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解　説

◎�本項では、近年改正された審査事務規程の概要・解説を主体に、
トピックス等を収録している。
◎�判定については「例」であり、検査場の取扱いと異なる場合が
ある。また、法令等（主に審査規程）については原文を弊社で
編集している。従って、最終的には法令の原文を確認する必要
がある。
◎�収録した写真の改造車について、不正改造等を排除する目的の
ため弊社で作成し、撮影後は速やかに保安基準適合状態へ戻し
たことを申し添える。
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１ 排気管開口部の取扱い
△

�審査規程４－４不適切な補修、８－ 26 車枠及び車体、８－ 60
排気管

�左右開口の緩和
◎�従来、排気管は製作年月日の区分なく「左向き又は右向きに開
口していないこと」とされ、左右の傾きは「車両中心線に対し
30°を超えないこと」とされていた。
◎�そのため改造車や一部の輸入車（特に並行輸入車）については、
後付けのマフラーカッター等により改善が必要とされていた。
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◎�しかし、平成29年６月に行われた審査規程第11次改正により、
開口方向について「左向き又は右向きに開口していないこと」
及び「車両中心線に対し 30°を超えないこと」の基準が削除さ
れた。従って、横方向への排気（サイド出しマフラー）であっ
ても基準に適合することとなった。

【改正により基準適合となる排気管開口方向の例】

�開口部の位置明確化
◎�前述のとおり、サイド出しマフラーであっても基準に適合する
こととなった。しかし、その開口位置について「最後部となっ
ていてよいのか？」等、取扱いに迷うところがあった。
◎�しかし、平成29年11月に行われた審査規程第13次改正により、
平成 29 年 10 月 10 日以降に製作された自動車の排気管開口部
の位置について明確化された。
◎�明確化されていない平成 29 年 10 月９日以前の製作車の基準
と併せて次のとおりとなる。なお、排気管の改造が行われてい
る自動車に適用される基準、すなわち審査規程第７章の基準（抜
粋）をまとめている。

［排気管開口部の取扱い］
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　❼�開口部の具体的な位置基準（平成 29 年 10 月 10 日以降製作
車に適用）

　　�排気管は、排気ガス等の車室内への侵入により乗車人員に傷
害を与えるおそれが少ないよう配管されていなければならな
い。この場合において、次のいずれかに該当

4 4 4 4 4 4 4

する排気管は、
この基準に適合する

4 4 4 4

ものとする。

開口部が最後部車軸の後方

　　▪�排気管の開口部の全てが車軸の中心よりも後方にあればよ
い。

最後部車軸
中心線

最後部車軸
中心線

適合範囲適合範囲 不適合範囲不適合範囲

【車軸による基準】

　　　※�ただし、自動車の最後端からの突出量が水平距離で
50mm以内であること。

自動車の最後端自動車の最後端

50mm 以内50mm 以内

排気管開口部排気管開口部

【後方への突出量 50mm 以内】

［排気管開口部の取扱い］
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マイクロホンマイクロホン

※マイクロホンの位置をわかりやすくする
　ためウインドスクリーンを外しています
※マイクロホンの位置をわかりやすくする
　ためウインドスクリーンを外しています

基準点基準点

【マイクロホンの高さ】

　③�２本出し以上の排気管開口部
　　▪�排気管開口部の基準点の間隔が 30cm を超える場合
　　　�それぞれの排気管の開口部を計測の対象としてマイクロホ

ンを設置する。
　　▪�排気管開口部の基準点の間隔が 30cm 以下の場合
　　　�最も後方の排気管の開口部を計測の対象としてマイクロホ

ンを設置する。
　　　�ただし、最も後方の排気管の開口部を複数有する場合は、

その外側とする。この場合において、排気が漏れている部
位は排気管の開口部とみなす。

６．測定方法

◎�近接排気騒音の測定は次に掲げる方法により行う。
　①自動車の状態（シフト位置）
　　�自動車は停止状態、変速機の変速位置は中立、クラッチは接
続状態とする。

　②測定方法（エンジン回転数）
　　�原動機を次表の区分に応じた回転数±５％の回転数に１秒
間以上一定に保持した後、急速に減速し、アイドリングが安
定するまでの間の自動車騒音の大きさの最大値を測定する。

［近接排気騒音の取扱い］
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ツールボックスに該当する事例

構造 取付方法・使用目的等
①板状の箱（六面体）

① 板状の箱（六面体）
フレーム側面へ取付

② 板状の箱（六面体）
キャブ後フロア上面へ取付

③ エキスパンドメタルの箱
箱の上面はオープン
荷台下のフレーム側面へ取付
主にりん木入れとして使用

④ 板状の箱（六面体）
フレーム下面へ取付
主にりん木入れとして使用

⑤ 板状の箱
後面はオープン、帯板の飛出し防止付き
フレーム後部下面へ取付
主に台車入れとして使用

⑥ 板状の箱
側面はオープン、丸棒の飛出し防止付き
フレーム側面へ取付
主に台車入れとして使用

ツールボックス事例 構造・取付方法・使用目的等

ツールボックスの事例
別紙１ 

▪�フレーム側面へ取付
け

②板状の箱（六面体）

① 板状の箱（六面体）
フレーム側面へ取付

② 板状の箱（六面体）
キャブ後フロア上面へ取付

③ エキスパンドメタルの箱
箱の上面はオープン
荷台下のフレーム側面へ取付
主にりん木入れとして使用

④ 板状の箱（六面体）
フレーム下面へ取付
主にりん木入れとして使用

⑤ 板状の箱
後面はオープン、帯板の飛出し防止付き
フレーム後部下面へ取付
主に台車入れとして使用

⑥ 板状の箱
側面はオープン、丸棒の飛出し防止付き
フレーム側面へ取付
主に台車入れとして使用

ツールボックス事例 構造・取付方法・使用目的等

ツールボックスの事例
別紙１ 

▪�キャブ後フロア上面
へ取付け

③エキスパンドメタルの箱

① 板状の箱（六面体）
フレーム側面へ取付

② 板状の箱（六面体）
キャブ後フロア上面へ取付

③ エキスパンドメタルの箱
箱の上面はオープン
荷台下のフレーム側面へ取付
主にりん木入れとして使用

④ 板状の箱（六面体）
フレーム下面へ取付
主にりん木入れとして使用

⑤ 板状の箱
後面はオープン、帯板の飛出し防止付き
フレーム後部下面へ取付
主に台車入れとして使用

⑥ 板状の箱
側面はオープン、丸棒の飛出し防止付き
フレーム側面へ取付
主に台車入れとして使用

ツールボックス事例 構造・取付方法・使用目的等

ツールボックスの事例
別紙１ 

▪�箱の上面はオープン
▪�荷台下のフレーム側
面へ取付け
▪�主にりん木入れとし
て使用

［点検基準改正］
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⑨�白煙や臭いがあった場合は、排気管からのオイルを抜くため、
DPFの強制再生（整備書参照）を１回実施する。強制再生完
了時に、白煙が消えていることを確認して終了 ｡

【オイル抜き作業イメージ】【オイル抜き作業イメージ】

③③
アイドル
回転

2,000

3,000

4,000

5,000

（rpm）

③アイドル回転から、５秒以上かけてゆっくりと 2,000rpm に上げる｡
④2,000rpm から、５秒以上かけてゆっくりと 3,000rpm に上げる｡
⑤3,000rpm を、20 秒保持する｡
⑥3,000rpm から、５秒以上かけて 4,000rpm に上げる。
⑦更に５秒以上かけて 5,000rpm（＊）まで回転を上げた後、アクセル
を戻す｡
　＊CX-5（KF 型の 20 万番台）、CX-8（KG 型）は、エンジン制御上、
4,000rpm までしか上昇しない。

①エンジンを始動し、AT 車は P レンジ、MT 車は N レンジでエンジン
を暖機する｡
②すぐに緊急停止できるようにプッシュボタンスタートに指を添える｡

④④ ⑤⑤ ⑥⑥

５秒以上
20 秒

５秒以上

⑦⑦

［オパシメータ］
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■本書について

審査規程第19次改正（平成 30年 10 月 16 日）までを収録

本書は、自動車整備士の方を対象に、自動車の継続検査に必要

な道路運送車両の保安基準及び独立行政法人自動車技術総合機構
審査事務規程を中心にまとめた書籍です。

保安基準の条項に則した審査事務規程の要点をわかりやすく編

集しています。従って、原文及び詳細等については公論出版発行

の法令集「保安基準と審査事務規程」などで確認してください。

《第８章の構成の見直しについて》

◎ 審査事務規程第13次改正により、改造等による変更のない使用

過程車に適用される第８章の規定が大幅に削除された。具体的

には構造等の要件が極力削除され、劣化や摩耗等の確認に関す

る規定のみ残された。

◎ 継続検査において、第８章の規定が適用されるのは次の自動車

の部分である。

　① 自動車またはその部品の改造、装置の取付けまたは取外しそ

の他これらに類する行為により、構造、装置または性能に係

る変更が行われていない部分

　② 構造または取付に関する定量要件に影響を及ぼす損傷等が生

じていない部分

　③ 用途、車体の形状または使用方法等の変更があった自動車に

おいては、その前後で適用される基準に相違がない部分

◎ ただし、本書において上記①～③に該当する自動車であるか実

際に判断することが困難である等の理由により、改造等により

変更のある使用過程車に適用される第７章の基準を併記してい

る。

◎ また、改造等による変更のない使用過程車については灯火関係

全ての基準において「見通しに関する要件」は適用されない。

しかし、上記の理由により見通しに関する要件も記載している。
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最近の主な審査事務規程の改正

�第 18次改正／平成 30 年７月施行

❶審査中断となるテルテール明確化

　 制動装置や ABS テルテールが継続点灯・点滅している自動車

は審査時車両状態にないもの（製作年月日により保安基準不適

合状態）として審査中断されるが、新たに「BRAKE」及び「ABS」

といった文字だけによるテルテール点灯時も審査時車両状態に

ないと明確化した。

❷タイヤ空気圧監視装置基準緩和

　 従来、平成 30 年２月１日以降に製作された乗用自動車等のタ

イヤ空気圧監視装置について、「異常時に警報が適正に作動す

ること」と規定されていたが、改正により基準が削除された。

❸その他の灯火等の基準明確化

　 その他の灯火等の制限の基準により、反射光の色が白色である

反射器であって後方に表示するものを備えてはならないと規定

されているが、CNG 及び LNG を燃料とする自動車の後面に備

える表示については基準に適合すると明確化された。

❹バス乗降口の最下段有効奥行き寸法緩和

　 バスに備える乗降口の踏段であって、走行時に車体下部に格納

されるものについては有効奥行き 200mm 以上であればよいと

緩和された。

�第 16次改正／平成 30 年２月施行

❶突入防止装置が不要となる道路維持作業用自動車の明確化

　 追突衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車について、当

該装置を構造物として取り扱うこととし、後面の断面高さ等が

基準に適合しているものについては突入防止装置が不要となる

とした。

［最近の改正］
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❷座席ベルト非装着時警報装置装備義務拡大

　 新型車については概ね平成 32 年９月１日以降に生産された乗

車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5 トン以下の

貨物自動車について、全席に座席ベルト非装着時警報装置の装

備が義務化された。同様に、乗車定員 10 人以上の乗用自動車

及び車両総重量 3.5 トンを超える貨物自動車については、前席

に座席ベルト非装着時警報装置の装備が義務化された。

❸車両接近通報装置装備義務化

　 新型車については概ね平成 30 年３月８日以降に生産されたハ

イブリッドカー等の電力により作動する原動機を有するものに

は、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、車両

接近通報装置を備えなければならないこととなった。

❹近接排気騒音測定結果の取扱い明確化

　 相対値規制が適用される自動車の近接排気騒音の測定値につい

て、従来は［小数点第２位を四捨五入］という取扱いであった

が、小数点第１位を切り上げた整数位が基準値以下の場合には、

整数位までの数値を測定値とすることができることとなった。

これにより小数点第２位を表示することができない騒音計等で

あっても、相対値規制が適用される自動車の近接排気騒音を測

定できることとなる。

❺道路維持作業用自動車のリヤ・オーバハング基準明確化

　 追突衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車のリヤ・オー

バハング適合性について、測定方法を明確化した。

❻突入防止装置リベットによる適合性判定適用車拡大

　 従前は平成17年９月１日以降の製作車に適用されていたリベッ

トによる突入防止装置の適合性判定について、概ね平成４年６

月１日以降平成24年７月10日以前製作車について適合性判定が

可能となった。

［最近の改正］
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❼バスの車両転覆時の乗員保護性能を規定

　 新型車については概ね平成30年10月１日以降に製作される乗車

定員18人以上のバスについて、車両転覆時の乗員保護性能が定

められた。

❽前照灯夜間常時点灯の義務化

　 新型車については概ね平成32年４月８日以降に製作されたもの

について、前照灯の操作装置の操作位置にかかわらず、車速が

10km/hを超える場合、夜間において常にいずれかが点灯して

いる構造であることが求められることとなった。なお、前照灯

の操作装置に消灯位置が設定されていない場合に基準適合とな

る。

❾右側通行用のすれ違い用前照灯基準緩和

　 右側通行用のすれ違い用前照灯について、一定の基準を満たし、

かつ平成18年１月１日以降製作車であれば基準適合とされてい

たが、一定の基準を満たすものであれば製作年月日の別なく基

準適合となった。

�第13次改正／平成29年11月施行

❶排気管開口部の基準追加

　 排気管の開口部について、車体から突出している場合等の基準

が具体化された。

❷第８章の構成見直し

　 改造等による変更のない使用過程車に適用される第８章の規定

が大幅に削除された。

❸特種用途自動車の審査方法明確化

　 ８ナンバー車両について、用途やベース車両等の区分により適

用される規定を明確化した。

❹基準適合性審査時の確認事項追加

　 自動車登録番号標等について、カバーの有無等を確認する規定

が追加された。

［最近の改正］
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�第11次改正／平成29年６月施行

❶突入防止装置基準強化

　 平成31年９月１日以降（詳細は本文参照）に製作された自動車

について、断面高さ等の基準が強化された。

❷タイヤのはみ出し緩和

　 乗車定員９人以下の乗用自動車のタイヤのはみ出しについて、

10mm未満まで適合すると緩和された。

❸近接排気騒音相対値規制導入

　 平成28年10月１日以降に製作（詳細は本文参照）された自動車

の近接排気騒音が検査証の備考欄に記載されている値から５

dBを超えてはならないこととなった。

❹排気管開口方向の基準削除

　「排気管左右開口の禁止」の基準が削除された。

�第３次改正／平成28年10月施行

❶外装基準削除

　 平成 21 年１月１日以降に製作された乗車定員 10 人未満の乗用

自動車に適用される外装基準が削除された。これにより、適用

される基準は従来どおりの「鋭い突起を有し、他の交通の安全

を妨げるおそれのないものでなければならないこと」となった。

❷昼間走行灯の基準新設

　昼間走行灯（通称名デイライト）の基準が新設された。

�第１次改正／平成28年７月施行

❶直前及び側方の視界（直前直左鏡及びカメラ等）更に明確化

　 第69次改正により基準を明確化したところであるが、更に審査

の方法として「手指で揺する」等の基準を追加した。

�第69次改正／平成28年４月施行

❶「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、表示と分け、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

り確認することとなった。

［最近の改正］
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［第18条の２／８－33　巻込防止装置］

　④ その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車

輪との間隔が400mm以下となるように取り付けられている

こと。

　⑤ その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中

心点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられているこ

と。

　⑥ 振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付

けられていること。

第18条の２ 突入防止装置

△

審査規程８－ 34、細目告示第 180 条。

…………………………………………………………………………………………………

■装備が必要な自動車

◎ 自動車及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突し

た場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防

止することができるものとして、強度、形状等に関し、基準に

適合する突入防止装置を基準に適合するよう備えなければなら

ない。ただし、大型特殊自動車及び牽引自動車を除く。

〔適用関係の整理：突入防止装置の装備要件〕

※ 平成27年７月25日以前に製作された乗用自動車、車両総重量

3.5トン以下の小型貨物自動車及び軽自動車は装備要件なし。

※ 平成19年８月31日以前に製作された小型貨物自動車は装備要

件なし。

種別 GVW 製作年月日

普通 貨物 － 要

乗用 － ～27.7.25 27.7.26～

小型 貨物 3.5t超 ～19.8.31 19.9.1～

3.5t以下 ～27.7.25 27.7.26～

乗用 － ～27.7.25 27.7.26～
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［第18条の２／８－34　突入防止装置］

軽 － － ～27.7.25 27.7.26～

ポールトレーラ － 要

大型特殊自動車 － 不要

牽引自動車 － 不要

◎ ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動

車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入すること

を防止することができる構造を有するものとして次に掲げる要

件に適合する自動車にあっては、この限りでない。

…………………………………………………………………………………………………

■突入防止装置の装備が不要となる自動車

◎ 突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突

した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止す

ることができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合

する自動車にあっては、突入防止装置の装備要件はない。

　★�解説：「突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自

動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入する

ことを防止することができる構造」とは、次のものが該当する。

　　① モノコック構造の車体の後面

　　② セミトレーラの車枠の後面

　　③リヤリフトゲート後面

　　④塵芥車の荷箱後面

　　⑤その他の車体後面の構造部（後部のエンドクロスメンバ等）

　　 上記の構造が一定の要件を満たしている場合、突入防止装置

の装備が不要となる。

〔適用関係の整理：突入防止装置の装備が不要となる自動車〕

◎ 自動車の製作年月日等により、突入防止装置の装備が不要とな

る構造部に関する適用基準が異なる。本書では「パターンⅠ～

Ⅲ」に分けて収録している。それぞれ適用される基準は次のと

おり。
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［第18条の２／８－34　突入防止装置］

▪パターンⅠ
　 平成17年８月31日（小型自動車は平成19年８月31日）以前に製

作された自動車。

▪パターンⅡ
　新型車…平成31年８月31日以前に製作された自動車

　 継続生産車…平成31年９月１日から平成33年８月31日までに製

作された自動車であって、次に掲げるもの

　① 平成31年８月31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

　② 平成31年９月１日以降の型式指定自動車、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31年８月31日

以前の型式指定自動車、新型届出自動車又は輸入自動車特別

取扱自動車と後方からの突入防止に係る性能が同一であるも

の

　③指定自動車等以外の自動車

▪パターンⅢ
　 新型車…平成31年９月１日以降に製作された自動車

　継続生産車…平成33年９月１日以降に製作された自動車

製作時期
適用される基準

普通貨物自動車 小型貨物自動車

平成 17 年８月 31 日

以前

平成 19 年８月 31 日

以前（装備要件なし）
パターンⅠ

平成 17 年９月１日 平成 19 年９月１日

パターンⅡ～

新型車：平成 31年８月 31日

継続生産車：平成 33 年８月 31 日

新型車：平成 31 年９月１日

継続生産車：平成 33 年９月１日

～

パターンⅢ
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［第18条の２／８－34　突入防止装置］

パターンⅠの規定

◎ 次項「突入防止装置の性能と取付に関する要件」突入防止装置

と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の

車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車

にあってはこの限りでない。

パターンⅡの規定

区分１：車両総重量７トン以上の自動車

◎ モノコック構造の車体の後面、セミトレーラの車枠の後面その

他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合する

平面部を有すること。

　 この場合において、追突の衝撃緩和装置を備えた道路維持作業

用自動車にあっては、当該装置（灯火器等が取付けられたもの

を含む）の取付部後面の平面部が①から③までに掲げる要件に

適合するものであればよい。

　① 平面高さ及び車輪からの距離

　　［断面高さ］

　　 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直

面による断面の高さが 100mm 以上あること。

　　 この場合において断面の高さとは、車枠または車体で構成さ

れるものであって、他の自動車が追突した場合に、追突した

自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以

上に防止できる構造部全体としての断面の高さをいう。

　　 ただし、車両後部に貨物を積卸しするための昇降装置（道板

を兼ねる後あおりを作動させる装置等を含む）を取付けるた

め、構造部に切り欠きが設けられる場合または分割される場

合で、一部の断面の高さが100mm以上確保できないものに

あっては、「■性能と取付に関する要件」中「昇降装置」の

基準を適用させる。
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［第18条の２／８－34　突入防止装置］

　　※ 上記［断面高さ］におけるただし書きの規定は、平成24

年７月10日以前に製作された自動車には適用しない。

　　［車輪からの距離］

　　 車体後面の構造部における平面部の最外縁が後軸の車輪の最

外側の内側 100mm までの間にあること。ただし、当該構造

部が後車軸の幅を超える車体の構造部として構成されている

場合は、当該平面部の幅が後車軸の幅を超える構造でもよい。

　② 下縁の高さ

　　 車体後面の構造部における下縁の高さが空車状態において地

上 550mm 以下であること。

　③ 車両後端からの距離

　　 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上 

1,500mm 以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平

距離が 450mm 以下であること。

100mm以下

または

後車軸の幅越え

100mm以上
550mm以下 車輪最外側

450mm以下

区分２：車両総重量７トン未満の自動車

◎ モノコック構造の車体の後面、リヤリフトゲート後面、塵芥車

の荷箱後面その他の車体後面の構造部が①から③までに掲げる

要件に適合するものであること。
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［第18条の２／８－34　突入防止装置］

　①幅

　　 車体後面の構造部が当該自動車の幅の 60％以上であること。

ただし、リヤオーバハングが 1,500mm 以下のものは、当該

自動車の車枠後端の幅以上であればよい。

　②下縁の高さ

　　 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において

地上 550mm 以下であること。

　　ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

　　▪ リヤオーバハングが 1,500mm 以下の自動車にあっては、

下縁の高さが地上 600mm 以下の場合

　　▪ 車両総重量が 3.5 トン以下の自動車にあっては、下縁の高

さが地上 700mm 以下の場合

　③車両後端からの距離

　　 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上

1,500mm 以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平

距離が 450mm 以下であること。ただし、車両総重量が 3.5

トン以下の自動車にあっては、600mm 以下であること。

車両総重量 3.5 トン以下

リヤ・オーバハング 1,500mm 超
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リヤ・オーバハング 1,500mm 以下

車両総重量 3.5 トン超７トン未満

リヤ・オーバハング 1,500mm 超

リヤ・オーバハング 1,500mm 以下
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パターンⅢの規定

区分１：車両総重量3.5トン超え貨物自動車及びポール・トレーラ

◎ 車両総重量が3.5トンを超える貨物自動車及びポール・トレー

ラにあっては、モノコック構造の車体の後面、セミトレーラの

車枠の後面、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後面その他

の車体後面の構造部が①から③までに掲げる要件に適合する平

面部を有すること。

　 この場合において、追突の衝撃緩和装置を備えた道路維持作業

用自動車にあっては、当該装置（灯火器等が取付けられたもの

を含む）の取付部後面の平面部が①から③までに掲げる要件に

適合するものであればよい。

　① 断面高さ及び最外縁

　　［断面高さ］

　　 車体後面の構造部における平面部の車両中心面に平行な鉛直

面による断面の高さが120mm以上あること。

　　 ただし、次に掲げる車体後面の構造部にあっては100mm以

上あればよい。

　　▪車両総重量が８トン以下の自動車（被牽引自動車を除く）

　　▪車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車

　　▪ 車両運搬自動車であって、荷台後方部分が傾斜している構

造

　　▪ アウトリガにより前車軸を持ち上げ車体後面が接地する構

造又は低床荷台の構造を有する自動車

　　 なお、この場合における断面の高さとは、車体後面の構造部

全体としての断面の高さをいう。
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