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本書の使い方

１．収録問題と構成
　「ジャンル別」問題では、過去に実施された日整連の登録試験10回分を収録してあります。

　収録方法としては、過去の試験問題を、①基礎工学、②車体の材料、③乗用車のボデー、④乗用車の外装／ぎ装部品、

⑤トラック／バスのボデー、⑥板金、⑦溶接、⑧車体の整備、⑨損傷診断、⑩塗装、⑪法令に区分し、配列しました。

　また、各区分ごとに、さらに細かく項目を配列してあります。

　出題時期は、各問題の最後に［　］で表示しました。[30.3]であれば，平成30年３月に実施された登録試験の問題と

なります。[30.3/29.10]のように複数表示されている場合は、類似問題も含めて過去に複数回出題されていることを

示します。また，[3C29.3]であれば，自動車整備士３級シャシで出題された問題を示します。

　試験後に教科書の改訂などにより設問が不適切となったものには，編集部で手を加え，出題時期の後に「改」と入れ

ています。教科書については，平成30年３月現在のものを使用しました。

　「模擬試験」では、直近の過去２回分の試験問題をそのまま収録しました。実力判定の際に利用できます。

回　数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

登録試験 29 年度
２回

29 年度
１回

28 年度
２回

28 年度
１回

27 年度
２回

27 年度
１回

26 年度
２回

26 年度
１回

25 年度
２回

25 年度
１回

実施年月 30.3 29.10 29.3 28.10 28.3 27.10 27.3 26.10 26.3 25.10
受験者数 758人 115人 649人 120人 699人 206人 716人 121人 652人 147人
合格率 97.0％ 74.8％ 92.4％ 72.5％ 93.3％ 79.6％ 94.0％ 79.3％ 92.2% 76.2％

２．正解について
　正解は、日整連が公表しているものをそのまま収録しました。しかし、設問の中には、編集部でも正解を迷うケース

があります。このような場合は、理論的な考え方のほかに、出題者側の出題意図も十分に考慮して判断しました。設問

が不適切であっても、出題者側には必ず ｢正解」が用意されているためです。

３．配点・合格基準について
　試験問題は全部で40問が出題されます。配点は１問当たり１点で、40点満点となります。合格基準は、28点以上となっ

ています。

４．効率的な学習方法
　試験に合格するための最も効率的な学習方法は、やはり過去問題を完全に理解することでしょう。試験では、必ず新

しい問題が出題されます。しかし、そうした新規問題は全体からみると少なく、ほとんどが過去問題を土台にして出題

されています。このような意味で、過去問題を繰り返し解き、十分に理解しておく必要があります。

　なお、問題の左端に マークが付けてありますが、これは問題をマスターしたかどうか、チェックする際にご利用下

さい。
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３  車体の材料［１］ 番号 氏名 点数 ／８問 車 体

■［機械的性質］

【１】金属材料の機械的性質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。
[25.10]

　　金属材料の機械的性質のうち（　）とは，強さは大きいが延性のない性質をいう。

　１．脆
ぜいせい

性　　　　２．塑性　　　　３．弾性　　　　４．可鋳性

【２】金属材料の機械的性質に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[29.10]

　１．引っ張り強さが大きく粘り強さも大きい性質を靱性という。

　　２ ．実際に用いられて安全であると考えられる応力を，許容応力または使用応力といい，材料の基準強さ（極限強さ）

と許容応力の比を安全率という。

　　３ ．材料に引っ張り荷重を加えたとき，その材料が破断したときの応力を材料の引っ張り強さという。

　　４ ．硬い材料ほど，塑性に乏しく加工も困難になるが，耐摩耗性があり，一般に熱処理が施されていることもあるので，

加熱加工には十分留意する必要がある。

【３】金属材料の機械的性質に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[30.3/28.10]

　１ ．材料が荷重を受けて材料内部に生じる抵抗力を内力という。

　　２ ．鉄鋼材料では，硬さと引っ張り強さが一般に反比例する。

　　３ ．材料の塑性又は脆性の度合いは，伸びによって比較する。

　　４ ．引っ張り強さが大きく粘り強さも大きい性質を靱性という。

【４】金属材料の機械的性質に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[28.3]

　１ ．鉄鋼材料の硬さは，簡便な方法としてヤスリ掛けによってある程度の硬さを判定できる。

　　２ ．材料に引っ張り荷重を加えたとき，その材料が破断したときの応力を材料の引っ張り強さという。

　　３ ．実際に用いられて安全であると考えられる応力を，許容応力または使用応力といい，材料の基準強さ（極限強さ）

と許容応力の比を安全率という。

　　４ ．硬い材料ほど，塑性に乏しく加工も困難になるが，耐摩耗性があり，一般に熱処理が施されていることもあるので，

加熱加工には十分留意する必要がある。

■［荷重の種類］

【５】金属材料の機械的性質のうち，「応力とひずみ」，「荷重の種類」に関する記述として，不適切なものは次のうちど
れか。[26.10]

　１ ．速度面から見た動荷重のうち，一定の方向に連続的に繰り返して働く荷重を，衝撃荷重という。

　　２ ．速度面から見た動荷重のうち，大きさと方向とを変えて，交互に働く荷重を，交番荷重という。

　　３ ．材料が荷重を受けると材料内部に抵抗力が生じるが，この材料内部に生じる抵抗力を内力という。

　　４ ．荷重によって材料に変形が生じるが，この材料内の任意の一点を含む微小部分を考えたとき，その微小部分の

変形を，その材料のその点におけるひずみという。

【６】金属の機械的性質，金属に働く荷重に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[25.10]

　１ ．金属材料に作用する動荷重のうち，一定の方向に連続的に繰返して働く荷重を，繰返し荷重という。

　　２ ．金属材料に作用する動荷重のうち，大きさと方向とを変えて，交互に働く荷重を，交番荷重という。

　　３．靭性とは，引っ張り強さは大きいが，粘り強さは小さい性質をいう。

　　４ ．伸び（％）は，試験材料を引っ張って破断したときの伸びた長さを，もとの長さで除した値を百分率で表した

ものである。
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８  乗用車のボデー［２］ 番号 氏名 点数 ／６問 車 体

■［プレス加工法］

【１】ボデーのプレス加工法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。
[30.3/27.3/25.10]

　 　（　）とは，平板あるいは形成された材料の一部に補強と装飾の目的でひも状の隆起又はくぼみをつけるプレス加

工法をいう。

　１．ビーディング　　

　　２．バーリング　　

　　３．ヘミング　　　　

　　４．クラウン

【２】ボデーのプレス加工法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。[28.10]

　 　（　）とは，パネルの曲率を意味しており，ドア・アウタ・パネルには，緩い曲面や急激な曲面を作って，全体的な

剛性が確保されている。

　１．クラウン　　　　

　　２ ．バーリング　　　

　　３ ．ヘミング　　　　

　　４ ．ビーディング

【３】モノコック・ボデーのプレス加工法に関する次の文章の（イ）～（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。[29.10/28.3改/26.10]

　 　平板あるいは形成された材料の一部に補強と装飾の目的でひも状の隆起，又は，くぼみをつけるプレス加工法を（イ）

といい，ゆるい曲面や急激な曲面をドア・アウタ・パネルなどに作って，全体的な剛性が確保されるプレス加工法を（ロ）

という。

 （イ） （ロ）

　１．ビーディング フランジング

　　２．ヘミング バーリング

　　３．ビーディング クラウン

　　４．バーリング クラウン

■［加工硬化］

【４】図は鋼板をプレス加工して曲げたときの加工度と機械的性質の関係を表したものであるが，図中の（イ）～（ハ）
の曲線の意味の組み合わせとして，適切なものは次のうちどれか。[29.10/28.3/26.10]

（イ） （ロ） （ハ）

１ ねじり強さ 伸び 引っ張り強さ

２ 伸び 硬さ ねじり強さ

３ 引っ張り強さ 伸び 強さ

４ 硬さ 引っ張り強さ 伸び

機
械
的
性
質

加工度

（イ）

（ロ）

（ハ）
０

車体整備士練習問題集_平成30年版.indd   17 2018/05/23   12:16:13



－ 29 －

14  板金［２］ 番号 氏名 点数 ／９問 車 体

■［板金作業］

【１】引き出し板金作業のうち，図のようにプル・クランプを取り付け，チェーンを掛けて，油圧のボデー・ジャッキ
により引き出す作業の名称として，適切なものは次のうちどれか。[29.3/27.10改]

カウル・アッパ及び
フロント・ピラー
損傷部の引き出し

ダッシュ・パネルの
損傷部の引き出し

　１ ．つかみ出し

　　２ ．溶着出し

　　３ ．吸い付け出し

　　４ ．引っ掛け出し

【２】板金作業の仕上げ作業に該当しないものは，次のうちどれか。[27.3改/26.3改/25.10改]

　１．押し作業　　　　２．ならし作業　　

　　３．パテ作業　　　　４．研磨作業

■［ハンマリング］

【３】板金作業におけるハンマリングの基本に関する次の文章の（イ）～（ハ）に当てはまるものとして，下の組み合
わせのうち，適切なものは次のうちどれか。[30.3/28.10/27.3/25.10]

　　ハンマは，（イ）に力を入れて柄の（ロ）を握り，（ハ）は軽く支える程度に握る。

　　 （イ） （ロ） （ハ）

　１．親　指　　　端の方　　　小　指

　　２．小　指　　　端の方　　　中指と薬指

　　３．親　指　　　中央部　　　中指と薬指

　　４．親　指　　　中央部　　　小指と人差し指

【４】ハンマリングに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[29.10]

　１ ．ハンマ・オフ・ドリー作業では，ハンマでたたく面とドリーをあてがう適切な位置を，目視と手の感覚で瞬間

に判断することが要求される。

　　２ ．ハンマ・オン・ドリー作業では，最初は強くたたくが，損傷面が復元するにしたがって，ハンマとドリーの力

を弱くする。

　　３ ．ほぼ修正を完了した後，損傷面に残っている細かい凸凹を平滑に仕上げる作業をハンマ・オフ・ドリー作業という。

　　４ ．ハンマは，小指に力を入れて柄の端のほうを握り，中指と薬指は軽く支える程度に握り，親指と人差し指はハ

ンマの横ぶれを防ぐため，柄の側面に軽く押し当てる。

【５】板金作業のうち，整形作業のハンマリングに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[30.3/28.10/27.3改]

　１．ハンマリングは，目と手による連携で，初めはハンマ・オン・ドリー作業によっておおまかに修正する。

　　２ ．最近は車体に使用される鋼板が薄くなる傾向にあるので，不適切なハンマリングによって鋼板を延ばしてしま

わないように最初から注意して作業を進めなければならない。

　　３ ．ハンマ・オフ・ドリー作業は，ほぼ修正を完了した損傷面に残っている細かい凸凹を，平滑に仕上げる作業である。

　　４ ．一般に仕上げは，ハンマ・オフ・ドリー作業で行い，その作業は，損傷の深い面から損傷の浅い面へ，損傷部の

中心から外側へ行われる。
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【５】トラック・フレームのき裂の修理に関する次の文章の（ａ）に当てはまるものとして，適切なものは次のうちどれか。
[25.10]

　①き裂の末端を確認し，４～６mm径のドリルで穴をあける。

　② き裂部の全体にわたって，小型グラインダを用いてV字溝を付け，溝の下端に（ａ）mmのすき間を作る。

①

60°

ａ

② 60°

ａ

　１．１　　　　２．２～３　　　　３．４～５　　　　４．６

■［トラック・フレームのき裂］

【６】トラック・フレームに関する次の文章の（イ）～（ハ）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。[29.10/28.3/26.10]

　 　フレームに生じるき裂のうち，（イ）はフレームの（ロ）端から発生し，負荷が増すにつれて（ロ）部を横切って

（ハ）まで進んでいく。

 （イ） （ロ） （ハ）

　１．直線き裂 ウェブ・セクション フランジ

　　２．直線き裂 フランジ ウェブ・セクション

　　３．花火状き裂 ウェブ・セクション フランジ

　　４．花火状き裂 フランジ ウェブ・セクション

…………………………………………………………………………………………………………
【１】 【２】 【３】 【４】 【５】 【６】
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22  車体の整備［３］ 番号 氏名 点数 ／６問 車 体

■［トラック・フレームの補強板］

【１】トラック・フレームの補強板取り付けに関する記述について，適切なものは次のうちどれか。[30.3/28.10/27.3]

　１．サイド・メンバのフランジ端部と補強板の端は，そろえてはならない。

　　２．フレームのすみ角と補強板の曲がり角は，Ｒをそろえて相互に密着するように加工する。

　　３．補強板がフランジ部で重なり合う場合は，必ず20mm以上のオーバラップをとる必要がある。

　　４．補強板の端部の形状は，端部における集中荷重を避け，き裂や折損を防ぐため直角に仕上げる。

【２】トラック用フレームの補強板に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[29.10/28.3/26.10]

　１ ．フレームのすみ角と補強板の曲り角は，Rをそろえて互いに密着させて取り付ける。

　　２．フランジ部を平板補強する場合は，300～400mm間隔で栓溶接する。

　　３ ．補強材の材質は，自動車用フレーム鋼板，またはそれと同等のものを使用し，板厚はフレーム母材より厚いも

のを使用する。

　　４ ． 型（チャンネル型）断面補強では，サイド・メンバと同じ形状のチャンネル型の補強板を，サイド・メンバの

外側又は内側に取り付ける方法が最も一般的である。

【３】トラックのフレームの狂いの修正，亀裂の修理に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。
[29.3/27.10/26.3]

　１ ．フレームに複合して狂いが生じた場合は，ねじれ，菱曲がりの修正を先に行い，その後に上下曲がり，左右曲

がりの修正を行う。

　　２ ．フランジの平板補強などで行われる栓溶接は，溶接する部材の一方に穴をあけ，そこから溶接して他方と接合

する方法である。

　　３ ．補強板は，集中応力を避けるため，端部は直角に仕上げる。

　　４ ．引っ張り強さ540MPa級の高張力鋼板を使用しているフレームを修正するときは，A１変態点の900℃に加熱し

て行う。

【４】図のように，トラック・フレームの 型（チャンネル型）断面を 型（箱型）断面に補強する場合の，次の文章
の（ａ）に当てはまるものとして，適切なものは次のうちどれか。[29.10/28.3/26.10]

　　補強板取り付け時の溶接は，端部で止めないで（ａ）延長する。

ａ

補強板　１．１～５mm 

　　２ ．20～30mm

　　３ ．50～60mm 

　　４ ．80～90mm
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