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（ボイラーの構造に関する知識） 

問１ 熱及び蒸気について、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 水の飽和温度は、標準大気圧のとき１００℃で、圧

力が高くなるほど高くなる。 

（２） 水の温度は、沸騰を開始してから全部の水が蒸気に

なるまで一定である 

（３） 飽和蒸気の比エンタルピは、飽和水１ｋｇの気化熱

である。 

（４） 飽和蒸気の比体積は、圧力が高くなるほど小さくな

る。 

（５） 飽和水の蒸発熱は、圧力が高くなるほど小さくなり、

臨界圧力に達すると０になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 丸ボイラーと比較した水管ボイラーの特徴として、誤っ

ているものは次のうちどれか。 

（１） 構造上、低圧小容量用から高圧大容量用に適する。 

（２） 伝熱面積を大きくとれるので、一般に熱効率を高く

できる。 

（３） 伝熱面積当たりの保有水量が大きいので、起動から

所要蒸気発生までの時間が長い。 

（４） 使用蒸気量の変動による圧力変動及び水位変動が大

きい。 

（５） 給水及びボイラー水の処理に注意を要し、高圧ボイ

ラーでは厳密な水管理を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

問３ ボイラーの鏡板について、誤っているものは次のうちど

れか。 

（１） 鏡板は、胴又はドラムの両端を覆っている部分をい

い、煙管ボイラーのように管を取り付ける鏡板は、特に管

板という。 

（２） 鏡板は、その形状によって、平鏡板、皿形鏡板、半

だ円体形鏡板及び全半球形鏡板に分けられる。 

（３） 平鏡板は、内部の圧力によって曲げ応力が生じるの

で、大径のものや圧力の高いものはステーによって補強す

る。 

（４） 皿形鏡板は、球面殻、環状殻及び円筒殻から成って

いる。 

（５） 皿形鏡板は、同材質、同径及び同厚の場合、半だ円

体形鏡板に比べて強度が強い。 

 

 

 

 

 

問４ 鋳鉄製ボイラーについて、誤っているものは次のうちど

れか。 

（１） 暖房用蒸気ボイラーでは、原則として復水を循環使

用する。 

（２） 重力式蒸気暖房返り管の取付けには、ハートフォー

ド式連結法よく用いられる。 

（３） ウェットボトム形は、ボイラー底部にも水を循環さ

せる構造となっている。 

（４） ポンプ循環方式の蒸気ボイラーの場合、給水管の取

付位置は、安全低水面以下１５０ｍｍ以内の高さにする。 

（５） 鋼製ボイラーに比べ、腐食に強いが強度は弱い。 
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問５ 次の文中の  あ  内に入れるＡ及びＢの語句の組

合せとして、正しいものは（１）～（５）のうちどれか 

 「ボイラー胴の蒸気室の頂部に  Ａ  を直接開口させる

と、水滴が混じった蒸気が取り出されやすいため、低圧ボイラ

ーには、大径のパイプの上面の多数の穴から蒸気を取り入れ、

蒸気流の方向を変えて分離した水滴を下部の穴から流すよう

にした  Ｂ  が用いられる。」 

Ａ        Ｂ 

（１） 給水内管    沸水防止管 

（２） 給水内管    蒸気トラップ 

（３） 給水内管    気水分離器 

（４） 主蒸気管    沸水防止管 

（５） 主蒸気管    蒸気トラップ 

 

 

 

 

 

 

問６ ボイラーに使用するブルドン管圧力計について、誤って

いるものは次のうちどれか。 

（１） 圧力計は、原則として胴又は蒸気ドラムの一番高い

位置に取り付ける。 

（２） 圧力計と胴又は蒸気ドラムとの間に水を入れたサイ

ホン管などを取り付け、蒸気がブルドン管に直接入らない

ようにする。 

（３） 圧力計は、ブルドン管に圧力が加わり管の円弧が広

がると、歯付扇型片が動いて小歯車が回転し、指針が圧力

を示す。 

（４） ブルドン管は、断面が真円形の管を円弧状に曲げ、

その一端を固定し他端を閉じたものである。 

（５） 圧力計のコックは、ハンドルが管軸と同一方向にな

ったときに開くように取り付ける。 

 

 

 

 

問７ 温水ボイラー及び蒸気ボイラーの附属品について、誤っ

ているものは次のうちどれか。 

（１） 水高計は、温水ボイラーの圧力を測る計器であり、

蒸気ボイラーの圧力計に相当する。 

（２） 温水ボイラーの温度計は、ボイラー水が最高温度と

なる所で、見やすい位置に取り付ける。 

（３） 温水ボイラーの逃がし管には、弁又はコックを取り

付ける。 

（４） 暖房用蒸気ボイラーの真空給水ポンプは、返り管内

を真空にして、返り管内の凝縮水を受水槽に吸引するとと

もに、ボイラーに給水するために用いられる。 

（５） 温水暖房ボイラーの温水循環ポンプは、ボイラーで

過熱された水を放熱器に送り、再びボイラーに戻すために

用いられる。 

 

 

 

 

 

問８ ボイラーのエコノマイザについて、誤っているものは次

のうちどれか。 

（１） エコノマイザは、煙道ガスの余熱を回収して給水の

予熱に利用する装置である。 

（２） エコノマイザ管は、エコノマイザに使用される伝熱

管である。 

（３） エコノマイザを設置すると、ボイラー効率を向上さ

せ燃料の節約となる。 

（４） エコノマイザを設置すると、通風抵抗が減少し動力

の節約となる。 

（５） エコノマイザは、燃料性状によっては、低温腐食を

起こすことがある。 
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問９ 温水ボイラーの温度制御に用いるオンオフ式温度調節

器（電気式）について、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 温度調節器は、調節器本体、感温体及びこれらを連

結する導管で構成される。 

（２） 感温体内の液体は、温度の上昇・下降によって膨張・

収縮し、ベローズ又はダイヤフラムを伸縮させ、マイクロ

スイッチを開閉させる。 

（３） 感温体は、必ず保護管を用いて取付けなければなら

ない。 

（４） 保護管内にシリコングリスなどを挿入して感度を良

くする。 

（５） 温度調節器は、一般に調節温度の設定及び動作すき

間の設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

問１０ ボイラーのドラム水位制御について、誤っているもの

は次のうちどれか。 

（１） 水位制御は、負荷の変動に応じて給水量を調節する

ものである。 

（２） 単要素式は、水位だけを検出し、その変化に応じて

給水量を調節する方式である。 

（３） ２要素式は、水位と給水流量を検出し、その変化に

応じて給水量を調節する方式である。 

（４） 電極式水位検出器、蒸気の凝縮によって検出筒内部

の水の純度が高くなると、正常に作動しなくなる。 

（５） 熱膨張管式水位調整装置は、金属管の温度の変化に

よる伸縮を利用したもので、電力などの補助動力を要しな

いので自力式制御装置といわれる。 

 

 

 

 

（ボイラーの取扱いに関する知識） 

問１１ ボイラーをたき始めるときの、各種の弁及びコックと

その開閉の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 主蒸気弁………………………………………………閉 

（２） 水面計とボイラー間の連絡管の弁・コック………閉 

（３） 胴の空気抜き弁………………………………………開 

（４） 吹出し弁・吹出しコック……………………………閉 

（５） 圧力計のコック………………………………………開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２ ボイラーの蒸気圧力がある場合、水面計の機能試験を

行うときの操作順序として、適切なものは（１）～（５）のう

ちどれか。 

 ただし、ＡからＤはそれぞれ次の操作をいうものとする。 

Ａ 蒸気コックを開いて蒸気だけをブローし、噴出状態を見て

蒸気コックを閉じる。 

Ｂ 水コックを開いて水だけをブローし、噴出状態を見て水コ

ックを閉じる。 

Ｃ ドレンコックを閉じて、蒸気コックを少しずつ開き、次い

で水コックを開いて、水位の上昇具合を見る。 

Ｄ 蒸気コック及び水コックを閉じ、ドレンコックを開いてガ

ラス管内の気水を排出する。 

（１） Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ 

（２） Ｂ→Ａ→Ｃ→Ｄ 

（３） Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｃ 

（４） Ｄ→Ｂ→Ａ→Ｃ 

（５） Ｄ→Ａ→Ｃ→Ｂ 
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問１３ ボイラーの運転を停止し、ボイラー水を全部排出する

場合の措置として、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 運転停止の際は、ボイラーの水位を常用水位に保つ

ように給水を続け、蒸気の送り出しを徐々に減少する。 

（２） 運転停止の際は、ファンを止めた後、燃料の供給を

停止し、石炭だきの場合は炉内の石炭を完全に燃え切らせ

る。 

（３） 運転停止後は、ボイラーの蒸気圧力がないことを確

かめた後、給水弁及び蒸気弁を閉じる。 

（４） 運転停止後は、ボイラーの蒸気圧力がないことを確

かめた後、ボイラー内部が真空にならないように、空気抜

き弁を開いて空気を送り込む。 

（５） ボイラー水の排出は、運転停止後、ボイラー水の温

度が９０℃以下になってから、吹出し弁を開いて行う。 

 

 

 

 

 

問１４ 油だきボイラーの手動操作による点火について、誤っ

ているものは次のうちどれか。 

（１） ファンを運転し、ダンパをプレパージの位置に設定

して換気した後、ダンパを点火位置に設定し、炉内通風圧

を調節する。 

（２） 点火前に、回転式バーナではバーナモータを起動し、

蒸気噴霧式バーナでは噴霧用蒸気を噴射させる。 

（３） バーナの燃料弁を開いた後、点火棒に点火し、それ

をバーナの先端のやや前方上部に置き、バーナに点火する。 

（４） 燃料の種類及び燃焼室熱負荷の大小に応じて、燃料

弁を開いてから２～５秒間の点火制限時間内に着火させ

る。 

（５） バーナが上下に２基配置されている場合は、下方の

バーナから点火する。 

 

 

 

 

問１５ ボイラーに給水するディフューザーポンプの取扱い

について、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） メカニカルシール式の軸については、水漏れがない

ことを確認する。 

（２） 運転前に、ポンプ内及びポンプ前後の配管内の空気

を十分に抜く。 

（３） 起動は、吸込み弁及び吐出し弁を全開にした状態で

行う。 

（４） 運転中は、ポンプの吐出し圧力、流量及び負荷電流

が適正であることを確認する。 

（５） 運転を停止するときは、吐出し弁を徐々に閉め、全

閉にしてからポンプ駆動用電動機を止める。 

 

 

 

 

 

 

 

問１６ ボイラーの内面腐食について、誤っているものは次の

うちどれか。 

（１） 給水中に含まれる溶存気体のＯ２やＣＯ２は、鋼材の

腐食の原因となる。 

（２） 腐食は、一般に電気科学的作用により生じる。 

（３） アルカリ腐食は、高温のボイラー水中で濃縮した水

酸化カルシウムと鋼材が反応して生じる。 

（４） 局部腐食には、ピッチング、グルービングなどがあ

る。 

（５） ボイラー水の酸消費量を調整することによって、腐

食を抑制する。 
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問１７ ボイラー使用中に突然、異常事態が発生して、ボイラ

ーを緊急停止しなければならないときの操作順序として、適切

なものは（１）～（５）のうちどれか。 

 ただし、ＡからＤはそれぞれ次の操作をいうものとする。 

Ａ 主蒸気弁を閉じる。 

Ｂ 給水を行う必要のあるときは給水を行い、必要な水位を維

持する。 

Ｃ 炉内及び煙道の換気を行う。 

Ｄ 燃料の供給を停止する。 

（１） Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ 

（２） Ａ→Ｄ→Ｃ→Ｂ 

（３） Ｂ→Ｄ→Ａ→Ｃ 

（４） Ｄ→Ｂ→Ｃ→Ａ 

（５） Ｄ→Ｃ→Ａ→Ｂ 

 

 

 

 

 

問１８ ボイラーのばね安全弁に蒸気漏れが生じた場合の措

置として、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 試験用レバーを動かして弁の当たりを変えてみる。 

（２） 調整ボルトによりばねを強く締め付ける。 

（３） 弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していな

いか調べる。 

（４） 弁体と弁座の中心がずれていないか調べる。 

（５） ばねが腐食していないか調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１９ ボイラーにキャリオーバが発生する原因となる事項

として、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 蒸気負荷が過大である。 

（２） 主蒸気弁を空有に開く。 

（３） 低水位である。 

（４） ボイラー水が過度に濃縮されている。 

（５） ボイラー水に油脂分が多く含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２０ ボイラーの清缶剤について、誤っているものは次のう

ちどれか。 

（１） 軟化剤は、ボイラー水中の硬度成分を不溶性の化合

物（スラッジ）に変えるための薬剤である。 

（２） 軟化剤には、炭酸ナトリウム、りん酸ナトリウムな

どがある。 

（３） 脱酸素剤は、ボイラー給水中の酸素を除去するため

の薬剤である。 

（４） 脱酸素剤には、タンニン、亜硫酸ナトリウム、ヒド

ラジンなどがある。 

（５） 低圧ボイラーでは酸消費量付与剤として、塩化ナト

リウムが用いられる。 
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（燃料及び燃焼に関する知識） 

問２１ ボイラーの燃焼における一次空気及び二次空気につ

いて、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 油・ガスだき燃焼における一次空気は、噴射された

燃料の周辺に供給され、初期燃焼を安定させる。 

（２） 油・ガスだき燃焼における二次空気は、旋回又は交

差流によって燃料と空気の混合を良好にして、燃焼を完結

させる。 

（３） 微粉炭バーナ燃焼では、一般に、一次空気と微粉炭

は予混合されてバーナに供給され、二次空気はバーナの周

囲から噴出される。 

（４） 火格子燃焼における一次空気は、一般の上向き通風

では火格子から燃料層を通して送入される。 

（５） 火格子燃焼における一次空気と二次空気の割合は、

二次空気が大部分を占める。 

 

 

 

 

 

問２２ 重油に含まれる成分などによる障害について、誤って

いるものは次のうちどれか。 

（１） 残留炭素分が多いほど、ばいじん量は増加する。 

（２） 水分が多いと、バーナ管内でベーパロックを起こす。 

（３） スラッジは、ポンプ、流量計、バーナチップなどを

摩耗させる。 

（４） 灰分は、ボイラーの伝熱面に付着し伝熱を阻害する。 

（５） 硫黄分は、ボイラーの低温伝熱面に低温腐食を起こ

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２３ ボイラーの熱損失のうち、一般に最も大きなものは次

のうちどれか。 

（１） 燃えがら中の未燃分による損失 

（２） 不完全燃焼ガスによる損失 

（３） 排ガス熱による損失 

（４） ボイラー周壁からの放熱による損失 

（５） ドレンによる損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４ 次の文中の  あ  内に入れるＡ及びＢの語句の

組合せとして、正しいものは（１）～（５）のうちどれか 

 「燃料を空気中で加熱し、他から点火しないで自然に燃え始

める最低の温度を  Ａ  という。  Ａ  は、燃料が加

熱されて  Ｂ  反応によって発生する熱量と、外気に放散

される熱量との平衡によって決まる。」 

Ａ      Ｂ 

（１） 着火温度    中和 

（２） 引火点     酸化 

（３） 着火温度    還元 

（４） 引火点     還元 

（５） 着火温度    酸化 
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問２５ 油だきボイラーにおける重油の加熱について、誤って

いるものは次のうちどれか。 

（１） 粘度の高い重油は、噴霧に適した粘度にするため加

熱する。 

（２） 加熱温度が低すぎると、すすが発生する。 

（３） 加熱温度が高すぎると、いきづき燃焼となる。 

（４） 加熱温度が高すぎると、炭化物生成の原因となる。 

（５） Ｃ重油の加熱温度は、一般に５０～６０℃である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２６ ボイラーの燃料の燃焼により発生するＮＯｘの抑制

装置として、誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 燃焼域での酸素濃度を低くする。 

（２） 燃焼温度を低くし、特に局所的高温域が生じないよ

うにする。 

（３） 高温燃焼域における燃焼ガスの滞留時間を長くする。 

（４） 二段燃焼法によって燃焼させる。 

（５） 排ガス再循環法によって燃焼させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２７ ボイラー用気体燃料について、誤っているものは次の

うちどれか。 

（１） ＬＮＧは、天然ガスを産地で精製後、－１６２℃に

冷却し液化したものである。 

（２） 都市ガスは、一般に天然ガスを原料としている。 

（３） 都市ガスは、液体燃料に比べてＮＯｘやＣＯ２の排出

量は多いが、ＳＯｘは排出しない。 

（４） ＬＰＧは、都市ガスに比べて発熱量が大きい。 

（５） 液体燃料ボイラーのパイロットバーナの燃料は、Ｌ

ＰＧを使用することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２８ ボイラーの油バーナについて、誤っているものは次の

うちどれか。 

（１） 圧力噴霧式バーナは、油に高圧力を加え、これをノ

ズルチップから炉内に噴出させて微粒化するものである。 

（２） 戻り油式圧力噴霧バーナは、単純な圧力噴霧式バー

ナに比べバーナ負荷調整範囲が広い。 

（３） 高圧蒸気噴霧式バーナは、比較的高圧の蒸気を霧化

媒体として油を微粒化するもので、バーナ負荷調整範囲が

広い。 

（４） 回転式バーナは、カップの内面で油膜を形成し、空

気用ノズルからの空気を高速回転させ油を微粒化するも

のである。 

（５） ガンタイプバーナは、ファンと圧力噴霧式バーナを

組み合わせたもので、燃焼量の調整範囲が狭い。 
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問２９ ボイラーの液体燃料の供給装置について、誤っている

ものは次のうちどれか。 

（１） 燃料油タンクは、用途により貯蔵タンクとサービス

タンクに分類される。 

（２） サービスタンクには、油面計、温度計、自動油面調

節装置などを取り付ける。 

（３） サービスタンクの貯油量は、一般に最大燃焼量の２

４時間分以上である。 

（４） 油ストレーナは、油中の土砂、鉄さび、ごみなどの

固形物を除去するものである。 

（５） 油加熱器には、蒸気式と電気式がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３０ ボイラー用ガスバーナについて、誤っているものは次

のうちどれか。 

（１） ボイラー用ガスバーナは、ほとんどが予混合燃焼方

式を採用している。 

（２） センタータイプガスバーナは、空気流の中心にガス

ノズルがあり、先端からガスを放射状に噴射する。 

（３） リングタイプガスバーナは、リング上の管の内側に

多数のガス噴射孔があり、空気流の外側からガスを内側に

向かって噴射する。 

（４） マルチスパッドガスバーナは、空気流中に数本のガ

スノズルがあり、ガスノズルを分割することでガスと空気

の混合を促進する。 

（５） ガンタイプガスバーナは、バーナ、ファン、点火装

置、燃焼安全装置、負荷制御装置などを一体化したもので、

中・小容量ボイラーに用いられる。 

 

 

（関係法令） 

問３１ ボイラーの伝熱面積の算定方法として、法令上、誤っ

ているものは次のうちどれか。 

（１） 水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の面積

は、伝熱面積に算入しない。 

（２） 水管ボイラーのドラムの面積は、伝熱面積に算入し

ない。 

（３） 煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側で

算定する。 

（４） 貫流ボイラーの過熱管の面積は、伝熱面積に算入し

ない。 

（５） 立てボイラー（横管式）の横管の伝熱面積は、横管

の外径側で算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

問３２ 鋼製ボイラー（貫流ボイラー及び小形ボイラーを除

く。）の安全弁について、法令上、誤っているものは次のうち

どれか。 

（１） ボイラー本体の安全弁は、ボイラー本体の容易に検

査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなけ

ればならない。 

（２） 伝熱面積が５０㎡を超える蒸気ボイラーには、安全

弁を２個以上備えなければならない。 

（３） 水の温度が１２０℃を超える温水ボイラーには、安

全弁を備えなければならない。 

（４） 過熱器には、過熱器の入口付近に過熱器の圧力を設

計圧力以下に保持することができる安全弁を備えなけれ

ばならない。 

（５） 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するよ

うに調整しなければならない。 
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問３３ ボイラー（小型ボイラーを除く。）に関する次の文中

の  あ  内に入れるＡ及びＢの語句の組合せとして、法令

上、正しいものは（１）～（５）のうちどれか。 

「所轄労働基準監督署長は、  Ａ  に合格したボイラー又

は当該検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー

検査証を交付する。 

 ボイラー検査証の有効期間は、  Ｂ  に合格したボイラ

ーについて更新される。」 

Ａ       Ｂ 

（１） 落成検査    使用検査 

（２） 落成検査    性能検査 

（３） 構造検査    使用検査 

（４） 構造検査    性能検査 

（５） 使用検査    性能検査 

 

 

 

 

 

問３４ 法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができ

ないボイラーは、次のうちどれか。 

（１） 伝熱面積が１４㎡の温水ボイラー 

（２） 伝熱面積が４㎡の蒸気ボイラーで、胴の内径が８０

０ｍｍ、かつ、その長さが１５００ｍｍのもの 

（３） 伝熱面積が３０㎡の気水分離器を有しない貫流ボイ

ラー 

（４） 伝熱面積が３㎡の蒸気ボイラー 

（５） 最大電力設備容量が６０ｋＷの電気ボイラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３５ 法令上、起動時にボイラー水が不足している場合及び

運転時にボイラー水が不足した場合に、自動的に燃料の供給を

遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けなければなら

ないボイラー（小型ボイラーを除く。）は、次のうちどれか。 

（１） 煙管ボイラー 

（２） 炉筒煙管ボイラ－ 

（３） 自然循環式水管ボイラー 

（４） 貫流ボイラー 

（５） 立てボイラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３６ ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定めら

れていない事項は次のうちどれか。 

（１） 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。 

（２） 急激な負荷の変動を与えないように努めること。 

（３） １日に１回以上、安全弁の吹出し試験を行うこと。 

（４） 低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動

制御装置を点検し、及び調整すること。 

（５） 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中

における異常の有無を記録すること。 
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問３７ ボイラー（小型ボイラーを除く。）の附属品の管理の

ため行わなければならない事項として、法令上、誤っているも

のは次のうちどれか。 

（１） 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示

す位置に、見やすい表示をすること。 

（２） 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれ

に接近した位置に、現在水位と比較することができるよう

に表示すること。 

（３） 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受

けることがないようにし、かつ、その内部が１００℃以上

の温度にならない装置を講ずること。 

（４） 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置

の連絡管は、耐熱材料で防護すること。 

（５） 温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温そ

の他の措置を講ずること。 

 

 

 

問３８ 法令上、ボイラー（小型ボイラーを除く。）の変更検

査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。 

（１） ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき 

（２） ボイラーの給水装置に変更を加えたとき 

（３） ボイラーの過熱器に変更を加えたとき 

（４） 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとすると

き 

（５） 構造検査を受けた後、１年以上設置されなかったボ

イラーを設置しようとするとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３９ ボイラー（小型ボイラーを除く。）の定期自主検査に

おける項目と点検事項との組合せとして、法令上、誤っている

ものは次のうちどれか。 

項目       点検事項 

（１） 燃料送給装置………損傷の有無 

（２） 火炎検出装置………汚れ又は損傷の有無 

（３） 燃料しゃ断装置……機能の異常の有無 

（４） 給水装置……………損傷の有無及び作動の状態 

（５） 水処理装置…………機能の異常の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４０ ボイラー（移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型

ボイラーを除く。）を設置するボイラー室について、法令上、

誤っているものは次のうちどれか。 

（１） 伝熱面積が５㎡の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設

置しなければならない。 

（２） ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラー

の上部にある構造物までの距離は、原則として１ｍ以上と

しなければならない。 

（３） ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しや

すい物を持ち込ませてはならない。 

（４） 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その

他のボイラーの側部にある構造物（検査及びそうじに支障

のない物を除く。）までの距離を原則として０．４５ｍ以

上としなければならない。 

（５） ボイラー室に、障壁設置等の防火措置を講じること

なく燃料の重油を貯蔵するときは、これをボイラーの外側

から２ｍ以上離しておかなければならない。 

 （終 り） 


