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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（①）等を行い、並びに安全性の（②）
及び公害の防止その他の環境の（③）並びに整備についての技術の（④）を図り、併せて自動車

の整備事業の健全な（⑤）に資することにより、公共の福祉を（⑥）することを目的とする。
［R1.2］

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（①）の確保及び
公害の防止その他の（②）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。［R1.1］

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（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。
［H30.2］

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（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。［H30.1］

５…．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。［H29.2］

６…．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。
［H29.1］

７…．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。［H28.2］

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
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。［H28.1］

９…．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。［H27.2］

10�．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。［H27.1］

◎正解 １…①公証/②確保/③保全/④向上/⑤発達/⑥増進：２…①安全性/②環境/③技術：
３…①安全性/②公害/③技術/④健全/⑤増進：
４…①確保/②保全/③整備/④整備事業/⑤福祉：５…①道路運送車両/②公害/③公共の福祉：
６…①公証等/②安全性/③公害/④技術/⑤健全：７…公証/技術：８…環境/福祉：
９…安全性/発達：10…公害/技術
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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。［H29.1］
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。［H27.2］
３…．この法律で「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牽引して（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、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。［R1.1］

４…．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。［H28.2］

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
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。［H27.1］

６…．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。

［H30.2］
７…．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。［H30.1］

８…．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。

［H28.1］

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

［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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２ 自動車の装置一般

１ 原動機及び動力伝達装置
［過去出題例］
１…．エア・クリーナが取外されていたが、原動機に著しい異音や振動はなかったため基準に適合と
した。［H27.2］

◎正解 １…×

［関係法令］
◆審査規程◆７－９　原動機及び動力伝達装置　※一部抜粋

７－９－１　性能要件（視認等による審査）
（1）自動車の原動機及び動力伝達装置は、視認等その他適切な方法により審査したときに、運行に十分

耐える構造及び性能を有するものでなければならない。この場合において、次に掲げるものはこの基

準に適合しないものとする。

　①原動機の始動が著しく困難なもの　　　　　　②原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの

　④エア・クリーナが取外されているもの　　　　⑦ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの

　⑨変速機の操作機構に著しいがたがあるもの　　⑩動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの

　⑪動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの

２ 速度抑制装置
［過去出題例］
１…．次の自動車（最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く）の原動
機は、（　）を備えなければならない。［H30.2］

　　（1�）貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が８t以上又は最大積載量が５t以

上のもの

　　（2）（1）の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

２…．貨物の運送の用に供する普通自動車（最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽
引自動車を除く）であって、車両総重量が（　）t以上又は最大積載量が（　）t以上の自動車の

原動機には速度抑制装置を備えなければならない。［H29.2］

３…．貨物の運送の用に供する普通自動車（最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽
引自動車を除く。）であって、車両総重量が（　）t以上又は最大積載量が５t以上のものの原動

機は、速度抑制装置を備えなければならない。［R1.1］

４…．貨物の運送の用に供する普通自動車（最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽
引自動車を除く）であって、車両総重量が８t以上又は最大積載量が５t以上の自動車の原動機に

は（　）を備えなければならない。［H27.1］

５…．車両総重量24,990kgの普通貨物自動車に備える速度抑制装置は、自動車が90km/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。［R1.2改］

　　（ｱ�）（①）等が適正に作動すること。ただし、（①）等が装備されていないものにあっては、速度

抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されている

こと。
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速度抑制
装置付

　　（ｲ�）次の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の（②）（牽引

自動車を除く。）に表示されていること。

　　（備考）略

６…．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、書面等その他

適切な方法により審査したときに、細目告示別添１「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」

に適合するものでなければならない。［H30.1改］

　　（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（②）等当該装置の機能を損なう改変を防止する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。

７…．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、書面等その他

適切な方法により審査したときに、細目告示別添１「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」

に適合するものでなければならない。［H28.2改］

速度抑制
装置付

　　（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（②）等当該装置の機能

を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。

　　（2�）右の標識が（③）の運転者の見やすい位置及び車両の（④）（牽引自動車を除く）に表示さ

れていること。

　　（3）原動機の作動中、確実に機能するものであること。

８…．速度抑制装置は、原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、視認
により次に該当すると認められたときは、この基準に適合しないものとする。［R1.1］

　　（ｱ）速度抑制装置の機能を損なう改変が行われているもの

　　（ｲ）（　）設定速度の変更又は解除ができるもの

◎正解 １…速度抑制装置：２…８/５：３…８：４…速度抑制装置：５…①確認ランプ/②後面：
６…①90/②封印/③車室内/④黄：７…①90/②封印/③車室内/④後面：
８…自動車使用者等により

［関係法令］
◆審査規程◆７－10　速度抑制装置

７－10－１　装備要件
（1）次の自動車（最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く）の原動機は、

速度抑制装置を備えなければならない。
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　①�貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が８t以上又は最大積載量が５t以上のもの

　②①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

（2）（1）に係る自動車について、改造等により最高速度が90km/h以下となった場合であって、次に掲げ

る改造のように改造の方法が別添４「改造自動車審査要領」別表第１に規定する範囲の改造に該当

しないときは、当該自動車は、（1）の「最高速度が90km/h以下の自動車」に該当しないものとする。

　①インジェクションポンプ・ガバナ部等の調整

　②アクセルペダルのストッパーボルトの改造又はレバー比の変更等

　③�変速レバーの作動を制限する改造、トランスミッションのギアの取外し等のトランスミッションが

高速段に入らない改造

７－10－２　性能要件
（1）７－10－１の速度抑制装置は、自動車が90km/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、書面等その他適

切な方法により審査したときに、細目告示別添１「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適

合するものでなければならない。

（2）指定自動車等に備えられている速度抑制装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた

速度抑制装置であって、次の基準に適合するものは、（1）の基準に適合するものとする。

速度抑制
装置付

　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、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止

する措置が自動車に適正に施されていること。

　②�右の標識が車室内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。

　　（備考）

　　　ア�．形状は、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、車室内に表示するも

のについては直径が30mm以上の円とする。

　　　イ�．文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、車室内に表示するものについ

ては７mm以上とする。

　　　ウ�．色彩は、文字を黒色とし、地を黄色とする。

　④�原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、視認により次に該当すると

認められたときは、この基準に適合しないものとする。

　　ア�．速度抑制装置の機能を損なう改変が行われているもの

　　イ�．自動車使用者等により設定速度の変更又は解除ができるもの

３ 空気入ゴムタイヤ
［過去出題例］
１…．最高速度120km/hである乗車定員５人の小型乗用自動車について、当該車両に装着された空気
入ゴムタイヤの接地部の滑り止めの溝の深さを確認したところ、いずれの部分においても1.3mm

であったので、保安基準に適合するものと判断した。［H29.2］

２…．最高速度100km/hである小型二輪自動車に備える空気入ゴムタイヤについて、接地部の滑り止
めの溝の深さを計測したところ、1.4mmであったので、保安基準に適合しないものと判断した。

［H30.1］
３…．小型二輪自動車について、空気入ゴムタイヤの接地部の滑り止めの溝の深さを計測したところ、
1.4mmであったので基準に適合とした。［H27.1改］
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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 令和元年度　第１回問題

【１】主要諸元が〔表A〕の自家用小型貨物自動車（専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車）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は、晴天によりブレーキ・テスタのローラは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て、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）黒煙・粒子状物質については、オパシメータを用いて測定した。

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及び④については小数点第３位の数

を切り捨て小数点第２位まで記載し、また、⑤については最大積載量を荷台容積で除した数値を審

査事務規程に基づき記載しなさい。

Ⅲ 〔表Ｂ〕の（ア）～（コ）の各計測値等について、保安基準に適合しないもの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 27 年７月 小型 貨物 ダンプ 130kW／ 2700rpm
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

軽油 130km/h 1420kg 1210kg TPG
乗車定員 車両重量 車両総重量 最大積載量 騒音規制
２人 2630kg 4740kg 2000kg 平成 13 年騒音規制車

荷台内側長さ 荷台内側幅 荷台内側高さ 燃料タンク個数、容量
3.00m 1.60m 0.35m １個　50L

〔表B〕検査機器等による検査　制動力欄の計測・判定値はN、前照灯の計測・判定値は、すれ違い

用で表示しています。

（ア）

制動力 前照灯 前部霧灯 警音器

右　  2255Ｎ

左　  3415Ｎ

右　  2530Ｎ

左　  2320Ｎ

計　　 10520Ｎ

手動　　 5270Ｎ

（Ｃ）Ｎ

左右差
軸重
1210
　　kg

4.00  N/kg

N/kg
③

N/kg
④

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
64

（ウ）

cm

左・右
（エ）

cm2019

左・右
cm

cm
下

（イ）

cm
８５

下

主×100

　　　　cd

主×100

　　　　cd

測定値 測定値測定値 測定値

副×100
（カ）

cd
63

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）
 　4.0　km/h
指示計の振れ　　　排気騒音

km/h
聴感・テスタ

ＣＯ

ＨＣ

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

左右差

車両重量

101
cm

102

右

96  dB
（ケ）

（キ）
114  dB

（コ）
５ mm

ｍ－１

最大積載量を
荷台容積で除
した数値

＝ ⑤
t/ｍ３

％

ppm

0.4520.6560.655

0.59

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＝1420kg＋55kg＝1475kg

・（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＝1420kg＋55kg＋1210kg＝2685kg

・（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＝前軸左－右＝3415N－2255N＝1160N
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・（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＝2530N－2320N＝210N

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、1160Nである。

　・審査時車両状態における前軸重は、ⅠのＡより、1475kgである。

� � 前軸の制動力の左右差� 1160N
　　①＝� �＝� �＝0.786…N/kg
� � 審査時車両状態における前軸重� 1475kg

　・�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「0.79N/kg」となる。
　・�判定基準値は「0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.79N/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、210Nである。

　・審査時車両状態における後軸重は、〔表Ａ〕より1210kgである。

� � 後軸の制動力の左右差� 210N
　　②＝� �＝� �＝0.173…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 1210kg

　・�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「３」であり、これを切

り上げると、答えは「0.18N/kg」となる。
　・�判定基準値は「0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.18N/kg」であることから、判定は「○」と

なる。

③「主制動力の制動割合」
　・③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、10520N（2255N＋3415N＋2530N＋2320N）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2685kgである。

� � 制動力の総和� 10520N
　　③＝� �＝� �＝3.918…N/kg
� � 審査時車両状態における自動車の重量� 2685kg��

　・�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「８」であり、これを切

り捨てると、答えは「3.91N/kg」となる。
　・�判定基準値は、ブレーキ・テスタのローラが濡れていない状態であるため「4.90N/kg以上」であり、

計算値は「3.91N/kg」であることから、判定は「×」となる。

④「手動制動力の制動割合」
　・④は、手動制動力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。

　・手動制動力は、〔表Ｂ〕より、5270Nである。
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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または数字を記入しなさい。
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（①）の確保及び公

害の防止その他の（②）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．法第２条〔定義〕

　　この法律で「自動車」とは、（④）により（⑤）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（⑤）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。

３．法第13条〔移転登録〕

　　新規登録を受けた自動車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（⑥）日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

４．法第31条〔打刻の塗まつ等の禁止〕

　　何人も、自動車の（⑦）又は原動機の（⑧）の打刻を塗まつし、その他（⑦）又は原動機の（⑧）

の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを

得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条（第32条（職権による打刻等））

の規定による命令を受けたときは、この限りでない。

５．法第47条〔使用者の点検及び整備の義務〕

　　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（⑨）しなければならない。

６．法第66条〔自動車検査証の備付け等〕

　　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（⑩）を表示し

なければ、運行の用に供してはならない。

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48条〔定期点検整備〕

　　自動車（小型特殊自動車を除く。）の使用者は、法第48条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（①）及び自動車の（②）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。

２．法第54条の２〔整備命令等〕

　　地方運輸局長は、自動車（小型特殊自動車を除く。）が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、

その原因が自動車又はその部分の（③）、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に

起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要

な整備を行うべきことを命ずることができる。

４－１　 ▽令和元年度　第１回自動車検査員教習修了試問

2020年版 近畿.indb   213 2020/03/17   17:55:34


