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本書について
　本書は、沖縄運輸局において平成 25 年度から平成 30 年度までに行われた合計６年分計７回（第
３章及び第４章は５年分計５回）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（５年分） 第４章　年度別試験問題（５年分）

　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］であれば、平成30年度の試験問題であ
ることを示します。平成25年度は、試験が２回行われています。［25.1］であれば25年度第１回の
試験であることを示します。また、［30/25.2］の場合は、30年度と25年度第２回に同じ問題が出題
されていることを示します。 
　［30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、
本書は令和元年７月１日時点の法令（審査規程第23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５年分計５回の問題を年度ごとにまとめてありま
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省略しています。第３章を参照してください。

　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。
本書に併せて公論出版発行の「自動車検査ハンドブック平成31年（2019年）版」（定価2,000円）及
び保安基準及び審査事務規程の原文をまとめた「保安基準と審査事務規程〔原文〕」（定価3,000円）
をご活用ください。

　法令改正について：基本的に令和元年７月１日時点での法令（審査規程第 23 次改正まで）に対応
しています。したがって、７月１日以降の法令改正については、ご注意ください。
　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
そちらをご確認ください。⇒ http://www.kouronpub.com（または " 公論出版 " で検索）

令和元年８月
編集担当：安藤
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最近の主な改正概要 （平成30年３月～令和元年７月）

◆◇車両法関連◇◆
① 車両法の一部を改正する法律が令和元年５月

24 日及び同年５月 31 日交付された。具体的
には次の改正が予定されている（抜粋）。

　▪ 分解整備を「特定整備」に名称変更（この
改正により、自動車分解整備事業者が「自
動車特定整備事業者」となる）

　▪自動運行装置が保安基準対象装置に追加
　▪自動車検査証の IC カード化
　 なお、施行時期については交付後１年以内と

された。改正が決定している箇所ではあるが、
本書においては改正前の条文を収録している。

② 自動車整備事業者は概算見積を交付すること
が義務付けられているが、書面のみならず、
電磁的記録（データ）による見積の提供も可
能となった。〈施行規則・平成 30 年６月 27 日交付／同年 10 月
１日施行〉

③ 整備主任者研修及び自動車検査員研修につい
て、局・支局から受講の通知を行っていたが、
新規届出者・選任者及び１年ごとに受講の義
務があると明確化された。〈施行規則及び指定規則・平成
30年６月 27日交付／同年 10月１日施行〉

④ 検査対象軽自動車の車両番号標についても登
録自動車と同様にローマ字が使用できること
となった。〈施行規則・平成 30年８月 10日交付・施行〉

⑤ 自動車検査員は保安基準適合証等に記名及び
捺印により保安基準に適合している旨を証明
していたが、指定事業者が電磁的方法（電子
保適）により申請したときは押印する必要が
ないとされた。また、電子保適による標章の
様式が新たに定められた。〈指定規則・平成 31年３月８
日交付・同年７月１日施行〉

◆◇点検基準関連◇◆
① 車両総重量８トン以上の大型トラック、乗車

定員 30 人以上の大型バス及び被牽引自動車に
備えるスペアタイヤ及びツールボックスを新
たに定期点検の対象とした。〈点検基準・平成 30年６月
27日交付・施行〉

◆◇保安基準関連◇◆
① 自動車が衝突等により衝撃を受けた場合、自

動的に通報する装置として事故自動緊急警報
装置が保安基準第 43 条の８に規定された（本
書へは未収録）。〈保安基準及び細目告示・平成 30年７月 19日
交付・施行、審査規程第 23次改正〉

② 制動装置やABS テルテールが継続点灯・点滅
している自動車は審査時車両状態にないもの
（製作年月日により保安基準不適合状態）と
して審査中断されるが、新たに「BRAKE」及
び「ABS」といった文字だけによるテルテー
ル点灯時も、審査時車両状態にないと明確化
した。〈審査規程第18次改正〉

③ 従来、平成30年２月１日以降に製作された
乗用自動車等のタイヤ空気圧監視装置につい
て、「異常時に警報が適正に作動すること」
と規定されていたが、改正により基準が削除
された。〈審査規程第18次改正〉

④ その他の灯火等の制限の基準により、反射光
の色が白色である反射器であって後方に表示
するものを備えてはならないと規定されてい
るが、CNG及びLNGを燃料とする自動車の後
面に備える表示については基準に適合すると
明確化された。〈審査規程第18次改正〉

⑤ バスに備える乗降口の踏段であって、走行時
に車体下部に格納されるものについては有効
奥行き200mm以上であればよいと緩和され
た。〈審査規程第18次改正〉

⑥ 概ね令和２年７月１日以降に製作された二輪
自動車及び側車付二輪自動車について、す
れ違い用前照灯による審査を行うとした。な
お、設備等の環境が整うまでは走行用前照灯
で審査を行うことができる。〈審査規程第21次改正〉

⑦ 令和２年規制が適用される小型二輪自動車の
CO排出量が0.5％以下であることと強化され
た。〈審査規程第23次改正〉
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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（　）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�．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。［28］

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（　）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。［27］

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。［30/26］

５�．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。［25.1］

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
（　）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。［25.2］

［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。

1正解　１…技術の向上：２…整備事業：３…整備：４…公共の福祉：５…安全性：６…公害

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、原動機付自転車及び（　）をいう。［28］
２�．「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両をいう。［25.1］
３�．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、（　）及び軽車両をいう。［25.2］
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、法第２条第３項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［30］
５�．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、法第２条第３項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［29］
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６�．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、法第２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］
７�．道路運送車両法において、「軽車両」とは、国土交通省令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。［25.2］

［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。

2正解　１…軽車両：２…○：３…原動機付自転車：４…原動機：５…自動車：６…架線：７…×

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構造並びに原動機の種類及び総排気量または（　）を基準とし
て国土交通省令で定める。［30］
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（　）又は定格出力を基準として
国土交通省令で定める。［28］

３�．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。［27］

４�．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。［26］
５�．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。［25.1］
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１．自動車の構造関係
１ 保安基準

［過去出題例］
《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（　）又は公害防止
上その他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）～（9）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。［27］

　　（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。）
《自動車の装置》
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。［27］

　　（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
《乗車定員又は最大積載量》
４�．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。［28］
５�．自動車は、乗車定員又は（　）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。［25.2］

《保安基準の原則》
６�．法第 40 条から法第 42 条まで、法第 44 条及び法第 45 条の規定による保安上又は公害防止そ
の他の環境保全上の技術基準（以下「保安基準」という。）は、道路運送車両の構造及び装置が
（　）に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害
を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、
自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。［28］
７�．法第 40 条から法第 42 条まで、法第 44 条及び法第 45 条の規定による保安上又は公害防止そ
の他の（　）の技術基準（以下「保安基準」という。）は、道路運送車両の構造及び装置が運行
に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与
えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自
動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。［27］
８�．保安基準は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業
に安全であるとともに、通行人その他に（　）を与えないことを確保するものでなければならず、
かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課す
ることとなるものであってはならない。［26］
９�．法第 40 条から第 42 条まで、第 44 条及び第 45 条の規定による保安上又は公害防止その他の
環境保全上の技術基準（以下「保安基準」という。）は、道路運送車両の構造及び装置が運行に
十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、（　）その他に危害を与えな
いことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車
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の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。［25.1］

［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
◆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）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�（10）前面ガラスその他の窓ガラス�（11）～（20）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。
◆車両法◆第 46条（保安基準の原則）
１�．第 40 条から第 42 条まで、第 44 条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保
全上の技術基準（以下「保安基準」という）は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、
操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確
保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使
用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。

1正解	１…保安上：２…55：３…電気装置：４…乗車定員：５…最大積載量：６…運行
� ７…環境保全上：８…危害：９…通行人

２ 用語の定義
［過去出題例］
１�．空車状態とは、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。［30］

２�．「空車状態」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。［27］
３�．「審査時車両状態」とは、積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、積車状態に運転者１名が乗車した牽引自動車と積車状態の被牽引自動車とを連結した状
態）をいう。［26 改］
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１．ブレーキ制動力（その他保安基準適合性の判定）
１． 制動力の判定値の単位……………… 139
２． 制動力の判定基準値………………… 140
３． 平成30年度第１回　問題………… 141
４． 平成29年度第１回　問題………… 146

５． 平成28年度第１回　問題………… 151
６． 平成27年度第１回　問題………… 156
７． 平成26年度第１回　問題………… 161

１．ブレーキ制動力（その他保安基準適合性の判定）
１ 制動力の判定基準の単位

①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。
② 「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。

③ 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、自動車の重量の単位に使
われている（重量の単位は慣習的に「kg」が使われている）。

④ 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1,000kgであるとすると、制動力は
1,000N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。

⑤ 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。

⑥ 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。
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２ 制動力の判定基準値
①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。

②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。

③ 「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。

④ 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
⑤ 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。
⑥ また、問題を解くに当たっては、「ブレーキ・テスタの状態（乾いている・濡れている）」「計算値
の末尾の処理方法（小数点第３位以下切り捨て・小数点第３位を切り上げ）」などに注意する。
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１．平成30年度第１回　自動車検査員教習試験
１ 問題

（法令基礎・整備関係法令）
【１】次の各々の文は、道路運送車両法（以下「法」という。）及び同法施行規則に規定されている
条文について抜粋したものです。各文の（　）の中にあてはまる適切な字句を下枠の語群から選び、
その記号を記入しなさい。

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、（①）を増進することを目的とする。
２�．この法律で「自動車」とは、（②）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、法第２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�．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または（③）を基準として国
土交通省令で定める。
４�．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、これらを（④）はならない。
５�．何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の
型式の（⑤）を困難にするような行為をしてはならない。
６�．臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された（⑥）及び
経路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。
７�．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（⑦）又は公害防止
上その他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）～（9）略
８�．国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が（⑧）に適合すると認めるときは、自動車検
査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。
９�．自動車は、自動車検査証を（⑨）、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示し
なければ、運行の用に供してはならない。
10�．限定自動車検査証の有効期間は、（⑩）日とする。
11�．国土交通大臣は、第 60 条第１項、第 62 条第２項の規定により自動車検査証を交付し、又
は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき
（⑪）が納付されていないときは、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
12�．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、臨時検査合格標章、検査標章
又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に（⑫）してはならない。

13�．何人も、法第 58 条第１項の規定により（⑬）な自動車検査証の交付を受けている自動車又は法
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検査対象外軽自動車について、自動車又
はその部分の改造、装置の取付け又は取りはず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。
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14�．法第３条に規定する軽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
は下表（道路運送車両法施行規則別表第１（抜粋））のとおりである。

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

小型
自動車

四輪以上の自動車及び被けん引車で自動車の大きさが下
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（軽油を燃料とする自動車及び（⑭）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 2.00
リットル以下のものに限る。）

4.70
メートル
以下

（⑮）
メートル
以下

2.00
メートル
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

《語群》

ア．取り外して� イ．最高出力� ウ．国民の利益� エ．技術上� オ．使用
カ．審査事務規程� キ．自動車税� ク．識別� ケ．2.00� コ．天然ガス
サ．交付� ス．原動機� セ．14� タ．15� テ．液化石油ガス
ト．動力� ナ．目的� ニ．備え付け� ネ．登録� ノ．保安基準
ハ．定格出力� ヒ．貼付� フ．有効� ヘ．有用� ホ．汚損して
ミ．1.70� ム．時間� モ．保安上� レ．公共の福祉� ロ．自動車重量税

【�２】次の各々の文は、道路運送車両法（以下「法」という。）及び関係法令等に規定されている道
路運送車両の点検及び整備に関して述べたものである。各文の（　）の中に適切な字句を下枠の
語群から選び ､その記号を記入しなさい。

１�．自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び（①）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。
２�．自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通
省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の（③）に点検すべ
き事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
３�．車両総重量 3,705kg、乗車定員 11 人の自家用乗合自動車の使用者は、法第 48 条（定期点検整備）
の規定に基づき（④）月ごとに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。
４�．自動車（第 58 条第１項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く）の使用者は、当該自
動車について（⑤）（原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結
装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であって国土交通省令で定めるものをいう）をした
ときは、遅滞なく、（⑥）に記載しなければならない。
５�．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（⑦）ことができる。
６�．国土交通大臣は、自動車の（⑧）を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。
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