどれか。
翼の前縁の方へ移動する。
翼の後縁の方へ移動する。
翼型毎に風圧中心の位置は一定であり、風圧中心が移動することはない。
上記のいずれになるかは翼の特性により異なる。

８
ものはどれか。

音速は変わらず、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

燃料流量が過多の場合や、燃焼器内の残留燃料への着火が原因となる。
燃料内の水分が凍結して供給経路を一時的に塞いだことが原因となる。
シリンダー内の燃焼が完全に終わらない内に吸気弁が開くことが原因となる。

制限荷重倍数についての説明で誤りはどれか。
制限荷重の1.5倍までは破壊してはならない。
常用の運用状態において予想される最大荷重でも破壊してはならない。
輸送機Tに係る最小制限荷重倍数は1.5と規定されている。
制限荷重倍数は制限荷重を構造物の定常運用状態の荷重で割ったものである。

11 飛行中プロペラに着氷したときの現象で正しいものはどれか。
推力が低下し、急激な振動が発生する。
機体の失速速度が大きくなり、騒音が増大する。
エンジンの利用馬力が少なくなる。
プロペラの螺旋速度が増大する。

12 フェール・セイフ構造のバック・アップ構造方式の説明で正しいものはどれか。
部材が破壊しはじめるとその部材の受け持つ荷重がすべて硬い補強材に転移さ
れる構造
部材が破壊すると近くの遊んでいる部材が全荷重を受け持つ構造
部材が破壊してもその部材の分担荷重が他の数多くの部材に分配される構造
１個の大きな部材を用いるかわりに２個以上の小さな部材を結合して、１個の
部材と同等又はそれ以上の強度を持たせる構造

データ・リンク・システム（ACARS）に関する説明で正しいものはどれか。
航空機と管制機関（ATC）とのデジタル・データ通信のことである。
航空会社と管制機関とのデジタル・データ通信のことである。
航空機と近くを飛行中の航空機間のデジタル・データ通信のことである。
航空機と所属する会社とのデジタル・データ通信のことである。

（４）

（４）

（３）

（３）

（２）
（３）

（１）

（３）

問 ７

問

問

対流圏において真対気速度が一定で上昇した場合の音速とマッハ数の変化で正しい

（１）

10

（４）

（３）
（２）

（１）

（１）

（２）

問

（３）

問

（２）

問

（２）

（４）

（１）

（４）

13問

（１）

（３）
（４）

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

（２）
（１）

（４）

（２）
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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

1５ 主翼付け根にあるフィレットの効果で正しいものはどれか。
主翼付け根に過度の応力が働くのを防ぐ。
主翼付け根の応力を分散する。
主翼の揚力を増加させる。
主翼付け根後縁付近の気流の剥離を防ぐ。

直流発電機に比較した場合の交流発電機の特徴について誤りはどれか。
同一の出力を発生させるのに発電機を小型にできる。
電圧を低くすれば細い電線で多量の電力を送ることができる。
電圧変更が容易にできる。
エンジンの低速から高速にかけて広範囲の回転数でも電圧の変化が少ない。

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。

重量120,000lbsの飛行機が直線定常飛行の失速速度(指示対気速度IAS)が152ktで
あったとき、2.0ｇの荷重倍数の加速度運動をしているときの失速速度(IAS)を求めよ。

152kt
183kt
215kt
259kt

重量130,000lbsの飛行機が速度150kt、バンク角30度で水平旋回飛行を行うときの
旋回半径を求めよ。重力の加速度は32.2feet/sec2、１ktは1.69feet/secとする。

3,260ft
3,460ft
3,670ft
4,020ft

（１）

問 19

（３）

問

問 18

問 14

（４）

（２）
（１）

16問

問 17

（４）

（３）

（１）

（４）

（４）
（３）
（２）
（１）

（３）
（２）

（３）

（１）

（４）

（２）

（４）

（２）

（２）

（３）

（１）
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総重量155,500lbs、重心位置が基準線後方450inch、搭載燃料39,000lbsの状態で
航空機が離陸した。4時間10分後に着陸するときの重心位置を求めよ。ただし、当該
機の重量変化は燃料消費のみとし、消費率は1時間当たり5,400lbs均一とする。燃料
消費に伴う重心移動は残燃料30,000lbsまでは500lbs当たり3inch後方移動し、その
後は500lbs当たり4inch前方移動する。

基準線後方342inch
基準線後方396inch
基準線後方450inch
基準線後方504inch（４）

（１）
（２）
（３）

問 20
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◎ 配　　点

◎ 判定基準

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

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。

科　目

P４６

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

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

運航管理者学科試験問題
運航管理者

１問　５点

（２）

Ｊ１ＸＸ０５１０７０

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

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕
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混同の恐れが解消するまでコールサインを2度づつ呼び出す。

（１）

航空機局の無線電話の呼び出し符号の使用について、正しいものはどれか。

他の航空機局のコールサインと類似しており混同の恐れがある場合、管制機関は

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

（１）

（３）遭難局の発する遭難通信が地上局に受信されていないと思われるとき。

遭難局が自ら遭難通報を送信できないとき。

通信を設定するときは完全なコールサインを使用しなければならない。
（２）

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

航行中の航空機が遭難通報を伝送しなければならないときで、誤りはどれか。

（３）航空機局のコールサインは2回目の通信からは簡略される。

情報を受けた場合、当該航空機は自機からどの方向に見えるか。

（４）左30°前方

（１）右30°前方
（２）正面
（３）右60°前方

トランスポンダーを7500にセットする。
（４）可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。
（３）

従うことを伝える。
（２）戦闘機との通信設定ができる場合は、「WILCO」の用語を用いて指示に

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

（１）機体を振り、航空灯を不規則に点滅させたうえで戦闘機の後に続く。

問 １

問 ２

問

（１）

（２）遭難機と思われる航空機が降下していくのを発見したとき。

（３）「ROGER」の用語

（４）
させておくべきである。
自動高度応答装置を装備した航空機は、特に指示がない限りこれを作動（３）

（２）通信機故障時は7600 にセットする。
1400 にセットする。

問 ３ 受信証の発出要領で誤りはどれか。

（４）更に援助が必要と思われるとき。

（２）自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（１）自局のコールサイン

問 ４ ＡＴＣトランスポンダーの操作の説明で誤りはどれか。

（４）自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

問 ５ MC 020°をHDG 350°で飛行中、管制機関より「Traffic、Eleven　O'clock」との

計器飛行方式のクリアランスではトランスポンダーのコードは通常指定
されない。

６ 「遭難の段階」として捜索救難が発動されるのはどれか。

位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合
（４）当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分である

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

（２）航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合
（３）

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、

と認められる場合
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航空情報の説明で誤りはどれか。
航空路誌：運航に不可欠な永続性を持つ 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。

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指示されてい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。

（１）
フローコントロールに関して誤りはどれか。

FREQUENCY」を通報して次の指示を待つ。

（３）管制区管制所が実施する。
（４）

速度調整はホールディング中は適用されない。

でも速度調整終了の通報は行われない。

（２）

指定高度が変更された場合

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

122.60 MHz

（２）直行を含め、経路が変更された場合

（４）

（１）

着陸後、滑走路を離脱後も指示がない限りタワー周波数にとどまる。

（１）
123.45 MHz

122.45 MHz
（３）

（４）

（３）

（３）

（４）

問

問

９

８

「COMPLY WITH RESTRICTIONS」が通報された場合

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

速度調整の終了は「RESUME NORMAL SPEED」で通報される。

（１）

（３）レーダー誘導が終了する場合
（４）

フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

問 10
（１）
（２）

（４）

（２）

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

問 11 周波数の切り替えについて正しいものはどれか。

（３）

（４）

の用語が用いられた場合は、当該周波数へ切り替えた上、「ON YOUR 

離陸の管制許可を受領したら離陸後直ちにデパーチャー周波数に

（２）グランドからタワー周波数への切り替えを指示された際、「MONITOR」
切り替える。

問 12 日本国内において、航空機局相互間で航行の安全上必要な通信を行う場合の

次の管制機関との通信設定の時期が示された場合は、直ちに周波数を切り
替え、指示された時期に当該管制機関を呼び出す。

問 13 高度制限が自動的に無効となる場合で誤りはどれか。

周波数で正しいものはどれか。

123.15 MHz

問 14 次の通信のうち も優先度が高いものはどれか。
（１）Declare emergency, JA32ZZ, left engine fire.

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

PAN PAN(３回), JA32ZZ(３回), excessive high oil temperature.
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この意味で正しいものはどれか。

POOR ------------------ 不良

滑走路の離陸開始点まで進み、次の指示を待つ。

（１）

GOOD ------------------ 良好 

（４）

（２）

（１）

  正　　　正　　　正　　　誤（４）

（a）   （b）     （c）　 （d）

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤

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

（３）付近に他機が飛行中、注意せよ。

（４）医療援助を要する。
（３）

（３）

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。

滑走路手前の停止線で停止して、到着機の着陸を確認後離陸する。（３）

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。

（１）MEDIUM TO GOOD ----- 概ね良好

問 16 出発機が地上滑走中に、飛行場管制所から「Line up and wait.」と指示された。
正しい行動はどれか。

VERY POOR ------------ 極めて不良で危険

滑走路手前の停止線で停止して、次の指示を待つ。（２）
直ちに停止して、次の指示を待つ。

問 17 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（４）

（４）RVSMの飛行許可を受けたので「使用する無線設備」に「R」と記入した。

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）GNSSを搭載しているので、「使用する無線設備」に「G」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

（１）

問 18 場周経路を飛行中に指向信号灯で、「赤色の不動光」を受けた。

進路を他機に譲り、場周経路を飛行せよ。

（ｄ）121.5MHzの電波にはコード化された位置情報が含まれている。

（ｂ）406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。
（ｃ）

（２）

（ａ）121.5MHzの電波を発信できなければならない。

着陸してはならない。

危険につき、場周経路を離脱せよ。

（２）

援助を要する。

（４）

（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

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。

406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。

（１）否定
生存者は10名

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、
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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

１０題　　４０分題数及び時間

Ｊ１ＸＸ１６１０７０

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。

P47

（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

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１０点

◎ 判定基準

配　　点

運 航 管 理 者

記　　号施 設 〔科目コード：１６〕

注　　意

科　目
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低光度赤色航空障害灯
（４）低光度白色航空障害灯

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正しいものはどれか。
（１）タカン
（２）トランスポンダー

１ （２）

（３）

（３） ３ （４） ４（１） ２

滑走路中心線標識は滑走路の縦方向の中心線を標示している。

（ｂ）目標点標識は滑走路上の着陸目標点を標示している。
（ｃ）滑走路中央標識は滑走路の横方向の中心線を標示している。
（ｄ）

（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ての滑走路標識は除く。

（ａ）滑走路誤認着陸防止に係る禁止標識は「×」である。

問 4 航空法施行規則第７９条第１４号に定められた空港等の飛行場標識施設についての説明

（３） ３ （４） ４（１） １ （２） ２

（ｄ）係留気球（その支線を含む）

（ｂ）骨組み構造の物件
（ｃ）国土交通大臣が告示で定める架空線

問 3 昼間障害標識を設置しなければならない物件（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいく

ＡＤＦ（automatic direction finder）
（４）ＧＰＳ（全地球的測位システム）
（３）

問

省令で定めるものをいう。

航行する航空機に対し、航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設で
国土交通省令で定めるものをいう。

（４）電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通

問 1 航空法第２条に定められた「航空保安施設」の定義で正しいものはどれか。

つあるか。（１）～（４）の中で正しいものを選べ。ただし、地表又は水面から 60m 
以上の高さのものとする。

問 5 航空障害灯の種類で正しいものはどれか。
（１）高光度赤色航空障害灯
（２）中光度白色航空障害灯

問 6

誘導路灯

（２）

（１）灯光により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものを
いう。

2

設備で、国土交通省令で定めるものをいう。
（３）

（２）

（１）進入灯

（ａ）煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの（その支
線を含む）

（３）滑走路灯
（４）

空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難

次の飛行場灯火で光度を制御できない灯火はどれか。

進入角指示灯
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（４）ＩＬＳクリティカル・エリアとはＣＡＴⅡ・Ⅲの電波障害を防止するための制限区

精密進入を行う計器着陸用滑走路に設置されている飛行場灯火には、必ず設置しなけれ
ばならないものと必要と認められる場合に設置されるものがある。次のうち必要と認め

問 7

られる場合に設置されるものはどれか。ただし、カテゴリーⅠ精密進入用滑走路とする。
（１）進入灯
（２）進入角指示灯
（３）滑走路灯
（４）滑走路中心線灯

飛行中の航空機を対象として航空交通管制用に用いられるレーダーで誤りはどれか。
（１）空港監視レーダー（ ASR ）
（２）

（ａ）航空交通管理センター
（ｂ）管制区管制所

（２）

域のことである。

（ｃ）ターミナル管制所
（ｄ）飛行場管制所

次の（ａ）～（ｄ）の中で、管制業務を実施する機関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。

8

航空路監視レーダー（ ARSR ）
（３）洋上航空路監視レーダー（ ORSR ）

中心線から約１２０メートル離れた位置に設置されている。

（４）

問

空港面探知レーダー（ASDE）

３

問 9 ＩＬＳについて誤りはどれか。

問 10

（１）グライドスロープアンテナは滑走路着陸末端から内側に約３００メートル、滑走路

（１） １ （２） （４） ４２ （３）

ローカライザーのコースは３°以内の範囲でオフセットしている場合がある。
（３）ＩＬＳの３文字の識別符号は、ローカライザー周波数により発信される。
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科　目 Ｋ１ＸＸ１２１０７０

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。

（２）

７割以上正解した者を合格とする。

     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
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Dialogue 1 
 

Answer questions 1 to 3 
 
Question 1 
Tower observed flame and smoke from the… 
 
1. left-hand wing engine. 
2. right-hand wing engine. 
3. left outboard wing. 
4. right inboard wing. 
 
Question 2 
The pilot had noticed… 
 
1. dense smoke in the cockpit 
2. a loud noise from the engines. 
3. a high EGT indication. 
4. an indication of wheel well fire. 
 
Question 3 
The pilot requested change in heading and altitude to… 
 
1. fly to his original destination. 
2. return to departed airport. 
3. fly to another airport. 
4. return to departed gate. 
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Dialogue 2 
 

Answer questions 4 to 6 
 
Question 4 
Niigata tower canceled … 
 
1. instruction to line up and wait. 
2. instruction to hold short of runway. 
3. takeoff clearance. 
4. taxi clearance. 
 
Question 5 
Above cancellation occurred because… 
 
1. a flock of birds was reported. 
2. of runway inspection. 
3. departure runway was changed. 
4. visibility was falling rapidly. 
 
Question 6 
JA82BJ was instructed to wait for the further instruction due to… 
 
1. runway check. 
2. takeoff preparation in the cockpit. 
3. deteriorating weather. 
4. runway change. 
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Dialogue 3 
 

Answer questions 7 to 9 
 
Question7 
The ground control instructed the pilot to cross runway 18 because…  
 
1. the pilot requested take off direction. 
2. take off runway was changed.  
3. holding position was changed. 
4. taxi way was changed. 
 
Question 8 
Runway 18 was being used instead because of… 
 
1. congesting ground traffic. 
2. poor visibility. 
3. noise abatement procedure. 
4. change in wind direction. 
 
Question9 
The pilot requested runway 36 take off, but not approved because of the… 
 
1. take off sequences. 
2. runway condition. 
3. wind direction and its velocity. 
4. aircrafts approaching from opposite direction. 
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Dialogue 4 
 

Answer questions 10 to 12 
 
Question 10 
The trouble was caused by… 
 
1. auxiliary power unit. 
2. the engine starter. 
3. flight instrument. 
4. hydraulic system. 
 
Question 11 
The controller instructed JA82BJ to return to… 
 
1.  the spot next to the one they requested. 
2.  south one apron spot11. 
3.  runup area. 
4. their departed spot. 
 
Question 12 
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.  ordered another flight from their company. 
4.  couldn’t return to SOUTH ONE APRON spot 11. 
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Dialogue 5 
 

Answer questions 13 to 15 
 
Question 13 
JA82BJ was assigned… 
 
1.  HAKODATE 6 departure. 
2.  HAKODATE SOUTH 6 departure. 
3.  TAPPI 5 departure. 
4.  TAPPI 6 departure. 
 
Question 14 
The assigned flight level for JA82BJ was changed to… 
 
1.  160. 
2.  180. 
3.  200. 
4.  220. 
 
Question 15 
JA82BJ could expect their departure at or later than 0400,due to… 
 
1.  weather condition. 
2.  gate congestion. 
3.  runway condition. 
4.  traffic congestion. 
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Dialogue 6 
 

Answer questions 16 to 18 
 
Question 16 
The controller instructed the pilot to… 
 
1. a right turn departure. 
2. a left turn departure.  
3. hold short of active runway. 
4. fly to the west.   
 
Question 17 
The pilot could not depart because of… 
 
1. trouble with the engine. 
2. a runway problem. 
3. a radio problem. 
4. a truck in the runway. 
 
Question 18 
The controller finally told the pilot… 
 
1. that a tow truck was waiting. 
2. that a fire truck was on the way.   
3. to taxi off the runway. 
4. to wait where he is. 
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Dialogue 7 
 

Answer questions 19 to 21 
 
Question 19 
The pilot was initially instructed to… 
 
1. taxi to runway 16 via W1. 
2. taxi to runway 36 via W6. 
3. hold at light aircraft apron. 
4. hold at next intersection. 
 
Question 20 
The pilot was holding his position because of… 
 
1.  an obstruction on the runway. 
2. some birds on the runway. 
3. a container on the taxiway. 
4. construction work on the taxiway. 
 
Question 21 
The controller finally instructed to the pilot to… 
 
1. return to light aircraft apron. 
2. continue taxi to runway 36. 
3. avoid the object. 
4. wait at his position. 
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Dialogue 8 
 

Answer questions 22 to 24 
 
Question 22 
The pilot reported the trouble with the… 
 
1. undercarriage. 
2. pressurization system. 
3.  nose gear bay door. 
4. engine control system. 
 
Question 23 
The controller approved the pilot’s request to change heading in order to… 
 
1. fly to his alternate airport . 
2. check his flaps condition. 
3. attempt another approach. 
4. return to departed airport. 
 
Question 24 
The pilot also requested to make… 
 
1. low pass near the tower. 
2. visual approach. 
3. immediate landing. 
4. fuel jettison. 
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Dialogue 9 

 

Answer questions 25 to 27 
 
Question 25 
The pilot requested to change altitude because of… 
 
1. strong head wind. 
2. rough air condition. 
3. cloud condition. 
4. icing condition. 
 
Question 26 
The pilot finally accepted FL170 because… 
 
1. moderate turbulence is reported at his requested altitude. 
2. strong head wind is reported at his requested altitude. 
3. bad cloud condition is reported at his requested altitude. 
4. another aircraft is cruising at his requested altitude. 
 
Question 27 
The pilot was instructed to reduce airspeed to 200knots when they are… 
 
1.  leaving FL200. 
2.  reaching FL200. 
3.  leaving FL220. 
4.  reaching FL220. 
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Dialogue 10 
 

Answer questions 28 to 30 
 
Question 28 
The pilot requested hold over NALKO initially because… 
 
1. wind-shear was reported on final. 
2. the wind condition was reported on final. 
3. airborne radar depicted strong echo on final. 
4. ATC radar depicted strong echo on final. 
 
Question 29 
Latest wind… 
 
1. exceeded their aircraft limitation. 
2. was over their crosswind performance. 
3. did not satisfy their tailwind limitation. 
4. satisfied aircraft performance. 
 
Question 30 
The controller instructed heading and altitude to the pilot because of… 
 
1. a takeoff aircraft. 
2. an approaching traffic. 
3. another landing aircraft. 
4. missed approach traffic. 
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Dialogue 11 

 

Answer questions 31 to 33 
 
Question 31 
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 32 
The pilot requested to … 
 
1. proceed to alternate airport. 
2. change airspeed. 
3. continue hold over Hakodate VOR. 
4. hold another point. 
 
Question 33 
The controller finally asked the pilot… 
 
1. the time elapsed in the holding pattern. 
2. the available holding time. 
3. the sequence in the holding pattern. 
4. the flight time to Hakodate Airport. 
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Dialogue 12 

 

Answer questions 34 to 36 
 
Question 34 
JA82BJ made a go-around because… 
 
1. the tower instructed JA82BJ to do so. 
2. the birds were at 4000 feet. 
3. there was obstruction on the runway. 
4. the visibility was not good enough. 
 
Question 35 
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 36 
The controller asked the JA82BJ whether… 
 
1. they wanted to make another approach immediately. 
2. the approach condition was good enough. 
3. they wanted to make the another type of approach. 
4. they requested to follow missed approach course. 
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Dialogue 13 

 

Answer questions 37 to 39 
 
Question 37 
The pilot requested to make a low approach, because they could not… 
 
1. complete landing checklist. 
2. confirm the flap was fully extended. 
3. confirm the landing gear was down and locked. 
4. prepare the cockpit for landing.  
 
Question 38 
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 39 
The controller instructed heading and altitude to the pilot because of… 
 
1.  his aircraft’s configuration. 
2 .   his aircraft’s performance. 
3.   another aircraft flying around near that course. 
4.   the weather condition around the missed approach course. 
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Dialogue 14 

 

Answer questions 40 to 42 
 
Question 40 
JA82BJ was cleared…     
 
1. higher flight level. 
2. lower flight level. 
3. flight level as requested. 
4. unknown flight level. 
 
Question 41 
The pilot made incorrect read-back of… 
 
1. transition and transponder code. 
2. standard instrument departure route. 
3. squawk code. 
4. cruising level.  
 
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] CCCC０４１０7１

（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。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

☆　判定基準

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）航空機に乗り組んで航空業務に従事する者、及び整備又は改造後の航空機について

確認行為を行う者

（2）航空機乗組員

（3）航空に関係する業務に従事する者の総称

（4）航空従事者技能証明を受けた者

問 2 「航空運送事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で貨物を運送する事業をいう。

（2）他人の需要に応じ、航空事業を経営する者の行う運送を利用して有償で貨物を運送する

事業をいう。

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

（4）各地間に路線を定めて、一定の日時により航行する航空機により行う運送事業をいう。

問 3 飛行規程の記載事項として定められていないものは次のうちどれか。

（1）航空機の概要

（2）航空機の性能

（3）運用許容基準

（4）発動機の排出物に関する事項

問 4 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 5 航空機の登録について次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機は登録を受けたとき日本の国籍を取得する。

（2）国土交通大臣は航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

（3）登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は登録を受けなければ

第3者に対抗することができない。

（4）ＩＣＡＯ加盟国の法令に基づいて設立された法人が所有する航空機であれば登録でき

る。

問 6 登録記号の打刻を行う者で次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機の所有者

（2）航空機の使用者

（3）航空機検査官

（4）国土交通大臣

問 7 耐空証明の有効期間を定めているものは次のうちどれか。
（1）航空法

（2）耐空性審査要領

（3）航空法施行規則

（4）告示

問 8 整備改造命令を受ける者として次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機の製造者

（2）航空機の所有者

（3）航空機の使用者

（4）航空機の整備責任者
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問 9 予備品証明について次のうち誤っているものはどれか。

（1）予備品証明の対象となるものは国土交通省令で定める航空機の安全性の確保の

ため重要な装備品である。

（2）予備品証明には有効期間と装備する航空機の型式限定が付される。

（3）予備品証明の検査は法第１０条第４項第１号の基準に適合するかどうかについて

行われる。

（4）予備品証明は合格した装備品について予備品証明書を交付するか又は予備品検査

合格の表示によって行われる。

問 10 次の装備品のうち予備品証明対象部品はどれか。

（1）機上ＤＭＥ装置

（2）航空交通管制用自動応答装置

（3）慣性航法装置

（4）気象レーダー

問 11 航空法第１９条第２項の確認の内容について次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機の整備又は改造の作業完了後の現状

（2）航空機の整備又は改造の計画及びその作業完了後の現状

（3）航空機の整備又は改造の過程及びその作業完了後の現状

（4）航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状

問 12 国土交通大臣が行う技能証明の限定で次のうち誤っているものはどれか。

（1）発動機の等級

（2）航空機の等級

（3）業務の種類

（4）航空機の種類

（5）航空機の型式

問 13 航空機に表示しなければならない事項で次のうち誤っているものはどれか。

（1）国籍記号

（2）登録記号

（3）所有者の氏名又は名称

（4）使用者の名称

問 14 全ての航空機に共通して装備しなければならない救急用具で次のうち正しいものはどれか。

（1）非常信号灯

（2）航空機用救命無線機

（3）救命胴衣

（4）防水携帯灯

問 15 夜間航行において衝突防止灯で表示しなければならない航空機として次のうち正しいものは

どれか。

（1）すべての航空機

（2）2,730Ｋｇ以上の航空機

（3）3,180Ｋｇ以上の航空機

（4）5,700Ｋｇ以上の航空機
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問 16 １８0日ごとに点検しなければならない救急用具で次のうち正しいものはどれか。ただし、

航空運送事業者の整備規程に期間を定める場合を除く。

（1）非常信号灯

（2）救命胴衣

（3）落下傘

（4）航空機用救命無線機

問 17 航空機が計器飛行を行う場合に装備を義務付けられている装置に含まれるものとして次のうち

正しいものはどれか。

（1）昇降計、ジャイロ式旋回計、方向探知機

（2）精密高度計、ジャイロ式旋回計、ＩＬＳ受信装置

（3）外気温度計、ジャイロ式姿勢指示器、気象レーダー

（4）機上ＤＭＥ装置、ＶＯＲ受信装置、ＩＬＳ受信装置

問 18 装備品基準適合証を有する装備品を使用して修理を行う場合の処置で次のうち正しいものは

どれか。

（1）当該装備品の予備品証明を取得して使用しなければならない。

（2）所定の資格を有する整備士の確認を受けなければならない。

（3）当該修理に対しては修理改造検査を受けなければならない。

（4）当該修理に対しては耐空検査を受けなければならない。

問 19 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 20 航空の安全で特に焦点が当てられているものとして次のうち正しいものはどれか。

（1）より自動化された整備ツールの開発

（2）航空機設計におけるハイテク化

（3）人間の能力と限界の研究
（4）高性能コンピューターの開発
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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] CCCC０４１０７２

（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。

２０題　　　４０分

記       　　号

☆　注　　意　　

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

☆　判定基準

☆　配　　点

科　　目

資　　格 題数及び時間

整・法②  - 1/4　



問 1 「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 2 航空法で定義する「航空業務」に含まれているもので次のうち正しいものはどれか。

（1）無線設備の整備

（2）航空保安施設の保守

（3）空港内での航空機の誘導

（4）整備又は改造をした航空機について行う航空法第１９条第２項に規定する確認

問 3 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）航空機の航行の安全

（2）航空機を製造して営む事業の適正な運営

（3）航空の発達

（4）航空機の航行に起因する障害の防止

問 4 「航空従事者」の定義で次のうち正しいものはどれか。

（1）航空機に乗り込んで運航に従事する者

（2）法第１９条第２項の確認を行う者

（3）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を行う者

（4）航空従事者技能証明を受けた者

問 5 登録した航空機で所有者の変更があったときの手続きは次のうちどれか。

（1）移転登録の申請

（2）移動登録の届出

（3）変更登録の申請

（4）登録原簿の変更申請

問 6 「軽微な修理」についての記述で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）軽微な予防作業であって、複雑な結合を伴わない規格部品の交換

（3）燃料やオイルの補給などのサービシングに関する作業

（4）予備品証明対象部品以外の規格部品の交換で動力装置の作動を必要としないもの

問 7 新規登録における航空機登録原簿への記載事項として次のうち誤っているものはどれか。
（1）航空機の型式

（2）航空機の製造者

（3）航空機の番号

（4）航空機の定置場

（5）使用者の氏名又は名称及び住所

（6）登録の年月日

問 8 航空機の定置場を移動した場合のとるべき手続きについて次のうち正しいものはどれか。

（1）移転登録の申請

（2）移動登録の届出

（3）変更登録の申請

（4）登録原簿の変更申請
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問 9 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）陸上単発、水上多発などの区分

（3）国際航空運送事業、国内定期航空運送事業、航空機使用事業、自家用などの区分

（4）飛行機、回転翼航空機などの区分

問 10 耐空検査員が耐空証明を行うことができる航空機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 11 耐空証明を有していない航空機が航空の用に供してもよい例として次のうち正しいものは

どれか。

（1）法第11条第1項ただし書きの許可を受けた場合

（2）修理改造検査を受けた場合

（3）飛行管理者の許可を受けた場合

（4）型式証明を受けた場合

問 12 「小修理」の定義として次のうち正しいものはどれか。

（1）一般的保守及び軽微な修理以外の修理作業

（2）保守及び改造以外の修理作業

（3）軽微な修理及び大修理以外の修理作業

（4）大修理及び改造以外の修理作業

問 13 次の記述について正しいものはどれか。

（1）型式証明を有さなければ耐空証明は受けられない。

（2）型式証明を受ければ航空の用に供することができる。

（3）まつ消登録があった場合は耐空証明は失効する。

問 14 滑空機を除き、修理改造検査を受ける必要がある作業区分で次のうち正しいものはどれか。

（1）修理及び小改造

（2）大修理及び改造

（3）大修理及び大改造

（4）修理及び大改造

問 15 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）陸上と水上、単発と多発、ピストンとタービン等の区分を言う。

（2）飛行機、回転翼航空機、滑空機等の区分を言う。

（3）飛行機輸送Ｔ、回転翼航空機普通Ｎ、滑空機曲技Ａ等の区分を言う。

（4）最大離陸重量による区分を言う。

問 16 航空法施行規則第24条の表で掲げる、航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は

改造について次のうち誤っているものはどれか。

（1）ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造

（2）装備する発動機又はその部品（航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限

る）の変更を伴う修理又は改造

（3）離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造

（4）発動機の限界事項の大きな変更を伴う修理又は改造
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問 17 整備士についての技能証明を受ける要件で次のうち正しいものはどれか。

（1）年齢、整備経歴及び学歴

（2）国籍、年齢及び整備経歴

（3）国籍、整備経歴及び学歴

（4）年齢及び整備経歴

問 18 航空機の認定事業場の種類として次のうち誤っているものはどれか。

（1）航空機の設計及び設計後の検査の能力

（2）航空機の製造及び完成後の検査の能力

（3）航空機の整備及び整備後の検査の能力

（4）航空機の製造及び改造後の検査の能力

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 飛行中における操縦室の騒音の軽減を図るための設計は次のヒューマンファクタに関する

ＳＨＥＬモデルの構成要素のうちどれに該当するか。

（1）ライブウエア（Liveware）

（2）ハードウエア（Hardware）
（3）ソフトウエア（Software）
（4）環境（Environment）
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M3

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

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

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 〕 Ｔ 1 Ａ Ｘ ０ ９ １ ０ ７ ０記　　号
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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 標準大気の定義で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであること。

（Ｂ）海面上における温度が 20℃ であること。

（Ｃ）海面上の気圧が、水銀柱で 1013 mm であること。

（Ｄ）海面上からの温度が －60℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（Ｅ）海面上における密度は 0.12492 kg・s2/m4 であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 標準大気状態の海面高度近くを飛行する飛行機の動圧を測定したところ169.0kg/m2

であった。この時の速度（km/h）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）143 　　　　　　　　　　　　　  　 （２）187 

（３）228 　　　　　　　　　　　　　　　（４）239 

（５）247 　　　　　　　　　　　　　　　（６）251 

１整・飛・機　- 2/８ -　

問3

（1）水蒸気は空気より軽いので、空気密度は小さくなる。

（2）水蒸気は空気より軽いので、空気密度は大きくなる。

（3）水蒸気は空気より重いので、空気密度は小さくなる。

（4）水蒸気は空気より重いので、空気密度は大きくなる。

問4 翼の抗力について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

 

（Ａ）摩擦抵抗は空気の粘性によって生じる抵抗である。

（Ｂ）衝撃波の前後では圧力、密度及び温度の急激な変化がある。

（Ｃ）誘導抗力は縦横比の小さい翼ほど小さい。

（Ｄ）翼が失速すると圧力抵抗が増える。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

標準大気状態から空気が水蒸気を含むと空気密度はどうなるか。
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問5 飛行機の安定性に影響するもので（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）主翼の後退角

（Ｂ）主翼の大きさ

（Ｃ）尾翼の大きさ

（Ｄ）エンジン出力

（Ｅ）機体重量

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問6 臨界マッハ数を大きくする対策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）翼厚比を大きくする。

（Ｂ）前縁半径を大きくする。

（Ｃ）最大翼厚位置を後方〔前縁から 40～ 45% 程度〕にする。

（Ｄ）翼に後退角を与える。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問7 上反角効果について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
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（１）～（５）の中から選べ。

 

（Ａ）上反角が大きいほど横安定がよくなるが、大きすぎるとエルロン・ロールの原因となる。

（Ｂ）上反角効果の強い飛行機ほど、横風着陸が容易である。

（Ｃ）高翼機は翼と胴体の位置関係から復元力が発生するので上反角は小さくてよい。

（Ｄ）後退翼はそれ自身に上反角効果がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問8 アドバース・ヨー対策として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

 

（Ａ）スラット

（Ｂ）差動補助翼

（Ｃ）フライト・スポイラ

（Ｄ）補助翼の固定タブ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問9 高速機の補助翼の逆効きについて次のうち正しいものはどれか。

 

（１）高速飛行中に補助翼の上下角に差動効果が生じる現象

（２）高速飛行中に衝撃波で補助翼の作動角が反転する現象

（３）旋回で補助翼の逆偏揺れモーメントが生じる現象

（４）高速飛行中に翼の剛性不足により補助翼の効きが逆転する現象

問10 水平定常飛行中の主翼の主桁及び外皮の状態で次のうち正しいものはどれか。

（１）桁の上部には圧縮力、下部には引張力がかかり外皮はこれを補強する。

（２）主翼上下面ともに引張力と圧縮力がかかり、外皮がこれを受け持ち桁はこれを補強する。

（３）主翼上下面の曲げモーメントは外皮が受け持ち、捩りモーメントは主として桁が受け

　　　持つ。

（４）主翼の上面には引張力、下面には圧縮力がかかりこれを主として桁が受け持ち、捩り

　　　モーメントは主として外皮が受け持つ。

問11 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。
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（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）失速速度の増加

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 下記の金属の組み合わせで最も腐食が起こりにくいものは次のうちどれか。

（１）マグネシウム合金とアルミニウム合金

（２）アルミニウム合金とニッケル

（３）カドミウムとニッケル

（４）ニッケルとチタニウム

（５）亜鉛と鋼

（６）アルミニウム合金とチタニウム
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問13 油圧アクチュエータを用いる動力操縦装置に装備されている人工感覚装置(Artificial Feel System)

の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）機速を一定に保つ機能がある。

（Ｂ）速度に応じて作動が変化する。

（Ｃ）操縦者が過大な操縦を行うことを防ぐ。

（Ｄ）操縦者の操舵力を軽減する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 チタニウム合金について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）チタニウムは高温で酸素、水素、窒素等との親和性が極めて大きい。

（Ｂ）熱処理は溶体化処理と時効処理で行われる。

（Ｃ）熱伝導係数が大きく熱の分散が良好のため、エンジン等の構造部材に使用される。

（Ｄ）溶接する場合は不活性ガス・アーク溶接が最も適切な方法である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 エア・サイクルマシンについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。
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（ ） （ ） 中 選 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）タービン・バイパス・バルブが開くと冷却空気温度は上昇する。　

（Ｂ）熱交換器での冷却時にラム・エアを必要とするので地上では運転できない。

（Ｃ）コンプレッサ部分とタービン部分は切り離して作動する場合もある。

（Ｄ）二次熱交換機を出た空気はタービン側に入り、さらに温度を下げられる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 与圧系統の説明で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）最大運用高度において、8000 ftの客室圧力高度を保持できる能力が必要である。　　　

（Ｂ）最大差圧に達した後も、与圧は継続され差圧は上昇する。

（Ｃ）機内と外気との差圧を調整するには、機内への流入空気量を変化させて行う。

（Ｄ）差圧が8psiの時に面積10平方インチ当りにかかる荷重は80ポンドである。

（Ｅ）アウトフロー・バルブは機体高度の上昇と共に開度が小さくなる。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

１整・飛・機　- 5/８ -　



問17 フライト・スポイラの機能について（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）揚力を減少させ抗力を増加させる。  

（Ｂ）揚力を増加させ抗力を減少させる。    

（Ｃ）揚力と抗力を増加させる。   

（Ｄ）飛行中はスピード・ブレーキとしても作動する。

（Ｅ）昇降舵とともに縦方向の操縦に用いられる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問18 高揚力装置に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）クルーガ・フラップは翼前縁部に装備され空力的に前縁半径を大きくする効果がある。

（Ｂ）ファウラ・フラップは翼後縁下側に取り付けられたフラップがまず後方に移動し、

         その後、翼後縁とフラップ前縁との間に隙間を形成しながら下がっていく機構のもので

　　　ある。

（Ｃ）フラップ単独で効率を考えた場合、翼弦長よりも翼幅方向に長い方が効率が良くなる。

（Ｄ）大迎角時に下面の気流を上面に導き境界層にエネルギを与え剥離を遅らせる目的で

         スプリット・フラップがある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問19 油圧系統における蓄圧器（Pressure Accumulator）の装備目的で（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）ピーク負荷時に動力ポンプを助け、一時的に作動油を供給する。

（Ｂ）動力ポンプが故障した場合に、一定量の作動油を作動装置に供給する。

（Ｃ）動力ポンプが吐出した作動油の脈動により生ずる圧力サージング（脈動）を和らげる。

（Ｄ）各機器が作動したときの圧力サージングを吸収する。

（Ｅ）ポンプから作動部分までの距離が長い場合、作動部分に近いアキュムレータが過渡的に

　　　局部的な圧力低下を防ぎ応答性を保つ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し
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問20 ファイア・ディテクタについて（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）サーマルスイッチ型は複数のスイッチが並列に接続され、ループ回路に 1 箇所

　      の断線があっても他のスイッチで火災検知が可能である。

（Ｂ）サーモカップル型は回路に短絡がある場合でも警報を出すことができる。

（Ｃ）抵抗式ループ型は絶縁体の電気抵抗が温度で変化することを利用している。

（Ｄ）圧力型はコンティニアス型とも呼ばれ内部にガスを密封している。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問21 高揚力装置に装備されているアシメトリ・システムの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち

正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）システムが作動すると高揚力装置は自動的にフル・エクステンドする。

（Ｂ）高揚力装置に左右差が検出された場合に作動する。

（Ｃ）高揚力装置の位置を正確に表示する。

（Ｄ）左右の揚力に差が生じることにより機体が横回転し操縦不能になるのを防止する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問22 非破壊検査について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１） （５）の中から選べ
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（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）超音波探傷検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｂ）電磁誘導検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｃ）放射線透過検査は非金属材料でも検査が可能

（Ｄ）浸透探傷検査は非金属材料でも検査が可能

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問23 高速バフェットの発生原因、現象及び防止策の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）発生原因：高速バフェットとは、高速機において速度の増加に伴い、衝撃波によって翼面

　　　　　　　　に沿う気流が剥離を起こし、剥離で乱れた気流が水平尾翼に当たって生じる。

（Ｂ）現　象：機体全体に不規則な振動を引き起こす。

（Ｃ）防止策：境界層板を取り付ける。

（Ｄ）防止策：衝撃波が消えるまで減速する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問24 与圧システムの客室圧安全バルブ（プレッシャ・リリーフ・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。

（Ａ）機内圧が所定の圧力以上になったとき、機体構造の保護のため圧力を下げる。

（Ｂ）機内外の差圧により作動する。

（Ｃ）アウト・フロー・バルブが不作動のとき機内圧を手動でコントロールする。

（Ｄ）機外圧が機内圧より高くなったとき作動する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問25 厚さ3 mm、せん断破壊強度4,000 kg/㎠ の材料に、直径10 mm の孔をあける

には、何kg の荷重を加えればよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

→   10㎜ ←

↓ ↓

3㎜ 3㎜

↑ ↑

（ ） （ ） （ ） （ ）

１整・飛・機　- 8/８ -　

（１）3200 （２）3800 （３）4000 （４）4100

（５）4200 （６）4500 （７）4700 （８）5600

１整・飛・機　- 8/８ -　



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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードの

マーク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので

当該科目は不合格になります。

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

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ１ＨＸ０９１０７０

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

一整 （回）機体　1／8



問 1

（Ａ）A級、B級、C級及びD級に分類される。

（Ｂ）回転翼航空機と機外荷物との組合せをいう。
（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

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）圧力に比例し、気温（絶対温度）に反比例する。

（２）圧力と気温（絶対温度）に比例する。

（３）気温（絶対温度）に比例し、圧力に反比例する。

（４）気温（絶対温度）に反比例し、圧力には関係しない。

問 ３

（１）－５０ （２）－２０ （３）－１０ （４）－１

（５）５ （６）１５ （７）２５ （８）５０

問 ４

（Ａ）一般的なブレードでは翼弦長の２５％付近にある。

（Ｂ）迎え角が変化してもピッチング・モーメントがほぼ変化しない位置をいう。

（Ｃ）圧力分布の合力の作用点をいう。

（Ｄ）キャンバの大きいブレードほど移動が大きい。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

標準大気状態における高度８,０００ｆtでの大気温度（℃）はいくらか。
次のうち最も近い値を選べ。

ロータ・ブレードの空力中心の説明として（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。

回転翼航空機荷物コンビネーションの定義として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

A級とは、機外荷物が固定され、投下不能であり、かつ着陸装置よりも下に張り出
していないものをいう。
B級とは、機外荷物が投下可能であり、かつ飛行中に地表又は水面から持ち上げら
れているものをいう。

一整 （回）機体　2／8



問 ５

（１）プロペラ状態

（２）ボルテックス・リング状態

（３）風車状態

（４）前進ブレードの衝撃波及び後退ブレードの失速

問 ６

（Ａ）

（Ｂ）通常、ホバリング時は０.６～０.７ぐらいである。

（Ｃ）ホバリング時の誘導速度のことである。

（Ｄ）別名、円板荷重ともいう。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ７

（１）２４０ （２）２６０ （３）２８０ （４）３００

（５）３２０ （６）３４０ （７）３６０ （８）４００

問 ８ アルミニウム合金の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）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。
（Ｂ）６０６１は、熱処理型の合金で耐食性に優れている。
（Ｃ）縦弾性係数（ヤング率）は、鋼の約１／３である。
（Ｄ）熱処理等の質別記号Ｔ６とは、溶体処理後、人工時効したものである。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

セットリング・ウィズ・パワーとは次のうちどの状態のことをいうか。

ヘリコプタのフィギア・オブ・メリットの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

理想的なロータのパワーである誘導パワーと実際に必要なパワーの比によって
ロータ効率を評価すること。

重量８,000lb、重心位置が基準線後方124inのヘリコプタにおいて、重心位置を基準線
後方125inに変更するためには、基準線後方100inにある荷物を何lb取卸したらよいか。
次のうち最も近い値を選べ。

一整 （回）機体　3／8



問 ９

（Ａ）ボルト結合より力学的特性が向上する。

（Ｂ）機体重量が軽減される。

（Ｃ）クラックの伝播速度が小さい。

（Ｄ）耐湿性、耐候性に対する信頼性が高い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １０ クラッシュワージネス構造の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）脚は衝撃エネルギ吸収にはほとんど寄与しない。

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １１

（Ａ）主強度部材にはヤング率が小さく許容疲労歪の大きいガラス繊維が適している。

（Ｂ）ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維などの繊維強化複合材料が使用されている。

（Ｃ）金属製ブレードに比べ損傷の進展が早い。

（Ｄ）外皮は捩り剛性を高めるため繊維方向を長手方向に対して±４５°に配置している。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １２ テール・ロータのカウンタ・ウエイトについて次のうち正しいものはどれか。

（１）

（２）ブレードに働く遠心力の分力によるプロペラ・モーメントを軽減する。

（３）ブレード・ピッチ角が過大になることを防止する。

（４）ブレードの重量調整を行う。

機体は乗員乗客室を含め、全体がつぶれて衝撃エネルギを吸収するように設計
する。

構造用接着剤が使用される利点として（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。

座席にはロード・リミッタとよばれる一定の荷重で変形することによりエネル
ギを吸収する装置を装備する。
クラッシュ後の火災発生を防止するため、機体が壊れても燃料が漏れないよう
に設計する。

複合材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。

テール・ロータ全体の質量を大きくしてジャイロ効果で回転面を安定させる。

一整 （回）機体　4／8



問 １３

（Ａ）遠心力のバランスをとることをスタティック・バランスという。

（Ｂ）揚力と質量分布のバランスをとることをトラッキング・バランスという。

（Ｃ）飛行してバランスをとることをインフライト・バランスという。

（Ｄ）揚力バランスの補正にはブレード先端の重りの位置を変える。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １４

（Ａ）入力軸と出力軸を同一軸線上にそろえることができる。

（Ｂ）１段での減速比を大きくとることができる。

（Ｃ）1歯当たりの負担荷重が小さくできるのでコンパクトにできる。

（Ｄ）軸受けへの潤滑が良く騒音が低い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １５ 遠心型（ Centrifugal Type ）燃料ポンプに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）燃料を撹拌するためガスの発生量が多いが、ギア・ポンプより吐出量は多い。
（２）

（３）放射状にベーンがあり、偏心した回転軸をもった定量型のポンプである。

（４）定量型のポンプで吐出圧力は高く3000psiまで加圧することができる。

問 １６

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

サーモカップル型は複数のサーモカップルが直列に接続され、検出用サーモ
カップルとリファレンス用サーモカップルとの温度差を利用して検出する方式
である。

抵抗式ループ型は電気抵抗が温度により変化する特性を利用して検出する方式
である。
圧力型は密封したガスの膨張やガスの放出によって気体の圧力として検出する
方式である。

ロータのバランシングの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタのメイン・ギアボックスに遊星歯車装置が使用される理由として（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。

流量が少ない場合に用いられるが、ポンプ不作動時燃料のバイパス機能が必要
である。

ファイヤ・ディテクタの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

サーマルスイッチ型は複数のスイッチが並列に接続され、ループ回路に１箇所
の断線があっても他のスイッチで火災検知が可能である。

一整 （回）機体　5／8



問 １７

（Ａ）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。

（Ｂ）特に機体構造とトランスミッションについては動的落下試験を要する。

（Ｃ）終極荷重に対して少なくとも３秒間は有害な変形のないことが要求される。

（Ｄ）疲労破壊の検査のため老朽化した機体に対して定期的な荷重負担試験を実施する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １８

（Ａ）

（Ｂ）

（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）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 １９

（Ａ）ソフト・マウントは電子機器、計器盤等に多く用いられる。

（Ｂ）

（Ｃ）動吸振器は特にウィービング現象に効果がある。

（Ｄ）動吸振器はロータ回転数が変化すれば効果が減少する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２０

（１）発動機出力が大きくなるとラグ角は大きくなる。

（２）始動時はリード角が最大となる。

（３）オートローテーション時のラグ角は、正規飛行状態よりも大きくなる。

（４）ロータ停止時にはラグ角となる。

板自身の強度剛性が小さいので機体構造の外板として使用する場合は、補強材
が多くなる。

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。

能動振動制御はコンピュータでアクチュエータを制御して防振したい振動と逆
方向の振動を与えて防振する。

サンドイッチ構造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。

ヘリコプタに用いられる防振装置の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはい
くつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

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
薄くでき重量軽減に役立つ。

ヘリコプタの「静強度の保証」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。

メイン・ロータ・ブレードのドラッギング運動について次のうち正しいものはどれ
か。

一整 （回）機体　6／8



問 ２１

（Ａ）ロータ回転面の傾きは機体の姿勢変化に対して常に遅れる。

（Ｂ）フラップ・ヒンジ・オフセット量により増減する。

（Ｃ）ロータ推力がヘリコプタの回転を抑えようとするモーメントのことをいう。

（Ｄ）ヘリコプタの運動を安定化するにはダンピング・モーメントは大きい方が良い。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２２

（Ａ）ホバリング時には比較的大きく、前進飛行時には110km/h付近で最大となる。

（Ｂ）有害抵抗パワーは前進速度のほぼ３乗に比例する。

（Ｃ）飛行高度が高くなるとホバリングや低速時での必要パワーは増加する。

（Ｄ）誘導パワーは前進速度が増大すると急激に増大する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２３

（Ａ）超音波探傷検査は非金属材料でも検査可能

（Ｂ）電磁誘導検査は非金属材料でも検査可能

（Ｃ）放射線透過検査は非金属材料でも検査可能

（Ｄ）浸透探傷検査は非金属材料でも検査可能

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 ２４

（Ａ）メイン・ロータ・ブレードのトリム・タブの調整不良

（Ｂ）メイン・ロータ・ハブの重量の不均一

（Ｃ）ドラッグ・ダンパの調整不良

（Ｄ）テール・ロータのリギング不良

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

非破壊検査についての説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタの低周波振動の原因として（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。

ヘリコプタのダンピング・モーメントに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正し
いものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

ヘリコプタの必要パワーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

一整 （回）機体　7／8



問 ２５

（１）０.５５ （２）０.８８ （３）１.００ （４）１.０５

（５）１.１５ （６）１.５０ （７）１.７３ （８）２.００

ヘリコプタが３０度バンクで水平定常旋回しているときの荷重倍数はどれか。
次のうち最も近い値を選べ。

一整 （回）機体　8／8



M５

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

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

科　　目 機  体 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ９ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ａ Ｘ ０ ９ １ ０ ７ 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 -

☆　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 標準大気の定義で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであること。

（Ｂ）海面上における温度が 15℃ であること。

（Ｃ）海面上の気圧が、水銀柱で 1013 mm であること。

（Ｄ）海面上からの温度が －56.5℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/1,000m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（Ｅ）海面上における密度は 0.12492 kg・s
2
/m

4
 であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 気圧高度と密度高度との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（B）温度に関係なく気圧高度が密度高度より高い。

（C）標準大気のときは気圧高度と密度高度は同じである。

（D）標準大気から温度のみが下がった場合、密度高度が気圧高度より高くなる。

２整・飛・機　- 2/8 -

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 同一管内を連続して流れる流体について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）管の径が小さくなるに従い流速は遅くなる。

（Ｂ）管の径に関わらず、流速は一定である。

（Ｃ）管の径に関わらず、単位時間内に通過する流体の量は等しい。

（Ｄ）管の径に関わらず、流速は密度に比例する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問4 翼の誘導抗力係数について次のうち正しいものはどれか。

（1）主翼面積に反比例する。

（2）揚力係数の２乗に比例する。

（3）速度の２乗に比例する。

（4）翼の縦横比に比例する。

問5 主翼に上反角をつける主たる理由として次のうち正しいものはどれか。

（1）揚抗比を大きくするため

（2）誘導抗力を減じるため

（3）形状抗力を減じるため

（4）横滑りを少なくするため

問6 翼の迎え角の説明として次のうち正しいものはどれか。

（1）機体に当たる気流の方向と翼下面のなす角

（2）機体に当たる気流の方向と翼上面のなす角
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（2）機体に当たる気流の方向と翼上面のなす角

（3）機体の前後軸と翼中心線のなす角

（4）機体に当たる気流の方向と機軸線のなす角

（5）機体の前後軸と翼弦線のなす角

（6）機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角

問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係数は小さくなる。

（B）アスペクト比が大きければ揚抗比は大きくなる。

（C）アスペクト比が大きければ滑空距離は大きくなる。

（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 縦の静安定についての説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）主翼迎え角が大きくなると、風圧中心は後方に移動し機首下げモーメントを発

　 　  生する。

（Ｂ）水平尾翼は重心位置から離れた位置に取り付け、迎え角が変わると主翼と逆の

　      モーメントを発生する。

（Ｃ）主翼の風圧中心と重心位置が合致していれば、尾翼の釣り合いモーメントは必

　      要としない。

（Ｄ）水平尾翼の面積が小さいか重心位置から尾翼揚力中心までのアームが短いと、

　      主翼モーメントに打ち勝つことができず縦安定が負となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問9 翼の揚力が増えるときの抗力について次のうち正しいものはどれか。

（1）変化しない。

（2）増加する。

（3）減少する。
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（4）増減する。

問10 アルミニウム合金の腐食防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アロジン処理

（B）アルクラッド

（C）カドミウム・メッキ　

（D）アノダイジング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・飛・機　- 4/8 -



問11 軟鋼やアルミニウムの応力-ひずみ線図について（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）鋼において、荷重をかけ降伏点で荷重を取り除いた後の変形を塑性変形という。

（Ｂ）降伏点をすぎてさらに荷重をかけるとびずみと応力がともに増加し破断にいたる。

（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）降伏点をすぎて荷重を取り除いた場合、永久ひずみは残る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の熱処理の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）焼なましは、鋼材の軟化、組織の調整または内部応力除去を目的としたもの

        である。

（B）焼ならしは、鋼の組織を微細化し偏析や残留応力を除き機械的性質を向上さ

        せるものである。

（C）焼入れは、材料を硬くし強さを増大させる目的がある。
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（D）焼もどしは、内部応力を除去し、もろさを減じて強靭にするものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問13 アルミニウム合金の性質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）空気中で表面はすぐに酸化される。

（B）酸やアルカリ溶液中でも腐食は進行しない。

（C）耐熱性は鋼よりすぐれている。

（D）硬度は大で展延性が小さい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問14 フェール・セーフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）数多くの部材からなり、それぞれの部材が荷重を分担して受け持つ構造をロード・

        ドロッピング構造方式という。

（B）ある部材が破壊したときにはじめて、その部材のかわりに予備の部材が荷重を受け

        もつ構造をレダンダント構造方式という。

（C）硬い補強材を当てた構造をバック・アップ構造方式という。

（D）1 個の大きな部材を用いるかわりに2 個以上の小さな部材を結合して1 個の部材と

        同等またはそれ以上の強度を持たせる構造をダブル構造方式という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 燃料タンクに設けられているベント・ラインの目的で次のうち正しいものはどれか。

（1）燃料タンクを加圧し燃料を移送する。

（2）燃料タンクを減圧し燃料の蒸発を防ぐ。

（3）燃料タンク内の蒸気を排出して発火を防ぐ。
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（ ）燃料 内 蒸気 排 発火 防ぐ。

（4）燃料タンク内外の差圧を小さくしてタンクを保護する。

問16 操縦系統の主操縦翼面として（Ａ）～（Ｆ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（A）スポイラ

（B）エルロン

（C）タブ

（D）エレベータ

（E）フラップ

（F）ラダー

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）６
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問17 翼端失速の防止策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）翼のテーパを小さくして矩形翼に近づける。

（B）翼端側の取付角を根元部より小さくして幾何学的捻り下げをつける。

（C）翼端部の翼型を根元部より失速しにくい翼型にして空力的捻り下げをつける。

（D）翼端に補助燃料タンクやウィングレットを装備する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 金属材料に比べ複合材料の一般的な特徴で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（A）熱膨張係数が大きい

（B）比強度が大きい

（C）耐食性に優れる

（D）電波透過性が良い

（E）振動に対する減衰度が大きい
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問19 着陸系統について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）オレオ式緩衝支柱では作動油とスプリングで衝撃を吸収している。

（Ｂ）前脚および主脚の向きを正面に保つようアライメントを取るのがトルク・リンクである。　

（Ｃ）引込脚式の航空機には脚警報装置が装備されダウン・ロックされずに着陸するのを知ら 　

         せる。

（Ｄ）センタリング・カムは前脚支柱が伸びると前輪を真正面に向ける装置である。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し
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問20 ある飛行機の重量測定で次の結果を得た。重心位置をMAC％で求めよ。

下記のうち最も近い値を選べ。

前輪の重量：500 lb

右主輪の重量：710 lb

左主輪の重量：720 lb

基準線の位置：機首

前輪の位置：基準線後方30 in

主輪の位置：基準線後方135 in

MAC 前縁の位置：基準線後方70 in

MAC の長さ120 in

（１） 23

（２） 25

（３） 28

（４） 32

（５） 34

（６） 36
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（ ）

（７） 40

（８） 45
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☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードの

マーク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので

当該科目は不合格になります。

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

☆　配     点 １問　　５点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題　　Ｍ６

資　格 二等航空整備士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２０題　　１時間００分

科　目 機　　体　［科目コード：０９］ 記　号 Ｔ２ＨＸ０９１０７０
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問 1 第二種耐火性材料に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）鋼と同程度又はそれ以上の熱に耐え得る材料をいう。

（２）

（３）

（４）点火した場合、激しくは燃焼しない材料をいう。

問 2 標準大気について次のうち誤っていものはどれか。

（１）空気は乾燥した完全ガスであること。

（２）海面上における気圧が水銀柱７６０mmであること。

（３）海面上における温度が１５℃であること。
（４）

問 3 対気速度に関する記述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）EAS とは IAS に温度の修正をしたものである。

（４）CAS とは IAS に位置誤差と器差を修正したものである。

問 4 ロータ・ブレードの空力中心について次のうち正しいものはどれか。

（１）迎え角の変化に関係なく一定である点をいう。

（２）翼に作用する空気力の合力の作用点をいう。

（３）迎え角が大きくなると空力中心は後縁方向に移動する。

（４）飛行速度が増減することにより空力中心も変化する。

問 5 テール・ロータのデルタ・スリー・ヒンジについて次のうち正しいものはどれか。

（１）フェザリング運動とフラッピング運動を連動させる。

（２）フラッピング運動とドラッギング運動を連動させる。

（３）ドラッギング運動とフェザリング運動を連動させる。

（４）ドラッギング運動とフェザリング運動及びフラッピング運動を連動させる。

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。

海面上からの温度勾配が－０.０００６５℃／ｍで、ある高度以上では一定であ
ること。

アルミニウム合金と同程度又はそれ以上の熱に耐え得る材料をいう。
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問 6

（１）高回転低出力時

（２）低回転高出力時

（３）ホバリング時

（４）オートローテーション時

問 7 軟鋼及びアルミニウムの応力－ひずみ線図について次のうち正しいものはどれか。

（１）鋼において、荷重をかけ降伏点で荷重を取り除いた後の変形を弾性変形という。
（２）

（３）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。

（４）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。

問 8 金属材料のクリープについて次のうち正しいものはどれか。

（１）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。

（２）周囲温度が常温以下ではクリープは顕著に進行する。

（３）一般に金属の内部組織が安定なほどクリープに弱い。

（４）高クロム・ニッケル鋼はクリープに弱い。

問 9 アルミニウム合金の腐食防止について次のうち誤っているものはどれか。

（１）アロジン処理

（２）アルクラッド

（３）カドミニウム・メッキ

（４）アノダイジング

問 10

（Ａ）固定バラスト

（Ｂ）排出不能燃料

（Ｃ）運用中に使用する満載時の各種流体

（Ｄ）最小乗組員の重量

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

飛行中、メイン・ロータ・ブレードのドラッギング運動でリードが発生するのは次の
うちどれか。

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増加
し破断にいたる。

耐空性審査要領に規定されている回転翼航空機（普通 N ）の自重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。
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問 11 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。

（Ａ）コイン検査
（Ｂ）X線検査
（Ｃ）目視検査
（Ｄ）超音波探傷検査

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 12

（Ａ）往復運動による方法である。

（Ｂ）電動パルセイティング・ポンプとエンジン駆動ダイヤフラム・ポンプがある。

（Ｃ）電動パルセイティング・ポンプは吐出圧力が高くなると運動速度が低下する。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 無し

問 13

（Ａ）

（Ｂ）クロス・チューブは一般的に合金製なので、腐食についての点検が必要である。

（Ｃ）スキッド式には地上共振防止のためダンパーを装備したものもある。
（Ｄ）

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 14

（Ａ）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がない。

（Ｂ）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。

（Ｃ）圧縮力には強く、剪断には柔らかい特性を利用している。

（Ｄ）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防げる。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

スキッド式は構造が簡単で軽量であり、しかも空気抵抗も比較的少ないという
利点がある。

パルセイティング型（Pulsating Type）燃料ポンプの特徴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。

スキッド・タイプのランディング・ギアに関する説明で（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。

スキッド・シューには着陸時の衝撃を吸収するため純アルミニウム等の軟らか
い材料を用いる。

エラストメリック・ベアリングの特徴の説明で（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 15

（１）４Ｈｚ （２）１２Ｈｚ （３）１６Ｈｚ （４）２０Ｈｚ

（５）４０Ｈｚ （６）４４Ｈｚ （７）６０Ｈｚ （８）８０Ｈｚ

問 16

（Ａ）燃料及び滑油には侵されないが作動油には侵される。

（Ｂ）ゴム・ホースに比べ弾力性に富む。

（Ｃ）耐熱性があるため熱可塑加工が困難である。

（Ｄ）使用温度範囲は０℃～１００℃程度である。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 17

（Ａ）体心立方格子

（Ｂ）面心立方格子

（Ｃ）点心立方格子

（Ｄ）稠密六方格子

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 18

（Ａ）過度の機体振動を生じない最大速度

（Ｂ）構造強度証明を実証した最大速度

（Ｃ）ロータを含む機体構造のフラッタを生じない最大速度

（Ｄ）最大航続距離を得るのに必要な最大速度

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

２４０rpmで回転するブレードの３／rev振動の振動数はいくらか。
次のうち最も近い値を選べ。

テフロン・ホースの特徴に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

金属の結晶構造で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

超過禁止速度（ＶNE）を規定する場合に使用される最大速度の説明として（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 19

（Ａ）ブレード単位でのフラッピング・ヒンジがない。

（Ｂ）過度のフラッピングを防止するストッパがない。

（Ｃ）ブレードに幾何学的不平衡が生じない。   

（Ｄ）回転面が傾いてもブレードの重心位置の左右差が生じない。

（1） 1 （2） 2 （3） 3 （4） 4 （5） 無し

問 20

（１）基準線前方 ５.５ cm （２）基準線後方 ５.５ cm

（３）基準線前方 ６.５ cm （４）基準線後方 ６.５ cm

（５）基準線前方 ７.５ cm （６）基準線後方 ７.５ cm

（７）基準線前方 ８.５ cm （８）基準線後方 ８.５ cm

アンダー・スリング方式シーソー・ロータの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

重量２,２００kg、重心位置基準線後方５cmのヘリコプタで、基準線前方２０cmの位
置にある燃料を２００kg消費した後の新たな重心位置はどこか。
次のうち最も近い値を選べ。

二整（回）機体　6/6



M8

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

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

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 ７ ０

資　　格 二等航空整備士 （ 滑空機 ）動力・上級 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間  

２整・滑（動、上）・機　- 1/８-

☆　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・滑（動、上）・機　- 1/８-



問1 標準大気の定義で（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）空気は乾燥した完全ガスであること。

（Ｂ）海面上における温度が 15℃ であること。

（Ｃ）海面上の気圧が、水銀柱で 1013 mm であること。

（Ｄ）海面上からの温度が －56.5℃ になるまでの温度こう配は、－6.5℃/1,000m であり、

　　　それ以上の高度では温度は一定であること。

（Ｅ）海面上における密度は 0.12492 kg・s2/m4 であること。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問2 気圧高度と密度高度との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）気圧高度と密度高度は常に等しい。

（B）温度に関係なく気圧高度が密度高度より高い。

（C）標準大気のときは気圧高度と密度高度は同じである。

（D）標準大気から温度のみが下がった場合、密度高度が気圧高度より高くなる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・滑（動、上）・機　- 2/８-

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問3 同一管内を連続して流れる流体について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）管の径が小さくなるに従い流速は遅くなる。

（Ｂ）管の径に関わらず、流速は一定である。

（Ｃ）管の径に関わらず、単位時間内に通過する流体の量は等しい。

（Ｄ）管の径に関わらず、流速は密度に比例する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・滑（動、上）・機　- 2/８-



問4 翼の誘導抗力係数について次のうち正しいものはどれか。

（1）主翼面積に反比例する。

（2）揚力係数の２乗に比例する。

（3）速度の２乗に比例する。

（4）翼の縦横比に比例する。

問5 主翼に上反角をつける主たる理由として次のうち正しいものはどれか。

（1）揚抗比を大きくするため

（2）誘導抗力を減じるため

（3）形状抗力を減じるため

（4）横滑りを少なくするため

問6 翼の迎え角の説明として次のうち正しいものはどれか。

（1）機体に当たる気流の方向と翼下面のなす角

（2）機体に当たる気流の方向と翼上面のなす角

（3）機体の前後軸と翼中心線のなす角

（4）機体に当たる気流の方向と機軸線のなす角

２整・滑（動、上）・機　- 3/８-

（4）機体に当たる気流の方向と機軸線のなす角

（5）機体の前後軸と翼弦線のなす角

（6）機体に当たる気流の方向と翼弦線のなす角

問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係数は小さくなる。

（B）アスペクト比が大きければ揚抗比は大きくなる。

（C）アスペクト比が大きければ滑空距離は大きくなる。

（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・滑（動、上）・機　- 3/８-



問8 縦の静安定についての説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）主翼迎え角が大きくなると、風圧中心は後方に移動し機首下げモーメントを発

　 　  生する。

（Ｂ）水平尾翼は重心位置から離れた位置に取り付け、迎え角が変わると主翼と逆の

　      モーメントを発生する。

（Ｃ）主翼の風圧中心と重心位置が合致していれば、尾翼の釣り合いモーメントは必

　      要としない。

（Ｄ）水平尾翼の面積が小さいか重心位置から尾翼揚力中心までのアームが短いと、

　      主翼モーメントに打ち勝つことができず縦安定が負となる。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問9 翼の揚力が増えるときの抗力について次のうち正しいものはどれか。

（1）変化しない。

（2）増加する。

（3）減少する。

（4）増減する。

２整・滑（動、上）・機　- 4/８-

問10 アルミニウム合金の腐食防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）アロジン処理

（B）アルクラッド

（C）カドミウム・メッキ　

（D）アノダイジング

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・滑（動、上）・機　- 4/８-



問11 軟鋼やアルミニウムの応力-ひずみ線図について（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）鋼において、荷重をかけ降伏点で荷重を取り除いた後の変形を塑性変形という。

（Ｂ）降伏点をすぎてさらに荷重をかけるとびずみと応力がともに増加し破断にいたる。

（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）降伏点をすぎて荷重を取り除いた場合、永久ひずみは残る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 鋼の熱処理の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）焼なましは、鋼材の軟化、組織の調整または内部応力除去を目的としたもの

        である。

（B）焼ならしは、鋼の組織を微細化し偏析や残留応力を除き機械的性質を向上さ

        せるものである。

（C）焼入れは、材料を硬くし強さを増大させる目的がある。

（D）焼もどしは、内部応力を除去し、もろさを減じて強靭にするものである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・滑（動、上）・機　- 5/８-

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問13 アルミニウム合金の性質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）空気中で表面はすぐに酸化される。

（B）酸やアルカリ溶液中でも腐食は進行しない。

（C）耐熱性は鋼よりすぐれている。

（D）硬度は大で展延性が小さい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

２整・滑（動、上）・機　- 5/８-



問14 フェール・セーフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）数多くの部材からなり、それぞれの部材が荷重を分担して受け持つ構造をロード・

        ドロッピング構造方式という。

（B）ある部材が破壊したときにはじめて、その部材のかわりに予備の部材が荷重を受け

        もつ構造をレダンダント構造方式という。

（C）硬い補強材を当てた構造をバック・アップ構造方式という。

（D）1 個の大きな部材を用いるかわりに2 個以上の小さな部材を結合して1 個の部材と

        同等またはそれ以上の強度を持たせる構造をダブル構造方式という。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 タイヤの取扱について（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（Ａ）タイヤの保管場所は暗くするか、または少なくとも直射日光から遮へいする。

（Ｂ）タイヤの保管場所は湿度が 50% 以上あることが望ましい。

（Ｃ）タイヤの空気圧の点検は着陸後できるだけ早い時期に行う。

（Ｄ）タイヤは耐油性があるのでグリスが付着しても問題とならない。

（Ｅ）タイヤを保管する際はオゾンを発生する装置から遠ざける必要がある。

２整・滑（動、上）・機　- 6/８-

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）無し

問16 操縦系統の主操縦翼面として（Ａ）～（Ｆ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（６）の中から選べ。

（A）スポイラ

（B）エルロン

（C）タブ

（D）エレベータ

（E）フラップ

（F）ラダー

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）５ （６）６

２整・滑（動、上）・機　- 6/８-



問17 翼端失速の防止策で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（A）翼のテーパを小さくして矩形翼に近づける。

（B）翼端側の取付角を根元部より小さくして幾何学的捻り下げをつける。

（C）翼端部の翼型を根元部より失速しにくい翼型にして空力的捻り下げをつける。

（D）翼端にウィングレットを装備する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 金属材料に比べ複合材料の一般的な特徴で（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。

（A）熱膨張係数が大きい

（B）比強度が大きい

（C）耐食性に優れる

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し

２整・滑（動、上）・機　- 7/８-

（１）１ （２）２ （３）３ （４）無し

問19 気圧高度計でその場所の気圧を知るための方法について次のうち正しいものはどれか。

（1）気圧補正目盛りを29.92 in-Hg に合わせる。

（2）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。

２整・滑（動、上）・機　- 7/８-



問20 ある飛行機の重量測定で次の結果を得た。重心位置をMAC％で求めよ。

下記のうち最も近い値を選べ。

前輪の重量：500 lb

右主輪の重量：710 lb

左主輪の重量：720 lb

基準線の位置：機首

前輪の位置：基準線後方30 in

主輪の位置：基準線後方135 in

MAC 前縁の位置：基準線後方70 in

MAC の長さ120 in

（１） 23

（２） 25

（３） 28

（４） 32

（５） 34

（６） 36

（７） 40

２整・滑（動、上）・機　- 8/８-

（８） 45

２整・滑（動、上）・機　- 8/８-



　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 Ｌ１ＡＸ０９１０７０

一運整・飛行機・機体1/4数]一運整・飛行機・機体1/4数]



問 1   耐空性審査要領においてVC とはどのような速度か。次の中から選べ。

　　　（１）   失速速度 　　　（２）   設計運動速度

　　　（３）   設計巡航速度 　　　（４）   最大突風に対する設計速度

問 2   標準大気状態において大気温度が一定になる高度で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   １２,０００　Ft 　　　（２）   ２４,０００　Ft

　　　（３）   ３６,０００　Ft 　　　（４）   ４８,０００　Ft

問 3　次の単位について正しいものはどれか。

　　　（１）   圧力1気圧は14.7inHgである。 　　　（２）   距離1nm（海里）は1.85kmである。

　　　（３）   重量1kgは22lbである。 　　　（４）   長さ1inは2.54mmである。

問 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）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

　　　（３）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

　　　（４）   迎角とは、機軸の方向と翼中心線のなす角度をいう。

問 5   主翼の風圧中心が前方へ移動するのは次のうちどれか。

　　　（１）   迎角を大きくしたとき 　　　（２）   水平飛行のとき

　　　（３）   迎角を小さくしたとき 　　　（４）   飛行速度を増加したとき

問 6   後退角をもつ飛行機の特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   タックアンダを起こしやすい。            　　　（２）   前縁フラップの効きが後縁フラップより大きい。 

（３） 翼端失速は起きにくい （４） 主翼がねじれやすい　　　（３）   翼端失速は起きにくい。   　　（４）   主翼がねじれやすい。                          

問 7   離陸滑走距離を短くする方法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   機体重量を軽くする。 　　　（２）   翼面荷重を大きくする。

　　　（３）   翼面積を大きくする。 　　　（４）   向かい風を利用する。

問 8   音速を 342m/s 、飛行機の速度を 1010km/h としたときのマッハ数（M）で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   M ≒ 0.40         　　　（２）   M ≒ 0.65 

　　　（３）   M ≒ 0.70 　　　（４）   M ≒ 0.82          

　　　（５）   M ≒ 1.43            　　　（６）   M ≒ 2.53

問 9   タックアンダに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   失速直後に発生する機首下げの現象をいう。

　　　（２）   着陸接地前に発生する機首下げの現象をいう。

　　　（３）   旋回時に発生する機首下げの現象をいう。

　　　（４）   遷音速域で発生する機首下げの現象をいう。

問10   単発プロペラ機の横滑りに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　        但し、プロペラの回転方向は後方から見て、反時計回りとする。

　　　（１）   横滑りの方向に関係なく、機首上げの傾向になる。

　　　（２）   横滑りの方向に関係なく、機首下げの傾向になる。

　　　（３）   右に横滑りすると機首下げの傾向になる。

　　　（４）   左に横滑りすると機首下げの傾向になる。

一運整・飛行機・機体2/4数]一運整・飛行機・機体2/4数]



問11   左右の翼桁を接続し、翼の荷重を胴体に伝えるための構造部材は次のうちどれか。

　　　（１）   キャリブレーション・スパー 　　　（２）   ロード・スパー

　　　（３）   ロード・キャリスル 　　　（４）   キャリスル・メンバ

問12   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ロード・ドロッピング

　　　（３）   ダブル

　　　（４）   バック・アップ

問13   疲れ限度を上昇させる要素で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   高周波焼入れ 　　　（２）   メッキ処理

　　　（３）   窒化処理 　　　（４）   ショット・ピーニング

問14　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15   シリコン・ゴムの特質で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   耐候性に劣る。　　　　　 　　　（２）   電気絶縁性に優れている。

　　　（３）   耐寒性に優れている。 　　　（４）   耐熱性に優れている。　　　

問16   ブリード・エアの用途で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ハイドロ・リザーバの加圧 　　　（２）   エンジン・スタータ用エア

（３） バキューム式・ウェスト・タンクの加圧 （４） 空調及び与圧用エア　　　（３）   バキューム式・ウェスト・タンクの加圧 　　（４）   空調及び与圧用エア

問17   燃料タンク内に水が溜まる原因として最も考えられるものは次のうちどれか。

　　　（１）   燃料補給車から水が混入する。

　　　（２）   燃料の化学変化によって水が生成される。

　　　（３）   タンク内余積の空気が冷やされて内壁に結露する。

　　　（４）   燃料自体に多量の水分が含まれていて徐々に分離する。

問18  ノーズ・ランディング・ギアのセンタリング・カムに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   着陸滑走中、方向性を保持している。

　　　（２）   タキシング中、前脚のタイヤが常に正面を向くようにするステアリングの機構である。

　　　（３）   離陸後、前脚のタイヤが正面を向くようにしている。

　　　（４）   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19   油圧系統で所定の圧力以下に低下すると油路を遮断する機能を持ったバルブは次のうちどれか。

　　　（１）   プライオリティ・バルブ　 　　　（２）   シーケンス・バルブ

　　　（３）   シャトル・バルブ　　　 　  　　　（４）   セレクタ・バルブ

問20   スタティック・ディスチャージャの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機体の避雷針の役目をする。

　　　（２）   機体への落雷時、動翼等の溶着を防ぐ。

　　　（３）   機体に帯電した静電気を放電する。

　　　（４）   機体の電気抵抗を少なくし、腐食を防ぐ。

一運整・飛行機・機体3/4数]一運整・飛行機・機体3/4数]



問21   Ni－Cdバッテリの中和剤で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   蒸留水　　　　　　　　　 　 　　　（２）   硫酸　　　　　　　　　　  

　　　（３）   ホウ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）   重炭酸ナトリウム

問22   デジタル機器の利点で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   故障が少なく信頼性が高い。

　　　（２）   修理や改造が簡単である。

　　　（３）   自己診断機能があり、故障探求が容易にできる。

　　　（４）   データ・バスの通信方向は双方向に限られるため重量軽減となる。

問23   プロキシミティ・スイッチに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   スイッチとターゲットとの間に機械的接触はない。

　　　（２）   感知する部分はコイルのみであるため信頼度が高い。

　　　（３）   ターゲットには金属を用いる。

　　　（４）   静電容量を検出し、トランジスタを制御している。

問24   マーカ・ビーコン表示色と音声周波数の組み合わせで次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   インナー・マーカは白色で３,０００Hｚ　

　　　（２）   ミドル・マーカは赤色で１,３００Hｚ

　　　（３）   アウタ・マーカは青色で４００Hｚ

問25   オートスロットルに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   設定した機速を保つことができる。

　　　（２）   エンゲージしたままでも手動で推力設定することができる。

（３） 手動 自動操縦のいずれの場合でも使用できる　　　（３）   手動、自動操縦のいずれの場合でも使用できる。

　　　（４）   離陸時は機体の引き起こし速度を設定する。

一運整・飛行機・機体4/4数]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 Ｌ１HＸ０９１０７０

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）機体　1/4



問 1   耐空性審査要領において終極荷重の定義で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   常用運用状態において予想される最大の荷重

　　　（２）   終極重量に荷重倍数を乗じたもの

　　　（３）   制限荷重に適当な安全率を乗じたもの

　　　（４）   常用運用状態で航空機に働く最大の荷重

問 2　標準大気の定義で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   空気が乾燥した完全ガスであること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱の760 mm であること。

　　　（４）   海面上からの温度が-60.0 ℃（-76.0°Ｆ）になるまでの温度こう配は、-6.5 ℃/ｍ　

　　　　　　　であり、それ以上の高度では温度は一定であること。

　　　（５）   海面上の密度が0.12492 kg･s２/m４であること。

問 3   層流と乱流の性質で次のうち誤っているものはどれか。                          

　　　（１）   乱流は層流より境界層の厚さが薄い。                                

　　　（２）   層流は乱流より摩擦抵抗が小さい。                              

　　　（３）   乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。                              

　　　（４）   流速は層流中では規則的に、乱流中では不規則に変化している。    

問 4   次の文章の空欄に当てはまる語句の組み合わせで正しいものはどれか。

　　　

　　　
ベルヌーイの定理とは、動圧と静圧の関係を示すもので「１つの流れのなかにおいては動圧と静
圧の和、すなわち、全圧は（　a　）」としており、静圧と動圧は互いに補い合うかたちにな
る。物体に対する流体の流れの速度が速いときは動圧は（　b　）なり、静圧は（　c　）なる。　　　

　　　　　　　　（a）　　　　　　　　　（b）　　　　　　 （c）　　　　　　　

　　　（１）    常に一定である。　　　　大きく　　　　　　　高く

　　　（２）    常に一定である。　　　　大きく　　　　　　　低く

　　　（３）    常に変動している。　　　小さく　　　　　　　高く

　　　（４）    常に変動している。　　　大きく　　　　　　　低く

問 5   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）　翼弦長とは、翼の前縁と後縁とを結ぶ直線の長さをいう。

　　　（２）   縦横比とは、翼幅の２乗を翼面積で除したものである。

　　　（３）   迎角とは、気流の方向と翼弦線のなす角度をいう。

　　　（４）   キャンバとは、翼弦線と翼上面の距離をいう。

問 6　ジャイロの「剛性」の説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   外力に抗して、回転軸を一定方向に維持しようとする性質

　　　（２）   外力を加えたとき、外力とは直角の方向に姿勢を変える性質

　　　（３）   外力を加えたとき、外力と反対の方向に姿勢を変える性質

　　　（４）   外力を加えたとき、外力と同じ方向に姿勢を変える性質

問 7　

　　　（１）   ブレードの回転数とブレードの自重　　　

　　　（２）   ブレードの形状と機体重量

　　　（３）   ブレードの遠心力と揚力との合力

　　　（４）   ブレードの対気速度と馬力荷重の和

フラッピング・ヒンジを有するヘリコプタでブレードのコーニング角が決まる要素について
次のうち正しいものはどれか。

一運整（回）機体　2/4



問 8   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）   翼端失速を遅らせるため

　　　（３）   前進側の翼と後退側の翼の揚力の不均衡を減少させるため

　　　（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 9   トランスミッションに使用されるベアリングの種類で次のうち誤っているものどれか。

　　　（１）   トーマス・ベアリング　　　 　　　（２）   ローラ・ベアリング　

　　　（３）   テーパード・ローラ・ベアリング 　　　　　　（４）   アンギュラ・コンタクト・ベアリング 　　

問10  フリーホイール・クラッチの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   プラネタリ型　　　　　　（２）   スプラグ型　 　　　（３）   ローラ型　　　　

問11  ヘリコプタに発生する自励振動で、空気力学的不安定（フラッタ）でないものは次のうちどれか。

　　　（１）   クラシカル・フラッタ　　 　　　（２）   フラップ・ラグ・インスタビリティ　　　

　　　（３）   ウィービング　　　　 　　　（４）   地上共振

問12  トランスミッションの機能に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   発動機からの出力を制御する。

　　　（２）   ロータのサイクリック・ピッチを制御する。

　　　（３）   発動機からの出力をメイン・ロータへ伝達する。

　　　（４）   発動機の回転速度を制御する。

問13  標準大気状態の海面高度近くをヘリコプタが速度90Km/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）   39.06 Kg/m2 　　　（２）   125.25 Kg/m2

　　　（３）   156.25 Kg/m2 　　　（４）   202.25 Kg/m2

問14  疲れ限度を上昇させる要素で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   高周波焼入れ 　　　（２）   メッキ処理

　　　（３）   窒化処理 　　　（４）   ショット・ピーニング

問15  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  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          　　　　   

のはどれか。

一運整（回）機体　3/4



問18　油圧系統で流体の圧力が規定値以上になることを防ぐ目的の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）   セレクタ・バルブ 　　　（４）   リリーフ・バルブ

問19   複合材料の超音波による非破壊検査法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   透過法                           　　　（２）   共振法          

　　　（３）   反射法 　　　（４）   浸透法                              

問20　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

（１） 0 0 0 A

（２） 1 0 1 C

（３） 0 1 1 B

（４） 1 1 1

問21　次の計器のうちで静圧を利用していないものはどれか。

　　　（１）   気圧高度計　　　　 　　　（２）   対気速度計　　

　　　（３）   昇降計　　　 　　　（４）   旋回計

問22　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　　　（４）   どちらか一方は自動操縦装置用である。

問23   センス・アンテナ及びループ・アンテナを必要とする装置は次のうちどれか。

　　　（１）   ＡＤＦ 　　　（２）   ＶＯＲ

　　　（３）   ＮＤＢ 　　　（４）   ＩＬＳ

問24   オートパイロットの機能で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   機首方位設定（HDG SEL）モード

　　　（２）   高度保持（ALT Hold）モード

　　　（３）   ヨー・レート（肩揺れ防止）モード

　　　（４）   VOR/LOCモード

問25   気象レーダに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   周波数の違いによりCバンド・レーダとXバンド・レーダがある。

　　　（２）   Cバンド・レーダは降雨によるレーダ波の減衰が少ない。

　　　（３）   Xバンド・レーダは雨域や密雲の切れ目がはっきり映し出せる。

　　　（４）   海岸線、河川等を地図のように画像化することはできない。

一運整（回）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。 

科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号

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

Ｌ２ＡＸ０９１０７０

二運整・飛行機・機体1/4



問 1   標準大気の定義で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   空気が乾燥した完全ガスであること。

　　　（２）   海面上における温度が15 ℃ であること。

　　　（３）   海面上の気圧が、水銀柱の760 mm であること。

　　　（４）   海面上からの温度が-60.0 ℃（-76.0°Ｆ）になるまでの温度こう配は、-6.5 ℃/ｍであり、　

　　　　　　　それ以上の高度では温度は一定とする。

　　　（５）   海面上の密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 2　単位について次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   距離1nm（海里）は1.85kmである。 　　　（２）   重量1kgは2.2lbである。

　　　（３）   圧力1気圧は14.7inHgである。 　　　（４）   長さ1inは25.4mmである。

問 3   レイノルズ数の説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   レイノルズ数はρvd/μで表される。　　　　　　　　      

　　　（２）   流体の粘性はレイノルズ数に影響しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（３）   層流から乱流に変わる点のレイノルズ数を境界レイノルズ数という。

問 4   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。　　　　

　　　（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 5   矩形翼の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   翼端と翼根元部の翼弦長が等しい。 　　　（２）   翼端失速の傾向が少ない。

　　　（３）   翼根元の曲げモーメントが小さい。 　　　（４）   製作が容易である。

問 6   標準大気において海面高度近くを速度100km/hで飛行しているときの動圧はいくらか、次の中から選べ。

　　　（１）   12.5kg/m２ 　　　（２）   49kg/m２

　　　（３）   100kg/m２ 　　　（４）   144kg/m２

問 7   操舵力の軽減を目的としているもので次のうち誤っているのはどれか。

　　　（１）   マス・バランス 　　　（２）   オーバハング・バランス

　　　（３）   シール・バランス 　　　（４）   ホーン・バランス

問 8   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 9   水平尾翼の効果で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   旋回時のすべりを防止する。 　　　（２）   ダッチ・ロールを防止する。

　　　（３）   縦方向の安定を図る。 　　　（４）   主翼の揚力不足を補う。

二運整・飛行機・機体2/4



問10   右図はある構造部材にかかる２つの力を表したものである。合力は何kgとなるか。

　　　 次のうち正しいものを選べ。

　　　（１）     3.6 Kg                           ６Ｋg

　　　（２）     6.4 Kg                          

　　　（３）     7.0 Kg 

　　　（４）   10.0 Kg 8 Kg

問11   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問12　アルクラッド板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）   耐食性を良くする。 　　　（４）   耐摩耗性を良くする。

問13   安全線（Safety Wire）の材質と使用する場所について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   炭素鋼は非常用装置に使用する。

　　　（２）   耐食鋼はエンジン等の高温部に使用する。

　　　（３）   インコネルは500○Fまでの腐食しやすいところに使用する。

　　　（４）   5056 アルミニウム合金はマグネシウムと接触するところに使用する。

問14   テフロン・ホースの特徴で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   作動油には侵されるが、燃料及び滑油には侵されない。

　　　（２）   経年劣化を生じないので半永久的に使用できる。

　　　（３）   使用温度範囲は０℃～５０℃程度である。

　　　（４）   ゴム・ホースに比べ弾力性に富む。

問15   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で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   焼なまし　　　　 　　　（２）   焼ならし

　　　（３）   焼入れ　 　　　（４）   焼戻し

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の強度が低い。

問17   操縦系統に使用されているベルクランクの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ケ－ブルの張力を一定にする。 　　　（２）   舵の剛性を上げる。

　　　（３）   リンクの運動方向を変える。 　　　（４）   ケ－ブルの振動を防ぐ。

問18   燃料系統に装備されているブ－スタ・ポンプの目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   機体姿勢の変化による燃料のタンクへの逆流を防ぐ。

　　　（２）   複数のタンクの燃料消費を均等にする。

　　　（３）   燃料中の水分を分離する。

　　　（４）   燃料の途切れを防ぎキャビテ－ションを防止する。

二運整・飛行機・機体3/4



問19   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20   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21   電気回路に設けられているサーキット・ブレーカの作動原理で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   抵抗を感知して作動する。 　　　（２）   逆電流を感知して作動する。

　　　（３）   電圧を感知して作動する。 　　　（４）   熱を感知して作動する。

問22   インバータの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   直流電圧を調整する。 　　　（２）   直流を交流に変換する。

　　　（３）   交流電圧を高める。 　　　（４）   交流を整流する。

問23   飛行機に装備されている航空灯の種類と部位について次のうち正しいものはどれか。         　　

　　　（１）

　　　（２）

　　　（３）

　　　（４）

問24　ジャイロシン・コンパス系統のフラックス・バルブの機能について次のうち正しいものはどれか。       

　　　（１）   コンパスの信号を電波障害から保護する。

　　　（２）   機体の磁気の影響を取り除き、コンパスの指示を正確にする。

　　　（３）   地磁気を検出し、コンパスの指示を正確にする。

　　　（４）   コンパスの信号を増幅させる。

問25   ＡＴＣトランスポンダの機能について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   航空機からＡＴＣ地上局へ航空機の種類（回転翼航空機等）について送信する。

　　　（２）   ＡＴＣ地上局からの航空機の方位を自動的に測定する。

　　　（３）   ＡＴＣ地上局からの質問信号に対して、航空機の高度等を自動的に応答する。

　　　（４）   ＡＴＣ地上局から航空機までの距離を自動的に測定する。

赤 緑 白

Ｃ

前部左方 前部右方 後部

白 青 橙

緑 白 赤

青 緑 白
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　航　空　従　事　者　学　科　試　験　問　題

☆注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マ－クシ－ト）の所定欄に、「受験番号」、

「受験番号のマ－ク」、「科目」、「科目コ－ド」、「科目コ－ドのマ－ク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマ－ク」、「科目コ－ド」又は「科目コ－ドのマ－ク」

に誤りがある場合は、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。 

Ｌ２ＧＸ０９１０７０科　目 機　　体〔科目コ－ド：０９〕 記　号

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）

二運整・上滑・動滑・機体1/4数]



問 1　耐空性審査要領における速度の定義で設計飛行機曳航速度は次のうちどれか。

　　　（１）   VC 　　　（２）   VA

　　　（３）   VD 　　　（４）   VT

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。

問 3　次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   長さ1inは25.4mmである。 　　　（２）   距離1nm（海里）は1.85kmである。

　　　（３）   重量1lbは2.2kgである。 　　　（４）   1気圧は760mmHgである。

問 4　飛行速度Ｖ、空気密度ρのとき、正しい動圧の式は次のうちどれか。

　　　（１）   ２ρＶ　　　　　　　　　　　　　　  　　　（２）   ρＶ/２

　　　（３）   ρＶ２ 　　　（４）   ρＶ２/２

問 5   矩形翼の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   翼端と翼根元部の翼弦長が等しい長方形の形を持った翼である。

　　　（２）   製作を容易にするため、翼端と翼根元部とで同じ翼型を使っていることが多い。

　　　（３）   翼端部の揚力が大きいので、翼の根元には大きな曲げモーメントが加わる。

　　　（４）   翼端失速の傾向が大きい。

問 6   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。　　　　

　　　（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 7   主翼にねじり下げをつける目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   主翼の強度を増す。　　　　　 　　　（２）   横滑りを防止する。

　　　（３）   翼端失速を防止する。　　　　　 　　　（４）   翼端渦を発生させる。

問 8   翼面積18ｍ２、翼幅17ｍの翼の縦横比で下記のうち最も近い値を選べ。

　　　（１）   １.１ 　　　（２）   ６.２

　　　（３）   １６.１ 　　　（４）   １９.１

問 9　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）   速度が大きいほど大きい。

　　　（２）   引き起こしの半径が大きいほど大きい。

　　　（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。　　　

二運整・上滑・動滑・機体2/4数]



問10   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410cm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11   セミモノコック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）   フレ－ム

　　　（３）   スキン 　　　（４）   バルクヘッド

問12   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問13   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14   トルク・レンチの種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   リミット式                 　　　（２）   プッシュ・プル式

　　　（３）   ビーム式              　　　（４）   ダイヤル式

問15  メガーの使用目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   コンデンサの容量を測定する。 　　　（２）   同軸ケーブルの絶縁抵抗を測定する。

　　　（３）   バッテリの電圧を測定する。 　　　（４）   抵抗器の抵抗値を測定する。

問16   次のプラスチック材で熱硬化性樹脂はどれか。

　　　（１）   エポキシ樹脂 　　　（２）   ポリアミド樹脂

　　　（３）   アクリル樹脂 　　　（４）   フッ素樹脂

問17   接着作業における時間制限の種類で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   ポット・ライフ      　　　（２）   閉鎖たい積時間   

　　　（３）   圧締時間 　　　（４）   浸透時間            

問18   木材に適した接着剤は次のうちどれか。

　　　（１）   ネオプレン系 　　　（２）   シリコン・ゴム系

　　　（３）   チオコール系 　　　（４）   エポキシ樹脂系

問19   アルミニウム合金の塗装下塗り用に使用する塗料は次のうちどれか。

　　　（１）   航空機用エナメル          　　　（２）   ウォッシュ・プライマ                      

　　　（３）   シリコン樹脂塗料　 　　　（４）   航空機用ラッカー

二運整・上滑・動滑・機体3/4数]



問20   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21　14Vの直流電気回路に5Ω及び10Ωの抵抗を直列に結線した場合の電流で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ０.９３A    　　　（２）   １.０７A  

　　　（３）   １.４A   　　　（４）   １.８７A  

問22　鉛バッテリの補充液で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ほう酸        　 　　      　　　（２）   希塩酸

　　　（３）   水酸化カリウム   　　   　　　（４）   蒸留水

問23　航空機に使用されている電線の材質について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   ステンレス鋼  　           　　　（２）   銅

　　　（３）   チタニウム合金        　　　（４）   炭素鋼

問24　磁気コンパスのケース内に封入されている液体の目的で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   温度変化による誤差を減少させる。

　　　（２）   気圧変化による誤差を減少させる。

　　　（３）   無線機器による誤差を減少させる。

　　　（４）   摩擦による誤差を減少させる。

問25   次の計器のうち真空空盒と開放空盒の両方を持つものはどれか。

　　　（１）   吸気圧力計　　 　　　（２）   昇降計　　　　　

　　　（３）   高度計　　　　 　　　（４）   速度計

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。

（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。

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 分資　　格

Ｔ１ＡT１７１０７０記　　　　号

一等航空整備士　（飛　行　機）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

注 意

☆ 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 次の文は耐空性審査要領の「定義」を記述したものであるが、文中の（　）に入る語句の
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。

この要領においてピストン発動機、（ア）発動機及びターボシャフト発動機の「離陸出力
定格」とは、（イ）において第Ⅶ部で設定される発動機の運用限界内で得られる静止状態
における（ウ）であって、その使用が（エ）されるものをいう。

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

問 ２ 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

ターボファン 海面上標準状態 ジェット推力 １０分間に制限
ターボプロップ 海面上標準状態 軸出力 ５分間に制限

標準大気状態 ジェット推力 ５分間に制限
ターボプロップ 標準大気状態 軸出力 １０分間に制限

（ア） （イ） （ウ） （エ）
ターボファン

問 ３ 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 ４ 下図はブレイトン・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
「定圧放熱」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
（６） 7 ～ 1

一整（飛）　タービン　　- 2／8 -



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） 出力の 90 ～ 95 % を軸出力として取り出している。
（Ｄ） エンジン出力は一般的にプロペラ駆動トルクで設定する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 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） 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・エンジンでは飛行速度があるときのみ使用できる。

（Ｂ） ターボジェット・エンジン及びターボファン・エンジンの静止状態での運転では、
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） 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。

（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
を求めることができる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ 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 ８ 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 湿度が増加すると、その水蒸気圧力分だけ単位体積あたりの空気量を増加させるため、
出力はわずかに低下する。

（Ｂ） 湿度が増加すると、その水蒸気圧力分だけ単位体積あたりの空気量を減少させるため、
出力は大きく増加する。

（Ｃ） 湿度が減少すると、その水蒸気圧力分だけ単位体積あたりの空気量を減少させるため、
出力はわずかに増加する。

（Ｄ） 湿度は出力に影響を及ぼすが、その割合は極めて大きい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ９ レイノルズ数効果に関する説明で（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） レイノルズ数が低下するに従ってコンプレッサ・ブレードの効率が低下する現象
をレイノルズ数効果という。

（Ｂ） 空気密度は温度と圧力により変化し、粘度は温度によってのみ変化する。
（Ｃ） 36,000 ft 以下では気温の低下が気圧の低下より大きいため、空気密度は比較的

穏やかに減少し、レイノルズ数も比較的穏やかに低下する。
（Ｄ） 36,000 ft 以上では気圧が一定となるが気温は低下を続けるため、空気密度は大

勾配で減少し、レイノルズ数も急激に低下する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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 下図に示す減速装置で、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
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問 12 亜音速エア・インレットに関する説明で（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） 乱れのない均一に分布した空気流をエンジンに送り込む。
（Ｂ） ラム・エア速度をエンジン入口で可能な限り高い動圧に変換する。
（Ｃ） エンジンに流入する空気速度を可能な限り加速する。
（Ｄ） ダクトの空気抵抗を最大限に保つ。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 コンプレッサのストールに関する説明で（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） 軸流コンプレッサのエンジン回転数が高い場合は、コンプレッサの前段でストール
を起こし、エンジン回転数が低い場合は後段でストールを起こし易い。

（Ｂ） 軸流コンプレッサの抽気弁は前段に設けられ、エンジンの低回転数時に圧縮空気の
一部を外へ抽気する。

（Ｃ） コンプレッサを多軸構造とすることで、コンプレッサ 1 軸当たりの圧力比を比較
的低い圧力比とすることができる。

（Ｄ） バリアブル・ステータ・ベーンは、始動時は流入面積を広くしているが、エンジン
回転数が増加するに従い流入面積を狭くする。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 14 タービン・エンジンの燃焼室の性能に関する説明で（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） タービン・エンジンの燃焼効率は海面高度での離陸出力時に、ほぼ 100％に達する。
（Ｂ） 圧力損失とは燃焼室入口から出口までの間の総圧力損失をいう。
（Ｃ） アニュラ型燃焼室は燃焼負荷率を最も小さくすることができるため小型にできる。
（Ｄ） 高空再着火性能は飛行速度に左右されるが、飛行高度には左右されない。

（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） インパルス型タービンを通過する燃焼ガスは、動翼の出入口において圧力変化はなく
相対速度は一定である。

（Ｂ） リアクション型タービンを通過する燃焼ガスはノズル・ガイド・ベーンと同様のノズ
ル効果によって、動翼においても燃焼ガスの流速を更に加速する。

（Ｃ） リアクション・インパルス型タービンは反動・衝動型で、根元がインパルス型、先端
がリアクション型になっている。

（Ｄ） ノズル・ガイド・ベーンは燃焼ガスの持つ圧力エネルギを速度エネルギに変換するが、
ノズル・ガイド・ベーンの入口面積が大き過ぎる場合、高い燃料消費となる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 16 デュプレックス型燃料ノズルで（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 一次燃料オリフィスが閉塞したときはバック・アップとして二次燃料オリフィスから
燃料を噴射する。

（Ｂ） エンジン始動時は一次燃料オリフィスより燃料を噴射する。
（Ｃ） 低出力時は二次燃料オリフィスより、高出力時は一次燃料オリフィスからも燃料を噴

射する。
（Ｄ） 低出力時は一次燃料オリフィスより燃料を狭い範囲で噴射し、高出力時は二次燃料オ

リフィスより燃料を広い範囲で噴射する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

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

が問 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
（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 ターボプロップ・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） 出力軸のねじれ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
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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

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 下図はプロペラの羽根断面を示すものであるが、「羽根角」で次のうち正しいものは
どれか。

（１） α
（２） β
（３） φ

問 23 巡航時のプロペラについて、半径 1.0 m における羽根断面の有効ピッチと幾何ピッチ
の値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。

・ 半径 1.0 m でのプロペラ羽根の迎え角 ： 15 °
・ 半径 1.0 m での羽根角 ： 45 °
・ 円周率 ：  3 .14

（１） 有効ピッチ ： m ・ 幾何ピッチ ： m
（２） 有効ピッチ ： m ・ 幾何ピッチ ： m
（３） 有効ピッチ ： m ・ 幾何ピッチ ： m
（４） 有効ピッチ ： m ・ 幾何ピッチ ： m
（５） 有効ピッチ ： m ・ 幾何ピッチ ： m

5.44 9.42
9.42 6.28

3.63 4.71
6.28 3.63
3.63 6.28
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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

問 25 プロペラ系統が発生源となる無線雑音に関する説明で（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） 無線雑音の発生源としては、ピッチ変更モータ、スリップリング、同期発電機など
が考えられる。

（Ｂ） プロペラ系統の配線にシールド線が使用されている場合、その絶縁不良が原因で発
生することもある。

（Ｃ） 無線雑音の防止法としては、非電気方式、フィルタ方式、シールド方式がある。
（Ｄ） シールド方式に使用されるフィルタには、コンデンサ、誘導子（チョーク・コイル）

などが用いられる。

（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。

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

注 意

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 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 分資　　格 一等航空整備士　（回転翼航空機）

Ｔ１ＨT１７１０７０記　　　　号

☆ 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 次の文は耐空性審査要領の「定義」を記述したものであるが、文中の（　）に入る語句の
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。

この要領において回転翼航空機用タービン発動機の「 1 発動機不作動時の 30 分間出力定
格」とは、本要領第Ⅶ部で証明された発動機に設定された運用限界内の規定の（ア）及び
（イ）の静止状態で得られる承認された（ウ）であって、多発回転翼航空機の 1 発動機不
作動後の使用が 30 分間に制限されるものをいう。

（１） ・ ・
（２） ・ ・
（３） ・ ・
（４） ・ ・

問 ２ 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、推力重量比により比較される。

（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、推力燃料消費率により比較される。

（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、飛行中のエンジン停止率により比較される。

（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。

大気温度
温度 絶対高度 軸出力
圧力 相対高度 定格出力

軸出力
密度 大気圧力 定格出力

（ア） （イ）

高度

（ウ）

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 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
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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
（６） 7 ～ 1

問 ５ 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 ６ 推力燃料消費率の単位で（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） lb / hr / lb
（Ｂ） kg / hr / sec
（Ｃ） sec / kg / hr
（Ｄ） hr / lb / hr

（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 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
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問 ８ 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 大気温度が高くなると単位体積当たりの空気重量が減り出力は減少する。
（Ｂ） 大気温度が低くなると単位体積当たりの空気重量が増え出力は増加する。
（Ｃ） 飛行高度が高くなると大気温度の低下の影響よりも大気圧力の影響の方が小さくなる。
（Ｄ） 湿度は出力に影響を及ぼすが、その割合は極めて小さい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ９ 平歯車式減速装置の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 減速装置の重量が大きくなる。
（Ｂ） 噛合歯数が多いため歯面荷重が小さい。
（Ｃ） 入力軸と出力軸は同一線上にできる。
（Ｄ） 構造が複雑で部品点数が多く、減速比の選定で制約がある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 下図に示す遊星歯車減速装置で、出力軸の回転数および入力軸を図のように回転した場合
の出力軸の回転方向で次のうち正しいものはどれか。　
下記のうち も近い値を選べ。

・ 太陽歯車の回転方向 ： 左回り
・ 太陽歯車の歯数 ： 20
・ 遊星歯車の回転数 ： 2,000 rpm
・ 遊星歯車の歯数 ： 45
・ 固定歯車の歯数 ： 100

（１） 333.33  rpm ： 左回り
（２） 400.00  rpm ： 左回り
（３） 400.00  rpm ： 右回り
（４） 900.00  rpm ： 左回り
（５） 900.00  rpm ： 右回り

問 11 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 12 リバース・フロー型燃焼室に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 基本的にカニュラ型燃焼室の変形である。
（Ｂ） 燃焼の流れの方向が 90 度変化することにより効率の損失を生ずるが、圧縮機出口

空気の予熱などに使用される利点がある。
（Ｃ） エンジンの全長を長くでき小型軽量化することができる。
（Ｄ） 小型ターボジェット・エンジンに多用されている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 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 14 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） 段を構成するノズルと動翼における膨張のうち、静翼が受け持つ膨張の比率を反動度
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インパルス型タービン
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リアクション型タービ
ンという。

（Ｄ） ブレードの先端がリアクション型、根元がインパルス型のタービンをリアクション・
インパルス型タービンという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 下図は空冷タービン・ブレードを示すものであるが、「インピンジメント冷却ブレード」
で次のうち正しいものはどれか。

（１） Ａ
（２） Ｂ
（３） Ｃ

一整（回）　タービン　　- 5／8 -



問 16 ターボシャフト・エンジンの緊急代替燃料として使用する航空ガソリンの注意事項で
（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） ジェット燃料より潤滑性が劣るため、燃料ポンプに過度の磨耗を生ずる。
（Ｂ） ジェット燃料よりレイド蒸気圧が高いため、ベーパ・ロックを起こしやすい。
（Ｃ） キャビテーションを発生するため、飛行高度、燃料温度に制限が加えられる。
（Ｄ） 航空ガソリンに含まれる四エチル鉛が高温のタービン・ブレードに接触することに

より、タービン・ブレードの腐食の原因となる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 17 タービン・エンジン用滑油に関する説明で（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） 現在、タービン・エンジン用潤滑油に使用されいてる鉱物油には、タイプⅠオイル、
タイプⅡオイル、アドバンスド・タイプⅡオイルなどがある。

（Ｂ） タイプⅠオイルよりタイプⅡオイルの方が耐熱特性が優れている。
（Ｃ） タイプⅠオイルよりタイプⅡオイルの方が引火点が高い。
（Ｄ） アンチ・コーキング特性とは、熱分解で発生するスラッジの炭化による滑油の流れ阻

害を防止する特性をいう。

（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） 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 19 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
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問 20 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

問 21 タービン・ノズル・ガイド・ベーンに使用される材料で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） チタニウム合金
（Ｂ） 低合金鋼
（Ｃ） ニッケル基耐熱合金
（Ｄ） コバルト基耐熱合金

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 滑油の分光分析（SOAP）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） 滑油中に含まれる微細な金属の検出とその発生をモニタする。
（Ｂ） 採取されたサンプルを電気アーク等により燃焼発光させ、金属成分の持つ固有の

光の波長からサンプル中に含まれる微細な金属とその含有量を把握する。
（Ｃ） 磨耗型の不具合に有効であり、初期段階での不具合発見に活用できる。
（Ｄ） 破壊型の不具合には、採取される金属粒子が大きいため効果が薄い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 ピストン・エンジンと比較した場合のターボシャフト・エンジンの利点で（Ａ）～（Ｄ）
のうち正しいものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 出力当たりの重量が小さい。
（Ｂ） 出力当たりの容積が大きい。
（Ｃ） 熱効率が若干良いため燃料消費量が少ない。
（Ｄ） 出力軸回転数が低いので、トランスミッションの重量、容積が大きくなる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 24 タービン・エンジンの始動に関する説明で（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） ウエット・スタートは、着火後、排気ガス温度が上昇し始動温度リミットを超える現
象で、エンジン回転数に対する燃料流量が過多な場合に起こる。

（Ｂ） ハング・スタートは、燃焼開始後、所定時間内にアイドル回転数まで達したあと加速
しない現象で、スタータのトルクが不足している場合に起こる。

（Ｃ） ホット・スタートは、燃料は供給されているが着火しない現象で、ハイ・テンショ
ン・リードが断線している場合に起こる。

（Ｄ） ノーマル・スタートは、始動操作により始動できない現象で、スタータが作動しない
場合に起こる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 25 エンジン・インレットに使用されているエア・クリーナに関する説明で（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） エア・クリーナには、インレット・スクリーン、インレット・フィルター、インレッ
ト・パーティクル・セパレータがある。

（Ｂ） インレット・スクリーンよりインレット・フィルターの方が圧力損失が小さい。
（Ｃ） インレット・パーティクル・セパレータの異物除去率が 90 % ～ 98 % であるため、

それに比例し圧力損失も大きい。
（Ｄ） インレット・パーティクル・セパレータは異物の除去に遠心力を利用するものもある。

（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。

（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

注 意

M18

科　　目 タービン発動機　〔科目コード１７〕

題数及び時間 ２０ 題　　１ 時間資　　格 二等航空整備士　（飛　行　機）

記　　　　号 Ｔ２ＡT１７１０７０

☆ 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 次の文は耐空性審査要領の「定義」を記述したものであるが、文中の（　）に入る語句の
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。

この要領においてピストン発動機、（ア）発動機及びターボシャフト発動機の「連続最大
出力定格」とは、各規定（イ）の（ウ）において、第Ⅶ部で設定される発動機の運用限界
内で静止状態又は飛行状態で得られ、かつ、連続使用可能な（エ）をいう。

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

問 ２ 下図はブレイトン・サイクルを示すものであるが、「定圧加熱」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
（６） 7 ～ 1

（ウ）（ア） （イ）

圧力 標準大気状態 ジェット推力
ターボファン 高度 海面上標準状態 ジェット推力

ターボプロップ 圧力 海面上標準状態 軸出力

（エ）
ターボプロップ 高度 標準大気状態 軸出力
ターボファン

問 ３ 下図は空冷タービン・ブレードを示すものであるが、「コンベクション冷却ブレード」
で次のうち正しいものはどれか。

（１） Ａ
（２） Ｂ
（３） Ｃ

問 ４ 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。
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問 ５ 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 ６ プロペラに装備されるカウンタウエイトの説明で次のうち正しいものはどれか。

（１） プロペラ羽根を低ピッチ方向へ回すように働く。
（２） プロペラ羽根を高ピッチ方向へ回すように働く。
（３） プロペラ羽根をアン・フェザ方向へ回すように働く。
（４） プロペラ羽根を逆ピッチ方向へ回すように働く。

問 ７ 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 ８ 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「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。

（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 ９ 推力燃料消費率の単位で（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） lb / hr / lb
（Ｂ） kg / hr / sec
（Ｃ） sec / kg / hr
（Ｄ） hr / lb / hr

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 10 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 大気圧力が減少すると単位体積当たりの空気重量が増え出力は増加する。
（Ｂ） 大気圧力が減少すると単位体積当たりの空気重量が増え出力は減少する。
（Ｃ） 飛行高度が高くなると大気温度の低下の影響よりも大気圧力の影響の方が小さくなる。
（Ｄ） 湿度は出力に影響を及ぼすが、その割合は極めて小さい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 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 12 遊星歯車減速装置の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） コンパクトで大きな減速比が得られる。
（Ｂ） 噛合歯数が少ないため歯面荷重が大きい。
（Ｃ） 入力軸と出力軸は同一線上とならない。
（Ｄ） 構造が簡素であり、減速比の選定が容易である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 13 コンプレッサ・ブレードに関する説明で（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） ブレードの根元から先端にかけ大きなねじれが付けられている理由は、空気流の半径
方向の流速を一定にするためである。

（Ｂ） ブレード長さは前段より後段の方が長い。
（Ｃ） ブレードの翼型断面には、一般的に薄肉尖頭の円弧断面型翼型が使用されている。
（Ｄ） ブレードのディスクへの取付方法には一般的にダブテール方式が多用され、他にもピ

ン・ジョイント方式が使われているものもある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 14 アニュラ型燃焼室に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 使用できる空間を有効に使うことができる。
（Ｂ） 同じ空気量では直径を小さくできる。
（Ｃ） 燃焼室の構造が簡素で軽量である。
（Ｄ） 均等な燃焼が得難く有害排気ガスの発生が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 タービン・ノズル・ガイド・ベーンに関する説明で（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） 燃焼ガスの流れを変化させることにより、動翼に対し適正な方向を与える。
（Ｂ） 燃焼ガスの持つ速度エネルギを圧力エネルギに変換するものである。
（Ｃ） 入口面積が小さ過ぎる場合、エンジン加速時にストールを生じやすく、大き過ぎる

場合、高い燃料消費となる。
（Ｄ） 翼列が形成する通路断面が先細となっている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 ジェット燃料に関する説明で（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） タービン・エンジンに使用される燃料には、ケロシン（低蒸気圧ガソリン）系とワイ
ド・カット（灯油）系がある。

（Ｂ） ケロシン系燃料はケロシンを主体としナフサを含んでいる。
（Ｃ） ワイド・カット系燃料はケロシン留分とナフサ留分が混合された燃料である。
（Ｄ） ワイド・カット系燃料の方がケロシン系燃料より析出点が高い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 17 タービン・ノズル・ガイド・ベーンに使用される材料で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） チタニウム合金
（Ｂ） 低合金鋼
（Ｃ） ニッケル基耐熱合金
（Ｄ） コバルト基耐熱合金

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 18 タービン・エンジンの始動に関する説明で（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） ウエット・スタートは、着火後、排気ガス温度が上昇し始動温度リミットを超える現
象で、エンジン回転数に対する燃料流量が過多な場合に起こる。

（Ｂ） ハング・スタートは、燃焼開始後、所定時間内にアイドル回転数まで達したあと加速
しない現象で、スタータのトルクが不足している場合に起こる。

（Ｃ） ホット・スタートは、燃料は供給されているが着火しない現象で、ハイ・テンショ
ン・リードが断線している場合に起こる。

（Ｄ） ノーマル・スタートは、始動操作により始動できない現象で、スタータが作動しない
場合に起こる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 操縦席から見て、右回転しているプロペラを装備する単発機に働くジャイロモーメントの
説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） ジャイロモーメントによりプロペラ羽根には曲げ応力が発生する。
（Ｂ） ジャイロモーメントによりプロペラ羽根には引張応力が発生する。
（Ｃ） 飛行機が右旋回すると機首上げとなり、左旋回すると機首下げとなる。
（Ｄ） 飛行機は水平飛行から機首を上げると左旋回をし、機首を下げると右旋回をする。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 プロペラの同調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） 多発機に装備されるもので、全てのプロペラを同じ回転速度に維持する。
（Ｂ） 同期モータを用いる方法をマスター・モータ式という。
（Ｃ） エンジンを用いる方法をエンジン・マスター式という。
（Ｄ） マスター・オシレータを用いる方式を電子式という。

（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。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 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

記　　　　号 Ｔ２ＨT１７１０７０

資　　格 二等航空整備士　（回転翼航空機）

注 意

☆ 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 次の文は耐空性審査要領の「定義」を記述したものであるが、文中の（　）に入る語句の
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。

この要領においてピストン発動機、ターボプロップ発動機及び（ア）発動機の「連続最大
出力定格」とは、各規定（イ）の（ウ）において、第Ⅶ部で設定される発動機の運用限界
内で静止状態又は飛行状態で得られ、かつ、連続使用可能な（エ）をいう。

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

問 ２ 下図はブレイトン・サイクルを示すものであるが、「定圧加熱」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
（６） 7 ～ 1

ターボファン 圧力

（ア） （イ） （ウ） （エ）
ターボシャフト 高度 標準大気状態 軸出力

海面上標準状態 軸出力

標準大気状態 ジェット推力
ターボシャフト 圧力 海面上標準状態 ジェット推力
ターボシャフト 温度

問 ３ 下図は空冷タービン・ブレードを示すものであるが、「コンベクション冷却ブレード」
で次のうち正しいものはどれか。

（１） Ａ
（２） Ｂ
（３） Ｃ

問 ４ 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。
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問 ５ 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 ６ 点火系統に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１） イグニッション・エキサイタを取り外す場合、接続されている配線の二次側より外す。
（２） ハイ・テンション・リードには、無線妨害等を防ぐためシールド・ワイアが使用され

ているものもある。
（３） イグニッション・エキサイタには低電圧の AC または DC 電源を必要とする。
（４） サーフェイス・ディスチャージ・タイプ点火プラグはスパーク発生時に約 2,000 V の

電圧が必要となる。

問 ７ 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 ８ 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「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。

（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
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問 ９ 推力燃料消費率の単位で（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） lb / hr / lb
（Ｂ） kg / hr / sec
（Ｃ） sec / kg / hr
（Ｄ） hr / lb / hr

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 大気圧力が減少すると単位体積当たりの空気重量が増え出力は増加する。
（Ｂ） 大気圧力が減少すると単位体積当たりの空気重量が増え出力は減少する。
（Ｃ） 飛行高度が高くなると大気温度の低下の影響よりも大気圧力の影響の方が小さくなる。
（Ｄ） 湿度は出力に影響を及ぼすが、その割合は極めて小さい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 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 12 遊星歯車減速装置の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） コンパクトで大きな減速比が得られる。
（Ｂ） 噛合歯数が少ないため歯面荷重が大きい。
（Ｃ） 入力軸と出力軸は同一線上とならない。
（Ｄ） 構造が簡素であり、減速比の選定が容易である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 13 コンプレッサ・ブレードに関する説明で（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） ブレードの根元から先端にかけ大きなねじれが付けられている理由は、空気流の半径
方向の流速を一定にするためである。

（Ｂ） ブレード長さは前段より後段の方が長い。
（Ｃ） ブレードの翼型断面には、一般的に薄肉尖頭の円弧断面型翼型が使用されている。
（Ｄ） ブレードのディスクへの取付方法には一般的にダブテール方式が多用され、他にもピ

ン・ジョイント方式が使われているものもある。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 14 アニュラ型燃焼室に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。　
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 使用できる空間を有効に使うことができる。
（Ｂ） 同じ空気量では直径を小さくできる。
（Ｃ） 燃焼室の構造が簡素で軽量である。
（Ｄ） 均等な燃焼が得難く有害排気ガスの発生が多い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 15 タービン・ノズル・ガイド・ベーンに関する説明で（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） 燃焼ガスの流れを変化させることにより、動翼に対し適正な方向を与える。
（Ｂ） 燃焼ガスの持つ速度エネルギを圧力エネルギに変換するものである。
（Ｃ） 入口面積が小さ過ぎる場合、エンジン加速時にストールを生じやすく、大き過ぎる

場合、高い燃料消費となる。
（Ｄ） 翼列が形成する通路断面が先細となっている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 ジェット燃料に関する説明で（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） タービン・エンジンに使用される燃料には、ケロシン（低蒸気圧ガソリン）系とワイ
ド・カット（灯油）系がある。

（Ｂ） ケロシン系燃料はケロシンを主体としナフサを含んでいる。
（Ｃ） ワイド・カット系燃料はケロシン留分とナフサ留分が混合された燃料である。
（Ｄ） ワイド・カット系燃料の方がケロシン系燃料より析出点が高い。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 17 タービン・ノズル・ガイド・ベーンに使用される材料で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） チタニウム合金
（Ｂ） 低合金鋼
（Ｃ） ニッケル基耐熱合金
（Ｄ） コバルト基耐熱合金

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 タービン・エンジンの始動に関する説明で（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） ウエット・スタートは、着火後、排気ガス温度が上昇し始動温度リミットを超える現
象で、エンジン回転数に対する燃料流量が過多な場合に起こる。

（Ｂ） ハング・スタートは、燃焼開始後、所定時間内にアイドル回転数まで達したあと加速
しない現象で、スタータのトルクが不足している場合に起こる。

（Ｃ） ホット・スタートは、燃料は供給されているが着火しない現象で、ハイ・テンショ
ン・リードが断線している場合に起こる。

（Ｄ） ノーマル・スタートは、始動操作により始動できない現象で、スタータが作動しない
場合に起こる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 19 出力軸にフリー・タービンを使用することにより得られる利点で（Ａ）～（Ｄ）のうち正し
いものはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） ガスジェネレータ・タービンとパワー・タービンの効率を最適に設計できるため、エ
ンジン全体の性能が改善される。

（Ｂ） ガスジェネレータ・タービンとパワー・タービンの回転速度を個別に選択できるので、
作動上の柔軟性が増す。

（Ｃ） パワー・タービンの回転数は極めて低いので出力軸を増速する必要がある。
（Ｄ） 始動時はパワー・タービンのみを回すため、始動が容易でスタータは小型にできる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 20 排気系統に関する説明で（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） 排気口における背圧を小さくすることにより、排気をスムーズに行っている。
（Ｂ） 排気管を 15 ～ 20 度程度外向きに曲げることにより、排気が胴体、尾翼に当たる

ことを避けているものもある。
（Ｃ） 排気管は軽量化のためアルミニウム合金を使用している。
（Ｄ） エンジンの冷却は、排気流が作り出す負圧を使用しエンジン室内の空気を吸い出し

ているものもある。

（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。

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

☆ １問　５点

☆ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

科　　目

配点

判定基準

タービン発動機〔科目コード：１７〕

資　　格

注意

M20

記　　　　号 Ｌ１ＡＴ１７１０７０

一 等 航 空 運 航 整 備 士 （飛 行 機） 題数及び時間 ２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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問 １ 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１）ダクト・エンジンには、ダクテッドファン、パルスジェットの２種類がある。

（２）タービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、

　　  ターボシャフトの４種類に分類される。　　

（３）航空エンジンは、原則的にピストン、タービン、ダクト、バイパスの４種類の内燃

  　　 機関に大別される。

（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット

　　  推進エンジンと呼び、ターボジェット、ターボファン、ラムジェット、パルスジェット、

　　  ロケットがこの分類に入る。

問 ２ 次の記述のうち誤っているものはどれか。

（１）ターボプロップ・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力で、残り約１０％

　　　を排気ガスのジェット・エネルギとして取り出す。

（２）ターボジェット・エンジンはエンジン出力の１００％を排気ガスのジェット・エネル

　　　ギとして取り出す。

（３）ターボファン・エンジンはファンで圧縮された空気の大部分をそのままエンジン後方

　　　へ噴出させる。

（４）ターボシャフト・エンジンはエンジン出力の約９０％を回転軸出力として取り出す。

問 ３ 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」ことで

　　　ある。

（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」ことで

　　　ある。

（３）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。

（４）完全ガスは理想気体と呼ばれる。

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加えられた熱量はすべて内部への仕事に変わる。

（２）定圧変化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。

（３）定容変化では外部から加えられた熱量はすべて内部エネルギとなる。

（４）断熱変化の膨張では外部からの熱の供給がないので温度は下がる。

問 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容サイクルである。

（４）タービン・エンジンの基本サイクルはブレイトン・サイクルである。

問 ６ 次の記述のうち正しいものはどれか。

（１）ターボプロップ・エンジンではリバース・フロー型の燃焼系統が主に用いられている。

（２）ターボプロップ・エンジンのフリータービン軸は低圧コンプレッサも駆動する。

（３）ターボファン・エンジンのファンは可変ピッチである。

（４）ターボプロップ・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。
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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）エンジン単位重量当たりの出力はやや小さい。

（２）出力部に回転部分だけを有し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 ８ 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）Ｐt２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とは低圧タービン出口の全温度を示す。

問 ９ ＴＳＦＣ（スラスト燃料消費率）の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料容量流量をいう。

（２）総スラストを発生するのに必要な１時間当たりの燃料重量流量をいう。

（３）単位時間内における単位推力当たりの燃料使用量をいう。

（４）単位正味スラストにつき１時間当たりの燃料容量流量をいう。

（５）経済巡航速度で飛行するとき単位距離当たりに消費する燃料重量流量をいう。

問 10 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 11 EPR 計が指示するもので次のうち正しいものはどれか。

（１）タービン出口とコンプレッサ入口の全圧の比

（２）コンプレッサの入口と出口の全圧の比

（３）コンプレッサ出口の全圧とエンジン RPM との比

（４）低圧コンプレッサと高圧コンプレッサの圧力比

問 12 ジェット・エンジンの定格で定められていないのは下記のうちどれか。　 

（１）最大連続定格 （２）離陸定格

（３）最小降下推力定格 （４）最大巡航定格

問 13 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とラジアル荷重を受け持つ。

（２）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。

（３）ボール軸受は熱膨張による伸びを逃がすことができる。

（４）スクイズ・フィルム軸受は油膜を用いて支持剛性を上げ、振動を吸収する。
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問 14 タービン・エンジンで、軸流コンプレッサのブリード・バルブが開いている時期として次のう

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 15 タービン・エンジンのバリアブル・ステータ・ベーンについて次のうち誤っているものは

どれか。

（１）ロータ・ブレードへの流入角を制御する。

（２）圧縮機入口温度と回転数を関数として作動する。

（３）ストール防止のため、エア・ブリードを併用する場合が多い。

（４）アイドルでは全開である。

問 16 タービン・エンジンの燃焼室に流入した空気について次のうち正しいものはどれか。

（１）低出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、高出力時は燃焼と冷却の両方に使わ

        れる。

（２）高出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、低出力時は燃焼と冷却の両方に使わ

        れる。

（３）出力に関わらず全部が燃料と完全に混合して燃焼する。

（４）出力に関わらず燃焼と冷却の両方に使われる。

問 17 タービン・エンジンのシュラウド付きタービン・ブレードについて次のうち誤っているものは

どれか。

（１）ブレードの振動を抑える。

（２）先端部からのガスのリークが少ないのでタービン効率がよい。

（３）冷却効率がよいのでタービン入口温度を高くできる。

（４）翼断面が薄くて空力特性の優れたブレードが作れる。

問 18 ジェット燃料の添加剤として次のうち誤っているものはどれか。

（１）金属不活性化剤 （２）腐食防止剤

（３）不純物除去剤 （４）電導度調整剤

（５）酸化防止剤

問 19 半径（R）の中で、通常プロペラの羽根角（β）を代表するのは次のうちどれか。

（１） プロペラ先端のβ角で代表する。

（２）２／３R、0.7Rまたは3／4Rのところのβ角で代表する。

（３）１／２Rのところのβ角で代表する。

（４）１／３Rのところのβ角で代表する。

問 20 プロペラの前進角について次のうち誤っているものはどれか。

（１）地上滑走中は、プロペラ回転数は小さく機速も小さいが前進角は大きい。

（２）離陸滑走中は、プロペラ回転数は最大であるが機速が小さいので前進角は小さい。

（３）上昇中は、離陸滑走中より前進角は大きくなる。

（４）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。
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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。

２ ０ 題     　５ ０ 分

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 M21

記　　　　号 Ｌ１ＨＴ１７１０７０

一等航空運航整備士（回転翼航空機） 題数及び時間資　　格

注意

配点

判定基準

科　　目 タービン発動機〔科目コード：１７〕
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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）ガスタービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ

　　 シャフトの４種類に分類される。

（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。

（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット

推進エンジンと呼ぶ。

問 ２ 次のうちジェット推進エンジンに分類されないものはどれか。

（１）ロケット・エンジン

（２）パルスジェット・エンジン

（３）ラムジェット・エンジン

（４）ターボプロップ・エンジン

問 ３ 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。

（４）ターボプロップ・エンジンは排気ジェットにより出力の５～１０％の推力を得ている。

問 ４ 「熱力学の第１法則」について次のうち正しいものはどれか。

（１）熱はエネルギの一つの形態であり仕事に変換できるが仕事を熱に変換することはでき

　　　ない。

（２）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。

（３）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。

（４）熱力学の第１法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。

問 ５ ブレイトン・サイクルの過程で次のうち正しいものはどれか。

（１）加熱圧縮 → 定圧加熱 → 加熱膨張 → 定圧放熱

（２）断熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定圧放熱

（３）加熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定圧放熱

（４）断熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定容放熱

問 ６ 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。

（３）ターボファン・エンジンのファンは可変ピッチである。

（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 ７ エンジンの出力を仕事（トルク）に換算するとき用いる1馬力の値で次のうち正しいものは

どれか。

（１）１分間当たり 約45,000 kg・m

（２）１分間当たり 約33,000 kg・m

（３）１分間当たり 約 4,500 kg・m

（４）１分間当たり 約 3,300 kg・m
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問 ８ タービン・エンジンの推進効率について次のうち正しいものはどれか。

     有効推進仕事

エンジン出力エネルギ

エンジン出力エネルギ

    供給燃料エネルギ

      有効推進仕事

   供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ

      有効推進仕事

問 ９ エンジン内部のガス速度が最も大きいところは次のうちどこか。

　 （１）コンプレッサ出口部

（２）タービン・ノズル部

（３）タービン出口部

（４）ディフューザ出口

問 10 タービン・エンジンのモジュール構造について次のうち正しいものはどれか。

（１）コールド・セクションとホット・セクションを一体として交換できるようにした構造

（２）低圧タービンの１段目と２段目を分割交換できるようにした構造

（３）コールド・セクションやホット・セクションなどを分割交換ができるようにした構造

（４）コンプレッサとタービンを一体として交換できるようにした構造

問 11 タービン・エンジンのベアリングについて次のうち正しいものはどれか。

（１）　

（２）

（３）

（４）

（１）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。

（２）ボール・ベアリングのアウタ・レースは回転摩擦を軽減するためすべりを生じるよう

　　   になっている。

（３）ボール・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができる。

（４）オイル・ダンプド・ベアリングは油膜を用いて支持剛性を下げ、振動を吸収する。

問 12 コンプレッサ・ブレードをディスク外周上に固定する方式で次のうち正しいものはどれか。

（１）ピン・ジョイント方式

（２）ハブ・アンド・タイロッド方式

（３）ベーン・アンド・シュラウド方式

（４）ウィング・ディスク方式

問 13 軸流コンプレッサ・ブレードへの流入空気の迎え角はコンプレッサ回転数と何によって決ま

るか。

（１）流入空気ラム圧

（２）流入空気速度

（３）コンプレッサ段数

（４）コンプレッサ圧力比
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問 14 タービン・エンジンの燃焼室に流入した空気について次のうち正しいものはどれか。

（１）低出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、高出力時は燃焼と冷却の両方に使わ

         れる。

（２）高出力時は全部が燃料と完全に混合して燃焼し、低出力時は燃焼と冷却の両方に使わ

         れる。

（３）出力に関わらず全部が燃料と完全に混合して燃焼する。

（４）出力に関わらず燃焼と冷却の両方に使われる。

問 15 シュラウド型タービン・ブレードに関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）ブレードの遠心応力が減少する。

（２）ブレードの振動が増大する。

（３）ブレード先端のガス損失が減少する。

（４）ブレードの冷却効果が増大する。

問 16 ジェット燃料の添加剤として不適切なものはどれか。

（１）酸化防止剤 （２）金属活性剤

（３）腐食防止剤 （４）氷結防止剤

（５）静電気防止剤

問 17 TypeⅡタービン合成油に関する記述で次のうち正しいものはどれか。

（１）TypeⅠに比べて高温時の粘度が低い。

（２）耐熱性に優れている。

（３）TypeⅡは MIL-H-5606 に相当する。

（４）TypeⅠに比べて引火点が低い。

問 18 エンジン・オイルが最も高温になる所で次のうち正しいものはどれか。

（１）圧力ポンプで加圧された直後

（２）高圧コンプレッサ・ベアリングを潤滑した直後

（３）第１段タービン部のベアリングを潤滑した直後

（４）オイル・タンクにリターンされた直後

（５）スカベンジ・ポンプからの吐出時

問 19 パーティクル・セパレータに関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）空気の遠心力を利用する。

（２）砂や氷片等を分離する。

（３）有害排気ガスを分離する。

（４）インレット・スクリーンと併用する。

問 20 ヘリコプタで一般的にアクセサリ・ギア・ボックスにより駆動されるもので次のうち誤ってい

るものはどれか。

（１）ジェネレータ （２）燃料ポンプ

（３）ハイドロ・ポンプ （４）滑油ポンプ
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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

科　　目

配点

判定基準

記　　　　号

注意

M22

Ｌ２ＡＴ１７１０７０

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〕
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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）ガスタービン・エンジンは、ターボバイパス、ターボファン、ターボプロップ、ターボ

　　 シャフトの４種類に分類される。

（３）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。

（４）航空エンジンの中で排気ジェットを直接航空機の推進力に使う形式のものをジェット

推進エンジンと呼ぶ。

問 ２ 次のうちジェット推進エンジンに分類されないものはどれか。

（１）ロケット・エンジン

（２）パルスジェット・エンジン

（３）ラムジェット・エンジン

（４）ターボプロップ・エンジン

問 ３ 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。

（４）ターボプロップ・エンジンは排気ジェットにより出力の５～１０％の推力を得ている。

問 ４ 「熱力学の第１法則」について次のうち正しいものはどれか。

（１）熱はエネルギの一つの形態であり仕事に変換できるが仕事を熱に変換することはでき

　　　ない。

（２）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。

（３）熱と仕事はどちらも固有のエネルギ形態であり相互に変換することはできない。

（４）熱力学の第１法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。

問 ５ ブレイトン・サイクルの過程で次のうち正しいものはどれか。

（１）加熱圧縮 → 定圧加熱 → 加熱膨張 → 定圧放熱

（２）断熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定圧放熱

（３）加熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定圧放熱

（４）断熱圧縮 → 定圧加熱 → 断熱膨張 → 定容放熱

問 ６ 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。

（３）ターボファン・エンジンのファンは可変ピッチである。

（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。
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問 ７ エンジンの出力を仕事（トルク）に換算するとき用いる1馬力の値で次のうち正しいものは

どれか。

（１）１分間当たり 約45,000 kg・m

（２）１分間当たり 約33,000 kg・m

（３）１分間当たり 約 4,500 kg・m

（４）１分間当たり 約 3,300 kg・m

問 ８ エンジン構成部位のうち最も高温にさらされるところは次のうちどこか。

　 （１）燃焼室

（２）タービン入口部

（３）タービン出口部

（４）排気ノズル部

問 ９ エンジンの計器指示系統に該当するもので次のうち誤っているものはどれか。

（１）ボルテージ・インジケータ

（２）エンジン・トルク・トランスミッタ

（３）オイル・プレッシャ・トランスミッタ

（４）フューエル・フロー・インジケータ

問 10 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 11 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）ボール軸受はスラスト荷重とラジアル荷重を受ける。

（２）ボール軸受はオイルによる潤滑が不要である。

（３）ローラ軸受は熱膨張による伸びを逃すことができない。

（４）ローラ軸受はスラスト荷重を受ける。

問 12 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 13 軸流コンプレッサと比較した遠心コンプレッサの特徴について次のうち正しいものはどれか。

（１）構造が複雑であり製造費が高い。

（２）FODに弱い。

（３）多段化が容易である。

（４）段当たりの圧力比が大きい。

（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 コンプレッサが汚損したときの兆候で次のうち正しいものはどれか。

（１）アイドル回転が不調になる。

（２）オイル消費が大となる。

（３）出力が低下する。

（４）排気ガス温度が低くなる。

問 15 燃焼室の性能を表すものとして次のうち誤っているものはどれか。

（１）燃焼効率

（２）圧力損失

（３）燃焼負荷率

（４）振動減衰率

問 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）燃焼性がよいこと

（２）腐食性がないこと

（３）引火点が低いこと

（４）安定性が高いこと

問 17 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 18 羽根角とは、プロペラの翼弦と次のいずれとのなす角をいうか。

（１）プロペラの回転角度

（２）プロペラの回転面

（３）プロペラ・ハブの中心

（４）機体の縦軸

問 19 プロペラ径が制限される事項として次のうち誤っているものはどれか。

（１）プロペラ・ブレードの材質　　　

（２）プロペラ・ブレード先端と胴体との間隔

（３）プロペラ・ブレードの先端速度　　　  

（４）プロペラ・ブレード先端と地面との距離

問 20 固定ピッチ・プロペラの最大効率が得られるときで次のうち正しいものはどれか。

（１）離陸滑走時

（２）上昇時

（３）巡航時

（４）スロットル・バルブ全開時
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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。

ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ａ P １ ８ １ ０ ７ 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
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問 １

問 ３

  ５９ ℃  １００ ℃   １３５ ℃   ３７３ ℃

問 ４

燃料の過度の撹乱
燃料温度の上昇

燃料圧力の低下

燃料の粘度の低下

ねじ結合でトルクをかけてある。

（１）
（２）

（３）

（４）

ヘッドを加熱し、ねじ込みで結合されている。

（４）

２１２°F を ℃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。

燃料系統のべーパ・ロック現象の発生原因で次のうち誤っているものはどれか。

タンク容積の１５％又は２.５㍑のいずれか大きい値以上

（１）

問 ２ シリンダ・バレルとシリンダ・ヘッドの結合方法で次のうち正しいものはどれか。

（２） （３）

（２）溶接で結合されている。

（３）

（４）

（１）圧入し、カシメで保持されている。

耐空性審査要領に定められたピストン発動機の滑油タンク余積で次のうち正しいものはどれか。

（１）タンク容積の８％又は１.６㍑のいずれか大きい値以上

（３）タンク容積の１２％又は２.１㍑のいずれか大きい値以上

（４）

（２）タンク容積の１０％又は１.９㍑のいずれか大きい値以上

燃料の粘度の低下

問 ５

問 ６

（３）潤滑不足になる。

油圧が適当な限界内になければならない。

（２）常にきれいな状態で潤滑するエンジン部品に供給されなければならない。

マグネトがフラッシュ・オーバする。

（２）高い油圧を指示する。

（４）運転の追従が悪い。

（３）油膜切れを生じない機械的強度が十分でなければならない。

（４）油温が適当な限界内になくてもマルチ・オイルの場合は対応が可能である。

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で次のうち誤っているものはどれか。

（１）

（１）

エンジン潤滑系統の目的を果たすための滑油の作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（４）
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問 ７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ９

排気損失

（Ｃ）

（Ｂ）燃焼形態は間欠である。

（Ｃ）燃焼ガスの最高圧力は高い。

互いにつる巻き方向の異なる内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

バルブの開閉運動中は作動機構の間隙を作らない。（Ｃ）

正味仕事

バルブ・スプリングの固有振動数を下げる。

エンジンの熱勘定（Heat Balance）で一般にとりあげら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。

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

機械損失

（Ａ）エンジン作動回転数は低い。

バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の機密を保つ。

（Ｂ）

バルブ・スプリングの機能とサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｄ）

冷却損失

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し

問 １１

軸受けの役目はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｃ）

（Ｃ）

ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を高く保つ。

（Ｂ）シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

（Ｄ）ピストンをシリンダ内に保持するが、ピストンが直接シリンダに接触するため

（Ｄ）空燃比（混合気の濃淡）は濃い。

翼に装備する場合には上下幅が小さいことで空力上、有利である。

直列型に比べバランスが良い。

（Ｂ）クランク軸の両側にピストンが左右対称的な運動をする一対のシリンダを配置したもの。

シリンダの配列で対向型の特徴として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

（Ａ）
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問 １２

滑動部の摩耗を大きくする。

軸受けに応力は生じない。

機体全体の振動を大きくする。

電気系統、その他の部品への影響はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １３

背圧を高め排気効率を上げる。

集合排気管は消音効果がある。

人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

臨界高度以下の出力低下がほとんどない。

エンジンの急加減速に対して回転系の衝撃がなく、緩衝装置が不要である。

（Ｃ）

ピストン・エンジンに振動が発生した場合の影響について（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）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ａ）

排気駆動型過給機を歯車駆動型過給機と比較した場合の利点として（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。

排気系統の目的として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

駆動機構が簡単で軽量である。

エンジンの排気音が低い。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（Ｄ）
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

ストレート・コロ軸受けはラジアル荷重とスラスト荷重の両方で使用する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

吸・排気バルブ・スプリング部

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。

（Ａ）

（Ｃ）ゴムまたはシリコンの絶縁材は高電圧の漏洩を防ぐ。

（Ｄ）シールド被覆は高周波電磁波を遮へいしラジオ雑音干渉を低減する。

（Ｃ）

軸受けに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

点火ハーネス（Ignition Harness）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）マグネトで作られた高電圧エネルギを昇圧して送電する。

（Ｂ）エンジン自体の点火順序に従うため各点火リード長が定められている。

（Ｂ）

吸・排気バルブ・スプリング部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

前進速度ゼロの場合のプロペラ推力をいう。

プロペラの推力は前進速度ゼロの場合に最小となる。

静止推力の値が大きいほど飛行機の離陸滑走距離が長い。

静止推力が大きいと離陸時に大きな加速度を得ることができる。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

飛行状態の変化と回転速度の制御は関連しない。

エンジンの出力を変化させることでプロペラの回転速度を一定に保つ。

双発機で左右のプロペラ回転速度を同調させる機能を持つプロペラをいう。

アイドル運転から離陸出力運転まですべての範囲で一定の回転速度に制御される。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

プロペラの静止推力について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｄ）

定速プロペラの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｃ）
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M25

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

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

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二 等 航 空 整 備 士（回転翼航空機） 題数及び時間 ２ ０ 題    １ 時 間 ０ ０ 分

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕 記　　号 Ｔ ２ Ｈ P １ ８ １ ０ ７ ０
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問 １

問 ３

  ５９ ℃  １００ ℃   １３５ ℃   ３７３ ℃

問 ４

燃料の過度の撹乱
燃料温度の上昇
燃料圧力の低下

燃料の粘度の低下

（４）

（２）
（３）

溶接で結合されている。

（３）ねじ結合でトルクをかけてある。

２１２°F を ℃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。

燃料系統のべーパ・ロック現象の発生原因で次のうち誤っているものはどれか。

（１） （２） （３）

（４）タンク容積の１５％又は２.５㍑のいずれか大きい値以上

問 ２ シリンダ・バレルとシリンダ・ヘッドの結合方法で次のうち正しいものはどれか。

（４）ヘッドを加熱し、ねじ込みで結合されている。

（１）圧入し、カシメで保持されている。

（２）

（１）タンク容積の８％又は１.６㍑のいずれか大きい値以上

耐空性審査要領に定められたピストン発動機の滑油タンク余積で次のうち正しいものはどれか。

（３）タンク容積の１２％又は２.１㍑のいずれか大きい値以上

（２）タンク容積の１０％又は１.９㍑のいずれか大きい値以上

（４）

（１）
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問 ５

問 ６

高い油圧を指示する。

（３）潤滑不足になる。

（４）運転の追従が悪い。

（３）油膜切れを生じない機械的強度が十分でなければならない。

（４）油温が適当な限界内になくてもマルチ・オイルの場合は対応が可能である。

（１）

（２）常にきれいな状態で潤滑するエンジン部品に供給されなければならない。

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で次のうち誤っているものはどれか。

エンジン潤滑系統の目的を果たすための滑油の作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）油圧が適当な限界内になければならない。

マグネトがフラッシュ・オーバする。

（２）
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問 ７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ９

エンジンの熱勘定（Heat Balance）で一般にとりあげら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。

（Ｂ）

（Ｂ）燃焼形態は間欠である。

（Ｃ）燃焼ガスの最高圧力は高い。

空燃比（混合気の濃淡）は濃い。（Ｄ）

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の機密を保つ。

バルブの開閉運動中は作動機構の間隙を作らない。

（Ｄ）バルブ・スプリングの固有振動数を下げる。

冷却損失

互いにつる巻き方向の異なる内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

（Ａ）排気損失

（Ｃ）

（Ａ）エンジン作動回転数は低い。

（Ｃ）正味仕事
（Ｄ）機械損失

バルブ・スプリングの機能とサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）
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（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し

問 １１

軸受けの役目はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（Ｂ）

ピストンをシリンダ内に保持するが、ピストンが直接シリンダに接触するため（Ｄ）

シリンダの配列で対向型の特徴として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

（Ｂ）クランク軸の両側にピストンが左右対称的な運動をする一対のシリンダを配置したもの。

燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を高く保つ。

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

（Ｃ）翼に装備する場合には上下幅が小さいことで空力上、有利である。

ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｃ）

（Ａ）直列型に比べバランスが良い。

２整・回・ピ発 -3／5



問 １２

滑動部の摩耗を大きくする。

軸受けに応力は生じない。

機体全体の振動を大きくする。

電気系統、その他の部品への影響はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １３

背圧を高め排気効率を上げる。

集合排気管は消音効果がある。

人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

臨界高度以下の出力低下がほとんどない。

エンジンの急加減速に対して回転系の衝撃がなく、緩衝装置が不要である。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｂ）

排気系統の目的として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ａ）

排気駆動型過給機を歯車駆動型過給機と比較した場合の利点として（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。

（Ｃ）

（Ａ）

ピストン・エンジンに振動が発生した場合の影響について（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。
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駆動機構が簡単で軽量である。

エンジンの排気音が低い。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

（Ｂ）

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｃ）
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

ストレート・コロ軸受けはラジアル荷重とスラスト荷重の両方で使用する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

吸 排気バルブ スプリング部

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。

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｃ）

シールド被覆は高周波電磁波を遮へいしラジオ雑音干渉を低減する。

（Ｂ）エンジン自体の点火順序に従うため各点火リード長が定められている。

（Ｃ）ゴムまたはシリコンの絶縁材は高電圧の漏洩を防ぐ。

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

軸受けに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ａ）マグネトで作られた高電圧エネルギを昇圧して送電する。

点火ハーネス（Ignition Harness）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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吸・排気バルブ・スプリング部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

混合比 　 　 排気ガスの色

非常に薄過ぎ ： 黄味がかった緑色

最適 ： 青色（排気管出口にすぐ近く）

濃過ぎ ： 黒色の長い炎

非常な濃過ぎ ： 赤色でしかも白煙を吐く

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

最大トルクと平均トルクの比をトルク比という。

シリンダ数が少な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

（Ｄ）

混合比と排気ガスの色の関係について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

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。
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M26

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

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

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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 ７ ０科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕
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問 １

問 ３

  ５９ ℃  １００ ℃   １３５ ℃   ３７３ ℃

問 ４

燃料の過度の撹乱
燃料温度の上昇

燃料圧力の低下

燃料の粘度の低下

（１）
（２）

（３）

（２） （４）

（４）

（１）行程容積を隙間容積で割ったもの

シリンダ内全体容積を隙間容積で割ったもの

隙間容積を行程容積で割ったもの（２）

２１２°F を ℃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。

燃料系統のべーパ・ロック現象の発生原因で次のうち誤っているものはどれか。

（１）

（２）

（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。

（３）

問 ２

（４）シリンダ内全体容積を行程容積で割ったもの

ねじ結合でトルクをかけている。

ヘッドを加熱し、ねじ込みで結合されている。

（１）圧入し、カシメで保持されている。

溶接で結合されている。

（３）

シリンダ・バレルとシリンダ・ヘッドの結合方法で次のうち正しいものはどれか。

（４）
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燃料の粘度の低下

問 ５

問 ６ 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で次のうち誤っているものはどれか。

（１）

マグネトがフラッシュ・オーバする。

油圧が適当な限界内になければならない。

（２）

（２）高い油圧を指示する。

常にきれいな状態で潤滑するエンジン部品に供給されなければならない。

（１）

（３）

（４）油温が適当な限界内になくてもマルチ・オイルの場合は対応が可能である。

エンジン潤滑系統の目的を果たすための滑油の作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（４）

油膜切れを生じない機械的強度が十分でなければならない。

潤滑不足になる。（３）

（４）運転の追従が悪い。
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問 ７

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ８

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ９

エンジン作動回転数は低い。

（Ｃ）燃焼ガスの最高圧力は高い。

（Ｂ）冷却損失

（Ｃ）

バルブ・スプリングの固有振動数を下げる。（Ｄ）

バルブの開閉運動中は作動機構の間隙を作らない。

正味仕事

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）排気損失

エンジンの熱勘定（Heat Balance）で一般にとりあげら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。

（Ａ）バルブが閉じているときはバルブをバルブシートに密着させ燃焼室の機密を保つ。

バルブ・スプリングの機能とサージング防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ｂ）互いにつる巻き方向の異なる内外二重のバルブ・スプリングを組み合わせる。

機械損失

空燃比（混合気の濃淡）は濃い

タービン・エンジンと比較した場合のピストン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

燃焼形態は間欠である。
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（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １０

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し

問 １１

軸受けの役目はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

燃焼室からのガス漏れを防ぎ燃焼室内のガス圧力を高く保つ。

（Ｄ）ピストンをシリンダ内に保持するが、ピストンが直接シリンダに接触するため

シリンダの配列で対向型の特徴として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

（Ｃ）翼に装備する場合には上下幅が小さいことで空力上、有利である。

直列型に比べバランスが良い。

クランク軸の両側にピストンが左右対称的な運動をする一対のシリンダを配置したもの。

（Ｃ）

（Ｂ）

ピストン・リングの役目として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ピストンの熱をシリンダに伝えピストン温度を高く保つ。

空燃比（混合気の濃淡）は濃い。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ａ）

シリンダとの摺動面の滑油を制御する。

（Ｄ）
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問 １２

滑動部の摩耗を大きくする。

軸受けに応力は生じない。

機体全体の振動を大きくする。

電気系統、その他の部品への影響はない。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １３

背圧を高め排気効率を上げる。

集合排気管は消音効果がある。

人体に有害な高温の排気ガスを機外に放出する。

二次的な目的として吸気の予熱、機内の暖房に活用している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １４

臨界高度以下の出力低下がほとんどない。

エンジンの急加減速に対して回転系の衝撃がなく、緩衝装置が不要である。

排気駆動型過給機を歯車駆動型過給機と比較した場合の利点として（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。

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ａ）

排気系統の目的として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

ピストン・エンジンに振動が発生した場合の影響について（Ａ）～（Ｄ）のうち
正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｂ）
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急 減速 対 転系 衝撃 なく、緩衝装置 不要 あ 。

駆動機構が簡単で軽量である。

エンジンの排気音が低い。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １５

機体電源が無くても指示する。

リード線が断線すると指示が高温側に振り切れる。

全シリンダの受感部を直列に接続している。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） 無し 　

（Ｃ）

（ ）

（Ｄ）

熱電対式のシリンダ・ヘッド・テンプ指示系統の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しい
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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問 １６

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １７

平軸受けは点接触であり、大きな荷重に耐え摩擦が大きい。

玉軸受けは摩擦が少なく高速回転に適するが大きい荷重には適さない。

コロ軸受けは線接触である。

ストレート・コロ軸受けはラジアル荷重とスラスト荷重の両方で使用する。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １８

点火栓取り付け部

ピストン・リング部

（Ｂ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ａ）

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）エンジン自体の点火順序に従うため各点火リード長が定められている。

（Ａ）

（Ｄ）シールド被覆は高周波電磁波を遮へいしラジオ雑音干渉を低減する。

（Ｃ）ゴムまたはシリコンの絶縁材は高電圧の漏洩を防ぐ。

マグネトで作られた高電圧エネルギを昇圧して送電する。

軸受けに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

点火ハーネス（Ignition Harness）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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吸・排気バルブ・スプリング部

ロッカー・アーム・カバーのガスケット部

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 １９

前進速度ゼロの場合のプロペラ推力をいう。

プロペラの推力は前進速度ゼロの場合に最小となる。

静止推力の値が大きいほど飛行機の離陸滑走距離が長い。

静止推力が大きいと離陸時に大きな加速度を得ることができる。

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

問 ２０

非電気方式

フィルタ方式

シールド方式

可変方式

（１） 1 　 （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

プロペラの静止推力について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

プロペラ系統における無線雑音防止法として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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M27

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

「受験番号のマーク」、「科名」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格となります。

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

☆　配　　点 １ 問   ５ 点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

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 ７ 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 ピストン・エンジンの具備条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）コンパクトさ

（２）高い熱効率（低い燃料消費率）

（３）運転の柔軟性

（４）馬力当たりの重量が高いこと

問 2 シリンダの配列で対向型に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）クランク軸に対して両側にピストンが左右対称な配置である。

（２）直列型に比べバランスが悪い。

（３）クランク軸が短くクランク室も剛性を高くできる。

（４）翼に装備する場合には上下幅が小さく空力上は有利である。

問 3 次の関係式のうち正しいものはどれか。ただし、Ｃは摂氏温度、Ｆは華氏温度を表す。

（１） （２）

（３） （４）

　 　

問 4 シリンダ内のガス圧力が最大となるピストン位置で次のうち正しいものはどれか。

（１）点火と同時位置

（２）点火後、上死点を少しすぎた位置

（３）排気行程の上死点より少し手前の位置

問 5 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）冷却フィン相互間の共振を防止する。

（２）全てのシリンダへの流入空気量を一定に保つ。

（３）冷却フィンが破損した際、飛散するのを防止する。

（４）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 6 クランク・ケースのブリザ・パイプの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）オイル系統の循環を助ける。

（２）内外の圧力差を小さくする。

（３）余分なオイルを外部に排出する。

（４）過度に高いオイル・プレッシャを調整する。

問 7 コンプレッション・リングの説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）上昇行程では油膜を壊さないように軽く滑り、下降行程の時にリング下縁部で余

 分な滑油をかき落とす。

（２）ガス漏れの防止及びピストン頭部の熱をシリンダに伝える。

（３）シリンダとピストン・リングの潤滑に必要なだけの適当な油膜をシリンダ壁上に

形成する。
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問 8 油圧タペットの役目で次のうち正しいものはどれか。

（１）油圧により弁の閉じる時期を早める。

（２）始動時、弁の開閉を遅らせる。

（３）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。

（４）油圧により弁の開く時期を早める。

問 9 航空ガソリンの色識別指定で次のうち正しいものはどれか。

（１）等級

（２）出力価

（３）規格

（４）揮発性

問10 キャブレタのオートマチック・ミクスチャ・コントロールの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）ミクスチャを濃くする。

（２）点火時期を調整する。

（３）空燃比を調整する。

（４）マニホールド・プレッシャを上げる。

問11 マグネト点火系統の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

（１）エンジン出力の一部を利用して機械的に駆動し発電している。

（２）常用回転範囲では回転数とともに発生電圧も高くなる。

（３）基本的には直流発電機である。

（４）回転磁石式である。

問12 6シリンダ対向型エンジンで2極マグネトを使用した場合、マグネトの回転速度で次のうち

正しいものはどれか。

（１）エンジン回転速度の3倍で回転 シ

（２）エンジン回転速度の2.5倍で回転

（３）エンジン回転速度の2倍で回転

（４）エンジン回転速度の1.5倍で回転

問13 始動モータとエンジンとをかみ合わせる方式で次のうち誤っているものはどれか。

（１）ベンディックス・ドライブ方式

（２）スプラグ・クラッチ方式

（３）スプリング・クラッチ方式

（４）手動かみ合わせ方式

問14 粘度指数の高いエンジン・オイルを用いる理由で次のうち正しいものはどれか。

（１）温度による粘度変化が少ない。

（２）オイル消費量が少ない。

（３）アイドル回転数を低く設定できる。

（４）気圧による粘度変化が少ない。
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問15 潤滑系統に求められる作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）適正な油温

（２）適正な油圧

（３）清浄性

（４）滑油の発熱量

問16 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。

（１）オイルをタンクに返す。

（２）始動時のみ働く。

（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。

問17 マニホールド圧力計系統の配管に漏れがある場合の指示で次のうち正しいものはどれか。

（１）高く指示する。

（２）低く指示する。

（３）変化しない。

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）各シリンダの温度を測定し合計値を指示している。

（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）最も高温になるシリンダの温度を測定し指示している。

問19 プロペラ径が一般的に制限される事項で次のうち正しいものはどれか。

（１）プロペラ・ブレードの強度

（２）プロペラ・ブレードの枚数

（３）プロペラ・ブレードの先端速度

（４）プロペラ・ブレードの厚さ

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

（４）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
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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（ 回転翼航空機 ） 題数及び時間 ２ ０ 題   　　 ５ ０ 分

記　　号 Ｌ ２ Ｈ Ｐ １ ８ １ ０ ７ ０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 二重点火系統が使用される理由で次のうち誤っているものはどれか。

（１）１つの点火系統が故障しても運転を継続できる。

（２）デトネーションを防止できる。

（３）出力が増加する。

（４）早期着火を防止できる。

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
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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 エンジン・オイル圧力計に用いられるセンサで次のうち最も適するものはどれか。

（１）ブルドン管式

（２）ベロー式

（３）毛細管式

（４）ダイヤフラム式

問20 平軸受けの説明で次のうち誤っているものはどれか。

（１）面接触である。

（２）大きい荷重に耐える。

（３）摩擦が大きい。

（４）スラスト荷重を受けられる。
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M29

☆　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。

科　　目 ピストン発動機 〔 科目コード ： １ ８ 〕 記　　号 Ｌ ２  Ｇ  Ｍ １ ８ １ ０ ７ ０

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　　格 二等航空運航整備士（ 動力滑空機 ） 題数及び時間 ２ ０ 題    　　５ ０ 分
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問 1 ピストン・エンジンの具備条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）コンパクトさ

（２）高い熱効率（低い燃料消費率）

（３）運転の柔軟性

（４）馬力当たりの重量が高いこと

問 2 シリンダの配列で対向型に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。

（１）クランク軸に対して両側にピストンが左右対称な配置である。

（２）直列型に比べバランスが悪い。

（３）クランク軸が短くクランク室も剛性を高くできる。

（４）翼に装備する場合には上下幅が小さく空力上は有利である。

問 3 次の関係式のうち正しいものはどれか。ただし、Ｃは摂氏温度、Ｆは華氏温度を表す。

（１） （２）

（３） （４）

　 　

問 4 シリンダ内のガス圧力が最大となるピストン位置で次のうち正しいものはどれか。

（１）点火と同時位置

（２）点火後、上死点を少しすぎた位置

（３）排気行程の上死点より少し手前の位置

問 5 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）冷却フィン相互間の共振を防止する。

（２）全てのシリンダへの流入空気量を一定に保つ。

（３）冷却フィンが破損した際、飛散するのを防止する。

（４）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 6 クランク・ケースのブリザ・パイプの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）オイル系統の循環を助ける。

（２）内外の圧力差を小さくする。

（３）余分なオイルを外部に排出する。

（４）過度に高いオイル・プレッシャを調整する。

問 7 コンプレッション・リングの説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）上昇行程では油膜を壊さないように軽く滑り、下降行程の時にリング下縁部で余

 分な滑油をかき落とす。

（２）ガス漏れの防止及びピストン頭部の熱をシリンダに伝える。

（３）シリンダとピストン・リングの潤滑に必要なだけの適当な油膜をシリンダ壁上に

形成する。

32
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5
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9
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問 8 油圧タペットの役目で次のうち正しいものはどれか。

（１）油圧により弁の閉じる時期を早める。

（２）始動時、弁の開閉を遅らせる。

（３）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。

（４）油圧により弁の開く時期を早める。

問 9 航空ガソリンの色識別指定で次のうち正しいものはどれか。

（１）等級

（２）出力価

（３）規格

（４）揮発性

問10 キャブレタのオートマチック・ミクスチャ・コントロールの目的で次のうち正しいものはどれか。

（１）ミクスチャを濃くする。

（２）点火時期を調整する。

（３）空燃比を調整する。

（４）マニホールド・プレッシャを上げる。

問11 マグネト点火系統の特徴で次のうち誤っているものはどれか。

（１）エンジン出力の一部を利用して機械的に駆動し発電している。

（２）常用回転範囲では回転数とともに発生電圧も高くなる。

（３）基本的には直流発電機である。

（４）回転磁石式である。

問12 ロング・リーチ点火栓の説明で次のうち正しいものはどれか。

（１）点火栓取付けねじ部の長い点火栓である。

（２）電極間の間隙の広い点火栓である。

（３）火花の発火時間の長い点火栓である。

（４）限界時間の長い点火栓である。

問13 気化器方式の種類で次のうち誤っているものはどれか。

（１）フロート式

（２）燃料供給式

（３）圧力噴射式

問14 粘度指数の高いエンジン・オイルを用いる理由で次のうち正しいものはどれか。

（１）温度による粘度変化が少ない。

（２）オイル消費量が少ない。

（３）アイドル回転数を低く設定できる。

（４）気圧による粘度変化が少ない。
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問15 潤滑系統に求められる作動条件で次のうち誤っているものはどれか。

（１）適正な油温

（２）適正な油圧

（３）清浄性

（４）滑油の発熱量

問16 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。

（１）オイルをタンクに返す。

（２）始動時のみ働く。

（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。

問17 マニホールド圧力計系統の配管に漏れがある場合の指示で次のうち正しいものはどれか。

（１）高く指示する。

（２）低く指示する。

（３）変化しない。

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）各シリンダの温度を測定し合計値を指示している。

（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）最も高温になるシリンダの温度を測定し指示している。

問19 プロペラ径が一般的に制限される事項で次のうち正しいものはどれか。

（１）プロペラ・ブレードの強度

（２）プロペラ・ブレードの枚数

（３）プロペラ・ブレードの先端速度

（４）プロペラ・ブレードの厚さ

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）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマー
ク」に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該
科目は不合格になります。

１問　４点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

☆配     点

☆判定基準

航　空　従　事　者　学　科　試　験　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 Ｔ１ＡＸ１０１０７０

☆注　意 

一整（飛）・電子装備品等-1/8一整（飛）・電子装備品等-1/8



問1

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

（２）

（３）

（４）

VOR局から見た航空機の真方位を知ることができる。

TO - FROM指示計でVOR局に向かって飛行しているか、あるいはVOR局を通過して
離れているか表示される。
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。

下記 ＲＣ並列回路で回路の容量リアクタンス Xc（Ω）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。

1,320

1,330

1,327

固有の名称をもつ組立単位の組合わせで次のうち正しいものはどれか。

物理量 単位の名称 単位記号

1,337

エネルギー、仕事、熱量 ジュール J

圧力、応力 ニュートン N

電荷、電気量 ファラッド F

静電容量、キャパシタンス クーロン C

インダクタンス ウェーバ Wb

VORに関する説明として次のうち誤っているものはどれか。

一整（飛）・電子装備品等-2/8

（５）

（６）

問 4

（１）

（２）

（３）

（４）

問 5

（１）

（２）

（３）定針儀はジャイロのロータ軸を垂直にした自由度２のジャイロである。

（４）

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。

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。

ジャイロ計器に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

旋回計は剛性のみを利用した計器である。

水平儀には「方位カード型」と「方位ドラム型」の２種類がある。

レート・ジャイロは旋回計、ヨー・ダンパー、安定化プラットホームなどに用いられて
いる。

1,347

1,340
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問 6

（１） （２）

（３） （４）

（５） （６）

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

110Vの交流モータに６０Ａの電流が流れている時の電力計の指示が５，４００Ｗであった。
この時の力率はいくらか。次のうち最も近い値を選べ。

80% 82%

84% 86%

90%

ロール・サーボ：横揺れを制御し、機首方位を保つ。

ヨー・サーボ：ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

ピッチ・トリム・サーボ：縦軸の釣合いを保つ。

ピッチ・サーボ：縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

93%

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。

真対気速度：静温度とマッハ数から計算

マッハ数：ピトー圧と静圧の差（動圧）から計算

指示対気速度：ピトー圧と静圧の比から計算

静温度：全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

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。
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（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

４極の発電機で導体が毎分1,800回転している場合の周波数は60Hzである。

実効値は最大値を0.707倍した値であり、電圧計、電流計も実効値を指示する。

コンデンサを直列接続すると、すべてのコンデンサの端子電圧は、電源電圧に等しい。

インダクタンスの成分のみを含む回路では、電流は電圧より９０°または1/4周期遅れ
る。

ピッチ・サーボ：縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

気圧高度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

指示の原理は真空空ごうを用いて大気の絶対圧力を測定している。

QNHで規正されている航空機が着陸したときの指示は、その飛行場の海抜高度を指示
する。

標準大気温度より温度が高い区域に入ると、真高度は気圧高度より低くなる。

14,000Ft以上の高高度飛行ではQNE規正、洋上飛行中はQFE規正を行う。

交流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。
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問11

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

シンクロ発信機及び受信機の指示、接続方法で（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。　なお、（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）図での電源、発信機及び受信
機の関係は（Ａ）と同一である。

指示方向が逆転する接続

120°の指示差を生じる接続

180°の指示差を生じる接続

300°の指示差を生じる接続
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（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

サーボ機構に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

交流サーボ・モータは、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。

ステップ・モータはパルス・モータとも呼ばれる。

油圧式サーボは電気式サーボに比べ、大出力のサーボ機構が得やすく、応答速度が速
く、直線・回転運動のいずれも容易に出来る。

直流サーボ・モータは、小型で大きなトルクを得ることが出来、又、速度制御が容易で
低速度での効率が高い。
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問15

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という利点
があるため広く用いられている。

温度計に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

電気抵抗の変化を利用した温度計にはニッケルの細線、サーミスタなどが広く用いられ
ている。
鉄 - コンスタンタン熱電対が最も用いられているのは、温度と熱電力との関係が直線に
近く、また高温まで使用できるためである。
バイメタルを利用した温度計は、熱膨張率が異なる２枚の金属板を貼り合わせ、温度の
変化によって曲がり方が変化する性質を利用したものである。

速度計（マッハ計）に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
 （１）～（５）の中から選べ。

空気中を音波が伝わる速さは、その場所の空気の状態（温度）で決まる。

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。
同じマッハ数でも高度が高くなると対気速度の値は小さくなる。

下記R L直列回路において V = 110 （V） 60 （Hz） L = 0 021 （H） R = 6 （Ω）

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り、真空空ごうは静圧を受感し
て高度によるマッハ数の補正を行っている。
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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

吸気圧力計：ベロー式圧力計で絶対圧力を指示

下記R L直列回路において V = 110 （V）、60 （Hz）、L = 0.021 （H）、R = 6 （Ω）
としたときの回路の説明として（Ａ）～（Ｃ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

コイルの誘導リアクタンス XL = 8 (Ω)

R L直列回路のインピーダンス Z = 10 (Ω)

回路に流れる電流 Ⅰ = 11 (A)

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。

EPR計：ダイヤフラム式圧力計で２ヵ所のダイヤフラム圧力の差を指示

滑油圧力計：ブルドン管式圧力計でゲージ圧を指示

吸引圧力計：ベロー式圧力計で２つのベロー圧力の比を指示
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問 17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問19

コンパス・ケース内には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、フロートが設けられている。

コンパス・カードには膨張室が設けられており、その浮力によってピボットにかかる重
量が軽減され、ピボットの磨耗及び摩擦による誤差が軽減されている。

四分円誤差とは、機首や機尾方向にNDB局があるときは誤差は少なく、45°、
135°、225°、315°方向にNDB局があるとき誤差が大きくなることである。

四分円誤差は、センス・アンテナを取付ける位置により変化する。

ティルト誤差は、ループ・アンテナを取付ける位置により変化する。

ADFの誤差に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

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

磁気コンパスは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。

コンパス内部照明用の電球への配線は、点灯時の電流による磁場で誤差を生じないよ
う、より線か同軸線が用いられている。

ティルト誤差とは、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
たりすることである。

磁気コンパスに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）無し

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。

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。
気圧の変化による測定誤差を補正するため、ＡＤＣ又はＣＡＤＣより気圧高度規正情報
を得ている。
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。

電波高度計の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

対地接近警報装置（EGPWS）及び自動操縦装置に機体の高度と降下率を知らせる重要
な装備品である。

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。
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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）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

静電気の蓄積防止

ヒンジ部の溶着防止

異種金属間の腐食防止

可動部分の脱落防止

電磁波（電波）の性質に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

高周波電流によって生じた電磁波の強さは、その高周波電流の周波数と同じ速さで強さ
が変わる。
周波数の単位は、キロヘルツ（kHz）、メガヘルツ（MHz）、ギガヘルツ（GHz）な
どが用いられる。
周波数が低い電波は波長が短く、周波数が高い電波は波長が長い。

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。

波長は周波数を波の進行速度で割ったものに等しい。

無線障害の減少
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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）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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。

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。

電流と磁界に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

発電機の原理はフレミングの右手の法則で親指は運動の方向を示す。

モータの作動原理はフレミングの左手の法則で親指は電磁力の方向を示す。

夜間照明のない場所に駐機する場合、自機の存在を知らせるために使用する場合もあ
る。

発電機の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。

モータの作動原理はフレミングの左手の法則で人さし指は磁界の方向を示す。

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。
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問25

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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。

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。

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。
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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 Ｔ１ＨＸ１０１０７０

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

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

一整（回）・電子装備品等-1/7一整（回）・電子装備品等-1/7



問 1

（1）

（2）

（3）

（4）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

（２）

（３）

（４）

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。

6.46（Ω）

6.86（Ω）

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。

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。

電離層や障害物で反射するとき以外はほぼ直進する。

7.26（Ω）

7.76（Ω）

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。

ワット

ボルト・アンペア

ファラッド

バール

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、これと位相がπ/2異
なる１アンペアの正弦波電流が流れる場合の無効電力の単位」として次のうち正しいものは
どれか。
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問 4

（１）

（２）

（３）

（４）

問 5

（１）

（２）

（３）

（４）

問 6

（1）

（2）

（3）

（4）

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。

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。

静温度（Static Air Temperature）を算出する情報として次のうち正しいものはどれか。

全温度とマッハ数

全温度と真対気速度

コレクタの電位がベースより高いとき。

エミッタの電位がベースより高いとき。

ベースの電位がエミッタより高いとき。

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。

エミッタの電位がコレクタより高いとき。

全温度と等価対気速度

全温度と較正対気速度

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。
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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

問 9 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

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。

電気力線は決して交わらない。

電気力線は互いに反発し合う。

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。

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。

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。
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。

数字、英字や特殊文字などは8バイトで表され、この1文字を表現する8バイトを1
ビットと呼んでいる。
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（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

ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

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。

地磁気の垂直分力を検出し、電気信号として磁方位が出力される。

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。

使用滑走路の標高（海抜）を知りたいとき。

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。

出力確認点検等で気圧高度を知る必要があるとき。

テール・ブームなどに取り付けるのは旋回誤差、加速度誤差の影響が少ないためであ
る。
磁方位信号はDGなどによって安定化され、半円差、四分円差などは取り除かれる。
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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

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。

Ｙ結線において線間電流は相電流に等しい。

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。

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。

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結線において相電流は線間電流の　　  倍となる。

Ｙ結線において線間電圧は相電圧に等しい。

3

3
1
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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

極超短波 VHF通信、TV、FM放送

交流回路における実効値の説明として（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。

伝搬特性

長波・中波 ADF、AMラジオ放送 地上波伝搬

短波 HF通信や国際ラジオ放送 フェージング

超短波 衛星通信、気象レーダー 見通し外伝搬

電圧計は実効値を指示する。

実効値とは瞬時値の平均を表したものである。

実効値は瞬時値の最大値を0.707倍した値である。

電離層反射波による伝搬

電波の種類、主な用途、伝搬特性の組合わせとして（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

電波の種類 主な用途

3

3
1
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問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ） （Ｂ）

（Ｃ） （Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問17

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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。
ATCトランスポンダと同一の周波数帯を使用している。

無線信号 伝送

DMEの有効距離はVORの有効距離と同じく、電波見通し距離内の200～300（海
里）程度である。
航空機側でDME地上局までの斜め距離を測定する装置である。

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 定針儀

同軸ケーブルが使用されている箇所で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

火災警報装置のセンサー（受感部）出力の伝送

機内テレビ映像信号の伝送

音声信号や微弱な信号の伝送
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（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）5 （６）無し

空気の噴射による方法

振子による方法

ピンボールによる方法

レベル・スイッチによる方法

無線信号の伝送

ジャイロ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。

論理回路の説明として（Ａ）～（Ｅ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（６）の中から選べ。

NAND回路：入力が全部０のときのみ出力が１になる回路

NOR回路：入力が全部１のときのみ出力が０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

AND回路：入力が全部1のときのみ出力が1になる回路

排他的OR回路：多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路
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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

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。

ローカライザ装置はUHF帯、グライド・スロープ装置は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・スロープ受信機、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。

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。
温度を感知する部分にはニッケルの細線又はサーミスタなどが用いられている。

交差線輪型の温度計は、比率型計器と呼ばれる。

ローカライザ受信機の周波数選択回路でグライド・スロープ受信機の周波数選択も一
緒に行われる。

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という利
点がある。
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問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

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ＡＤＩに指示される。

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。

ADFの四分円誤差に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

機首や機尾方向にNDB局があるときに小さく、45°、135°、225°、315°方向
では誤差が大きくなる。
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。

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。

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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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

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。

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。

航空機ではシンクロ・サーボ機構が多く使用され、機体姿勢表示計、コンパス指示
計、燃料流量計などに用いられている。
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。

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。

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、気圧
高度計、昇降計に使用されている。

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。

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。

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。
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（1）

（2）

科　目 電子装備品等〔科目コ－ド：１０〕 記　号 Ｔ２ＸＸ１０１０７０

☆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

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）

（２）

（３）

ＲＭＩに関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

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。

大量の自由電子を持っている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の小さい材質であ
る。
同じ太さの導体でも、長さが２倍になると抵抗も２倍となる。

導体の断面積を倍にすると抵抗も２倍となる。

　４（A）

１０（A）

１４（A）

電気抵抗に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

導体温度が上昇するにつれて抵抗も増加する。

下記回路で５Ωの抵抗に流れる電流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。

　２（A）
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問 4

（１）

（２）

（３）

（４）

問 5

（1）

（2）

（3）

（4）

問 6

ステータの3つの巻線には同相又は逆相の関係の3つの電圧が発生する。

ステータの端子間の電圧は同じであるが、位相がずれている。

ロータの角度に応じて位相が変わる3種類の電圧が発生する。

左手 電流 磁界

誘導起電力 右手

容量の異なる３個のコンデンサを直列に接続したときの容量で次のうち正しいものはどれ
か。

ステータには互いに120°隔てた3個の巻線があるため、3相交流電圧が発生する。

電磁力 左手 磁界 電流

シンクロのロータを励磁した場合にステータに発生する電圧で次のうち正しいものはどれ
か。

磁界 運動

誘導起電力 右手 運動 磁界

電磁力

下記説明の空欄（A）から（Ｄ）に当てはまる用語の組み合わせで次のうち正しいものはどれ
か。

　導体が磁界内を移動すると（A）が発生する。（A）の方向は（B）の親指、人差し指、中
指をお互いに直角に開き、人差し指を（C）の方向、親指を（D）の方向に向けると、中指の
示す方向である。

（A） （B） （C） （D）

表示される。
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（1） 一番大きなコンデンサの容量よりも大きくなる。

（2）

（3）

（4）

問 7

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 8

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

定針儀には「方位カード型」と「方位ドラム型」の２種類がある。

水平儀はジャイロのロータ軸を水平にした自由度２のジャイロである。

旋回計は剛性のみを利用した計器である。

レート・ジャイロは角速度を計測又は検出する目的で作られたジャイロである。

ADF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。

超短波全方位式無線標識のことである。

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、単独のコント
ロール・パネルはない。

周波数は超短波なので、到達距離は短いが安定した指示が得られる。

地上の無線局は、特別に設置されている無指向性ラジオ・ビーコンでも一般の中波放
送局でもよい。

ジャイロ計器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

３つの容量の和になる。

一番小さなコンデンサの容量よりも小さくなる。

３つの容量の平均値になる。
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（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問 9

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問10

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問11

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は現在の飛行姿勢及び機首方位（磁方位）を表示する。

下記直流発電機の負荷特性図として（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。

ＡＤＩの姿勢情報はVGから得ている。

ＨＳＩ上のDeviation BarはVORやLOCコースとの関係を表示する。

ＡＤＩ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。

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。

使用滑走路の標高（海抜）を知りたいとき。

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。

QNH適用区域外の洋上を飛行するとき。
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（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

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。

燃料と空気の誘電率の比は２：１である。

温度が低下すると密度が大きくなり誘電率は大きくなる。

誘電率は密度の影響を受けない。

密度が小さいほど大きくなる。

（Ａ）分巻発電機

（Ｃ）直巻発電機

（Ｂ）複巻発電機

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 
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問13

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問14

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問15

静的誤差及び動的誤差は、磁気コンパス自体の誤差である。

静的誤差の３要素（半円差、四分円差、不易差）を加えたものを自差と呼んでいる。

静的誤差は修正できないが、動的誤差は修正できる。

電気帰路に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

同一場所のグラウンドは５個までとする。

同一電源系統であっても信号回路のグラウンドを電源回路のグラウンドと一緒に結合
してはならない。

ATCトランスポンダに関する説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

偏角・伏角・垂直分力を地磁気の三要素という。

グラウンド・ワイヤはマグネシウム部品に直接してはならない。

電源グラウンド・ワイヤは二次金属構造部材に直接すること。

地磁気及び磁気コンパスに関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつある
か。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 
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（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問17

モードCトランスポンダは高度情報も送信する。

気象レーダのアンテナ・スタビライゼーションの説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

信号はパルス変調である。

モードSトランスポンダは個別識別トランスポンダである。

使用周波数帯はVORと同じである。

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：電解液は希硫酸を使用している。

Ni-Cdバッテリ：充放電によって電解液（希硫酸）の比重が変化するので比重計が
　　　　　　　　必要。
鉛バッテリ：振動の激しい場所でも使用でき、腐食ガスをほとんど出さない。

鉛バッテリ：重負荷特性がよく、大電流放電時には安定した電圧を保つ。
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（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問19

アンテナを航空機のバンク角に合わせている。

アンテナを航空機のピッチ角に合わせている。

ピッチ角とバンク角双方に合わせている。

ボルト・アンペア：皮相電力の単位

アンテナを常に水平面に合わせている。

ワット：仕事率の単位

オーム：電気抵抗の単位

オートパイロットの各モードの説明として（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。

電気の組立単位の説明として（A）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

バール：無効電力の単位
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（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

 ・一定の気圧高度を保って飛行する。

機首方位設定モード（HDG Select Mode）

 ・エンゲージしたときのピッチ姿勢と、翼が水平になったときの機首方位を保つ。

高度保持モード（Altitude Hold Mode）

ピンボールによる方法

空気の噴射による方法

ILSモード（ILS Mode）

姿勢保持モード（Attitude Hold Mode）

 ・水平位置指示計に設定した機首方位を保つ。

振子による方法

 ・ローカライザとグライド・パス装置の誘導電波に沿って降下する。

ジャイロ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
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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」（マークシート）に記入すること。

☆　配     点 １問　　４点

科　　目 航空工学　 〔 科 目 コ ー ド ： ０ ３ 〕

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 ７ ０
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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    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）   海面上における密度は0.12492 kg･s２/m４である。

問 2　 次の単位について誤っているものはどれか。

　　　（１）   長さ1inは25.4mmである。

　　　（２）   距離1nm（海里）は1.85kmである。

　　　（３）   重量1lbは2.2kgである。

　　　（４）   圧力1気圧は760mmHgである。

問 3    流体に関する説明で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   連続する流体の速度は流管の断面積に反比例する。

　　　（２）   流体内における動圧と静圧の差は常に一定である。

　　　（３）   定常流体における静圧は流体速度の２乗に比例する。

　　　（４）   ピト－管は動圧を測定する。

問 4    次の中から主翼の翼端失速を防止する方法で正しいものはどれか。

　　　（１）   上反角を大きくする。

　　　（２）   翼端部に前縁スロット翼を設ける。

　　　（３）   主翼上面を平滑にする。

　　　（４）   テ－パを強くする。
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問 5    主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    主翼付け根にあるフィレットの効果で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   主翼付け根の応力を分散する。

　　　（２）   主翼の揚力を増加させる。

　　　（３）   主翼付け根後縁付近の気流の剥離を防ぐ。

　　　（４）   主翼付け根に過度の応力が働くのを防ぐ。

問 7    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 8    離陸滑走距離を短くする方法で次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   機体重量を軽くする。 　　　（２）   翼面荷重を大きくする。

　　　（３）   翼面積を大きくする。 　　　（４）   向かい風を利用する。
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問 9    バンク角６０°で旋回する機体にかかる荷重倍数はいくつか。

　　　（１）   ０.７ 　　　（２）   １.０

　　　（３）   １.４ 　　　（４）   ２.０

問10　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）   加工性を良くする。 　　　（２）   強度を増加させる。

　　　（３）   耐食性を良くする。 　　　（４）   耐摩耗性を良くする。

問11   ヘリコプタのトルク効果について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   胴体がメイン・ロータの回転方向と反対方向に回転しようとする効果

　　　（２）   メイン・ロータを駆動するエンジンのトルク

　　　（３）   胴体がメイン・ロータの回転方向と同じ方向に回転しようとする効果

　　　（４）   テール・ロータを駆動するトランスミッションのトルク

問12   メイン・ロータ・ブレードが失速を起こしやすいときは次のうちどれか。

　　　（１）   離陸時　 　　　（２）   高速飛行時　　

　　　（３）   降下時　　　 　　　（４）   ホバリング時

問13   ボルトが受ける荷重で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   剪断と引張り 　　　（２）   曲げと圧縮

　　　（３）   圧縮と剪断 　　　（４）   引張りと曲げ

　　　（５）   曲げと剪断
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問14   右図はフェール・セーフ構造方式の何にあたるか。次のうちから選べ。

　　　（１）   レダンダント

　　　（２）   ダブル

　　　（３）   ロード・ドロッピング

　　　（４）   バック・アップ

問15   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道を遮断する。

　　　（４）   複数の機構の作動順序を決定する。

問16   操舵力の軽減を目的としているもので次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   シール・バランス 　　　（２）   マス・バランス

　　　（３）   ホーン・バランス
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問17  次のうち高揚力装置でないものはどれか。

　　　（１）   スラット                      　　　（２）   フラップ                      

　　　（３）   隙間翼（Slotted Wing） 　　　（４）   スポイラ

問18   アドバース・ヨー対策として次のうち誤っているものはどれか。

　　　（１）   補助翼の固定タブ 　　　（２）   フライト・スポイラ

　　　（３）   フリーズ型補助翼 　　　（４）   差動補助翼

問19 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20 プロペラのブレードに働く遠心ねじりモーメントについて次のうち正しいものはどれか。

（１）ブレードを高ピッチ方向に回そうとする。

（２）ブレードを低ピッチ方向に回そうとする。

（３）ブレードを飛行機の後退方向に曲げようとする。

（４）ブレードを飛行機の前進方向に曲げようとする。

問21   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）   29.92 inHg 　　　（２）   その地点の仮想海面上の気圧

　　　（３）   その地点の気圧 　　　（４）   標準大気の海面上の気圧
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問22  鉛バッテリの充電状態の点検で次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   バッテリ液のレベルを測定する。            

　　　（２）   バッテリ液の比重を測定する。

　　　（３）   エンジン停止直後、バッテリ液の温度を測定する。

　　　（４）   エンジン停止直後、バッテリ液の泡立ちを確認する。

問23   インバータの目的について次のうち正しいものはどれか。

　　　（１）   直流電圧を調整する。 　　　（２）   直流を交流に変換する。

　　　（３）   交流電圧を高める。 　　　（４）   交流を整流する。

問24   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25   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）   静圧管の詰まり

　　　（３）   静圧管の漏れ 　　　（４）   毛細管の詰まり
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☆　注　意 （1）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定欄に「受験番号」、

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

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

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ｆ１ＦＦ１３１０７０

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

科　　目 専　門　 〔 科 目 コ ー ド ： １ ３ 〕 記　　号
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問 1 耐空性審査要領の定義の記述で（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。

設計最大重量とは、構造設計において飛行荷重を求めるために用いる最大航空機重量である。

零燃料重量とは、燃料と滑油、飲料水を全く搭載しない場合の飛行機の設計最大重量である。

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。

荷重倍数とは、航空機に働く荷重と航空機重量との比をいう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 2 「応力・ひずみ線図」で表される材料試験で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

疲労試験

クリープ破断試験

引っ張り試験

衝撃試験

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 3 アルミニウム合金の熱処理について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができないものもある。

アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後、常温に放置し急冷する。

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 は溶体化処理後、常温時効させたものである。

（Ｄ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4 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。

（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）

（Ｄ）
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問 5 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。

材料に荷重を長時間かけたままにしておくと、時間の経過とともにいつまでも停止すること

       なく、ひずみを増す現象をいう。

材料にかかる温度または応力が一定であれば破断することはない。

一般に応力と温度が高くなるにつれて発生し、通常400℃以上のとき顕著となる。

一般に内部組織が不安定な材料ほど発生しやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 フッ素ゴムの特質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

耐熱性に優れている。

耐鉱油性、電気絶縁性に優れている。

使用温度範囲は、－５５～３００℃である。

耐薬品性に劣る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 7 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。

熱伝導度は金属の中では大きい。

切削により発生した熱の分散が悪い。

縦弾性係数が鋼の約１／２である。

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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焼き付きを起こしにくい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8 複合材料の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

耐食性に優れている。

疲労強度に優れている。

熱による伸縮が著しい。

亀裂等の損傷の進行が緩やかである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 9 金属材料及び非金属材料に適用できる非破壊検査で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

浸透探傷検査

電磁誘導検査

放射線透過検査

超音波探傷検査

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 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11 ブリード・エアの用途で（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。

ハイドロ・リザーバの加圧

ウォータ・タンクの加圧

酸素ボトルの加圧

バキューム式・ウェスト・タンクの加圧

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 操縦ケーブルの損傷の種類で（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。

キンク

バードゲージ

プリ・テンション

摩耗

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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問13 ヘリコプタが運用中に受ける荷重で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

飛行荷重

地上荷重

操縦荷重

エンジン・トルク

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 ヘリコプタの操縦系統に関して（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

ペダルでヨーのみをコントロールする。

サイクリック・スティックでロールのみをコントロールする。

コレクティブ・ピッチ・レバーで機体のピッチのみをコントロールする。

サイクリック・スティックでヨーとロールをコントロールする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 主操縦翼面で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

エルロン

フラップ

スポイラ

スラット

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 ヘリコプタに発生する振動の種類で（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。

低周波振動

低周波中間振動

高周波振動

極高周波振動

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問17 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。

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。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 主翼付け根にあるフィレットの効果で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

主翼付け根に過度の応力が働くのを防ぐ。

主翼付け根の応力を分散する。

主翼の揚力を増加させる。

主翼付け根後縁付近の気流の剥離を防ぐ。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 トラス構造に使用されているロンジロンについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

胴体骨組みの主要な前後方向に配置された補強材である。

ストリンガよりは頑丈にできている。

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。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

工整・機体構造・専門 6/8

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 応力集中を減少させる方法で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

切り欠き底部の曲率半径を大きくする。

ストップホール径はできるだけ小さくする。

段付き部の隅の曲率半径を大きくする。

使用に伴って発生したキズを除去する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問21 ヘリコプタのスワッシュ・プレートの機能で次のうち正しいものはどれか。

エンジンとロータの回転速度を自動調整する。

ロータのダイナミック・バランスを自動調整する。

ロータのピッチ制御を伝達する。

ロータの自動安定装置である。

（１）

（２）

（３）

（４）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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問22 図のような片翼面上の全揚力分布のとき、A点における曲げモーメント（kg・ｍ）はいくらか。

下記のうち最も近い値を選べ。

揚力：500kg

 2m

    A点

（１）２５０ （２）３５０ （３）４５０ （４）８００

（５）１,０００ （６）１,２００ （７）１,６００

問23 下図は主翼に働く曲げモーメント分布を表している。正しいものはどれか。

（３）

5ｍ

（１）

（２）

（１）

（２）

（３）
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問24 図のようなリベットに生じる剪断応力（kg/mm
2
）はいくらか。下記のうち最も近い値を選べ。

但し、引張荷重を1,570kg、リベット径を20mmとする。

1570kg 1570kg

（１）１.5 （２）２.０ （３）２.５ （４）３.０

（５）４.０ （６）１０.０ （７）２０.０ （８）３０.０
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問25 セーフ・ライフ構造の説明で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

フェール・セーフ構造と同じ構造設計である。

劣化に対して十分余裕のある強度を持たせる設計である。

強度解析試験によりその強度を保証する。

その部品の使用期間における安全性を確保する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

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

「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コードのマーク」、

「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」又は「科目コードのマーク」

に誤りがある場合は、コンピュータによる採点処理が不可能となるので当該科目は

不合格になります。

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

☆　配     点 １問　　４点

☆　判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

２ ５ 題    １ 時 間 ３ ０ 分

記　　号 Ｆ１ＦＣ１３１０７０

航  空  従  事  者  学  科  試  験  問  題 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
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判定基準 格 点満点 点以 する。
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問 1 耐空性審査要領の定義の記述で（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。

設計最大重量とは、構造設計において飛行荷重を求めるために用いる最大航空機重量である。

零燃料重量とは、燃料と滑油、飲料水を全く搭載しない場合の飛行機の設計最大重量である。

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。

荷重倍数とは、航空機に働く荷重と航空機重量との比をいう。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 2 「応力・ひずみ線図」で表される材料試験で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

疲労試験

クリープ破断試験

引っ張り試験

衝撃試験

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 3 アルミニウム合金の熱処理について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

アルミニウム合金には熱処理によって強度を上げることができないものもある。

アルミニウム合金の焼きなましは高い温度に加熱した後、常温に放置し急冷する。

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 は溶体化処理後、常温時効させたものである。

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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質別記号 溶体化処理後、常温時効さ た ある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 4 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。

（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）

（Ｄ）
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問 5 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。

材料に荷重を長時間かけたままにしておくと、時間の経過とともにいつまでも停止すること

        なく、ひずみを増す現象をいう。

材料にかかる温度または応力が一定であれば破断することはない。

一般に応力と温度が高くなるにつれて発生し、通常400℃以上のとき顕著となる。

一般に内部組織が不安定な材料ほど発生しやすい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 6 フッ素ゴムの特質について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

耐熱性に優れている。

耐鉱油性、電気絶縁性に優れている。

使用温度範囲は、－５５～３００℃である。

耐薬品性に劣る。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 7 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。

熱伝導度は金属の中では大きい。

切削により発生した熱の分散が悪い。

縦弾性係数が鋼の約１／２である。

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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縦弾性係数が鋼の約１／２である。

焼き付きを起こしにくい。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問 8 複合材料の特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

耐食性に優れている。

疲労強度に優れている。

熱による伸縮が著しい。

亀裂等の損傷の進行が緩やかである。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（ ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問 9 金属材料及び非金属材料に適用できる非破壊検査で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

浸透探傷検査

電磁誘導検査

放射線透過検査

超音波探傷検査

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問10 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11 ブリード・エアの用途で（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。

ハイドロ・リザーバの加圧

ウォータ・タンクの加圧

酸素ボトルの加圧

バキューム式・ウェスト・タンクの加圧

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

工整・機体装備品・専門 4/8

バキュ ム式 ウェスト タンクの加圧

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問12 操縦ケーブルの損傷の種類で（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。

キンク

バードゲージ

プリ・テンション

摩耗

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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問13 ヘリコプタが運用中に受ける荷重で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

飛行荷重

地上荷重

操縦荷重

エンジン・トルク

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問14 ヘリコプタの操縦系統に関して（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

ペダルでヨーのみをコントロールする。

サイクリック・スティックでロールのみをコントロールする。

コレクティブ・ピッチ・レバーで機体のピッチのみをコントロールする。

サイクリック・スティックでヨーとロールをコントロールする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問15 主操縦翼面で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

エルロン

フラップ

スポイラ

スラット

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）
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スラット

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問16 ヘリコプタに発生する振動の種類で（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。

低周波振動

低周波中間振動

高周波振動

極高周波振動

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（ ）

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｄ）
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問17 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。

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。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問18 与圧系統に装備されているバルブで、機体構造の損傷を防止する目的のもので（Ａ）～（Ｄ）

のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

プレッシャ・リリーフ・バルブ

チェック・バルブ

ネガティブプレッシャ・リリーフ・バルブ

ブロー・アウト・ベント・バルブ

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問19 アンチスキッドの機能で（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。

ロックド・ホイール・スキッド・コントロール

タッチダウン・プロテクション

オート・スピード・ブレーキ・ファンクション

フェール・セイフ・プロテクション

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）
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フェ ル セイフ プ テクション

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問20 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。

機速に応じて舵角を変化させ、舵の効きを良くしている。

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。

舵と反対方向に作動することで操舵力を軽減している。

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21 ヘリコプタのフリーホイル・クラッチについて（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。

エンジンがロータを駆動している間は、クラッチがエンゲージしてエンジンのトルクをロータ

に伝える。

ロータの回転がエンジン回転より速くなった場合、クラッチが自動的に切り離される。

双発機で片発が不作動になった場合、不作動側のエンジンをロータから切り離す。

エンジン始動時にエンジンをロータから切り離しロータからの負荷がかからないようにする。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（２）

（３）

（４）

（ ）

（１）
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問22 引張り強さ 100 kg/mm2のボルトが 10,000 kg の引張り荷重に耐えるには直径を最小何 mm

にすればよいか。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）3 （２）５ （３）６ （４）８ （５）１２

（６）１５ （７）１６ （８）１７

問23 断面積 ２００ mm2、長さ ２.５ mの鋼棒に２,０００ Kgの引張荷重を加えたら １.２５ mm

伸びた。この材料の縦弾性係数（Kg/mm2）はいくらか。下記のうちもっとも近い値を選べ。

（１）０.６ （２）１０ （３）５０ （４）１００ （５）１６０

（６）２１０ （７）５２０ （８）２０,０００

問24 パルセイティング型(Pulsating Type) 燃料ポンプの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは

いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

回転運動による方法である。

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。

燃料流量の少ない場合に使用される。

ポンプ内にバイパス機能がある。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

問25 脚のオレオ緩衝装置の作用で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

空気と作動油の圧縮性により衝撃を吸収する。

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ａ）
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空気と作動油の圧縮性により衝撃を吸収する。

空気と作動油が混合する場合のエネルギで衝撃を吸収する。

作動油の圧縮性と空気がオリフィスを移動することにより衝撃を吸収する。

空気の圧縮性と作動油の粘性により外筒が上下して衝撃を吸収する。

（１）１ （２）２ （３）３ （４）４ （５）無し

（Ｃ）

（Ｄ）

（ ）

（Ｂ）
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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。

M37

注意

Ｆ１FＴ１３１０７０

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

題数及び時間

配点

判定基準
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問 １ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）航空エンジンは、原則的にピストン、ガスタービン、ダクト、ロケットの４種類の内燃

  　　 機関に大別される。

（Ｂ）ガスタービン・エンジンは、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ターボ

　　   シャフトの４種類に分類される。　　

（Ｃ）ダクト・エンジンには、ラムジェット、パルスジェットの２種類がある。

（Ｄ）ジェット推進エンジンには、ターボジェット、ターボファン、ターボプロップ、ラム

　　   ジェット、パルスジェットがこの分類に入る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ２ 次の記述の（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）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。

（Ｂ）ジェット推進の原理は真空中でも有効である。

（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ニュートンの運動の第２法則に基づいている。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ３ 「熱力学の第１法則」について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）熱と仕事はどちらもエネルギの一つの形態であり相互に変換することができる。

（Ｂ）仕事はエネルギの消費形態であり熱に変換できるが熱を仕事に変換することはできない。

（Ｃ）熱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。

（Ｄ）熱力学の第１法則は別名エネルギ保存の法則ともいう。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ４ 完全ガスの性質として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）一定量の気体の容積は圧力に反比例し、絶対温度に正比例する。

（Ｂ）ボイルの法則とは、「温度が一定状態では、気体の容積は圧力に比例する」ことである。

（Ｃ）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。

（Ｄ）ボイル・シャルルの法則を満足し、比熱が温度、圧力によって変化しない定数である気体

を完全ガスという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ５ 完全ガスの状態変化について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）等温変化では、内部から得る熱量はすべて外部への仕事に変わる。

（Ｂ）定圧変化では、内部から得る熱量はすべてエンタルピの変化となる。

（Ｃ）定容変化では、外部から得る熱量はすべて内部エネルギとなる。

（Ｄ）ポリトロープ変化は、等温変化と断熱変化の間で変化する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ６ 内燃機関のサイクルの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ピストン・エンジンのサイクルはオット・サイクルともよばれる。

（Ｂ）タービン・エンジンのサイクルは密閉サイクルである。

（Ｃ）定容サイクルと定圧サイクルの両方の要素を併せた空気サイクルを複合サイクルという。

（Ｄ）加熱が容積一定状態と圧力一定状態の両方で行われるサイクルを定容サイクルという。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ７ ターボプロップ・エンジンの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ターボプロップ・エンジンのフリータービン軸はコンプレッサを駆動しない。

（Ｂ）排気ガスによる推進力は総出力の約 10% である。

（Ｃ）プロペラのピッチ変換は一般にエンジン・オイルを利用している。

（Ｄ）エンジン出力は一般にプロペラ駆動トルクで設定する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 ８ ピストン・エンジンと比較したタービン・エンジンの特徴で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものは

いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）空気の吸入・排出が高速で行われるため、吸気・排気騒音が大きい。

（Ｂ）高速回転し慣性力が大きいことから加速、減速に時間を要する。

（Ｃ）燃焼ガス温度はタービンの耐熱温度によって制約されるため、熱効率が劣る。

（Ｄ）連続燃焼で高速回転により短時間に多量の空気を処理できるため連続的に出力が得られ

　　　る。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 ９ エンジン内外各部の圧力や温度を示すときの略号で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ＰS２とは低圧圧縮機出口の静圧を示す。

（Ｂ）Ｔｔ７とは高圧タービン入り口の全温度を示す。

（Ｃ）Ｐａｍとは大気圧を示す。

（Ｄ）EPRに使用するのはＰｓ２ および Ｐｓ７である。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 10 エンジンのスラストについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）総スラストと正味スラストの差を静止スラストと呼ぶ。

（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加えたものである。

（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。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 11 エンジンの馬力の単位に関する記述で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）１ＨＰは550 ft-lb/s の仕事率に相当する。

（Ｂ）１ＰＳは75 kg・m/s の仕事率に相当する。

（Ｃ）１ＰＳは約736wに相当する。

（Ｄ）１ＨＰは約745wに相当する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 12 大気の状態とエンジン出力との関係で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）飛行高度が高くなると出力は低下する。

（Ｂ）空気密度が小さくなると出力は増加する。

（Ｃ）気温が低くなると出力は低下する。

（Ｄ）気圧が高くなると出力は増加する。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 13 タービン・エンジンの総合効率について次のうち正しいものはどれか。

     有効推進仕事

エンジン出力エネルギ

      有効推進仕事

   供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ

    供給燃料エネルギ

エンジン出力エネルギ

      有効推進仕事

問 14 エンジン定格に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）グランド・アイドルとは地上において運転可能な最少推力で離陸推力の５～８％程度

　　　である。

（Ｂ）最大巡航定格とは巡航時に使用できる最大性能値で通常は離陸定格の８０％前後である。

（Ｃ）最大連続定格とは地上又は空中で連続して使用することが保証されている最大推力であ

　　　る。

（Ｄ）最大上昇定格とは非常時に離陸定格を延長することであり連続して使用できる。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

（２）

（３）

（４）

（１）　

問 15 エンジン構造に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）コア・エンジンとは燃焼室およびタービンから構成される部分である。

（Ｂ）タービン・ブレードは１枚毎に独立したモジュール構造である。

（Ｃ）ガス・ジェネレータとは圧縮機、燃焼室およびガス・タービンの構成部分である。

（Ｄ）圧縮機はコールド・セクションに分類される。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 16 タービン・エンジンの軸受について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）ローラ軸受はスラスト荷重を受け持つがラジアル荷重は受け持たない。

（Ｂ）ボール軸受のアウタ・レースは運転中にすべりを生じないようになっている。

（Ｃ）ローラ・ベアリングはスラスト荷重を受け持つ。

（Ｄ）ローラ・ベアリングは熱膨張による伸びを逃がすことができない。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 17 コンプレッサ・ストールについて（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）エンジン出力を上げるときは発生しない。

（Ｂ）軸流式より遠心式のコンプレッサに発生しやすい。

（Ｃ）コンプレッサに流入する空気の速度、方向に乱れがあると発生しやすい。

（Ｄ）エンジン入口と流入空気の角度が小さいと発生しやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 18 燃焼室もしくは燃焼器の具備すべき条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃焼負荷率が低い。

（Ｂ）圧力損失が小さい。

（Ｃ）耐久性が優れている

（Ｄ）有害物質の排出が少ない。

（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）燃焼領域での空燃比は 40～120 対 1 である。

（Ｂ）燃焼状態は等圧連続燃焼である。

（Ｃ）燃焼領域における燃焼ガス温度は約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 20 空冷タービン・ブレードのうち、フィルム冷却について次のうち正しいものはどれか。

（１）ブレード内部を空洞にし、冷却空気を対流させる。

（２）ブレード前縁のみを中空にし、冷却空気を導く。

（３）ブレード表面に無数の小孔を設け、冷却空気で膜を作る。

（４）燃焼ガスに冷却空気を混合させ、ブレードに当たる燃焼ガス温度を下げる。
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問 21 ジェット燃料の添加剤として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）金属活性剤

（Ｂ）不純物除去剤

（Ｃ）摩耗防止剤

（Ｄ）静電気防止剤

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 22 タービン・エンジン用滑油に求められる条件で（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつ

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）滑油の酸化を示す全酸価が大きいこと。

（Ｂ）温度による粘度変化の傾向を表す粘度指数が高いこと。

（Ｃ）高温の軸受等に直接噴射するので引火点が高いこと。

（Ｄ）高空における蒸発損失を最小限とするため揮発性が低いこと。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し

問 23 ASTM 蒸留曲線に関する説明で（Ａ）～（Ｄ）うち正しいものはいくつあるか。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）燃料が留出し始めたときの温度を初留点、液体が全て蒸発したときの温度を終点と

呼ぶ。

（Ｂ）10 % 及び 20 % 留出温度は、低温時の始動特性、蒸発損出、ベーパー・ロックと

密接に関係している。

（Ｃ）ジェット燃料規格では、ケロシン系燃料は 10 % 留出温度、ワイド・カット系燃料

は 20 % 留出温度の最大値が規定されている。

（Ｄ）50 % 及び 90 % 留出温度が高い場合は、燃料の揮発性が不十分なため不完全燃焼

を起こしやすい。

（１）　１ （２）　２ （３）　３ （４）　４ （５）　無し
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問 24 減速比が 0.5 の遊星歯車式減速装置の固定歯車の歯数が 30 である場合、入力歯車の歯数を求め

よ。下記のうち最も近い値を選べ。

（１）　１8 （２）　 20 （３）　24 （４）　26 （５）　28

（６）　 30 （７）　 35

問 25 出力軸が6,000 rpm で回転していて、トルクが 55 kg・m のとき軸出力は何馬力(PS)になる

か。下記のうち最も近い値を選べ。 π＝３．１４

（１）　460 （２）　489 （３）　495 （４）　502 （５）　５１０
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（1）

（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

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 F１ＦＩ１３１０７０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。

☆判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

☆配     点
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問 1

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

Ⅰ1 = -7.5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 =   5A

Ⅰ1 =  2.5A Ⅰ2 = 7.5A Ⅰ3 =  -5A

Ⅰ1 =  7.5A Ⅰ2 =  -5A Ⅰ3 = 2.5A

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

ファラッド

ヘンリー

ウェーバ

バール

ボルト・アンペア

クーロン

半導体素子の機能/用途で次のうち誤っているものはどれか。

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

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

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。

Ⅰ1 =  7.5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 =  -5A

Ⅰ1 =   -5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 = 7.5A

電気の組立単位、「１アンペアの電流が１秒間に運ぶ電気量の単位」として次のうち正しいも
のはどれか。

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
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（５）

問 4

（1）

（2）

（3）

（4）

問 5

（1）

（2）

（3）

（4）

Ⅰ1   7.5A Ⅰ2   5A Ⅰ3  2.5A

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。

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。

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。

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。

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）が一定であれば、真対気速度 （ＴＡＳ） は高度に関係なく
一定である。
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問 6

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問 8

（１）

（２）

NAND回路の説明として次のうち正しいものはどれか。

多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路

電圧変動率に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

入力を反転して出力する回路

入力全部が０のときのみ出力が０になる回路

電圧変動率は大型変圧器では２～３％以下、小型変圧器では１０％以下である。

定格２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる

下記 ＲＣ並列回路でコンデンサＣに流れる電流ⅠCで次のうち正しいものはどれか。
次のうち も近い値を選べ。

０．０５３０（Ａ）

０．０６２５（Ａ）

０．０７２６（Ａ）

０．０８２９（Ａ）

０．０９２７（Ａ）

０．１０３０（Ａ）

入力が全部１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
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（２）

（３）

問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

問10

（１）

（２）

（３）

（４）

オートパイロット・システムに用いられているピッチ・トリム・サーボ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。

ジャイロ計器に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

DGでは外ジンバル面が水平、内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。

定格２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる。

VG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。
VGでは内ジンバル軸がピッチ軸、外ジンバル軸がロール軸と平行になるように取り付
けられている。
DGでは、ロータ軸が一定の方向を保つように制御している。

ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

縦揺れを制御し、水平飛行を保つ。

縦軸の釣合いを保つ。

無負荷２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる。
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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

問13

（Ａ）

（Ｂ）

航空機内の電線の一般的な使用区分として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食ガスをほとんど出さない。

普通の増幅回路としては、ベース接地回路がもっとも適している。

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。

インタホンのオーディオ回路の配線：同軸ケーブル

ラジオラック、計器盤などの配線：一般電線

無線送受信機とアンテナ間の配線：シールド電線

熱電対と熱電対温度計間の配線：アルメル・クロメル電線

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。

出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にコレクタ接地回路が
使用される。

ニッケル・カドミウム・バッテリーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

重負荷特性は良いが、大電流放電時には電圧が不安定となる。
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（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

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

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。

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ある。

キセノン電球はガラス管を真空にした後キセノン・ガスを封入した電球である。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食ガスをほとんど出さない。

電解液の温度が57℃を超えると起電力が低下する。

皮膚に電解液が付着した場合はホウ酸水で洗浄（中和）する。

長波・中波の伝搬：主に直接波による見通し距離内伝搬

短波の伝搬：電離層の反射によって伝搬

超短波の伝搬：地上波伝搬

白熱電球は計器の内部照明、計器盤、操作盤などのパネル照明に使用される電球であ
る。

ハロゲン電球は高熱に耐える石英ガラスの細い管を使用した棒状の電球である。

電波の伝搬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。

航空工場整備士（計器）・専門-4/7



問16

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問17

（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
関係が表示される。

機器用角型コネクタ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には、キーが付属しており、プラグとレセプタクルのキー溝が合致
しないと結合できない構造で、機器が取付け違いにならないようになっている。

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。

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。

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にはネジ・カップリング型とバイオネット・カップリング型の２種
類がある。
一般用丸型コネクタの取扱いでは、コンタクトの脱着には正規の工具を用い、コネクタ
本体のロック機構を壊さないよう注意が必要である。

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。

二針式のＲＭＩは同軸二針式構造である。
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（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

エア・データの算出でマッハ数を計算データとして使用しているものは（Ａ）～（Ｄ）のうち
いくつあるか。 （１）～（５）の中から選べ。

指示対気速度

静温度

真対気速度

気圧高度

示される。

機体の各部材を導体で接続して電気的に同電位に保つことをボンディングというが、その目的
について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

機体に人が触った時、静電気ショックが発生するのを防止する。

機体各部の電位差を少なくして無線機器や航法機器の障害を 小にする。

スパーク放電を防止し、火災の発生を防ぐ。

落雷による機体の損傷、特に動翼ヒンジの溶着を防ぐ。
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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

変圧比は巻線比に等しい。 

磁気コンパス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。

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。
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。

変圧器に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

巻線比が１より大きいものを昇圧変圧器という。

定格容量は二次定格電圧と二次定格電流の積である。

鉄損にはヒステリシス損、うず電流損及び銅損がある。

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。
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問22

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問23

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

特に注意を促す必要のある情報については、表示の色を変化させたり、点滅させたりし
てPriorityを持たせた表示が可能である。

材　質：大量の自由電子をもっている銀、銅、金、アルミニウムなどが抵抗の小さい
　　　　材質である。

電子表示素子（CRTまたはLCD）を用いた計器の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいも
のはいくつあるか。　（１）～（５）の中から選べ。

気象レーダの情報は直接入力されている。

文字、数字およびシンボル部分の表示方式はラスター・スキャニング方式を採用し読み
取りやすくしている。

地面、空などの空間部分の表示方式はストローク・スキャニング方式を採用し見やすく
している。

導体の抵抗を決める４条件の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

温　度：上昇するにつれて抵抗は増加する。

断面積：導体の断面積を倍にすると抵抗は半分となる。

長　さ：同じ太さの導体でも、長さが２倍になると抵抗も２倍となる。
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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）

吸引圧力計：ベロー式圧力計で２つのベロー圧力の比を指示

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。

吸気圧力計：ベロー式圧力計で絶対圧力を指示

滑油圧力計：ブルドン管式圧力計でゲージ圧を指示

EPR計：ダイヤフラム式圧力計で２ヵ所のダイヤフラム圧力の差を指示

シンクロ発信機及び受信機の指示、接続方法で（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。　なお、（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）図での電源、発信機及び受信
機の関係は（Ａ）と同一である。

指示方向が逆転する接続

120°の指示差を生じる接続
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（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

180°の指示差を生じる接続

300°の指示差を生じる接続
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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。

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　　Ｍ４１

資　格

科　目 専　門　〔科目コ－ド：１３〕 記　号 Ｆ１ＦＥ１３１０７０

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
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問 1

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 2

（１）

（２）

（３）

（４）

問 3

（１）

（２）

（３）

ファラッド

Ⅰ1 =   -5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 = 7.5A

Ⅰ = 7 5A Ⅰ = 2 5A Ⅰ = 5A

ヘンリー

バール

ボルト・アンペア

クーロン

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

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

Ⅰ1 =  7.5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 =  -5A

電気の組立単位、「１アンペアの電流が１秒間に運ぶ電気量の単位」として次のうち正しいも
のはどれか。

ウェーバ

半導体素子の機能/用途で次のうち誤っているものはどれか。

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

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。
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（３）

（４）

（５）

問 4

（1）

（2）

（3）

（4）

問 5

（1）

（2）

（3）

（4）

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）が一定であれば、真対気速度 （ＴＡＳ） は高度に関係なく
一定である。
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。

高度が高くなるに従い、真対気速度（ＴＡＳ）は小さくなる。

Ⅰ1 = -7.5A Ⅰ2 = 2.5A Ⅰ3 =   5A

Ⅰ1 =  2.5A Ⅰ2 = 7.5A Ⅰ3 =  -5A

静的誤差及び動的誤差は修正できる。

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。

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。

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。

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。

Ⅰ1 =  7.5A Ⅰ2 =  -5A Ⅰ3 = 2.5A
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問 6

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

問 7

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

問 8

（１）

（２）

下記 ＲＣ並列回路でコンデンサＣに流れる電流ⅠCで次のうち正しいものはどれか。
次のうち も近い値を選べ。

０．０６２５（Ａ）

０．０７２６（Ａ）

０．０８２９（Ａ）

０．０５３０（Ａ）

０．０９２７（Ａ）

０．１０３０（Ａ）

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

多数の入力のうち１つだけが１のとき１になる回路

電圧変動率に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

電圧変動率は大型変圧器では２～３％以下、小型変圧器では１０％以下である。

定格２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる。

航空工場整備士（電気）・専門-3/7

（３）

問 9

（１）

（２）

（３）

（４）

問10

（１）

（２）

（３）

（４）DGでは外ジンバル面が水平、内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。

VG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。

無負荷２次電圧が増加すると電圧変動率は大きくなる。

オートパイロット・システムに用いられているピッチ・トリム・サーボの機能で次のうち正し
いものはどれか。

縦軸の釣合いを保つ。

ダッチロール防止と釣合い旋回を行う。

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。

ジャイロ計器に関する説明で次のうち誤っているものはどれか。

VGでは内ジンバル軸がピッチ軸、外ジンバル軸がロール軸と平行になるように取り付
けられている。

DGでは、ロータ軸が一定の方向を保つように制御している。
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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

問13

（Ａ）

（Ｂ）

航空機内の電線の一般的な使用区分として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

熱電対と熱電対温度計間の配線：アルメル・クロメル電線

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。
出力インピーダンスが低いことを利用してインピーダンス変換用にコレクタ接地回路が
使用される。

ラジオラック、計器盤などの配線：一般電線

無線送受信機とアンテナ間の配線：シールド電線

インタホンのオーディオ回路の配線：同軸ケーブル

普通の増幅回路としては、ベース接地回路がもっとも適している。

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。

ニッケル・カドミウム・バッテリーの説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

重負荷特性は良いが、大電流放電時には電圧が不安定となる。

振動の激しい場所でも使用でき 腐食ガスをほとんど出さない

航空工場整備士（電気）・専門-4/7

（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

問15

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

力率は６0％である。

皮相電力は1,000（VA）である。

電波の伝搬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。

長波・中波の伝搬：主に直接波による見通し距離内伝搬

短波の伝搬：電離層の反射によって伝搬

下記交流回路図の説明として（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。

有効電力は600（W）である。

無効電力は800（var）である。

電解液の温度が57℃を超えると起電力が低下する。

振動の激しい場所でも使用でき、腐食ガスをほとんど出さない。

皮膚に電解液が付着した場合はホウ酸水で洗浄（中和）する。

超短波の伝搬：地上波伝搬
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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

RC結合増幅回路 低周波電圧増幅器

直流直巻電動機は負荷の大小にかかわらず回転速度がほぼ一定なので燃料ポンプのよう
な小型モータとして用いられている。

直流分巻電動機は起動トルクが大きいためスタータとして用いられている。

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。

増幅回路 主な用途

同期電動機はブラシや整流子がなく構造が簡単であるため油圧ポンプのような比較的大
型のモータとして用いられている。

同調増幅回路 低周波ドライバー増幅器

差動増幅回路 直流増幅器

プッシュプル増幅回路 低周波電力増幅器

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。

誘導電動機は負荷の大小にかかわりなく回転数が一定なので質量流量計のような一定速
度で回転する必要のある機器に用いられている。
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問18

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問19

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

エンジンの低速から高速にかけて広範囲の回転数でも電圧の変化は少ない。

電圧変更が容易にできる。

低電圧にして細い電線で多量の電力を送ることができる。

コンデンサを並列接続すると、各コンデンサの端子電圧の総和は電源電圧に等しい。

交流発電機を直流発電機と比較した場合の説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいく
つあるか。（１）～（５）の中から選べ。

同一の出力を発生させるのに発電機を小型軽量にできる。

コンデンサを直列接続すると、すべてのコンデンサの端子電圧は、電源電圧に等しい。

交流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。

6極の発電機で導体が毎分8,000回転している場合の周波数は400Hzである。

インダクタンスの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。
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問20

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１）1 （２）2 （３）3 （４）4 （５）無し

問21

下記「トランジスタ・スイッチ回路」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。

入力の正負に応じて変圧器の１次巻線に流れる電流の方向を切り替え、変圧器２次側に
入力波形と同じ出力波形を得ることが出来る。

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 あるか （１） （５） 中から選べ

静止型インバータのトランジスタ・スイッチ回路である。

駆動回路からの入力の負の半サイクルでは電流はトランジスタQ1、変圧器１次巻線及
びQ2を通って接地する。

駆動回路からの入力の正の半サイクルでは電流はトランジスタQ3、変圧器１次巻線及
びQ4を通って接地する。
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（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

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。
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。

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。

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。

BNC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。

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： 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。

いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。
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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）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

問25

（Ａ）

（Ｂ）

金属皮膜抵抗器、炭素皮膜抵抗器：高周波回路

機体の各部材を導体で接続して電気的に同電位に保つことをボンディングというが、その目的
について（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

サーボ機構に関する説明として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

直流サーボ・モータは、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。
直流サーボ・モータは、回転子を斜め溝として、トルクの変動を小さくしている。

交流サーボ・モータは、速度制御が容易で低速度での効率が高い。

電気部品の使用区分として（Ａ）～（Ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

マイカ・コンデンサ、プラスチック・フィルム・コンデンサ：電子機器の電源回路

アルミニウムやタンタル電解コンデンサ：電源回路

スパ ク放電を防止し 火災の発生を防ぐ

航空機で主に用いられているのは、電気式サーボ機構及び電気 - 油圧式サーボ機構であ
る。

機体に人が触った時、静電気ショックが発生するのを防止する。

金属巻線抵抗器：電力用抵抗器
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（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4 （５）無し

落雷による機体の損傷、特に動翼ヒンジの溶着を防ぐ。

機体各部の電位差を少なくして無線機器や航法機器の障害を 小にする。

スパーク放電を防止し、火災の発生を防ぐ。
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