
通言教育=二座

筆記試験編

P･ＣＯ･UldPb_

坪

ＴＥ鑿業訓畑本技能教育開発センター



｢第二種電気工事士受験講座」（上巻：筆記試験編）もくじ

●dいつ僻●、階●､巾つ細゛、肝●凶が゛mp-nJ←0か●⑩つびつく炉･つゆ－ｉｎ閂＞OII､．●･叩･゛刊p･●司鰐●鮒p･◇句Ⅱﾄ◇“◇畑゛｡かつ級◇可⑱.●UDC⑬－聯◆級←｡pつ刊躰 (１か用自專習）

第１章電気に関する蟇礎理論

１－１電線の抵抗一一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（１）導体と絶縁体２

（２）抵抗率２

（３）導電率３

１－２オームの法則－－－－－－－－－－－－－－－－－……－－－

（１）電圧・電流・抵抗５

（２）オームの法則５

１－３合成抵抗一一一一…-…－…－－－…－－…－－－－－－－－－－

（１）直列接続７

（２）並列接続７

１－４抵抗の直並列回路…………－．……………－－－－－－－－….………

（１）合成抵抗９

（２）電圧・電流９

１－５ブリッジ回路…－．－……･－－－－…－－…－－－－－－…－－－

（１）平衡条件１２

（２）平衡しない場合の電圧計の指示値１２

１－６電力………………………－………－－－…-…－－－－－－－－

１－７電力量・熱量…－－－－…………－－……－－－－－…－－－…－－

（１）電力量１６

（２）熱量１６

１－８交流の基礎－－－………………-…－－…－－…-…－－－－－－－－－－

（１）正弦波交流１８

（２）実効値１８

（３）位相差１９

１－９交流の基本回路－－－－－……_－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（１）ベクトル図２０

（２）抵抗回路２１

（３）誘導性リアクタンス回路２１

（４）容量性リアクタンス回路２２

１－１０抵抗・誘導性リアクタンス直列回路一一一一一一一一一一

（１）電流・インピーダンス２４

２

５

７

９

１２

５
６

１
１

1８

2０

2４

Ｉ



（２）力率２４

１－１１抵抗．誘導性リアクタンス・容量性リアクタンス並列回路－－－２７
（１）電流・力率２７

（２）力率改善２７

１－１２単相交流回路の電力・電力量－－－－－－－－－－－－－－…３０
（１）電力３０

（２）電力量３０

１－１３三相交流回路の電圧・電流一-－－－－－－－－－－－－…－３３
（１）三相交流３３

（２）Ｙ結線３３

（３）△結線３４

１－１４三相交流回路の電力・電力量－－－－．－－－－－－－－－－３７
（１）電力３７

（２）電力量３７

学習のまとめ－－－－－－－－…－－－－－…－……-…－…………３９

llll

第２章配電理論・配線設計

２－１電圧の種別一…－－－－－－－－－－－－－…－－－…－－…４２
２－２電気方式一一一…－…－－－－－－－－－－…－．－－.‐４４

（１）単相２線式（１ｉ２Ｗ）４４

（２）単相３線式（１ｉ３Ｗ）４４

（３）三相３線式（３ｊ３Ｗ）４５

２－３単相２線式（１ｊ２Ｗ）－－－－－－－－－－－－－－－－－４６
（１）電圧降下４６

（２）電力損失４７

２－４単相３線式（１ウ３Ｗ）－－－－－－－－－－－－－－－－－－４９
（１）各線に流れる電流４９

（２）電圧降下と電力損失４９

（３）中性線の断線５０

２－５三相３線式（３＃３Ｗ）－－－－…－－－－－－－－－－－５４
（１）電圧降下５４

（２）電力損失５４

２－６需要率・負荷率一一…－－－－．－－－－－－－－－－－５６
（１）需要率５６

iii

Ⅱ



（２）負荷率５６

２－７電線の許容電流－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－５８

（１）600Ｖビニル絶縁電線（1V）５８

（２）600Ｖビニル絶縁ピニルシースケーブル（VVF･VVR）５９
（３）コード５９

２－８過電流遮断器－－－－－…－－－…･－－－－－－－－－－－－－６１

（１）過電流遮断器の種類６１

（２）ヒューズの特性６１

（３）配線用遮断器の特性６１

２－９低圧屋内幹線の施設一…－－－－－－－－－－－－－－－－－－６４

（１）太い幹線から細い幹線の分岐６４

（２）幹線の許容電流６５

（３）幹線を保護する過電流遮断器の定格電流６６

２－１０分岐回路の施設･…－－－…－－－－…･……－－－－－－－－－－６９

（１）開閉器及び過電流遮断器の施設６９

（２）分岐回路の電線大ざ・接続できるコンセント７０

（３）分岐回路数７０

２－１１電動機の過負荷保護－－－－－－－－－－－－－－－－－７４

２－１２漏電遮断器の施設－－－－…－－－－－－－－－－－－．－－－－７５

（１）漏電遮断器の働き７５

（２）漏電遮断器の施設・省略７５

２－１３住宅の屋内電路の対地電圧の制限･－－－－－－－－－－－－７７

２－１４引込口配線工事･――…－－－－－－－－－－－－－－－－７８
（１）引込口配線７８

（２）分電盤７８

学習のまとめ－…－－…－－…－…－－－…－－－－－－－－－－．－－８２

←…～～.､－－つ～副….……つ－－つ…～つ～…～…－…゛－－つ～鰯～（２か月自学習）

第３軍電気機器，配線器具，電気工事用材料・工臭

３－１変圧器一一－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－…－－－８６
（１）変圧器の原理８６

（２）電力用変圧器８７

（３）絶縁変圧器８７

Ⅲ



|’
３－２誘導電動機－－……－－…－－－－－－－－－－－－－－…８９，１Ｗ゛

（１）誘導電動機の種類８９

（２）回転速度８９

（３）)三相かご形誘導電動機のスターデルタ始動法９０
（４）三相誘導電動機の回転方向の変更９０
（５）力率改善９０

３－３照明器具一一…－－－－－－－……－…－……－－－－－－－９４
（１）照明の単位９４

（２）光源の種類と特徴９４

（３）蛍光灯器具９５

３－４電気機器の特性…－－．－…－－…－－－－…－－－…－－－－…９８
（１）周波数特性９８

（２）力率９８

３－５配線器具……－－……･－－－－－…－…－－－……－－－－－１００
（１）スイッチ１００

（２）コンセント１０１

（３）差込プラグ１０２

（４）パイロットランプ１０２

（５）過電流保護器等102

３－６電気工事用材料---…－－－…－－－－－－－－－－－－１０６
（１）より線の構成１０６

（２）低圧絶縁電線１０６

（３）低圧ケーブル１０７

（４）コード１０８

（５）金属管工事用材料１０８

３－７工具一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１２
（１）電線接続・切断工具１１２

（２）金属管加工用工具ｕｌ２

（３）穴あけ工具１１３

（４）合成樹脂管加工用砺工具、３

（５）コンクリート加工用工具１１４

３－８鑑別①（工事用材料）－－－－－－．…－－－－－－－－－－１１６
３－９鑑別②（配線器具及び電気機械器具）－－－－．－－－－－１２４
３－１０鑑別③（工具）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３１

Ⅳ



学習のまとめ・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…144

第４章電気工事の施工方法

４－１施設場所と工事の種類一--－－－－－－－－－－－－－－－－１４８

４－２メタルラス等との絶縁・弱電流電線等との接近又は交ぎ－－－－－１５０
（１）メタルラス等との絶縁１５０

（２）低圧屋内配線と弱電流電線等との接近・交ぎ１５０

４－３電線の接続一一一・－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５２
（１）電線の接続法１５２

（２）器具を用いた電線の接続１５２

４－４接地工事－－－－－－－－－－…－－－－－－－…－－－……－１５４
（１）接地工事の目的１５４

（２）接地工事の種類１５４

（３）電気機器の接地工事１５５

（４）Ｄ種接地工事等の特例１５５

（５）水道管の接地極１５５

４－５金属管工事一一・－－－－－－．－…－－－－－－－－－－－－１５８
（１）金属管１５８

（２）使用電線１５８

（３）電磁的平衡１５８

（４）がいし引き工事への移行１５８

（５）金属管の屈曲限度・支持点間距離１５９

（６）金属管の太さの選定１５９

（７）接地工事１５９

（８）金属管工事用材料１６０

４－６合成樹脂管・可とう電線管工事…－．－…－－－－－－－－－１６３
（１）合成樹脂管工事１６３

（２）可とう電線管工事１６４

４－７ケープルエ事・がいし引き工事…－－－－－－…－－－－－－１６６
（１）ケーブル工事１６６

（２）がいし引き工事１６６

４－８ダクト・線ぴ工事……－－－－－－－－－－－－－－－－－１６８
（１）金属ダクト工事１６８

（２）バスダクトエ事１６８

Ｖ



！（３）ライティングダクトエ事１６９

（４）金属線ぴ工事１６９

４－９地中電線路･－－－－－…－－－－－－－－…－－－－－－１７１
（１）使用電線１７１

（２）直接埋設式１７１

（３）管路式１７１

４－１０特殊場所の工事一一一一・－－－－－－－－－－－－－１７３
（１）爆発するなどの危険な場所の工事の種類１７３

（２）爆発するなどの危険な場所の工事方法１７３

（３）ショウウインドウ・ショウケース内の配線１７４

４－１１特殊施設・ネオン放電灯工事一一-－－－－－…－－－－－－－１７６
（１）臨時配線１７６

（２）小勢力回路１７６

（３）プール用水中照明灯I７６

（４）ネオン放電灯工事１７７

学習のまとめ－－－－－．－－－－－－－－－－…………－－－－．－１７９

Ｉ
第５章一般用電気工作物の検査方法

５－１電気計器・検査用器具－－－－－－－－…－－－－－－－－－－１８６

（１）電気計器の分類１８６

（２）計器の使用方法１８７

（３）倍率器と分流器１８７

（４）変流器１８８

５－２電気工作物の検査一一－－－－－－－－－－－－－－－－－１９１

（１）検査の種類１９１

（２）絶縁抵抗の測定１９２

（３）接地抵抗の測定１９３

（４）負荷電流・漏れ電流の測定１９５

（５）その他の試験・検査１９５

５－３鑑別（計測器）－－－－－一一一一一一・－－－－－－－－１９９

学習のまとめ－－－－－－…---…－－－…－－－－－－－－－－－－２０２

第６章

６－１

一般用電気工作物の保安に関する法令

電気事業法一一一--－－－－－－－－－．－－－－－－２０６

Ⅵ



（１）目的２０６

（２）電気工作物の種類２０６

（３）一般用電気工作物２０６

（４）自家用電気工作物２０７

（５）一般電気工作物の調査２０７

（６）事故報告２０７

６－２電気工事士法一一一一一-－－－－－－－－－－－－－２０９
（１）目的２０９

（２）電気工事士等の資格と作業範囲２０９

（３）電気工事士免状の交付・再交付・書換え２１０
（４）電気工事士等の義務２１０

（５）報告の徴収２１０

（６）電気工事士でなければならない作業２１０

（７）電気工事士でなくてもできる軽微な作業２１１

６－３電気用品安全法一一一－－－－．－－－－－－－－－－－…２１４
（１）目的２１４

（２）定義２１４

（３）事業の届出２１４

（４）技術基準適合義務２１５

（５）特定電気用品の適合性検査２１５

（６）表示２１５

（７）販売の制限２１５

（８）使用の制限２１５

（９）電気用品の適用を受けるもの２１５

６－４電気工事業法（電気工事業の業務の適正化に関する法律）－－－－２１８
（１）目的２１８

（２）電気工事業者の登録２１８

（３）業務規制２１８

学習のまとめ－－-一一一一一一一一一一-－－－－－－－－－－－－－－－２２１

←砂◆の●d紗●np-nいつdm-聯●⑩.●･癖゛Ⅵp･－，つ、脳゛⑪｡●⑩◇仰つ引か●⑭◇.nh.◆劔爾つ㎡p･●.⑪｡◆qいつ｡h､●判⑪.←dいつH⑩←⑰b●抑､゛.｡01.つ.｡'ﾄ●・か●･か (Ｓか自自專習）

第７章配線図①（一般）

７－１配線用図記号一一-－－－－－－－－－－－－－－－－２２４

Ⅶ



(１） 配線の図記号２２４

JlI
(２） 機器の図記号２２６

(３） 照明器具事の図記号２２６

(４） コンセントの図記号２２７

(５） 点滅器の図記号２２８

開閉器・計器の図記号２３０

配電盤・分電盤の図記号２３１

(６）

(７）

電灯配線図７－２
234

(１） 基本回路２３４

(２） 複線図の書き方２３７

(３） 電線の本数２４１

動力・電気温水器配線図７－３
244

(１） 動力配線２４４

(２） 電気温水器配線２４４

７－４配線図に関する法令一一一

（１）引込線の取付点の高さ

（２）引込口配線の種類２４６

246

246

(３） 引込口開閉器の省略２４６

(４） 開閉器及び過電流遮断器の兼用２４７

配線の太さ２４７

配線用遮断器の素子数２４８

分岐回路の電線太さ・コンセントの定格電流２４８

接地工事２４８

絶縁抵抗２４９

(５）

(６）

(７）

(８）

(９）

(10） 地中配線２４９
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第８章配線図②（材料等選別）

８－１電気回路図一一一一一

８－２材料一-－－－－－－－

（１）照明器具２５７
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(２） コンセントなど２５８

(３） 点滅器（スイッチ） 259

(４） 機器具など２６０
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（７）可とう電線管工事用材料２６４
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８－３工具－－－－－－…－－－－……－－－－－－－－－－－…－－－－２６６
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（４）合成樹脂管工事作業用工具２６８
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例題.－－－－－－－－－－－－－……－－－－－－－－…－－－－２７９
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