
本書について

　本書は、自動車整備士の法令
を学ぶためのテキスト（教材）
です。３級自動車整備士を養成
する際の、履修目標範囲を収録
しています。
　自動車整備士になるためには、
高等高校の自動車科や専門学校
などの「一種養成施設」もしくは、
整備工場で働いている方を対象
としている自動車整備振興会技
術講習所の「二種養成施設」の
いずれかの施設の課程を修了し、
実技試験の免除資格を得て、一
般社団法人日本自動車整備振興
会連合会（以下、日整連）が実
施する「自動車整備技能登録試
験（以下、登録試験）」を受験す
ることが一般的になっています。
　自動車整備士の登録試験のう
ち３級は、全 30 問出題されます。
合格基準は、そのうちの 70％、
すなわち 21 問以上正解すること
となっています。法令に関する
問題は、おおむね３問出題され
ています。責任点（出題分野ご
との成績基準）はありません。
　「法令」と聞くとなじみがなく、
ニガテ
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な方もいるかと思います。
しかし、「図解３級法令」という
書籍名が示すとおり、できるだ
け図を入れています。理解しに
くい箇所もあるとは思いますが、
あきらめずに最後までがんばっ
てください。
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自動車に関する法令概略

▪日本の法令は一般に、法律 ⇒ 政令 ⇒ 省令 ⇒ 通達といった体系となっている。
▪ 法律は国会で制定されるわけであるが、それに基づき内閣から政令が、そして各省から省令が

それぞれを補う形で公布される。また、通達は省令をさらに補う形で、地方の行政機関などに
対して文書で公布される。

 道�路運送車両法（法律）　※略称：車両法　　略語：
▪ 道路運送車両の安全性の確保、公害の防止、適正な使用を期するため、自動車の検査や登録制

度を設けるとともに、自動車の整備及び整備事業を規制する法律。昭和 26 年６月１日（法律
第 185 号）に制定。

▪ 車両法は、その柱として、第１章　総則、第２章　自動車の登録、第３章　道路運送車両の保
安基準、第４章　道路運送車両の点検・整備、第５章　道路運送車両の検査、第６章　自動車
の整備事業、の６つを定めている。

 道�路運送車両法施行令（政令）　※略称：施行令
▪ 車両法の内容を補足する政令で、具体的な内容が定められている。昭和 26 年６月 30 日（政令

第 254 号）に制定。

 道�路運送車両法施行規則（省令）　※略称：施行規則　　略語：
▪ 車両法の内容を補足する省令で、具体的な内容が定められている。昭和 26 年８月 16 日（運輸

省令第 74 号）に制定。

 自動車点検基準（省令）　※略称：点検基準　　略語：
▪ 車両に行うべき点検の項目等の詳細を定めた省令。昭和 26 年８月 10 日（運輸省令第 70 号）

に制定。

 道�路運送車両の保安基準（省令）　※略称：保安基準　　略語：
▪ 車両の安全性の確保や公害防止を図るため、車両の構造や装置等の技術基準について定める省

令。昭和 26 年７月 28 日（運輸省令第 67 号）に制定。整備及び検査の拠り所となる基本的事
項が明示されている。

 道�路運送車両の保安基準の細目を定める告示（告示）　※略称：細目告示　　略語：
▪ 自動車の構造、装置、乗車定員又は最大積載量の基準について、詳細、細目を規定している。

平成 14 年７月 15 日（国土交通省告示第 619 号）に制定。
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1章

総
則

１章　総則
　この章では、車両法の目的を明らかにし、用語の定義、そして自動車の種別
を定めている。車両法は何を目的としているのか？第１条に集約されている。

❶ この法律の目的 １条

１�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い［★１］、並びに安全性
の確保及び公害の防止、その他の環境の保全［★２］並びに整備についての技術の向上を図り
［★３］、併せて自動車の整備事業の健全な発達［★４］に資することにより、公共の福祉を増
進することを目的とする。

●ポイント 

誰
の
も
の・・・？

 所有権についての公証等を行う［★１］
▪�自動車を登録することにより、所有権の所在（誰の所有物
であるか）を明らかにする趣旨。車両法第２章「自動車の
登録等」においてその登録制度が定められている。
▪�「公証」とは、特定の事実又は法律関係の存否を公（おおやけ）に証明する行為。各種の登記
や証明書の発行などを行う。

 安全性の確保及び公害の防止、その他の環境の保全を図る［★２］
▪�安全性を図るために自動車の構造などを定める趣旨。同時に、運行に伴って発生する騒音や排
気ガスなどによる公害を防止し、環境保全を図る。

公
害
の
防
止
！

整
備
技
術
の
向
上
！

�整備についての技術の向上を図る［★３］
▪�整備従事者の技術向上や整備施設、作業機材などの整備体制の向上
を図る趣旨。

健
全
な
発
達
！

�整備事業の健全な発達に資する［★４］
▪�上記［★１］～［★３］を運用するためには不正を行わず、健全な
発達を図っていくことが必要であるとの趣旨。
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❾年少者用補助乗車装置等・・・・・・・・・・・・ 41
➓非常口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
⓫窓ガラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

4章　自動車の装置（公害防止関係）

❶騒音防止装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
➋ ばい煙、悪臭のあるガス、
　有害なガス等の発散防止装置 ・・・・・・・・ 45

5章　自動車の装置（灯火関係）

❶灯火等の共通基準・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
➋走行用前照灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
➌すれ違い用前照灯・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
➍前部霧灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
➎車幅灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
➏側方灯及び側方反射器 ・・・・・・・・・・・・・ 50
➐番号灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
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❾後部反射器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
➓大型後部反射器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
⓫制動灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
⓬補助制動灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
⓭後退灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
⓮方向指示器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

6章　自動車の装置（運転操作）

❶警音器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
➋非常信号用具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
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注：本編において、注釈がない箇所は主にマイカー型の乗用自動車の基準を解説している。
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1章　　　自動車の構造

自
動
車
の
構
造

❶ 用語の定義 １条／ ２条

●ポイント 

 (1) 空車状態（＝車両重量）

次の全量を搭載した状態

①燃料　　　②潤滑油　　　③冷却水等　　　④運行に必要な固定的設備

 (2) 積車状態（＝車両総重量）

自動車の状態 乗員 物品

空車状態
乗車定員の人員（55kg ／１人）が
定位置［★１］に乗車した状態

最大積載量が物品積載装置に
均等に積載された状態

　［★１］路線バス等の立席定員の場合は、立席に均等に乗車した状態とする。

 (3) 輪荷重

500kg
500kg

500kg 500kg（輪荷重）

2,000kg（軸重）

【軸重と輪荷重の例】

▪�自動車の１個の車輪が路面に加える鉛直荷重。

 (4) 軸重

【軸数の計算】
Ｄ

Ｄ＞１ｍ ： ２軸
Ｄ≦１ｍ ： １軸

▪�各車軸に装着されている車輪の荷重（輪荷
重）の合計。ただし、その車軸の間隔が１m
以下の場合は、１軸として計算される。

 (5) 最遠軸距（ホイールベース）
▪�自動車の最前部の車軸と最後部の車軸中心までの距離。ただし、セミトレーラにあっては、連
結装置の中心から最後部の車軸中心までの距離となる。

最遠軸距

《後輪２軸車》

連結装置
の中心

最遠軸距

《セミトレーラ》
【最遠軸距】

１章　自動車の構造
　この章では、自動車の大きさや最低地上高等、道路を運行する際に最低限守
らなければならない構造について定めている。なお、保安基準は基本的事項を
規定しているものであり、その詳細については細目告示に規定されている。
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1章

自
動
車
の
構
造

❷ 長さ、幅及び高さ ２条／ 162条

●ポイント 

�長さ、幅及び高さの上限と測定方法

▪�自動車の長さ、幅及び高さについて、次に掲げるように上限が定められている。また、測定は
空車状態で巻き尺等を用いて行う。なお、車体外の後写鏡等については取り外した状態で行う
（計測されない）。

自動車の大きさの上限

長さ 幅 高さ

12 ｍ［★１］ 2.5 ｍ 3.8 ｍ

　［★１］告示で定めるセミトレーラについては 13m。

【長さ、幅及び高さ】

高さ

幅

長さ

❸ 最低地上高 ３条／ 163条

●ポイント 

�間げき

▪�自動車の地面との間げきは、全面において９cm以上であること。

９cm 以上

【最低地上高】
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第３編　過去５年分出題例（３級）

※設問末尾の用語等について

　�出題の区分と出題時期を示している。［3G�H29.10］であれば平成 29 年 10 月に行われた３級ガ
ソリンの問題であることを示し、［3G�R3.10］であれば令和３年 10 月に行われた３級ガソリン
の問題であることを示す。また、3C…３級シャシ、3D…３級ジーゼル、3N…３級二輪の略で
ある。

 定義（P. ５参照）
【１】「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、適切なものは次

のうちどれか。［3G�R2.10］
　　�　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１�．原動機付自転車及び軽車両　　　　　　　　２�．自動車及び原動機付自転車
　　３�．自動車、原動機付自転車及び軽車両　　　　４�．自動車及び軽車両

 自動車の種別（P. ６参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別に該当しないものは次のうちどれか。

［3N�H31.3］
　　１．普通自動車　　　　２．小型特殊自動車
　　３．大型自動車　　　　４．大型特殊自動車

【２】「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別に該当しないものは、次のうちどれか。
［3C�R2.10］

　　１．小型自動車　　　　２．普通自動車　　　　３．大型自動車　　　　４．�軽自動車

 自動車の構造（P. ９参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、自動車の構造に関する国土交通省令で定める保安上又は公害

防止その他の環境保全上の技術基準に該当しないものは、次のうちどれか。［3D�H30.10 改］
　　１�．最低地上高　　　　　　　２�．車両重量
　　３�．車輪に掛かる荷重　　　　４�．最大安定傾斜角度

 使用者の点検及び整備の義務（P.11 参照）
【１】「道路運送車両法」に照らし、道路運送車両の点検及び整備について、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。［3D�H30.3］

　　�　自動車の（イ）は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動
車を（ロ）に適合するように維持しなければならない。

　　　　 （イ）　　　 （ロ）　　　　　　　 （イ）　　　 （ロ）
　　１．使用者　　整備基準　　　　２．使用者　　保安基準
　　３．所有者　　整備基準　　　　４．所有者　　保安基準

１章　道路運送車両法関係
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2章　　　道路運送車両の保安基準関係
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２章　道路運送車両の保安基準関係
 長さ、幅及び高さ（P.22 参照）

【１】「道路運送車両の保安基準」に照らし、自動車の幅に関する基準として、適切なものは次の
うちどれか。［3G�H31.3］

　　１．2.0mを超えてはならない。　　　　２．2.2mを超えてはならない。
　　３．2.5mを超えてはならない。　　　　４．2.8mを超えてはならない。

【２】「道路運送車両の保安基準」に照らし、自動車の幅の基準として、適切なものは次のうちど
れか。［3C�R3.3］

　　１．2.5mを超えてはならない。　　　　２．3.5mを超えてはならない。
　　３．3.8mを超えてはならない。　　　　４．4.8mを超えてはならない。

【３】「道路運送車両の保安基準」に照らし、自動車の高さに関する基準として、適切なものは次
のうちどれか。［3G�R3.3/3G�H29.3］

　　１．3.6mを超えてはならない。　　　　２．3.8mを超えてはならない。
　　３．4.0mを超えてはならない。　　　　４．4.2mを超えてはならない。

【４】「道路運送車両の保安基準」に照らし、自動車（セミトレーラを除く。）の長さの基準として、
適切なものは次のうちどれか。［3G�R2.10］

　　１．９mを超えてはならない。　　　　２．10mを超えてはならない。
　　３．11mを超えてはならない。　　　　４．12mを超えてはならない。

 軸重及び輪荷重（P.23 参照）
【１】「道路運送車両の保安基準」に照らし、自動車の軸重に関する基準として、適切なものは次

のうちどれか。ただし、牽引自動車のうち告示で定めるものは除く。［3D�R3.10］
　　１．５tを超えてはならない。　　　　２．�10t を超えてはならない。
　　３．�15t を超えてはならない。　　　　４．�20t を超えてはならない。

【２】「道路運送車両の保安基準」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。なお、牽引自動車のうち告示で定めるものを除く。［3G�H30.10］

　　　自動車の輪荷重は、（　）を超えてはならない。
　　１．５t　　　　２．10t　　　　３．15t　　　　４．20t

【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、
自動車の輪荷重に関する基準として、適切なものは次のうちどれか。ただし、牽引自動車の
うち告示で定めるものは除く。［3D�R2.10］

　　１．５tを超えてはならない。　　　　２．�10t を超えてはならない。
　　３．�15t を超えてはならない。　　　　４．�20t を超えてはならない。

【４】「道路運送車両の保安基準」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。［3G�R3.10］

　　�　自動車の輪荷重は、（　）を超えてはならない。ただし、牽引自動車のうち告示で定める
ものを除く。

　　１．2.5t　　　　２．５t　　　　３．10t　　　　４．15t



第４編　ワークシート

１章　道路運送車両法関係

 定義（P.5 参照）

　「道路運送車両」とは、　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　及び　　

　　　　　　　　　をいう。

 自動車の種別（P.6 参照）

　「自動車の種別」は、　　　　　　　自動車、　　　　　　　自動車、　　　　　　　自動車、

　　　　　　　　　 自動車及び　　　　　　 　　　自動車の五つに区分されている。

 自動車の構造（P. ９参照）

　自動車の構造に関する国土交通省令で定める、保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術

基準は、以下の項目である。

①　　　　　、　　　及び                            ②

③ 　　　　　　　         （車両重量、最大積載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た重量の総和                  

　をいう）

④　　　　　にかかる荷重（　　　　　　）

⑤　　　　　にかかる荷重の　　　　　　　　　（運行に必要な装備をした状態における自動車

　の重量をいう）に対する割合

⑥　　　　　にかかる荷重の　　　　　　　　　　に対する割合

⑦                                               　　   　⑧                                   

⑨

 使用者の点検及び整備の義務（P.11 参照）

　自動車の　 　　　　　は、自動車の　　　　　　 をし、必要に応じて　　　　　　 すること

により、自動車を　　　　　　　 　　に適合するように維持しなければならない。
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2章　　　道路運送車両の保安基準関係
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２章　道路運送車両の保安基準関係

 長さ、幅及び高さ（P.22 参照）

　自動車は、長さ 　　　ｍ、幅 　　　ｍ及び高さ 　　　ｍを超えてはならない。

 軸重／輪荷重（P.23 参照）

　自動車は、輪荷重 　　　ｔ以下、軸重 　　　ｔ以下でなければならない。

 最小回転半径（P.25 参照）

　自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて 　　　ｍ以下でなければならない。

 走行装置（P.27 参照）

　自動車のタイヤの接地部の溝は　　　　mm（二輪自動車は　　　　mm）以上であること。

 窓ガラス（P.42 参照）

　前面ガラス及び側面ガラスは、可視光線の透過率が　　　　　　あること。

 走行用前照灯（P.48 参照）／すれ違い用前照灯（P.48 参照）

「走行用前照灯」の

灯光は　　　　色で、

夜間前方　　　　　ｍ先

の障害物等を確認できること。

灯火の色等については、次のとおりである。（令和３年製作の乗用自動車に適用される基準）

すれ違い用前照灯

走行用前照灯

「すれ違い用前照灯」の

灯光は　　　　色で、

夜間前方　　　　　ｍ先

の障害物等を確認できること。
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