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本書の使い方
　本書は、近畿運輸局において平成 26 年度から平成 30 年度までに行われた合計 10 回分の自動車検

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（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等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「審査事務規程」を主に取り上げています。

　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）の年度ごとの問題を掲載し

ています。「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２月

編集担当：古山・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、所有権についての公証等を行い、並びに（①）の確保及び
（②）の防止その他の環境の保全並びに整備についての（③）の向上を図り、併せて自動車の整

備事業の（④）な発達に資することにより、公共の福祉を（⑤）することを目的とする。［30.2］

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（①）及
び公害の防止その他の環境の（②）並びに（③）についての技術の向上を図り、併せて自動車の（④）

の健全な発達に資することにより、公共の（⑤）を増進することを目的とする。［30.1］

３…．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（②）
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、（③）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（①）を行い、並びに（②）の確保及
び（③）の防止その他の環境の保全並びに整備についての（④）の向上を図り、併せて自動車の

整備事業の（⑤）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。［29.1］

５…．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（　）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（　）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］

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（　）を増進することを目的とする。［28.1］

７…．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、併せて自動車の整備事

業の健全な（　）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。［27.2］

８…．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（　）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。［27.1］
９…．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。［26.2］

10�．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（　）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。［26.1］

◎正解 １…①安全性/②公害/③技術/④健全/⑤増進：
２…①確保/②保全/③整備/④整備事業/⑤福祉：
３…①道路運送車両/②公害/③公共の福祉：
４…①公証等/②安全性/③公害/④技術/⑤健全：５…公証/技術：６…環境/福祉：
７…安全性/発達：８…公害/技術：９…所有権/公共の福祉：10…道路運送車両/整備事業
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［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、（　）、（　）及び軽車両をいう。［29.1］
２．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、（　）及び軽車両をいう。［27.2］
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（　）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、同条第３項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［28.2］

４…．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（　）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、同条第３項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［27.1］

５…．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
（　）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、同条第３項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［26.2］

６…．この法律で軽車両とは、人力若しくは（　）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、政令で定めるものをいう。［26.1］

７…．この法律で「運行」とは、人又は物品を（　）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。

［30.2］
８…．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、（　）を（　）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。［30.1］

９…．この法律で「運行」とは、人又は（　）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。

［28.1］
10�．内燃機関以外のものを原動機とする原動機付自転車の定格出力は、二輪を有するもの（側車付
のものを除く）にあっては、（　）kW以下、その他のものにあっては0.60kW以下。［26.2］

◎正解 １…自動車/原動機付自転車：２…原動機付自転車：３…原動機/牽引：４…架線：５…軌条：
６…畜力：７…運送：８…道路運送車両/当該装置：９…物品：10…１

［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。
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１ 自動車の構造関係

１ 保安基準
［過去出題例］
１…．法第40条から法第42条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であって多数
の（　）の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要

なものの使用について準用する。［30.2］

◎正解 １…人員

［関係法令］
◆車両法◆第40条（自動車の構造）※一部抜粋

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）

◆車両法◆第41条（自動車の装置）※一部抜粋

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

◆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。

◆車両法◆第99条（保安基準の規定の準用）

１�．第40条から第42条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の

輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用に

ついて準用する。

２ 用語の定義
［過去出題例］
１…．（　）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。［29.2］

２…．「軸重」とは、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（　）の総和をいう。［29.1改］

３…．「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、（　）又は腐食をいう。
［26.1］

◎正解 １…空車状態：２…輪荷重：３…亀裂
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［関係法令］
◆審査規程◆１－３　用語の定義

　この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

分類 用語 内容

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。（以下略）

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。

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。

３ 不適切な補修等
［法令］
１…．検査後の取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置又は部品の取付け、取外
し若しくは補修及び車体又は装置への表示について、次に掲げる例による方法及びこれらに類す

る方法により措置されたものであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の構造

を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないものとして取扱うものとする。
［27.1改］

　　（3）装置又は部品の補修

　　　ア�．（①）類（自動車用部品の補修を目的として設計・製作されたものを除く）、ロープ類又は

針金類による補修

　　　ウ�．空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて（②）の開口方向が変更されている

もの

　　　エ�．（②）又は消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等、騒音防止を目的として設計・製作

されたもの以外の異物が詰められているもの

［実務］
２…．普通貨物自動車（緊急自動車を除く）の車体上部に緊急自動車の警光灯が備えられていたが、
当該灯火に係る電球及び全ての配線が取外されており、かつ、当該灯火器本体はカバーで覆われ

た状態となっていたので、保安基準に適合するものと判断した。［30.2］

３…．普通貨物自動車の車体上部に緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火が備え付けられていた
が、当該灯火に係る電球及び全ての配線が取外されていたため、保安基準に適合するものと判断

した。［29.1］

４…．普通貨物自動車（緊急自動車を除く）に緊急自動車の警光灯の形状に類似した灯火が電球及び
配線を取付けたままの状態で備えられていたが、灯火器本体をカバーで覆っていたので、基準に

適合とした。［27.1改］

５…．普通乗用自動車に備える車幅灯の灯火器を確認したところ、そのレンズ面に亀裂があったが、
粘着テープにより補修されていたので、基準に適合するものと判断した。［29.2］

６…．小型貨物自動車の制動灯の灯火器（レンズ部）に亀裂があったが、粘着テープにより補修され
ていたので、基準に適合とした。［28.1/26.2］

◎正解 １…①粘着テープ/②排気管：２…×：３…×：４…×：５…×：６…×

31年版 近畿.indb   91 2019/02/27   10:53:47



－125－

５ 自動車の騒音・排ガス関係

１ 騒音防止装置（近接排気騒音の規制値）
［過去出題例］
１…．次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車（二輪自動車、使用の過程にある二輪自動車を改造し
た側車付二輪自動車、排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態にお

いて原動機が作動することがないものを除く）は、審査事務規程別添９「近接排気騒音の測定方

法（絶対値規制適用時）」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値がそれぞれ

次表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。［27.1改］

自動車の種別 騒音の大きさ
大型特殊自動車 110

三輪自動車（専ら乗用の用に供する乗
車定員10人以下の自動車を除く）

車両総重量が3.5tを超え、原動機
の最高出力が150kWを超えるもの 99

車両総重量が3.5tを超え、原動機
の最高出力が150kW以下のもの 98

車両総重量が3.5t以下のもの 97

三輪自動車（専ら乗用の用に供する乗
車定員10人以下の自動車に限る）

車両の後部に原動機を有するもの （①）
車両の後部に原動機を有するもの
以外のもの （②）

側車付二輪自動車 94

２…．内燃機関を原動機とし、自動車の前車軸より前方に原動機を有する乗車定員５人の普通乗用自
動車について、当該自動車に備える消音器が交換されていたため、「近接排気騒音の測定方法」

に定める方法により測定したところ、１回目の測定値は96.5dB、２回目の測定値は95.0dBであっ

たので、騒音値については保安基準に適合するものと判断した〔平成26年１月製作〕。［30.2］

３…．内燃機関を原動機とし、自動車の前車軸より前方に原動機を有する乗車定員７人の普通乗用自
動車について、当該自動車に備える消音器が交換されていたため、「近接排気騒音の測定方法」

に定める方法により測定したところ、１回目の測定値は96.7dB、２回目の測定値は96dBであっ

たので、騒音値については保安基準に適合するものと判断した〔平成26年１月製作車〕。［30.1］

４…．車両の前軸より前方に原動機を有する乗車定員５人の普通乗用自動車について、「近接排気騒
音の測定方法」で定められた方法により測定したところ、測定値が95dBであったので、保安基

準に適合するものと判断した〔平成25年１月製作車〕。［29.1］

５…．内燃機関を原動機とする二輪の小型自動車について、「近接排気騒音の測定方法」で定められ
た方法により測定したところ、１回目の測定値は94dB、２回目の測定値は95dBであったため、

保安基準に適合するものと判断した〔平成25年１月製作車〕。［29.2］

６…．二輪の小型自動車を「近接排気騒音の測定方法（絶対値規制適用時）」で定められた方法により
測定したところ、測定値が96dBであったので、保安基準に適合するものと判断した〔平成23年

１月製作車〕。［26.1改］

◎正解 １…①100/②96：２…〇：３…○：４…〇：５…×：６…×
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［関係法令］
◆審査規程◆８－53　騒音防止装置

８－53－２－１　性能要件（テスタ等による審査）
（1）自動車（被牽引自動車を除く）は、騒音を多量に発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し、

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�次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車（二輪自動車、使用の過程にある二輪自動車を改造した側

車付二輪自動車、排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態において原

動機が作動することがないものを除く）は、別添９「近接排気騒音の測定方法（絶対値規制適用

時）」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値がそれぞれ次表の騒音の大きさの

欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。

自　　動　　車　　の　　種　　別 騒音の大きさ

大型特殊自動車 110

三輪自動車（専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以下の自動車を除く）

車両総重量が3.5tを超え、原動機の
最高出力が150kWを超えるもの

99

車両総重量が3.5tを超え、原動機の
最高出力が150kW以下のもの

98

車両総重量が3.5t以下のもの 97

三輪自動車（専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以下の自動車に限る）

車両の後部に原動機を有するもの 100

車両の後部に原動機を有するもの以
外のもの

96

側車付二輪自動車 94

　②�次に掲げる自動車（排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態におい
て原動機が作動しないものを除く）は、それぞれに定める構造であること。

　　ア�．二輪自動車又は使用の過程にある二輪自動車を改造した側車付二輪自動車であって、当該自動

車に備える消音器について改造又は交換を行っていないもの

　　　�　別添10「近接排気騒音の測定方法（相対値規制適用時）」により測定した近接排気騒音をdBで

表した値が、自動車検査証の備考欄に記載された近接排気騒音値から５dBを超える騒音を発しな

い構造であること。（以下、省略）

　　イ�．消音器について改造又は交換を行っていない自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自

動車及び大型特殊自動車を除く）

　　　�　別添10「近接排気騒音の測定方法（相対値規制適用時）」により測定した近接排気騒音をdBで

表した値が、自動車検査証の備考欄に記載された近接排気騒音値から５dBを超える騒音を発しな

い構造であること。（以下、省略）

８－53－４　適用関係の整理
（10�）平成28年12月31日以前に製作された二輪自動車にあっては、８－53－14（従前規定の適用⑩）

の規定を適用する。

（11�）平成28年９月30日以前に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大

型特殊自動車を除く）にあっては、８－53－15（従前規定の適用⑪）の規定を適用する。
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◆審査規程◆８－53－14　従前規定の適用⑩

※�平成28年12月31日以前に製作された二輪自動車にあっては、次の基準に適合するものであればよい。

8－53－14－２－１　性能要件（テスタ等による審査）
（1�）自動車（被牽引自動車を除く）は、騒音を多量に発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し、

テスタ等その他適切な方法により審査したときに、自動車（排気管を有しない自動車及び排気管を

有する自動車であって停止状態において原動機が作動することがないものを除く）は、別添９「近

接排気騒音の測定方法（絶対値規制適用時）」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表

した値が94dBを超える騒音を発しない構造でなければならない。

◆審査規程◆８－53－15　従前規定の適用⑪

※�平成28年９月30日以前に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型

特殊自動車を除く）にあっては、次の基準に適合するものであればよい。

8－53－15－２－１　性能要件（テスタ等による審査）
（1）自動車（被牽引自動車を除く）は、騒音を多量に発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し、

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�次表の自動車の種別の欄に掲げる自動車（二輪自動車、排気管を有しない自動車及び排気管を有す

る自動車であって停止状態において原動機が作動することがないものを除く）は、別添９「近接排

気騒音の測定方法（絶対値規制適用時）」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した

値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。

自　　動　　車　　の　　種　　別 騒音の大きさ

大型特殊自動車 110

普通自動車、小型自動車及び軽自動車
（専ら乗用の用に供する乗車定員10人
以下の自動車、二輪自動車及び側車付二
輪自動車を除く）

車両総重量が3.5tを超え、原動機の
最高出力が150kWを超えるもの

99

車両総重量が3.5tを超え、原動機の
最高出力が150kW以下のもの

98

車両総重量が3.5t以下のもの 97

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
下の普通自動車、小型自動車及び軽自動
車（二輪自動車及び側車付二輪自動車を
除く）

車両の後部に原動機を有するもの 100

車両の後部に原動機を有するもの以
外のもの 96

側車付二輪自動車 94

２ 騒音防止装置（近接排気騒音の測定方法）
［騒音計／マイクロホン］
１…．近接排気騒音を測定する際、騒音計等の周波数補正回路の特性は、（　）特性とする。［26.2］
２…．騒音計のマイクロホンは、次に掲げる位置及び向きにウインドスクリーンを装着した状態で設
置する。この場合において、マイクロホンの位置とは、マイクロホンの前面の中心の位置をいう。

また、マイクロホンの向きについてその製作者が特に指示する場合はその指示による。［26.2改］

　　（1�）マイクロホンの位置は、排気流の方向を含む鉛直面と外側後方（①）±10°に交わる排気管

の開口部の中心を含む鉛直面上で排気管の開口部の中心から（②）±0.025m離れた位置で、

かつ、排気管の開口部の中心高さの±0.025mの位置とする。
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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（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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　◎�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

に荷重をみ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（小数点以下第３位を切り捨て・切り上げ）などに注意する。

３ 平成 30 年度　第１回問題

【１】主要諸元が〔表A〕の自家用乗用軽自動車（車両の前部に４サイクルの原動機を有する）につ
いて、次の（1）～（3）の方法で検査機器等による検査を実施し、その結果、〔表B〕に示す計測

値等を得た。［改］

　（1�）制動力の測定時の天候条件は晴天により、ブレーキ・テスタのローラーが濡れていないと判断

した。また、車輪は、ブレーキ・テスタのローラー上でロックしていない状態で測定した。

　（2�）前照灯の測定は、すれ違い用前照灯試験機を用い、カットオフラインを有するすれ違い用前照

灯を測定した。

　（3）警音器の測定は、音量計を用いて、前方７mにおいて測定した。

次の�Ⅰ�～�Ⅲ�の各問に答えなさい。

Ⅰ 〔表Ｂ〕中の審査時車両状態における軸重（Ａ）及び車両重量（Ｂ）並びに前軸の制動力の左右差
（Ｃ）及び後軸の制動力の左右差（Ｄ）を数値で記入しなさい。

Ⅱ 〔表Ｂ〕の①～⑤の数値を求め記入しなさい。また、①～⑤の数値を算出した結果、保安基準等に
適合するものは「○」印を、適合しないものは「×」印を、記入しなさい。なお、①及び②につい

ては小数点第３位の数を切り上げ小数点第２位まで記載し、③、④及び⑤については小数点第３位

の数を切り捨て小数点第２位まで記載するものとする。

Ⅲ 〔表Ｂ〕の（ア）～（コ）の各項目について、保安基準に適合しないものをすべて記号で記入しな
さい。
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〔表Ａ〕主要諸元

初度登録年月 自動車の種別 用途 車体の形状 原動機の最高出力

平成 26 年 軽 乗用 箱型 38kW／ 6800rpm
燃料の種類 最高速度 前軸重 後軸重 排出ガス規制の識別記号

ガソリン 130km/h 510kg 310kg DBA
乗車定員 車両重量 車両総重量 最大積載量 騒音規制
４人 820kg 1040kg － 平成 10 年騒音規制車

〔表B〕検査機器等による検査

（ア）

制動力 前照灯 前部霧灯 警音器

右　  1760Ｎ

左　  1310Ｎ

右　    730Ｎ

左　    490Ｎ

計　　 4290Ｎ

手動　　 1710Ｎ

（Ｃ）Ｎ

左右差

③ N/kg

N/kg
④

N/kg
⑤

N/kg

走行テス
ト等の方
法と結果

前
軸

　
　
　
　後
軸

取
付
高
さ

　
　
　

    

光
軸 
　
　
　
　
　
　
　

   

光
度

左

（オ）

cd
100

（ウ）

cm

左・右
（エ）

cm2527

左・右
cm

cm
下

（イ）

cm
1610

下

主×100

　　　　cd

主×100

　　　　cd

測定値 測定値測定値 測定値

副×100
（カ）

cd
83

ｍ－１ｍ－１

副×100

cd
聴感・テスタ

速度計の誤差　　定常走行騒音
聴感・テスタ
　良     dB

＋・－　（ク）
 　3.0　km/h
指示計の振れ　　　排気騒音

km/h
聴感・テスタ

ＣＯ
1.0  ％
ＨＣ

 250 ppm

タイヤの振れ

良・否

サイド・スリップ 黒煙・粒子状物質
イン・アウト 視認・テスタ

ｍ－１

１ ２ ３

（Ｄ）Ｎ

②

N/kg
①

軸重

（Ｂ）

kg

（Ａ）
kg

310
軸重

kg

左右差

車両重量

75
cm

76

右

95  dB
（ケ）

（キ）
115  dB

（コ）5.5 mm

すれ違い灯

ｍ－１

解　説

Ⅰ 
・（Ａ）「審査時車両状態における前軸重」
　〔表Ａ〕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Ａ＝前軸重＋55kg＝510kg＋55kg＝565kg

・（Ｂ）「車両重量」
　〔表Ａ〕及び審査時車両状態の定義（注①）より、次のとおりである。

　車両重量Ｂ＝前軸重＋55kg＋後軸重＝510kg＋55kg＋310kg＝875kg

・（Ｃ）「前軸の制動力の左右差」
　〔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。

　前軸の制動力の左右差Ｃ＝前軸右－左＝1760N－1310N＝450N

・（Ｄ）「後軸の制動力の左右差」
　〔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。

　後軸の制動力の左右差Ｄ＝後軸右－左＝730N－490N＝240N
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Ⅱ 
①「主制動力の前軸左右差割合」
　・�①は、主制動装置について前軸の制動力の左右差を審査時車両状態における前軸重で除した値であ

る。

　・前軸の制動力の左右差は、ⅠのＣより、450Nである。

　・審査時車両状態における前軸重は、ⅠのＡより、565kgである。

� � 前軸の制動力の左右差� 450N
　　①＝� �＝� �＝0.796…N/kg
� � 審査時車両状態における前軸重� 565kg

　・�設問の指示により、小数点第３位を切り上げる。小数点第３位はこの場合「６」であり、これを切

り上げると、答えは「0.80N/kg」となる。
　・�判定基準値は「0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.80N/kg」であることから、判定は「×」と

なる。

②「主制動力の後軸左右差割合」
　・�②は、主制動装置について後軸の制動力の左右差を審査時車両状態における後軸重で除した値であ

る。

　・後軸の制動力の左右差は、ⅠのＤより、240Nである。

　・審査時車両状態における後軸重は、〔表Ａ〕より310kgである。

� � 後軸の制動力の左右差� 240N
　　②＝� �＝� �＝0.774…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 310kg

　・�設問の指示により、小数点第３位を切り上げる。小数点第３位はこの場合「４」であり、これを切

り上げると、答えは「0.78N/kg」となる。
　・�判定基準値は「0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.78N/kg」であることから、判定は「○」と

なる。

③「主制動力の後軸制動割合」
　・③は、主制動装置について後軸の制動力の和を審査時車両状態における後軸重で除した値である。

　・後軸の制動力の和は、〔表Ｂ〕より、後軸（右＋左）＝730N＋490N＝1220Nである。

　・審査時車両状態における後軸重は、〔表Ａ〕より310kgである。

� � 後軸の制動力の和� 1220N
　　③＝� �＝� �＝3.935…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 310kg

　・�設問の指示により、小数点第３位を切り捨てる。小数点第３位はこの場合「５」であり、これを切

り捨てると、答えは「3.93N/kg」となる。
　・�判定基準値は「0.98N/kg以上」であり、計算値は「3.93N/kg」であることから、判定は「○」と
なる。

④「主制動力の制動割合」
　・④は、主制動装置について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である。

　・制動力の総和は、〔表Ｂ〕より、4290N（1760N＋1310N＋730N＋490N）である。

　・審査時車両状態における自動車の重量は、ⅠのＢより875kgである。

� � 制動力の総和� 4290N
　　④＝� �＝� �＝4.902…N/kg
� � 審査時車両状態における自動車の重量� 875kg��
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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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【１】次の各々の文は、道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則について述べたものです。次の
各問に答えなさい。

Ⅰ　次の文の（　）に当てはまる適切な字句を記入しなさい。
１．法第１条〔この法律の目的〕

　　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（①）及び

公害の防止その他の環境の（②）並びに（③）についての技術の向上を図り、併せて自動車の（④）

の健全な発達に資することにより、公共の（⑤）を増進することを目的とする。

２．法第２条〔定義〕

　　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、（⑥）を（⑦）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．法第69条〔自動車検査証の返納等〕

　　当該自動車の車台が当該自動車の（⑧）の際（検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、

車両番号の指定の際）（⑨）したものでなくなったとき。

４．法第98条〔不正使用等の禁止〕

　　何人も、行使の目的をもって、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、（⑩）運行許可番号標、

臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若し

くは変造に係るこれらの物を使用してはならない。

Ⅱ　次の文について、（　）に当てはまる最も適切な字句を下表から選び、その記号を記入しなさい。
なお、同じ記号を複数回使用してもよい。

１．法第５条

　　登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に（①）することができな

い。

２．施行規則第８条の２〔自動車登録番号標の表示〕

　　第２項�　法第19条（自動車登録番号標の表示の義務）の国土交通省令で定める方法は、次のいず

れにも該当するものとする。

　　　　　（1�）自動車の（②）に直交する鉛直面に対する（③）その他の自動車登録番号標の表示の

方法に関し告示で定める基準に適合していること。

　　　　　（2�）自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の（④）に支障が生じないものとして

告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、（⑤）がないこと。

イ：識別� ロ：主張� ハ：対抗� ニ：角度� ホ：向き� ヘ：破損
ト：汚れ� チ：前後平面� リ：車両中心線� ヌ：表示� ル：証明� ワ：抵抗

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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【２】次の文について、道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則並びに自動車検査業務等実施要
領に照らし、（　）に当てはまる適切な字句または数字を記入しなさい。

１．道路運送車両法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（①）並びに（②）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。

２．小型特殊自動車であって、最高速度15km/h以下である自動車の大きさは、長さ4.7m以下、幅1.7m

以下、高さ（③）m以下である。

３�．二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）のうち内燃機関を原動機とし、総排気量が0.250ℓを超え

る自動車の種別は、（④）自動車である。

４．平成26年１月に製作された軽自動車であって、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）以外の自

動車は、長さ（⑤）m以下、幅（⑥）m以下、高さ2.00m以下であること。

５．平成26年１月に製作された二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）の軽自動車は、長さ（⑦）m以

下、幅（⑧）m以下、高さ2.00m以下であること。

６．自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有

効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の１月前（離島（橋又

はトンネルによる本土（本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう）との間の交通又は移動が不

可能な島をいう）に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、２月前）から当該期間が満了す

る日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査

証の有効期間が満了する日の（⑨）とする。

７．使用過程にある自動車であって、専ら幼児の運送を目的とする乗車定員「２＋12/1.5人」である

自家用自動車の自動車検査証に記入される有効期間は（⑩）年である。

【３】次の各々の文は、道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平
成14年国土交通省告示第619号）及び審査事務規程について述べたものです。次の各問に答えなさい。

Ⅰ　平成26年１月に製作された使用過程にある自動車について、次の文の（　）に当てはまる適切な
字句または数値を下表から選び、その記号を記入しなさい。なお、同じ記号を複数回使用してもよい。

１．速度抑制装置は、自動車が（①）km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動

車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し、書面、視認その他

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�）確認ランプ等が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあって

は、速度抑制装置の機能を損なう改変を防止する（②）その他の措置が自動車に適正に施されて

いること。

　（2�）次の標識が（③）の運転者の見やすい位置及び車両の後面（牽引自動車を除く）に表示されて

いること。

速度抑制
装置付

・車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、（③）に表示
するものについては直径が30mm以上の円とする。

・文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、（③）に表示
するものについては７mm以上とする。

・色彩は、文字を黒色とし、地を（④）色とする。

　（3）原動機の作動中、確実に機能するものであること。
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