
平成 28 年６月
ご購読者様各位

株式会社 公論出版
（旧 自動車公論社）

審査事務規程 第 69 次改正について

　審査事務規程の第 69 次改正が平成 28 年３月 25 日に行われ、同年３月 28 日（第４章 自動車

の検査等に係る審査の実施方法及び直前及び側方の視界に係わる改正については、同年４月１

日）に施行されました。

　このため、平成 28 年版 自動車検査ハンドブック（以下、本書）の内容と現行規定が適合し

なくなる部分が生じます。そこで、本書への対応として、審査規程第 69 次改正の改正概要表を

公表致します。

　改正概要表は、本書において改正が適用される箇所に直接貼り付けるように製作されていま

す。尚、本書には直接関係のない改正（新規検査等）及び軽微な用語の改正（検査証を自動車

検査証に改正）等は省略していますのでご了承ください。また、一部訂正箇所を修正している

場合もあります。

検査ハンドブック編集部

《注意》

　◎実線のアンダーライン箇所（一部省略）は改正部分を示す。

　◎点線のアンダーライン箇所は訂正部分を示す。

《参考とした出版物等》

　◎自動車検査独立行政法人　審査規程（ホームページ）

　◎国土交通省　保安基準・細目告示等（ホームページ）
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［最近の改正］

審査規程 第 69 次改正の概要

❶自動車検査場における秩序の維持を明確化

　 審査規程において、「２－１ 自動車検査場における掲示等」に

おいて自動車検査時の注意事項等を規定していた。しかし、暴

力・威圧行為などの不当要求が後を絶たないことから、「４－

１ 自動車検査場における秩序維持」と明確化し、更にその詳

細を定めた。

❷「不適切な補修等」明確化

　 補修等を部品の取付け、取外し、補修、表示とし、それぞれ詳

細を定めた。また、審査時に部品等を「手で揺する」等により

確認する事となった。

❸走行距離表示値の差の明確化

　 自動車の総走行距離表示値の単位がmile（マイル）の場合、自

動車検査票１と実車との差が200mile以下のときは同一である

こととみなされる、という規定が追加された。

❹高圧ガスの燃料装置審査方法の明確化

　 液化石油ガス等を燃料とする自動車の燃料装置のガス容器、お

よび導管に関する基準の審査について視認、または図面もしく

は写真により確認する、と明確化された。

❺年少者用補助乗車装置装備要件の緩和

　 年少者用補助乗車装置取付具を備える必要がある自動車であっ

ても、座席を取り外す改造等が行われた場合、その個数を減ず

ることができると明確化した。

❻乗降口の有効幅及び高さの緩和

　 基準に適合する乗降口を備えている自動車であって、車いす用

の乗降口を別に備える場合、車いす用のものには有効幅600mm

以上、および有効高さ1,600mm以上の基準は適用されないとし

た。

❼番号灯の基準移動

　 「番号灯の一部が点灯しないものは基準に適合しないものとす

る」という基準が４－４（２－４）不適切な補修から８－76（５

－68）番号灯へ移動した。

❽方向指示器の取付要件追加

　 大型貨物自動車等には両側面の前部、および中央部に１個ずつ

方向指示器を備えることとされていた。改正により、両側面に

３個ずつ方向指示器を備えることという基準が追加され、また

その性能要件が定められた。なお、この基準は平成29年11月18

日以降に製作される自動車に適用される。

❾灯火等の制限の明確化

　 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えていれば後

方の白色灯火、および300cdの光度制限から除外されるが、ス

イッチも点灯状態を確認できる装置とみなされることとなった。

�警音器の音の大きさ緩和と音量測定の審査基準追加

　 平成16年１月１日以降に製作された自動車に適用される警音器

の音の大きさの基準が「112dB以下93dB以上」から、「112dB

以下87dB以上」に緩和された。

　 また従来、警音器の音の大きさは原動機を停止した状態で行う

こととされていたが、アイドリング状態で行ってもよいことと

なった。

�直前直左鏡（直前及び前方の視界）の基準明確化

　 直前、および前方の視界を確保するための直前直左鏡やカメラ

等の装置について、基準を明確化した。また、その補修方法等

についても明確化された（不適切な補修等参照）。

［指定記録簿の記載例］

…………………………………………………………………………………………………

■四輪自動車の速度計（保安基準第46条）

項　　　目 判定基準

指
示
の
誤
差

自動車の速度計が

40km/h を指示し

た時の速度計試験

機の指示値

平成 18年 12 月 31 日

以前の製作車
31.0km/h ～ 44.4km/h

平成 19 年１月１日

以降の製作車
31.0km/h ～ 42.5km/h

《テスターの指示値38.5km/h》

速度計の誤差

km/h

＋ ・ －

１．５

《テスターの指示値40km/h》

速度計の誤差

km/h

＋ ・ －

０

《テスターの指示値42.5km/h》

速度計の誤差

km/h

＋ ・ －
２．５

…………………………………………………………………………………………………

■警音器（保安基準第43条）

平成 16年１月１

日以降の製作車

自動車の前端から前方７m、高さ

0.5m ～ 1.5m の範囲で音が最大

となる位置で２回測定した平均

値。聴感補正回路は A 特性。
判定

基準

87～

112 dB

平成15年12月31日

以前の製作車

自動車の前端から前方２m、高さ

１m の位置で２回測定した平均

値。聴感補正回路は C 特性。

90～

115 dB

※平成15年12月31日以前の製作車は２つの基準のどちらを用いてもよい。

 （単位：dB）

計測値と暗騒音の差 ３ ４～５ ６～９

補正値 ３ ２ １

26

■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.１（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P13 下部の余白に追加貼付。 ◎ 点線で切り取り、P26 全面に貼付。なお、改正箇所が

93dB → 87dB の１箇所であるため、加筆修正も推奨
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.２（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P35 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P133 全面に貼付。

［第１条　用語］

アルコール類 400㍑

第２石油類 灯油、軽油 1,000㍑

第３石油類 重油 2,000㍑

不凍液、ブレーキ液 4,000㍑

第４石油類 各種オイル（エンジン、
ミッション、デフ）
塗料類

6,000㍑

◎ 「技術基準等」細目告示別添の技術基準、技術基準通達別添の

技術基準、協定規則の技術的な要件及び世界統一技術規則の技

術的な要件をいう。

◎ 「客室の右側面の後部」客室の右側面のうち客室の長手方向の

中央より後方の部分をいう。

◎ 「技術基準通達」道路運送車両の保安基準に係る技術基準につ

いて（依命通達）（昭和58年10月1日付け自車第899号）をいう。

◎ 「協定規則」「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並

びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための

条件に関する協定」に附属する規則をいう。なお、以下規程に

おいては、細目告示又は適用関係告示上の表記に対し次の例に

より表記する（本書において、番号の記載を省略している箇所

もある）。

細目告示又は

適用関係告示

上の表記

協定規則第●号の技術的な要件（同規則第■改訂

版補足第▲改訂版の規則○、□及び△に限る）

規程上の表記 UN R ● - ■ -S ▲の○、□及び△

◎「緊急自動車」次に掲げる自動車をいう。

　①消防自動車 ②警察自動車

　③検察庁の犯罪捜査用自動車 ④防衛省の緊急出動用自動車

　⑤刑務所等の緊急警備用自動車 ⑥密入国警備自動車

35

［第17条　高圧ガスの燃料装置］

　ものであること。

◎ 視認、または図面若しくは写真により協定規則に定める特定構

成部品の適合性が確認できるものであって、その取付けが確実

であり、かつ、機能を損なうおそれのある緩み、および損傷の

ないものは、「◇ガス容器及び導管」の規定に適合するものと

する。

…………………………………………………………………………………………………

■液化石油ガス燃料装置の追加基準

◎ 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料へ

の引火等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に

関し、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

　① ガス容器の充填口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気

管の開口部から300mm以上離れていること。

　② ガス容器の充填口は、露出した電気端子及び電気開閉器から

200mm以上離れていること。

　③ ガス容器の充填口は、座席又は立席のある車室（隔壁により

仕切られた運転者室を除く）の内部に開口していないこと。

…………………………………………………………………………………………………

■圧縮水素ガス容器及び配管に関する基準

※ 平成29年２月12日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とす

る自動車についてはこの基準を適用しない（平成29年２月12日

以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車はトヨタ

MIRAIが該当する）。

◇損傷

◎ ガス容器及び配管等（水素ガスの流路の構成部品であって、燃

料電池スタック、原動機、ガス容器及び容器附属品を除く部分

をいう）の取付部に緩み及び損傷がないこと。

◇気密検査

◎ 配管等は、通常使用される圧力の中で最も高い圧力において、

外部に対して気密性を有するものでなければならない。

　 この場合において、配管等に圧力がかかった状態で、高圧部か

ら燃料電池スタック（燃料電池自動車以外の自動車にあっては

原動機）に至るまでの配管等の確認可能な箇所においてガス検

知器又は検知液（石けん水等）を用いて水素ガス漏れの検知を

行い、検知されないものは、この基準に適合するものとする。

133
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.３（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P135 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P136 全面に貼付。

［第17条　高圧ガスの燃料装置］

◎ 圧力計又は残量計が正常に作動しているものであること。

容器再検査の期間（容器保安規則、抜粋）

◇刻印等の方式

第 ８条　容器検査に合格した容器に刻印をしようとする者（指定

容器検査機関等）は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明

瞭に、かつ、消えないように、次に掲げる事項をその順序で刻

印しなければならない。

　①検査実施者の名称の符号

　②容器製造業者（以下③～⑨、及び⑪～⑮省略）

　⑩ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料

装置用容器にあっては、充てん可能期限年月日（容器検査に

合格した日の前日から起算して15年を経過した日）

◇容器再検査の期間

第 24条　容器再検査の期間は、区分ごとに示される起算日から、

それぞれ次に掲げる期間とする。

 《自動車燃料装置用容器の起算日及び再検査期間》

燃料の別 経過年数 起算日 再検査期間

液化石油ガス（※１） 20年未満 容器（再）検査合

格月の前月の末日

６年（※２）

20年以上 ２年

圧縮天然ガス及び

圧縮水素
４年以下 ４年

４年超 ２年２月

　※１： 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするも

のであり、かつ溶接容器に限る。

　※２： 自動車検査証の有効期間が１年の自動車が最初に受ける

容器再検査については、次の期間とすることができる。

　　　　▪起算日：容器検査合格月の前月の末日

　　　　▪ 容器再検査の期間：当該容器が装置されている自動車

が上記起算日から起算して６年を経過して最初に受け

る継続検査までの間
135

［容器再検査の期間（容器保安規則）］

【液化石油ガス容器再検査期間（※２関係）】

登録

28.4.1

自動車

容器

検査合格月

28.2

再検査起算日

28.1.31

《自動車検査証の有効期間が１年の自動車の例》

自動車検査証の

有効期間

30.3.31

継続検査による

新規有効期間

34.3.31

起算日から６年経過

34.2.28

（中略）

最初に受ける容器再検査期間

◇附属品再検査の期間

第 27条　バルブ等附属品再検査の期間は、当該附属品が装置され

ている容器が次に掲げる期間を経過して最初に受ける容器再検

査までの間とする（一部省略）。

 《附属品再検査期間》

区分 起算日 期間

下記以外 附属品検査等合格日 ２年

アルミニウム合金製ス

クーバ用継目なし容器

附属品検査等合格日の前月

の末日

４年１月

自動車に装置された状

態で液化石油ガスを充

てんする容器に装置さ

れている附属品

経過

年数

７年６月

以下

附属品検査

等合格日

２年

７年６月

超

１年

　※ 「装置」とは、「ある目的のために機械・道具などを取り付

けること」の意。

136
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.４（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎点線で切り取り、P227 全面に貼付。 ◎点線で切り取り、P235 全面に貼付。

［第22条の５　年少者用補助乗車装置］

　② 運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高

齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車

　③ 運転者席より後方に備えられた乗車を補助する装置が昇降す

ることにより、高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むこ

とが可能な自動車

　　※ トヨタ ウェルキャブ、日産 ライフケアビークル等の福祉

車両が該当する（編集部）。

　④ 乗車定員10人以上の乗用自動車

　⑤特殊用途自動車

　⑥幼児専用車

　⑦後席を備えていない乗用自動車

　※ 平成24年６月30日以前に製作された自動車については、この

取付具装備の規定は適用しない（装備要件はない）。

◎ 上記に規定する自動車であって、年少者用補助乗車装置取付具

が備えられた座席を取外す改造をした自動車については、当該

座席を取外した数だけ備え付けるべき年少者用補助乗車装置取

付具の個数を減じることができる。

〔適用関係の整理：年少者用補助乗車装置取付具の装備要件〕

自動車の種別 乗車定員 取付具の装備

乗用自動車

10人未満
後席有り

～24.6.30
不要

24.7.1～
必要

後席無し 不要

10人以上 不要

幼児専用車 不要

福祉車両 不問 不要

特殊用途自動車 不問 不要

◎ 幌型形状で複数の列の座席を有するものについては、ISO FIX

取付装置を２個以上備えればよい。

◎ 以下に掲げる全ての要件を満たすものは、上記にかかわらず年

少者用補助乗車装置取付具を１個備えればよい。

　①乗降口が２個以下であること。

227

［第25条　乗降口］

　 場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるものに備

える扉をいう）は、自動車が衝突等による衝撃を受けた場合

において、容易に開放するおそれがない構造でなければならな

い。この場合において、［指定自動車等に備えられている扉と

同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉］または

［装置の型式の指定を受けた扉又はこれに準ずる性能を有する

もの］等であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷

のないものは、この基準に適合するものとする。なお、乗車定

員11人以上の自動車及び大型特殊自動車の乗降口に備える扉は、

この耐衝撃性に関する規定は適用しない。

◇バス等の乗降口の基準

※ 平成26年３月31日以前に製作された乗車定員10人以下の自動

車（大型特殊自動車を除く）の乗降口に備える扉は、基準［閉

鎖している状態を保持するための装置を備えているものである

こと］も適用される。

◎ 乗車定員11人以上の自動車（緊急自動車及び幼児専用車を除く）

の乗降口は、安全な乗降ができるものとして大きさ、次の基準

に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接

着席できる座席のためのみの乗降口、運転者室及び客室以外の

車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃

を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるも

の並びに非常口にあっては、この限りでない

　① 乗降口の有効幅は600mm以上であり、有効高さは1,600mm

以上であること。ただし、通路の有効高さを1,200mm以上と

することができる自動車にあっては、有効高さが1,200mm以

上であること。

　　 ただし、当該乗降口とは別に設ける乗降口であって、専ら車

いすを使用している者の利用に供するものにあっては、この

限りでない。

　② 空車状態において床面の高さが地上450mmを超える自動車

の乗降口には、次に掲げる踏段を備えること。

235
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.５（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P412 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P453 全面に貼付。

［第36条　番号灯］

第36条 番号灯

△

審査規程８－76（５－68）、細目告示第205条。

◎ 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、

小型特殊自動車を除く。

〔基準のまとめ〕

灯光色  

▪ 白色
明るさ  

▪ ８ルクス以上  
…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◇番号標の明るさ

◎ 番号灯は、夜間後方20m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また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。

　 この場合において、次のいずれかに該当し、その機能が正常で

ある番号灯は、この基準に適合するものとする。

　▪ 番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が８ルクス

以上のもの

　▪ 協定規則の技術的な要件に基づく番号標板面の輝度が２cd/

m２以上のもの

◇灯光の色等

◎番号灯の灯光の色は、白色であること。

◎番号灯は、一部が点灯しないものでないこと。

…………………………………………………………………………………………………

■取付に関する要件

◇点灯操作

◎ 番号灯は、運転者席において消灯できない構造、または前照灯、

前部霧灯もしくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯

できない構造であること。
412

［第41条　方向指示器］

第41条 方向指示器

△

審査規程８－87（５－79）、細目告示第215条。

◎ 自動車には、方向指示器を備えなければならない。ただし、牽

引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが６m

未満となる被牽引自動車は、除くものとする。

★ 編注：「大型貨物自動車等の両側面に３個ずつ備える方向指示

器」の基準は、次の自動車には適用されない。

　①平成29年11月17日以前に製作された自動車

　② 平成29年11月17日以前の型式指定自動車、新型届出自動車ま

たは輸入自動車特別取扱自動車であって、平成29年11月18日

以降に前部方向指示器に係る性能について変更がないもの

　③ 平成29年11月17日以前に「灯火器及び反射器並びに指示装置

の取付装置」の型式指定を受けた自動車であって、平成29年

11月18日以降に前部方向指示器に係る性能について変更がな

いもの

　④ ②または③に掲げる自動車と前部方向指示器に係る性能につ

いて変更がないもの

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◇光源ワット数と照明部の大きさ

◎ 方向指示器は、方向の指示を表示する方向で、次の表１に示す

位置から、昼間に点灯を確認できるものであり、かつ、その照

射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合にお

いて、次の表２に掲げる性能を有するものであって、かつ、そ

の機能が正常である方向指示器は、この基準に適合するものと

する。

〔表１：昼間に点灯が確認できる距離〕

自動車の種類と方向指示器の種別 位置

自動車の前面または後面に備える方向指示器 100m

乗用自動車(バスを含む)の両側面に備える方向指示器 30m

大型貨物自動車等を除く貨物用自動車の両側面に備える
方向指示器

30m

車両総重量が８トン以上または最大積載量が５トン以上
の普通自動車（大型貨物自動車等）の両側面の前部に備

える方向指示器または大型貨物自動車等の両側面に３個
ずつ備えるもの

30m

大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器 100m

セミトレーラを牽引する牽引自動車の両側面に備える方
向指示器

30m

被牽引自動車の両側面の中央部に備える方向指示器 100m

453
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.６（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P454 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P456 全面に貼付。

［第41条　方向指示器］

〔表２：方向指示器の光源と大きさの基準〕

方向指示器の
種類

自動車の種類

要件

光源の

W数
照明部
の面積

方向の指示を

前方または後

方に対して表

示するための

方向指示器

長さ６m以上の自動車 15W以上

60W以下

40cm２

 以上

長さ６m未満の自動車 15W以上

60W以下

20cm２

 以上

両側面に備え

る方向指示器

（点灯確認距

離が30mであ

るもの）

平成22年４月１日以降に製

作された長さ６m超の自動

車

６W以上

60W以下

20cm２

以上＊

平成18年１月１日以降平成

22年３月31日以前に製作さ

れた長さ６m以上の自動車

及び平成22年４月１日以降
に製作された長さ６mの自
動車

３W以上

60W以下

20cm２

以上＊

その他の自動車 ３W以上

30W以下

10cm２ 
以上＊

両側面に備え

る方向指示器

（点灯確認距

離が100mであ

るもの）

全車

15W以上

60W以下

40cm２

 以上＊

大型貨物自動
車等の両側面
に３個ずつ備
えるもの

３W以上

30W以下

10cm２ 
以上＊

＊ 各照明部の車両中心面への投影面積及び車両中心面と45°に交

わる鉛直面への投影面積とする。

　※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、光源

のW数について、上限の規定（60W以下または30W以下）は

除外することができる。

454

［第41条　方向指示器］

　※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、自動

車の後面に備える方向指示器は、後方10mの距離における地

上2.5mまでのすべての位置から、その照明部を見通すこと

ができるものであればよい。

◎ 自動車の両側面に備える方向指示器および大型貨物自動車等の

両側面に３個ずつ備えるもの（点灯確認距離が100mであるも

のを除く）の照明部は、自動車の側方の次に掲げる範囲におい

て、全ての位置から見通すことができるものであること。ただ

し、全長が６mを超える自動車（正確には細かい区分がある）

は、「上方15°と下方15°」の規定を「上方30°と下方５°」とす

る。また、照明部の中心の高さが地上750mm未満である場合は、

前面または後面に備える方向指示器も含め、「下方15°」の規定

を「下方５°」とする。

　①方向指示器の中心を含む水平面から上方15°と下方15°

　② 方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面

から後方の外側方向５°と外側方向60°

　※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、両側

面に備える方向指示器は、後面両側の方向指示器を結ぶ直線

を含む鉛直面上で、自動車の最外側から外側方向１mの距離

における、地上１mから2.5mまでの全ての位置から指示部

を見通すことができればよい。

456
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.７（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P457 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P461 全面に貼付。

［第41条　方向指示器］

…………………………………………………………………………………………………

■取付に関する要件

◇方向指示器の種類と備え付けが必要な自動車

◎ 自動車には、方向指示器を車両中心線上の前方及び後方30mの

距離から照明部が見通すことのできる位置に、少なくとも左右

１個ずつ備えること。

◎ 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、

大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでな

い。

◎ 自動車の両側面には、方向指示器を備えること。ただし、車両

総重量が８トン以上または最大積載量が５トン以上の普通自動

車（大型貨物自動車等）は除くものとする。なお、セミトレー

ラを牽引する牽引自動車、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につい

ては、大型貨物自動車等に含めないものとし、その両側面に方

向指示器を備えること。

◎ 大型貨物自動車等には、両側面の前部（被牽引自動車に係るも

のを除く）に１個ずつ方向指示器を備えるほか、両側面の中央

部に１個ずつ、または両側面に３個ずつ方向指示器を備えるこ

と。

457

［第41条　方向指示器］

◎ 大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器は、自

動車の最外側から外側方向１mの車両中心面に平行な鉛直面に

おいて、その方向指示器の取り付け位置の前方１mから自動車

の後端までを結ぶ延長線上で、地上１mから1.6mまでの全て

の範囲から照明部を見通すことができるように取り付けられて

いること。

◎ 大型貨物自動車等の両側面に３個ずつ備える方向指示器は、自

動車の全長に対し可能な限り均等に配分されるように取付けら

れていること。

461
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.８（平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P474 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P478 全面に貼付。

［第42条　その他の灯火等の制限］

★解説：特殊な灯火

　＊ １：路線バスの後面両側の上端に備えられている標識用灯火

（マーカーランプ）などが該当する。路線バスでは、この標

識用灯火により他の自動車との識別が容易となる。

　＊ ２(終車灯)：路線バスなどで当日の最終便を示すために用

いられる。方向幕の白地部分を赤色にしたものと、方向幕の

照明を赤色にしたものがある。

　　 方向幕：路線バスなどで、前面と後面の車体上部に表示して

ある行き先部分。最近では電光表示式のものが多くなってい

る。

　＊ ３(非常灯)：タクシーや路線バスなどで異常事態が発生し

た場合に、それを周囲に表示するための点滅灯火をいう。タ

クシーでは、屋根の上の社名表示部分に赤色の非常灯が設け

られている。また、路線バスなどでは、非常点滅表示灯を毎

分120回を超えて点滅させることで、非常灯としているケー

スが多い。

◇後方の白色灯火の禁止

◎ 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射しまたは後方

に表示する白色の灯火を備えてはならない。この場合において、

指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火（コー

チランプ）と同一の構造で、かつ、同一の位置に備えられた白

色の灯火はこの基準に適合するものとする。

　〔除外される後方の白色灯火〕

▪低速走行時側方照射灯、番号灯、後退灯、室内照明灯

▪一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯

▪一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯

▪運転者席で点灯できない作業灯

▪�運転者席において点灯状態を確認できる装置（ON/OFFが容

易に確認できる構造のスイッチを含む）を備えた作業灯

▪走行中に使用しない灯火

474

［第42条　その他の灯火等の制限］

◇光度の制限

◎ 自動車に備える灯火は、次に掲げる灯火を除き、光度が300cd
以下のものでなければならない。

　※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、尾灯

及び補助制動灯は、その光度が300cdを超えてもよい。

　〔除外される光度が 300cd超の灯火〕

▪ 前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、側

方灯

▪番号灯、可変光度制御機能を有する後部霧灯

▪後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯

▪方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯

▪緊急制動表示灯

▪後面衝突警告表示灯

▪速度表示装置の速度表示灯

▪室内照明灯

▪ 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリ

フトに備える赤色の灯火であって運転者席で点灯できないも

の

▪緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火

▪自主防犯活動用自動車の青色防犯灯

▪ 火薬類または放射性物質等を積載していることを表示するた

めの灯火

▪旅客自動車運送事業用自動車の非常灯

▪ 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作

業中であることを表示する電光表示器

▪ 運転者席で点灯できない作業灯、運転者席において点灯状

態を確認できる装置（ON/OFFが容易に確認できる構造のス

イッチを含む）を備えた作業灯

▪走行中に使用しない灯火（前面に備える駐車灯を除く）

478
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.９平成28年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

 ◎ 点線で切り取り、P481 全面に貼付。

［第43条　警音器］

第43条 警音器

△

審査規程８－93（５－83）、細目告示第219条。

◎ 自動車は警音器を備えなければならない。ただし、被牽引自動

車は除くものとする。

◎ 自動車（緊急自動車を除く）には、車外に音を発する装置であっ

て警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行

者の通行その他の交通の危険を防止するため、自動車が右左折、

進路の変更もしくは後退するときに、その旨を歩行者等に警報

するブザその他の装置、または盗難、車内における事故その他

の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置について

は、この限りでない｡

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◇音色及び音量の基準

◎ 警音器の音の大きさ（２以上の警音器が連動して音を発する場

合は、その和）は、自動車の前方７mの位置において112dB以
下87dB以上であること。

◎警音器は、サイレンまたは鐘でないこと。

◇音量及び音色が一定であること

◎ 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、

音の大きさ及び音色が一定なものでなければならない。この場

合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準

に適合しないものとする。

　①音が自動的に断続するもの

　②音の大きさ、または音色が自動的に変化するもの

　③ 運転者が運転者席で、音の大きさまたは音色を容易に変化さ

せることができるもの

480

［第43条　警音器］

…………………………………………………………………………………………………

■テスタによる音量の測定

◎ 音の大きさが基準値の範囲内にないおそれがあるときは、騒音

計を用いて次のように計測するものとする。

　①騒音計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。

　② マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から７mの位

置の地上0.5mから1.5mの高さにおける、音の大きさが最大

となる高さにおいて、車両中心線に平行かつ水平に自動車に

向けて設置する。

　③周波数補正回路（聴感補正回路）はA特性とする。

　　※ 周波数補正回路については、「第30条　騒音防止装置」の

項を参照。

　④次に掲げるいずれかの方法により電圧を供給するものとする。

　　▪ 原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供

給する方法

　　▪ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、

当該自動車のバッテリから供給する方法

　⑤ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受

けない場所とする。

　⑥計測値の取扱いは、次のとおりとする。

　　▪計測は２回行い、１dB未満は切り捨てるものとする。

　　▪ ２回の計測値の差が２dBを超える場合には、計測値を無

効とする。ただし、いずれの計測値も音量の基準値（87～

112dB）の範囲内にない場合には有効とする。

　　▪ ２回の計測値（暗騒音による補正後の値）の平均を音の大

きさとする。

　　▪ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が３

dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を

481

◎ 点線で切り取り、P480 全面（左側のインデックスが隠

れないよう）に貼付。なお、改正箇所が 93dB → 87dB

の１箇所であるため、加筆修正も推奨
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■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.10（平成 28 年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P497 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P501 全面に貼付。

［第44条　直前直左鏡］

　④運転者席の座席は、次のとおりに調節した位置とする。

　　▪ 前後及び上下に調節できる場合は、それぞれの中間位置と

する。

　　▪ 座席の背もたれの角度が調節できる場合は、鉛直面から後

方に25°の位置とする。

　⑤ 運転者席の座席に座布団またはクッション等を備えている場

合には、取り除いた状態とする。

◇安全性

◎ 直前直左鏡等は、その取付部付近の自動車の最外側より突出し

ている部分の最下部が、地上1.8m以下のものは、その部分が

歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。

◇カメラ、モニターの要件

◎ カメラ、およびカメラからの画像情報を運転者に表示する画像

表示装置にあっては、次の要件に適合するものでなければなら

ない。

　① 運転者が「◇確認時の自動車の状態」でカメラから得られる

画像を表示することができるものであること。

　② 直接、または鏡により視認できない範囲の全てを同時に表示

することができない画像表示装置（モニター）は、運転者が

運転者席において、カメラ、または画像表示装置を操作する

ことにより運転者が確認しようとしている範囲を表示するこ

とができるものであること。

◇鏡面のひび割れ等の損傷

◎ 取付けが不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又は

ひび割れのある後写鏡は、確認範囲の性能に関する基準に適合

しないものとする。

　 この場合において、次に掲げるものは、取付けが不確実な鏡と

する。ただし、指定自動車等に備えられた鏡等と同一構造のも

のは除く。

　① 取付部が吸盤形状であることが外観上明らかなもの

　② 他の部品（作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置に係る

ものを除く）との共締めのみにより取付けられているもの

　③ 貼付けられたシート等の上に接着固定等されているもの

〔適用関係の整理：平成18年12月31日以前に製作された自動車〕

◎ 平成18年12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。ただし、平成17年１月１日以

降に指定を受けた型式指定自動車及び新型届出による取扱いを

受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。

◎ 次の表の左欄に掲げる自動車（被牽引自動車を除く）には、運

転者が運転者席においてそれぞれ次の表の右欄に掲げる障害物

を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、

運転者が運転者席において当該障害物を直接確認できる構造の

自動車にあっては、この限りでない。

497

［第46条　速度計等］

　のは、以上の速度の確認性に関する基準に適合するものとする。

…………………………………………………………………………………………………

■走行距離計表示値の確認（審査事務規程４－10（２－９））

◎ 規定により走行距離計を備えなければならない普通自動車及び

小型自動車であって、次の検査に係るものについて、走行距離

計の確認を行うものとする。

　① 新規検査及び予備検査（一時抹消登録を受けた自動車及び自

動車検査証が返納された自動車に限る）

　②継続検査　　　　　③構造等変更検査

◎ 走行距離計の確認は、次により行うものとする。

　① 受験車両の総走行距離計表示値と自動車検査票１の走行距

離計表示値欄に記載された数値が同一であることを確認す

る。この場合において、受験車両の総走行距離計の表示値と

自動車検査票１の走行距離計表示値欄に記載された数値の差

が200km（表示単位がmileの場合は200mile）以下のときは、

同一であるとみなす。

　② 総走行距離計（オドメータ）と区間距離計（トリップメータ）

を切り換える方式の距離計を備える自動車にあっては、表示

されている距離計が総走行距離計であることを確認する。

【検査車両の表示値と記載値の相違】

走行距離計
表示値

km
mile

0 0

《自動車検査票１》

１１３４２５

《検査車両の表示値》

１ １ ３ ４

113,425－113,400＝25≦200（○）

走行距離計
表示値

km
mile

0 0１ １ ３ ３

113,425－113,300＝125≦200（○）

走行距離計
表示値

km
mile

0 0１ １ ３ ２

113,425－113,200＝225＞200（×）

501
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［自動車部品の装着］

８．騒音防止装置関係の部品

▪マフラー　　　　　　　▪ 排気管

９．その他

▪ ナンバー取付ステー　　▪ 任意灯火器類

▪ 規定灯火器類　　　　　▪ ミラー

▪ ディーゼル微粒子除去装置（酸化触媒、DPF等）

２ 不適切な補修（保安基準に適合しない補修）

△

審査規程４－４（２－４）。

◎ 基準適合性審査にあたり、自動車の装置、または部品の取付け、

取外し若しくは補修、および車体、または装置への表示につい

て、次に掲げる例による方法、およびこれらに類する方法によ

り措置されたものであることが外観上確認された場合は、指定

自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き、保安

基準に適合しないものとして取扱うものとする。

◇装置または部品の取付け

① 粘着テープ類、ロープ類、または針金類による取付け

　 ただし、自動車用部品の取付けを目的として設計・製作された

粘着テープ類による取付けを除く

② 挟込み、または差込みによる取付け等、工具を用いずに容易に

取外すことのできる方法による取付け

　 ただし、指定自動車等において脱着を可能としているもの、お

よび貨物の積みおろしのために一時的な取外しを要するもの★

を除く

　★  編注：除かれる装置等には、貨物用自動車の物品積載装置の

スタンション等が該当する。

③ 扉、窓ガラス等の開閉により脱落する、またはそのおそれがあ

る取付け

④ 走行装置の回転部分附近の車体（フェンダー等）にベルト類、

ホース類、粘着テープ類、紙類、布類、段ボール類、スポンジ

類、発泡スチロールが取付けられているもの

　 ただし、自動車用部品の取付けを目的として設計・製作され、

当該目的のために貼付された粘着テープ類を除く

⑤ 灯火器、８－100（５－89）直前及び側方の視界に規定する鏡

その他の装置★の取付けに伴い、当該装置の電気配線が車体外

表面に露出しているもの

　 ただし、大型特殊自動車並びに被牽引自動車であって、露出し

ないよう配線することが困難なものを除く

　 この場合において灯火器とは、８－62（５－57）走行用前照灯

から８－91（５－81の３）緊急制動表示灯に規定する灯火等の

うち、備付けを要するものをいう

　★  編注：８－100の鏡その他の装置とは、直前、および側方の

視界を確保するための直前直左鏡やカメラが該当する。

543

［不適切な補修］

◇装置または部品の取外し

① 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火（赤色以外のものを

含む）であって、当該灯火に係る電球、全ての配線、および灯

火器本体（カバー類、粘着テープ類その他の材料により覆われ

ているものを含む）が取外されていないもの

　 ただし、教習用二輪車に備える教習用灯火を除く

② 不点灯状態にある灯火であって、当該灯火に係る電球（光源）、

および全ての配線が取外されていないもの

　 この場合において灯火とは、８－62（５－57）走行用前照灯か

ら８－91（５－81の３）緊急制動表示灯に規定する灯火等、お

よびその他の灯火をいう

　 ただし、反射器、速度表示装置、および緊急自動車の警光灯に

形状が類似した灯火★を除く

　★  編注：ただし書き以下の基準により、パトライトが一般の乗

用自動車に装着されている場合であって、仮に電球・全ての

配線が取り外されていても基準に適合しないものとして取り

扱うこととなる。

③ タイヤの取外しにより、軸数を減ずるもの又は複輪を単輪にす

るもの

◇装置または部品の補修

① 粘着テープ類、ロープ類又は針金類による補修

　 ただし、自動車用部品の補修を目的として設計・製作された粘

着テープ類による補修を除く

② 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付した

フィルム等がカラーマジック、スプレー等で着色されているも

の

③ 空き缶、金属箔、金属テープ、または非金属材料を用いて排気

管の開口方向が変更されているもの

④ 排気管、または消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等、騒

音防止を目的として設計・製作されたもの以外の異物が詰めら

れているもの

⑤ 灯火器の照射方向の調整が、段ボール、木片等、照射方向の調

整を目的として設計・製作されたもの以外の異物の挟込み、差

込み、または取付けによる方法その他工具を用いない方法で行

われているもの

⑥ 後写鏡に内蔵された灯火が、粘着テープ類その他の材料により

覆われているもの

◇車体又は装置への表示

① 貼付けられた紙、または粘着テープ類に記入されているもの

　 ただし、表示を目的として製作されたステッカーに記入されて

いるものを除く

② 表示された内容が容易に消えるもの

③ マグネット、吸盤等により取付けられており手で容易に取外す

ことができるもの

　ただし、８－32－１(2)（５－28－１(2)）の表示★を除く。

　★  編注：スクールバス、幼稚園バス等の表示

◇確認方法

◎ 灯火器、８－100（５－89）直前及び側方の視界の鏡その他の

装置等、保安基準に適合させるために取付けられた装置であっ

て、指定自動車等と異なる取付方法によると認められるものに

ついては、当該装置、部品、または表示を手指で揺する、取付

部が浮き上がらないかどうかめくろうとする等により確認する

こと。

　 当該確認の結果、取付部の一部が車体から離脱するもの、緩み、

またはがたがあるものは、保安基準に適合しないものとして取

扱うものとする。

544

■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.11（平成 28 年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P543 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P544 全面に貼付。

　なお、改正が多岐に渡るため、アンダーラインは省略。 　なお、改正が多岐に渡るため、アンダーラインは省略。
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［検査ラウンドの設定］

３ 検査ラウンドの設定

△

審査規程４－３（２－２）。

◎自動車の審査は、１日を４つの時間帯（ラウンド）に区分し、

それぞれのラウンドにおいて実施するものとする。ただし、事

務所等の長は、繁忙期等においてラウンド内に審査業務が適正

かつ確実に処理できないと判断した場合には、運輸支局等と調

整し、４つの時間帯以外のラウンドを定めることができる。ま

た、検査の種別に応じて、審査を行うラウンドを限定すること

ができる。

◎ラウンドによる時間帯の区分は、次のとおりとする。

　①１ラウンド：９時から10時15分まで

　②２ラウンド：10時30分から12時まで

　③３ラウンド：13時から14時15分まで

　④４ラウンド：14時30分から16時まで

４ 自動車検査場における秩序維持

△

審査規程４－１（２－３）。

◇受検者の遵守事項（新設）

◎受検者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　① 暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為

により検査担当者に再検査、適合判定等を強要しないこと。

　② 受検車両の運転者（１名に限る）以外の者が許可なく検査コー

スに入場しないこと。

　③ 検査担当者が危険を感じる速度（歩行速度以上）で通行しな

いこと。

　④ 検査コース内で整備等をしないこと。

　⑤ 検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。

　⑥ 座り込み、立ちふさがり又は自動車の放置をしないこと。

　⑦ 旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。

　⑧ 拡声器等の放送設備を使用し、騒音を撒き散らさないこと。

　⑨ 凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。

　⑩ その他審査業務上又は自動車検査場管理上の支障となる行為

をしないこと。

◇検査担当者による指示事項

◎検査担当者は、審査時において、受検車両が次の各号に掲げる

状態にない場合、または受検者が次の各号に掲げる行為を行わ

なかった場合を確認したときには、それぞれ該当する指示を受

検者に対し行うこと。なお、検査担当者がこれらの指示を行っ

た場合において、受検者が検査担当者の指示に従わない場合は、

受検者に対し審査を中断する旨を口頭で通告する。

①検査中は自動車検査票（様式１の自動車検査票及び様式２の

自動車検査票２）を保持すること。

②下回り部分は泥等の付着がなく、装置等の確認ができる状態

とすること。

545

◇検査担当者及び警備員による秩序維持

◎ 検査担当者、および警備員は、下記の行為等を受けた場合には、

警報装置を作動させ、検査担当者、および警備員の全員が全て

の審査業務を中断し、当該事案の発生場所に駆けつけるととも

に、必要に応じ警察への通報を行うこと。

　▪ 受検者から不当な要求

　▪ 説明の強要

　▪ 威圧・暴力行為

　▪ 検査コースにおける自動車の放置が行われた場合

◎ 検査担当者、および警備員は、審査時において、上記に掲げる

事項が遵守されていないことを確認したときは、審査を中断し、

受検者に対する退去や自動車の撤去を命じること。

　 また、これに応じない場合には、検査担当者、および警備員は、

検査コースの閉鎖や公務執行妨害行為等として警察への通報等

厳正な措置をとるものとする。

547

◎ 点線で切り取り、P634 全面（左側のインデックスが隠れ

ないよう）に貼付。

［索引］

…………………………………………………………………………………………………

■索引

634

■審査規程 第 69 次改正 改正概要表　No.12（平成 28 年版自動車検査ハンドブック 初版 平成 28 年４月１日発行）

◎ 点線で切り取り、P545 全面に貼付。 ◎ 点線で切り取り、P547 下部に追加貼付。

 　既存の P547 の内容は改正なし。そのまま生かす。
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