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３ ．TJP の主な走行環境条件は次のとおり。
　◇走行環境条件
　①道路状況及び地理的状況
　　▪ 道路区間…高速自動車国道、都市高速道路及びそれに接続

される又は接続される予定の自動車専用道路（下記に掲げ
る一部区間を除く）

　　▪ 除外区間／場所…自車線と対
向車線が中央分離帯等により
構造上分離されていない区間
急カーブ、サービスエリア・
パーキングエリア、料金所等

　②環境条件
　　▪ 気象状況…強い雨や降雪によ

る悪天候、視界が著しく悪い
濃霧又は日差しの強い日の逆
光等により自動運行装置が周
辺の車両や走路を認識できな
い状況でないこと

　　▪ 交通状況…自車が走行中の
車線が渋滞又は渋滞に近い
混雑状況であるとともに、前
走車及び後続車が自車線中
心付近を走行していること

　③走行状況
　　▪ 自車の速度…自車の速度が自動運行装置の作動開始前は約

30km/h 未満、作動開始後は約 50km/h 以下であること
　　▪ 自車の走行状況…高精度地図及び全球測位衛星システム

（Global Navigation Satellite System、GNSS) による情報
が正しく入手できていること

［自動運行装置］

巻頭カラーで「自動ブレーキの保安基準」等を解説！

ハンディータイプの本年度版は
「紫色カバー付き」です

セキュリィティー連動灯火の
規定追加

自動ブレーキ
装備義務化

突入防止装置の
基準緩和

近接排気騒音測定方法の
明確化

自動運行装置の
基準制定

車体表示の
基準明確化

同一価格でハンディータイプのA6サイズと、
B6サイズで文字が大きいワイド版があります

道路運送車両の保安基準（抜粋）
（最終改正：令和２年 12月 25 日・国土交通省令第 100 号）

独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程（抜粋）
（最終改正：令和２年 12月 15 日・第 34 次改正）

保安基準と審査事務規程〔原文〕

令和３年版

検査員＆整備主任者の

［令和３年４月発行］

保安基準と審査事務規程〔原文〕
令和３年版

公論出版のハンドブックと併せてご活用下さい。
ドアミラーウインカー取り外しマニュアル
 国産乗用車・平成13～25年収録版

定価 2,800円／送料300円／令和２年２月発行／A4サイズ／160頁

エンジン最高出力時の回転数データブック
国産乗用車・平成10～30年収録版

定価2,000円／送料300円／令和２年３月発行／A5サイズ／280頁

装飾板備え付け禁止の
明確化
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4 衝突被害軽減制動制御装置装着車両の継続検査
１ ．自動ブレーキ装着車両は、次の①及び②に掲げる基準に適合
することを検査しなければならない。

　◇改造・損傷の確認
　① 自動ブレーキは確実に機能す

るものであることが求められ
る。この場合、自動ブレーキ
の機能を損なうおそれのある
改造、損傷等のあるものは、
基準に適合しないと判断され
る。従って、改造・損傷等の
有無を確認する。

　◇インジケーターの確認
　② 自動ブレーキに解除装置が備えられている場合、当該解除装

置により自動ブレーキが作動しない状態となったときにその
旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであ
ること。従って、解除装置を操作（OFF）にした際、メーター
内等のインジケーターが警報することを確認する。

［自動ブレーキ］

車検に必須！新刊「自動車検査ハンドブック令和３年版」のご案内車検に必須！新刊「自動車検査ハンドブック令和３年版」のご案内車検に必須！新刊「自動車検査ハンドブック令和３年版」のご案内

●本書は、自動車の継続検査に必
要な保安基準＆審査事務規程を
分かり易く編集した書籍です。
●巻頭で「衝突被害軽減制動制御
装置」「自動運行装置」「電子制
御装置整備の外注」「近接排気騒
音・相対値と絶対値」について
カラー 32 ページで解説してい
ます。講習や勉強会等にいかが
でしょうか？
●収録
　▪保安基準第１条～第55条
　▪審査事務規程（抜粋）
　▪関係法令
　▪技術情報
●解説32P＋本文736P
●令和３年４月１日発行

●本書は、自動車の継続検査に必
要な保安基準＆審査事務規程を
分かり易く編集した書籍です。
●巻頭で「衝突被害軽減制動制御
装置」「自動運行装置」「電子制
御装置整備の外注」「近接排気騒
音・相対値と絶対値」について
カラー 32 ページで解説してい
ます。講習や勉強会等にいかが
でしょうか？
●収録
　▪保安基準第１条～第55条
　▪審査事務規程（抜粋）
　▪関係法令
　▪技術情報
●解説32P＋本文736P
●令和３年４月１日発行

令和３年版

ページ数は一緒！

文字が大きいワイド版

いずれも 定価 2,100円／送料400円／ページ数やレイアウトは同一です／第34次改正まで収録
（税込）（税込） （税込）（税込）

●保安基準の適否について、原文で確認する必要があります！
　本書は、保安基準と審査事務規程の原文を収録したものです。
●本文888P
●令和３年４月１日発行

●保安基準の適否について、原文で確認する必要があります！
　本書は、保安基準と審査事務規程の原文を収録したものです。
●本文888P
●令和３年４月１日発行  定価 3,000円／送料500円

（税込）（税込） （税込）（税込）

原文でチェック！

令和３年春・公論出版



保安基準関連書籍のご案内保安基準関連書籍のご案内

保安基準 図解○×集 乗用車編 第三版
定価 2,000 円

保安基準 図解○×集 貨物車編 第三版
定価 2,800 円

貨物車編 第三版貨物車編 第三版

図で簡単に○×判定！

262事例収録！
（基準の解説も含めて外装 79例、内装 36例、
灯火・ホーン 88例、シャシ 29例、原動機 30例）

保安基準が苦手でも解ります！

（令和２年 10月発行）

不正改造防止 ガイドブック　第三版
定価 2,000 円

二輪自動車

検査

ハンドブック

令和２･３年版

保安基準
審査事務規程

関係法令
技術情報

令和２年７月発行

二輪自動車検査ハンドブック 令和２･３年版
定価 3,300 円

図解 自動車の用途区分と特種自動車の構造要件
定価 3,000 円

自動車打刻位置自動車打刻位置自動車打刻位置
ハンドブックハンドブックハンドブック

車台番号＆原動機型式

平成 22年１月～令和元年 10月

令和２・３年版令和２・３年版令和２・３年版

自動車打刻位置ハンドブック 令和２・３年版
定価 2,000 円

消音器の経年劣化・
社外品への交換時に !!

排気騒音増加 !? 規制値を超える !?
⇒ 近接排気騒音を測定 !!

エンジン最高出力時の回転数データブック
国産乗用車・平成 10～ 30 年収録版 定価 2,000 円

自動車検査ハンドブック 別冊

ドアミラー・ウインカー

取り外しマニュアル

国産乗用車・平成 13 ～ 25 年収録版

令和元年 12 月発行

ドアミラーのウインカーが点滅しない !!
検査不合格！ ⇒ 本書で解決 !!

ミラーを割らずに
サクッと交換 !!

ドアミラーウインカー取り外しマニュアル
国産乗用車・平成 13～ 25 年収録版 定価 2,800 円

自動ブレーキエイミングマニュアル
平成 29年版・平成 31 年版・令和２年版 各 3,800 円

自動車点検基準で定める、ばい煙、悪臭のあるガス
有害なガス等の発散防止装置の点検マニュアル

vol.５
令和２年１月発行定期点検整備の確実な実施を目指して

■ 収　　録

平成 28年～令和元年の

乗用車 42車種＆軽バン２車種

EGR、エアポンプ等の有無と位置

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等発散防止装置

□ メターリング・バルブの状態

□ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

□ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷

□ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

□ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

□ 触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付の緩み、損傷

□ 二次空気供給装置の機能

□ 排出ガス再循環装置の機能

□ 減速時排出ガス減少装置の機能

□ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

排ガス装置の点検マニュアル
Vol.１～５ 各 2,500 円

速度計試験時の車両設定マニュアル
定価 1,200 円


