
 
 

 
 

軽自動車検査協会検査事務規程（昭和４８年９月２６日協会規程 

第１６号）の一部改正について 

 

１．改正概要 

 

（１）図柄入りナンバーへの交換申請に係る番号変更 

 

図柄入りナンバーについては、関係告示において、車両番号標の分類番号が３字の

ものに限られていること、また、関係省令において、車両番号標の滅失、き損、様式

不適合以外による車両番号の変更が認められていないことから、分類番号が２字以下

の軽自動車の使用者においては、当該図柄入りナンバーを取得することができなかっ

た。 

今般、道路運送車両法施行規則（昭和２６年８月１６日運輸省令第７４号）の一部

改正（平成 29 年７月 19 日施行予定）が行われ、交換申請があった場合において、番

号変更が認められることとなった。 

なお、分類番号が２字以下の軽自動車の無用な番号変更を制限するため、登録番号

標と同様に、検査事務規程に、車両番号の分類番号が２字以下の場合であって、図柄

入りナンバーへ交換申請があった場合に限り番号変更が認められるように規定する。 

 

 

（２）架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の検査方法の明確化 

 

審査事務規程の改正により、架装等により車両重量が増加した乗用車等の増加限度

について、受検車両の車両重量が自動車の諸元表等における車両重量に１．１を乗じ

た値を超えないものとすると定められたことから、当協会についても、審査事務規程

に準じて乗用自動車における車両重量の増加限度を定めるために検査事務規程の一部

改正を行う。 

 

（３）平成２８年騒音規制に係る自動車検査証備考欄記載方法の明確化 

 

   「平成２８年騒音規制の細部取扱いに係る関係通達」の一部改正及び「自動車検査

業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）の一部

改正により、自動車検査証への備考欄記載方法が明確化されたことから、検査事務規

程の一部改正を行い、平成２８年騒音規制に係る自動車検査証の備考欄記載方法を規

定する。 

 

（４）検査の実施方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正 

 

   すれ違い用前照灯試験機への新たな計測方法の追加にあたり、審査事務規程の用語

の定義の読み替え、４章における書面等の審査書面の明確化等を行う。 

 

平成 29 年７月 19 日 
軽自動車検査協会 



 

 

２．施行日 

 

平成２９年７月１９日から施行する。 

 ただし、２－１７（乗用自動車の車両重量の増加限度）の改正規定は、平成２９年１０

月１日から施行することする。 
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軽自動車検査協会検査事務規程の一部を改正する新旧対照表 

○軽自動車検査協会検査事務規程（昭和４８年９月２６日協会規程第１６号） 

改 正  現   行 

目 次 （略） 

第１章総則 

 

１－１－～１－２（略） 

 

１－３ 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及びこ

れらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるものとする。 

なお、審査事務規程１－３「用語の定義」中、「地方検査部及び地方事務所」

は「事務所、支所及び分室」と、「審査時車両状態」は「検査時車両状態」と

読み替えるものとする。 

 

１－４～１－５（略） 

 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－６（略） 

 

２－７ 検査の実施方法 

（１）（略） 

（２）第４章における書面等による審査は、別に定める場合を除き、次の書

面により行うものとする。 

① 当該自動車又は当該装置の試験成績書（写しをもって代えることがで

きる。） 

② 同一構造を有する自動車の試験成績書（写しをもって代えることがで

目 次 （略） 

第１章総則 

 

１－１－～１－２（略） 

 

１－３ 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及びこ

れらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるものとする。 

なお、審査事務規程１－３「用語の定義」中、「審査時車両状態」は「検査時

車両状態」と読み替えるものとする。 

 

 

１－４～１－５（略） 

 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－６（略） 

 

２－７ 検査の実施方法 

（１）（略） 

（新設） 
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きる。） 

③ 自動車製作者が発行した適合証明書 

④ 協定規則に基づく認定証（写しをもって代えることができる。） 

⑤ 当該自動車と変更前の自動車の比較による適合説明書 

⑥ 当該自動車と他の自動車の比較による適合説明書 

⑦ 計算による適合説明書 

⑧ 基準適合性について判断できるその他適切な書面 

（３）～（９）（略） 

 

２－８～２－１６（略） 

 

２－１７ 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた四輪以上の指定自動車等（諸元表等において許容限

度が不明なものに限る。）であって架装等により車両重量が増加したものの審

査については、第 4章によるほか、次により取扱うことができる。 

（1）次に該当する場合には、それぞれの技術基準等に係る書面等による 

審査を省略することができる。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基準

等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する技術

基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら

に類する行為による制動装置の変更がなく、受検車両の諸元表等に記

載された類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受

検車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①から

⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）に規

 

 

 

 

 

 

 

（２）～（８）（略） 

 

２－８～２－１６（略） 

 

（新設） 
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定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代え

て適用する技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに

類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の変更がなく、受検

車両の諸元表等に記載された類別区分番号に対応する車両重量に1.1 を

乗じた値が、受検車両の車両重量と同一又は大きいもの 

 

（2）それぞれの技術基準等に係る書面等による審査にあたり、提出された

書面により次に該当することが確認できる場合には、当該技術基準等に

適合するものとする。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基

準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する

技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これ

らに類する行為による制動装置の変更がなく、アからウまでのいず

れかに該当するもの 

ア 制動装置について同一構造を有する自動車の諸元表等に記載さ

れた類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受

検車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

イ 特種用途自動車、緊急自動車又は道路維持作業用自動車であっ

て、（ｱ）から（ｴ）までのいずれかを満たすもの 

 

（ｱ）6.43(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表等に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｲ）70(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表等に記載された車両総重量(kg)
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（ｳ）5.0(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表等に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｴ）36.72(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表等に記載された車両総重量(kg)
 

注 1 「平均飽和減速度」「制動停止距離」「諸元表等

に記載された車両総重量」は、受検車両の諸元表

等に記載された類別区分番号に対応する数値を用

いること。 

注 2 霊柩車の場合には、「受検車両の車両総重量」に

100kgを加算して計算すること。 

注 3 （ｱ）及び（ｲ）の計算式は、諸元表等に記載さ

れた制動初速度が 100km/hの自動車に適用する。 

注 4 （ｳ）及び（ｴ）の計算式は、諸元表等に記載さ

れた制動初速度が 60km/hの自動車に適用する。 

ウ UN R13H-01 附則 3 又は UN R13-11 附則 4 の「タイプ O 試験（原

動機切り離し）［常温時制動試験］の積載状態」及び「タイプⅠ試

験［フェード試験］」の基準に適合することが、（ｱ）又は（ｲ）に

より確認できるもの（試験成績書中の試験時重量が、受検車両の

車両総重量と同一又は重いものに限る。） 

（ｱ）当該自動車の試験成績書（写しをもって代えることができる。） 

（ｲ）制動装置について同一構造を有する自動車の試験成績書（写し

をもって代えることができる。） 

 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①か

ら⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）

に規定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれら

に代えて適用する技術基準等 
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自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他

これらに類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の

変更がなく、アに該当するもの 

ア それぞれの技術基準等に係る部位について同一構造を有

する自動車の諸元表等に記載された類別区分番号に対応す

る車両重量に 1.1 を乗じた値が、受検車両の車両重量と同

一又は大きいもの 

 

２－１８～２－２１（略） 

２－２２  画像の取得及び保存 

（削除） 

 

２－２３（略） 

２－２４貨物自動車の検査 

２－２４－１用途の判定 

用途区分通達によるほか、次によるものとする。 

 ①(略) 

 ②乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに

限る。）として認証を受けた指定自動車等及び該当する指定自動車等と「同一」

又は「類似」に区分される並行輸入自動車の乗車人員の携帯品の積載箇所は、

用途区分通達における物品積載設備とは判断しない 

 

２－２４－２ 制動装置の規定の適用 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた指定自動車等及び該当する指定自動車等と「同一」

又は「類似」に区分される並行輸入自動車（乗車定員 10 人未満（平成 15 年

12 月 31 日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員 11 人未満）のも

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１７～２－２０（略） 

２－２１ 画像の取得及び保存 

２－２２ 欠番（削除） 

 

２－２３（略） 

２－２４貨物自動車の検査 

２－２４－１用途の判定 

用途区分通達によるほか、次によるものとする。 

 ①(略) 

 ②乗用自動車等として型式認証等を受けた自動車（用途区分通達における

注 8をいう。以下 2-24 において同じ。）の乗車人員の携帯品の積載箇所は、

用途区分通達における物品積載設備とは判断しない。 

 

 

２－２４－２ 制動装置の規定の適用 

乗用自動車等として型式認証等を受けた自動車（乗車定員 10 人未満（平

成 15 年 12 月 31 日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員 11 人未

満）のものに限る。）の用途を貨物自動車（車両総重量 3.5t 以下のものに限

る。）に変更する場合の制動装置の規定については、審査事務規程 7-15 の規
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のに限る。）の用途を貨物自動車（車両総重量 3.5t 以下のものに限る。）に

変更する場合の制動装置の規定については、審査事務規程 7-15 の規定にか

かわらず、審査事務規程 7-16 の規定を適用することができる。 

ただし、平成 12 年 6 月 30 日以前に製作された自動車（平成 10 年 10 月

1 日以降の型式指定自動車を除く。）であって、原動機の相当部分が運転者室

又は客室の下にある軽自動車及び全ての車輪に動力を伝達できる構造の動力

伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有する自動車については、審査事

務規程 7-16-5 の規定は適用できないものとする。 

 

第３章 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証、自動車検査

証返納証明書及び軽自動車検査票の記載 

 

３－１～３－４－４（略） 

 

３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(4)、2-8(2)、2-11-6(3)、

2-11-10①、2-12-1（1）③、2-12-1（2）⑤、2-13-1(5)、2-14-1(5)、2-16、

2-18(1)、2-19 及び 2-22-1 の規定に基づき、受検者に対し検査できな

いため検査を中断する旨通告した場合並びに2-2(1)⑦に規定する事項が

反復又は継続して行われ適正な検査を実施できない場合には、その理由

又は 2-3(1)に該当する番号のいずれかを検査票 1 又は検査票 2の備考欄

に記載し、受検者に通知するものとする。 

この場合において、2-8(2)、2-11-5(3)、2-13-1（5）及び 2-18（1）

の規定に基づく通告の理由は、それぞれ①、②及び③の例によるものと

する。 

 

 

定にかかわらず、審査事務規程 7-16 の規定を適用することができる。 

ただし、平成 12 年 6 月 30 日以前に製作された自動車（平成 10 年 10 月

1 日以降の型式指定自動車を除く。）であって、原動機の相当部分が運転者室

又は客室の下にある軽自動車及び全ての車輪に動力を伝達できる構造の動力

伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有する自動車については、審査事

務規程 7-16-5 の規定は適用できないものとする。 

 

 

 

第３章 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証、自動車検査

証返納証明書及び軽自動車検査票の記載 

 

３－１～３－４－４（略） 

 

３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(3)、2-8(2)、2-11-5(3)、

2-11-10①、2-12-1（1）③、2-12-1（2）⑤、2-13-1(5)、2-14-1(5)、2-16、

2-17(1)、2-18 及び 2-21-1 の規定に基づき、受検者に対し検査できな

いため検査を中断する旨通告した場合並びに2-2(1)⑦に規定する事項が

反復又は継続して行われ適正な検査を実施できない場合には、その理由

又は 2-3(1)に該当する番号のいずれかを検査票 1 又は検査票 2の備考欄

に記載し、受検者に通知するものとする。 

この場合において、2-8(2)、2-11-5(3)、2-13-1（5）及び 2-17（1）

の規定に基づく通告の理由は、それぞれ①、②及び③の例によるものと

する。 
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３－３－１５ 備考欄 

(1) 検査証等の備考欄への記載が必要な次表左欄に掲げる自動車につい

て、同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により検査票 2 の備考欄に記

載する。また、その他必要な事項についても必要に応じて記載し、検査

証等に印字する。 

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 

15．平成 10 年騒音規

制適合自動車及びそ

れ以降に規制強化が

なされた騒音規制適

合自動車 

※１ 

騒音規制に適合している旨及

び近接排気騒音規制値。 

ただし、平成 28 年規制適合

車及びそれ以降に規制強化が

なされた騒音規制適合車につ

いては、騒音規制に適合して

いる旨、自動車型式認証実施

要領附則 5 の 1-35 に規程さ

れる車両のカテゴリ、新車時

等の近接排気騒音値、協定規

則第 51 号による近接排気騒

音の測定回転数及び細目告示

別添 38 による近接排気騒音

の測定回転数 

平成 10 年騒音規

制車 

近接排気騒音規制

値 96d 

平成 28 年騒音規

制車、騒音カテゴ

リＭ1Ａ1Ａ／近 

接排気騒音値 85dB

／ 測 定 回 転 数

3,750rpm 

（ 旧基準適用時

測 定 回 転 数

4,500rpm） 

※１ 15．の記載事項は、初めて検査証を交付する検査時に確認したものを

記載する。 

なお、平成 28 年騒音規制適合車の近接排気騒音値は、公的試験機関又は

自動車製作者等（消音器の改造を行う場合を除く。）が発行する加速走行騒音

試験結果成績表の提出があった場合は、加速走行騒音試験結果成績表の近接

排気騒音値とする。それ以外の場合であって、指定自動車等にあっては自動

車型式認証実施要領別添１又は別添２の別表、共通構造部（多仕様自動車）

３－３－１５ 備考欄 

(1) 検査証等の備考欄への記載が必要な次表左欄に掲げる自動車につい

て、同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により検査票 2 の備考欄に記

載する。また、その他必要な事項についても必要に応じて記載し、検査

証等に印字する。 

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 

15．平成 10 年騒音規

制適合自動車及びそ

れ以降に規制強化が

なされた騒音規制適

合自動車 

騒音規制に適合している旨及

び近接排気騒音規制値。 

ただし、平成 28 年規制適合

車及びそれ以降に規制強化が

なされた騒音規制適合車につ

いては、騒音規制に適合して

いる旨、自動車型式認証実施

要領附則 5 の 1-35 に規程さ

れる車両のカテゴリ、新車時

等の近接排気騒音値、協定規

則第 51 号による近接排気騒

音の測定回転数及び細目告示

別添 38 による近接排気騒音

の測定回転数 

平成 10 年騒音規

制車 

近接排気騒音規制

値 96d 

平成 28 年騒音規

制車、騒音カテゴ

リＭ1Ａ1Ａ／近 

接排気騒音値 85dB

／ 測 定 回 転 数

3,750rpm 

（ 旧基準適用回

転数 4,500rpm） 
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型式指定実施要領の別表又は輸入自動車特別取扱制度別紙の別表に掲げる諸

元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の自動車（二輪自動車、側車

付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型

特殊自動車を除く。）にあっては、次に掲げる書面に記載された近接排気騒音

値とする。 

（1）協定規則又は欧州連合規則に基づく認定証 

（2）車体において、協定規則に基づくマークが車両識別表示（車両データプ

レート）内か又はその近くに表示されていることにより、当該自動車が

協定規則第 51 号第３改訂版に適合していることが確認できる場合は、

当該自動車に係る欧州連合指令に基づく自動車製作者が発行する完成車

の適合性証明書（COC ペーパー） 

（3）細目告示第 118 条第１項第３号ロの基準に適合していることを証する

書面であって、当該自動車を製作した者が証明した書面 

 

 

３－３－１６～３－４－６（略）第４章～第５章（略） 

 

第６章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

 

６－１  車両番号の指定等 

 

 新規検査に合格した自動車及び予備検査証に基づく検査証の交付をする自

動車並びに検査証の記入申請に伴い車両番号が変更となる自動車及び車両番

号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった、又は次に掲げる理由

により車両番号の変更の申請があった自動車には、施行規則第 36 条の 17 に

よるほか、別に定める「検査対象軽自動車の車両番号の指定等に関する達」

（平成 16年 11月 1日付け理事長達第 18 号）により車両番号を指定し、又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３－１６～３－４－６（略）第４章～第５章（略） 

 

第６章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

 

６－１  車両番号の指定等 

 

 新規検査に合格した自動車及び予備検査証に基づく検査証の交付をする自

動車並びに検査証の記入申請に伴い車両番号が変更となる自動車及び車両番

号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた自動車には、施行規則

第 36 条の 17 によるほか、別に定める「検査対象軽自動車の車両番号の指定

等に関する達」（平成 16年 11 月 1 日付け理事長達第 18 号）により車両番号

を指定し、又は変更するものとする。 
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変更するものとする。 

（１）車両番号の分類番号が二字以下の自動車であって「道路運送車両法

施行規則（昭和二十六年運輸省令第七十四号）第一号様式備考（３）

及び第十二号様式備考（３）の規定に基づき、自動車登録番号標及び

車両番号標の塗色を定める告示」（平成二十九年二月十三日国土交通省

告示第九十九号）により国土交通大臣の定める塗色とした車両番号標

へ交換申請があった場合。 

 

以下（略） 

 

附則〔平成 29年 7月 19日協会規程第 37 号〕 

この規定は、平成 29 年 7月 19日から施行する。 

ただし、２－１７の改正規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

別表１（検査の実施の方法）（２－７関係） 

検査の種別 検査の実施の方法 

新規検査及び 

予備検査 

1～6（略） 

7 完成検査終了証又は出荷検査証の提出がある検査 

型式指定自動車及び共通構造部型式指定自動車は、次に

掲げる全ての要件を満足するものについては、2、3（共

通構造部型式指定自動車は（9）を除く。）及び 4（(5)及

び(6)に限る。）の検査を提出書面の検査に代えることが

できる。 

ただし、提出のあった書面又は当該自動車の構造・装置

の内容に疑義が生じ、検査を代えることが妥当ではない

と判断する場合はこの限りではない。 

（1）型式指定自動車 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

以下（略） 

 

 

 

 

 

別表１（検査の実施の方法）（２－７関係） 

検査の種別 検査の実施の方法 

新規検査及び 

予備検査 

1～6（略） 

7 完成検査終了証又は出荷検査証の提出がある検査 

型式指定自動車及び共通構造部型式指定自動車は、次に

掲げる全ての要件を満足するものについては、2、3（共

通構造部型式指定自動車は（9）を除く。）及び 4（(5)及

び(6)に限る。）の検査を提出書面の検査に代えることが

できる。 

ただし、提出のあった書面又は当該自動車の構造・装置

の内容に疑義が生じ、検査を代えることが妥当ではない

と判断する場合はこの限りではない。 

（1）型式指定自動車 
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 ①～③（略） 

 ④当該自動車に係る構造・装置について変更がないも

の（諸元表等に記載される事項に変更のない軽微な

装置の変更を除く。） 

  

⑤（略） 

 

（2）共通構造部型式指定自動車 

 ①（略） 

 ② 当該自動車に係る構造・装置について変更がないも

の。 

  ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア 同一型式内の他の類別（類別区分番号）に設定

されている構造・装置の仕様への変更 

  イ 次に掲げる構造・装置の変更 

（a）タイヤ（タイヤのパターン違いによる仕様変更

に限る。） 

（b）燃料タンク（別添 2「新規検査等提出書面審査

要領」3.に掲げる事前届出対象自動車に該当しな

いものに限る。） 

（c）突入防止装置 

（d）座席及び座席ベルト（取外す場合に限る。） 

（e）物品積載装置 

（f）運転台以外に装着される灯火装置、反射器及び

指示装置 

ウ 乗車定員の減員 

 ③（略） 

 ①～③（略） 

 ④当該自動車に係る構造・装置について変更がないも

の（諸元表等に記載される事項に変更のない軽微な

装置の追加又は変更であるものについてはこれに該

当する） 

 ⑤（略） 

 

（2）共通構造部型式指定自動車 

 ①（略） 

 ② 型式指定を受けた自動車から構造・装置（乗車定員

（乗車定員を減らすものに限る。）、突入防止装置、物

品積載装置並びに運転台以外に装着される灯火装置、

反射器及び指示装置を除く。）に変更がないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（略） 
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