
プレスリリース 

平成２３年２月２５日     

    －審査事務規程の第５５次改正－ 

・協定規則の改正に伴う灯火器等の規定の改正 

・特種用途自動車に係る審査方法の明確化 等 

自動車検査独立行政法人（略称：自動車検査法人）は、側方灯の取付位置に関する規定を

変更すること等について、審査事務規程の一部改正を行い、平成 23 年 2 月 25 日から施行し

ます。（なお、下記４．については、平成 23 年 4 月 1 日から、それ以外については、即日そ

れぞれ施行します。） 

なお、側方灯の取付位置等に係る改正は、平成 22 年 12 月 9 日に公布された「道路運送車

両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正」を実施するために所要の改正を行うもので

す。  

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

１．前面窓ガラスへの貼付物の規定を改正 

 タクシーに備える車内防犯カメラについて、運転者の視野の確保に支障がない範囲にお

いて前面窓ガラスに貼付できることとします。 

  (4-47-1-1(1)⑧、5-47-1-1(1)⑧) 

２．側方灯及び側方反射器の取付間隔の規定を改正 

   側方灯及び側方反射器の取付間隔は原則３ｍ以内としており、除雪車等については、車

両の構造上の理由により本要件を満たすことができない場合に限り４ｍ以内としており

ました。今回の改正では、当該緩和の条件に扉の開放時に隠れてしまう場合など設計及び

車両使用上の状態も追加することとします。 

(4-66-3(1)③、5-66-3(1)③) 

３．再帰反射材の取付位置の規定を改正 

   貨物自動車等に取り付けることができる再帰反射材の取付位置について、取付け高さを

2.1ｍ以下から 2.5ｍ以下であればよいこととします。 

  (4-75-3(1)⑦、5-75-3(1)⑦) 

４．特種用途自動車の審査方法の明確化 

  (1) 型式が不明である並行輸入自動車であって、新たに特種用途自動車へ変更する場合

に車体の形状が幌型又は箱型（ステーションワゴンを除く）に該当するものは、一部の

特種用途自動車を除いて特種用途自動車とならないことを規定します。 

(2) 車いす移動車について、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう必要な空間に

ついて定量的に規定します。 

  （2－23） 

 

審査事務規程の全文は当法人ホームページ（http://www.navi.go.jp/）  

「審査事務規程」に掲載しています。 

 

お問い合わせ先 
〒1 6 0 - 00 03  東京都新宿区本塩町８－２住友生命四谷ビル 
  自動車検査法人本部 業務部業務課 
  電話  ０３－５３６３－３４４１  (代表) 
  F A X    ０３－５３６３－３３４７ 

 



新旧対照表－1－ 

「審査事務規程」（平成 14年７月１日検査法人規程第１１号）第５５次改正新旧対照表 

                                             平成 23年 2月 23日改正 

新 旧 

第２章 審査の実施方法 

２－１から２－22（略） 

2－23（特種用途自動車の審査） 

新規検査、予備検査又は構造等変更検査に係る特種用途自動車の審査にあっては、「用

途区分通達」及び「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」の細部取扱いについ

て」（平成13年 4月 6日付け国自技第 50号。以下「用途区分細部取扱い通達」という。）

によるほか、次により取り扱うものとする。 

(1) 型式が「不明」である自動車であって、当該自動車に装備されている特種用途の

設備を除いた状態で用途区分通達に基づき乗用自動車等と区分されるものは、用途区

分通達４－１(3)①における「型式認証等を受けた自動車」とみなし、当該規定を適

用するものとする。なお、型式が「不明」である乗用自動車等にかかる車体の形状に

ついては、次によるものとする。 

① 幌型とは、乗用自動車であって、乗車空間に屋根がない又は Aピラーを除く支柱

がなく、布等でできた覆いにより屋根を形成するものをいう。 

② 箱型とは、①以外の乗用自動車をいう。 

③ ②の箱型の乗用自動車のうち、座席を有する乗車空間とトランクを仕切らずに乗

車空間と一体化させ、かつ、次のいずれかを満たすものは、ステーションワゴンと

することができる。ただし、ハッチバッククーペを含むクーペ形状に類する形状に

ついては、ステーションワゴンと分類しないものとする。 

ア 運転者席後方に２列以上の座席を有するもの 

イ 運転者席後方に座席を有するものであって、後席後方の屋根が車両の最後尾付

近まであるもの 

 

（参考図） 
                                  （Ａピラー）                             

 

 

 

 

ハッチバッククーペ        クーペ          幌 型   

 

(2) 用途区分細部取扱い通達に規定する車いす移動車は、車いす利用者の安全な乗車

を確保できるものとして乗降口及び車いす固定装置に至るまでの通路は、有効幅

440mm 以上、有効高さ1130mm 以上、車いすを固定する場所は、有効長さ 700mm 以上、

有効幅 440mm 以上、有効高さ 1130mm 以上であること。ただし、新規検査又は構造等

変更検査において、当該自動車の車いす利用者の安全な乗車を確保することが確認で

きる写真の提出又は当該自動車による車いす利用者の乗車が確認できる場合にあっ

ては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表－2－ 

３－３－８（車体の形状欄） 

表（略） 

注３．型式が「不明」である自動車であって、用途区分通達に基づき乗用自動車等と

区分されるものは、車体の形状欄に 2－23(1)に基づき記載するものとする。 

 

４－15 トラック・バスの制動装置 

４－15－１ 装備要件 

４－15－２ 性能要件 

４－15－２－３ 書面等による審査 

(1) （略）  

(2) 制動装置は、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細

目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合す

るものでなければならない。 

ただし、細目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める

基準は、4－15－２－３(3)④に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適

用しない。 

また、車両総重量3.5ｔ以下の自動車に備える制動装置であって、４－16－２の基

準に適合するものは、細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」に

適合するものとして取り扱う。この場合において、別添12「乗用車の制動装置の技術

基準」3.2.24.中、「自動車は、別紙８A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装置（ESC）

を備えなければならない。」とあるのは「2.22.に適合する横滑り防止装置（ESC）を

備えた車両は、別紙８A.の技術的な要件を満たすものとする。」と、同別添3.2.26.

中、「自動車は、別紙８B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム（BAS）

を備えなければならない。」とあるのは「2.32.に適合するブレーキアシストシステ

ム（BAS）を備えた車両は、別紙８B.の技術的な要件を満たすものとする。」と、読

み替えるものとする。（細目告示第93条第２項関係） 

(3)～(4)（略） 

 

４－16 乗用車の制動装置 

４－16－４ 適用関係の整理 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 次に掲げる自動車については、４－16－11（従前規定の適用⑦）の規定を適用す

る。 

 

① 平成24年９月30日（軽自動車にあっては、平成30年２月23日）以前に製作された

自動車 

② 平成24年10月１日から平成26年９月30日（軽自動車にあっては平成26年10月１日

から平成30年２月23日）までに製作された自動車（平成24年10月１日以降に型式の

指定を受けた自動車を除く。） 

③ 平成24年10月１日から平成26年９月30日（軽自動車にあっては平成26年10月１日

から平成30年２月23日）までに製作された自動車（平成24年９月30日（軽自動車に

３－３－８（車体の形状欄） 

表（略） 

 

 

 

４－15 トラック・バスの制動装置 

４－15－１ 装備要件 

４－15－２ 性能要件 

４－15－２－３ 書面等による審査 

(1)（略）  

(2) 制動装置は、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」及び細

目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準に適合す

るものでなければならない。 

ただし、細目告示別添 11「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める 

基準は、4－15－２－３(3)④に規定する自動車以外の自動車に備える制動装置には適 

用しない。 

また、車両総重量 3.5ｔ以下の自動車に備える制動装置であって、４－16－２の基

準に適合するものは、細目告示別添 10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」

に適合するものとして取り扱う。（細目告示第 93条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(4)（略） 

 

４－16 乗用車の制動装置 

４－16－４ 適用関係の整理 

(1)～(6) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表－3－ 

あっては平成26年９月30日）以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原

動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排

出ガス規制値に定める設定基準値以外に、型式を区別する事項に変更がない自動車

に限る。） 

 

４－16－11 従前規定の適用⑦  

次に掲げる自動車については、４－16－２－３(2)の規定にかかわらず平成22年国土

交通省告示第1460号による改正前の細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」に

適合するものであればよい。 

 

① 平成24年９月30日（軽自動車にあっては、平成30年２月23日）以前に製作された

自動車 

② 平成24年10月１日から平成26年９月30日（軽自動車にあっては平成26年10月１日

から平成30年２月23日）までに製作された自動車（平成24年10月１日以降に型式の

指定を受けた自動車を除く。） 

③ 平成24年10月１日から平成26年９月30日（軽自動車にあっては平成26年10月１日

から平成30年２月23日）までに製作された自動車（平成24年９月30日（軽自動車に

あっては平成26年９月30日）以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原

動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排

出ガス規制値に定める設定基準値以外に、型式を区別する事項に変更がない自動車

に限る。） 

 

 

４－47 窓ガラス貼付物等 

４－47－１ 性能要件 

４－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ４－46－１(5)に規定する窓ガラスには、次に掲げる物以外の物が装着（窓ガラス

に一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下４－47－１－１及び４－47

－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはな

らない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印につい

ては、この限りでない。（保安基準第 29条第４項関係、細目告示第 39条第３項関係、

細目告示第 117 条第４項関係） 

   ①～⑦（略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情

報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮

影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して

窓 ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅

灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

    ア～イ（略） 

   ⑨～⑭（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－47 窓ガラス貼付物等 

４－47－１ 性能要件 

４－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ４－46－１(5)に規定する窓ガラスには、次に掲げる物以外の物が装着（窓ガラス

に一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下４－47－１－１及び４－47

－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはな

らない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印につい

ては、この限りでない。（保安基準第 29条第４項関係、細目告示第 39条第３項関係、

細目告示第 117 条第４項関係） 

   ①～⑦（略） 

 ⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る 

   情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知  

   して窓 ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照   

   灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該 

   当するもの 

    ア～イ（略） 

 ⑨～⑭（略） 

 



新旧対照表－4－ 

４－58の２ 配光可変型前照灯 

４－58の２－１ 装備要件 

４－58の２－２ 性能要件 

４－58の２－２－１ テスタ等による審査 

配光可変型前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、

その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し､テスタ等その

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。 

(保安基準第 32 条第８項関係、細目告示第 42 条第８項関係、細目告示第 120 条第９項

関係) 

① 配光可変型前照灯であって、協定規則第123号改訂版6.3.及び7．の技術的な要件に

適合する配光形態の照射光線（以下「走行ビーム」という。）を発するものは、夜間

に当該走行ビームを照射した場合において、当該自動車の前方100ｍの距離にある交

通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。 (細目告示第120条第９項

第１号) 

 ② （略） 

 

 

４－58の２－２－２ 視認等による審査 

（略） 

 

４－58の２－２－３ 書面等による審査 

(1)  （略） 

(2)  配光可変型前照灯は、協定規則第123 号改訂版5．〔5.3.（5.3.2.及び平成 21年 7

月 11日以降製作された自動車は 5.3.1.を除く。）及び 5.8.を除く。〕、6．及び7．の

技術的な要件に適合するものでなければならない。 (細目告示第 42条第８項関係、

細目告示第 120 条第９項関係) 

(3) （略）  

 

４－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

(1) 配光可変型前照灯は、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、視認その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 52「灯火器

及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準及び次の基準に適合

するように取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示

第 42条第９項関係、細目告示第 120条第 11項関係） 

①  配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行ビームを発する場

合に照射する灯火ユニットの総最大光度が300,000cdを超えていないこと。 

 ②～⑰ （略） 

(2) （略）  

 

 

 

４－58の２ 配光可変型前照灯 

４－58の２－１ 装備要件 

４－58の２－２ 性能要件 

４－58の２－２－１ テスタ等による審査 

配光可変型前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、

その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の明るさ等に関し､テスタ等その

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。 

(保安基準第 32 条第８項関係、細目告示第 42 条第８項関係、細目告示第 120 条第９項

関係) 

① 配光可変型前照灯であって、協定規則第123号補足第４改訂版6.3.及び7．の技術的

な要件に適合する配光形態の照射光線（以下「走行ビーム」という。）を発するもの

は、夜間に当該走行ビームを照射した場合において、当該自動車の前方100ｍの距離

にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。 (細目告示第120

条第９項第１号) 

 ② （略） 

 

 

４－58の２－２－２ 視認等による審査 

（略） 

 

４－58の２－２－３ 書面等による審査 

(1)  （略） 

(2)  配光可変型前照灯は、協定規則第123 号補足第３改訂版 5．〔5.3.（5.3.2.及び平

成 21年 7月 11日以降製作された自動車は 5.3.1.を除く。）及び 5.8.を除く。〕、6．

及び 7．の技術的な要件に適合するものでなければならない。 (細目告示第 42条第

８項関係、細目告示第 120条第９項関係) 

(3) （略）  

 

４－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

(1) 配光可変型前照灯は、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、視認その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 52「灯火器及

び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準及び次の基準に適合す

るように取り付けられなければならない。（保安基準第32条第９項関係、細目告示第

42条第９項関係、細目告示第 120条第 11項関係） 

①  配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行ビームを発する場合

に照射する灯火ユニットの総最大光度が 225,000cd を超えていないこと。 

②～⑰ （略） 

(2) （略）  

 

 

 



新旧対照表－5－ 

４－66  側方灯 

４－66－１ 装備要件 

４－66－２ 性能要件 

４－66－３ 取付要件（視認等による審査） 

(1) 側方灯は、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り付 

 けられなければならない。（保安基準第 35条の２第３項関係） 

この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯    

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 48

条第２項関係、細目告示第 126条第３項関係） 

①～② （略） 

 ③ 長さ６mを超える自動車（⑧に規定する自動車を除く。）に備える側方灯は、そ 

  の照明部の間隔が３m以内（除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動

車に備える側方灯でその自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により側方灯の

照明部の間隔が３m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付ける

ことができる４m以内の位置）となるよう取り付けられていること。 

④～⑬ （略） 

(2) （略） 

 

４－75  再帰反射材 

４－75－１ 装備要件 

４－75－２ 性能要件（視認等による審査） 

４－75－３ 取付要件（視認等による審査） 

(1) 再帰反射材は、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り

付けられなければならない。（保安基準第 38 条の３第３項関係、細目告示第 55条の

２第２項関係、細目告示第 133条の２第３項関係） 

①～② （略） 

③ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線上

の鉛直面にできるだけ平行に取り付けられていること。また、自動車の後面に備え

る線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直交する鉛直面にでき

るだけ平行に取り付けられていること。これらによりがたい場合は、車両の外形の

輪郭に可能な限り近くなるように取り付けること。 

④～⑥ （略） 

⑦ 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部にあるものは、下縁の

高さが地上 0.25ｍ以上2.5ｍ以下（自動車の形状、構造、デザイン及び操作性によ

り、再帰反射材を地上 2.5ｍ以下に取り付けることができない場合においては、地

上 2.5ｍ以上のできるだけ低い位置）に取り付けられていること。また、輪郭表示

再帰反射材のうち車両の上部にあるものは、輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動

車の上端を車両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛直方向の長さが

400 ㎜以内のできるだけ高い位置に取り付けられていること。 

４－66  側方灯 

４－66－１ 装備要件 

４－66－２ 性能要件 

４－66－３ 取付要件（視認等による審査） 

 （1） 側方灯は、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り付  

     けられなければならない。（保安基準第 35条の２第３項関係） 

 この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第48条

第２項関係、細目告示第 126 条第３項関係） 

①～② （略） 

 ③ 長さ６mを超える自動車（⑧に規定する自動車を除く。）に備える側方灯は、そ 

  の照明部の間隔が３m以内（除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動  

  車に備える側方灯でその自動車の構造上側方灯の照明部の間隔が３m以内に取り付   

  けることができないものにあっては、取り付けることができる４m以内の位置）と 

  なるよう取り付けられていること。 

 ④～⑬ （略） 

（2） （略） 

 

４－75  再帰反射材 

４－75－１ 装備要件 

４－75－２ 性能要件（視認等による審査） 

４－75－３ 取付要件（視認等による審査） 

(1) 再帰反射材は、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り

付けられなければならない。（保安基準第 38 条の３第３項関係、細目告示第 55 条の

２第２項関係、細目告示第 133条の２第３項関係） 

①～② （略） 

③ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線上

の鉛直面にできるだけ平行に取り付けられていること。また、自動車の後面に備え

る線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直交する鉛直面にでき

るだけ平行に取り付けられていること。 

 

④～⑥ （略） 

⑦ 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部にあるものは、下縁の

高さが地上 0.25ｍ以上2.1ｍ以下（自動車の構造上、再帰反射材を地上 2．1ｍ以下

に取り付けることができない場合においては、地上 2.1ｍ以上のできるだけ低い位

置）に取り付けられていること。また、輪郭表示再帰反射材のうち車両の上部にあ

るものは、輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動車の上端を車両中心線と平行な鉛

直面にそれぞれ投影した際の鉛直方向の長さが400㎜以内のできるだけ高い位置に

取り付けられていること。 



新旧対照表－6－ 

⑧ 部分輪郭表示再帰反射材のうちそれぞれの上部の端部及び隅角部にあるもの（コ

ーナーマーク）は、一辺の長さが 250 ㎜以上のテープの再帰反射材であり、かつ、

お互いに直角に取り付けられていること。これらによりがたい場合は、車両の外形

の輪郭に可能な限り近くなるように取り付けること。 

⑨～⑪ （略） 

 ⑫ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後端

から25ｍ後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上１ｍから1.5ｍまで

の範囲並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外

側における車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分から、自動車の外側方向に左右

それぞれ４°傾斜させた平面により囲まれる範囲において、すべての位置から当該

反射部の 80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

  ⑬ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外

側から25ｍ後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上１ｍから1.5ｍまで

の範囲並び自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及

び後端における車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分から、自動車の前端にあ

っては前方向に４°傾斜させた平面、自動車の後端にあっては後方向に４°傾斜さ

せた平面によりそれぞれ囲まれる範囲において、すべての位置から反射部の 80％以

上の部分を見通すことができるものであること。 

(2) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 部分輪郭表示再帰反射材のうちそれぞれの上部の端部及び隅角部にあるもの（コ

ーナーマーク）は、一辺の長さが 250 ㎜以上のテープの再帰反射材であり、かつ、

お互いに直角に取り付けられていること。 

 

⑨～⑪ （略） 

 ⑫ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後端

から 25ｍ後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上１ｍから３ｍまで

の範囲並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外

側における車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分から、自動車の外側方向に左右

それぞれ 15°傾斜させた平面により囲まれる範囲において、すべての位置から当該

反射部の 80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

  ⑬ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外

側から 25ｍ後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上１ｍから３ｍまで

の範囲並び自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及

び後端における車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分から、自動車の前端にあ

っては前方向に 15°傾斜させた平面、自動車の後端にあっては後方向に 15°傾斜

させた平面によりそれぞれ囲まれる範囲において、すべての位置から反射部の 80％

以上の部分を見通すことができるものであること。 

(2) （略）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表－7－ 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－106  指定自動車等 

  指定自動車等は、４－11から４－105までの基準によるほか、書面その他適切な方法

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。 

①～⑩ （略） 

⑪ 最高速度 20km/h 未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される

自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車、

二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそ

りを有する軽自動車以外の自動車に備える前照灯にあっては協定規則第 98号改訂

版 5.、6.及び 7.の技術的な要件に定める基準並びに協定規則第 112号改訂版 5.、

6.、7.及び 8.の技術的な要件に定める基準。（細目告示第42条第２項及び第６項関

係） 

ただし、次に掲げる自動車に備える前照灯については、それぞれの規定に読み替

えることができる。 

ア 次に掲げる自動車については、平成 21年国土交通省告示第 771 号による改正前

の細目告示別添 50「前照灯の技術基準」に適合するものであればよい。(適用関

係告示第 29条第８項関係) 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－106  指定自動車等 

  指定自動車等は、４－11から４－105までの基準によるほか、書面その他適切な方法

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。 

①～⑩ （略） 

⑪ 最高速度 20km/h 未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される

自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車、

二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそ

りを有する軽自動車以外の自動車に備える前照灯にあっては協定規則第 98号補足

第 13改訂版5.、6.及び 7.の技術的な要件に定める基準並びに協定規則第 112号補

足第 12改訂版 5.、6.、7.及び 8.の技術的な要件に定める基準。（細目告示第42条

第２項及び第６項関係） 

ただし、次に掲げる自動車については、「協定規則第 98号補足第 13改訂版」を

「協定規則第 98号補足第11改訂版」と、「協定規則第 112号補足第 12改訂版」を

「協定規則第 112号補足第 10改訂版」と読み替えることができる。(適用関係告示

第 29条第 11項関係) 

(ｱ) 平成 21年 10 月 23 日以前に製作された自動車 

図 １（４－75－３ ⑫関係） 

図 ２（４－75－３ ⑬関係） 
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図 １（４－75－３ ⑫関係） 

図 ２（４－75－３ ⑬関係） 
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新旧対照表－8－ 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

イ 次に掲げる自動車については、「協定規則第 98号改訂版」を「協定規則第 98

号補足第 11改訂版」と、「協定規則第 112号改訂版」を「協定規則第 112号補足

第 10改訂版」と読み替えることができる。(適用関係告示第 29条第 11項項関係) 

(ｱ) 平成 21年 10 月 23 日以前に製作された自動車 

(ｲ) 平成 21年 10 月 23 日以前に法第 75条第１項の規定によりその型式につい

て指定を受けた自動車、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であって平成 21年 10月 24日以降に前照灯に係る

性能について変更がないもの 

(ｳ) 平成 21年 10 月 23 日以前に法第 75条の２の規定によりその型式について

指定を受けた前照灯であって平成 21年 10月 24 日以降にその性能について変

更がないものを備えた自動車 

ウ 次に掲げる自動車については「協定規則第98号改訂版」を「協定規則第 98号

補足第 12改訂版」と、「協定規則第 112号改訂版」を「協定規則第 112 号補足第

11改訂版」と読み替えることができる。(適用関係告示第 29条第 14項項関係) 

(ｱ) 平成 22年 8月 18日以前に製作された自動車 

(ｲ) 平成 22年 8月 18日以前に法第 75条第１項の規定によりその型式について

指定を受けた自動車、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であって平成 21年 10月 24日以降に前照灯に係る性

能について変更がないもの 

(ｳ) 平成 22年 8月 18日以前に法第 75条の２の規定によりその型式について指

定を受けた前照灯であって平成 22年 8月 18日以降にその性能について変更

がないものを備えた自動車 

   エ 次に掲げる自動車については「協定規則第 98号改訂版」を「協定規則第 98号

補足第 13改訂版」と、「協定規則第 112 号改訂版」を「協定規則第 112 号補足第

12改訂版」と読み替えることができる。(適用関係告示第 29条第 16項項関係) 

(ｱ) 平成 27年 12月８日以前に製作された自動車 

(ｲ) 平成 27年 12月８日以前に法第 75条第１項の規定によりその型式について

指定を受けた自動車、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であって平成27年12月９日以降に前照灯に係る性能に

ついて変更がないもの 

(ｳ) 平成 27年 12月８日以前に法第75条の２の規定によりその型式について指

定を受けた前照灯であって平成27年12月９日以降にその性能について変更が

ないものを備えた自動車 

 

⑫～⑭ （略） 

⑮ 前部霧灯については、協定規則第 19号第４改訂版 5.、6.、7.及び 8.の技術的な

要件に定める基準。 

ただし、次に掲げる自動車に備える全部霧灯については、それぞれに掲げる規定 

による。 

ア～イ （略） 

(ｲ) 平成 21年 10 月 23 日以前に法第 75条第１項の規定によりその型式につい

て指定を受けた自動車、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であって平成 21年 10月 24日以降に前照灯に係る

性能について変更がないもの 

(ｳ) 平成 21年 10 月 23 日以前に法第 75条の２の規定によりその型式について

指定を受けた前照灯であって平成 21年 10月 24 日以降にその性能について変

更がないものを備えた自動車 

また、次に掲げる自動車については、平成 21年国土交通省告示第 771 号による

改正前の細目告示別添 50「前照灯の技術基準」に適合するものであればよい。(適

用関係告示第 29条第８項関係) 

(ｱ)～(ｲ) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫～⑭ （略） 

⑮ 前部霧灯については、協定規則第 19号第３改訂版補足改訂版 5.、6.、7.及び 8.

の技術的な要件に定める基準。 

ただし、次に掲げる自動車については、それぞれに掲げる規定による。 

 

ア～イ （略） 



新旧対照表－9－ 

ウ 次に掲げる自動車については、「協定規則第 19号第４改訂版」を「協定規則第

19号第３改訂版補足改訂版」と読み替えることができる。（適用関係告示第 30

条第 13項関係） 

(ｱ) 平成 22年 8月 18日以前に製作された自動車 

(ｲ) 平成 22年 8月 18日以前に法第75条第１項の規定によりその型式について

指定を受けた自動車、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であって平成 21年 10月 24日以降に前部霧灯に係る

性能について変更がないもの 

(ｳ) 平成 22年 8月 18日以前に法第75条の２の規定によりその型式について指

定を受けた前部霧灯であって平成 22年 8月 18日以降にその性能について変

更がないものを備えた自動車 

エ 次に掲げる自動車については「協定規則第 19号第４改訂版」を「協定規則第

19号第３改訂版補足第２改訂版と読み替えることができる。(適用関係告示第29

条第 14項項関係) 

(ｱ) 平成 27年 12月８日以前に製作された自動車  

(ｲ) 平成 27年 12月８日以前に法第75条第１項の規定によりその型式について

指定を受けた自動車、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であって平成 27年 12 月９日以降に前部霧灯に係る

性能について変更がないもの 

(ｳ) 平成 27年12月８日以前に法第75条の２の規定によりその型式について指

定を受けた前部霧灯であって平成 27年 12 月９日以降にその性能について変

更がないものを備えた自動車 

⑯～○47  （略） 

 

５－15 トラック・バスの制動装置 

５－15－２ 性能要件 

５－15－２－２ 視認等による審査 

 (1) （略） 

(2) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、貨物

の運送の用に供する自動車であって、車両総重量3.5ｔ以下のものに備える制動装置

は、５－16の基準に適合するものであってもよいものとする。（細目告示第171条第２

項関係） 

①～④ （略） 

⑤ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防

止することができる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、か

つ、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者

に容易に判断できる警報を発する装置を備えたものであること。（細目告示第171条

第２項第12号関係） 

 

 

 

ウ 平成 22年８月 18日以前に製作された自動車については、「協定規則第 19号

第３改訂版補足第２改訂版」を「協定規則第 19号第３改訂版補足改訂版」と

読み替えることができる。 

（細目告示第 43条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯～○47  （略） 

 

５－15 トラック・バスの制動装置 

５－15－２ 性能要件 

５－15－２－２ 視認等による審査 

 (1) （略） 

(2) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、貨物 

  の運送の用に供する自動車であって、車両総重量 3.5ｔ以下のものに備える制動装置  

  は、５－16の基準に適合するものであってもよいものとする。（細目告示第171条第 ２   

   項関係） 

  ①～④ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表－10－ 

 

５－47 窓ガラス貼付物等 

５－47－１ 性能要件 

５－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ５－46－１(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着（窓ガ

ラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下５－47－１－１及び

５－47－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されて

いてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである

刻印については、この限りでない。（保安基準第 29 条第４項関係、細目告示第 195

条第５項関係） 

①～⑦（略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情

報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮

影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して

窓 ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅

灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

   ア～イ（略） 

       ⑨～⑭（略） 

 

５－58の２ 配光可変型前照灯 

５－58の２－１ 装備要件 

５－58の２－２ 性能要件 

５－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

 (1) 配光可変型前照灯は、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

取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示第198 条第

10項関係） 

① 配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行ビームを発する場合

に照射する灯火ユニットの総最大光度が 300，000cd を超えていないこと。 

   ②～⑰ （略） 

(2) （略） 

 

５－66  側方灯 

５－66－１ 装備要件 

５－66－２ 性能要件 

５－66－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 側方灯は、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り付け

られなければならない。（保安基準第 35条の２第３項関係） 

この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 204

 

５－47 窓ガラス貼付物等 

５－47－１ 性能要件 

５－47－１－１ 視認等による審査 

(1) ５－46－１(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着（窓ガ

ラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下５－47－１－１及び

５－47－１－２において同じ。）され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されて

いてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである

刻印については、この限りでない。（保安基準第 29 条第４項関係、細目告示第 195

条第５項関係） 

①～⑦ （略） 

⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情

報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して

窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯

等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの 

 

ア～イ （略） 

  ⑨～⑭（略） 

 

５－58の２ 配光可変型前照灯 

５－58の２－１ 装備要件 

５－58の２－２ 性能要件 

５－58の２－３ 取付要件 （視認等による審査） 

 (1) 配光可変型前照灯は、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

取り付けられなければならない。（保安基準第 32条第９項関係、細目告示第198 条第

10項関係） 

① 配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行ビームを発する場合

に照射する灯火ユニットの総最大光度が 225，000cd を超えていないこと。 

②～⑰ （略） 

(2) （略） 

 

５－66  側方灯 

５－66－１ 装備要件 

５－66－２ 性能要件 

５－66－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 側方灯は、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り付け

られなければならない。（保安基準第 35条の２第３項関係） 

この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添９「灯

火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。（細目告示第 204
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条第３項関係） 

①～② （略） 

③ 長さ６mを超える自動車（⑧に規定する自動車を除く。）に備える側方灯は、その

照明部の間隔が３m以内（除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車

に備える側方灯でその自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により側方灯の照

明部の間隔が３m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けるこ

とができる４m以内の位置）となるよう取り付けられていること。 

④～⑬ （略） 

（2） （略） 

 

５－75 再帰反射材 

５－75－１ 装備要件 

５－75－２ 性能要件（視認等による審査） 

５－75－３ 取付要件（視認等による審査） 

(1) 再帰反射材は、その性能を損わないように、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り付

けられなければならない。（保安基準第 38条の３第３項関係、細目告示第 211 条の

２第３項関係） 

  ①～② （略） 

  ③ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線  

    上の鉛直面にできるだけ平行に取り付けられていること。また、自動車の後面に  

    備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直行する鉛直面 

    にできるだけ平行に取り付けられていること。これによりがたい場合は、車両の 

    外形の輪郭に可能な限り近くなるように取り付けること。 

  ④～⑥ （略） 

  ⑦ 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部にあるものは、下縁  

    の高さが地上 0.25ｍ以上 2.5ｍ以下（自動車の形状、構造、デザイン及び操作性 

    により、再帰反射材を地上 2.5ｍ以下に取り付けることができない場合において 

    は、地上 2.5ｍ以上のできるだけ低い位置）に取り付けられていること。また、 

    輪郭表示再帰反射材のうち車両の上部にあるものは、輪郭表示再帰反射材の上縁 

    と当該自動車の上端を車両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛直 

    方向の長さが 400㎜以内のできるだけ高い位置に取り付けられていること。 

  ⑧ 部分輪郭表示再帰反射材のうちそれぞれの上部の端部及び隅角部にあるもの

（コーナーマーク）は、一辺の長さが250㎜以上のテープ状の再帰反射材であり、 

    かつ、互いに直角に取り付けられていること。これらによりがたい場合は、車両 

    の外形の輪郭に可能な限り近くなるように取り付けること。 

  ⑨～⑪ （略） 

   ⑫ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後  

      端から25ｍ後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上１ｍから1.5ｍ 

      までの範囲並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車 

      の最外側における車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分から、自動車の外側方 

条第３項関係） 

①～② （略） 

③ 長さ６mを超える自動車（⑧に規定する自動車を除く。）に備える側方灯は、そ

の照明部の間隔が３m以内（除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動

車に備える側方灯でその自動車の構造上側方灯の照明部の間隔が３m以内に取り

付けることができないものにあっては、取り付けることができる４m以内の位置）

となるよう取り付けられていること。 

④～⑬ （略） 

（2） （略） 

 

５－75 再帰反射材 

５－75－１ 装備要件 

５－75－２ 性能要件（視認等による審査） 

５－75－３ 取付要件（視認等による審査） 

(1) 再帰反射材は、その性能を損わないように、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り付

けられなければならない。（保安基準第 38条の３第３項関係、細目告示第 211 条の

２第３項関係） 

  ①～② （略） 

  ③ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線  

    上の鉛直面にできるだけ平行に取り付けられていること。また、自動車の後面に 

    備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直行する鉛直面 

    にできるだけ平行に取り付けられていること。 

 

  ④～⑥ （略） 

  ⑦ 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部にあるものは、下縁  

    の高さが地上 0.25ｍ以上 2.1ｍ以下（自動車の構造上、再帰反射材を地上 2.1ｍ 

    以下に取り付けることができない場合においては、地上2.1ｍ以上のできるだけ 

    低い位置）に取り付けられていること。また、輪郭表示再帰反射材のうち車両の  

  上部にあるものは、輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動車の上端を車両中心線 

  と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛直方向の長さが400㎜以内のできるだ 

  け高い位置に取り付けられていること。 

 ⑧ 部分輪郭表示再帰反射材のうちそれぞれの上部の端部及び隅角部にあるもの  

  （コーナーマーク）は、一辺の長さが 250㎜以上のテープ状の再帰反射材であり、 

  かつ、互いに直角に取り付けられていること。 

 

 ⑨～⑪ （略） 

  ⑫ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後 

   端から 25ｍ後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上１ｍから３ｍ  

   までの範囲並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車 

   の最外側における車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分から、自動車の外側方 
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      向に左右それぞれ４°傾斜させた平面により囲まれる範囲において、すべての位  

      置から当該反射部の 80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

    ⑬ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最 

        外側から25ｍ後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上１ｍから1.5ｍ 

        までの範囲並びに自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車 

        の前端及び後端における車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分から、自動車 

        の前端にあっては前方向に４°傾斜させた平面、自動車の後端にあっては後方向 

        に４°傾斜させた平面によりそれぞれ囲まれる範囲において、すべての位置から 

        反射部の80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

(2) （略） 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 並行輸入自動車審査要領 

第２ 届出書等 

２－１ 届出書及び添付資料 表１ 

備 考 

   向に左右それぞれ 15°傾斜させた平面により囲まれる範囲において、すべての位  

   置から当該反射部の 80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

  ⑬ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最 

   外側から 25ｍ後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上１ｍから３ｍ 

   までの範囲並びに自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車 

   の前端及び後端における車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分から、自動車 

   の前端にあっては前方向に 15°傾斜させた平面、自動車の後端にあっては後方向 

   に 15°傾斜させた平面によりそれぞれ囲まれる範囲において、すべての位置から 

   反射部の 80％以上の部分を見通すことができるものであること。 

(2) （略）  

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 並行輸入自動車審査要領 

第２ 届出書等 

２－１ 届出書及び添付資料 表１ 

備 考 

図 １（４－75－３ ⑫関係） 

図 ２（４－75－３ ⑬関係） 

審

査

位

置 

審

査

位

置 

25ｍ 

25ｍ 

15° 

15° 

15° 

15° 
前

面 
後面 

側

面 

図 １（４－75－３ ⑫関係） 

図 ２（４－75－３ ⑬関係） 
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新旧対照表－13－ 

(1)、(2)略 

(3) 「指定自動車等と同一」、「指定自動車等と類似」又は「その他」として区分できる

範囲は、５－１－７に定める。 

 

５－１－６ 車体の形状 

(1) 「指定自動車等と同一」又は「指定自動車等と類似」と区分される並行輸入自動車

に係る車体の形状は、当該指定自動車等の車体の形状とする。 

(2) 「その他」に区分される並行輸入自動車の車体の形状は、規程 3－3－8（車体の形

状欄）に基づき記載するものとする。 

 

５－１－７ 指定自動車等との関連 
５－１－７－１ 「指定自動車等と同一」の範囲 

５－１－７－２ 「指定自動車等と類似」の範囲 

５－１－７－３ 「その他」の範囲 

５－１－７－４ 改造により装置が変更されている並行輸入自動車 
 
５－１－８ 指定自動車等の型式等 
 

５－１－９ 指定自動車等との相違点 
 「指定自動車等と類似」に区分される並行輸入自動車にあっては、当該並行輸入自動

車と類似する指定自動車等の構造・装置についての相違項目（５－１－７－１表２の相

違項目欄に掲げる相違を除く。）が届出書に記載されていなければならない。 

 

５－３－10－３－３ 技術基準の試験成績書の審査 

(1)、(2)略 

(3) ５－３－10－１（適用される技術基準）①の技術基準の試験成績書を試験自動車以

外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあっては、試験自動車と当

該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するものでなければならな

い。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア又はイに

該当する相違以外のものが、５－１－７－１の表２（「指定自動車等と同一」とし

て区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

  ②、③略 

(4) ５－３－10－１（適用される技術基準）④から⑦まで及び⑨の技術基準の試験成績

書を試験自動車以外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあって

は、試験自動車と当該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するも

のでなければならない。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア、イ又は

ウに該当する相違以外のものが、５－１－７－１の表２（「指定自動車等と同一」

として区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

②、③、④略 

(1)、(2)略 

(3) 「指定自動車等と同一」又は「指定自動車等と類似」として区分できる範囲は、５

－１－６に定める。 

 

５－１－６ 指定自動車等との関連 

 

 

 

 

 

５－１－６ 指定自動車等との関連 
５－１－６－１ 「指定自動車等と同一」の範囲 

５－１－６－２ 「指定自動車等と類似」の範囲 

５－１－６－３ 「その他」の範囲 

５－１－６－４ 改造により装置が変更されている並行輸入自動車 
 
５－１－７ 指定自動車等の型式等 
 

５－１－８ 指定自動車等との相違点 
 「指定自動車等と類似」に区分される並行輸入自動車にあっては、当該並行輸入自動

車と類似する指定自動車等の構造・装置についての相違項目（５－１－６－１表２の相

違項目欄に掲げる相違を除く。）が届出書に記載されていなければならない。 

 

５－３－10－３－３ 技術基準の試験成績書の審査 

(1)、(2)略 

(3) ５－３－10－１（適用される技術基準）①の技術基準の試験成績書を試験自動車以

外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあっては、試験自動車と当

該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するものでなければならな

い。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア又はイに

該当する相違以外のものが、５－１－６－１の表２（「指定自動車等と同一」とし

て区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

 ②、③略 

(4) ５－３－10－１（適用される技術基準）④から⑦まで及び⑨の技術基準の試験成績

書を試験自動車以外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあって

は、試験自動車と当該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するも

のでなければならない。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア、イ又は

ウに該当する相違以外のものが、５－１－６－１の表２（「指定自動車等と同一」と

して区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

 ②、③、④略 



新旧対照表－14－ 

(5) ５－３－10－１（適用される技術基準）⑪から⑬まで及び○28の技術基準の試験成績

書を試験自動車以外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあって

は、試験自動車と当該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するも

のでなければならない。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア、イ又は

ウ（５－３－10－１（適用される技術基準）⑬の技術基準に係る試験成績書にあっ

ては、ア）に該当する相違以外のものが５－１－７－１の表２(「指定自動車等と

同一」として区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

  ②、③略 

 

附 則 （平成 23年 2月 23日検査法人規程第13号） 

この規程は、平成 23年 2月 25日から施行する。 

ただし、2-23の規定については、平成 23年４月１日以降に施行する。なお、平成 23

年３月 31 日において、特種用途自動車としてすでに登録を受けている自動車にあって

は、当該自動車の構造及び装置に変更がない限りにおいては、なお従前の例によること

ができる。 

 

(5) ５－３－10－１（適用される技術基準）⑪から⑬まで及び○28の技術基準の試験成績

書を試験自動車以外の並行輸入自動車の技術基準の試験成績書とする場合にあって

は、試験自動車と当該並行輸入自動車の同一性について、次のいずれにも該当するも

のでなければならない。 

① 試験自動車と当該並行輸入自動車の構造・装置の相違であって、次のア、イ又は

ウ（５－３－10－１（適用される技術基準）⑬の技術基準に係る試験成績書にあっ

ては、ア）に該当する相違以外のものが５－１－６－１の表２(「指定自動車等と

同一」として区分できる相違）の相違項目欄のいずれかに該当すること。 

  ②、③略 

 

 

 

  

 


