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本書について

　本書は「道路運送車両の保安基準（以下、保安基準）」及び「独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程（以下、審

査事務規程）」の各原文（抜粋）を収録したものです。

　保安基準は、令和２年 12 月 25 日公布（国土交通省令第 100 号）、同日施行までを収録しています。

　審査事務規程は、令和２年 12 月 15 日公布（令和２年 12 月 15 日規程第 30 号）同日施行の第 34 次改正までを収録し

ています。

　通常、審査事務規程の並びは「＃－１　装備要件」、「＃－２　性能要件」、「＃－３　取付要件」、「＃－４　適用関係の整理」

となっていますが、本書では、製作年月日により適用関係の整理が適用される自動車であるかをはじめに確認して規程を調

べる、という実務の形態を参考に、次のように点線で囲み「＃－４　適用関係の整理」を先頭に移動しています。

　　

７－ 62－４　適用関係の整理

（1 ）昭和 35年９月 30 日以前に製作された自動車については、７－ 62－５（従前規定の適用①）の規定を適用する。

（2 ）昭和 38年 10 月 14 日以前に製作された自動車については、７－ 62－６（従前規定の適用②）の規定を適用する。

（3 ）昭和 44年３月 31 日以前に製作された自動車については、７－ 62－７（従前規定の適用③）の規定を適用する。

（4 ）平成 17年 12 月 31 日以前に製作された自動車については、７－ 62－８（従前規定の適用④）の規定を適用する。
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７－62

の規定（※）

（※）《関係箇所に変更がない場合》は８－62 の規定が適用される。

点線内は適用関係の整理の原文である

実線内は原文をもとに作成した適用関係の整理一覧図である
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第 37 条の２　後部霧灯  674
　７－ 78　後部霧灯  674
　８－ 78　後部霧灯  678

第 37 条の３　駐車灯  679
　７－ 79　駐車灯  679
　８－ 79　駐車灯  683

第 37 条の４　後部上側端灯  684
　７－ 80　後部上側端灯  684
　８－ 80　後部上側端灯  686

第 38 条　後部反射器  687
　７－ 81　後部反射器  687
　８－ 81　後部反射器  691

第 38 条の２　大型後部反射器  691
　７－ 82　大型後部反射器  691
　８－ 82　大型後部反射器  693

第 38 条の３　再帰反射材  694
　７－ 83　再帰反射材  694
　８－ 83　再帰反射材  697

第 39 条　制動灯  697
　７－ 84　制動灯  698
　８－ 84　制動灯  704

第 39 条の２　補助制動灯  705
　７－ 85　補助制動灯  705
　８－ 85　補助制動灯  708

第 40 条　後退灯  708
　７－ 86　後退灯  709
　８－ 86　後退灯  714

第 41 条　方向指示器  715
　７－ 87　方向指示器  715
　８－ 87　方向指示器  744

第 41 条の２　補助方向指示器  745
　７－ 88　補助方向指示器  745
　８－ 88　補助方向指示器  748

第 41 条の３　非常点滅表示灯  748
　７－ 89　非常点滅表示灯  748
　８－ 89　非常点滅表示灯  752

第 41 条の４　緊急制動表示灯  753
　７－ 90　緊急制動表示灯  753
　８－ 90　緊急制動表示灯  755

第 41 条の５　後面衝突警告表示灯  755
　７－ 91　後面衝突警告表示灯  756
　８－ 91　後面衝突警告表示灯  756

第 42 条　その他の灯火等の制限  757
　７－ 92　その他の灯火等の制限  757
　８－ 92　その他の灯火等の制限  763

《警音器・後写鏡・速度計�他》

第 43 条　警音器  764
　７－ 93　警音器  764
　８－ 93　警音器  767

第 43 条の２　非常信号用具  767
　７－ 94　非常信号用具  767
　８－ 94　非常信号用具  767

第 43 条の３　警告反射板  768
　７－ 95　警告反射板  768
　８－ 95　警告反射板  768

第 43 条の４　停止表示器材  768
　７－ 96　停止表示器材  768
　８－ 96　停止表示器材  769

第 43 条の５　盗難発生警報装置  769
　７－ 97　盗難発生警報装置  770
　８－ 97　盗難発生警報装置  770

第 43 条の６　車線逸脱警報装置  771
　７－ 98　車線逸脱警報装置  771
　８－ 98　車線逸脱警報装置  773

第 43 条の７　車両接近通報装置  773
　７－ 98 の２　車両接近通報装置 773

　８－ 98 の２　車両接近通報装置 774

第 43 条の８　事故自動緊急通報装置  775
　７－ 98 の３　事故自動緊急通報装置 775

　８－ 98 の３　事故自動緊急通報装置 777

第 43 条の９　側方衝突警報装置  777
　７－ 98 の４　側方衝突警報装置 777

　８－ 98 の４　側方衝突警報装置 778

第 44 条　後写鏡等  778
　７－ 99　後写鏡  779
　８－ 99　後写鏡  787
　７－ 100　直前及び側方の視界  789
　８－ 100　直前及び側方の視界  793

第 45 条　窓ふき器等  794
　７－ 101　窓ふき器等  794
　８－ 101　窓ふき器等  797

第 46 条　速度計等  797
　７－ 102　速度計等  798
　８－ 102　速度計等  801

第 47 条　消火器  802
　７－ 103　消火器  802
　８－ 103　消火器  805

第 47 条の２　内圧容器及びその附属装置  805
　７－ 103 の２　内圧容器及びその附属装置  805
　８－ 103 の２　内圧容器及びその附属装置  805

第 48 条　自動運行装置  806
　７－ 104　自動運行装置  806
　８－ 104　自動運行装置  807

第 48 条の２　運行記録計  807
　７－ 105　運行記録計  807
　８－ 105　運行記録計  808

第１章 第１章

第２章 第２章

第３章 第３章

第４章 第４章

第５章 第５章

第６章 第６章

第７章
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第７章

第８章
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別表 別表
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第 48 条の３　速度表示装置  809
　７－ 106　速度表示装置  809
　８－ 106　速度表示装置  810

《緊急自動車・旅客自動車�他》

第 49 条　緊急自動車  811
　７－ 107　緊急自動車  811
　８－ 107　緊急自動車  812

第 49 条の２　道路維持作業用自動車  813
　７－ 108　道路維持作業用自動車  813
　８－ 108　道路維持作業用自動車  813

第 49 条の３　自主防犯活動用自動車 813

　７－ 109　自主防犯活動用自動車  813
　８－ 109　自主防犯活動用自動車  813

第 50 条　旅客自動車運送事業用自動車  813
　７－ 110　旅客自動車運送事業用自動車  814
　８－ 110　旅客自動車運送事業用自動車  821

第 50 条の２　ガス運送容器を備える自動車等  821
　７－ 111　ガス運送容器を備える自動車等  821
　８－ 111　ガス運送容器を備える自動車等  823

第 51 条　火薬類を運送する自動車  824
　７－ 112　火薬類を運送する自動車  824
　８－ 112　火薬類を運送する自動車  824

第 52 条　危険物を運送する自動車  824
　７－ 113　危険物を運送する自動車  825
　８－ 113　危険物を運送する自動車  827

第 53 条　乗車定員及び最大積載量  827
　７－ 114　乗車定員  827
　８－ 114　乗車定員  829
　７－ 115　最大積載量  829
　８－ 115　最大積載量  832

第 54 条　臨時乗車定員  832
　７－ 116　臨時乗車定員 832

　８－ 116　臨時乗車定員 832

第 55 条　基準の緩和  832

第 56 条　製造又は改造の過程にある自動車  833

第 57 条　法第 99 条の自動車  833

第 58 条　適用関係の整理  833

第 58 条の２　締約国登録自動車の特例  833

第９章　立入検査又は街頭検査

　９－１　適用  （省略）

　９－２　審査項目等  （省略）

第 10 章　臨時検査

　10 －１　適用  （省略）

　10 －２　審査項目等  （省略）

第 11 章　雑則

　11 －１　業務量統計システム  （省略）

附則  （省略）

別表

　別表１　添付書面一覧  （省略）

　別表２　外国の試験機関  （省略）

　別表３　審査の実施の方法  834
　別表４　ロードインデックスに対応する負荷能力  836
　別表５　異なる速度における負荷能力  837
　別表６　NOx・PM 法対策地域及び NOx 法特定地域  838
　別表７　排出ガス規制区分別排出基準の適否  839
　別表８　 窒素酸化物等排出自動車の窒素酸化物及び粒子

状物質の排出基準  839
　別表９　NOx・PM 法の特定期日  840
様式

　様式１　自動車の審査結果通知書  （省略）

　様式２　特定装置の審査結果通知書  （省略）

　様式３　共通構造部の審査結果通知書  （省略）

　様式４　添付書面の審査結果通知書  （省略）

　様式５　 道路運送車両の保安基準第 56 条第４項の規定に

基づく試験自動車の審査結果通知書  （省略）

　様式６　 原動機付三・四輪自転車の型式認定申請等に係

る現車審査の審査結果通知書  （省略）

　様式７　自動車検査票１  （省略）

　様式８　自動車検査票２  （省略）

　様式９　審査結果通知書１  （省略）

　様式 10　審査結果通知書２  （省略）

　様式 11　備考欄記入事項連絡票  （省略）

　様式 12　 使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置

の試験成績書  （省略）

　様式 13　自動車排出ガス試験結果証明書  （省略）

別添

　別添１　試験規程  （省略）

　別添２　新規検査等提出書面審査要領  （省略）

　別添３　並行輸入自動車審査要領  （省略）

　別添４　改造自動車審査要領  841
　別添５　出張検査実施要領  （省略）

　別添６　街頭検査等実施要領  （省略）

　別添７　自動車の走行性能の技術基準  867
　別添８　連結車両の走行性能の技術基準  868
　別添９　近接排気騒音の測定方法（絶対値規制適用時）

  869
　別添 10　近接排気騒音の測定方法（相対値規制適用時）

  871
　別添 11　 無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収

係数の測定方法  873
　別添 12　無負荷急加速黒煙の測定方法  874
　別添 13　 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 

 875
　別添 14　ワンマンバスの構造要件  882
　別添 15　 ワンマンバスの構造要件（平成 24 年６月 30 日

以前に製作された自動車に適用）  884
　別添 16　業務量統計システム報告要領  （省略）

付録

　道路交通法（抜粋）  886
　消防法等（抜粋）  886
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第８条 原動機及び動力伝達装置
１ 　自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するもので

なければならない。

２ 　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度 20km/h 未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。）の原動機は、

運転者席において始動できるものでなければならない。

３ 　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊

自動車（道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）別表第１小型特殊自動車の項第２号に掲げる自動車をいう。

以下同じ。）並びに最高速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の

作動を自動的に解除するための独立に作用する２個以上のばねその他の装置を備えなければならない。

４ 　次の自動車（最高速度が 90km/h 以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。）の原動機は、速度抑制装置を備

えなければならない。

　（1 ）貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が８t 以上又は最大積載量が５t 以上のもの

　（2 ）前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

５ 　前項の速度抑制装置は、自動車が 90km/h を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を

円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

６ 　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並び

に被牽引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。）の燃料消費率（自動車の一定の条件での使用に際し消費さ

れる燃料の量を基礎として算出される燃料１ℓ当たりの走行距離を km で表した数値をいう。）は、告示で定める方法によ

り測定されなければならない。

７ 　自動車の電力消費率（外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電

気の量を基礎として算出される電力１kW/h 当たりの走行距離を km で表した数値をいう。）は、告示で定める方法により

測定されなければならない。

7 －９ 原動機及び動力伝達装置

７－９－４　適用関係の整理

（1 ）昭和 26 年 12 月 31 日以前に製作された自動車及び昭和 35 年３月 31 日以前に製作された車両総重量２t 未満の自動車

については、７－９－５（従前規定の適用①）の規定を適用する。

（2 ）平成６年３月 31 日以前に製作された自動車については、７－９－６（従前規定の適用②）の規定を適用する。

［テルテール：UN R121 又は UN R60 適用前］

（3 ）次に掲げる自動車にあっては、７－９－７（従前規定の適用③）の規定を適用する。

　① 　平成 31 年１月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車であって車両総重量が５t
を超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 12t を超えるもの

　② 　平成 29 年１月 31 日以前に製作された自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車であって車両総重

量５t を超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 12t を超えるもの、二輪自動車、側車付二

輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。）

　③ 　平成 29 年６月 30 日以前に製作された二輪自動車

従前規定の

適用①

昭和 26 年 12 月 31 日

及び

昭和 35 年３月 31 日（車両総重量２ｔ未満）

平成６年

３月 31 日

昭和 27 年１月１日

及び

昭和 35 年４月１日（車両総重量２ｔ未満）

従前規定の

適用②

平成６年

４月１日

７－９

の規定（※）

従前規定の

適用③

①平成 31 年１月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人

以上の自動車であって車両総重量が５t を超えるもの及び貨物の運送の用に

供する自動車であって車両総重量が 12t を超えるもの

②平成 29 年１月 31 日以前に製作された自動車（専ら乗用の用に供する乗車

定員 10 人以上の自動車であって車両総重量が５t を超えるもの、貨物の運

送の用に供する自動車であって車両総重量が 12t を超えるもの、二輪自動車、

側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。）

③平成 29 年６月 30 日以前に製作された二輪自動車

（※）《関係箇所に変更がない場合》は８－９の規定が適用される。

[ 第８条　原動機及び動力伝達装置 ]
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７－９－１　性能要件（視認等による審査）

（1 ）自動車の原動機及び動力伝達装置は、視認等その他適切な方法により審査したときに、運行に十分耐える構造及び性能

を有するものでなければならない。

　 　この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。

　① 　原動機の始動が著しく困難なもの

　② 　原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの

　③ 　原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの

　④ 　エア・クリーナが取外されているもの

　⑤ 　潤滑系統に著しい油漏れがあるもの

　⑥ 　冷却装置に著しい水漏れがあるもの

　⑦ 　ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの

　⑧ 　クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているも

の

　⑨ 　変速機の操作機構に著しいがたがあるもの

　⑩ 　動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの

　⑪ 　動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの

　⑫ 　推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑬ 　駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑭ 　推進軸又は駆動軸に損傷があるもの

　⑮ 　自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの

　⑯ 　自在接手部のダストブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの

　⑰ 　動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるも

の

　⑱ 　別添７「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

　⑲ 　別添８「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

　⑳ 　７－ 12 －１－２（1）又は７－ 12 －１－２（2）が適用される自動車のテルテールの識別表示のうち、次に掲げる表

示が継続して点灯しているもの。

　　【表示】

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 

7-9,8-9原動機及び動力伝達装置（最終改正：第 13次） 

1 / 5 

第 7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 第 8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 

（改造等による変更のない使用過程車） 

7-9 原動機及び動力伝達装置 

7-9-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）自動車の原動機及び動力伝達装置は、視認等その他適切

な方法により審査したときに、運行に十分耐える構造及び

性能を有するものでなければならない。 

この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合し

ないものとする。（保安基準第 8 条第 1 項関係、細目告示

第 10条第 1項関係、細目告示第 88条第 1 項関係） 

① 原動機の始動が著しく困難なもの 

② 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるも

の 

③ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた

場合に回転が円滑に上昇しないもの 

④ エア・クリーナが取外されているもの 

⑤ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの 

⑥ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの 

⑦ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの 

⑧ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著

しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが

損傷しているもの 

⑨ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの 

⑩ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの 

⑪ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの 

⑫ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンタ

ー・ベアリングに著しいがたがあるもの 

⑬ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンタ

ー・ベアリングに著しいがたがあるもの 

⑭ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの 

⑮ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷が

あるもの 

⑯ 自在接手部のダストブーツに損傷があるもの又は

ヨークの向きが正常でないもの 

⑰ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若

しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著し

い緩みがあるもの 

⑱ 別添 7「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満

足しないもの 

⑲ 別添 8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を

満足しないもの 

⑳ 7-12-1（3）又は 7-12-1（4）が適用される自動車

のテルテールの識別表示のうち、次に掲げる表示が継

続して点灯しているもの 

【表示】  

（2）速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより、

別添 8「連結車両の走行性能の技術基準」を満たすことと

なっている牽引自動車の速度制限装置について、速度計試

験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正

常に機能していない場合は、（1）⑲の基準を満足していな

いものとする 

（3）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度

20km/h未満の軽自動車を除く。）の原動機は、運転者席に

おいて始動できるものでなければならない。（保安基準第

8条第 2項） 

（4）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動

8-9 原動機及び動力伝達装置 

8-9-1 性能要件（視認等による審査） 

（1）自動車の原動機及び動力伝達装置は、視認等その他適切

な方法により審査したときに、運行に十分耐える構造及び

性能を有するものでなければならない。 

この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合し

ないものとする。（保安基準第 8 条第 1 項関係、細目告示

第 166条第 1 項関係） 

① 原動機の始動が著しく困難なもの 

② 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるも

の 

③ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた

場合に回転が円滑に上昇しないもの 

④ エア・クリーナが取外されているもの 

⑤ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの 

⑥ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの 

⑦ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの 

⑧ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著

しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが

損傷しているもの 

⑨ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの 

⑩ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの 

⑪ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの 

⑫ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンタ

ー・ベアリングに著しいがたがあるもの 

⑬ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンタ

ー・ベアリングに著しいがたがあるもの 

⑭ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの 

⑮ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷が

あるもの 

⑯ 自在接手部のダストブーツに損傷があるもの又は

ヨークの向きが正常でないもの 

⑰ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若

しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著し

い緩みがあるもの 

 

 

 

 

⑱ 7-12-1（3）又は 7-12-1（4）が適用される自動車

のテルテールの識別表示のうち、次に掲げる表示が継

続して点灯しているもの 

【表示】  

（2）速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより、

別添 8「連結車両の走行性能の技術基準」を満たすことと

なっている牽引自動車の速度制限装置について、速度計試

験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正

常に機能していない場合は、（1）の基準を満足していない

ものとする。 

 

 

 

 

 

  

（2 ）速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより、別添８「連結車両の走行性能の技術基準」を満たすこととなっ

ている牽引自動車の速度制限装置について、速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能

していない場合は、（1）⑲の基準を満足していないものとする。

（3 ）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 20km/h 未満の軽自動車を除く。）の原動機は、運転者席において

始動できるものでなければならない。

（4 ）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度 20km/h 未満の自動車を除く。）の加速装置は、

運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する２個以上のばねその他の装置

を備えなければならない。

７－９－２　欠番

７－９－３　欠番

７－９－５　従前規定の適用①

　 　昭和 26 年 12 月 31 日以前に製作された自動車及び昭和 35 年３月 31 日以前に製作された車両総重量２t 未満の自動車に

ついては、次の基準に適合するものであればよい。

７－９－５－１　性能要件（視認等による審査）

（1 ）自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。

　 　この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。

　① 　原動機の始動が著しく困難なもの

　② 　原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの

　③ 　原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの

　④ 　エア・クリーナが取外されているもの

　⑤ 　潤滑系統に著しい油漏れがあるもの

　⑥ 　冷却装置に著しい水漏れがあるもの

　⑦ 　ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの

　⑧ 　クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているも

の

[ ７－９　原動機及び動力伝達装置 ]



－　104　－ －　105　－

　⑨ 　変速機の操作機構に著しいがたがあるもの

　⑩ 　動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの

　⑪ 　動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの

　⑫ 　推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑬ 　駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑭ 　推進軸又は駆動軸に損傷があるもの

　⑮ 　自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの

　⑯ 　自在接手部のダストブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの

　⑰ 　動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるも

の

　⑱ 　別添７「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

　⑲ 　別添８「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

（2 ）（1）⑲において、速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより別添８「連結車両の走行性能の技術基準」の基

準を満たすこととなっている牽引自動車の速度制限装置を、「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の

機能確認等について」（平成８年 12 月 27 日付け自技第 241 号自整第 237 号）別添速度制限装置の機能確認方法に基づき

速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能していない場合は、当該基準を満足していな

いものとする。

７－９－６　従前規定の適用②

　　平成６年３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。

７－９－６－１　性能要件（視認等による審査）

（1 ）自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。

　 　この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。

　① 　原動機の始動が著しく困難なもの

　② 　原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの

　③ 　原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの

　④ 　エア・クリーナが取外されているもの

　⑤ 　潤滑系統に著しい油漏れがあるもの

　⑥ 　冷却装置に著しい水漏れがあるもの

　⑦ 　ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの

　⑧ 　クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているも

の

　⑨ 　変速機の操作機構に著しいがたがあるもの

　⑩ 　動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの

　⑪ 　動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの

　⑫ 　推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑬ 　駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの

　⑭ 　推進軸又は駆動軸に損傷があるもの

　⑮ 　自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの

　⑯ 　自在接手部のダストブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの

　⑰ 　動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるも

の

　⑱ 　別添７「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

　⑲ 　別添８「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの

（2 ）（1）⑲において、速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより別添８「連結車両の走行性能の技術基準」の基

準を満たすこととなっている牽引自動車の速度制限装置を、「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の

機能確認等について」（平成８年 12 月 27 日付け自技第 241 号自整第 237 号）別添速度制限装置の機能確認方法に基づき

速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能していない場合は、当該基準を満足していな

いものとする。

（3 ）自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 20km/h 未満の軽自動車を除く。）の原動機は、運転者席において

始動できるものでなければならない。

［テルテール：UN R121 又は UN R60 適用前］

７－９－７　従前規定の適用③

　　次に掲げる自動車にあっては、次の基準に適合するものであればよい。

第７章

第８章

第７章

第８章
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[ ７－９　原動機及び動力伝達装置 ]
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