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背景と問題意識

自動ブレーキ等に用いられるセンシング装置（カメラ、レーダー）や電子制御装置の整備・改造
は、安全に大きな影響を及ぼすが、分解整備のような規制等の対象となっておらず、認証を受け
ていない事業者であっても、作業可能。
今後、自動ブレーキ搭載車等が普及すれば、ディーラーのみでは対応できなくなるおそれ。

制御に影響を及ぼす部品の例

周辺監視のためのカメラ、レーダー類

SUBARU ホームページより Continentalホームページより デンソーホームページより

電子制御部品

以下の装置を取り外し
て行う整備・改造
• 原動機
• 動力伝達装置
• 走行装置
• 操縦装置
• 制動装置
• 緩衝装置
• 連結装置

「分解整備」の対象

左記以外の装置の整
備・改造
• 車輪
• ガラス
• 灯火装置
• 警音器
• 乗車装置 など

取り外しを伴わない整
備・改造
・制御部品の変更
・センサ類の交換 など

「分解整備」の対象外

地方運輸局長等の
認証が必要

「自動車分解整備事業者」
今後、自動ブレーキ搭載車等が普及すれば、
ディーラーのみでは対応できなくなるおそれ
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新たな整備

ターゲット（カメラ認識用）

カメラ

カメラの視野

ターゲット認識領域

スキャンツール

車両中心線

自動ブレーキなど、前方や周辺を常時監視する先進技術は、センサのズレや誤作動につながる
おそれがあることから、センサの取付角度の点検・調整が必要。

カメラやミリ波レーダー等のセンサの点検・調整にはスキャンツールが不可欠であり、点検の結果、
異常が認められた場合には、センサの取付角度を調整する『エーミング』※１を行う必要がある。

エーミングを行うためには、一般に、床が平坦で、かつ、広い空間が求められる。エーミングでは、
自動車の前方の正確な位置にターゲットを設置した状態でスキャンツールから実行を選択すると
自動※２で調整される。

※１：キャリブレーションと呼ぶこともある。 ※２：ミリ波レーダーのエーミングでは手動で行うものもある。

＜エーミングに必要な環境＞※車種により異なる
・平坦である
・車両とターゲットが設置可能な広い空間がある
・誤認識するような光、反射させる金属物等がない

＜作業手順＞ ※車種により異なる
1. 車両中心線を引く
2. 自動車から数ｍの距離にターゲットを置く
3. 自動車にスキャンツールを接続する

4. 自動車の状態に応じ、整備要領書を参考に車
両の高さなどをスキャンツールに入力する

5. スキャンツールからエーミング実行操作をする
※ターゲットを平行移動させて数カ所でエーミング行う必要

がある車種もある。

ターゲットによるエーミング後、認識の精度を上げるために、道路の白線等を目印に走行によるエーミングを行うものもある。 2



自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会報告書【再掲】

（３）点検整備

① 先進技術の点検整備のあり方

【現行制度の評価】

近年の自動車技術の電子化、高度化に伴い、現行の分解整備の対象となる装置の取り外しを伴わない整備又は改造で
あっても、当該装置の作動に影響を及ぼすおそれがあり、その結果として保安基準適合性に大きな影響を与えるものが
増加している。
また、現行の道路運送車両法では、これらの整備又は改造が「分解整備」の定義には含まれておらず、また、先進技術

にかかる装置は分解整備の対象装置となっていないため、これらについて点検整備記録簿への記載義務がない上、認証を
受けない事業者であっても取外しを伴う整備又は改造が可能であり、整備作業の安全性確認が法制上担保されていない。

【今後の対応】

自動運転システム等の電子装置に係る整備又は改造を行おうとする者に対し認証の取得を義務付け、使用者に対し当
該整備又は改造を行った場合に点検整備記録簿への記載を義務付けることにより整備作業の安全性を担保するため、装
置を「取り外して行う」整備・改造のみならず、装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造まで分解整備の定
義を拡大すべきである。具体的には、以下のとおり取組を進めていくべきである。

＜短期的な取組＞

(ア) 国は、現行の「分解整備」の対象となる装置に自動運転システムにかかる装置を追加するとともに、その定義
を、「装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造」まで広げるべきである。併せて、その名称を「特定整備」
（仮称）とすべきである。(イ) 国においては、自動車整備事業者が行う自動ブレーキ等の先進技術を搭載した車や自
動運転車（以下「自動運転車等」という。）の整備について、その確実な実施を担保するため、これらの整備を行う自
動車整備事業者を、「自動車特定整備事業者」（仮称）として認証することが必要である。また、使用者がこれらの事
業者を判別できるようにすることが必要である。

４．現行の自動車の安全確保に係る制度の評価及び今後の見直しの方向性
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自動車整備を取り巻く環境

車載式故障診断装置（OBD）を活用した、
電子的な検査の導入 [2024]

→ 検査において不具合が見つかれば、
“整備する”ことが前提

電子的な検査の導入 自動運転の導入目標先進安全技術の導入義務化

衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を備える自動車の普及

2017年販売の新車における衝突被害軽減ブレーキ搭載率は約８割

今後、経年車においても、先進安全技術を搭載した車両の割合が増加

自動運転の実用化に向けた研究・開発が加速

レベル３以上の
自動運転実用化 [2020] 

地方においても導入が期待

大型車における衝突被害軽減ブレーキの
搭載義務化 [2014～]

乗用車における衝突被害軽減ブレーキの
基準化[2020] （見込み）

自動車技術の電子化・高度化

整備事業への期待

• 全国の整備事業者で、先進安全技術の整備ができる体制

• 先進安全技術の整備の確実な実施を担保（使用者が、整備可能な事業者を判別できるように）

新たな認証制度（特定整備）
整備業全体の

底上げ

連携

検査制度（指定整備）

制度の整合性

4



検討すべき事項（論点の俯瞰）
• 全国の整備事業者で、先進安全技術の整備ができる体制

• 先進安全技術の整備の確実な実施を担保（使用者が、整備可能な事業者を判別できるように）

特定整備

情報

論点

機器・設備 人材

• 必要な情報の範囲の明確化

• FAINESの活用

• 整備情報の提供ルール（形式、提出の
期間 等）

• 必要な設備・機器の明確化
• 場所要件（面積、水平面、屋内/屋外

等）

• 汎用スキャンツールの機能拡大
• ツールの提供
• 機器・設備の共用

• 求める技能の明確化
• 従業員数・質

• 整備士資格のあり方（養成カリ
キュラム）

• 認証取得のための講習
• 整備主任者研修のあり方【継続】

対象とする作業の選定

必要な要件

担保方法

検討にあたっては、既存の３WGによる引き続きの議論に加え、検討会の下に「特定整備検討WG」を組織し、詳細の検
討を行った上で、検討会にて報告・審議をする形としたい。
なお、必要に応じて、新たに特定整備の認証を受ける可能性のある事業者団体等の意見を取り入れて進める。

その他制度との連携

• OBD検査、指定制度 （スキャンツールの共有、検査員、場所要件 等）

• 整備業全体の底上げ （情報の共有範囲、研修、整備の外注 等）

• 法定点検項目、記録簿の記載
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特定整備の定義（案）①

分解整備

現在の「分解整備」の定義を拡大し、名称を「特定整備」に変更する。

○「分解整備」とは（道路運送車両法第49条第2項）

原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又
は改造であつて国土交通省令で定めるもの

○特定整備とは
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置、連結装置又は自動運行装置を取り外して行う自
動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響
を及ぼすおそれがある整備又は改造

原動機、動力伝達装置、走行装置、
操縦装置、制動装置、緩衝装置又は
連結装置

取り外して
行う自動車
の整備又
は改造

原動機、動力伝達装置、走行装置、
操縦装置、制動装置、緩衝装置又は
連結装置

取り外して行う
自動車の整備
又は改造

自動
運行
装置

これらの装置の作動に
影響を及ぼすおそれ
がある整備又は改造

分解整備

特定整備

「分解整備」の対象となる具体的な整備・改造の範囲は
国土交通省令に規定

「特定整備」の対象となる具体的な整備・改造の範囲は
国土交通省令に規定 6



特定整備の定義（案）②

現在の「分解整備」の定義はそのままに、新たに「特定整備」の対象となる整備又は改造を追記）

○分解整備の定義（道路運送車両法施行規則第3条）

（分解整備の定義）

1. 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2. 動力伝達装置のクラッチ（二輪の小型自動車のクラッチを除く。）、トラ
ンスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行
う自動車の整備又は改造

3. 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置（ストラットを除く。）
又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車（二輪の小型自
動車を除く。）の整備又は改造

4. かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取り
ホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5. 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、
ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・
ドラムを除く。）若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は
二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレー
キ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

6. 緩衝装置のシャシばね（コイルばね及びトーションバー・スプリングを
除く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

7. けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置（トレーラ・ヒッチ及び
ボール・カプラを除く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

○特定整備の定義（道路運送車両法施行規則第3条改正案）

（特定整備の定義）

1. 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2. 動力伝達装置のクラッチ（二輪の小型自動車のクラッチを除く。）、トラ
ンスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行
う自動車の整備又は改造

3. 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置（ストラットを除く。）
又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車（二輪の小型自
動車を除く。）の整備又は改造

4. かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取り
ホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5. 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、
ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・
ドラムを除く。）若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は
二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレー
キ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

6. 緩衝装置のシャシばね（コイルばね及びトーションバー・スプリングを
除く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

7. けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置（トレーラ・ヒッチ及び
ボール・カプラを除く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

8.～ （新たに特定整備の対象となる整備又は改造）

← 現行の「分解整備」該当部分（1.～7. ）は同じ。
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特定整備の認証イメージ

「特定整備」を事業として行う場合は、地方運輸局長の認証が必要。(自動車特定整備事業）

自動車特定整備事業は、①現行の「分解整備作業」のみ、②「新たに特定整備となる作業」の
み、③その両方の作業のいずれでも認証を取得できることとする予定。

分解整備

新たに特定整備
となる作業

分解整備

新たに特定整備
となる作業

自動車特定整備事業（いずれでも可）

＋

パターン① パターン② パターン③

例：
• これまで通り車検整備を

中心に事業を経営

• 新たに特定整備に該当する
作業は他の事業者へ外注

例：
• 新たに特定整備に該当する

作業を事業として経営

例：
• これまで通り車検整備を

中心に事業を経営

• 新たに特定整備に該当する
作業も自社で実施
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OBD検査開始に向けた環境整備の基本的考え方（案）

＜OBD検査の開始までに講じるべき措置＞

① 保安基準の対象となる装置に関し、DTCの読取・消去を行うことができ、かつ、DTCの消去後に当該DTCが

再度記録されないようにするために、作業サポートその他必要な機能が使用できるスキャンツールが、整
備事業者に提供される仕組みの構築。

② 自動車メーカーから当該メーカーと一定の要件を満たした上で契約を締結したスキャンツールメーカーに
対して情報を提供することにより、①の目的を達成するため、複数メーカーに対応したスキャンツールの
開発が可能となる環境の整備。

＜中・長期的に講じるべき措置＞

① 専用スキャンツールの利便性向上。

※車両セキュリティ関連の増加により汎用スキャンツールで対応可能な範囲が減少することも予想され、
自動車メーカーが提供する専用スキャンツールに関して、VCIの部分は複数の自動車メーカーに対応する

こと、操作画面の共通化又は第三者機関による複数の自動車メーカーに対応したスキャンツール診断に
係るポータルサイトの設置などの検討が必要。

② 検査用スキャンツールと整備用スキャンツールの対応。

※２台持ちにより過度な負担が生じないよう、統合可能な機能、棲み分けの検討が必要。

OBD検査は、2024年より開始予定（2021年以降の新車で、保安基準が定められている装置が対象）
保安基準（OBD検査の対象外の装置も含む。）の対象となる装置に対しては、整備事業者において当
該装置を確実に整備できる環境が必要

高度化検討会における検討事項
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