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本書の使い方
　本書は、北海道運輸局において平成27年度から平成30年度までに行われた４年分（合計８回）の

自動車検査員教習試験の内容をジャンル別にまとめたものです。

　第１章　車両法（９区分） 第２章　保安基準（８区分）

　第３章　計算問題（４年分（８回）） 第４章　年度別試験問題（３年分（６回））

　第１章と第２章については、過去の試験問題を更に細かく分類し、各項目ごとに「過去出題例」を

先に掲載し、その後に問題の法的根拠となる「関係法令」を掲載しています。

　過去の試験問題の出題パターンは次の３つに分類できます。

　①○×式…設問が適切な場合は○、不適切な場合は×を記入する

　②選択穴埋め式…問題文の空白部分に当てはまる適切な字句を選択枠内から選んで記号で記入する

　③単純穴埋め式…問題文の空白部分に当てはまる適切な字句を考えて文字又は数値で記入する

　本書では、○×式はそのまま、穴埋め問題については全て単純穴埋め式としました。

　各問題文の最後には試験年度を記載してあります。［30.1］であれば、平成30年度第１回の試験問

題であることを示します。［30.1/29.1］の場合は、30年度第１回と29年度第１回に同じ問題が出題

されていることを示します。

　［28.1改］など「改」と記載があるものは、試験実施後に法改正があった部分について、改正後の

法令に合うように問題文を書き替えていることを示します。主に保安基準の問題が該当します。なお、

本書は平成30年10月16日時点の法令（審査規程第19次改正まで）を基準としています。

　関係法令については、原文のまま掲載すると分量が相当多くなるほか、そのままでは理解しにくい

ため、編集部で一部、手を加えている部分もあります。また、保安基準については、「細目告示」と「審

査事務規程」の２つの法令がありますが、本書では主に「審査事務規程」を取り上げています。

　第３章では、「ブレーキ制動力」の計算問題について、計算式を示し、わかりやすく解説しています。

　第４章の「年度別試験問題」は、平成30年から過去３年分（６回分）の問題を年度ごとにまとめて

あります。「模範解答」には正解と、問題の法的根拠となっている法令名及び条項を記載しています。

また、計算問題の計算式と正解については第３章に掲載しているため省略しています。

　保安基準は、自動車の製作年月により適用規定が異なるなど、わかりにくい部分が多々あります。

本書に併せて弊社発行の「自動車検査ハンドブック2019年版」（定価2000円）をご活用下さい。

　法令改正について：基本的に平成 30 年 10 月 16 日時点での法令に対応しています。したがって、

10 月 16 日以降の法令改正については、御注意下さい。

　また、本書に訂正箇所が生じた場合、弊社ホームページにて内容を掲載致します。お手数ですが
そちらをご確認下さい。⇒ http://www.kouronpub.com（または " 公論出版 " で検索）

2019 年４月

編集担当：清家・田辺
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１ 目的・用語・自動車の種別

１ 車両法の目的
［過去出題例］
１…．この法律は、道路運送車両に関し、（　）についての公証等を行い、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並びに（　）についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備

事業の健全な発達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。［30.2］

２…．この法律は、（①）に関し、（②）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び（③）そ

の他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発

達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。［28.2］

３…．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、並びに（　）及び公害の

防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健

全な発達に資することにより、（　）を増進することを目的とする。［28.1］

４…．法は、道路運送車両に関し、（①）についての公証等を行い、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並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（②）事業の

健全な発達に資することにより、（③）を増進することを目的とする。［27.2］

５…．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、並びに安全性の確保及び

公害の防止その他の（①）の保全並びに整備についての技術の（②）を図り、併せて自動車の整

備事業の（③）な発達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。［27.1］

◎正解 １…所有権/整備：２…①道路運送車両/②所有権/③公害の防止：
３…安全性の確保/公共の福祉：４…①所有権/②整備/③公共の福祉：
５…①環境/②向上/③健全

［関係法令］
◆車両法◆第１条（この法律の目的）

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、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並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全

な発達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。

２ 用語の定義
［過去出題例］
１…．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、（　）及び軽車両をいう。［30.1］

２…．この法律で「自動車」とは、（　）により陸上を移動させることを目的として製作した用具で

軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより（　）して陸上を移動させることを目的として

製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［28.1］

３…．法において「自動車」とは、（①）により（②）を移動させることを目的として製作した用具

で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して（②）を移動させることを目的と

して製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。［27.2］

◎正解 １…原動機付自転車：２…原動機/牽引：３…①原動機/②陸上
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［関係法令］
◆車両法◆第２条（定義）

１．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

２ ．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条

若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用

具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

３ ．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令（施行規則第１条）で定める総排気量又は定格

出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用

いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

４ ．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した

用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として

製作した用具であって、政令で定めるものをいう。

３ 自動車の種別
［過去出題例］
１…．この法律に規定する（①）自動車、小型自動車、軽自動車、（②）自動車及び小型特殊自動車

の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び（③）又は定格出力を基準として国土

交通省令で定める。［30.1］

２…．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、（①）、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別

は、自動車の（②）及び構造並びに原動機の種類及び（③）又は定格出力を基準として国土交通

省令で定める。［28.1］

３…．法に規定する普通自動車、（　）自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、

自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として（　）省令

で定める。［27.2/27.1］

◎正解 １…①普通/②大型特殊/③総排気量：２…①軽自動車/②大きさ/③総排気量：
３…小型/国土交通

［関係法令］
◆車両法◆第３条（自動車の種別）

１ ．この法律に規定する普通自動車、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の別

は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省

令で定める。

４ 自動車の種別の内容
［過去出題例］
１…．四輪の小型自動車の大きさは、長さ（①）m以下、幅（②）m以下、高さ（③）m以下であり、

原動機の総排気量は、軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除き2.00

ℓ以下である。［27.1］

◎正解 １…①4.70/②1.70/③2.00
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［関係法令］
◆施行規則◆第２条（自動車の種別）

１ ．法第３条の普通自動車、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の別は、別表

第１に定めるところによる。

〈別表第１〉

自動車
の種別 自　動　車　の　構　造　及　び　原　動　機

自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

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以外の自
動車

小　型
自動車

四輪以上の自動
車及び被けん引
自動車

自動車の大きさが右欄に該当するもののうち、軽自
動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のも
の（内燃機関を原動機とする自動車（軽油を燃料と
する自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を
除く）にあっては、その総排気量が 2.00ℓ 以下のも
のに限る）

4.70m
以下

1.70m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側
車付二輪自動車
を含む）、三輪
自動車

軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外
のもの

軽
自動車

三輪以上の自動
車及び被けん引
自動車

自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特
殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関
を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が
0.660ℓ 以下のものに限る）

3.40m
以下

1.48m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側
車付二輪自動車
を含む）

自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特
殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関
を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が
0.250ℓ 以下のものに限る）

2.50m
以下

1.30m
以下

2.00m
以下
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最近の主な法改正（平成30年１月～10月）

●第16次改正（平成30年２月９日公布）
　▪審査規程　８－42　座席ベルト非装着時警報装置
　 　座席ベルトの非装着時警報装置を備えなければならない自動車及び座席の範囲が拡大された。
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４ 自動車の室内関係

１ 乗車装置
［過去出題例］
１…．二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有し、安全な乗車を確保できるものは基

準に適合する。［29.2］

２…．普通乗用自動車の車室内の天井に、自動車用ではない、住宅で使用する防火用の絨毯（じゅう

たん）が張られていた。［27.2］

◎正解 １…○：２…×

［関係法令］
◆審査規程◆７－37　乗車装置

７－37－１－１　性能要件（視認等による審査）
（1）自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保

できるものとして構造に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合する

ものでなければならない。

　① 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保

できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる乗車装置はこの基準に適合するも

のとする。

　　ア ．側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手

を有するもの

　　イ ．二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの

　　ウ ．消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板（奥行30cm以上）を有するもの

　　エ ．バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの

（2）運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、客室を備えなければな

らない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車及び緊急自動車にあっては、この限りでない。

（3）自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。

７－37－１－２　書面等による審査
（1）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び大型特殊自動車を除く）の座席、座席ベルト、７－43

に規定する頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室

の内装は、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添27「内装材料の難燃性の技術

基準」に定める基準に適合する難燃性の材料が使用されたものでなければならない。（以下略）

（2）次に掲げるものは、（1）の基準に適合するものとする。

　① 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの

　② 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかであ

る材料

　③ 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ３mm以上の木製の板（合板を含む）及び天然皮革
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２ 運転者席
［過去出題例］

（⑤） （⑥）

（②）

右ハンドル車の場合

（③）

１…．普通自動車及び小型自動車（乗車定員11人以上の自

動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三輪自動車並

びに被牽引自動車を除く。）であって車両総重量3．5t以

下のもの、専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11

人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三

輪自動車並びに被牽引自動車を除く。）であって車両総

重量3．5tを超えるもの及び軽自動車の運転者席は、運転

者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれ

る範囲内にある障害物（高さ（①）m直径（②）cmの円

柱をいう。）の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確

認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、

後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合

にあっては、この限りでない。［29.1改］

　　（1）当該自動車の前面から（③）mの距離にある鉛直面

　　（2）当該自動車の前面から（④）mの距離にある鉛直面

　　（3）自動車の左側面（左ハンドル車にあっては「右側面」）から（⑤）mの距離にある鉛直面

　　（4）自動車の右側面（左ハンドル車にあっては「左側面」）から（⑥）mの距離にある鉛直面

２…．最大積載量が750kgの貨物自動車の運転者席について、運転者席と物品積載装置との間に隔壁

又は保護仕切が無かったが、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されるため、保安基準

に適合する。［30.2］

３…．貨物自動車の運転席は、物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切が必要であるが、最大積載量

が（　）kg以下の貨物自動車であって、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認

められるものは、運転者席の背あてを保護仕切りとみなす。［28.1/27.1］

◎正解 １…①１/②30/③２/④2.3/⑤0.9/⑥0.7：２…×（750kg⇒500kg以下）：３…500

［関係法令］
◆審査規程◆７－38　運転者席

７－38－１　性能要件（視認等による審査）
（1 ）自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨

げられないものとして運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し、視認等その他適切な

方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
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　① 普通自動車及び小型自動車（乗車定員11人以上の自動車、二輪

自動車及び側車付二輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を

除く）であって車両総重量3.5t以下のもの、専ら乗用の用に供す

る自動車（乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付

二輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く）であって車

両総重量3.5tを超えるもの及び軽自動車の運転者席は、運転者が

運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にあ

る障害物（高さ１m直径30cmの円柱をいう）の少なくとも一部

を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Ａピ

ラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げら

れる場合にあっては、この限りでない。

　　ア．当該自動車の前面から２mの距離にある鉛直面

　　イ．当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面

　　ウ ．自動車の左側面（左ハンドル車にあっては「右側面」）から0.9mの距離にある鉛直面

　　エ ．自動車の右側面（左ハンドル車にあっては「左側面」）から0.7mの距離にある鉛直面

　④ ①に規定する自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。

　⑤ 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。この場合にお

いて、次に掲げる運転者席であってそ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。

　　ア．一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有するもの

　　イ ．貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有する

もの。この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であって、運転者席の背あてに

より積載物品等から保護されると認められるものは、運転者席の背あてを保護仕切りとみなす。

３ 座 席
［過去出題例］
１…．後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席

中心面との角度が左右15度以内となるよう車両の後方に向いているもの。［29.2］

◎正解 １…×

［関係法令］
◆審査規程◆７－39　座 席

７－39－１－１　性能要件（視認等による審査）
（1）座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、視認等

その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように設けられていなければならない。

この場合において、座席の向きは次に定めるものとする。

　　ア ．前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席

中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの

　　イ ．後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席

中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。
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● 第３章　計算問題 ●

１ ブレーキ制動力

１ 制動力の単位
制動力の計量単位には「N」と「kgf」がある。１kgfは、１kgの重量に作用する重力の大きさである。

これに対し１Nは、１kgの質量をもつ物体に１m/s２の加速度を生じさせる力である。地球の重力加

速度は約9.8m/s２であることから、Nとkgfは、「１kgf＝１kg×9.8m/s２＝9.8N」という関係にある。

保安基準（審査事務規程）では、制動力の基準値を計量単位（Nまたはkgf）により別々に規定し

ている。

ブレーキ・テスタの計量単位が「N」の場合、制動力の基準値は「N/kg」を適用する。例えば基準

値が「4.90N/kg以上」の場合、１kgの荷重に対して4.90N以上の制動力が必要であるということであ

る。荷重を1,000kgとすれば、制動力は4,900N以上必要である。

１kgの荷重に作用する重力は9.8Nであることから、制動力基準値の「4.90N」は重力のちょうど半

分ということになる。これに対し、ブレーキテスタの計量単位が「kgf」の場合、制動力の基準値は

「％」を適用する。例えば基準値が「50％以上」の場合、1000kgの荷重に対して500kgf以上の制動

力が必要ということになる。

500kgf＝500kg×9.8m/s２＝4900Nであることから、kgf単位の「50％以上」とN単位の「4.90N/

kg以上」は同じ基準を表していることになる。

２ 制動力の判定基準値
　審査事務規程（７－15－２－１（2））では、ブレーキ制動力を次のように規定している。

◆制動力の判定基準（編集部要約）

項　目
計量
単位

制動力の判定基準

主
制
動
装
置

制動力の
総和

N/kg
制動力の総和を審査時車両状態における自動車の重量で除した値が4.90N/kg
以上であること。ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラ
が濡れている場合には、4.90N/kg を 3.92N/kgに読み替えて適用する。

kgf
制動力の総和が審査時車両状態における自動車の重量の 50％以上であること。
ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場合
には、50％を 40％に読み替えて適用する。

後輪の
制動力の和

N/kg
後車輪に係わる制動力の和を審査時車両状態における当該車軸の軸重で除した
値が 0.98N/kg 以上であること。

kgf
後車輪に係わる制動力の和が審査時車両状態における当該車軸の軸重の 10％
以上であること。

左右の
車輪の
制動力の差

N/kg
左右の車輪の制動力の差を審査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値
が 0.78N/kg 以下であること。

kgf
左右の車輪の制動力の差が審査時車両状態における当該車軸の軸重の８％以下
であること。

駐車ブレーキ
N/kg

制動力の総和を審査時車両状態における自動車の重量で除した値が1.96N/kg
以上であること。

kgf 制動力の総和が審査時車両状態における自動車の重量の 20％以上であること。
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4 平成 30 年度　第２回問題
【１】ブレーキ・テスタの指示がkgfの問題
　 　次の〔Ａ〕表の諸元の専ら乗用の用に供する普通自動車について、ブレーキ・テスタを用いて制

動力を計測したところ、〔Ｂ〕表の結果を得た。

　 　この自動車の主制動装置及び駐車ブレーキの制動能力について、〔Ｃ〕表の数値欄（ア）～（オ）

の数値及び計算式を記入しなさい。

　 　また、〔Ｃ〕表の基準値欄の（カ）～（コ）には、独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規

程で示されている基準値を記入するとともに、（ア）～（オ）の数値について、保安基準の適合性

を判定し「合」・「否」のいずれかに○を付けなさい。

　 　なお、測定時のブレーキ・テスタローラは乾燥状態で、各輪ともロックせずに制動力を測定した

ものである。［改］

  〔Ａ〕表 〔Ｂ〕表

最高速度 140km/h

主制動力
前輪

左 940kgf

車両重量
前軸重 3010kg 右 990kgf
後軸重 2100kg

後輪
左 610kgf

乗車定員 ３人 右 690kgf

駐車ブレーキの制動力
左 500kgf
右 590kgf

  〔Ｃ〕表

項　　目 数値 基準値 判定

主
制
動
力

前
輪

審査時車両状態における前軸重に対する
前輪左右差の割合

（ア）％ （カ）％以下 合・否

後
輪

審査時車両状態における後軸重に対する
後輪左右差の割合

（イ）％ （キ）％以下 合・否

審査時車両状態における後軸重に対する
後輪制動力の割合

（ウ）％ （ク）％以上 合・否

総
和

審査時車両状態における自動車の重量に
対する制動力の総和の割合

（エ）％ （ケ）％以上 合・否

審査時車両状態における自動車の重量に対する
駐車ブレーキの制動力の割合

（オ）％ （コ）％以上 合・否

　注意事項：（ア）～（オ）の答えは、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで求めなさい。

【２】ブレーキ・テスタの指示がN（ニュートン）の問題
　 　次の〔Ａ〕表の諸元の専ら乗用の用に供する普通自動車について、ブレーキ・テスタを用いて制

動力を計測したところ、〔Ｂ〕表の結果を得た。

　 　この自動車の主制動装置及び駐車ブレーキの制動能力について、〔Ｃ〕表の数値欄（ア）～（オ）

の数値及び計算式を記入しなさい。

　 　また、〔Ｃ〕表の基準値欄の（カ）～（コ）には、独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規

程で示されている基準値を記入するとともに、（ア）～（オ）の数値について、保安基準の適合性

を判定し「合」・「否」のいずれかに○を付けなさい。

　 　なお、測定時のブレーキ・テスタローラは乾燥状態で、各輪ともロックせずに制動力を測定した

ものである。［改］
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 〔Ａ〕表 〔Ｂ〕表

最高速度 140km/h

主制動力
前輪

左 9210N

車両重量
前軸重 3010kg 右 9700N
後軸重 2100kg

後輪
左 5980N

乗車定員 ３人 右 6760N

駐車ブレーキの制動力
左 4900N
右 5780N

 〔Ｃ〕表

項　　目 数値 基準値 判定

主
制
動
力

前
輪

審査時車両状態における前軸重に対する
前輪左右差の割合

（ア）N/kg （カ）N/kg以下 合・否

後
輪

審査時車両状態における後軸重に対する
後輪左右差の割合

（イ）N/kg （キ）N/kg以下 合・否

審査時車両状態における後軸重に対する
後輪制動力の割合

（ウ）N/kg （ク）N/kg以上 合・否

総
和

審査時車両状態における自動車の重量に
対する制動力の総和の割合

（エ）N/kg （ケ）N/kg以上 合・否

審査時車両状態における自動車の重量に対する
駐車ブレーキの制動力の割合

（オ）N/kg （コ）N/kg以上 合・否

　注意事項：（ア）～（オ）の答えは、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位まで求めなさい。

解　説

【１】ブレーキ・テスタの指示がkgfの問題
ア．審査時車両状態における前軸重に対する前輪左右差の割合
　①制動力の前輪左右差は、〔Ｂ〕表より次のとおりである。

　　制動力の前輪左右差＝主制動装置（前輪　左－右）＝990kgf－40kgf＝50kgf

　② 審査時車両状態における前軸重は、〔Ａ〕表及び審査時車両状態の定義（注①）より、次のとおり

である。

　　審査時車両状態における前軸重＝車両重量（前軸重）＋55kg＝3010kg＋55kg＝3065kg

　③以上の結果、審査時車両状態における前軸重に対する前輪左右差の割合は次のとおりとなる。

  制動力の前輪左右差 50kgf
　　ア＝  ×100＝  ×100＝1.63…％
  審査時車両状態における前軸重 3065kg

　④ 設問の指示により、計算値の小数点第２位を四捨五入し、第１位まで求める。この場合、小数点第

２位は「３」であり、これを四捨五入すると、答えは「1.6％」となる。

　　 判定基準値は「カ　８％以下」であり、計算値は「1.6％」であることから、合否の判定は「合」

となる。

イ．審査時車両状態における後軸重に対する後輪左右差の割合
　①制動力の後輪左右差は、〔Ｂ〕表より次のとおりである。

　　制動力の後輪左右差＝主制動装置（後輪　左－右）＝690kgf－610kgf＝80kgf

　②審査時車両状態における後軸重は、〔Ａ〕表より、2100kgである。
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● 第４章　年度別試験問題 ●

※「模範解答」では、次の略語により表記しています。

略語 法令、通達名

車両法 道路運送車両法

自賠法 自動車損害賠償保障法

施行規則 道路運送車両法施行規則

指定規則 指定自動車整備事業規則

点検基準 自動車点検基準

保安基準 道路運送車両の保安基準

細目告示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

実施要領 自動車検査業務等実施要領について（依命通達）

審査規程 独立行政法人自動車技術総合機構　審査事務規程

指定の取扱い
自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に
係る取扱い及び指導の要領について（依命通達）

保適の取扱い
保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証
の取扱いについて

保適の有効期間と自賠保険の取扱い
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損
害賠償責任保険の取り扱いについて

保適再交付の取扱い 保安基準適合証等の再交付の取扱いについて

校正の取扱い
指定自動車整備事業規則第 12 条の規定に基づく校正に係る取
り扱いについて

検査設備の共同使用
自動車検査設備の共同使用における指定整備業務の取扱いに
ついて

自動車部品の取扱い
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取
扱いについて（依命通達）

検査機器の取扱い 自動車検査用機械器具の構造と取扱い

光吸収係数の測定方法
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
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30.1 30.1

【１】次の各々の文は、道路運送車両法に規定されている事項について述べたものです。各文の（　）

の中に該当する適切な字句又は数字を記入しなさい。

１．自動車の（①）は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、（①）の氏名若しくは名称

若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、

国土交通大臣の行う（②）の申請をしなければならない。

２．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、（③）及び軽車両をいう。

３．臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、（④）

しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国

土交通省令で定める方法により（⑤）していなければ、これを運行の用に供してはならない。

４．この法律に規定する（⑥）自動車、小型自動車、軽自動車、（⑦）自動車及び小型特殊自動車の

別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び（⑧）又は定格出力を基準として国土交通

省令で定める。

５．自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、

当該自動車を（⑨）して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合におい

て、当該自動車の使用者は、当該（⑩）を国土交通大臣に提出しなければならない。

６．何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は使用の届出を行っている検査対象外

軽自動車について、自動車又はその部分の（⑪）、装置の取付け又は取り外しその他これらに類す

る行為であって、当該自動車が（⑫）に適合しないこととなるものを行ってはならない。

７．登録自動車の所有者は、永久抹消登録または輸出抹消登録を除くほか、その自動車を運行の用に

供することをやめたときは、（⑬）の申請をすることができる。

８．保安基準は、道路運送車両の構造及び（⑭）が運行に十分堪え、操縦その他の（⑮）のための作

業に安全であるとともに、通行人その他に危害を加えないことを確保するものでなければならない。

【２】次の各々の文について、道路運送車両法（以下「法」という。）、関係法令及び通達等に照ら

して判断し、適切なものには「○」を、不適切なものには「×」を記入しなさい。

１．何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証

明した書面（登録事項等証明書）の交付を請求することができる。

２．自動車検査証の有効期間は、初めて自動車検査証を交付する場合を除き、貨物の運送の用に供す

る自動車にあっては１年とする。

３．自動車の使用者は、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、当該自動車を保

安基準に適合するように維持しなければならない。

４．自家用乗用自動車等の定期点検基準（別表第６）による制動装置の点検について、ディスクの摩

耗及び損傷の点検は、１年ごとに行わなければならない。

５．車両総重量８t以上の自家用自動車の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から１年間で

ある。

６．自動車分解整備事業の種類について、「普通自動車分解整備事業」は、普通自動車、四輪の小型

自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業である。

７．自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が

保安基準に適合するようにしなければならない。

４－１　 ▽平成30年度第１回　自動車検査員教習修了試問
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30.1 30.1

８．分解整備を行う事業場にあっては、分解整備作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備

の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこ

れを記録した電磁的記録を提供しなければならない。［改］

９．自動車分解整備事業者の遵守事項の一つに、「道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しな

くなるように自動車の改造を行わないこと。」がある。

10．指定自動車整備事業者は、対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器

具を備えていなければならないが、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれ

ていない場合には、速度計試験機を備えなくてもよい。

11．指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実

務の経験その他の要件を備える者のうちから、年間の業務量毎に規定されている数以上の自動車検

査員を選任しなければならない。

12．指定自動車整備事業者は、請求により、保安基準適合証を依頼者へ交付しなければならないが、

保安基準適合証の交付に代えて、依頼者の承諾を得ずに当該保安基準適合証に記載すべき事項を電

磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。また、保安基準適合証に記載すべき事

項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を

当該依頼者に交付したものとみなす。

13．法第94条の５第１項及び法第94条の５の２第１項の証明（紙の保安基準適合証等及び限定保安基

準適合証の証明）について、保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に自動

車検査員氏名を印字し、印字された自動車検査員自らが押印することにより行った。

14．法第16条第１項の申請に基づく一時抹消登録を受けた小型乗用自動車（定員５名）について、自

家用で一時抹消登録されていたが事業用で新規登録するとの依頼であり、構造等に関する事項が異

なっていたため、自動車検査員は証明できなかった。

15．法第69条第４項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車の新規検

査に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書とともに有効な保安基準適合証の提出があっ

た場合には、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものと

みなす。

16．指定整備記録簿は、その記載の日から２年間保存しなければならない。

17．自動車検査員に限らず、保安基準適合証等の交付業務に従事する指定自動車整備事業者、並びに

その役員及び職員についても、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職

員とみなす。

18．継続検査において保安基準適合証を提出して自動車検査証の有効期間更新の手続きをしようとす

るとき、複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書を複写することにより作成した写しの提

出をもって、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。

19．自動車検査員は、法第94条の５第４項の保安基準に適合するかどうかの検査を公正、かつ、確実

に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事しては

ならない。

20．指定自動車整備事業の主任技術者とは、当該事業場において実施される整備の技術に関する統括

責任者であって、次の（1）～（3）の責務を負うものとする。

　（1）従業員に対する整備技術の教育に関すること。

　（2）作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。

　（3）分解整備及び分解整備記録簿の記載に関すること。
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30.1 30.1

▽模範解答

【１】
１ ．①－所有者：②－変更登録：車両法12条１項

２ ．③－原動機付自転車：車両法２条１項

３．④－被覆：⑤－表示：車両法36条１項

４ ．⑥－普通：⑦－大型特殊：⑧－総排気量：車両

法３条１項

５ ．⑨－提示：⑩－自動車検査証：車両法62条１項

６ ．⑪－改造：⑫－保安基準：車両法99条の２　１

項

７．⑬－一時抹消登録：車両法16条１項

８．⑭－装置：⑮－使用：車両法46条１項

【２】
１．○：車両法22条１項

２ ．×（１年⇒２年）：車両法61条１項

３ ．○：車両法47条１項

４ ．×（１年ごと⇒２年ごと）：車両法48条１項３

号、点検基準　別表第６

５．○：車両法49条３項、点検基準４条２項

６．○：車両法77条１項１号

７ ．○：車両法90条１項

８ ．×（分解整備作業⇒法第48条の点検又は整備）：

車両法91条の３、施行規則62条の２の２　１項２

号

９ ．○：車両法91条の３、施行規則62条の２の２　

１項４号

10 ．×（速度計試験機⇒ホイール・アライメント・

テスタ又はサイドスリップ・テスタ）：車両法94

条の２　１項、指定規則２条１項２号

11 ．×（選人数に関する規定はない）：車両法94条

の４　１項

12 ．×（承諾を得ずに⇒承諾を得て）：車両法94条

の５　２項、３項

13 ．×（自動車検査員が記名し、及び押印する）：

指定規則７条１項

14 ．×（定員11人以下であるため、自家用から事業

用への変更は「構造等に関する事項」と異なると

みなされない）：車両法94条の５　５項、施行規

則43条の２　８項

15 ．○：車両法94条の５　７項

16．○：車両法94条の６　２項

17．○：車両法94条の７　１項

18 ．○：自賠法９条１項、自賠法施行規則１条の２

　１項１号

19 ．○：指定の取扱い　第２節２（1）

20 ．×（分解整備及び分解整備記録簿の記載⇒設備

機器の管理）：指定の取扱い　別添２　２．２－２

【３】
１ ．①－コ：②－ウ：車両法71条２項、３項

２ ．③－ケ：④－イ：車両法91条２項、３項

３ ．⑤－タ：⑥－ト：指定の取扱い　第２節１（2）

イ

４ ．⑦－ネ：指定整備記録簿の記載要領５（4）

５．⑧－ホ：⑨－ム：走行距離計表示値の取扱い１

６．⑩－ノ：保適の取扱い　別紙１　２（8）

【４】
１ ．①－30：②－２：③－貨物：施行規則62条、第

20号様式

２ ．④－30：⑤－26：保適の有効期間と自賠保険の

取扱い１、２

【５】
１ ．○：審査規程７－６－１（1）④

２ ．○：審査規程５－３－16、20－１

３ ．○：審査規程７－９－１（4）

４ ．×（５mmを超えてはならない）：審査規程７－

13－１－１

５ ．×（運転者席及びこれと並列の座席に必要であ

り後部座席は適用除外）：審査規程７－43－１

６ ．○：審査規程７－25－７－１－１（2）⑩

７ ．×（一酸化炭素1.0％以下）：審査規程７－55－

５　従前規定の適用①　適用表①

８ ．○：審査規程　別添11「光吸収係数の測定方法」

４．１

９ ．×（橙色⇒白色）：審査規程７－73－２（1）③

10 ．○：審査規程７－85－１（2）

11 ．○：審査規程７－93－２－１（1）①

12 ．○（運転者が運転者席において直接確認できる

構造であるため適合）：審査規程７－100－１
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