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型式検査の検討課題について

１ 検討の背景

型式検査については、規制改革・民間開放推進会議の答申を踏まえ、一

層の効率化・簡素化に向け、申請者のデータ活用や民間委託などが求めら

れているところである。

また、平成１８年度中には 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す、

る法律 （平成１７年５月制定）に基づき、公道走行しないいわゆるオフ」

ロード車に対して、排出ガス規制が導入されることとなり、農業機械の一

部についてもこの排出ガス規制の対象となることから、オンロード車に引

き続きオフロード車に対しても排出ガスの性能評価の導入を検討する必要

がある。

２ 検討事項

（１）申請者のデータ活用事項（別添１）

型式検査のうち、申請者のデータの活用が図れる検査項目や検査条件

などについて検討を行う。

（２）民間への業務委託事項（別添１）

型式検査業務うち民間への委託が可能な業務について検討を行う。

（３） 排出ガス規制への対応事項（別添２）

オフロード車の排出ガス規制を踏まえて、型式検査の排出ガスの性能

評価の対象とする機種及び具体的な検査内容について検討を行う。
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申請者のデータ活用及び民間委託可能な業務の考え方について（案）

１ 申請者のデータ活用が可能な検査項目とそれ以外の検査項目の区分について

（１）申請者のデータ活用が可能な検査項目の考え方

ＰＴＯ性能試験や連続運転試験など、所用の検査機器や施設等を備え、規定

された計測方法や設定条件により、機械的、定量的に検査データが取得可能な

検査項目

（２）引き続き生研センターで直接検査を行うことが必要な項目

① 安全性の確認が必要な検査項目

ブレーキ，危険部の防護カバーなどの安全装置、安全キャブ又は安全フレ

ームの強度試験や視認性の評価など、安全性を実機上で確認することが必要

な検査項目

② 同一条件の下での試験が必要な検査項目

移植、収穫作業の性能や精度の試験等で、オペレーターの技能や品種、栽

培管理、ほ場条件等によりデータのばらつきが大きくなると考えられる検査

項目

③ 公的機関での確認が必要な検査項目

オン・オフロード車の排出ガス規制値が関係法令において定められている

など、公的機関におけて検査を実施することとされている検査項目

２ 民間委託可能な業務について

（１）検査業務の中で委託が可能なもの

例 ・排出ガス成分測定業務

・ほ場管理業務 等

（２）検査周辺業務のうち委託が可能なもの

例 ・型式検査の説明会、受付等手続き及び広報業務

・農業機械事故情報及び安全情報の収集業務

・国内外の農業機械に関する環境情報の収集 等

（別添１）



性 能 ＰＴＯ性能試験 作業性能試験 作業性能試験 散布性能試験 散布性能試験
けん引性能試験 ・植付性能試験 ・ノズル噴霧試験 ・ノズル噴霧量試験

・繰出・吐出性能試験 ・落下量分布試験 ・付着試験
・かくはん性能試験 ・風速分布試験

・かくはん性能試験

防じん防水試験
機関排出ガス性能試験 機関排出ガス性能試験 機関排出ガス性能試験

構 造 構造調査 構造調査 構造調査 構造調査 構造調査
安全確認調査 安全確認調査 安全確認調査 安全確認調査 安全確認調査

耐 久 性 連続運転試験 連続運転試験 悪路走行試験 悪路走行試験
耐圧試験

操作の難易 取扱試験 取扱試験 取扱試験 取扱試験 取扱試験

性 能 作業性能試験 作業性能試験 作業性能試験 作業性能試験 強度試験
・作業精度試験 ・作業精度試験 ・作業精度試験 ・作業精度試験 ・動的強度試験
・作業能率試験 ・作業能率試験 ・作業能率試験 ・作業能率試験 ・静的強度試験
機関排出ガス性能試験 機関排出ガス性能試験

構 造 構造調査 構造調査 構造調査 構造調査 構造調査
安全確認調査 安全確認調査 安全確認調査 安全確認調査 ・安全フレーム

・安全フレーム装着トラ
クター

耐 久 性 連続運転試験 運転試験 連続運転試験 連続運転試験

操作の難易 取扱試験 取扱試験 取扱試験 取扱試験 取扱試験

型式検査の対象機種ごとの検査項目の概要

スピードスプレヤー

作業機昇降装置性能試験
　うち油圧ポンプ性能試験
　　　揚力性能試験

作業機昇降装置性能試験
　うち連続昇降試験

ポテト・ハーベスター ビート・ハーベスター 安全キャブ及び安全フレーム

農用トラクター（乗用型） 田植機（乗用型） 野菜移植機 動力噴霧機（走行式）

コンバイン（自脱型） コンバイン（普通型）
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機種名：農用トラクター（乗用型）

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

１　性能 ＰＴＯ性能試験 ○トラクターが、作業機を駆動させる能力を測定。
○主な検査方法
　トラクターに装着されるロータリその他の作業機械を駆動するための動
力取り出し軸で得られる回転速度、トルク、出力を測定する。
　また、この時の燃料消費量、排出ガス及び各部の温度等についても測
定する。

ＰＴＯ性能試験装置
　　　　　　（写真１）
リフティングテーブル
　　　　　　（写真２）
試験環境制御用空調設備
　　　　　　（写真３）

けん引性能試験 ○トラクターが、作業機をけん引する能力を測定。
○主な検査方法
　トラクターにけん引負荷車を接続して後方からブレーキをかけ、けん引
した時のけん引力、走行速度及びけん引出力を測定する。
　また、この時のタイヤの滑り、燃料消費量及び各部の温度も測定する。

ダイナモメーターカー
　　　　　　（写真４）
テストコース（写真５）

作業機昇降装置性能試験
　うち油圧ポンプ性能試験
　　　揚力性能試験

○トラクターが、作業機を持ち上げる能力及び油圧作業機を作用させる
能力を測定。
○主な検査方法
　トラクターの作業機昇降装置における持ち上げ能力及び油圧作業機
を駆動させるのために装備されたトラクターの油圧取り出し口において
得られる油圧、流量及び油圧出力を測定する。

揚力測定装置（写真６）
油圧ポンプ性能試験装置
　　　　　　（写真７）

防じん防水試験 ○車軸及びブレーキ部の防水性能を確認。
○主な検査方法
　水槽の中でトラクターを運転した後、車軸及びブレーキ部を分解し、水
の浸入の有無を確認する。

防水試験装置（写真８）

機関排出ガス性能試験 ○機関の排出ガス成分及び粒子状物質の量を測定。
○主な検査方法
　機関に所要の負荷をかけた状態で、排出ガス成分中の一酸化炭素
(CO)、炭化水素(HC)及び窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)並びに
排気黒煙濃度を測定する。

排出ガス計測システム
　　　　　　（写真９）

２　構造（安全性） 構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　操作作業部、かじ取り装置、ブレーキ装置等の仕様を確認する。

トラックスケール
　　　　　　（写真10）

－4－ 【農用トラクター（乗用型）】



区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

安全確認調査 ○防護装置等安全装備を確認。
○主な検査方法
　エンジンボンネットカバー、PTOマスターシールド等の可動部の防護や
排気管等高温部の防護対策を確認する。

３　耐久性 作業機昇降装置性能試験
　うち連続昇降試験

○作業機昇降装置の耐久性を確認。
○主な検査方法
　作業機昇降装置に荷重をかけて1000回の昇降試験を行い、異常の有
無を確認する。

揚力測定装置（写真６）

注）検査項目の欄のゴシック文字は、ＯＥＣＤ試験のデータの活用により試験・調査が省略可能

ダイナモメーターカー
　　　　　　（写真４）
テストコース（写真５）

４　操作の難易 取扱試験 ○運転における操作性等を確認・測定。
○主な検査方法
　装置の作動状況、運転・操作の難易等を確認及び旋回半径、騒音等
を測定する。

－5－ 【農用トラクター（乗用型）】



機種名：田植機（乗用型）
区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

１　性能 作業性能試験
　植付性能試験 ○　植付け性能を測定。

○　主な検査方法
　単位面積当たりの植付け作業時間等の植付け作業能率、欠株率、
植付け姿勢等の作業性能を測定する。

　繰出・吐出性能試験 ○施肥装置の性能を測定。
○主な検査方法
　粒状肥料の粒度分布、粘度、密度、ペースト肥料の粘度及び吐出
量等の施肥性能を測定する。

機関排出ガス性能試験 ○機関の排出ガス成分及び粒子状物質の量を測定。
○主な検査方法
　機関に所要の負荷をかけた状態で、排出ガス成分中の一酸化炭
素(CO)、炭化水素(HC)及び窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)並
びに排気黒煙濃度を測定する。

排出ガス計測システム
　　　　　　　　　　　　（写真９）

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　機体のバランス、操縦・操作部、施肥装置等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○防護装置等安全装備を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○連続運転により耐久性を確認。
○主な検査方法
　10時間の連続運転を行い、各部の故障又は異常の有無等を確認
する。

○運転及び作業時の操作の難易性を確認・測定。
○主な検査方法
　装置の作動状況、運転・操作の難易等を確認及び騒音・振動を測
定する。

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験

－6－ 【田植機（乗用型）】



機種名：野菜移植機

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

１　性能 作業性能試験 ○　植付け性能を測定。
○　主な検査方法
　単位面積当たりの植付け作業時間等の植付け作業能率、欠株率、
植付け姿勢等の作業性能を測定する。

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　機体のバランス、操作・作業部、植付け部等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○防護装置等安全装備を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○連続運転による耐久性の確認。
○主な検査方法
　10時間の連続運転を行い、各部の故障又は異常の有無等を確認す
る。

○運転及び作業時の操作の難易性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、振
動を測定する。

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験

－7－ 【野菜移植機】



機種名：動力噴霧機（走行式）

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

散布性能試験

　ノズル噴霧試験 ○散布ノズルの均一散布性能を測定。
○主な検査方法
　タンク内水位とノズル噴霧量の関係、均一散布、各ノズルの噴霧粒
径分布等を測定する。

落下量分布測定装置
　　　　　　　　　　　　（写真11）
レーザー光散乱方式粒度分
布測定装置（写真12の１及
び２）

　落下量分布試験 ○散布ブームの噴霧状況を測定。
○主な検査方法
　噴霧された薬液の量をブームに沿って等間隔に測定することにより
落下量（噴霧量）分布を測定する。

落下量分布測定装置
　　　　　　　　　　　　（写真11）

　かくはん性能試験 ○薬液タンクのかくはん性能を測定。
○主な検査方法
　噴霧液の濃度とタンク内の濃度を測定することによりタンク内のかく
はん性能を測定する。

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　給水装置の逆流防止対策、薬剤被曝軽減装置、ノズル・ブーム開
閉機構、運転・操作部等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真1６）

安全確認調査 ○防護装置等安全装備を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

悪路走行試験 ○悪路走行による耐久性を確認。
○主な検査方法
　悪路走行による各部の異常及び故障の有無を確認する。

人口悪路（写真17）

耐圧試験 ○ポンプの耐圧性を確認。
○主な検査方法
　供試ポンプの各部に常用圧力範囲の最高の２倍の圧力を30秒間加
圧し、液もれ、破裂等の異常の有無を確認する。

１　性能

２　構造（安全性）

３　耐久性

－8－ 【動力噴霧機（走行式）】



区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

４　操作の難易 取扱試験 ○運転及び作業時の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、振
動等を測定する。

－9－ 【動力噴霧機（走行式）】



機種名：スピードスプレヤー

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

散布性能試験
　ノズル噴霧量試験 ○散布ノズルの均一散布性能を測定。

○主な検査方法
　タンク内水位とノズル噴霧量の関係、均一散布、各ノズルの噴霧粒
径分布等を測定する。

ノズル噴霧量測定装置
　　　　　　　　　　　　（写真13）

　付着試験 ○散布薬液の付着状況を測定。
○主な検査方法
　散布した薬液の付着程度を測定する。

付着試験測定装置（写真14）

　風速分布試験 ○薬液の散布に用いる風の分布を調査。
○主な検査方法
　噴頭部からの風速を測定することにより、風速分布を調査する。

風速分布測定装置
　　　　　　　　（写真15、図１）

　かくはん性能試験 ○薬液タンクのかくはん性能を測定。
○主な検査方法
　噴霧液の濃度とタンク内の濃度を測定する。

機関排出ガス性能試験 ○機関の排出ガス成分及び粒子状物質の量を測定。
○主な検査方法
　機関に所要の負荷をかけた状態で、排出ガス成分中の一酸化炭
素(CO)、炭化水素(HC)及び窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)並
びに排気黒煙濃度を測定する。

排出ガス計測システム
　　　　　　　　　　　　（写真９）

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　給水装置の逆流防止対策、薬剤被曝軽減装置、運転・操作部等
の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○安全装備等の仕様を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 悪路走行試験 ○悪路走行による耐久性を確認。
○主な検査方法
　悪路走行による各部の異常及び故障の有無を確認する。

人工悪路（写真１7）

１　性能

２　構造（安全性）

－10－ 【スピードスプレヤー】



区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

４　操作の難易 取扱試験 ○運転及び作業時の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、
振動等を測定する。

－11－ 【スピードスプレヤー】



機種名：コンバイン（自脱型）

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

作業性能試験

　作業能率試験 ○収穫の作業能率をシミュレーションにより確認。
○主な検査方法
　標準的なほ場条件（寸法等）、作物条件（収量・水分等）、機械の諸
元、作業精度試験の結果を入力値とした計算式によってほ場作業量
を求める。

機関排出ガス性能試験 ○機関の排出ガス成分及び粒子状物質の量を測定。
○主な検査方法
　機関に所要の負荷をかけた状態で、一酸化炭素（CO）、炭化水素
（HC)、窒素酸化物（NOｘ）、粒子状物質（PM)及び排気黒煙濃度の測
定を行う。

排出ガス計測システム
　　　　　　　　　　　（写真９）

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　操縦・操作部、切断部、脱穀選別等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○安全装備等の仕様を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○収穫作業部の昇降による耐久性の確認。
○主な検査方法
　ヘッダの昇降を1000回連続して行い、油もれや異常の有無を確認す
る。

夾雑物選別装置（写真18）
損傷粒選別装置（写真19）

１　性能

　作業精度試験 ○収穫の作業精度を測定。
○主な検査方法
　ほ場に設定した試験区間において一定速度で作業を行い、
①穀粒損失（ほ場の穀粒のうち、穀粒口に収集されなかったものの割
合）
②収穫された穀粒中の損傷粒とわらくずの割合
を測定する。

２　構造（安全性）

－12－ 【コンバイン（自脱型）】



区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

○運転及び収穫作業の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、振
動等を測定する。

４　操作の難易 取扱試験

－13－ 【コンバイン（自脱型）】



機種名：コンバイン（普通型）

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

１　性能 作業性能試験
　作業精度試験
【稲、麦及び大豆のうち１作
物以上】

○収穫の作業精度を測定。
○主な検査方法
　ほ場に設定した試験区間において一定速度で作業を行い、
①穀粒損失（ほ場の穀粒のうち、穀粒口に収集されなかったものの
割合）
②収穫された穀粒中の損傷粒とわらくずの割合
を測定する。

夾雑物選別装置（写真18）
損傷粒選別装置（写真19）

　作業能率試験
【稲、麦及び大豆のうち１作
物以上】

○収穫の作業能率を測定。
○主な検査方法
　ほ場１枚の収穫作業を行い、ほ場面積と作業に要した時間を測定
する。

機関排出ガス性能試験 ○機関の排出ガス成分及び粒子状物質の量を測定。
○主な検査方法
　機関に所要の負荷をかけた状態で、一酸化炭素（CO）、炭化水素
（HC)、窒素酸化物（NOｘ）、粒子状物質（PM)及び排気黒煙濃度を
測定する。

排出ガス計測システム
　　　　　　　　　　　　（写真９）

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　操縦・操作部、ヘッダ部、脱穀選別部等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○安全装備等の仕様を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 運転試験 ○一定面積を稼働することにより耐久性を確認。
○主な検査方法
　稲、麦及び大豆のうち対象とする作物について一定面積以上の刈
取作業を行い、各部の異常の有無を確認する。

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験 ○運転及び収穫作業の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、
振動等を測定する。

－14－ 【コンバイン（普通型）】



機種名：ポテト・ハーベスター

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

作業性能試験
　作業精度試験 ○収穫作業の精度を測定。

○主な検査方法
　作業速度、収穫損失いも等を測定する。

　作業能率試験 ○収穫作業の能率を測定。
○主な検査方法
　掘取時間等の作業時間、荷下ろし時間等ほ場作業量を測定する。

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　操縦・操作部、堀取機構、伝導機構等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○安全装備等の仕様を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○連続運転による耐久性の確認。
○主な検査方法
　５時間の連続運転を行い、各部の故障又は異常の有無等を確認す
る。

○運転及び収穫作業の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、振
動等を測定する。

１　性能

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験

－15－ 【ﾎﾟﾃﾄ・ﾊｰﾍﾞｽﾀｰ】



機種名：ビート・ハーベスター

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

作業性能試験
　作業精度試験 ○収穫作業の精度を測定。

○主な検査方法
　作業速度、タッピング精度、収穫損失根等を測定する。

　作業能率試験 ○収穫作業の能率を測定。
○主な検査方法
　掘取時間等の作業時間、荷下ろし時間等ほ場作業量等を測定す
る。

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　操縦・操作部、堀取機構、伝導機構等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○安全装備等の仕様を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○連続運転による耐久性の確認。
○主な検査方法
　５時間の連続運転を行い、各部の故障又は異常の有無等を確認
する。

○運転及び収穫作業の操作性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、
振動を測定する。

１　性能

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験

－16－ 【ﾋﾞｰﾄ・ﾊｰﾍﾞｽﾀｰ】



機種名：野菜移植機

区分 検査項目 検査の概要 検査に必要な機器、施設

１　性能 作業性能試験 ○　植付け性能を測定。
○　主な検査方法
　単位面積当たりの植付け作業時間等の植付け作業能率、欠株率、
植付け姿勢等の作業性能を測定する。

構造調査 ○装置の誤操作を起こしやすい欠陥の有無等を確認。
○主な検査方法
　機体のバランス、操作・作業部、植付け部等の仕様を確認する。

トラックスケール（写真10）
傾斜台（写真16）

安全確認調査 ○防護装置等安全装備を確認。
○主な検査方法
　可動部、高温部等の防護対策を確認する。

３　耐久性 連続運転試験 ○連続運転による耐久性の確認。
○主な検査方法
　10時間の連続運転を行い、各部の故障又は異常の有無等を確認す
る。

○運転及び作業時の操作の難易性を確認・測定。
○主な検査方法
　各部装置の作動状況及び運転・操作の難易等を確認及び騒音、振
動を測定する。

２　構造（安全性）

４　操作の難易 取扱試験

【野菜移植機】



【写真１】ＰＴＯ性能試験装置 　　　　【写真２】リフティングテーブル 【写真３】試験環境制御用空調設備

【写真５】テストコース　

【写真４】ダイナモメーターカー 【写真６】揚力測定装置　　

型式検査に必要な機器・施設

－19－



【写真７】油圧ポンプ性能試験装置 　　　　　　【写真８】防水試験装置　 【写真９】排出ガス計測システム

【写真１０】トラックスケール 【写真１１】落下量分布測定装置
【写真１２の１】レーザー光散乱方式粒度分

布測定装置

－20－



【写真１２の２】噴頭部からの散布状況 【写真１３】ノズル噴霧量測定装置 【写真１４】付着試験測定装置

【写真１５】風速分布測定装置 【図１】風速分布図
【写真１６】傾斜台

－21－



【写真１７】人工悪路
　　【写真１９】損傷粒選別装置

　　　　　　　　　　　　【写真１８】夾雑物選別装置　　　

　　　【写真２０】定置式三次元座標測定装置 　　　【写真２１】移動式三次元座標測定装置

－22－



【写真２２の３】水平負担試験用油圧シリンダ
【写真２２の２】圧壊用油圧シリンダ

【２２の４】試験状況

【写真２２の１】静的強度試験装置

－23－



特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
（平成17年5月25日法律第51号）について

特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護する
とともに生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しない
オフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う。

特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護する
とともに生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しない
オフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う。

特殊自動車に対する排出ガス対策の現状及び課題：
○現状
①特殊自動車のうち公道を走行するもの（オンロード車） ：道路運送車両法により規制
〔自動車全体の排出量に占める割合 窒素酸化物 約7.3%  粒子状物質 約3.2%〕
平成１５年１０月１日から平成１６年９月１日の間に適用

②特殊自動車のうち公道を走行しないもの（オフロード車） ：未規制

〔自動車全体の排出量に占める割合 窒素酸化物 約25.1% 粒子状物質 約11.8%〕

オフロード車に対する排出ガス対策を実施する必要性大

型式指定エンジン搭載
車両の届出

・車両（新車）に基準適合表示を
付す

基準適合車両の使用

・道路運送車両法との相互認証エンジンメーカーの申請

オフロード車に対する規制の枠組み概要

車両メーカーの届出

エンジンの型式指定

使用者

(注) 排出ガスの排出量で比較した場合

・次の買換時に、基準適合表示
付き車両を選択
※現在使用中のものは規制対象外

・国は必要に応じ、メーカー、使用
者等に報告徴収、立入検査等を
実施

（別添２）



- 25 -

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の概要について

（ ） 、公道を走行しない特殊自動車 オフロード特殊自動車 からの排出ガスを規制するため

通常のオンロード自動車に対する規制を下敷きに、オフロード特殊自動車（この法律にい

う特定特殊自動車）の排出ガス低減性能に関する技術基準を定め、使用者に対しこの基準

の適合車の使用を義務付けることを基本とし、こうした義務の円滑な履行に資するため、

製作者及び輸入者に対し適合車に表示を付すことができることとするもの。

１ エンジンの型式指定

（１）特定特殊自動車に搭載するエンジン（特定原動機）について、環境保全の観点から

必要な排出ガス性能基準（技術基準）を定める。

（２）特定原動機の製作者及び輸入者は、申請により、同一モデル（型式）の特定原動機

の全てが排出ガス性能基準に適合することについて、主務大臣の指定（型式指定）を

受けることができる。

（３）オンロード特殊自動車のエンジン型式指定を受けたものは （２）の型式指定を取、

得したものとみなす。また、オンロードのエンジン型式指定申請についても （２）、

の型式指定取得エンジンについて簡易な運用を図る。

２ 車体の型式届出等

（１）特定特殊自動車の車体について、環境保全の観点から必要な技術基準を定める。

（２）特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、特定特殊自動車の型式（搭載する特定原動

機の型式を含む ）を主務大臣に届け出ることができる。。

（３ （２）の届出事業者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、車体の技術）

基準に適合することを検査し、検査記録を保存しなければならない。

（４）検査義務を履行した届出事業者等は、特定特殊自動車に表示を付すことができる。

（５）特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、少数生産車について、主務大臣の承認を受

けたときは、表示を付すことができる。

３ 特定特殊自動車の規制等

（ ） 、 、 。 、１ 特定特殊自動車は 表示が付されたものでなければ 使用してはならない ただし

使用開始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたも

のは、使用できる。

（２）主務大臣は、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者に対し、技術基準に適

合せるために必要な措置を命ずる。

（３）特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため使用者が配慮すべき事項についての指

針を定める。

４ 登録検査機関

（１）１（２）の型式指定に関する検査及び３（１）の検査の実務を国に代わって行う登
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録検査機関の登録手続、登録基準、変更・廃止手続を定める。

（２）登録検査機関の業務規程、財務諸表、業務改善命令等運営に関する事項を定める。

５ 主務大臣

環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣（以下を除く ）。

・３（２） 環境大臣及び事業所管大臣

・３（３） 事業所管大臣

６ 大気汚染防止法の一部改正

環境大臣は、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める。

７ 経過措置

法律の施行前に製作された特定特殊自動車は、３の規定は適用しない。

今後の予定

３（１ （２）以外：公布後、１年以内の政令で定める日から施行。）

３（１ （２） ：公布後、１年６月以内の政令で定める日から施行。）



本法により対象となる農業機械の種類
（公道を走行するもの（オンロード車）については、道路運送車両法に基づき、平成15年10月から排出ガス規制が適用）

農耕トラクタ 乗用型田植機 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚﾔｰ

コンバイン(自脱型) コンバイン(普通型)




