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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。[R3.3]であれば，令和３年３月に実施された登録試験の問題

となります。[R2.10/H31.3]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。

　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，令和３年４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。実力判定に利用できます。

回　数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

登録試験
令和
２年度
２回

令和
２年度
１回

令和
元年度
２回

令和
元年度
１回

平成
30 年度
２回

平成
30 年度
１回

平成
29 年度
２回

平成
29 年度
１回

平成
28 年度
２回

平成
28 年度
１回

実施年月 R3.3 R2.10 R2.3 R1.10 H31.3 H30.10 H30.3 H29.10 H29.3 H28.10
受験者数 790人 81人 724人 202人 730人 172人 758人 115人 649人 120人
合格率 97.1％ 88.9％ 96.0％ 87.6％ 96.0％ 75.6％ 97.0％ 74.8％ 92.4％ 72.5％

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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１  基礎工学［１］（計算問題） 番号 氏名 点数 ／６問 車 体

■［前軸荷重］

【１】下表に示す諸元を有する図のようなトラックについて，積車状態の前軸荷重として，適切なものは次のうちどれか。
ただし，乗員１人は550Nでその荷重は前軸上に作用し，積載物による荷重は荷台に等分布にかかるものとして計
算しなさい。[R2.3]

ホイールベース 4,500mm

空車状態
前軸荷重 15,000N
後軸荷重 9,000N

最大積載荷重 20,000N
乗車定員 ２人

荷台オフセット 600mm

　１．17 ,666N
　　２ ．18 ,766N
　　３．26 ,334N
　　４ ．32 ,666Ｎ

4,500mm

600mm

乗員重心
荷台中心

【２】下表に示す諸元を有する図のようなトラックについて，積車状態の前軸荷重として，適切なものは次のうちどれか。
ただし，乗員１人は550Nでその荷重は前車軸の中心に作用し，積載物による荷重は荷台に等分布にかかるものと
して計算しなさい。[R1.10]

ホイールベース 4,000mm

空車状態
前軸荷重 18,000N

後軸荷重 14,000N

最大積載荷重 40,000N

乗車定員 ２人

荷台オフセット 600mm

　１．21,100Ｎ

　　２．24,000Ｎ

　　３．24,550Ｎ

　　４．25,100Ｎ

4,000mm

600mm

乗員重心
荷台中心

【３】下表に示す諸元を有する図のようなトラックについて，積車状態の前軸荷重として，適切なものは次のうちどれか。
ただし，乗員１人は550Nでその荷重は前車軸の中心に作用し，積載物による荷重は荷台に等分布にかかるものと

して計算しなさい。[H30.10]

ホイールベース 4,000mm

空車状態
前軸荷重 11,000N

後軸荷重 8,000N

最大積載荷重 15,000N

乗車定員 ２人

荷台オフセット 500mm

　１．12,875N

　　２．13,425N

　　３．13,975N

　　４．18,125N

4,000mm

500mm

乗員重心
荷台中心
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５  車体の材料［３］ 番号 氏名 点数 ／９問 車 体

■［アルミニウム］

【１】アルミニウムに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R1.10/H30.3/H28.10]

　１．アルミニウムは，海水，バッテリ液などの酸及びアルカリには，ほとんど浸食されない。

　　２ ．純粋なアルミニウムは，軟らかすぎるので自動車用部品としては，強度を高めるなどの性質を改善するため，

他の金属を微量添加したアルミニウム合金が素材として使われる。

　　３ ．アルミニウムの溶融点は約660℃で，加熱すると引っ張り強さは急激に減少し，約600℃ではほとんど０となる

とともに，伸びは温度の上昇につれて緩やかに減少する。

　　４ ．車体用外板などに用いられるアルミニウムは，普通軟鋼板とほぼ同様に補修でき，一般に伸びが大きくヘミン

グ加工性に優れている。

【２】アルミニウムに関する記述として，次の（イ）から（ニ）のうち，適切なものはいくつあるか。
[R2.10/H31.3/H29.10]

　（イ）溶接による補修が可能である。

　（ロ）表面にカドミウム・メッキを施すことを，アルマイト処理という。

　（ハ）溶融点は約660℃であり，加熱すると引っ張り強さは急激に減少する。

　（ニ）比重が2.7であり，塑性に富み耐食性がよく，熱伝導性や電導性にすぐれている。

　１ ．１つ　　　　２ ．２つ

　　３ ．３つ　　　　４ ．４つ

【３】アルミニウムに関する記述として，次の（イ）から（ニ）のうち，適切なものはいくつあるか。[R2.3]

　（イ）アルミニウムは，海水，バッテリ液などの酸及びアルカリには浸食されやすい。

　（ロ）アルミニウムは，熱伝導性や電導性に優れている。

　（ハ）アルミニウムは，比重が鉄の約１/５で，線膨張係数は鉄の約半分である。

　（ニ）溶接及び塗装に対する特性は，鋼板と異なる。

　１ ．１つ　　　　２ ．２つ
　　３ ．３つ　　　　４ ．４つ

【４】アルミニウムに関する記述として，次の（イ）から（ニ）のうち適切なものはいくつあるか。[H29.3]

　（イ） 常温加工されたアルミニウムを焼なましすると，温度が350～400℃から軟化が始まる。

　（ロ） アルミニウムは，比重が鉄の約１/５で，線膨張係数は鉄の約半分（１/２）である。

　（ハ）アルミニウム合金は，鋳物，ダイカスト及び展伸材に大別される。

　（ニ） アルミニウムは，熱伝導性や電導性にすぐれている。

　１ ．１つ　　　　２ ．２つ

　　３ ．３つ　　　　４ ．４つ

【５】アルミニウムに関する記述として，次の（イ）から（ニ）のうち適切なものはいくつあるか。[H30.10]

　（イ）アルミニウムは，熱伝導性や電導性にすぐれている。

　（ロ）アルミニウム合金は，鋳物，ダイカスト及び展伸材に大別される。

　（ハ）常温加工されたアルミニウムを焼なましすると，温度が100～150℃から軟化が始まる。

　（ニ）アルミニウムは，比重が鉄の約１/５で，線膨張係数は鉄の約半分（１/２）である。

　１．１つ　　　　２．２つ

　　３．３つ　　　　４．４つ
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９  乗用車の外装／ぎ装部品 番号 氏名 点数 ／７問 車 体

■［ドア等］

【１】外装部品に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R2.3]

　１ ．エンジン・フード本体は，薄鋼板をプレス成形したアウタ・パネルと，車体の骨格となるインナ・パネルとを，
全周にわたって接着剤や充てん剤を塗布し，ヘミング加工して剛性を確保している。

　　２ ．ウィンド・レギュレータは，一般にX型やシングル型など量産に優れたアーム式，軽量でドア・パネルとガラ
ス間の厚みを少なくすることが可能なワイヤ式などがある。

　　３ ．バンパやその周辺には，センサやミリ波レーダの発信機などが付いていることが多いため，修理作業には注意
が必要である。

　　４ ．ハッチバックや５ドアのバック・ドアの素材は，一部で高張力鋼板が使用され，薄くなっている分，板金作業
性が悪いが，高温での加熱は性能に影響しない。

【２】乗用車の外装部品に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R2.10/H31.3/H29.10]

　１ ．ドアは，アウターとインナーをヘミング加工，周囲をウェザ・ストリップで巻いて水の浸入を防止し，密閉性

を高めている。

　　２ ．フロント・バンパは，バンパ・フェイス（カバー）とバンパ・リインフォースメントからなり，リインフォース

メントの前にさらにエネルギ・アブソーバ（衝撃吸収体）が配置されるなどして衝撃力を吸収している。

　　３ ．フロント・フェンダは，装飾と補強の意味から，フランジング，ビーディング，クラウンなどのプレス加工が施

されている。

　　４ ．フード本体は，薄鋼板をプレス成形したアウタ・パネルと，車体の骨格となるインナ・パネルとを，全周にわたっ

て接着剤や充てん剤を塗布し，ビーディング加工して剛性を確保している。

【３】外装部品に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[H30.10/H29.3]

　１ ．バンパやその周辺には，センサやミリ波レーダの発信機などが付いていることが多いため，修理作業には注意

が必要である。

　　２ ．ハッチバックや５ドアのバック・ドアの素材は，一部で高張力鋼板が使用され，薄くなっている分，板金作業

性が悪いが，高温での加熱は性能に影響しない。

　　３ ．エンジン・フード本体は，薄鋼板をプレス成形したアウタ・パネルと，車体の骨格となるインナ・パネルとを，

全周にわたって接着剤や充てん剤を塗布し，ビーディング加工して剛性を確保している。

　　４ ．ウィンド・レギュレータは，一般にX型やシングル型など量産に優れたワイヤ式，ドア・パネルとガラス間の

厚みを少なくすることが可能なアーム式などがある。

【４】乗用車の外装部品に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[編集部]

　１ ．ウィンド・レギュレータには，アーム式やワイヤ式などがあり，いずれも，車外からガラスを押し下げたりす

ることができない逆転防止機構が設けられている。

　　２ ．ウィンド・レギュレータは，ドア・ガラスを昇降させる装置として，ドア・アウタ・パネルに取り付けられている。

　　３ ．エンジン・フードの前開き式は，前方にフード・ヒンジを取り付け，後方中央にロック機構を設けており，車

室内からロックの開錠が可能なアン・ロック機構のものが一般的である。

　　４ ．ドアには，窓部の状態によりサッシ・ドアとサッシ・レス・ドアがあり，サッシ・ドアはサッシ・レス・ドア

に比べて側面衝突に不利である。
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13  板金［３］ 番号 氏名 点数 ／６問 車 体

■［仕上げ作業］

【１】板金作業の仕上げ作業に関する記述として，適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R1.10/H30.3/H28.10]

　１．パテの硬化時間は，温度によって差があるが，一般に常温で塗布する。

　　２．仕上がり程度の点検は，直接素手で触れる方が手袋をするよりも，鋭敏に感じることが多い。

　　３ ．パテの厚塗りはできるだけ避けるようにして，やむを得ず厚塗りする場合には，１回で塗布し，素早く乾燥さ

せる。

　　４ ．ならし作業は，残っている微細な凸凹を，ハンマ・オン・ドリーで仕上げていく作業で，ハンマとドリーは，そ

れぞれ強く握り，力をコントロールしながら強くたたく。

【２】板金作業の面出し仕上げに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R2.10/H31.3/H29.10]

　１ ．塗膜はくりは，板金箇所に残存しているワッシャ跡などを取り去り，板金作業のために塗膜をはがした範囲及

びパテを塗布する範囲の塗膜をディスク・サンダとサンド・ペーパで，はくりする。

　　２ ．パテを塗布するパネル素地面は，よく清掃した後，防せい剤を塗布し，乾燥させてから清掃・脱脂の上，ヘラ

を用いてパテを塗布する。

　　３ ．作業効率の観点から，ハンマリングによるならし作業の後に防せい処理を行い，パテで仕上げる方法が一般的で

ある。

　　４ ．パテ仕上げでは，パテを塗布後，十分に乾燥してからオービタル・サンダなどで研磨し，更にホルダやブロッ

クなどを支えにした手研ぎで仕上げる。

【３】板金作業の仕上げに関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[編集部]

　１ ．ならし作業の仕上がり程度を触手で点検する場合，手のひらは，手前に引きながら判断するよりも，前方に押

しながらのほうが判断しやすい。
　　２ ．作業効率の観点等から，ハンマリングによるならし作業の後に防せい処理を行い，パテで仕上げる方法が一般的

である。
　　３ ．面出し研磨は，パテの塗膜の薄い箇所で乾燥を確認してから，ダブル・アクション・サンダあるいはオービタル・

サンダなどで研磨し，更にホルダやブロックなどを支えにした手研ぎで仕上げる。
　　４ ．ならし作業は，灸すえ整形後に残っている微細な凸凹を，ハンマ・オン・ドリーで仕上げていく作業である。

【４】図に示す板金作業の充てん剤による仕上げのときにフェザ・エッジを作る作業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。[R2.3/H30.10/H29.3]

　　段落としする場合，フェザ・エッジングの寸法（図のａ）は（　）あるとよい。

フェザ・エッジング

旧塗膜
鋼板

ａ　１ ．５mm以上
　　２ ．10mm以上
　　３ ．15mm以上
　　４ ．20mm以上
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18  車体の整備［２］ 番号 氏名 点数 ／７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として，適切なものは次のうちどれか。
[R3.3/R1.10/H30.3/H28.10]

　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・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。[R2.10/H31.3/H29.10]

　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 ．匚型（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。

　　４ ．補強材の材質は，自動車用フレーム鋼板又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。

【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。
[R2.3/H30.10/H29.3]

　１ ．補強板の形状は，集中応力を避けるため，端部を直角に仕上げる。
　　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 ．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 ．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。

【４】図のように，トラック・フレームの匚型（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。[R2.10/H31.3/H29.10]

　　補強板取り付け時の溶接は，端面で止めないで（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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20  塗装［１］ 番号 氏名 点数 ／９問 車 体

■［塗装材料］

【１】塗料に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R1.10]

　１ ．一般に使用される塗料の樹脂，顔料，添加剤，硬化剤は塗膜形成分である。

　　２．熱硬化性樹脂の代表的なものには，アルキド，メラミン，ポリエステルなどがある。

　　３．熱可塑性樹脂の代表的なものには，エポキシ，フッ素，イソシアネートなどがある。

　　４ ．顔料は，水や油，溶剤などに溶けない粉末で，樹脂や溶剤などと混合，分散することにより塗料となり物体に

付着するものである。

【２】樹脂に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[H30.3/H28.10]

　１．熱硬化性樹脂の代表的なものには，アルキド，メラミン，ポリエステルなどがある。

　　２．熱可塑性樹脂の代表的なものには，エポキシ，フッ素，イソシアネートなどがある。

　　３．天然樹脂は，主として植物から析出されるもので，ワニス，ラッカなどに使用される。

　　４．合成樹脂は，主として石油化学原材料から化学反応で合成される。

【３】塗装材料に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R2.3]

　１ ．自動車補修用の二液系塗料では，アクリルウレタン塗料が主に使用され，硬化剤としてはイソシアネート系，
非イソシアネート系などがある。

　　２ ．添加剤は，塗料及び塗膜の性能を向上，安定させるために塗料に少量添加されるもので，可塑剤，乾燥剤，沈
でん防止剤などがある。

　　３ ．顔料は，水や油，溶剤などに溶ける粉末で，樹脂や溶剤などに溶解することにより，塗料となり物体に付着す
るものである。

　　４ ．塗膜に使用される樹脂には，天然樹脂と合成樹脂があり，合成樹脂は熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分類される。

【４】塗装材料に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[R2.10/H31.3/H29.10]

　１ ．中塗り塗料のプライマ・サーフェサ類は，プライマとしての防せい力，付着性と，サーフェサとしての平滑性，

吸い込み防止性などの特長を備えた塗料である。

　　２ ．前処理剤の脱脂剤は，金属素地表面に薄いリン酸被膜を形成することにより，化学的に錆の発生を止めるとと

もに，金属表面を荒して塗料の付着性能を高めるものである。

　　３ ．上塗り塗料は，一般にトップコートと呼ばれ，塗装の仕上り外観を向上させて塗膜に光沢と耐候性を与えるも

のである。

　　４ ．下塗り塗料のうちプライマ類は，錆の発生を防ぎ，次に塗装する塗料との付着性を高めるもので，通常は薄く

塗装するが，種類により厚膜に塗装するものもある。

【５】塗装材料に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。[H30.10/H29.3]

　１．シンナは，塗膜に流動性と流展性を与える働きをするもので，乾燥後は塗膜中には残留しない。

　　２ ．顔料は，水や油，溶剤などに溶ける粉末で，樹脂や溶剤などに溶解することにより，塗料となり物体に付着す

るものである。

　　３ ．樹脂は，塗料の性能を決める重要な成分であり，顔料を均一に分散させ，塗膜に光沢や耐久性，硬さや柔軟性

などを与えるものである。

　　４ ．自動車補修用の二液系塗料では， アクリルウレタン塗料が主に使用され，硬化剤としてはイソシアネート系，

非イソシアネート系などがある。
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22  法令［１］ 番号 氏名 点数 ／ 10 問 車 体

■［車両法］

【１】「道路運送車両法」に照らし，自動車の種別として，適切なものは次のうちどれか。[R3.3/R1.10]

　１．大型自動車，普通自動車，小型自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車

　　２．大型自動車，小型自動車，軽自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車

　　３．普通自動車，小型自動車，軽自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車

　　４．普通自動車，小型自動車，二輪自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車

【２】「道路運送車両法」に照らし，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。
[R2.10/H30.3/H28.10]

　 　（　），自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし，その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にす

るような行為をしてはならない。

　１．自動車の使用者は

　　２．自動車の所有者は

　　３．何人も

　　４．自動車整備事業者は

【３】「道路運送車両法」に照らし，次の文章の（イ）と（ロ）に当てはまるものとして，適切なものはどれか。[R2.3]

　 　自動車の（イ）は，自動車検査証の記載事項について変更があったときは，その事由があった日から（ロ）に，当
該事項の変更について，国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし，その効力を失っ

ている自動車検査証については，これに記入を受けるべき時期は，当該自動車を使用しようとする時とすることがで

きる。

 （イ） （ロ）

　１ ．使用者　　　30日以内
　　２ ．使用者　　　15日以内
　　３ ．所有者　　　30日以内
　　４ ．所有者　　　15日以内

【４】｢道路運送車両法｣ 及び ｢道路運送車両法施行規則｣ に照らし，小型四輪自動車の特定整備に該当しないものは次
のうちどれか。[H31.3改/H29.10改]

　１．緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備又は改造

　　２．制動装置のマスタ・シリンダを取り外して行う自動車の整備又は改造

　　３．走行装置のリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造

　　４．かじ取り装置のギヤ・ボックス，リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備又は改造

【５】｢道路運送車両法｣ 及び ｢道路運送車両法施行規則｣ に照らし，特定整備に該当しないものは，次のうちどれか。
[H30.3改/H28.10改]

　１．制動装置のブレーキ・パイプを取り外して行う自動車の整備

　　２．動力伝達装置のプロペラ・シャフトを取り外して行う自動車の整備

　　３．緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備

　　４．かじ取り装置のギヤ・ボックスを取り外して行う自動車の整備
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24  模擬試験 第１回（令和３年３月） 番号 氏名 点数 ／ 40 問 車 体

【１】アルミニウムに関する記述として，適切なものは次のうちどれか。

　１．アルミニウムは，海水，バッテリ液などの酸及びアルカリには，ほとんど浸食されない。

　　２ ．純粋なアルミニウムは，軟らかすぎるので自動車用部品としては，強度を高めるなどの性質を改善するため，

他の金属を微量添加したアルミニウム合金が素材として使われる。

　　３ ．アルミニウムの溶融点は約660℃で，加熱すると引っ張り強さは急激に減少し，約600℃ではほとんど０となる

とともに，伸びは温度の上昇につれて緩やかに減少する。

　　４ ．車体用外板などに用いられるアルミニウムは，普通軟鋼板とほぼ同様に補修でき，一般に伸びが大きくヘミン

グ加工性に優れている。

【２】鉄鋼材料に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

　１．炭素の含有量を基準にして，純鉄，鋼，鋳鉄（銑鉄）に分類される。

　　２．鋳鉄（銑鉄）は，炭素を1.7～6.67%含んだ鉄と炭素の合金である。

　　３．純鉄は，炭素の含有量が0.35%以下で，材質的に軟らかいため，電磁気材料などの用途に限られる。

　　４．炭素鋼は，炭素の含有量が1.0%に達するまで引っ張り強さと硬度は増加するが，伸びと衝撃値は減少する。

【３】自動車用高張力鋼板に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

　１ ．鉄の結晶中に炭素，けい素，マンガン，りんなどの原子を固溶させ，結晶格子をひずませて鋼を強化したもの

を，析出強化型という。

　　２ ．980～1,500MPa級の超高張力鋼板は，センタ・ピラーやロッカ・パネルなどドア開口部を構成する部品を中心

に幅広く採用されている。

　　３．従来の自動車ボデーに多用されていた冷間圧延鋼板と比較して，引っ張り強さと降伏点が高い。

　　４ ．固溶体強化型には，リン添加型高張力鋼板（Ｒタイプ）があり，伸びが大きく，絞り加工（高ランクフォード

値）に優れている。

【４】合成樹脂部品の共通的特性として，次の（イ）から（ニ）のうち適切なものはいくつあるか。

　（イ）防振，防音，絶縁，断熱性をもっている。

　（ロ）耐食性，防湿性に優れている。

　（ハ）比重が0.9～1.3程度で軽量である。

　（ニ）着色，エンボシング，光輝処理，塗装などの二次加工による意匠性の向上が図れる。

　１ ．１つ

　　２ ．２つ

　　３ ．３つ

　　４ ．４つ

【５】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。

　１．材料の塑性又は脆性の度合いは，伸びによって比較する。

　　２．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。

　　３．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。

　　４．鉄鋼材料では，一般に硬さと引っ張り強さが反比例する。
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25  模擬試験 第２回（令和２年10月） 番号 氏名 点数 ／ 40 問 車 体

【１】次の合成樹脂のうち，ほとんどの溶剤に対し耐性があるものの組み合わせとして，適切なものは次のうちどれか。

　１．ポリアミド（ナイロン），ポリカーボネート，ポリブチレンテレフタレート

　　２．ポリプロピレン，ポリブチレンテレフタレート，ポリエチレン

　　３．ガラス繊維強化プラスチック（複合），ポリエチレン，ポリ塩化ビニール

　　４．ガラス繊維強化プラスチック（複合），ポリアミド（ナイロン），ポリカーボネート

【２】合金に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

　１．ジュラルミンは，鉄を主成分とする。

　　２．黄銅は，銅を主成分とする。

　　３．ハンダは，鉛や錫を主成分とする。

　　４．炭素鋼は，鉄を主成分とする。

【３】アルミニウムに関する記述として，次の（イ）から（ニ）のうち，適切なものはいくつあるか。

　（イ）溶接による補修が可能である。

　（ロ）表面にカドミウム・メッキを施すことを，アルマイト処理という。

　（ハ）溶融点は約660℃であり，加熱すると引っ張り強さは急激に減少する。

　（ニ）比重が2.7であり，塑性に富み耐食性がよく，熱伝導性や電導性にすぐれている。

　１ ．１つ

　　２ ．２つ

　　３ ．３つ

　　４ ．４つ

【４】熱処理に関する記述として，不適切なものは次のうちどれか。

　１．焼き戻しは，粘り強さを増すために，ある温度まで加熱した後，急冷却する操作である。

　　２．窒化は，鋼の表面層に窒素を染み込ませ硬化をさせる操作である。

　　３．焼き入れは，鋼の硬さと強さを増すために，ある温度まで加熱した後，水や油などで急冷却する操作である。

　　４．表面硬化処理は，鋼の粘り強さを保持したまま，その表面層だけを硬化させる操作である。

【５】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）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。

　 　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．バーリング　　　　クラウン

　　３．ビーディング　　　クラウン

　　４．ヘミング　　　　　バーリング

【６】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。

　１．引っ張り強さが大きく粘り強さも大きい性質を靭性という。

　　２ ．実際に用いられて安全であると考えられる応力を，許容応力又は使用応力といい，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 ．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。

　　４．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。
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