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本書の使い方
　本書は、中部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（４年分（８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「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４年分（８回分）の問題を年度ごとに掲載し

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、（　）の福祉を増進することを目的とする。［30.2/28.1］

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。［30.1/26.1］

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。［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、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、（　）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。［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（　）

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］

◎正解 １…公共：２…公害：３…技術：４…整備事業：５…所有権：６…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、（　）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牽

けん

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。［30.2/27.1］

３…．この法律で「（　）」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。［28.1］

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
軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽

けん

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。［26.2］
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２ 指定工場の設備、技術及び管理組織
［過去出題例］
１…．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［29.2］
　���（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（①）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 （②）以上 自動車工の数に対する整備士数の割合

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［27.2］
　���（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 （①）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

1-3 整備士保有率 １/（②）以上
自動車工の数に対す
る整備士数の割合

３．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［26.2］
　���（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（　）人以上の車両
を含む場合には、５人以上

４…．指定自動車整備事業者の指定を受けた事業場であって、対象とする自動車の種類が「普通自動
車（中型）」及び「大型特殊自動車」で工員が４人の事業場においては、乗車定員１人、最大積

載量０kg、車両総重量8,565kgの大型特殊自動車に対して、保安基準適合証を交付することはで

きない。［30.1］

５…．自動車工が４人の指定自動車整備事業場においては、自動車整備士技能検定規則に基づく整備
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）を自動車検査員

を含め２名以上保有していなければならない。［28.2］

◎正解 １…①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/②１／３：
２…①４/②３：３…30：４…〇：５…〇
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［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５
t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の脱着作業を行う
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。
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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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１ 自動車の構造関係

１ 保安基準（構造）
［過去出題例］
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。

［29.2/28.1/27.2/26.2］
　　（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）
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。

［29.1］
　　（1）長さ、幅及び高さ� （2�）最低地上高

　　（3）車両総重量（車両重量、（　）及び55kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう）

３…．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。

［28.2］
　　（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55kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう）

　　（4�）車輪にかかる荷重

　　（5�）車輪にかかる荷重の車両重量（運行に必要な（　）をした状態における自動車の重量をい

う）に対する割合

◎正解 １…55：２…最大積載量：３…装備

［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）車輪にかかる荷重

　（5�）車輪にかかる荷重の車両重量（運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう）に対

する割合

　（6）車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合　　　（7）最大安定傾斜角度

　（8）最小回転半径　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）接地部及び接地圧
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２ 保安基準（装置）
［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（　）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。［30.2］

２…．自動車は、次（略）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（　）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。

［30.1/26.2］
３…．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。［26.2］

　　（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）ばねその他の緩衝装置

　　（6）燃料装置及び（　）� （7）車枠及び車体� （8）連結装置

　　（9）乗車装置及び物品積載装置� （10）～（20）（省略）

◎正解 １…保安：２…公害：３…電気装置

［関係法令］
◆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

　（5）ばねその他の緩衝装置　　　　　　　　　　（6）燃料装置及び電気装置

　（7）車枠及び車体　　　　　　　　　　　　　　（8）連結装置

　（9）乗車装置及び物品積載装置

３ 保安基準（乗車定員又は最大積載量）
［過去出題例］
１…．自動車は、（　）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。［27.1］

◎正解 １…乗車定員

［関係法令］
◆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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４ 巻込防止装置
［過去出題例］
１…．普通貨物自動車（車両総重量20t）に備える巻込防止装置の取付位置について、空車状態にお
いて当該装置の下縁の高さが地上500mmであったため、保安基準不適合と判断した。［29.1］

２…．車両総重量８t以上の普通貨物自動車に備える巻込防止装置は、空車状態において、その下縁
の高さが地上（　）mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取付けられている

こと。［28.2］

◎正解 １…○（下縁の高さは地上450mm以下）：２…450

※� １�＆２．の根拠規程は改造車扱いとなるため、７－33－３（1）①が適用。また、細目告示は第179条
（巻込防止装置）４項１号が適用。いずれも内容は省略。

［関係法令］
◆審査規程◆８－33　巻込防止装置

８－33－１　装備要件
　貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が８t以上の普通自動車（乗車定員11人以上の自

動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く）の両側面には、堅ろうで

あり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止する

ものとして、強度、形状等に関し、８－33－２の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。

ただし、自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に、歩行者、自転車の乗車人員

等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車にあっては、

この限りでない。

８－33－３　取付要件（視認等による審査）
（1）巻込防止装置は、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�巻込防止装置は、空車状態において、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取付けられて

いること。

　②�巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取付けられていること。

5 突入防止装置
［過去出題例］
１…．貨物の運送の用に供する車両総重量が3.5tを超える自動車に備える突入防止装置は、その下縁
の全ての位置の高さが空車状態において地上（　）mm以下に取付けられていること〔平成29年

８月８日製作〕。［29.1改］

２…．車両総重量４tの普通貨物自動車に備えられた突入防止装置の取付高さについて、空車状態に
おいて当該装置の下縁の全ての位置の高さが地上500mmであったため、保安基準適合と判断した

〔平成30年８月８日製作〕。［30.1］

３…．自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車（ポール・トレーラを除く）及び牽
引自動車を除く）に備える突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側（　）

mmまでの間にあるよう取付けられていること〔平成30年12月13日製作〕。［30.2］

４…．車両総重量５tの普通貨物自動車に備えられた突入防止装置について、その平面部の最外縁が
後軸の車輪の最外側の内側200mmの位置であったため、保安基準不適合と判断した〔平成28年

８月５日製作〕。［28.1］
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◎正解 １…550：２…○：３…100：４…○

［関係法令］
◆審査規程◆８－34　突入防止装置

８－34－１　装備要件
　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、並びにこれらの自動車に牽引される後車輪が１個の被牽引

自動車、後車輪が１個の三輪自動車、大型特殊自動車（ポール・トレーラを除く）、牽引自動車を除く）

の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止する

ことができるものとして、強度、形状等に関し、８－34－２の基準に適合する突入防止装置を、８－

34－３の基準に適合するよう備えなければならない。（以下略）

８－34－２　性能要件（視認等による審査）
（1�）突入防止装置は、強度、形状等に関し、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。

　�①突入防止装置は、機能を損なうおそれのある損傷のないものであること。

　�②取付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。

　�③�外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触した場合において、

歩行者に傷害を与えるおそれのないものであること。

８－34－３　取付要件（視認等による審査）
（1�）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車（ポール・トレーラを除く）及び牽引自

動車を除く）に備える突入防止装置は、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突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取付けられていること。

　　（例）貨物の運送の用に供する車両総重量８tを超える自動車（指定自動車等）
　　　　　附属物の突出量が50mm以上

100mm以下

120mm以上

50mm以上

50mm
300mm以下

450mm以下

　　　　　貨物の運送の用に供する車両総重量８tを超える自動車（指定自動車等）
　　　　　附属物の突出量が50mm未満

100mm以下

120mm以上

50mm未満

300mm以下

※450mm以下
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　　　　　貨物の運送の用に供する車両総重量８t以下の自動車（指定自動車等）

100mm以下

100mm以上

400mm以下

550mm以下

８－34－４　適用関係の整理
（6�）平成31年８月31日以前に製作された自動車については、７－34－10（従前規定の適用⑥）の規定

を適用する。

◆審査規程◆７－34－10　従前規定の適用⑥

※�平成31年８月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。

７－34－10－３　取付要件（視認等による審査）
（1�）突入防止装置は、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�自動車（貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車両総重量が3.5ｔ以下のものに限る）に備

える突入防止装置は、次（略）に掲げる基準に適合すること。

　�②�①に規定する自動車以外の自動車に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。

　　�ア�．突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上550mm以下となるよ

うに取付けられていること。

　　�ウ�．突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよ

うに取付けられていること。

　　　（例）貨物の運送の用に供する車両総重量3.5tを超える自動車（指定自動車等）

100mm以下

100mm以上

400mm以下

550mm以下
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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。

　

31年版 中部.indb   179 2019/03/01   16:54:04



－180－

●
第
３
章
●　

計
算
問
題

●
第
３
章
●　

計
算
問
題

　◎�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４位切り捨て）などに注意する。
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３ 平成 30 年度　第１回問題

【１】次に掲げる自動車検査証（抜粋）の自動車について、保安基準の細目告示及び審査事務規程に
基づきブレーキ・テスタを用いて制動力を計測したところ、次に掲げる指定整備記録簿（抜粋）の

制動力欄に記載した制動力測定結果を得た。ただし、審査時車両状態におけるこの自動車の各軸重

の測定は行っていないものとする。また、制動力計測時、ブレーキ・テスタのローラは乾燥状態で

あった。以下（1）及び（2）の問いに答えなさい。［改］

　（1�）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、指定整備記録簿の制動力欄①

から⑤の値を求め記入しなさい。ただし、答えが小数点以下になるものは、小数点以下第４位を

切り捨て、小数点以下第３位まで記入するものとする。

　（2�）〔表１〕の判定根拠数値欄に保安基準の細目告示及び審査事務規程に定めるブレーキ・テスタ

が乾燥している状態での判定根拠数値を⑥から⑩に記載しなさい。また、当該自動車の保安基準

への適合性について判定を行い、判定欄⑪から⑮の「適」・「否」いずれか該当するものに○印を

つけなさい。

　１　自動車検査証

自動車の種別 用途 自家用・事業用の別 車体の形状
普通 乗用 自家用 幌型
乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量
２人 －kg 1470kg 1580kg

前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重
　※最高速度150km/hとする。 830kg －kg －kg 640kg

型式指定番号 類別区分番号

　２　指定整備記録簿

制動力

前
軸

右 2760N
軸重　　　kg

左右差　�N
左 3450N （①）N/kg

後
軸

右 880N 軸重　　　kg 左右差　�N ※�①から⑤は、〔表１〕
における各項目の番
号とする。

左 380N （③）N/kg （②）N/kg
計 　　N 車両重量

　　　　　kg
（④）N/kg

手動 2900N （⑤）N/kg

　〔表１〕

項　目 判定根拠数値 判定

主
制
動
力

前軸 ①審査時車両状態における前軸重に対する左右差
（⑥）N/kg

以下
⑪適・否

後軸
②審査時車両状態における後軸重に対する左右差

（⑦）N/kg
以下

⑫適・否

③審査時車両状態における後軸重に対する制動力の割合
（⑧）N/kg

以上
⑬適・否

総和 ④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割合
（⑨）N/kg

以上
⑭適・否

⑤�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
（⑩）N/kg

以上
⑮適・否
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解　説

①「審査時車両状態における前軸重に対する左右差」
　・①は、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＝前軸（左－右）＝3450N－2760N＝690N

　・�審査時車両状態における前軸重は、検査証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（前前軸重）＋55kg＝830kg＋55kg＝885kg

　・以上の結果、①は次のとおりとなる。

� � 前軸の制動力の左右差� 690N
　　①＝� �＝� �＝0.7796…N/kg
� � 審査時車両状態における前軸重� 885kg

　・�設問の指示により、小数点以下第４位を切り捨てる。小数点以下第４位はこの場合「６」であり、

これを切り捨てると、答えは「0.779N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑥0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.779N/kg」であることから、判定は「⑪適」
となる。

②「審査時車両状態における後軸重に対する左右差」
　・②は、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＝後軸（右－左）＝880N－380N＝500N

　・審査時車両状態における後軸重（後後軸重）は、検査証より640kgである。

　・以上の結果、②は次のとおりとなる。

� � 後軸の制動力の左右差� 500N
　　②＝� �＝� �＝0.7812…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 640kg

　・�設問の指示により、小数点以下第４位を切り捨てる。小数点以下第４位はこの場合「２」であり、

これを切り捨てると、答えは「0.781N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑦0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.781N/kg」であることから、判定は「⑫否」
となる。

③「審査時車両状態における後軸重に対する制動力の割合」
　・③は、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、記録簿より次のとおりである。

　　後軸の制動力の和＝後軸（右＋左）＝880N＋380N＝1260N

　・審査時車両状態における後軸重（後後軸重）は、検査証より640kgである。

　・以上の結果、③は次のとおりとなる。

� � 後軸の制動力の和� 1260N
　　③＝� �＝� �＝1.9687…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 640kg

　・�設問の指示により、小数点以下第４位を切り捨てる。小数点以下第４位はこの場合「７」であり、

これを切り捨てると、答えは「1.968N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑧0.98N/kg以上」であり、計算値は「1.968N/kg」であることから、判定は「⑬適」
となる。
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④「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割合」
　・④は、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、記録簿より次のとおりである。

　　制動力の総和＝前軸（右＋左）＋後軸（右＋左）

　　　　　　　　＝2760N＋3450N＋880N＋380N＝7470N

　・審査時車両状態における自動車の重量は、検査証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＝前前軸重＋55kg＋後後軸重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝830kg＋55kg＋640kg＝1525kg

　・以上の結果、④は次のとおりとなる。

� � 制動力の総和� 7470N
　　④＝� �＝� �＝4.8983…N/kg
� � 審査時車両状態における自動車の重量� 1525kg

　・�設問の指示により、小数点以下第４位を切り捨てる。小数点以下第４位はこの場合「３」であり、

これを切り捨てると、答えは「4.898N/kg」となる。
　・�判定基準値はブレーキ・テスタのローラが乾いている状態であるため「⑨4.90N/kg以上」であり、

計算値は「4.898N/kg」であることから、判定は「⑭否」となる。

⑤「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」
　・⑤は、駐車ブレーキの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。

　・駐車ブレーキの制動力は、記録簿より、2900Nである。

　・審査時車両状態における自動車の重量は、④より1525kgである。

　・以上の結果、⑤は次のとおりとなる。

� � 駐車ブレーキ制動力� 2900N
　　⑤＝� �＝� �＝1.9016…N/kg
� � 審査時車両状態における自動車の重量� 1525kg

　・�設問の指示により、小数点以下第４位を切り捨てる。小数点以下第４位はこの場合「６」であり、

これを切り捨てると答えは「1.901N/kg」となる。
　・�判定基準値は、「⑩1.96N/kg以上」であり、計算値は「1.901N/kg」であることから、判定は「⑮否」

となる。
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● 第４章　年度別試験問題 ●

［年度別試験問題の共通注意事項］

◎本問題における法令等の略称は、次による。
　道路運送車両法……………………………………………法
　道路運送車両法施行規則…………………………………施行規則
　優良自動車整備事業者認定規則…………………………認定規則
　指定自動車整備事業規則…………………………………指定規則
　自動車点検基準……………………………………………点検基準
　道路運送車両の保安基準…………………………………保安基準
　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示…………保安基準の細目告示
　自動車検査業務等実施要領………………………………実施要領
　独立行政法人自動車技術総合機構　審査事務規程……審査事務規程
◎保安基準関係の問題は、保安基準の緩和が適用されない一般の自動車を対象としています。

※「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

認定規則 優良自動車整備事業者認定規則

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

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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４－１　 ▽平成30年度第１回　自動車検査員教習修了試問

◎自動車の製作年月日の明記されていないもの及び自動車の製作年月日に関係する個別条件のないものに
ついては、平成30年８月８日を製作日とします。

【１】次の各文は、「法」及び「施行規則」に規定されている条文から抜粋したものです。各文の
（　）の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。ただ

し、同じ番号を何回使用してもよい。

１．法第１条（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、並びに安全性の確保及び

（①）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．法第２条（定義）

　　この法律で「道路運送車両」とは、自動車、（②）及び軽車両をいう。

３．法第13条（移転登録）

　　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（③）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16条（一時抹消登録）

　　登録自動車の所有者は、前２条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供すること

をやめたときは、一時抹消登録の（④）をすることができる。

　　※問題中「前２条」とは、法第15条（永久抹消登録）及び法第15条の２（輸出抹消登録）をいう。

５．法第19条（自動車登録番号標の表示の義務）

　　自動車は、第11条第１項（同条第２項及び第14条第２項において準用する場合を含む。）の規定

により（⑤）又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土

交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車

登録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表示しなければ、運

行の用に供してはならない。

６．法第29条（車台番号等の打刻）

　　自動車の（⑥）を業とする者、自動車の車台又は原動機の（⑥）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。

７．法第36条の２（回送運行の許可）

　　自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動

車（以下「回送自動車」という。）で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、

当該回送運行許可証に記載された目的に従って運行の用に供するときは、第４条、第19条、第58�

条第１項及び第66条第１項の規定は、当該自動車について適用しない。

　（1�）回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送

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

法により表示していること。

　（2）（⑦）を備え付けていること。
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８．法第41条（自動車の装置）

　　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（⑧）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）～（20）（省略）

９．法第58条（自動車の検査及び自動車検査証）

　　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（⑨）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、有効な自動車検査証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。

10．法第59条（新規検査）

　　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（⑩）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。

11．法第62条（継続検査）

　　登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者

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、当該自動車を提示

して、国土交通大臣の行な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（⑪）を国土交通大臣に提出しなければならない。

12．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（⑫）を表示し

なければ、運行の用に供してはならない。

13．法第99条の２（不正改造等の禁止）

　　何人も、第58条第１項の規定により有効な自動車検査証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（⑬）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。

14．施行規則第35条の３（自動車検査証の記載事項）

　　自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。

　（1）自動車登録番号（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）

　（2）車台番号

　（3）自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日

　（4�）使用者の氏名又は名称及び住所（当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保

有していない場合にあっては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所）

　（5）（⑭）　　　　　（6）～（28）（省略）

15．施行規則第37条（法第61条第１項及び第２項第１号の国土交通省令で定める自家用自動車）

　　法第61条第１項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

　（1）乗車定員（⑮）人以上の自家用自動車　　　（2）専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車

　（3）第31条の３第２号の許可に係る自家用自動車

　　※�問題中「法第61条第１項の国土交通省令で定める自家用自動車」とは、自動車検査証の有効期

間を１年とする自家用自動車をいう。
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１．軽自動車� ２．販売� ３．保安基準適合標章� ４．小型特殊自動車�
５．検査標章� ６．騒音� ７．自動車の保管場所� ８．申請�
９．製作� 10．10� 11．11� 12．回送業務証明書�
13．運輸支局長� 14．自動車検査証� 15．15� 16．所有者�
17．被牽引自動車� 18．公害� 19．検査対象外軽自動車� 20．事故�
21．届出� 22．大型特殊自動車� 23．使用の本拠の位置� 24．国土交通大臣�
25．原動機付自転車� 26．回送運行許可証� 27．保安基準適合証� 28．使用者�
29．29� 30．30

【２】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」及び「関係通達」に規定されている事項に関し
述べたものです。適切なものには○印を、適切でないものには×印を記入しなさい。

１．自動車検査員が、法第94条の５第４項の検査（いわゆる完成検査）時にホイール・アライメント

の調整を行うことは、「点検又は検査時に行うことが合理的である軽微な調整作業」に当たるので、

差し支えない。

２．刑法その他の罰則の適用にあたり、法令により公務に従事する職員とみなされる者は、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における証明の業務に従事する自動車検査員で

あることはもとより、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の業務に

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も含まれる。

３．兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るす

べての事業場における検査業務を支障なく行うことができない場合は、これを整備主任者に行わせ

ても差し支えない。

４．相続により自動車分解整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にそ

の旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

５．自動車分解整備事業者は分解整備を行った自動車について、当該自動車の使用者から分解整備記

録簿の写しの請求があった場合のみ交付すればよい。

６．自動車検査員がオパシメータを用いて行う検査について、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実施して差し支えない。

７．保安基準適合標章（表）�の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により黒色又は青

色で記載すること。

８．自動車は、指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示していれば、自動車

損害賠償責任保険証明書を備え付けなくても、運行の用に供することができる。

９．指定自動車整備事業者の指定を受けた事業場であって、対象とする自動車の種類が「普通自動車

（中型）」及び「大型特殊自動車」で工員が４人の事業場においては、乗車定員１人、最大積載量

０kg、車両総重量8,565kgの大型特殊自動車に対して、保安基準適合証を交付することはできない。

10．指定自動車整備事業者の指定を受けた事業場において、業務提携している他の自動車分解整備事

業者が点検・整備を行ったことを点検整備記録簿で確認したので、完成検査のみを実施したところ

保安基準に適合していたことから、点検・整備を省略して保安基準適合証及び保安基準適合標章を

交付した。
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【３】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」、及び「関係通達」から抜粋したものです。各文
の（　）の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。

１．法第94条の３（設備の維持等）

　　前条第１項の指定を受けた者（以下「指定自動車整備事業者」という。）は、同項の設備（自動

車の検査の設備を含む。次項において同じ。）、（①）及び管理組織を同条第１項に規定する基準に

適合するように維持しなければならない。

１．技術　　２．経営的基礎　　３．自動車検査員　　４．工員

２．法第94条の４（自動車検査員）

　　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、自動車検査員を選任しなければならない。

　２～３（省略）

　４�　地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法

律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動

車検査員の（②）を命ずることができる。

　５（省略）

１．教育　　２．解雇　　３．解任　　４．停職

３．法第94条の６（指定整備記録簿）

　　指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定

保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

　（1�）車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条

第１項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号

　（2）点検及び整備並びに検査の概要　　（3）（③）の年月日　　（4）～（6）（省略）

１．検査　　２．交付　　３．依頼　　４．整備

４．施行規則第３条

　　法第49条第２項の（④）とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

　　（1）～（4）（省略）

　　（5�）制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、

ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。）若しくはディスク・ブレー

キのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブ

レーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

　　（6�）緩衝装置のシャシばね（コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。）を取り外し

て行う自動車の整備又は改造

　　（7）（省略）

１．点検整備　　２．分解整備　　３．臨時整備　　４．重点整備
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５．施行規則第62条の２の２（自動車分解整備事業者の遵守事項）

　　法第91条の３の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。［改］

　　（1）（省略）

　　（2�）法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該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（⑤）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すること。

　　（3）～（8）（省略）

１．請求金額　　２．内訳　　３．詳細　　４．概算見積り

６．指定規則第２条（検査の設備の基準）

　　法第94条の２第１項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。

　　（1）法第94条の５第４項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。

　　（2�）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であって、次に掲げ

るものを備えていること。ただし、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イ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又

は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはへ及びトに掲げるものを備えな

くてもよい。

　　　�イ　（⑥）又はサイドスリップ・テスタ� ロ　ブレーキ・テスタ

　　　�ハ　前照灯試験機� ニ　音量計

　　　�ホ　速度計試験機� ヘ　一酸化炭素測定器

　　　�ト　炭化水素測定器� チ　黒煙測定器又はオパシメータ

１…．トーイン・ゲージ　　　　　　　２…．キャンバー・キャスターゲージ
３…．ターニングラジアスゲージ　　　４…．ホイール・アライメント・テスタ

７．指定規則第５条（自動車検査員の選任届等）

　　法第94条の４第３項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

　　（1�）届出者の氏名又は名称及び住所

　　（2）自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地

　　（3）自動車検査員の氏名及び（⑦）

　　（4�）法第94条の４第２項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の

自動車検査員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地

１．修了年月日　　２．教習修了番号　　３．選任年月日　　４．生年月日

８．指定規則第12条（自動車検査用機械器具の校正）

　　指定自動車整備事業者は、第２条第１項第２号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣

の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から（⑧）以内に、国土交通大

臣の登録を受けた者（以下「登録校正実施機関」という。）が行う校正（以下「登録校正」という。）

を受けるものとする。

１．１年　　２．２年　　３．３年　　４．４年
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９．自動車損害賠償保障法第１条（この法律の目的）

　　この法律は、自動車の運行によって人の生命又は（⑨）が害された場合における損害賠償を保障

する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資する

ことを目的とする。

１．身体　　２．自動車　　３．財産　　４．精神

10．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

自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。

　（1�）自動車検査員は、法第94条の５第４項の検査を（⑩）、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、実務に従事しないこと。

　（2）～（3）（省略）

　（4�）自動車検査員は、当該事業場における整備完了車の検査結果を整備作業に反映させ、検査作業

の（⑪）向上等について努力すること。

１．適切　　２．迅速　　３．公正　　４．重点
５．信頼　　６．精度　　７．効率　　８．安全

11．指定整備記録簿の記載要領について

　　１�．「点検及び整備の概要等」の欄の記載については、指定自動車整備事業規則（以下「規則」

という。）第６条第１項各号に掲げる点検の結果、点検の結果必要となった整備の概要及び交

換した（⑫）を記載すること。

　　　�　この場合、当該自動車の点検整備記録簿の写しを記録簿に確実に貼付することをもって、記

載に替えることも差し支えないこととする。

　　２�．「自動車検査証、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合」

の欄（指定規則第４号様式にあっては、「自動車検査証又は自動車検査証返納証明書の記載事

項との照合」の欄。以下同じ。）については、自動車検査員が自動車の構造に関する検査に加

え、指定規則第７条第２項の規定による自動車検査証の記載事項若しくは登録識別情報等通知

書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項（施行規則第43条の２の各号

に規定する事項をいう。以下同じ）と現車との照合を行ったうえで、当該自動車の諸元等を記

載すること。なお、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について照合を行った

場合において、当該燃料タンクの個数及びそれぞれの容量については、「（⑬）」の項目に記載

すること。

１．装置　　　　２．部品　　　　３．単価　　　４．数量
５．燃料装置　　６．備考　　　　７．その他　　８．燃料タンク

12．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

　記載方法

　�　保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書（以下「保険証明書」という。）�の保険期間

（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）を転記すること。この場合において、当該

自動車に係る保険証明書が二枚以上にわたる場合には、最初の保険証明書に係る保険期間の最初の

日及び最後の保険証明書に係る保険期間の（⑭）を転記することで足りる。

１．最初の日　　２．最初の日の前日　　３．最後の日　　４．最後の日の前日
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13．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

　適合標章の表示

　�　適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合には、適合標章の中央点線のところから二つ折り

とし、適合標章の（⑮）が記載された面を、前面ガラス内側に次の①～③のいずれかによりはり付け

る又は装着すること。なお、この場合、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第29条

の規定に注意すること。

　　　①～③（省略）

１．有効期間　　２．車台番号　　３．事業場の名称　　４．交付年月日

【４】次の各文は、「法」、「施行規則」及び「点検基準」に規定されている事項に関し述べたものです。
各文の（　）の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。

ただし、同じ番号を何回使用してもよい。

１．地方運輸局長は、自動車の（①）が法第54条の２第１項の規定による整備命令若しくは指示に従

わないときは、６月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。

２．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（②）しなければならない。

３．乗車定員２人、最大積載量350kg、車両総重量1,150kgの自家用軽貨物自動車（レンタカー）の定

期点検は、（③）月ごとに行うように定められている。

４．乗車定員大人２人、幼児12人、車両総重量2,400kgの自家用小型幼児専用車（レンタカーを除く。）

の定期点検は、（④）月ごとに行うように定められている。

５．乗車定員29人、車両総重量5,475kgである自家用乗合自動車（レンタカーを除く。）の使用者は、

（⑤）月ごとに点検基準第２条で定める別表第（⑥）により当該自動車を点検しなければならない。

６．乗車定員６人、車両総重量2,450kgである自家用普通キャンピング車（レンタカーを除く。）の

点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から（⑦）年間である。

７．乗車定員３人、最大積載量4,000kg、車両総重量7,995kgである自家用普通貨物自動車（レンタカー

を除く。）における制動装置のブレーキ・ディスクとパッドとのすき間やパッドの摩耗は、（⑧）

月ごとに点検しなければならない。また、制動装置のブレーキ・ホース及びブレーキ・パイプの漏れ、

損傷及び取付状態は、（⑨）月ごとに点検しなければならない。

８．施行規則第31条の３（整備管理者の選任）

　　法第50条第１項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通

省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

　（1）乗車定員（⑩）人以上の自動車（次号に掲げる自動車を除く。）１両

　（2�）乗車定員（⑩）人以上29人以下の自家用自動車（道路運送法（昭和26年法律第183号）第80条

第１項の許可に係るものを除く。）２両

　（3）～（4）（省略）

１．１ � ２．２� ３．３� ４．４� ５．５ � ６．６� ７．７
８．８ � ９．９ � 10．10� 11．11� 12．12� 13．使用者� 14．運行
15．15� 16．維持� 17．届出� 18．所有者� 19．運転者� 20．24
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【５】次の各文は自動車検査用機械器具及び高圧ガスを燃料とする自動車について述べたものです。
各文の（　）の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。

ただし、同じ番号を何回使用してもよい。

１．サイドスリップ・テスタの横滑り量指示部は、横滑り量検出部から伝達される踏板の移動量を自

動車の走行（①）m当たりの横滑り量に換算している。

２．ブレーキ・テスタによる測定は、ブレーキ・ペダルを徐々に強く踏み、指示計を見て（②）を読

みとる。

３．自動車の警音器の測定値は、次のとおり取り扱うこととする。

　（1�）自動車の警音器音は２回測定し、1dB未満は（③）ものとする。

　（2�）２回の測定値の差が２dBを超える場合には、測定値を無効とする。ただし、いずれの測定値

も基準値を超える場合は有効とする。

　（3�）警音器音と暗騒音の測定値の差が３dB以上10dB未満の場合には、測定値から補正値を控除す

るものとし、３dB未満の場合には測定値を無効とする。

　（4�）２回の測定値（補正した場合には、補正後の値）の平均を警音器音の測定値とする。

４．黒煙測定器による測定は、プローブを自動車の排気管内に（④）cm程度挿入し、固定して行う。

５．オパシメータは、自動車の排気管から採取した排出ガスに光を透過させて（⑤）を測定する構造

になっている。

６．圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、（⑥）の圧力の著しい上昇を有効に防止することがで

きる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の（⑥）が大気に開放されているものにあって

は、この限りではない。

７．アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする自動車にあっては、燃料装置中のガスと接触

する部分に（⑦）製品を使用していないこと。

８．高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、（⑧）を運転者の操作しやすい箇所に備え、ガス充

填弁をガス充填口の近くに備えること。

９．事業用のCNG自動車の燃料装置の定期点検では、（⑨）ヶ月毎に導管、継手部のガス漏れ及び損

傷がないかを点検することとなっている。

10．LPガス容器には、LPガスの充填期限を胴部の見やすい箇所に（⑩）で明示するように定められ

ている。

１．１� ２．副止弁� ３．３� ４．四捨五入する� ５．平均制動力
６．６� ７．可視光線透過率� ８．高圧側� ９．銅� 10．10
11．黄色� 12．12� 13．赤色� 14．切り捨てる� 15．最大制動力
16．光吸収係数� 17．低圧側� 18．ゴム� 19．主止弁� 20．20
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【６】次の各文は、「保安基準」、「保安基準の細目告示」、「審査事務規程」及び「関係通達」に規定
されている事項に関し述べたものです。各文の（　）の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠

の中から選び、その番号を記入しなさい。ただし、同じ番号を何回使用してもよい。

１．専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの（審査事務規程８－17から同規程

８－19までに規定する自動車を除く。）には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行

うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、

独立に作用する（①）系統以上の制動装置を備えなければならない。

２．側面ガラスに貼付された、自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられてい

ることを表示する標識は、標識の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から100mm以下、か

つ標識の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から（②）mm以内となるように貼付されていなけ

ればならない。

３．カットオフラインを有するすれ違い用前照灯（当該照明部の中心の高さが1000mm以下の自動車

に限る。）を前照灯試験機（すれ違い用）を用いて計測する場合において、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（③）mm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。［改］

エルボー点

照明部中心

【照明部の中心高さが 1000mm 以下の場合】

L ： 270mm R ： 270mm

V

－D ： 20mm
H

D ： （③）mm

４．自動車（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

車は除く。）に備えるすれ違い用前照灯の数は、（④）であること。

５．自動車に備える番号灯は、夜間後方（⑤）mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、

回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。

６．継続検査において、自動車に指定部品を簡易的な取付方法又は固定的取付方法により装着し

てある場合は、自動車検査証との寸法の相違が一定範囲（長さ±（⑥）cm、幅±２cm、高さ±

（⑦）cm）を超えていても、施行規則第35条の３第８号に係る自動車検査証の記載事項につい

て変更があったときに該当しないこととする。

７．隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が（⑧）m未満である場合にあっては18t（その軸距

が1.3m以上であり、かつ、１の車軸にかかる荷重が9.5t以下である場合にあっては、19t）、（⑧）m

以上である場合にあっては20tを超えてはならない。
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８．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。

　（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（⑨）t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

９．自動車の立席は、客室内の有効幅300mm以上、有効高さ（⑩）mm以上の専ら座席の用に供する

床面以外の床面に限り設けることができる。

１．１� ２．２� ３．３� ４．４� ５．２個� ６．150� ７．７
８．８� ９．50� 10．2.1� 11．1,600� 12．1.8� 13．２個又は４個� 14．2,000
15．125� 16．1.5� 17．1,800� 18．100� 19．200� 20．20

【７】次の各文について、「保安基準」、「保安基準の細目告示」、「審査事務規程」及び「関係通達」
に規定されている事項に関し述べたものです。適切なものには○印を、適切でないものには×印を

記入しなさい。

１．普通自動車であって、貨物の運送の用に供する車両総重量７t以上のものであって、自動車検査

証に燃料タンクの個数及びそれぞれの容量が記載されている場合は、継続検査の際、燃料タンクの

個数及びそれぞれの容量が当該自動車の自動車検査証の記載事項と同一であるかどうかを視認その

他適切な方法により確認しなければならない。

２．軽自動車の最低地上高の測定において、樹脂製のエアダム・スカートの地上高が８cmであったた

め、保安基準不適合と判断した。

３．自動車の空気入ゴムタイヤの滑り止めの溝の深さをディプス・ゲージを用いず、ウエア・インジ

ケータにより保安基準の適合性を判断した。

４．保安基準第44条に規定された自動車の直前及び側方の視界を確保するための鏡が、粘着テープ（自

動車用部品の取付けを目的として設計・製作されたものを除く。）で取付けてあったが、当該鏡を

手指で揺すっても取付部にがたが出なかったため、保安基準適合と判断した。［改］

５．自動車の緩衝装置について、スタビライザに溶接で修理された跡があったため、保安基準不適合

と判断した。

６．物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の小型貨物自動車について、最後部の車

軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の３分の２であったため、保安基準適合と判断し

た。

７．車両総重量４tの普通貨物自動車に備えられた突入防止装置の取付高さについて、空車状態にお

いて当該装置の下縁の全ての位置の高さが地上500mmであったため、保安基準適合と判断した。

８．専ら乗用の用に供する運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車について、年

少者用補助乗車装置取付具を備えていなかったが、保安基準適合と判断した。

９．専ら砂利、土砂の運搬に用いる荷台が傾斜する普通貨物自動車について、最大積載量に対する荷

台容積の容積比（ベッセル比）を確認したところ、最大積載量3,000kg、当該荷台の容積が2.08m3

であったため、保安基準適合と判断した。

10．道路維持作業用自動車に備える黄色の点滅式灯火は、前方150mの距離から点灯を確認できるも

のであればよい。

11．自動車の後面に備える線状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、赤色又は橙色で

あること。
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－216－

30.1 30.1

【１】
１．①－18：車両法１条１項

２．②－25：車両法２条１項

３．③－15：車両法13条１項

４．④－８：車両法16条１項

５．⑤－24：車両法19条１項

６．⑥－９：車両法29条１項

７．⑦－26：車両法36条の２　１項１号、２号

８．⑧－18：車両法41条１項

９．⑨－４：車両法58条１項

10．⑩－28：車両法59条１項

11．⑪－14：車両法62条１項

12．⑫－５：車両法66条１項

13．⑬－19：車両法99条の２　１項

14．⑭－23：施行規則35条の３　１項

15．⑮－11：施行規則37条１項

【２】
１�．×（ホイール・アライメントの調整は軽微な調

整作業に該当しない）：指定の取扱い　別添２　

２－５

２�．○：車両法94条の７　１項

３�．×（検査業務量は支障なく行うことができる範

囲内のものであること）：指定規則４条の２　１

項２号

４�．○：車両法82条１項、２項

５�．×（請求の有無に関らず交付する）：車両法91

条２項

６�．○：指定の取扱い　別添２　３．３－１イ

７�．×（黒色又は青色⇒黒色）：保適の取扱い　２

（10）

８．×：自賠法８条１項

９�．○（車両総重量８t以上は工員５人以上必要）：

指定の取扱い　別添２　１．１－１

10�．×（一連の指定整備を行うこと）：車両法94条

の５　１項

【３】
１．①－１：車両法94条の３　１項

２．②－３：車両法94条の４　４項

３．③－１：車両法94条の６　１項１～３号

４．④－２：施行規則３条１項

５�．⑤－４：施行規則62条の２の２　１項２号

６．⑥－４：指定規則２条１項１号、２号

７�．⑦－４：指定規則５条１項３号

８．⑧－１：指定規則12条１項

９．⑨－１：自賠法１条１項

10�．⑩－３：⑪－６：指定の取扱い　第２節　２

（1）、（4）

▽模範解答

12．自動車排出ガス規制の識別記号がDBA（平成17年排出ガス規制車）のガソリンを燃料とする４

サイクルの原動機を備えた普通乗用自動車のアイドリング時の排出ガスの濃度を測定したところ、

測定値が一酸化炭素（CO）2.0%、炭化水素（HC）500ppmであったため、保安基準不適合とした。

13．内燃機関を原動機とする乗車定員５人の普通乗用自動車の消音器本体と排気バルブがボルトによ

り結合されていたが、ボルトが接着剤により緩まない様に固定されており、また、近接排気騒音を

測定した結果、その測定値が基準値以内であったため、保安基準適合と判断した。

14．平成６年に製作された普通乗用自動車の排気管の開口部が、車両中心線を含む鉛直面に対して右

向きに40 の゚傾きを有していたが、保安基準適合とした。

15．断続器の形式が無接点式である点火装置を備えたガソリンを燃料とする小型乗用自動車であった

が、触媒コンバータ部分に遮熱板が備えられていなかったため、保安基準不適合とした。

【８】※第３章　計算問題（181ページ）を参照。
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