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はじめに
① 本書は，日整連の登録試験について，出題された問題をジャンル別に区分し，

それぞれに解説を加えたものです。

② 過去の出題問題は，合計12回分を収録してあります。ただし，過去に出題され

た頻度が少ないものの，重要と思われる内容の問題については，古いものも収

録してあります。

①令和３年度第１回（令和３年10月実施）	 ②令和２年度第２回（令和３年３月実施）

③令和２年度第１回（令和２年10月実施）	 ④平成元年度第２回（平成２年３月実施）

⑤令和元年度第１回（令和元年10月実施）	 ⑥平成30年度第２回（平成31年３月実施）

⑦平成30年度第１回（平成30年10月実施）	 ⑧平成29年度第２回（平成30年３月実施）

⑨平成29年度第１回（平成29年10月実施）	 ⑩平成28年度第２回（平成29年３月実施）

⑪平成28年度第１回（平成28年10月実施）	 ⑫平成27年度第２回（平成28年３月実施）

③各章の順序は，具体的には以下のとおりです。

◎第１章 基礎工学 ◎第２章 エンジン ◎第３章 電気装置

◎第４章 電子制御装置 ◎第５章 法令

④各章の項目の順序は，できるだけ日整連発行の教科書に合わせました。

⑤ 「第１章 基礎工学」については，先に計算問題の方を掲載しました。試験に

合格する上で，計算問題に対する十分な理解がどうしても必要なため，あえて

計算問題を先にしました。

⑥ 各項目の初めに「学習チェック ▽」を用意しました。問題の理解度の目安として

使用してください。

⑦  設問の最後に，[R3．10]などとあるのは，試験の実施時期を表しています。例え

ば，[R3．10]であれば，令和３年10月に実施された登録試験の問題となります。

また，[H31.3]であれば，平成31年３月に実施された登録試験の問題となります。

 問題の出題後，教科書の改訂や法改正等により内容が不適切となる問題は，編集

部で手を加えています。その場合，実施時期の後に「改」を入れました。

 また，[3C][3D]などの表示は，他の整備士試験の出題問題であることを表しま

す。
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⑧ 解説は「ポイント解説」と「一般解説」の２種類用意しました。「ポイント解説」

は四肢択一の問題で不適切な場合，どの部分が不適切であるかが簡単にわかるよ

うに解説しています。「一般解説」では，問題を解く上で必要な知識及び関連し

て知っておいた方が良い内容をまとめてあります。必ずしも１つの問題に対して，

１つの解説というわけではありません。また，複数の問題に対して，１つの解説

ということもあります。

⑨ 解説の中で［３ガ３章］などとあるのは，日整連発行の教科書の出題箇所を表し

ています。［３ガ３章］は，「３級ガソリン」の「第３章」の内容から出題されて

います。教科書名は，次のとおりです。また，教科書以外の部分から出題されて

いる場合は，［教科書外］としました。なお，教科書は令和３年12月現在のもの

を使用しています。

◎［基礎］…基礎自動車工学 ◎［基礎整備］…基礎自動車整備作業

◎［３ガ］…３級ガソリン ◎［３ジ］…３級ジーゼル

◎［２ガ］…２級ガソリン

⑩ 自動車用語は，ほとんど英語となっています。自動車用語を理解し覚える上で，

元の英語の意味がわかると，たいへん参考となります。そこで，本書では主な自

動車用語について，「用語」欄を設け，英語の一般的な意味を掲載しました。次

の英和辞典を参考としています。

◎新英和中辞典 第６版 （株）研究社発行

◎新英和大辞典 第５版 〃

⑪ 法令問題は，令和３年12月時点の法令を基準としています。

⑫ 令和３年10月の登録試験の合格率（３級ガソリン）は，約75.5％でした。本書は

試験に合格できなかった受験生や，合格したものの合否ボーダーライン上にいた

受験生たちを，読者の中心対象として編集しています。結果として，解説に紙面

の相当数のページをあてることとなりました。そのため，実力が十分な受験生に

とっては，やや解説が回りくどいかもしれません（特に計算問題など）。ご了承

ください。なお，本書の中で不明な部分やわかりにくい部分，誤字や間違い等が

ありましたら，次のフリーダイヤルまでご一報くださるようお願いします。

◎開設時間 平日（月～金）午前10時～午後５時

◎フリーダイヤル ０１２０－０４１－８９３

令和４年１月 編集部

            





5

第
１
章 

基
礎
工
学

 
 

 
 

 第１章 基礎工学
１．計算基礎

１-１	 乗除の応用	････････････････ ６
１-２	 比例と方程式	･･････････････ ８
１-３	 単位の考え方	･････････････ 10
１-４	 荷重の配分	･･･････････････ 12
１-５	 割り算のテクニック	･･･････ 15
１-６	 答えと計算のチェック	･････ 16

２．計算問題

２-１	 燃焼室	･･･････････････････ 17
２-２	 平均ピストン速度	･････････ 26
２-３	 トルク	･･･････････････････ 27
２-４	 ベルト機構	･･･････････････ 29
２-５	 電気回路［１］	･･･････････ 34
２-６	 電気回路［２］	･･･････････ 35
２-７	 電気回路［３］	･･･････････ 38
２-８	 電 力	･･･････････････････ 47

３．工学一般

３-１	 自動車の構造［警報装置］	 50
３-２	 自動車の材料［鉄鋼］	･････ 51
３-３	 自動車の材料
	 ［非鉄金属とガラス］	･･･ 53
３-４	 自動車の機械要素［ねじ］	 56
３-５	 自動車の機械要素
	 ［ボルトとナット］	･････ 58
３-６	 自動車の機械要素
	 ［ベアリング等］	･･･････ 60
３-７	 燃 料	･･･････････････････ 64
３-８	 潤滑剤	･･･････････････････ 65
３-９	 基礎的な原理・法則	･･･････ 69
３-10	 整備作業
	 ［サーキット・テスタ］	 74

３-11	 整備作業［測定機器］	･････ 77
３-12	 整備作業［工具］	･････････ 80

◆解 答･････････････････････････ 88
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２．計算問題
２-１ 燃焼室

学習チェック ▽  【１】□ □ □ 【２】□ □ □ 【３】□ □ □

【１】シリンダ内径70mm，ピストンのストロークが85mmの４サイクル４シリン
ダ・エンジンの１シリンダ当たりの排気量として，適切なものは次のうちどれか。

ただし，円周率は3.14として計算し，小数点以下を切り捨てなさい。[R2.10]

１．38cm３

２．153cm３

３．326cm３

４．486cm３

【２】排気量300cm３，燃焼室容積50cm３のガソリン・エンジンの圧縮比として，適
切なものは次のうちどれか。[R3.10/H30.10]

１ ．５

２ ．６

３ ．７

４ ．８

【３】１シリンダ当たりの燃焼室容積が65cm３，圧縮比が８の４シリンダ・エンジ
ンの総排気量として，適切なものは次のうちどれか。[H31.3]

１．910cm３

２．1,560cm３

３．1,820cm３

４．2,080cm３
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【１】１ ．設問の内容は不純物半導体。真性半導体は，シリコンやゲルマニウムなど，
他の原子を加えていないものをいう。

３ ．設問の内容は発光ダイオード。ツェナ・ダイオードは，定電圧回路や電圧検
出回路に使われている。

４．「直流を交流に変換」⇒「交流を直流に変換」。
【２】３ ．設問の内容は発光ダイオード。ツェナ・ダイオードは，定電圧回路や電圧検

出回路に使われている。
【３】１．ICは消費電力が少ない。

２ ．設問の内容はN型半導体。P型半導体は，正孔が多くあるようにつくられた半
導体。

３ ．設問の内容は不純物半導体。
【４】２ ．設問の内容は不純物半導体。

３ ．「温度の降下とともに」⇒「温度の上昇とともに」。
４ ．設問の内容は発光ダイオード。ツェナ・ダイオードは，定電圧回路や電圧検

出回路に使われている。
【５】２ ．設問の内容は不純物半導体。
【６】１ ．設問の内容は不純物半導体。
【７】２ ．設問の内容は不純物半導体。

３．「光信号から電気信号への変換」⇒「電気信号から光信号への変換」。
４．「直流を交流に変換」⇒「交流を直流に変換」。

【８】１．「光信号から電気信号への変換」⇒「電気信号から光信号への変換」。
２．シリコンやゲルマニウムは， 真性半導体。
４．「直流を交流に変換」⇒「交流を直流に変換」。

【９】２．「光信号から電気信号への変換」⇒「電気信号から光信号への変換」。
３ ．設問の内容はN型半導体。P型半導体は，正孔が多くあるようにつくられた半

導体。
４．「直流を交流に変換」⇒「交流を直流に変換」。

【1 0】図のCはコレクタ，Bはベース，Eはエミッタ。PNP型は，ベース電流がエミッ
タからベースに流れ，コレクタ電流はエミッタからコレクタに流れる。

【1 1】図のCはコレクタ，Bはベース，Eはエミッタ。NPN型は，ベース電流がベース
からエミッタに流れ，コレクタ電流はコレクタからエミッタに流れる。

            











235

 
 

 
 

第
５
章 

法

令

 第５章 法 令
１．車両法／点検基準

１-１	 自動車の種別	････････････ 236
１-２	 登録制度	････････････････ 238
１-３	 検査制度	････････････････ 239
１-４	 認証制度	････････････････ 240
１-５	 定期点検	････････････････ 243

２．保安基準

２-１	 車体構造	････････････････ 247
２-２	 燃料装置	････････････････ 251
２-３	 窓ガラス	････････････････ 252
２-４	 前方の灯火	･･････････････ 253
２-５	 後方の灯火	･･････････････ 258
２-６	 警音器	･･････････････････ 264
２-７	 非常信号用具	････････････ 265
２-８	 緊急自動車	･･････････････ 266

◆解 答････････････････････････ 267
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２-５ 後方の灯火
学習チェック ▽  【１】□ □ □ 【２】□ □ □ 【３】□ □ □ 【４】□ □ □

【５】□ □ □ 【６】□ □ □ 【７】□ □ □ 【８】□ □ □
【９】□ □ □ 【10】□ □ □ 【11】□ □ □ 【12】□ □ □
【13】□ □ □ 【14】□ □ □ 【15】□ □ □

【１】「道路運送車両の保安基準」及び｢道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示｣に照らし，番号灯の灯光の色の基準として，適切なものは次のうちどれか。

[R3.3]

１．白色であること。

２．淡黄色であること。

３．赤色であること。

４．黄色又は白色であること。

【２】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，最高速度が100km/hの小型四輪自動車の番号灯の基準に関する

次の文章の（ ）に当てはまるものとして，適切なものは次のうちどれか。

[編集部]

 番号灯は，夜間後方（ ）ｍの距離から自動車登録番号標，臨時運行許可番号標，

回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。

１．20 ２．40

３．100 ４．150

【３】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，尾灯に関する次の文章の（ ）に当てはまるものとして，適切
なものはどれか。[3DR2.3]

 尾灯は，（ ）の距離から点灯を確認できるものであり，かつ，その照射光線

は，他の交通を妨げないものであること。

１ ．夜間にその後方100m

２ ．夜間にその後方300m

３ ．昼間にその後方100m

４ ．昼間にその後方300m
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【４】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，尾灯の灯光の色に関する基準として，適切なものは次のうちど

れか。[編集部]

１．赤色又は橙色 ２．赤色又は淡黄色

３．赤色 ４．赤色又は白色

【５】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，車幅が1.69m，最高速度が100km/hである四輪小型自動車の尾

灯の基準に関する次の文章の（イ）と（ロ）に当てはまるものとして，下の組み

合わせのうち，適切なものはどれか。[R3.10]

 尾灯は，（イ）にその後方（ロ）ｍの距離から点灯を確認できるものであり，

かつ，その照射光線は，他の交通を妨げないものであること。

 （イ） （ロ）

１．昼間 100

２．昼間 300

３．夜間 100

４．夜間 300

【６】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，後部反射器による反射光の色に関する基準として，適切なもの
は次のうちどれか。[R2.3/H29.3]

１ ．赤色であること。 ２ ．白色であること。

３ ．橙色であること。 ４ ．淡黄色であること。

【７】「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示」に照らし，車幅が1.69m，最高速度が100km/hの小型四輪自動車の制動灯

の基準に関する次の文章の（ ）に当てはまるものとして，適切なものはどれか。

[R3.3/R1.10]

 制動灯は，昼間にその後方（ ）ｍの距離から点灯を確認できるものであり，

かつ，その照射光線は，他の交通を妨げないものであること。

１．300 ２．150

３．100 ４．20

            






