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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（　）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/H29.2］

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。［R1.1/H29.1］

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。［H30.2/H28.1］

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
（　）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。［H30.1］

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。［H28.2］

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。［H27.1］

◎正解 １…技術：２…整備事業：３…公共：４…公害：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。［H30.1］
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。［H30.2/H27.1］

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。［H28.1］

４…．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（（　）以外の場所のみにおいて用いることを除く）をいう。

［H28.2］

2020年版 中部.indb   7 2020/03/16   18:03:13



－8－

●
第
１
章
●　

車
両
法

◎正解 １…原動機付自転車：２…原動機：３…自動車：４…道路

［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。

３�．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令（施行規則第１条）で定める総排気量又は定格

出力を有する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をいう。

４�．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力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。

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、自動車の大きさ及び（　）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。［R1.2］

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、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は（　）を基準として国土

交通省令で定める。［R1.1］

３…．この法律に規定する（　）、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。［H30.2］

４…．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（　）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/H27.2］

５…．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。［H29.1］

６…．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。［H28.2］

７…．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。［H28.1］

◎正解 １…構造：２…定格出力：３…普通自動車：４…種類：５…総排気量：６…大きさ：
７…軽自動車
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3 自動車の車体関係

1 車枠及び車体
［過去出題例］
１…．普通乗用自動車の車体からの走行装置の回転部分の突出の判断について、自動車が直進姿勢を
とった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方30°に

交わる２平面によりはさまれる走行装置の回転部分が当該部分の直上の車体より車両の外側方向

に突出していないことを確認すればよい。［H29.1］

２…．専ら乗用の用に供する自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸
中心を通りそれぞれ前方（　）及び後方50°に交わる２平面によりはさまれる走行装置の回転部

分（タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等）が当該部分の直上の車体（フェンダ

等）より車両の外側方向に突出してはならない。［H27.1］

◎正解 １…×：２…30°

［関係法令］
◆審査規程◆７－26　車枠及び車体

７－26－１　性能要件（視認等による審査）
（1）車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして強度、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ものでなければならない。

　①�車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。

　②�車体は、車枠に確実に取付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。

　③�車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。

（2）車体の外形その他自動車の形状は、視認等その他適切な方法により審査したときに、鋭い突起を有し、

又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊

自動車にあっては、この限りでない。

（3）次に該当する車枠及び車体は、（2）の基準に適合するものとする。

Ｃ50°30°
Ｂ

Ａ

前方

車体（フェンダ等）

Ｂ
Ａ
Ｃ

（参考図）　①�自動車が直進姿勢をとった場合において、

車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り

それぞれ前方30°及び後方50°に交わる２

平面によりはさまれる走行装置の回転部

分（タイヤ、ホイール・ステップ、ホイー

ル・キャップ等）が当該部分の直上の車

体（フェンダ等）より車両の外側方向に

突出していないもの。この場合において、

専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員

　　�10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く）であっ

て、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる２平面により

はさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合

には「外側方向に突出していないもの」とみなす。
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2 リヤ・オーバーハング
［過去出題例］
１…．専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車に備えるエア・スポイラにおいて、側方へ
の翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から（　）mm以上内側にあるものは、

他の交通の安全を妨げるおそれがないものとする。［R1.1］

２…．自動車（ポール・トレーラを除く）の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、視
認等その他適切な方法により審査したときに、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２分の１（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自動車にあっ

ては３分の２、その他の自動車のうち（　）にあっては20分の11）以下でなければならない。
［H28.1改］

３…．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。［H30.1］

◎正解 １…165：２…小型自動車：３…○

［関係法令］
◆審査規程◆７－26　車枠及び車体

７－26－１　性能要件（視認等による審査）
（3）次に該当する車枠及び車体は、（2）の基準に適合するものとする。

　③�専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下

の自動車に備えるエア・スポイラ（二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるもの並びに自動車の

最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く）であって、

次の要件に適合するもの

　　エ�．エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部を有していないものであること。ただ

し、次に掲げるいずれかの場合にあっては、この限りでない。

　　　（ｲ�）側方への翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある

場合

（7）自動車（ポール・トレーラを除く）の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、視認等

その他適切な方法により審査したときに、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２分の１（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自動車にあっては３分の２、

その他の自動車のうち小型自動車にあっては20分の11）以下でなければならない。ただし、大型特

殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35km/h未満のものにあっ

ては、この限りでない。

3 車体表示
［過去出題例］
１…．タンク自動車の車体の後面には、最大積載量、最大積載容積及び（　）を表示しなければなら
ない。［H29.1］

２…．タンク自動車の車体の後面には、最大積載量、最大積載容積、積載物品名及び積載物品の比重
を表示しなければならない。［H28.2］

３…．タンク自動車の車体表示について、車体の後面に最大積載量及び最大積載容積の表示を確認で
きたため、保安基準適合と判断した。［R1.1］
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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４位切り捨て）などに注意する。
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３ 令和元年度　第１回問題

【１】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 貨物 自家用 バン
乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量
３（９）人 1200（850）kg 1830kg 3195（3175）kg

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。 1130kg －kg －kg 700kg

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 2400N
軸重　　　kg

左右差　�N
左 3400N （①）N/kg

後
軸

右 1800N 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 1850N （③）N/kg （②）N/kg
計 　　N 車両重量

　　　　　kg
（④）N/kg

手動 3600N （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）＝3400N－2400N＝1000N

　・�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＝1130kg＋55kg＝1185kg

　・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� 1000N
　　①＝� �＝� �＝0.8438…N/kg
� � 審査時車両状態における前軸重� 1185kg

　・�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「８」であり、

これを切り捨てると、答えは「0.843N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑥0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.843N/kg」であることから、判定は「⑪否」
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（左－右）＝1850N－1800N＝50N

　・審査時車両状態における後軸重（後後軸重）は、検査証より700kg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� 50N
　　②＝� �＝� �＝0.0714…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 700kg

　・�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「４」であり、

これを切り捨てると、答えは「0.071N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑦0.78N/kg以下」であり、計算値は「0.071N/kg」であることから、判定は「⑫適」
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）＝1800N＋1850N＝3650N

　・審査時車両状態における後軸重（後後軸重）は、検査証より700kg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� 3650N
　　③＝� �＝� �＝5.2142…N/kg
� � 審査時車両状態における後軸重� 700kg

　・�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「5.214N/kg」となる。
　・�判定基準値は「⑧0.98N/kg以上」であり、計算値は「5.214N/kg」であることから、判定は「⑬適」
となる。
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４－１　 ▽令和元年度第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、令和元年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（①）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３条（自動車の種別）

　　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（②）を基準として国土交通

省令で定める。

３．法第11条（自動車登録番号標の封印等）

　１～４　（省略）

　５�　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、（③）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。

４．法第12条（変更登録）

　　自動車の（④）は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、（④）の氏名若しくは名称

若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、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変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又

は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りではない。

５．法第40条（自動車の構造）

　　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（⑤）kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。）

　　（4）～（9）（省略）

６．法第59条（新規検査）

　１～２　（省略）

　３�　国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び（⑥）に関

する記録の提示を求めることができる。

７．法第61条（自動車検査証の有効期間）

　　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（⑦）年、その他の自動車にあっては（⑧）年とする。
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