解

説

重要なご案内
◎本項では、法令等を編集して収録している。従って、最終的
には法令等の原文を確認する必要がある。
◎また、令和４年２月現在の法令や取扱い等についてまとめて
いる。従って、今後変更（改正）されることもある。
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［改正点検基準］

改正自動車点検基準の施行と実務

１

…………………………………………………………………………………………………

1 概要
１．自動車点検基準に定められている点検項目は、各構造装置の
摩耗や損傷といった外観を点検する項目が主である。
２．しかし、車両法や保安基準等が改正され、運行補助装置を構
成する衝突被害軽減制動制御装置など、電子制御装置の装備義
務化が進められている。
３．その結果、ミリ波レーダーや赤外線レーザー及びカメラ等の
取り外しや機能調整（エイミング）について新たに電子制御装
置整備と定義され、分解整備と併せて特定整備とされたところ
である。
４．従って、保安基準に規定されている電子制御装置の状態を確
認する点検・整備は必須となる。
５．これに伴い自動車点検基準その他の点検箇所の項目に「車載
式故障診断装置の診断の結果」が次のように追加され、令和３
年 10 月１日施行となった。
※青字が追加条文。
▪点検基準別表３（自家用貨物自動車等の定期点検基準）
点検時期

12 月ごと
３月ごと

点検箇所
その他

（３月ごとの点検に次の点
検を加えたもの）

シ ャ シ 各 部 の 給 油 脂 （※５）
（※６）車載式故障
診断装置の診断の結果

状態

（注）⑤ （※５）印の点検は、大型特殊自動車を除く。
⑥ （※６）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・
ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置並びに車
枠及び車体に備えるものに限る。
）
、衝突被害軽減制動制御
装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表

解説 2
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テスタ等による機能維持確認

《目次》

3 窓ガラスの透過率（可視光線透過率測定器）
4 近接排気騒音の大きさ（騒音計又は音量計）

23
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23

▪別添９ 近接排気騒音の測定方法（絶対値規制適用時） 34
▪別添 10 近接排気騒音の測定方法（相対値規制適用時） 39
5 ＣＯ･ ＨＣの濃度（ＣＯ･ ＨＣテスタ）

46

6 光吸収係数又は黒煙による汚染度（オパシメータ又は黒煙測定器）
48
▪別添 11

無負荷急加速時に排出される
排出ガスの光吸収係数の測定方法

▪別添 12 無負荷急加速黒煙の測定方法
7 前照灯の明るさ及び照射方向（前照灯試験機）
▪整備工場における平成 10 年９月１日以降製作車の
前照灯検査の取扱いについて（通達）

52
56
58
72

▪すれ違い用前照灯の計測手法を見直し
8 灯火器の灯光色（色度座標測定機器）

77

▪測定機器による灯光の色の測定方法

80

80

9 警音器の音の大きさ（騒音計又は音量計）
 速度計の指度の誤差（速度計試験機）

88

 サイレンの音の大きさ（騒音計又は音量計）

92
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テスタ
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第Ⅰ 章

1 かじ取車輪の整列状態（サイドスリップ・テスタ）
2 制動装置の性能及び制動能力（ブレーキ・テスタ）

［テスタ等による機能維持確認］
…………………………………………………………………………………………………

▷審査規程第９章
◎この章の規定は、サイドスリップ・テスタ、ブレーキ・テス
第Ⅰ 章

タ、可視光線透過率測定器、騒音計等、一酸化炭素測定器、炭
化水素測定器、黒煙測定器、オパシメータ、前照灯試験機、色

テスタ

度座標測定機器及び速度計試験機を用いて審査するものに適用
する。
★編注：審査規程第 35 次改正において、
「審査規程第９章

テス

タ等による機能維持確認」の項目が新設された。当項目は、自
動車検査用機械器具（以下、テスタ）を用いて検査を行うもの
についてまとめたものである。
なお、テスタによる完成検査の手法等については、公論出版
「How To 完成検査」を参照。定価 2,200 円、全国の自動車整備
商工組合にて取扱い。

公論出版の

よくわかるハウツーシリーズ

How To 完成検査
動画 DVD

同一性の確認
及び
テスタによる検査編

【公論出版の「How To 完成検査」】
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■突入防止装置の性能と取付に関する要件
※改造等による変更のない使用過程車については次の基準に適
合するものであればよい。
◎突入防止装置は、強度、形状等に関し、次の基準に適合す
るものでなければならない。この場合において、突入防止
装置の機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この
基準に適合するものとする。
①突入防止装置は、機能を損なうおそれのある損傷のない
ものであること。
②取付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に
十分耐えるものであること。
③外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有
しない等歩行者に接触した場合において、歩行者に傷害
を与えるおそれのないものであること。
◎自動車及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、そ
の性能を損なわないように、取付位置、取付方法等に関し、
次の基準に適合するように取付けられなければならない。
①突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じな
いように確実に取付けられていること。
②突入防止装置は、当該自動車に取付けた状態のままで、
その位置を移動することができる。この場合において、
当該突入防止装置は取付けられた位置から意図せず移動
しないよう確実に取付けられる構造を有し、かつ、その
位置を移動させるための操作は容易に行うことができる
ものでなければならないものとし、運転者席または突入
防止装置のいずれかの見やすい位置に当該突入防止装置
が通常使用される位置を示す記号またはラベルが表示さ
れていなければならない。
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［第18条 の２／ ８－37

突入防止装置］

〔適用関係の整理：装備要件と適用される基準・その１〕
◇軽・小型自動車
車両総重量
製作年月日

軽自動車

小型自動車

3.5t 以下

3.5t 以下

3.5t 超

－

－

タイプ③★★

H19. 9. 1 ～

H24. 7.11 ～
－
－
タイプ③★★★
＊
H27. 7.26 ～
タイプ④★★★ タイプ④★★★ タイプ③★★★
＊その２に該当する自動車を除く。

◇普通自動車
車両総重量
製作年月日
S43. 8. 1 ～

普通自動車
3.5t

3.5t 超

以下

７t 未満

－

－

７t 超

８t 以上（又は最

８t 未満 大積載量５t 以上）
－

タイプ①

S48.12. 1 ～

タイプ① タイプ① タイプ①

タイプ①

H 4. 6. 1 ～

タイプ① タイプ① タイプ①

タイプ②★

H 9.10. 1 ～

タイプ① タイプ①

H17. 9. 1 ～

タイプ①

H19. 9. 1 ～
H24. 7.11 ～

タイプ①
タイプ①

タイプ②
★

タイプ③ タイプ③
★★

★★

タイプ③ タイプ③
★★

★★

タイプ③ タイプ③
★★★

★★★

タイプ④ タイプ③ タイプ③
H27. 7.26 ～＊
★★★
★★★
★★★
＊その２に該当する自動車を除く。
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タイプ②★
タイプ③
★★
タイプ③
★★
タイプ③
★★★
タイプ③
★★★

