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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、（　）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。［R1.2/H30.1］

２…．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。［H30.2］

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（　）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。［H29.2］

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。［H29.1］

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

［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「（　）」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。［R1.1］

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。［R1.2/H30.2/H29.2］

３…．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。
［R1.2/R1.1/H29.2］

◎正解 １…道路運送車両：２…原動機付自転車：３…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。
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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。［H30.1］

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。［H29.2］

３…．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。［H29.1］

　（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

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…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。
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★ 編注：製作年月日が明記されていない自動車の製作年月日は、年度毎に、以下の通りとなります。
令和元年第１回問題［R1.1］ …………… 平成 29 年４月１日製作又は平成 29 年８月１日製作
  ※詳細は年度別試験問題を参照。
令和元年第２回問題［R1.2］ …………… 平成 29 年４月１日製作
平成 30 年第１回問題［H30.1］ ………… 平成 27 年４月１日製作
平成 30 年第２回問題［H30.2］ ………… 平成 27 年４月１日製作又は平成 27 年 12 月１日製作
  ※詳細は年度別試験問題を参照。
平成 29 年第１回問題［H29.1］ ………… 平成 26 年４月１日製作
平成 29 年第２回問題［H29.2］ ………… 平成 26 年４月１日製作

１ 自動車の構造関係

１ 保安基準
［過去出題例］
１…．自動車は、次に掲げる装置について、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。［R1.1］

　　（1）原動機及び動力伝達装置　　　　　　　（2）車輪及び車軸、そりその他の（　）

　　（3）～（20）略

２…．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。
［H30.1］

　　（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（　）kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。）

　　（4）～（9）略

◎正解 １…走行装置：２…55

［関係法令］
◆車両法◆第40条（自動車の構造）

１ ．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55㎏に乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう）

　（4）～（9）省略

◆車両法◆第41条（自動車の装置）

１ ．自動車は、次に掲げる装置について、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）原動機及び動力伝達装置　　　（2）車輪及び車軸、そりその他の走行装置

　（3）操縦装置　　　　　　　　　　（4）制動装置　　　　　（5）～（21）省略

◆車両法◆第42条（乗車定員又は最大積載量）

１ ．自動車は、乗車定員又は最大積載量について、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。
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２ 用語の定義
［過去出題例］
１…．「（　）」とは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る

調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われ

る認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則をいう。［H30.1/H29.1改］

２…．「（　）」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載

し及び当該車両の目的とする用途に必要な（　）設備を設ける等運行に必要な装備をした状態を

いう。［R1.2/R1.1］

３…．「（　）」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載

し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態

をいう。この場合において、脱着式座席を有する自動車にあっては、座席を全て取付けた状態を、

脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態をい

う。なお、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品は「運行に必要な装備」には該当

（　）。［H29.1］

４…．「軽自動車」とは、次に掲げる自動車をいう。［H30.1］

　　（1 ）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牽引自動車であって、自動車

の大きさが長さ（①）m以下、幅（②）m以下、高さ（③）m以下のもののうち、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。）

５…．「（　）」とは、自動車の最前部の車軸中心（セミトレーラにあっては、連結装置中心）から最

後部の車軸中心までの水平距離をいう。［H29.2］

６…．「積車状態」とは、（　）の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載

された状態をいう。この場合において乗車定員１人の重量は55kgとし、座席定員の人員は定位置

に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。
［H29.2］

７…．「損傷」とは、当該装置の（　）を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、折損、亀裂又は（　）

をいう。［H30.2］

８…．「（　）」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、亀裂又は腐食をい

う。［H29.1］

９…．座席ベルトについて、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、

上半身が前方に倒れることを防止することのできるものを「（　）」といい、二点式座席ベルト等

少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束することのできるものを「（　）」という。
［H30.1/H29.2］

10 ．「第一種座席ベルト」は、衝撃を受けた場合にベルト装着者が座席の前方に移動しないように

することができ、かつ、上半身が過度に前方に倒れることを防止することができるものをいう。
［H29.1］

11 ．「（　）」とは、装置の作動若しくは停止又は正常若しくは異常を表示する装置をいう。
［H30.1/H29.2］

12 ．「（　）」とは、空車状態の自動車に運転者１名が乗車した状態（（　）にあっては、空車状態

に運転者１名が乗車したけん引自動車と空車状態の被けん引自動車とを連結した状態）をいう。
［H30.2改］

2020検査員北信.indb   70 2020/04/26   15:56:20



－71－

●
第
２
章
●　

保
安
基
準

◎正解 １…協定規則：２…空車状態/固定的な：３…空車状態/しない：４…①3.40/②1.48/③2.00：
５…最遠軸距：６…空車状態：７…機能/腐食：８…損傷：
９…第二種座席ベルト/第一種座席ベルト：10…×：11…テルテール：
12…審査時車両状態/被けん引自動車

［関係法令］
◆審査規程◆１－３　用語の定義　※一部抜粋

　この規程における用語の定義は、法第２条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

分類 用語 内容

き 協定規則 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る
調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則
に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則
をいう。

く 空車状態 道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載
し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要
な装備をした状態をいう。この場合において、脱着式座席を有する自動車にあ
っては、座席を全て取付けた状態を、脱着式スタンション型のセミトレーラに
あっては、必要本数のスタンションを装着した状態をいう。なお、スペアタイヤ、
予備部品、工具その他の携帯物品は「運行に必要な装備」には該当しない。

け 軽自動車 次に掲げる自動車をいう。
① 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牽引自動車であ

って、自動車の大きさが長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下の
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）

さ 最遠軸距 自動車の最前部の車軸中心（セミトレーラ、センターアクスル型フルトレーラ
にあっては、連結装置中心）から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。

し 軸重 自動車の車両中心線に垂直な１mの間隔を有する２平行鉛直面間に中心のある
全ての車輪の輪荷重の総和をいう。

審査時
車両状態

次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
① 空車状態の自動車に運転者１名が乗車した状態（被牽引自動車にあっては、

空車状態に運転者１名が乗車した牽引自動車と空車状態の被牽引自動車を連
結した状態）であること。（以下略）

せ 積車状態 空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載
された状態をいう。この場合において乗車定員１人の重量は55kgとし、座席定
員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載
装置に均等に積載したものとする。

そ 損傷 当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、亀裂又は腐食をいう。

た 第一種座席
ベルト

当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベル
ト（第二種座席ベルトを除く）であって、二点式座席ベルト等少なくとも乗車
人員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。

第二種座席
ベルト

当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を
過度に前傾することを防止するための座席ベルトであって、三点式座席ベルト
等少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れるこ
とを防止することのできるものをいう。

て テルテール 装置の作動若しくは停止又は正常若しくは異常を表示する装置をいう。
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● 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（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 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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　◎ これらの基準のうち、「4.90N/kg以上」「3.92N/kg以上」「0.98N/kg以上」「0.78N/kg以下」
「1.96N/kg以上」の数値は完全に暗記しておく必要がある。計算値の適否を判定するために不可

欠である。

　◎ 「審査時車両状態」は、審査規程１－３（用語の定義）より、空車状態の自動車に運転者１名

（55kg）が乗車した状態である。

　◎ 注①の内容は、「審査時車両状態」の前軸荷重と後軸荷重を規定したものである。理論的には、運

転者１名（55kg）の荷重が前軸と後軸に分配される割合を求め、空車時の前軸荷重に運転者前軸配

分荷重を加えたものが「審査時車両状態」の前軸荷重であり、また空車時の後軸荷重に運転者後軸

配分荷重を加えたものが「審査時車両状態」の後軸荷重である。しかし、この考えに従って「審査

時車両状態」の前軸荷重と後軸荷重を求めるには、運転者の乗員荷重位置を調べなくてはならない。

自動車の荷重は運転者１名（55kg）の荷重から比べると非常に大きいことから、注①では次のよう

に荷重を見なすと規定している。

　　「審査時車両状態」の前軸荷重＝空車時前軸荷重＋55kg
　　「審査時車両状態」の後軸荷重＝空車時後軸荷重
　◎ この規定により、運転者の乗員荷重位置がわからなくとも、空車時前軸荷重と空車時後軸荷重から

ブレーキ制動力の合否判定が出来るようになる。

　　また、問題を解くに当たっては、 ①ブレーキ・テスタの状態（乾いている・濡れている）、②計算

値の末尾の処理方法（小数点第３位以下切り捨て）などに注意する。
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３ 令和元年度 第１回問題

【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 590kg
項　目

制動力
後軸重 390kg 左　輪 右　輪
定員 ４名

主ブレーキ
前軸 2500N 2100N

最大積載量 ０kg 後軸  800N  700N
最高速度 120km/h 駐車ブレーキ 後軸 1200N  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　左－右）＝2500N－2100N＝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＝590kg＋55kg＝645kg

　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＝  ＝  ＝0.6201…N/kg　
  審査時車両状態における前軸重 645kg

　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「01…」

である。これを切り捨てると、答えは「ア　0.62N/kg」となる。

　　 判定基準値は「カ　0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.62N/kg」であることから、適否の判定

は「適」となる。
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●
第
３
章
●　

計
算
問
題

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）＝800N－700N＝100N

　②審査時車両状態における後軸重は表Ａより390kg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 100N
　　イ＝  ＝  ＝0.256…N/kg
  審査時車両状態における後軸重 390kg

　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「6…」

である。これを切り捨てると、答えは「イ　0.25N/kg」となる。

　　 判定基準値は「カ　0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.25N/kg」であることから、適否の判定

は「適」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）＝800N＋700N＝1500N

　②審査時車両状態における後軸重は表Ａより390kg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＝  ＝  ＝ 3.846…N/kg
  審査時車両状態における後軸重 390kg

　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「6…」

である。これを切り捨てると、答えは「ウ　3.84N/kg」となる。

　　 判定基準値は「キ　0.98N/kg以上」であり、計算値は「3.84N/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）

　　　　　　　　＝2500N＋2100N＋800N＋700N＝6100N

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝590kg＋390kg＋55kg＝1035kg

　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 6100N
　　エ＝  ＝  ＝5.893 …N/kg
  審査時車両状態における車両重量 1035kg

　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　5.89N/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「5.89N/kg」であることから、適否の判定は「適」となる。
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30.1 R1.1

《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．この法律で「（①）」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「（②）」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．登録を受けた自動車の（③）の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

４．自動車の所有者は、当該自動車に係る（④）に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき

（次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。）は、

国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

５．新規登録を受けた自動車（以下「登録自動車」という。）について所有者の変更があったときは、

新所有者は、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（⑤）の申請をしなければ

ならない。

６．（⑥）があった自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲

受人に提供しなければならない。

７．自動車の（⑦）を業とする者、自動車の車台又は原動機の（⑦）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型式を打刻してはならない。

８．自動車は、次に掲げる装置について、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）原動機及び動力伝達装置

　（2）車輪及び車軸、そりその他の（⑧）

　（3）～（20）略

９．自動車（小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第１項及び第54条第４項において同じ。）の

使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期

及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなけれ

ばならない。

　（1 ）自動車運送事業の用に供する自動車及び（⑨）８t以上の自家用自動車その他の国土交通省令

で定める自家用自動車　３月

　（2）～（3）略

10．自動車（国土交通省令で定める軽自動車（以下「検査対象外軽自動車」という。）及び小型特殊

自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行

う検査を受け、有効な（⑩）の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはなら

ない。

11．自動車の使用者は、（⑪）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、あらかじめ、その申請をしなければならない。

12．（⑫）は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等

変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示

してはならない。

４－１　 ▽令和元年度 第１回 自動車検査員教習修了試問
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