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○装置型式指定実施要領について（依命通達）（平成 10 年 11 月 12 日自技第 215 号自審第 1253 号自環第 222 号） 
令和４年６月 22 日改正 

国自審第 622 号 

（傍線の部分は改正部分） 
改    正    後 現         行 

別添 装置型式指定実施要領 

第１－１ （１） （略） 

（２）空気入ゴムタイヤ 

（３）～（60） （略） 

 

第１－２ 

法第102条第４項の規定により納めなければならない手数料は、道路運送

車両法関係手数料令（昭和26年政令第255号）第２条第２項及び道路運送車

両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第69条第１項の規定に基づき、

国に納めなければならない手数料については、特定装置の申請１件につき

５万円相当の自動車検査登録印紙を申請書に貼付することにより納付し、

独立行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）に納めなけれ

ばならない手数料は、所定の額を現金により納付するものとする。 

  また、法第 102 条第４項の規定により、第６第１項に規定する電子申請

を行った場合には、国に納めなければならない手数料について、現金による

納付を行うことができる。 

 

第１－３～第７ （略） 

 

第８ 装置型式指定基準 

別添 装置型式指定実施要領 

第１－１ （１）（略） 

（２）空気入ゴムタイヤ（乗用車に備えたものに限る） 

（３）～（60） （略） 

 

第１－２ 

法第102条第３項の規定により納めなければならない手数料は、道路運送

車両法関係手数料令（昭和26年政令第255号）第２条及び道路運送車両法施

行規則（昭和26年運輸省令第74号）第69条の規定に基づき、国に納めなけ

ればならない手数料については、特定装置の申請１件につき５万円相当の

自動車検査登録印紙を申請書に貼付することにより納付し、独立行政法人

自動車技術総合機構（以下「機構」という。）に納めなければならない手

数料は、所定の額を現金により納付するものとする。 

  また、法第 102 条第４項の規定により、第６第１項に規定する電子申請

を行った場合には、国に納めなければならない手数料について、現金による

納付を行うことができる。 

 

第１－３～第７ （略） 

 

第８ 装置型式指定基準 
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法第７５条の３第３項の指定の判定に係る基準は、次表左欄の装置指定

規則第２条各号に掲げる装置の種類に応じて、同表右欄において定めるもの

とする。ただし、当該指定に係る申請が、自動車の特定改造等の許可に関す

る省令（令和２年国土交通省令第６６号）第３条第１項ただし書の規定によ

る法第９９条の３第１項の許可を申請することのみを目的とするものであ

る場合にあっては、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用

関係の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 13
18 号）で定めるところにより、当該申請に係るプログラム等の改変により改

造される自動車の装置に適用される保安基準とすることができる。 

特定装置の種類 装置型式指定基準 
 

1．~4． （略）  

５．空気入ゴムタイヤ 協定規則第 142 号改訂版 

6．~13． （略）  

14．四輪自動車等の施錠装置 協定規則第 116 号改訂版 
協定規則第 161 号 

15．イモビライザ 
協定規則第116号改訂版 

協定規則第162号 

16．~24． （略）  
25．燃料制御保護装置（圧縮天然ガ
ス又は液化天然ガスを燃料とするも
のに限る） 

協定規則第 110 号第 5改訂版 
26．燃料タンク取付装置（圧縮天然
ガス又は液化天然ガスを燃料とする
ものに限る） 

法第７５条の３第３項の指定の判定に係る基準は、次表左欄の装置指定

規則第２条各号に掲げる装置の種類に応じて、同表右欄において定めるもの

とする。ただし、当該指定に係る申請が、自動車の特定改造等の許可に関す

る省令（令和２年国土交通省令第６６号）第３条第１項ただし書の規定によ

る法第９９条の３第１項の許可を申請することのみを目的とするものであ

る場合にあっては、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用

関係の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 13
18 号）で定めるところにより、当該申請に係るプログラム等の改変により改

造される自動車の装置に適用される保安基準とすることができる。 

特定装置の種類 装置型式指定基準 
 

1．~4． （略）  

５．空気入ゴムタイヤ（乗用車に備
えたものに限る） 協定規則第 142 号改訂版 

6．~13． （略）  

14．四輪自動車等の施錠装置 協定規則第18号第２改訂版 

協定規則第 116 号 

15．イモビライザ 
協定規則第97号改訂版 

協定規則第116号 

16．~24． （略）  
25．燃料制御保護装置（圧縮天然ガ
ス又は液化天然ガスを燃料とするも
のに限る） 

協定規則第 110 号第４改訂版 
26．燃料タンク取付装置（圧縮天然
ガス又は液化天然ガスを燃料とする
ものに限る） 
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27．~52． （略）  

53. 運転者席 協定規則第 125 号第 2改訂版 

54．~93． （略）  

94. 盗難発生警報装置 協定規則第 116 号改訂版 
協定規則第 163 号 

 

95．~100． （略）  
 

101．灯火器及び反射器並びに指示
装置の取付装置 

協定規則第 48号第８改訂版 

協定規則第 53号第３改訂版 
 

102．~108． （略）  
 

109．事故情報計測・記録装置 
 

協定規則第 160 号改訂版 

 

 

第９ （略） 

 

27．~52． （略）  

53. 運転者席 協定規則第 125 号改訂版 

54．~93． （略）  

94. 盗難発生警報装置 協定規則第97号改訂版 

協定規則第 116 号 
 

95．~100． （略）  
 

101．灯火器及び反射器並びに指示
装置の取付装置 

協定規則第 48号第７改訂版 

協定規則第 53号第３改訂版 
 

102．~108． （略）  
 

109．事故情報計測・記録装置 
協定規則第160号 

協定規則第 160 号改訂版 

 

 

第９ （略） 

 

附 則（平成26年１月24日付け、国自審第1427号、国自技第177号） 

（施行期日） 

1. 本改正規定は、平成26年１月26日より施行する。 

（経過措置） 

2．本改正規定中、第８ 36.に係る改正規定は、協定規則第 44 号第４改訂

版の規則（以下、規則）17.16.に定めるものにあっては平成 29 年８月 31

日まで、規則 17.18.に定めるものにあっては令和元年（2019 年）８月 31

日まで、規則 17.20.に定めるものにあっては令和２年（2020 年）８月 31

日まで、規則 17.20 に定めるもの以外はなお従前の例によることができ、

附 則（平成26年１月24日付け、国自審第1427号、国自技第177号） 

（施行期日） 

1. 本改正規定は、平成26年１月26日より施行する。 

（経過措置） 

2．本改正規定中、第８ 36.に係る改正規定は、協定規則第 44 号第４改訂

版の規則（以下、規則）17.16.に定めるものにあっては平成 29 年８月 31

日まで、規則 17.18.に定めるものにあっては令和元年（2019 年年）８月 31

日まで、規則 17.20.に定めるものにあっては令和２年（2020 年）８月 31

日まで、規則 17.20 に定めるもの以外はなお従前の例によることができ、
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第３の変更届または第４の変更の承認を受けようとするものであって、規

則 17.17.に定めるものにあっては令和２年（2020 年）８月 31 日まで、規

則 17.21.に定めるものにあっては令和４年（2022 年）８月 31 日まで、規

則 17.21 に定めるもの以外はなお従前の例によることができる。 

 

附 則（令和３年９月30日付け国自審第1196号） 

（施行期日） 

１．本改正規定は、令和３年９月30日より施行する。 

（経過措置） 

２．本改正規定中、第８ 67.、70.～89.、93.、99.に係る改正規定は新た

に型式を取得するものについては令和３年11月15日まで、すでに取得し

たもので第３の変更届または第４の既指定装置型式指定を受けようとす

るものについては当分の間、従前の例によることができる。 

３．本改正規定中、第８ 5.、7.、20.及び64.に係る改正規定は当分の間、

従前の例によることができる。 

 

附 則（令和４年６月 22日付け国自審第 622 号） 

（施行期日） 

１．本改正規定は、令和４年６月 22 日より施行する。 

（経過措置） 

２．本改正規定中、第 8 14.、15.、25.～26.、53.、94.、101.及び 109.に

係る改正規定は当分の間、従前の例によることができる。 

 

第３の変更届または第４の変更の承認を受けようとするものであって、規

則 17.17.に定めるものにあっては令和２年（2020 年）８月 31 日まで、規

則 17.21.に定めるものにあっては令和４年（2022 年）８月 31 日まで、規

則 17.21 に定めるもの以外はなお従前の例によることができる。 

 

附 則（令和３年９月30日付け国自審第1196号） 

（施行期日） 

１．本改正規定は、令和３年９月30日より施行する。 

（経過措置） 

２．本改正規定中、第８ 67.、70.～89.、93.、99.に係る改正規定は新た

に型式を取得するものについては令和３年11月15日まで、すでに取得し

たもので第３の変更届または第４の既指定装置型式指定を受けようとす

るものについては当分の間、従前の例によることができる。 

３．本改正規定中、第８ 5.7.20.64.に係る改正規定は当分の間、従前の例

によることができる。 

 

（新規） 

 


