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○輸入自動車特別取扱制度について（依命通達）（平成 10 年 11 月 12 日付自審第 1255 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  輸入自動車特別取扱制度 

目次 （略） 

第１～ 第４  （略） 

 

別紙 

輸入自動車特別取扱要領 

 

目次 （略） 

第１～ 第２ （略） 

 

第３ 届出済書の交付 

 

 １ 国土交通省自動車局審査・リコール課の長（以下「審査・リコール

課長」という。）は、輸入自動車特別取扱の届出（第１の製作者等が

提出した届出書に係るものに限る。）があった場合であって、届出書

の添付書面の記載内容が第２に規定する審査により保安基準の規定に

適合しているとされたときは、当該届出者に対し、第４号様式による

輸入自動車特別取扱届出済書（以下「届出済書」という。）を50部交

付するものとする。ただし、届出者が届出済書の発行部数増加を希望

する場合であって、排出ガスの全成分がそれぞれ細目告示第41 条の

別添  輸入自動車特別取扱制度 

目次 （略） 

第１～ 第４  （略） 

  

別紙 

輸入自動車特別取扱要領 

 

目次 （略） 

第１～ 第２ （略） 

 

第３ 届出済書の交付 

 

 １ 国土交通省自動車局審査・リコール課の長（以下「審査・リコール

課長」という。）は、輸入自動車特別取扱の届出（第１の製作者等が

提出した届出書に係るものに限る。）があった場合であって、届出書

の添付書面の記載内容が第２に規定する審査により保安基準の規定に

適合しているとされたときは、当該届出者に対し、第４号様式による

輸入自動車特別取扱届出済書（以下「届出済書」という。）を50部交

付するものとする。ただし、届出者が届出済書の発行部数増加を希望

する場合であって、排出ガスの全成分がそれぞれ細目告示第41 条の各
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各走行モードに対応する平均値規制の値以下である場合、協定規則第

154号初版補足改訂版（レベル1aに関する要件は除く。）若しくは協

定規則第154号改訂版補足改訂版（以下「協定規則第154号」とい

う。）の認定証の写しを提出した場合、又は電動機を原動機とする自

動車で内燃機関を有しないものについて輸入自動車特別取扱の届出が

あった場合は、届出済書を100部交付するものとする。なお、第６の

変更届出（騒音の大きさ又は排出ガスの排出量に影響を与える構造・

装置の変更に係るものに限る。）がなされた場合は、当該変更届出に

係る新たな届出済書の交付から発行部数を新たに数え直すこととす

る。また、交付する際の詳細の手続きについては、附則１５「輸入自

動車特別取扱届出済書の交付」に規定する。 

 

 ２～ ３ （略） 

 

４ 審査・リコール課長は、第１の輸入自動車特別取扱の届出又は第６

の変更届出において協定規則第154号の認定証の写しの提出がある場

合、又は電動機を原動機とする自動車で内燃機関を有しないものにつ

いて、第１の届出済書の交付部数を超えて届出済書を交付する場合に

あっては、既に交付した届出済書の枚数に応じて次表のように交付す

るものとする。 

既に交付した届出済書の部数 届出済書の交付部数 

 １００部～１１９９部 １００部 

１２００部～２９９９部 ２００部 

３０００部以降 ３００部 

 

走行モードに対応する平均値規制の値以下である場合、又は電気を原

動機とする自動車で内燃機関を有しないものについて輸入自動車特別

取扱の届出があった場合は、届出済書を100部交付するものとする。な

お、第６の変更届出（騒音の大きさ又は排出ガスの排出量に影響を与

える構造・装置の変更に係るものに限る。）がなされた場合は、当該

変更届出に係る新たな届出済書の交付から発行部数を新たに数え直す

こととする。また、交付する際の詳細の手続きについては、附則１５

「輸入自動車特別取扱届出済書の交付」に規定する。 

 

 

 

 

 ２～ ３ （略） 

 

４ 審査・リコール課長は、電気を原動力とする自動車で内燃機関を有

しないものについて、前項の届出済書の交付部数を超えて届出済書を交

付する場合にあっては、既に交付した届出済書の枚数に応じて次表のよ

うに交付するものとする。 

 

 

既に交付した届出済書の部数 届出済書の交付部数 

 １００部～１１９９部 １００部 

１２００部～２９９９部 ２００部 

３０００部以降 ３００部 
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 ５～８ （略） 

 

第５～ 第１１ （略） 

 

別表 （届出書の添付書面の記載要領等）（第１関係） 

添 付 書 面 記 載 要 領 等 

１～４（２） （略） 

（２）試験成績書 （略） 

①～⑧  （略） 

 

 ⑨ ガソリン自動車排出

ガス試験 

 (a) ガソリン四輪自動車

アイドリング、WLTC 

モード 

 (b) JC08H+JC08C モード 

 (c) JE05 モード 

(d) ガソリン二輪自動車

アイドリング、二輪

車モード又はWMTCモ

ード 

（略） 

⑩～㊱ (略) 

５ 騒音及び排出ガスの品

質管理説明書  

 当該自動車の騒音防止装置及び一酸化

炭素等発散防止装置について、出荷する

際に行う品質管理の方法及びその体制を

５～８ （略） 

 

第５～ 第１１ （略） 

 

別表 （届出書の添付書面の記載要領等）（第１関係） 

添 付 書 面 記 載 要 領 等 

１～４（２） （略） 

（２）試験成績書 （略） 

①～⑧  （略） 

 

 ⑨ ガソリン自動車排出

ガス試験 

 (a) WLTC モード 

 (b) JC08H+JC08C モード 

 (c) JE05 モード 

(d) ガソリン二輪自動車

アイドリング、二輪

車モード又はWMTCモ

ード 

 

 

（略） 

⑩～㊱ (略) 

５ 騒音及び排出ガスの品

質管理説明書  

 当該自動車の騒音防止装置及び一酸化

炭素等発散防止装置について、出荷する

際に行う品質管理の方法及びその体制を
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具体的に説明したものであること。 

 なお、協定規則第41号及び第51号に対

応した自動車であって、騒音防止装置の

装置指定通知書又は認定証の写しの提出

がある場合は、騒音の品質管理説明書の

提出は要しない。また、協定規則第154号

に対応した自動車であって、同規則の認

定証の写しの提出がある場合は、排出ガ

スの品質管理説明書の提出は要しない。 

６～９ （略） 

備考 （略） 

 

第１号様式～第６号様式   （略） 

 

附則１ （略） 

 

附則２ 自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出等取扱要領 

１．～３． （略） 
４．ラベルの仕様等 
 （１） ２．（３）（イ）ただし書きにより自動車に標示されるラベルは十

分な耐久性を有し、かつ、容易に識別できるものであり、不正防止機

能を有するものであること。この場合において、ラベルの様式、標示

位置及び不正防止機能の概要を施行規則第６号様式による届出書に別

記３の記載例３に従って記載すること。なお、当該ラベルはコーショ

ンラベル等の他の目的のラベルと兼用ではない専用のものであるこ

具体的に説明したものであること。 

 なお、協定規則第41号及び第51号に対

応した自動車であって、騒音防止装置の

装置指定通知書又は認定証の写しの提出

がある場合は、騒音の品質管理説明書の

提出は要しない。 

 

 

 

６～９ （略） 

備考 （略） 

 

第１号様式～第６号様式   （略） 

 

附則１ （略） 

 

附則２ 自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出等取扱要領 

１．～３． （略） 
４．ラベルの仕様等 
 （１） ２．（３）（イ）ただし書きにより自動車に標示されるラベルは

十分な耐久性を有し、かつ、容易に識別できるものであり、不正防

止機能を有するものであること。この場合において、ラベルの様

式、標示位置及び不正防止機能の概要を施行規則第６号様式による

届出書に別記３の記載例３に従って記載すること。 
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と。 

 （２）～（３） （略） 

  

５．～８． （略） 
第１号様式～別記３ （略） 
 
附則３ （略） 
 

附則４ 輸入自動車特別取扱届出書等の提出要領 

 

１～２ （略） 

 

別表第１ （届出書の添付書面・審査・リコール課用） 

整

理 

番

号 

添付書類の名称 提出時の注意事項等 

１～３ （略） 

４ 騒音及び排出ガスの

品質管理説明書 

取扱要領第９第１項の規定により届出済書

を添付する措置を講ずる自動車の全数につ

いて、保安基準第 30 条及び第 31 条の規定に

適合することが明らかに判かるように記載

すること。 

 なお、協定規則第 41号及び第 51号に対応

 

 （２）～（３） （略） 

  

５．～８． （略） 
第１号様式～別記３ （略） 
 
附則３ （略） 
 

附則４ 輸入自動車特別取扱届出書等の提出要領 

 

１～２ （略） 

 

別表第１ （届出書の添付書面・審査・リコール課用） 

整

理 

番

号 

添付書類の名称 提出時の注意事項等 

１～３ （略） 

４ 騒音及び排出ガスの

品質管理説明書 

取扱要領第９第１項の規定により届出済書

を添付する措置を講ずる自動車の全数につ

いて、保安基準第 30 条及び第 31 条の規定

に適合することが明らかに判かるように記

載すること。 
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した自動車であって、騒音防止装置の装置指

定通知書又は認定証の写しの提出がある場

合は、騒音の品質管理説明書の提出は要しな

い。また、協定規則第 154 号に対応した自動

車であって、同規則の認定証の写しの提出が

ある場合は、排出ガスの品質管理説明書の提

出は要しない。 

５～７ （略） 

 

別表第２  （届出書の添付書面・自動車審査部用） 

整理 

番号 

添付書類の名称 提出時の注意事項等 

１～３ （略） 

４ 保安基準の規定に適合

することを証する書面 

 

(1) ～(3)  （略） 

(4) 試験成績書 

①～⑧ （略） 

⑨ガソリン自動車排出

ガス試験 

 (ａ) ガソリン四輪自

動車アイドリン

グ、WLTC モード 

 (ｂ)JC08H+JC08C モー

ド 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～７ （略） 

 

別表第２  （届出書の添付書面・自動車審査部用） 

整理 

番号 

添付書類の名称 提出時の注意事項等 

１～３ （略） 

４ 保安基準の規定に適合

することを証する書面 

 

(1) ～(3)  （略） 

(4) 試験成績書 

①～⑧ （略） 

⑨ガソリン自動車排出

ガス試験 

 (ａ)WLTC モード 

 

 

 (ｂ)JC08H+JC08C モー

ド 

（略） 
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 (ｃ)JE05 モード 

 (ｄ)ガソリン二輪自動

車アイドリング、

二輪車モード又は

WMTCモード 

⑩～㊱ （略） 

 

 

 

 

５～７  （略） 

 

別記様式～別紙２－３ （略） 

 

附則５～附則１４ （略） 

 

附則15 輸入自動車特別取扱届出済書の交付 

 

  輸入自動車特別取扱届出済書の交付は、輸入自動車特別取扱要領（以下

「取扱要領」という。）第３及び第４によるほか、以下により取り扱うもの

とする。 

 

１．（略） 

 

２．審査・リコール課長は、取扱要領第６の規定により変更届出（騒音の大

きさ又は排出ガスの排出量に影響を与える構造・装置の変更に係るものに

限る。ただし、騒音防止装置の装置指定通知書等若しくは認定証の写し、

又は協定規則第154号の認定証の写しを提出する場合を除く。）があった

ときは、当該変更届出をした者（以下「変更届出者」という。）に対し、

 (ｃ)JE05 モード 

 (ｄ)ガソリン二輪自動

車アイドリング、

二輪車モード又は

WMTCモード 

⑩～㊱ （略） 

５～７  （略） 

 

別記様式～別紙２－３ （略） 

 

附則５～附則１４ （略） 

 

附則15 輸入自動車特別取扱届出済書の交付 

 

  輸入自動車特別取扱届出済書の交付は、輸入自動車特別取扱要領（以

下「取扱要領」という。）第３及び第４によるほか、以下により取り扱う

ものとする。 

 

１．（略） 

 

２．審査・リコール課長は、取扱要領第６の規定により変更届出（騒音の

大きさ又は排出ガスの排出量に影響を与える構造・装置の変更に係るも

のに限る。ただし、騒音防止装置の装置指定通知書等又は認定証の写し

を提出する場合を除く。）があったときは、当該変更届出をした者（以

下「変更届出者」という。）に対し、所定の試験成績書が１部提出され
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所定の試験成績書が１部提出されるごとに新たな輸入自動車特別取扱届出

済書（以下「届出済書」という。）を50部交付するものとする。この場

合、届出済書の交付を受けた者は、未使用の届出済書の部数から当該届出

済書の仕様に係る未販売の自動車の台数分の部数を差し引いた部数の届出

済書を速やかに返納するものとする。この場合において、施行規則第３６

条第７項第３号の規定に基づき登録された機関、若しくは附則１３「外国

の自動車試験機関による試験結果の活用」に定める試験機関による試験結

果又は附則９「製作者試験に係る実施要領」に基づき指定された者の立会

いの下で実施した試験結果を記載した書面をもって、当該試験成績書とし

て活用することができる。 

 

 

３．～ 別記様式２  （略） 

 

附則 16 （略） 

 

Ｒ４.６.22 改正（国自審第 622 号） 

（適用時期） 

１．本改正規定は、令和４年６月22日より施行する。 

るごとに新たな輸入自動車特別取扱届出済書（以下「届出済書」とい

う。）を50部交付するものとする。この場合、届出済書の交付を受けた

者は、未使用の届出済書の部数から当該届出済書の仕様に係る未販売の

自動車の台数分の部数を差し引いた部数の届出済書を速やかに返納する

ものとする。この場合において、施行規則第３６条第７項第３号の規定

に基づき登録された機関、附則１１「輸入自動車特別取扱要領別表の４

（２）の公的な試験機関等として認められる機関等」に定める機関若し

くは附則１３「外国の自動車試験機関による試験結果の活用」に定める

試験機関による試験結果又は附則９「製作者試験に係る実施要領」に基

づき指定された者の立会いの下で実施した試験結果を記載した書面をも

って、当該試験成績書として活用することができる。 

 

３．～ 別記様式２  （略） 

 

附則 16 （略） 

 

（新設） 

 


