
■　２０１７年３月　「改正道路交通法」によるMusasiV３　問題文修正詳細内容

N00124
効果測定
仮免前２

二種免許４
N01102 最大積載量６.５トンの貨物自動車は、中型免許で運転する

ことができる。
修正なし ×

中型免許では最大積載量３トン以上６.５トン未満の車を運転
できます。６.５トンは含まれないので、大型免許が必要で
す。

中型免許では最大積載量４.５トン以上６.５トン未満の車を運
転できます。６.５トンは含まれないので、大型免許が必要で
す。

N00147
効果測定
仮免前３

N01103 最大積載量３トン以上６.５トン未満の貨物自動車は中型免
許で運転できる。

最大積載量４.５トン以上６.５トン未満の貨物自動車は中型
免許で運転できる。

〇
設問の貨物自動車は中型自動車です。中型免許で運転で
きます。

修正なし

N00268
効果測定
卒検前３

N01203 車から離れるときは、盗難防止の措置として、四輪車はエン
ジンキーを抜き、ドアをロックしておく。

車から離れるときは、盗難防止の措置として、四輪車はエン
ジンキーを携帯し、ドアをロックしておく。

〇
設問のとおりです。エンジンキーを抜き、ドアをロックして車
から離れます。

設問のとおりです。エンジンキーを携帯し、ドアをロックして
車から離れます。

N00411
効果測定
仮免前５

N01105 乗車定員１１人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。 修正なし ×
乗車定員１１人以上２９人以下のマイクロバスは、中型自動
車です。普通免許では運転できません。

乗車定員１１人以上２９人以下のマイクロバスは、中型自動
車です。準中型免許や普通免許では運転できません。

N00550
効果測定
卒検前４

N01204 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から３メートル以
内の場所は駐車してはならない。

駐車場、車庫などの自動車用の出入口から３メートル以内
の場所は駐車してはならない。

〇
設問のとおりです。その車庫の使用者も道路上に駐車はで
きません。

修正なし

N00615
効果測定
卒検前１

N01201
大型免許を受けている者は、大型自動車のほかに、中型自
動車、普通自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、原動機
付自転車の運転ができる。

大型免許を受けている者は、大型自動車のほかに、中型自
動車、準中型自動車、普通自動車、自動二輪車、小型特殊
自動車、原動機付自転車の運転ができる。

× 大型免許では、自動二輪車を運転することはできません。 修正なし

N00868
効果測定
卒検前４

N01204
普通免許で運転できる普通自動車は、乗車定員１０人以下
の乗用自動車と車両総重量５トン未満、最大積載量３トン未
満の貨物自動車である。

普通免許で運転できる普通自動車は、乗車定員１０人以下
の乗用自動車と車両総重量３.５トン未満、最大積載量２トン
未満の貨物自動車である。

〇
普通免許では、乗車定員１０人以下、車両総重量５トン未
満、最大積載量３トン未満のものが運転できます。

普通免許では、乗車定員１０人以下、車両総重量３.５トン未
満、最大積載量２トン未満のものが運転できます。

N00873
効果測定
卒検前６

N01206 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から５メートル以
内の場所は、駐車することができない。

駐車場、車庫などの自動車用の出入口から５メートル以内
の場所は、駐車することができない。

× ５メートルは誤りです。３メートル以内です。 修正なし

N00992
テスト形式
仮免前４

N02104
一般道路での大型貨物自動車、中型貨物自動車、および
普通貨物自動車の法定速度は、６０キロメートル毎時であ
る。

一般道路での大型貨物自動車、中型貨物自動車、準中型
貨物自動車、および普通貨物自動車の法定速度は、６０キ
ロメートル毎時である。

〇
一般道路では、自動車は貨物や乗用にかかわらず、すべて
６０キロメートル毎時です。

修正なし

N01165

一問一答形式
卒検前５

テスト形式
卒検前１

N03205 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、普通自動車
の積み荷は、その車の幅の１.１倍まで積むことができる。

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、準中型自動
車、普通自動車の積み荷は、その車の幅の１.１倍まで積む
ことができる。

×
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、普通自動車の
積み荷は、車両の幅をこえてはいけません。

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、準中型自動
車、普通自動車の積み荷は、車両の幅をこえてはいけませ
ん。

解説

修正前 修正後 修正前 修正後

〇：正
×：誤

問題番号 出題箇所 問題集管理No

問題文

画像コード
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解説

修正前 修正後 修正前 修正後

〇：正
×：誤

問題番号 出題箇所 問題集管理No

問題文

画像コード

N001189
効果測定
卒検前６

N01206
事業用自動車のほか自家用の大型自動車、大型特殊自動
車、普通貨物自動車は、一日一回運行前に日常点検をしな
ければならない。

事業用自動車のほか自家用の大型自動車、大型特殊自動
車、中型貨物自動車、準中型貨物自動車、普通貨物自動
車は、一日一回運行前に日常点検をしなければならない。

〇
設問の自動車は一日一回運行前に日常点検しなければな
りません。

修正なし

N01198
テスト形式
仮免前３

N02103 中型免許では、中型自動車のほか普通自動車、原動機付
自転車、小型特殊自動車を運転することができる。

中型免許では、中型自動車のほか準中型自動車、普通自
動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することが
できる。

〇
中型免許では、中型自動車はもちろん、普通自動車、原動
機付自転車、小型特殊自動車が運転できます。

中型免許では、中型自動車はもちろん、準中型自動車、普
通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車が運転できま
す。

N01199
テスト形式
仮免前４

N02104

普通自動車や中型自動車、大型自動車や大型特殊自動車
で車両総重量７５０キログラムをこえる車（故障車を除く）を
けん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん
引免許が必要である。

普通自動車や準中型自動車、中型自動車、大型自動車や
大型特殊自動車で車両総重量７５０キログラムをこえる車
（故障車を除く）をけん引するときは、けん引する自動車の
免許のほかにけん引免許が必要である。

〇
けん引免許がいらないのは、総重量７５０キログラム以下の
車をけん引するときと、故障車をけん引するときです。

修正なし

N01467
テスト形式
仮免前２

N02102
初心運転者（普通免許を受けて１年を経過していない者）
が、普通自動車を運転するときは、その車の前または後ろ
に初心者マークをつけなければならない。

普通免許、または、準中型免許を受けて１年を経過しない
者が、、普通自動車、または、準中型自動車を運転するとき
は、その車の前または後ろのどちらかに初心者マークをつ
ければよい。

×
初心者マークは、車の前と後ろの定められた位置につけな
ければなりません。

修正なし

N01486
テスト形式
仮免前４

N02104
普通免許で運転できる普通自動車は、乗車定員１０人以下
の乗用自動車と最大積載量３トン未満の貨物自動車であ
る。

普通免許で運転できる普通自動車は、乗車定員１０人以下
の乗用自動車と最大積載量２トン未満の貨物自動車であ
る。

〇
普通免許では、乗車定員１０人以下、最大積載量３トン未満
のものが運転できます。

普通免許では、乗車定員１０人以下、最大積載量２トン未満
のものが運転できます。

N01690
テスト形式
仮免前２

N02102
一般道路での大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、
普通自動車および二輪の自動車の法定最高速度は、６０キ
ロメートル毎時である。

一般道路での大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、
準中型自動車、普通自動車および二輪の自動車の法定最
高速度は、６０キロメートル毎時である。

〇 一般道路では、自動車はすべて６０キロメートル毎時です。 修正なし

N01744
一問一答形式

卒検前６
N03206

初心運転者（普通免許を受けて１年を経過しない者）が、普
通自動車を運転するときは、その車の前または後ろのどち
らかに初心者マークをつければよい。

普通免許、または、準中型免許を受けて１年を経過しない
者が、、普通自動車、または、準中型自動車を運転するとき
は、その車の前または後ろのどちらかに初心者マークをつ
ければよい。

×
前または後ろは誤りです。前と後ろの定められた位置につ
けなければなりません。

修正なし

N01745
一問一答形式

二種免許１
N03301 普通免許や二輪免許を受けて１年未満の者は、初心者マー

クをつけなければならない。
普通免許、または、準中型免許、二輪免許を受けて１年未
満の者は、初心者マークをつけなければならない。

×
自動二輪車を運転するときは、初心者マークをつける必要
はありません。

N01812
テスト形式
卒検前４

N02204
小型特殊自動車と原動機付自転車は、それぞれの免許を
受けるほか二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許およ
び大型特殊免許を受ければ運転できる。

小型特殊自動車と原動機付自転車は、それぞれの免許を
受けるほか二輪免許、普通免許、準中型免許、中型免許、
大型免許および大型特殊免許を受ければ運転できる。

〇
単独で取得するか、設問の免許を取得すれば運転できま
す。

修正なし

N01814
テスト形式
卒検前６

N02206 大型免許では、大型自動車、中型自動車、普通自動車のほ
か大型特殊自動車を運転することができる。

大型免許では、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、
普通自動車のほか大型特殊自動車を運転することができ
る。

× 大型特殊自動車は運転できません。 修正なし
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解説

修正前 修正後 修正前 修正後

〇：正
×：誤

問題番号 出題箇所 問題集管理No

問題文

画像コード

N01816
テスト形式
仮免前２

N02102 大型免許、中型免許、大型特殊免許、普通免許を受けてい
ても二輪の自動車は運転することができない。

大型免許、中型免許、大型特殊免許、準中型免許、普通免
許を受けていても二輪の自動車は運転することができな
い。

〇
二輪の自動車は、大型二輪免許か普通二輪免許がないと
運転できません。

修正なし

N01818
テスト形式
仮免前４

N02104
中型免許を受けた者は、中型自動車のほか普通自動車、
二輪の自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転
することができる。

中型免許を受けた者は、中型自動車のほか準中型自動
車、普通自動車、二輪の自動車、小型特殊自動車、原動機
付自転車を運転することができる。

× 二輪の自動車は、二輪免許でなければ運転できません。 修正なし

N01819
テスト形式
仮免前３

N02103
普通免許で運転できる普通自動車は、ミニカー、乗車定員１
０人以下の乗用自動車と最大積載量５トン未満の貨物自動
車である。

修正なし ×
普通免許で運転できるのは、最大積載量３トン未満の貨物
自動車です。

普通免許で運転できるのは、最大積載量２トン未満の貨物
自動車です。

N01825
一問一答形式

仮免前５
N03105

普通自動車や中型自動車、大型自動車や大型特殊自動車
で車両総重量７５０キログラムをこえる車（故障車両を除く）
をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけ
ん引免許が必要である。

普通自動車や準中型自動車、中型自動車、大型自動車や
大型特殊自動車で車両総重量７５０キログラムをこえる車
（故障車両を除く）をけん引するときは、けん引する自動車
の免許のほかにけん引免許が必要である。

〇
総重量７５０キログラム以下の車をけん引するときは、けん
引免許は必要ありません。

修正なし

N1827
一問一答形式

卒検前１
N03201 車両総重量５トン以上、１１トン未満の貨物自動車は、中型

免許で運転できる。
車両総重量７.５トン以上、１１トン未満の貨物自動車は、中
型免許で運転できる。

〇
設問の自動車は中型自動車です。中型免許で運転できま
す。

修正なし

N1875

一問一答形式
卒検前３

テスト形式
卒検前４

N03203 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、普通自動車
の積み荷の幅は、その車の幅をこえてはならない。

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、準中型自動
車、普通自動車の積み荷の幅は、その車の幅をこえてはな
らない。

〇 積荷の幅の制限は、その車の幅までです。 修正なし

N1933
テスト形式
卒検前５

N02205
事業用自動車のほか自家用の大型自動車、大型特殊自動
車、普通貨物自動車は、一日一回運行前に日常点検をしな
ければならない。

事業用自動車のほか自家用の大型自動車、大型特殊自動
車、準中型貨物自動車、普通貨物自動車は、一日一回運
行前に日常点検をしなければならない。

〇
設問の自動車は一日一回運行前に日常点検しなければな
りません。

修正なし

N2148
一問一答形式

二種免許３
N03303 普通免許を受けていれば、最大積載量３トンのトラックを運

転することができる。
普通免許を受けていれば、最大積載量２トンのトラックを運
転することができる。

×
普通免許では、最大積載量３トン未満の車を運転できます。
３トン以上（３トンを含む）は、中型免許または大型免許が必
要です。

普通免許では、最大積載量２トン未満の車を運転できます。
２トン以上（２トンを含む）は、準中型免許または中型免許、
大型免許が必要です。

N2198
一問一答形式

仮免前２
N03102 最大積載量４．５トンの貨物自動車は、普通免許で運転する

ことができる。
修正なし ×

普通免許で運転できるのは、最大積載量３トン未満の貨物
自動車です。

普通免許で運転できるのは、最大積載量２トン未満の貨物
自動車です。

N02244
テスト形式
仮免前６

N03106
大型免許を受けている者は、大型自動車のほかに、中型自
動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原
動機付自転車を運転することができる。

大型免許を受けている者は、大型自動車のほかに、中型自
動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型
特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

×
設問のうち大型特殊自動車は、大型免許では運転すること
ができません。

修正なし
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解説

修正前 修正後 修正前 修正後

〇：正
×：誤

問題番号 出題箇所 問題集管理No

問題文

画像コード

N02324
テスト形式
仮免前５

N03105
普通免許を受けて１年未満の者は初心者マークをつけて車
を運転しなければならないが、つける位置はとくに決められ
ていない。

普通免許、または、準中型免許を受けて１年未満の者は初
心者マークをつけて車を運転しなければならないが、つける
位置はとくに決められていない。

×
車の前と後ろの地上０．４メートル以上、１．２メートル以下の
見やすい位置につけなければなりません。

修正なし

N02339
一問一答形式

卒検前４
N03204

大型免許を受けている者は、大型自動車、中型自動車、普
通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転するこ
とができる。

大型免許を受けている者は、大型自動車、中型自動車、準
中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自
転車を運転することができる。

〇 大型免許では、設問のような車が運転できます。 修正なし

N02527
一問一答形式

仮免前１
N03101 普通免許を受けていれば、車両総重量５トン未満のトラック

を運転することができる。
普通免許を受けていれば、車両総重量３.５トン未満のトラッ
クを運転することができる。

〇
普通免許では、車両総重量５トン未満、最大積載量３トン未
満のトラックが運転できます。

普通免許では、車両総重量３.５トン未満、最大積載量２トン
未満のトラックが運転できます。

N02549
一問一答形式

二種免許１
N03301

大型自動車や中型自動車、普通自動車には、非常信号用
具として、発炎筒、赤色懐中電灯などを備えつけなければな
らない。

大型自動車や中型自動車、準中型自動車、普通自動車に
は、非常信号用具として、発炎筒、赤色懐中電灯などを備
えつけなければならない。

〇 非常信号用具を車に備え付けておかなければなりません。 修正なし

N02734 該当なし
中型免許を受ける場合は、２０歳以上で普通免許などを受
けていた経験年数など、特別の資格が必要である。

修正なし 〇
２０歳以上でしかも普通免許か大型特殊免許を受けていた
期間が通算して２年以上の者でなければなりません。

２０歳以上でしかも普通免許か準中型免許、または、大型特
殊免許を受けていた期間が通算して２年以上の者でなけれ
ばなりません。

N02755
一問一答形式

卒検前５
N03205

普通自動車（６６０ｃｃ以下と三輪のものを除く）や中型自動
車、大型自動車は、荷台から３.８メートルの高さまで荷物を
積むことが出来る。

普通自動車（６６０ｃｃ以下と三輪のものを除く）や準中型自
動車、中型自動車、大型自動車は、荷台から３.８メートルの
高さまで荷物を積むことが出来る。

× 荷台からではなく地上から３.８メートルです。 修正なし

N02805
一問一答形式

卒検前３
卒検前６

N03203
タクシー、ハイヤーなどの事業用自動車や、自家用の大型
自動車は３か月毎に、それ以外の自動車は１２か月毎に定
期点検をしなければならない。

修正なし ×
自家用普通貨物自動車など、６か月毎に点検する車もあり
ます。

車両総重量８トン未満の自家用貨物自動車など、６か月毎
に点検する車もあります。

N02811 該当なし
大型免許を受ける場合は、２１歳以上で普通免許などを受
けていた経験年数など、特別の資格が必要である。

修正なし 〇
２１歳以上でしかも中型免許か普通免許または大型特殊免
許を受けていた期間が通算して３年以上の者でなければな
りません。

２１歳以上でしかも中型免許か準中型免許、普通免許また
は大型特殊免許を受けていた期間が通算して３年以上の者
でなければなりません。

N02826
一問一答形式

二種免許３
N03303

大型貨物自動車や中型貨物自動車、普通貨物自動車（三
輪と総排気量６６０ｃｃ以下の普通自動車を除く。）の荷物
は、高さは地上から３．８メートル、幅は自動車の幅、長さは
自動車の１．１倍をこえてはならない。

大型貨物自動車や中型貨物自動車、準中型貨物自動車、
普通貨物自動車（三輪と総排気量６６０ｃｃ以下の普通自動
車を除く。）の荷物は、高さは地上から３．８メートル、幅は自
動車の幅、長さは自動車の１．１倍をこえてはならない。

〇
設問のとおりです。制限をこえる場合は警察署長の許可が
必要です。

修正なし

N02881 該当なし
乗車定員１１人以上～２９人以下のマイクロバスは、普通免
許で運転することができる。

修正なし ×
中型免許または大型免許が必要です。１０人以下は普通免
許で運転できます。

中型免許または大型免許が必要です。
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解説

修正前 修正後 修正前 修正後

〇：正
×：誤

問題番号 出題箇所 問題集管理No

問題文

画像コード

N02964 該当なし
大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか中型自動車、
原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができ
る。

大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか普通自動車、
原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができ
る。

×
大型特殊免許では、中型自動車を運転することはできませ
ん。

大型特殊免許では、普通自動車を運転することはできませ
ん。

＊　出題箇所の問題番号は、お客様にて変更可能な為、現時点で異なる場合があります。
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