
平成 14 年 10 月 25 日 

 

 
審査事務規程の一部改正（第５次改正）の概要について 

 
 
審査事務規程の一部を改正し、平成 14 年 10 月 25 日から施行しました。 

改正の概要は次のとおりです。 

 

改正概要 

走行用前照灯の規定、すれ違い用前照灯の規定及びその他の灯火等の制限に係る規定

に曲線道路用配光可変型前照灯の規定を追加。 

 

（添付資料） 

審査事務規程の一部改正（第５次改正）新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この資料は審査事務規程の改正概要をわかりやすくするために、平成 18 年 2 月に作

成したものです。 



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）改正新旧対照表 

                                             平成１４年１０月２５日施行 
改正案 現 行 

第４章 自動車の審査（技術関係その２） 

第１節 新規検査及び予備検査に関する規定 

 

４－１－７  走行用前照灯  

４－１－７－２－１ テスタによる審査 

 走行用前照灯は､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2項関係、告示第10条第１項及び第２項関係） 
①、② （略） 

③ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであるこ

と。ただし、曲線道路用配光可変型走行用前照灯（自動車が進行する道

路の曲線部をより強く照射することができる走行用前照灯をいう。以下

同じ。）にあっては、その照射光線は、直進姿勢において自動車の進行

方向を正射するものであればよい。これらの場合において、前照灯試験

機（走行用）を用いて①アの各号により計測したときに、走行用前照灯（四

灯式にあっては、主走行ビーム）の最高光度点が、前方 10m の位置におい

て、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直

面より左右にそれぞれ 200mm（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、農耕作業用小型特殊自動車、昭和 35 年９月 30 日以

前に製作された自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）の右

側に備えられる走行用前照灯の右方向にあっては、100mm）の鉛直面の範

囲内にあるものは、この基準に適合するものとする。(告示第 39 条第２項

第４章自動車の審査（技術関係その２） 

第１節 新規検査及び予備検査に関する規定 

 

４－１－７  走行用前照灯  

４－１－７－２－１ テスタによる審査 

 走行用前照灯は､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2項関係、告示第10条第１項及び第２項関係） 
①、② （略） 

③ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであるこ

と。この場合において、前照灯試験機（走行用）を用いて①アの各号によ

り計測したときに、走行用前照灯（四灯式にあっては、主走行ビーム）の

最高光度点が、前方 10m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を

含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ 200mm（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、農耕作業用小

型特殊自動車、昭和 35 年９月 30 日以前に製作された自動車、二輪自動車

及び側車付二輪自動車を除く。）の右側に備えられる走行用前照灯の右方

向にあっては、100mm）の鉛直面の範囲内にあるものは、この基準に適合

するものとする。(告示第 39 条第２項第４号関係) 
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第４号関係) 

 
４－１－７－２－２ 視認等による審査 

走行用前照灯は、灯光の色等に関し、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。（保安基準第 32
条第２項関係、告示第 10条第１項関係） 

  ①～④ （略） 

⑤ 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないもの

にかぎり、曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。

（告示第 39条第１項第７号） 
  ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた曲線道路用配光可変型走行用前照灯 
  イ 法第 75 条の２第１項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路

用配光可変型走行用前照灯又は同条第７項の規定に基づき装置の指定

を受けたとみなされる曲線道路用配光可変型走行用前照灯（いわゆるE

マークが付されたもの。） 

 
４－１－７－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、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、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の

基準（最高速度 20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってそ
の光度が 10,000cd未満のものにあっては①、最高速度 20km/h未満の
自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd以上のもの
にあっては①、③、④から⑩まで）に適合するように取り付けられなけ

ればならない。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取

付位置の測定方法は、告示別添 38「灯火等の照明部、個数、取付位置

 

 

４－１－７－２－２ 視認等による審査 
走行用前照灯は、灯光の色等に関し、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。（保安基準第 32
条第２項関係、告示第 10条第１項関係） 

  ①～④ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１－７－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、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、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の

基準（最高速度 20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってそ
の光度が 10,000cd未満のものにあっては①、最高速度 20km/h未満の
自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd以上のもの
にあっては①、③、④から⑩まで）に適合するように取り付けられなけ

ればならない。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取

付位置の測定方法は、告示別添 38「灯火等の照明部、個数、取付位置
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等の測定方法（第２節及び第３節関係）」によるものとする。（保安基準

第 32条第３項関係、告示第 10条第３項関係、告示第 39条第２項関係）
① 走行用前照灯の数は、２個又は４個であること。ただし、二輪自動車

及び側車付二輪自動車にあっては、１個又は２個、カタピラ及びそりを

有する軽自動車、幅 0.8m以下の自動車（二輪自動車を除く。）並びに 
最高速度 20km/h未満の自動車にあっては、１個、２個又は４個である
こと。この場合において、a被牽引自動車、b最高速度 20km/h未満の
自動車、c除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車であっ

て地方運輸局長が指定するもの、d最高速度が 35km/h未満の大型特殊
自動車、e二輪自動車、f側車付二輪自動車、g農耕作業用小型特殊自

動車並びにhカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっ

ては、車両の左右各側において１個を曲線道路用配光可変型走行用前照

灯として使用してもよい。 

  ②～⑩ 略 

 

４－１－７の２ すれ違い用前照灯 

４－１－７の２－２－２ 視認等による審査 

すれ違い用前照灯は、灯光の色等に関し､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。(保安基準第 32

条第５項､告示第 10 条第５項関係、告示第 39 条第５項関係) 

  ①～③ （略） 
④ 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等の

ないものにかぎり、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯（自動車

が進行する道路の曲線部をより強く照射することができるすれ違い

用前照灯をいう。以下同じ。）として使用してもよい。 
ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、

等の測定方法（第２節及び第３節関係）」によるものとする。（保安基準

第 32条第３項関係、告示第 10条第３項関係、告示第 39条第２項関係） 
① 走行用前照灯の数は、２個又は４個であること。ただし、二輪自動車

及び側車付二輪自動車にあっては、１個又は２個、カタピラ及びそりを

有する軽自動車、幅 0.8m 以下の自動車（二輪自動車を除く。）並びに

最高速度 20km/h 未満の自動車にあっては、１個、２個又は４個である

こと。 

 

 

 
 

 

 

 ②～⑩ 略 

 
４－１－７の２ すれ違い用前照灯 

４－１－７の２－２－２ 視認等による審査 

すれ違い用前照灯は、灯光の色等に関し､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。(保安基準第 32

条第５項､告示第 10 条第５項関係、告示第 39 条第５項関係) 

  ①～③ （略） 

 
 
 
 
 



新旧対照表―4 

同一の位置に備えられた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯 
イ 法第 75 条の２第１項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道
路用配光可変型すれ違い用前照灯又は同条第７項の規定に基づき装

置の指定を受けたとみなされる曲線道路用配光可変型すれ違い用前照

灯（いわゆるEマークが付されたもの。） 
 

４－１－27  その他の灯火等の制限 

４－１－27－１ 装備要件 

（1）～（4） （略） 

（5） 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減す
る灯火を備えてはならない。（告示第 30条第６項、告示第 59条第６項） 
① 曲線道路用配光可変型前照灯（自動車が進行する道路の曲線部をより

強く照射することができる前照灯をいう。以下同じ。） 
② （略） 
③ （略） 
④ （略） 
⑤ （略） 
⑥ （略） 
⑦ （略） 
⑧ （略） 
⑨ （略） 
⑩ （略） 

 

 

第２節 継続検査及び構造等変更検査等に関する規定 

 

 
 

 

 

 

 

４－１－27  その他の灯火等の制限 

４－１－27－１ 装備要件 

（1）～（4） （略） 

（5） 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減す

る灯火を備えてはならない。（告示第 30 条第６項、告示第 59 条第６項） 

 
 

① （略） 

② （略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ （略） 

⑦ （略） 

⑧ （略） 

⑨ （略） 

 

 

第２節 継続検査及び構造等変更検査等に関する規定 
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４－２－７ 走行用前照灯 

４－２－７－２－１ テスタによる審査 

 走行用前照灯は､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２項関係） 
①、② （略）  

③ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものである

こと。ただし、曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照

射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射するものであれば

よい。これらの場合において、前照灯試験機（走行用）を用いて①アの

各号により計測したときに、走行用前照灯（四灯式にあっては、主走行ビ

ーム）の最高光度点が、前方 10m の位置において、走行用前照灯の照明部

の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ200mm

（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、農耕作

業用小型特殊自動車、昭和 35 年９月 30 日以前に製作された自動車、二輪

自動車及び側車付二輪自動車を除く。）の右側に備えられる走行用前照灯

の右方向にあっては、100mm）の鉛直面の範囲内にあるものは、この基準

に適合するものとする。(告示第 68 条第２項第４号関係) 

 

４－２－７－２－２ 視認等による審査 
走行用前照灯は、灯光の色等に関し、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。（保安基準第 32
条第２項関係） 

  ①～④ （略） 

⑤ 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないも

４－２－７ 走行用前照灯 

４－２－７－２－１ テスタによる審査 

 走行用前照灯は､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２項関係） 
①、② （略）  

③ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであるこ

と。この場合において、前照灯試験機（走行用）を用いて①アの各号によ

り計測したときに、走行用前照灯（四灯式にあっては、主走行ビーム）の

最高光度点が、前方 10m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を

含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ 200mm（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、農耕作業用小

型特殊自動車、昭和 35 年９月 30 日以前に製作された自動車、二輪自動車

及び側車付二輪自動車を除く。）の右側に備えられる走行用前照灯の右方

向にあっては、100mm）の鉛直面の範囲内にあるものは、この基準に適合

するものとする。(告示第 68 条第２項第４号関係) 

 

 

 

４－２－７－２－２ 視認等による審査 
走行用前照灯は、灯光の色等に関し、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。（保安基準第 32
条第２項関係） 

  ①～④ （略） 
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のにかぎり、曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。

（告示第 68条第１項第７号） 
ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の

位置に備えられた曲線道路用配光可変型走行用前照灯 
イ 法第 75 条の２第１項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路
用配光可変型走行用前照灯又は同条第７項の規定に基づき装置の指定

を受けたとみなされる曲線道路用配光可変型走行用前照灯（いわゆるE

マークが付されたもの。） 
 

４－２－７－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、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、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の

基準（最高速度 20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってそ
の光度が 10,000cd未満のものにあっては①、最高速度 20km/h未満の 
自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd以上のもの
にあっては①、③、④から⑩まで）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３項関係、告示第 68条第２項関係） 
この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定

方法は、告示別添 38「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 
（第２節及び第３節関係）」によるものとする。（告示第 68 条第２項
関係）  

① 走行用前照灯の数は、２個又は４個であること。ただし、二輪自動

車及び側車付二輪自動車にあっては、１個又は２個、カタピラ及びそり

を有する軽自動車、幅 0.8m 以下の自動車（二輪自動車を除く。）並び
に最高速度 20km/h未満の自動車にあっては、１個、２個又は４個であ
ること。この場合において、a被牽引自動車、b最高速度 20km/h未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２－７－３ 取付要件（視認等による審査） 

（1） 走行用前照灯は、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、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の

基準（最高速度 20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってそ
の光度が 10,000cd未満のものにあっては①、最高速度 20km/h未満の
自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd以上のもの
にあっては①、③、④から⑩まで）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３項関係、告示第 68条第２項関係） 
  この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定

方法は、告示別添 38「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法

（第２節及び第３節関係）」によるものとする。（告示第 68 条第２項

関係）  

① 走行用前照灯の数は、２個又は４個であること。ただし、二輪自動車

及び側車付二輪自動車にあっては、１個又は２個、カタピラ及びそりを

有する軽自動車、幅 0.8m 以下の自動車（二輪自動車を除く。）並びに

最高速度 20km/h 未満の自動車にあっては、１個、２個又は４個である

こと。 
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の自動車、c除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車であ

って地方運輸局長が指定するもの、d最高速度が 35km/h未満の大型特
殊自動車、e二輪自動車、f側車付二輪自動車、g農耕作業用小型特

殊自動車並びにhカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に

あっては、車両の左右各側において１個を曲線道路用配光可変型走行用

前照灯として使用してもよい。 
   ②～⑩ （略） 

 

４－２－７の２ すれ違い用前照灯 
４－２－７の２－２－２ 視認等による審査 

すれ違い用前照灯は、灯光の色等に関し､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。(保安基準第 32

条第５項関係､告示第 68 条第５項関係) 

  ①～③ （略） 

④ 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等

のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯とし

て使用してもよい。 
ア 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯 
イ 法第 75 条の２第１項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線
道路用配光可変型すれ違い用前照灯又は同条第７項の規定に基づき

装置の指定を受けたとみなされる曲線道路用配光可変型すれ違い用

前照灯（いわゆるEマークが付されたもの。） 
 

４－２－27  その他の灯火等の制限 

４－２－27－１ 装備要件 

 
 
 
 
 
 

②～⑩ （略） 
 

４－２－７の２ すれ違い用前照灯 
４－２－７の２－２－２ 視認等による審査 

すれ違い用前照灯は、灯光の色等に関し､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。(保安基準第 32

条第５項関係､告示第 68 条第５項関係) 

①～③ （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２－27  その他の灯火等の制限 

４－２－27－１ 装備要件 
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（1）～（4） 略 

（5） 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減す

る灯火を備えてはならない。（告示第 88 条第６項） 

① 曲線道路用配光可変型前照灯 
② （略） 
③ （略） 
④ （略） 
⑤ （略） 
⑥ （略） 
⑦ （略） 
⑧ （略） 
⑨ （略） 
⑩ （略） 

 

 

 

附 則 （平成１４年 10 月 24 日検査法人規程第 43 号） 

この規程は、平成 14 年 10 月 25 日から施行する。 

 

（1）～（4） 略 

（5） 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減す

る灯火を備えてはならない。（告示第 88 条第６項） 

 
① （略） 

② （略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ （略） 

⑥ （略） 

⑦ （略） 

⑧ （略） 
⑨ （略） 
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