
 

 

 

 

型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 
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動力噴霧機（走行式）の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究

機構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定によ

り解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止

前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の

規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構

法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規定

により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 
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農用トラクター（乗用型）の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

２－２ 検査の条件 

（７）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（３）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法、（３）のイに掲げるも

のに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づ

くディーゼル特定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法に記載する要件に適合するも

のとする。 

２－２ 検査の条件 

（７）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（３）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法及び同告示の別添46「無

負荷急加速黒煙の測定方法」（以下「無負荷急加速黒煙測定方法」という。）、（３）の

イに掲げるものに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項

第２号に基づくディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び同条第１項第６

号に基づく保安基準細目告示の無負荷急加速黒煙測定方法に記載する要件に適合するも

のとする。 

２－３ 試験又は調査の省略 

オ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機

構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により

解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前

の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規

定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

２－３ 試験又は調査の省略 

オ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法の

一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散した

旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物系

特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により解

散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

２－５－３ 機関排出ガス性能試験 ２－５－３ 機関排出ガス性能試験 
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この試験は、２－２の（３）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項第15号に則し、同告示の排出ガス測定方法に

より、２－２の（３）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関については

、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号の規定に則し、同告示のディーゼル特

定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 

 

この試験は、２－２の（３）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項15号、20号及び21号に則し、同告示の排出ガ

ス測定方法、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成11年法律第207号）第13条第１項

に基づき、同研究所において定めた審査事務の実施に関する規程別添の試験規程（以下「

試験規程」という。）のTRIAS31-J043(02)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８

モード及びＮＲＴＣ）」、同告示の無負荷急加速黒煙測定方法及び試験規程のTRIAS31-J

046-01「無負荷急加速黒煙測定の試験方法」（以下、「無負荷急加速黒煙試験方法」とい

う。）により、２－２の（３）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号、第４号及び第６号の規定に

則し、同告示のディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び保安基準細目告

示の無負荷急加速黒煙測定方法により行う。 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

ただし、無負荷急加速黒煙の測定にあたっては、動力計を切り離す。 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 
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（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディスクリート試験サ

イクル又はＲＭＣ試験サイクルに記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測

定を行う。 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法の試

験サイクルに記載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行

う。 

(ｱ)・(ｲ) ［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

（５）測定及び調査の項目 

［削る。］ 

ト その他必要な事項 

（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディーゼル特殊自動車

８モード法に記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法に記

載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

(ｱ)・(ｲ) ［略］ 

ウ 排気煙（黒煙）濃度については、上記アにおける測定の他に、供試機関を動力計から

切り離し、アイドリング回転速度から無負荷最高回転速度まで急加速する際の黒煙濃度を

測定する。アイドリング回転速度で無負荷において測定を行う。ただし、アイドリング回

転速度は、依頼者の申告する無負荷最低回転速度とする。 

 

（５）測定及び調査の項目 

ト 排気煙（黒煙）濃度 

ナ その他必要な事項 

３．検査の基準 ３．検査の基準 
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３－２ 性能 

（１）２－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

窒素酸化物及び粒子状物質の各成分値は、２－２の（３）のアに掲げるものに区分され

る供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、２－２の（３）のイに

掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条に定め

られた値とすること。 

３－２ 性能 

（１）２－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙による汚染度の各成分値は、２－２の（３）のアに掲

げるものに区分される供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、２

－２の（３）のイに掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス

告示第２条に定められた値とすること。 

附則この実施方法及び基準は平成27年９月30日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、２－５－３の試験方法

及び３－２の（１）の値は適用しない。 

・平成26年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成28年８月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

附則この実施方法及び基準は平成24年４月２日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、２－５－３の試験方法

及び３－２の（１）の値は適用しない。 

・平成23年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年３月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年10月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年３月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年10月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成27年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 
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この場合、２－２の（３）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成26年国土交通省告示

第43号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車排

出ガスの測定方法」、別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」又は保安基準細目告示の別

添109「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」を適用するとと

もに、改正前告示第41条に定められた値を適用する。また、２－２の（３）のイに区分さ

れる供試機に搭載される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則

した試験方法及び値を適用する。 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両法の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成22年国土交通省告

示第197号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動

車８モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車８モード法、試験規程

のTRIAS31-J043(01)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８モード）」、同告示の無

負荷急加速黒煙測定方法及び無負荷急加速黒煙試験方法を適用するとともに、改正前告示

別添41に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分される供試機に搭載

される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則した試験方法及び

値を適用する。 
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スピードスプレヤーの型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－２ 検査の条件 

（５）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法、（２）のイに掲げるも

のに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づ

くディーゼル特定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－２ 検査の条件 

（５）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法及び同告示の別添46「無

負荷急加速黒煙の測定方法」（以下「無負荷急加速黒煙測定方法」（以下「無負荷急加速

黒煙測定方法」という。）、（２）のイに掲げるものに区分されるものにあっては特定特

殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づくディーゼル特定原動機８モード法、Ｎ

ＲＴＣモード法及び同条第１項第６号に基づく保安基準細目告示の無負荷急加速黒煙測

定方法に記載する要件に適合するものとする。 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究

機構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定によ

り解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止

前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の

規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法

の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散し

た旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物

系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により

解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－５－３ 機関排出ガス性能試験 ３－５－３ 機関排出ガス性能試験 
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この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項第15号に則し、同告示の排出ガス測定方法に

より、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関については

、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号の規定に則し、同告示のディーゼル特

定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 

 

この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項15号、20号及び21号に則し、同告示の排出ガ

ス測定方法、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成11年法律第207号）第13条第１項

に基づき、同研究所において定めた審査事務の実施に関する規程別添の試験規程（以下「

試験規程」という。）のTRIAS31-J043(02)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８

モード及びＮＲＴＣ）」、同告示の無負荷急加速黒煙測定方法及び試験規程のTRIAS31-J

046-01「無負荷急加速黒煙測定の試験方法」（以下、「無負荷急加速黒煙試験方法」とい

う。）により、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号、第４号及び第６号の規定に

則し、同告示のディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び保安基準細目告

示の無負荷急加速黒煙測定方法により行う。 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

ただし、無負荷急加速黒煙の測定にあたっては、動力計を切り離す。 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 
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（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディスクリート試験サ

イクル又はＲＭＣ試験サイクルに記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測

定を行う。 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法の試

験サイクルに記載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行

う。 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

（５）測定及び調査の項目 

［削る。］ 

ト その他必要な事項 

（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディーゼル特殊自動車

８モード法に記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法に記

載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

ウ 排気煙（黒煙）濃度については、上記アにおける測定の他に、供試機関を動力計から

切り離し、アイドリング回転速度から無負荷最高回転速度まで急加速する際の黒煙濃度を

測定する。 

 

（５）測定及び調査の項目 

ト 排気煙（黒煙）濃度 

ナ その他必要な事項 

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、
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窒素酸化物及び粒子状物質の各成分値は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分され

る供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３－２の（２）のイに

掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条に定め

られた値とすること。 

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙による汚染度の各成分値は、３－２の（２）のアに掲

げるものに区分される供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３

－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス

告示第２条に定められた値とすること。 

附則この実施方法及び基準は平成27年９月30日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成26年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成28年８月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成26年国土交通省告示

附則この実施方法及び基準は平成24年４月２日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成23年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年３月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年10月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年３月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年10月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成27年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成22年国土交通省告示
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第43号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車排

出ガスの測定方法」、別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」又は保安基準細目告示の別

添109「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」を適用するとと

もに、改正前告示第41条に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分さ

れる供試機に搭載される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則

した試験方法及び値を適用する。 

第197号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車８

モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車８モード法、試験規程の

TRIAS31-J043(01)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８モード）」、同告示の無

負荷急加速黒煙測定方法及び無負荷急加速黒煙試験方法を適用するとともに、改正前告示

別添41に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分される供試機に搭載

される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則した試験方法及び

値を適用する。 
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コンバイン（自脱型）の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－２ 検査の条件 

（７）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法、（２）のイに掲げるも

のに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づ

くディーゼル特定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－２ 検査の条件 

（７）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法及び同告示の別添46「無

負荷急加速黒煙の測定方法」（以下「無負荷急加速黒煙測定方法」という。）、（２）の

イに掲げるものに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項

第２号に基づくディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び同条第１項第６

号に基づく保安基準細目告示の無負荷急加速黒煙測定方法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機

構法の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定に

より解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法

の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散し

た旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物

系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により

解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－５－３ 機関排出ガス性能試験 ３－５－３ 機関排出ガス性能試験 
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この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項第15号に則し、同告示の排出ガス測定方法に

より、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関については

、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号の規定に則し、同告示のディーゼル特

定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 

 

この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項15号、20号及び21号に則し、同告示の排出ガ

ス測定方法、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成11年法律第207号）第13条第１項

に基づき、同研究所において定めた審査事務の実施に関する規程別添の試験規程（以下「

試験規程」という。）のTRIAS31-J043(02)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８

モード及びＮＲＴＣ）」、同告示の無負荷急加速黒煙測定方法及び試験規程のTRIAS31-J

046-01「無負荷急加速黒煙測定の試験方法」（以下、「無負荷急加速黒煙試験方法」とい

う。）により、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号、第４号及び第６号の規定に

則し、同告示のディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び保安基準細目告

示の無負荷急加速黒煙測定方法により行う。 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

ただし、無負荷急加速黒煙の測定にあたっては、動力計を切り離す。 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 
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（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディスクリート試験サ

イクル又はＲＭＣ試験サイクルに記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測

定を行う。 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法の試

験サイクルに記載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行

う。 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

（５）測定及び調査の項目 

［削る。］ 

ト その他必要な事項 

（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディーゼル特殊自動車

８モード法に記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法に記

載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

ウ 排気煙（黒煙）濃度については、上記アにおける測定の他に、供試機関を動力計から

切り離し、アイドリング回転速度から無負荷最高回転速度まで急加速する際の黒煙濃度を

測定する。 

 

（５）測定及び調査の項目 

ト 排気煙（黒煙）濃度 

ナ その他必要な事項 

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、
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窒素酸化物及び粒子状物質の各成分値は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分され

る供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３－２の（２）のイに

掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条に定め

られた値とすること。 

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙による汚染度の各成分値は、３－２の（２）のアに掲

げるものに区分される供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３

－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス

告示第２条に定められた値とすること。 

附則この実施方法及び基準は平成27年９月30日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成26年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成28年８月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成26年国土交通省告示

附則この実施方法及び基準は平成24年４月２日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成23年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年３月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年10月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年３月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年10月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成27年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成22年国土交通省告示
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第43号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車排

出ガスの測定方法」、別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」又は保安基準細目告示の別

添109「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」を適用するとと

もに、改正前告示第41条に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分さ

れる供試機に搭載される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則

した試験方法及び値を適用する。 

第197号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車８

モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車８モード法、試験規程の

TRIAS31-J043(01)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８モード）」、同告示の無

負荷急加速黒煙測定方法及び無負荷急加速黒煙試験方法を適用するとともに、改正前告示

別添41に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分される供試機に搭載

される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則した試験方法及び

値を適用する。 
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田植機（乗用型）の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－２ 検査の条件 

（８）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法、（２）のイに掲げるも

のに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づ

くディーゼル特定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－２ 検査の条件 

（８）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法及び同告示の別添46「無

負荷急加速黒煙の測定方法」（以下「無負荷急加速黒煙測定方法」という。）、（２）の

イに掲げるものに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項

第２号に基づくディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び同条第１項第６

号に基づく保安基準細目告示の無負荷急加速黒煙測定方法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機

構法の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定に

より解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法

の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散し

た旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物

系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により

解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－５－３ 機関排出ガス性能試験 ３－５－３ 機関排出ガス性能試験 
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この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項第15号に則し、同告示の排出ガス測定方法に

より、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関については

、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号の規定に則し、同告示のディーゼル特

定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 

 

この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項15号、20号及び21号に則し、同告示の排出ガ

ス測定方法、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成11年法律第207号）第13条第１項

に基づき、同研究所において定めた審査事務の実施に関する規程別添の試験規程（以下「

試験規程」という。）のTRIAS31-J043(02)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８

モード及びＮＲＴＣ）」、同告示の無負荷急加速黒煙測定方法及び試験規程のTRIAS31-J

046-01「無負荷急加速黒煙測定の試験方法」（以下、「無負荷急加速黒煙試験方法」とい

う。）により、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号、第４号及び第６号の規定に

則し、同告示のディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び保安基準細目告

示の無負荷急加速黒煙測定方法により行う。 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

ただし、無負荷急加速黒煙の測定にあたっては、動力計を切り離す。 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 
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（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディスクリート試験サ

イクル又はＲＭＣ試験サイクルに記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測

定を行う。 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法の試

験サイクルに記載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行

う。 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

（５）測定及び調査の項目 

［削る。］ 

ト その他必要な事項 

（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディーゼル特殊自動車

８モード法に記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法に記

載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

ウ 排気煙（黒煙）濃度については、上記アにおける測定の他に、供試機関を動力計から

切り離し、アイドリング回転速度から無負荷最高回転速度まで急加速する際の黒煙濃度を

測定する。 

 

（５）測定及び調査の項目 

ト 排気煙（黒煙）濃度 

ナ その他必要な事項 

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、
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窒素酸化物及び粒子状物質の各成分値は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分され

る供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３－２の（２）のイに

掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条に定め

られた値とすること。 

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙による汚染度の各成分値は、３－２の（２）のアに掲

げるものに区分される供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３

－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス

告示第２条に定められた値とすること。 

附則この実施方法及び基準は平成27年９月30日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成26年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成28年８月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成26年国土交通省告示

附則この実施方法及び基準は平成24年４月２日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成23年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年３月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年10月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年３月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年10月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成27年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両法の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成22年国土交通省告
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第43号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車排

出ガスの測定方法」、別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」又は保安基準細目告示の別

添109「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」を適用するとと

もに、改正前告示第41条に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分さ

れる供試機に搭載される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則

した試験方法及び値を適用する。 

示第197号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動

車８モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車８モード法、試験規程

のTRIAS31-J043(01)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８モード）」、同告示の無

負荷急加速黒煙測定方法及び無負荷急加速黒煙試験方法を適用するとともに、改正前告示

別添41に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分される供試機に搭載

される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則した試験方法及び

値を適用する。 
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農用トラクター（乗用型）用安全キャブ及び安全フレームの型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

４－２ 安全フレームとその装着トラクターの取扱い 

（３）安全フレームと座席等との位置関係が同一であること 

  なお、装着トラクターは、検査合格機又は安全鑑定適合機であること。ただし、同一

年度において検査又は安全鑑定を依頼しているもの若しくは国立研究開発法人農業・

食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律

（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散した旧生物系特定産業

技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究

推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により解散した旧農業機

械化研究所を含む。）がその構造を確認したものは、この限りでない。 

４－２ 安全フレームとその装着トラクターの取扱い 

（３）安全フレームと座席等との位置関係が同一であること 

  なお、装着トラクターは、検査合格機又は安全鑑定適合機であること。ただし、同一

年度において検査又は安全鑑定を依頼しているもの若しくは独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律（平成

14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研

究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機

構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により解散した旧農業機械化研

究所を含む。）がその構造を確認したものは、この限りでない。 

４－４ 試験又は調査の省略 

ウ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機

構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により

解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前

の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規

定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

４－４ 試験又は調査の省略 

ウ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法

の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散し

た旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物

系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により

解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 
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ポテト・ハーベスターの型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究

機構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定によ

り解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止

前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の

規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構

法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規定

により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 
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ビート・ハーベスターの型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究

機構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定によ

り解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止

前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の

規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構

法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規定

により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 
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コンバイン（普通型）の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－２ 検査の条件 

（６）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法、（２）のイに掲げるも

のに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号に基づ

くディーゼル特定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－２ 検査の条件 

（６）測定計器 

測定計器は、検定して補正されたものとする。 

なお、機関排出ガス性能試験に用いる測定計器については、（２）のアに掲げるものに

区分されるものにあっては保安基準細目告示の排出ガス測定方法及び同告示の別添46「無

負荷急加速黒煙の測定方法」（以下「無負荷急加速黒煙測定方法」という。）、（２）の

イに掲げるものに区分されるものにあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項

第２号に基づくディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び同条第１項第６

号に基づく保安基準細目告示の無負荷急加速黒煙測定方法に記載する要件に適合するも

のとする。 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機

構法の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定に

より解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（４）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構法

の一部を改正する法律（平成14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解散し

た旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の生物

系特定産業技術研究推進機構法（昭和61年法律第82号）附則第２条第１項の規定により

解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－５－３ 機関排出ガス性能試験 ３－５－３ 機関排出ガス性能試験 
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この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項第15号に則し、同告示の排出ガス測定方法に

より、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関については

、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号の規定に則し、同告示のディーゼル特

定原動機８モード法及びＮＲＴＣモード法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 

 

この試験は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、保安基準細目告示の第41条第１項15号、20号及び21号に則し、同告示の排出ガ

ス測定方法、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成11年法律第207号）第13条第１項

に基づき、同研究所において定めた審査事務の実施に関する規程別添の試験規程（以下「

試験規程」という。）のTRIAS31-J043(02)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８

モード及びＮＲＴＣ）」、同告示の無負荷急加速黒煙測定方法及び試験規程のTRIAS31-J

046-01「無負荷急加速黒煙測定の試験方法」（以下、「無負荷急加速黒煙試験方法」とい

う。）により、３－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機に搭載される機関に

ついては、特定特殊自動車排出ガス告示第２条第１項第２号、第４号及び第６号の規定に

則し、同告示のディーゼル特定原動機８モード法、ＮＲＴＣモード法及び保安基準細目告

示の無負荷急加速黒煙測定方法により行う。 

 

（１）［略］ 

 

（２）装置 

ア 供試機関の出力軸を推進軸等を介して、電気動力計に連結する。 

ただし、無負荷急加速黒煙の測定にあたっては、動力計を切り離す。 

イ 排出ガス出口に管を接続し、排出ガスの一部又は全部を希釈トンネルに導入する。 
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（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディスクリート試験サ

イクル又はＲＭＣ試験サイクルに記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測

定を行う。 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法の試

験サイクルに記載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行

う。 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

（５）測定及び調査の項目 

［削る。］ 

ト その他必要な事項 

（３）［略］ 

 

（４）試験の方法 

ア 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのディーゼル特殊自動車

８モード法に記載されている機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

イ 保安基準細目告示の排出ガス測定方法別紙１試験サイクルのＮＲＴＣモード法に記

載されている正規化された機関回転速度及びトルクにおいて測定を行う。 

 

(ｱ)・(ｲ)［略］ 

ウ 排気煙（黒煙）濃度については、上記アにおける測定の他に、供試機関を動力計から

切り離し、アイドリング回転速度から無負荷最高回転速度まで急加速する際の黒煙濃度を

測定する。 

 

（５）測定及び調査の項目 

ト 排気煙（黒煙）濃度 

ナ その他必要な事項 

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、

４－２ 性能 

（１）３－５－３の試験において、排出ガスに含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、
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窒素酸化物及び粒子状物質の各成分値は、３－２の（２）のアに掲げるものに区分され

る供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３－２の（２）のイに

掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス告示第２条に定め

られた値とすること。 

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙による汚染度の各成分値は、３－２の（２）のアに掲

げるものに区分される供試機にあっては保安基準細目告示の第41条に定められた値、３

－２の（２）のイに掲げるものに区分される供試機にあっては特定特殊自動車排出ガス

告示第２条に定められた値とすること。 

附則この実施方法及び基準は平成27年９月30日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成26年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成28年８月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成27年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成28年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成29年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成26年国土交通省告示

附則この実施方法及び基準は平成24年４月２日から適用する。 

ただし、供試機に搭載される機関が、次に掲げる機関の場合、３－５－３の試験方法

及び４－２の（１）の値は適用しない。 

・平成23年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年３月31日）以前に製作

された定格出力130kW以上560kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成25年10月31日）以前に製作

された定格出力75kW以上130kW未満の機関 

・平成24年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年３月31日）以前に製作

された定格出力56kW以上75kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成26年10月31日）以前に製作

された定格出力37kW以上56kW未満の機関 

・平成25年９月30日（継続生産車及び輸入車については平成27年８月31日）以前に製作

された定格出力19kW以上37kW未満の機関 

この場合、３－２の（２）のアに区分される供試機に搭載される機関については、道路

運送車両法の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成22年国土交通省告
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第43号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動車排

出ガスの測定方法」、別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」又は保安基準細目告示の別

添109「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」を適用するとと

もに、改正前告示第41条に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分さ

れる供試機に搭載される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則

した試験方法及び値を適用する。 

示第197号）による改正前の細目告示（以下、改正前告示）別添43「ディーゼル特殊自動

車８モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車８モード法、試験規程

のTRIAS31-J043(01)-01「ディーゼル特殊自動車排出ガス試験（８モード）」、同告示の無

負荷急加速黒煙測定方法及び無負荷急加速黒煙試験方法を適用するとともに、改正前告示

別添41に定められた値を適用する。また、３－２の（２）のイに区分される供試機に搭載

される機関については、特定特殊自動車排出ガス告示第12条の規定に則した試験方法及び

値を適用する。 
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野菜移植機の型式検査の主要な実施方法及び基準 新旧対照表 

新（平成27年９月30日改正） 旧 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究

機構法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定によ

り解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止

前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の

規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

３－３ 試験又は調査の省略 

（２）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（独立行政法人農業技術研究機構

法の一部を改正する法律（平成 14年法律第129号）附則第４条第１項の規定により解

散した旧生物系特定産業技術研究推進機構及び同法附則第８条の規定による廃止前の

生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和 61年法律第82号）附則第２条第１項の規定

により解散した旧農業機械化研究所を含む。）の鑑定を受けた機械 

 

 


