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本書の使い方
　本書は、北陸信越運輸局において平成 28 年度から平成 30 年度までに行われた３年分（合計６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。

ジャンルは大きく次の４つに区分してあります。

　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（３年分（６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。

　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：古山・田辺

31年版 北信.indb   2 2019/04/01   11:07:21



－3－

●
第
１
章
●　

車
両
法

１．目的・用語・自動車の種別
１． 車両法の目的…………………………… 5
２． 用語の定義……………………………… 5
３． 自動車の種別…………………………… 6

２．自動車の登録制度
１． 登録の一般的効力……………………… 8
２． 自動車登録番号標の封印……………… 9
３． 変更登録………………………………… 9
４． 移転登録…………………………………10
５． 一時抹消登録……………………………10
６． 自動車登録番号標の表示の義務………11
７． 登録事項等証明書等……………………11
８． 車台番号の打刻…………………………12
９． 打刻の塗まつの禁止……………………12
10．臨時運行の許可…………………………13
11．臨時運行許可番号標の表示……………13

３．自動車の点検整備制度
１． 点検及び整備の義務……………………14
２． 日常点検整備……………………………14
３． 定期点検整備（点検時期）…………………14
４． 定期点検整備（点検内容等）………………15
５． 点検整備記録簿…………………………16
６． 改造等による整備命令…………………17

４．自動車の検査制度
１． 自動車の検査及び自動車検査証………19
２． 自動車検査証の記載事項………………19
３． 新規検査…………………………………20
４． 自動車検査証の有効期間………………21
５． 継続検査…………………………………22
６． 自動車検査証の有効期間の起算日……23
７． 検査証の備付けと検査標章の表示……23
８． 自動車検査証の記載事項の変更と
　　　 構造等変更検査………………………24
９． 自動車検査証等の再交付………………25
10．予備検査…………………………………25
11．限定自動車検査証………………………25
12．自動車部品を
　　　 装着した場合の取扱い………………26

５．整備工場の認証制度
１． 分解整備事業の種類……………………28
２． 地方運輸局長による認証………………28
３． 認証基準…………………………………29
４． 分解整備事業者の変更届………………30
５． 整備主任者………………………………30
６． 分解整備の定義…………………………31
７． 分解整備事業者の義務…………………31
８． 分解整備記録簿…………………………32
９． 分解整備事業者の設備の維持…………32
10．分解整備事業者の遵守事項……………33
11．不正改造の禁止…………………………34
12．分解整備事業者の標識…………………35

６．指定制度（工場関係）
１． 指定自動車整備事業の指定……………36
２． 指定工場の工員数、設備………………37
３． 指定工場の管理組織……………………39
４． 自動車の検査の設備……………………40
５． 対象自動車の指定………………………41
６． 検査の設備の共用………………………42
７． 検査用機器の校正………………………43
８． 検査用機器の構造と取扱い……………43
９． 標　識……………………………………43

７．指定制度（検査員関係）
１． 自動車検査員の選任……………………44
２． 自動車検査員の兼任……………………44
３． 自動車検査員の選任届…………………45
４． 自動車検査員の解任……………………45
５． 自動車検査員の研修……………………46

● 第１章　車両法 ●

北信 車両法.indd   3 2019/04/01   11:44:24



－4－

●
第
１
章
●　

車
両
法

８．指定制度（保安基準適合証関係）
１． 指定事業者による
　　 　保安基準適合証の交付………………46
２． 指定事業者の点検の基準………………47
３． 自動車検査員による証明………………48
４． 自動車検査員による検査の基準………48
５． 自動車検査員の服務……………………52
６． 自動車検査員の作業区分………………53
７…． 一時抹消登録を受けた自動車の取扱い……54
８． 保安基準適合証の有効期間……………55
９． 保適を提出した場合の取扱い…………55
10．自動車検査証の備付けの適用除外……56
11．保安基準適合証の取扱い
　　　（記載方法）………………………………56
12．走行距離計表示値の取扱い……………67

13．保安基準適合証の取扱い
　　　（不正使用の防止）…………………………58
14．保安基準適合証の取扱い
　　　（最終検査申請日）…………………………58
15．保安基準適合標章の表示………………60
16．自賠責保険の確認と保適の交付………61
17．限定保安基準適合証……………………61

９．指定制度（記録簿・罰則・変更届）
１． 指定整備記録簿… ……………………63
２． 指定整備記録簿の記載要領… ………64
３． 指定整備事業者の罰則の適用… ……65
４． 交付の停止… …………………………65
５． 指定整備事業者の変更届… …………66
６． 不正使用の禁止… ……………………66
７．「ニューサービス」の導入の促進……67

31年版 北信.indb   4 2019/04/01   11:07:22



－5－

●
第
１
章
●　

車
両
法

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、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
（　）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。［30.2］

２…．この法律は、（　）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。［30.1］

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（　）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。［29.2］

４…．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（　）

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。［29.1］

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（　）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（　）

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］

６…．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（　）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。［28.1］

◎正解 １…公害：２…道路運送車両：３…安全性/整備：４…整備事業/公共の福祉：
５…安全性/整備事業：６…環境/整備

［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、原動機付自転車及び（　）をいう。［28.1］
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（　）以外のものをいう。［30.2/29.2］

３…．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、（　）以外のものをいう。［28.2］
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４…．この法律で「（　）」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当
該装置の用い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。）をいう。

［29.2］

◎正解 １…軽車両：２…原動機付自転車：３…原動機/原動機付自転車：４…運行

［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。

５．この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装

置の用い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。）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（　）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。［30.1］

２…．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、（　）、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別
は、自動車の大きさ及び構造並びに（　）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。［29.2］

３…．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（　）又は定格出力を基準として国土

交通省令で定める。［28.2］

４…．この法律に規定する普通自動車、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。［28.1］

５…．道路運送車両法第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。［29.1］

　（別表第１）抜粋

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で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（（①）
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。）及び三輪自動車で
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

31年版 北信.indb   6 2019/04/01   11:07:22



－7－

●
第
１
章
●　

車
両
法

軽
自動車

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）以外の自動車及び
被けん引自動車で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

（②）m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）で自動車の大きさ
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（③）ℓ以下のものに限る。）

2.50m
以下

1.30m
以下

2.00m
以下

◎正解 １…大きさ：２…軽自動車/原動機：３…総排気量：４…軽自動車：
５…①軽油/②1.48/③0.250

［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。

◆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】※一部抜粋

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で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）及び三輪自動車で軽自動車、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

二輪自動車（側車付二輪自動車含む）以外の自動車及び被けん引自動車で
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）で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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２ 指定工場の工員数、設備
［工員数］
１…．工員が４名の指定自動車整備事業場は、車両総重量10t以下の自動車の指定自動車整備事業を
行うことができる。［29.1］

２…．指定を受けている対象とする自動車の種類が、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通
自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽自動車の指定自動車整備事業場は、最低５人の工員が必要

である。［28.1］

［整備士保有率］
３…．指定自動車整備事業場の工員が11人であったが、工員のうち、自動車整備士（自動車タイヤ整
備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士を除く。）の資格を有するものが３人であっ

た。［29.2］

４…．指定自動車整備事業場の工員が９人であったが、工員のうち、自動車整備士（自動車タイヤ整
備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士を除く。）の資格を有するものが３人であっ

た。［29.1］

５…．指定自動車整備事業場の工員が７人であったが、工員のうち、自動車整備士（自動車タイヤ整
備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士を除く。）�の資格を有するものが２人であっ

た。［28.2］

［屋内現車作業場］
６…．完成検査において、自動車検査員が音量計を用いて行う検査を点検及び整備を行うための作業
場である屋内現車作業場で行うことは差し支えない。［28.2］

［完成検査場］
７…．完成検査場は、屋内であって、完成検査を行うに十分な（　）を有し、床面は水平に舗装され
ていること。［29.2］

８…．完成検査実施時に、完成検査場から自動車の一部が通路にはみ出していたが一時的であったの
で、そのまま検査を実施した。［30.2］

９…．完成検査場において検査を実施する際、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。
［29.1］

10�．完成検査場は、もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための屋
内作業場とは（　）に区分されていること。［28.1］

11�．エンジンオイルの交換は、点検と併せて行うことが合理的である軽微な作業であることから、
完成検査場において実施しても差し支えない。［28.2］

［設備の有無］
12�．ホイールヘのタイヤ脱着作業を行う指定整備事業場においては、ホイール・バランサは必ずし
も備える必要はない。［29.2］

13�．指定自動車整備事業において、ラジエータ・キャップ・テスタは保有することが望ましい設備
であるので、必ずしも備える必要はない。［28.2］

［車両置場］
14�．屋内現車作業場の面積が180m2である指定自動車整備事業場の車両置場の面積が55m2であっ
た。［28.1］
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◎正解 １…×：２…×：３…×（３人⇒４人）：４…○：５…×：６…○：７…面積：８…○：９…○：
10…明確：11…×：12…×：13…×：14…○

［関係法令］
◆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◆
別添２　指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準
１．工員数、設備の有無等の基準

番号 項目 審査の基準 備考
1-1 工員数 ４人以上

ただし、対象自動車の種類に車両
総重量８t以上、最大積載量５t以
上又は乗車定員30人以上の車両を
含む場合には、５人以上

1-2 整備士数
２人以上

自動車工のうち整備士（自動車タイ
ヤ整備士、自動車電気装置整備士及
び自動車車体整備士を除く）の数

1-3 整備士保有率
１／３以上

自動車工の数に対する整備士数の割
合

1-4 屋内現車作業場 道路運送車両法施行規則別表第４
の規定に基づく車両整備作業場及
び点検作業場の面積以上

現車についての点検・整備作業を行
うための作業場とする。

1-5 その他の作業場
◎

機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の
各作業場

1-6 車両置場
ａ×0.3以上

屋内、屋外を問わない。
ａは当該事業場の屋内現車作業場面
積

1-7 完成検査場 ◎ 屋内
1-8 オイル･バケットポン

プ
○

1-9 ホイール・バランサ
△

ホイールへのタイヤ脱着作業を行う
事業場にあっては必要

1-10 フリー・ローラ
△

四輪の自動車を対象とする場合に限
る（可搬式のものであっても可）

1-11 ラジエータ・キャップ・
テスタ

○

1-12 電子計測機器 △ 外部診断器等
1-13 検車装置 ○ 検車台、ピット、リフト等

　（注）�１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。
� ２�．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければならないことを示す。
� ３．△印は、保有することが望ましいことを示す。

２－７　整備士
　　自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。また、整備士の保有

率は、自動車工の人員を３で除して得た数（その数に１未満の端数があるときは、これを１とする）

以上であること。
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３．作業場等の基準の解釈
３－１　屋内現車作業場
　　ア�．点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。なお、完成検査場、

次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。

　　イ�．検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、黒煙測定器及びオ

パシメータにより行う検査を除く）以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。

３－３　完成検査場
　　ア．屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。

　　イ．検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。

　　エ�．もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための屋内作業場とは明

確に区分されていること。

　　オ�．検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業を完成検査場で行うことは

差し支えない。

　　　◦点検と併せて行うことが合理的である軽微な作業

　　　　・油脂液類の補充（交換は否）

３ 指定工場の管理組織
［過去出題例］
１…．事業場管理責任者は、事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場にお
ける経営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、次の

各号の責務を負うものとする。［29.1］

　　（1）（　）の決定と執行に関すること。

　　（2�）事業場全般に係る管理業務（指定自動車整備事業における保安基準適合証、保安基準適合標

章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。）に関すること。

　　（3）（　）に対する関係法令の教育に関すること。

２…．主任技術者は、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
各号の責務を負うものとする。［28.1］

　　（1）従業員に対する整備技術の（　）に関すること。

　　（2）作業（　）の管理及び作業能率の向上に関すること。

　　（3）設備機器の管理に関すること。

◎正解 １…事業計画/従業員：２…教育/工程

［関係法令］
◆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◆
別添２　指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準
２．要員関係の基準の解釈
２－１　事業場管理責任者
　　事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経営等に関する職務と

権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、次の各号の責務を負うものとする。

　（1）事業計画の決定と執行に関すること。

　（2）事業場全般に係る管理業務（指定自動車整備事業における保安基準適合証、保安基準適合標章及

び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む）に関すること。

　（3）従業員に対する関係法令の教育に関すること。
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６ 自動車の灯火関係（前方）

１ 走行用前照灯
［過去出題例］
１…．走行用前照灯の灯光の色は、（　）であること〔平成26年４月１日製作〕。［29.2］

◎正解 １…白色

［関係法令］
◆審査規程◆８－62　走行用前照灯　

８－62－２－１　テスタ等による審査（性能要件）
　走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の明るさ

等に関し、テスタ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�走行用前照灯（最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く）は、その全てを照射

したときに、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するもので

あること。

　②走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

　③�走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、曲線道路用配

光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射す

るものであればよい。この場合において、二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車等

にあっては、前照灯試験機（走行用）を用いて①アの各号（略）により自動車を計測したとき（前

照灯試験機を用いて検査することが困難である場合にあっては、その他適切な方法により計測した

とき）に、走行用前照灯（四灯式にあっては、主走行用ビーム）の最高光度点が、前方10mの位置

において、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれ

ぞれ270mmの鉛直面の範囲内にあるものは、この基準に適合するものとする。

Ｖ

Ｈ
L：270mm

Ｕ：100mm

Ｒ：270mm

照明部中心

Ｄ：照明部中心高の１/５

（参考図）走行用前照灯の判定値〔①イ(ｱ)及び③関係〕

８－62－２－２　視認等による審査
　走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色等に

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。

　②�走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

　　※�平成17年12月31日以前に製作された自動車について、走行用前照灯の灯光の色は白色又は淡黄

色であり、その全てが同一であること。
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８－62－３　取付要件（視認等による審査）
（1�）走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、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ように取付けられなければならない。

　①�走行用前照灯の数は、２個又は４個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっ

ては１個又は２個、幅0.8m以下の自動車（二輪自動車を除く）及び最高速度20km/h未満の自動車

（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）にあっては１個、２個又は４個であること。

　③�走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度

35km/h未満の大型特殊自動車等にあっては、この限りでない。

　④�走行用前照灯は、走行用前照灯を１個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称で

ある自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取付けられたものであるこ

と。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行

用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

　⑤�走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のう

ちそれぞれ１個又は全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用前照灯の

点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

　⑥�走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している

場合に点灯できない構造であること。（以下略）

２ すれ違い用前照灯
［過去出題例］
１…．照明部の中心の高さが890mmの自動車であって、カットオフラインを有するすれ違い用前照灯
のエルボー点の位置が、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水

平面」より下方20mm及び下方150mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、

車両中心線と平行な鉛直面」より左右にそれぞれ270mmの直線に囲まれた範囲内にあり、測定点

における光度が6,500cdであったことから適合と判断した。［29.2改］

２…．照明部中心高さが1000mmでありカットオフラインを有するすれ違い前照灯について、前照灯
試験機を用いて測定したところ、エルボー点の位置がすれ違い用前照灯の照明部中心から下方向

に60mm、右方向に180mmであり、光度測定点での明るさが8000cdであったため、これらについ

て保安基準に適合していると判断した。［28.1改］

３…．すれ違い用前照灯は、その照明部の（①）が自動車の最外側から（②）mm以内（大型特殊自
動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに

備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から（③）mm以内に取付けるこ

とができないものにあっては、取付けることができる最外側の位置）となるように取付けられて

いること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20km/h未満の自動車及び幅0.8m

以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。［29.1改］

４…．すれ違い用前照灯の灯光の色は、白又は淡黄色であり、その全てが同一であること。［30.2］
５…．二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常に
いずれかが点灯している構造であること。［29.1/28.2］

◎正解 １…○：２…○：３…①最外縁/②400/③400：４…×：５…○
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［関係法令］
◆審査規程◆８－63　すれ違い用前照灯

８－63－２－１　テスタ等による審査（性能要件）
　すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が

他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し、テスタ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。（以下略）

　①�すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照

射したときに、夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

この場合において、二輪自動車等以外の自動車にあっては、前照灯試験機（すれ違い用）を用いて

ア（ｱ）により計測し、イ（ｱ）に掲げる基準に適合するものは、この基準に適合するものとする。（以

下略）

　　ア．計測の条件

　　　（ｱ）（ｲ）の場合（略）以外の場合

　　　　a．直進姿勢であり、かつ、審査時車両状態

　　　　b�．手動式の前照灯照射方向調節装置を備えた自動車にあっては、ａの状態に対応するように

当該装置の操作装置を調節した状態

　　　　c．原動機が作動している状態

　　　　d．前照灯試験機（すれ違い用）の受光部とすれ違い用前照灯とを正対させた状態

　　　　e．計測に支障をきたすおそれのある場合は、計測する灯火以外の灯器を遮蔽した状態

　　イ．計測値の判定

　　　（ｱ）前照灯試験機（すれ違い用）による計測を行うことができる場合

　　　　ａ�．カットオフラインを有するすれ違い用前照灯の場合

　　　　（a�）エルボー点の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含

む水平面」より下方20mm及び下方150mm（当該照明部の中心の高さが１mを超える自動車

にあっては、下方70mm及び下方200mm）の直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を

含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左右にそれぞれ270mmの直線に囲まれた範

囲内にあること。

　　　　（b�）すれ違い用前照灯の光度は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中

心を含む水平面」より下方110mm（当該照明部の中心の高さが１mを超える自動車にあっ

ては、下方160mm）の直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心

線と平行な鉛直面」より左方230mmの直線が交わる位置において、１灯につき6,400cd以

上であること。

Ｖ

照明部中心

Ｈ
Ｌ：270mm Ｒ：270mm

Ｄ：150mm

Ｄ：20mm

測定点
Ｄ：110mm
Ｌ：230mm

エルボー点

《照明部の中心の高さが1000mm以下の場合》

R：270mm

Ｄ：200mm

Ｄ：70mm

測定点
Ｄ：160mm
Ｌ：230mm

Ｖ

Ｈ
Ｌ：270mm

照明部中心

エルボー点

《照明部の中心の高さが1000mm超の場合》

（参考図）カットオフを有するすれ違い用前照灯の判定値〔①イ(ｱ)ａ(a)及び(b)関係〕

31年版 北信.indb   116 2019/04/01   11:07:33



－139－

●
第
３
章
●　

計
算
問
題

● 第３章　計算問題 ●

１ ブレーキ制動力

１ 制動力の判定基準の単位
制動力の判定基準では、単位に「N/kg」が使われている。この単位について解説する。

「N」は力の単位である。１Nは、質量１kgの物体に１m/s２の加速度を生じさせる力と定義され

ている。地球の重力加速度は約9.8m/s２であることから、質量１kgの物体に作用する重力は、１kg×

9.8m/s２＝9.8Nということになる。

一方、「kg」は質量の単位である。自動車については、前軸重や後軸重、車両重量の単位に使われ

ている（重量の単位は慣習的に「kg」が使われている）。

判定基準の「N/kg」は、重量あたりの制動力ということになる。例えば、１N/kgは重量１kgあ

たり１Nの制動力であることを表している。仮に自動車の重量が1000kgであるとすると、制動力は

1000Nとなる。この値がどの程度の大きさであるのか、判断する際の目安となるものに、自動車の重

力がある。仮に自動車の制動力と重力が等しいとすると、重量１kgに作用する重力は9.8Nであるこ

とから、制動力の割合は9.8N/kgとなる。

自動車の重量に対する制動力の総和の割合は「4.90N/kg」と定められている。9.8N/kgを基準とす

ると、50％ということになる。同様に他の割合「3.92N/kg」「1.96N/kg」「0.98N/kg」「0.78N/kg」は、

9.8N/kgのそれぞれ40％、20％、10％、８％となる。

制動力の判定基準に「N/kg」を使うことで、重量に応じて一定割合以上の制動力を備えなければな

らない。

２ 制動力の判定基準値
　審査事務規程（８－15－２－１（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 制動力の判定基準

主
制
動
装
置

制動力の
総和

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。

後輪の
制動力の和

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。

左右の
車輪の
制動力の差

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。

駐車ブレーキ
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。

注：①�審査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空車状態における前
軸重に55kgを加えた値を審査時車両状態における自動車の前軸重とみなして差し支えない。

　　②�ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動力を計測すること
が困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみなして差し支えない。
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３ 平成 30 年度 第１回　計算問題

【１】（表Ａ）の自動車について、ブレーキ・テスタを用いて制動力を計測したところ、（表Ｂ）の結
果となった。この結果から（表C）の（ア）～（オ）に計算値を、（カ）～（ケ）に基準値を記入し、

保安基準の適否を判定して、判定欄（コ）にある適否のいずれかに○を記載しなさい。（表Cの計

算値は、小数点第３位以下を切り捨てること。）［改］

　（注１）ブレーキ・テスタのローラ上では全ての車輪がロックしなかった。

　（注２�）空車状態における前軸重に55kgを加えた値を審査時車両状態における自動車の前軸重と

みなすこと。

　（注３）天候は晴れとし、ブレーキ・テスタのローラは乾いた状態とする。

（表Ａ）� （表B）

前軸重 560kg
項　目

制動力
後軸重 370kg 左　輪 右　輪
定員 ４名

主ブレーキ
前軸 1800N 2200N

最大積載量 ０kg 後軸 � 900N � 600N
最高速度 120km/h 駐車ブレーキ 後軸 1000N � 900N

�（表C）

項　　目 計算値 基準値 適否

主
制
動
装
置

前
輪
審査時車両状態における前軸重に対する
左右輪の制動力差

（ア）N/kg
（カ）
N/kg以下

（コ）
適・否

後
輪

審査時車両状態における後軸重に対する
左右輪の制動力差

（イ）N/kg

審査時車両状態における後軸重に対する
後軸制動力

（ウ）N/kg
（キ）
N/kg以上

総
和
審査時車両状態における車両重量に対する
全制動力

（エ）N/kg
（ク）
N/kg以上

審査時車両状態における車両重量に対する駐車制動力 （オ）N/kg
（ケ）
N/kg以上

解　説

ア．審査時車両状態における前軸重に対する左右輪の制動力差
　①前軸における制動力の左右差は、表Ｂより次のとおりである。数値の大きい方から小さい方を引く。

　　制動力の前軸左右差＝主ブレーキ（前軸　右－左）＝2200N－1800N＝400N

　②審査時車両状態における前軸重は、表Ａ及び（注２）より次のとおりである。

　　審査時車両状態における前軸重＝前軸重＋55kg＝560kg＋55kg＝615kg

　③�以上の結果、審査時車両状態における前軸重に対する左右輪の制動力差は次のとおりとなる。

� � 制動力の前軸左右差� 400N
　　ア＝� �＝� �＝0.6504…N/kg　
� � 審査時車両状態における前軸重� 615kg

　④�設問の指示により、計算値の小数点第３位以下を切り捨てる。小数点第３位以下はこの場合「04…」

である。これを切り捨てると、答えは「ア　0.65N/kg」となる。
　　�判定基準値は「カ　0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.65N/kg」であることから、適否の判定
は「適」となる。
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イ．審査時車両状態における後軸重に対する左右輪の制動力差
　①後軸における制動力の左右差は、表Ｂより次のとおりである。

　　制動力の後軸左右差＝主ブレーキ（後軸　左－右）＝900N－600N＝300N

　②審査時車両状態における後軸重は表Ａより370kgである。

　③以上の結果、審査時車両状態における後軸重に対する左右輪の制動力差は次のとおりとなる。

� � 制動力の後軸左右差� 300N
　　イ＝� �＝� �＝0.8108…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 370kg

　④�設問の指示により、計算値の小数点第３位以下を切り捨てる。小数点第３位以下はこの場合「08…」

である。これを切り捨てると、答えは「イ　0.81N/kg」となる。
　　�判定基準値は「カ　0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.81N/kg」であることから、適否の判定
は「否」となる。

ウ．審査時車両状態における後軸重に対する後軸制動力
　①後軸の制動力は表Ｂより次のとおりである。

　　後軸制動力＝主ブレーキ（後軸　左＋右）＝900N＋600N＝1500N

　②審査時車両状態における後軸重は表Ａより370kgである。

　③以上の結果、審査時車両状態における後軸重に対する後軸制動力は次のとおりとなる。

� � 後軸制動力� 1500N
　　ウ＝� �＝� �＝�4.054…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 370kg

　④�設問の指示により、計算値の小数点第３位以下を切り捨てる。小数点第３位以下はこの場合「4…」

である。これを切り捨てると、答えは「ウ　4.05N/kg」となる。
　　�判定基準値は「キ　0.98N/kg以上」であり、計算値は「4.05N/kg」であることから、適否の判定
は「適」となる。

エ．審査時車両状態における車両重量に対する全制動力
　①制動力の総和は表Ｂより次のとおりである。

　　制動力の総和＝主ブレーキ（前軸�左＋右）＋（後軸�左＋右）

　　　　　　　　＝1800N＋2200N＋900N＋600N＝5500N

　②審査時車両状態における自動車の重量は表Ａ及び（注２）より次のとおりである。

　　審査時車両状態における自動車の重量＝車両重量（前軸重＋後軸重）＋55kg

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝560kg＋370kg＋55kg＝985kg

　③以上の結果、審査時車両状態における車両重量に対する全制動力は次のとおりとなる。

� � 制動力の総和� 5500N
　　エ＝� �＝� �＝5.583�…N/kg
� � 審査時車両状態における車両重量� 985kg

　④�設問の指示により、計算値の小数点第３位以下を切り捨てる。小数点第３位以下はこの場合「3…」

である。これを切り捨てると答えは「エ　5.58N/kg」となる。
　　�判定基準値は、ブレーキ・テスタのローラが乾いた状態であることから「ク　4.90N/kg以上」が

適用される。計算値は「5.58N/kg」であることから、適否の判定は「適」となる。
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30.1 30.1

《基礎法令関係》

【１】次の各文は、道路運送車両法に規定されているものです。各文の（　）の中にあてはまる適切
な字句を下枠の中から選び、その記号を記入しなさい。

１．この法律は、（①）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．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（②）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。

３．登録を受けていない自動車の登録（以下「新規登録」という。）を受けようとする場合には、そ

の（③）は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区

分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証

明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

　（1）～（6）略

４．何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付

けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、（④）のため特に必要があ

るときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

５．自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指

定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の（⑤）を打刻してはならない。

６．自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、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適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

　（1）長さ、幅及び高さ

　（2）最低地上高

　（3）車両総重量（車両重量、最大積載量及び（⑥）kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。）

　（4）～（9）略

７．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（⑦）

に適合するように維持しなければならない。

８．登録を受けていない第４条に規定する自動車又は次条第１項の規定による車両番号の指定を受け

ていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車（以下「検査対象軽自動車」という。）若しくは二輪

の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の（⑧）は、当該自動車を提示して、

国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。

９．国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る（⑨）及び整備に関す

る記録の提示を求めることができる。

10．自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の

用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のもの

にあっては（⑩）、その他の自動車にあっては２年とする。

11．自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第１項の規定による自動

車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、（⑪）、その申請を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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12．自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより（⑫）を表示し

なければ、運行の用に供してはならない。

13．自動車の使用者は、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（⑬）日以内に、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。

14．自動車予備検査証の有効期間は、（⑭）とする。

15．何人も、第58条第１項の規定により有効な（⑮）の交付を受けている自動車又は第97条の３第１

項の規定により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改造、

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、当該自動車が保安基準に適合しな

いこととなるものを行ってはならない。

ア：整備� イ：あらかじめ� ウ：技術上の基準� エ：保安基準適合標章� オ：使用者
カ：１年� キ：所有者� ク：道路運送車両� ケ：運行� コ：保安基準
サ：６月� シ：検査� ス：３月� セ：保安基準適合証� ソ：55
タ：自動車検査証� チ：60� ツ：30� テ：大きさ� ト：型式
ナ：長さ� ニ：走行距離� ヌ：１月� ネ：検査標章� ノ：点検
ハ：登録自動車� ヒ：３年� フ：15� ヘ：検査後すみやかに� ホ：製作番号

《整備関係》

【１】次の各文は、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則及び指定自動車整備事業規則に規定さ
れている事項に関して述べたものです。各文の（　）の中にあてはまる適切な字句を下枠の中から

選び、その記号を記入しなさい。

１．小型自動車分解整備事業とは、小型自動車及び（①）を対象とする自動車分解整備事業をいう。

２．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

（②）に適合するようにしなければならない。

３．地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業

場であって、自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び（③）を

有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に自動

車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定を

することができる。

４．自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車

整備事業者の他の事業場で、（④）その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについ

ては、この限りでない。

５．保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第94条の５第４項の検査をした日から

（⑤）日間とする。

６．指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車

検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保

安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、（⑥）を交付しなければなら

ない。

７．指定整備記録簿は、その記載の日から（⑦）年間保存しなければならない。
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基礎法令関係

【１】
１�．①－ク：車両法１条１項

２．②－テ：車両法３条１項

３�．③－キ：車両法７条１項

４．④－ア：車両法11条５項

５．⑤－ト：車両法29条１項

６．⑥－ソ：車両法40条１項３号

７．⑦－コ：車両法47条１項

８．⑧－オ：車両法59条１項

９．⑨－ノ：車両法59条３項

10．⑩－カ：車両法61条１項

11．⑪－イ：車両法62条５項

12．⑫－ネ：車両法66条１項

13．⑬－フ：車両法67条１項

14．⑭－ス：車両法71条３項

15．⑮－タ：車両法99条の２　１項

整備関係

【１】
１．①－サ：車両法77条１項２号

２．②－ウ：車両法90条１項

３．③－ネ：車両法94条の２　１項

４．④－ス：車両法94条の４　２項

５．⑤－ツ：指定規則９条１項

６�．⑥－タ：車両法94条の５の２　１項

７．⑦－ト：車両法94条の６　２項

８�．⑧－セ：指定規則12条１項

９．⑨－ソ：施行規則37条の４　１項

10．⑩－ナ：車両法94条の７　１項

【２】
１�．×（料金の概算見積りは必ず交付する）：施行

規則62条の２の２　１項２号

２�．○：施行規則３条１項６号

３�．○：施行規則62条の２の２　１項５号

４�．×（普通自動車（大型）が必要）：指定規則　

第５号様式　備考

５�．×（ルーフ・ラックは指定部品）：自動車部品

の取扱い　１（2）②

６�．×（補充は可だが、交換は否）：指定の取扱い

　別添２　２－５

７�．〇：指定の取扱い　別添２　２－５

８�．×（社内規定等により各作業が明確に区分でき

る体制を有している場合は可）：指定の取扱い　

第２節　１（2）ウ

９�．×：指定の取扱い　第２節　２（2）

10�．○：指定規則２条１項２号チ

11�．○：車両法48条１項１号

12�．○：点検基準　別表６

13�．×（現車との照合を行ったうえで記載する）：

指定整備記録簿の記載要領　２

14�．×：自賠法８条１項

15�．○：保適の取扱い　５．（5）②

【３】
１�．①－イ：指定規則　別表２　３（7）

２�．②－コ：③－ア：④－オ：⑤－カ：⑥－シ：⑦－

ケ：⑧－ト：⑨－ツ：指定規則　別表２　２

３．⑩－ス：指定規則８条３項

検査関係

【１】
１�．①－ヘ：②－ハ：③－フ：審査規程１－３

２�．④－Ｉ：審査規程１－３

３�．⑤－Ｇ：審査規程１－３

４�．⑥－ニ：⑦－ア：細目告示197条１項１号

５�．⑧－Ａ：⑨－Ｃ：⑩－Ｅ：審査規程７－26－１（7）

６�．⑪－Ｙ：⑫－Ｘ：審査規程１－３

７�．⑬－チ：⑭－ト：審査規程７－67－３（1）②、

④

８�．⑮－Ｐ：⑯－Ｐ：審査規程８－92－１（7）

９�．⑰－Ｕ：審査規程８－47－１（1）

10�．⑱－ケ：⑲－ケ：審査規程８－26－１（3）①

11�．⑳－カ：�－ヨ：�－ヤ：審査規程８－93－２

－１（1）①

12�．�－Ｓ：�－Ｒ：細目告示201条１項２号

▽模範解答
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