上海市地方交通法規試験問題
（自動車類）
一、『上海市道路交通管理条例』
（一）次の A、B、C、D から正しい答えを一つだけ選びなさい。
1. 上海市で毎年行われている「無違反、無事故」道路交通安全キャンペンの実施日
。

は

A. 1 月 5 日
B. 5 月 25 日
C. 3 月 15 日
D. 9 月 15 日

削除: 3. 公安交通管理部門は以下

正解：B

引することができる。

A. 駐車時に初心者プレートを付けるべきである。

A.

B. 車に初心者プレートを付けるべきである。
初心者プレートを付けなくてもいい。

C.

3. 『上海市道路交通管理条例』改正案により、メイン道路の交差点で信号無視し、停車ラ
。

A. 今回限りとすることができる。
B. 運転手の偶然の過失行為と見なされる。
C. 絶対に禁止されるものである。
D.

B.

運転手が交通警察の指揮に従

わない場合

正解：B
インを無理やり越え、交通安全を脅かした行為は

交通事故により、走行できな

い場合

C. 警察から検問される時に、初心者プレートを提示すべきである。
D.

の場合に、車を強制牽

の

2. 国家規定により、初心者は実習運転期間中、車両に

急用があるので、認められるものである。

走行中に不法行為があった場

合
D. 故障して走行できない場合
正解：A
削除: 4
削除: 5. 『上海市道路交通管理条

正解：C

例』改正案により、メイン道路の

4. 『上海市道路交通管理条例』改正案に定められた信号無視行為において、その交通信号

交差点とは、

とは、

A.

。

。

道幅が 14ｍを超えた道路の

A. 車線指示信号、指揮信号、横断歩道の指示信号

交差点である。

B. 赤信号、赤の矢印信号、交通警察の出した「止まれ」のジェスチャー

B.

C. 赤信号、黄色信号、青信号

イン道路と非メイン道路との交差

D.

点である。

道路交通標識と標示ライン

メイン道路同士の交差点、メ

正解：B

C.

繁華街との交差点である。

5. 『上海市道路交通管理条例』改正案により、赤信号の場合、運転手は停車ラインを越え

D.

一般橋梁との交差点である。

て走行を継続する行為は

正解：B

。

A. 交通信号指示に違反した行為である。
B. 判断ミスのため、ブレーキが間に合わない行為である。

削除: 6
削除: 7

C. 運転技術の未熟による操作不適切の行為である。
D.

道路通行量を高める行為である。

正解：A

（二）次の各質問のうち、正しいと思うものに「○」をつけ、正しくないと思うものに「×」
をつけなさい。
1.休日に、高架道路での歩行者と軽車両の見物、観光または通行が認められる。

削除: 1. 上海市では、
「交通違反

正解：×

の減少、交通事故の予防」を目的

2. 高架道路で走行する車両は車線を変更する場合、他の車両の正常的走行に妨げないこと

とした交通安全責任制が実施され

を前提にして、二車線を連続して変更できる。

ている。

正解：×

正解：○

3. 高架道路で走行する車両は勝手に車線を変更してはいけない。

削除: 2

正解：○
4. 高架道路の車線は追越車線と走行車線に分かれている。渋滞がなければ、自動車は車線

削除: 3

に示されたスピード標識に従って走行すべきである。

削除: 4

正解：○

削除: 5
削除: 6. 『上海市道路交通管理条

二、『上海市道路交通管理実施方法』
（一）次の A、B、C、D から正しい答えを一つだけ選びなさい。
1.自動車は交通信号もなければ、交通標識もない交差点を通過する時に、その交差点を ＿
＿離れた所からスピードを落として徐行しなければならない。左折または右折をしようと
する場合、同時にターニングライトをつけて、夜にはヘッドライトを上向きを下向きに切
り換えなければならない。
A. 100−30ｍ
B. 100−50ｍ
C. 100−80ｍ
D. 50−20ｍ
正解：A
2.小型バスは高架道路で
A. 50ｋｍ
B. 60ｋｍ
C. 70ｋｍ
D. 40ｋｍ
正解：C

以下の時速で走行する場合、走行車線で走らなければならない。

例』改正案により、自動車の積載
規定にひどく違反し、他人の人身
及び財産安全に危害を及ぼした行
為は、自動車運転手の過失行為と
される。
正解：×

3.自動車は高架道路で走行し、特別事情に遭遇して停車しなければならない場合、

停

車しなければならない。
A. 道路の右側に寄りかかって
B. 道路の左側に寄りかかって
C. 車両の分離線に寄りかかって
D.

高架道路のインターチェンジに寄りかかって

正解：A
4.高架道路で自動車が事故に巻き込まれ、または故障して走行できない場合、運転手は
A. 走行している他の車に援助を求めるべきである。
B. 直ちに警察に通報すべきである。
C. 同乗者に車を降りて歩いてもらうべきである。
D.

その場所で援助を待つべきである。

正解：B
5.小型自動車の追越車線が設置されていない高架道路で追越をしようとする場合、

が認

められる
A. 本車線で制限スピードをオーバーすること。
B. 制限スピードをオーバーしない限り、隣りの車線を利用して追越すること。
C. 小型自動車の走行時速が 50ｋｍ以下である場合、大型自動車の車線で走行する。
D.

二本の車線を連続して変更し、追越すること。

正解：B
6. 事故発生地の類別によれば、

に対して、上海市の「快速処置」方法が適用される。

削除: 6.上海市で実施されている

A. 上海市の外環状線以内（外環状線を含む）の道路および外環状線以外の高架道路

「快速処置」方法は、

B. 上海市のすべての高架道路

A.

C. 上海市のすべての高速道路

を円満に完成させるためである。

D.

B.

上海市の内環状線以内の道路

正解：A
7. 事故の類別によれば、

春節期間中、旅客運輸の任務

道路交通事故の発生を減少す

るためである。

に対して、上海市の「快速処置」方法が適用される。

C.

都市中心部の道路、
高架道路、

A. 一台の自動車による事故及び二台の自動車による交通事故

外環状線の渋滞を緩和させるため

B. 三台以上の自動車同士の交通事故

である。

C. 自動車と軽車両との交通事故

D. 運転手に便宜を図るためで

D.

ある。

自動車と歩行者との交通事故

正解：A
8. 事故結果の類別によれば、
A. 運転手が軽傷を負った場合
B. 運転手が重傷を負った場合
C. 乗客が重傷を負った場合

正解：C

に対して、上海市の「快速処置」方法が適用される。

削除: 7
削除: 8
削除: 9

D.

歩行者が怪我をした場合

正解：A
9. 上海市の二つの「快速処置」方法において、移動できない車両とは、

削除: 10

A. ブレーキ、ハンドルが利かないことである。
B. 運転手が軽傷を負ったことである。
C. フロントガラスが壊れたことである。
D.

ライト装置が壊れたことである。

正解：A
10. 当事者が快速に処置する時間は、普通

を超えてはいけないと定められている。

削除: 11. 次の各項目のうち、正し

A. 3 分間

いと思うのは

。

B. 5 分間

A.

C. 10 分間

「快速処置」方法には強制力がな

D. 15 分間

い。

正解：B

B.

11. 上海市では、規定に従って快速に処置した事故責任者に対して、

。

上海市で打ち出された二つの

上海市で打ち出された二つの

「快速処置」方法には強制力があ

A. 奨励を与える

る。

B. 一般情状として処罰する

C.

C. 法律に基づいて、軽く処罰し、処罰を軽減し、または処罰をしない

の「快速処置」方法には、時には

D.

強制力があり、時には融通性もあ

事故責任を免除する

上海市で打ち出された二つ

正解：C

る。

12. 上海市で実施されている「快速処置」方法により、一台の自動車による交通事故を発生

D. 二つの「快速処置」は一時的

してから、自ら現場を離れ、公安交通管理部門に報告できるのは、

なものである。

。

A. すべての一台の自動車による交通事故の場合
B. 公共施設の毀損または他人財産への損害をもたらしていない場合
C. 公共施設に軽い毀損をもたらした場合
D.

正解：B
削除: 12
削除: 3

他人財産に軽い損害をもたらした場合

正解：B

削除: 4

13. 上海市で実施されている「快速処置」方法によって、迅速に事故現場を離れた責任者に

削除: 5

対して、公安交通管理部門は法律に基づいて軽く処罰し、または処罰を軽減し、運転免許
証を取り上げない。情状が軽い場合、

。

A. 最低限の罰金を科す
B. 処罰しない
C. 口頭で注意を言い渡す
D.

減点処分を科す

正解：B
14. 上海市で実施されている「快速処置」方法によって迅速に事故現場を離れない責任者に

削除: 6

対して、法律に基づいて厳しく処分する。それと同時に、

。

A. 高額の罰金を科す
B. 運転免許証を取り消す
C. 運転免許証を取り上げる
D.

車両走行証を取り上げる

正解：C
15.自動車が上海市の高架道路、川渡りの大橋、トンネルで故障して走行できない場合、運
転手は

。

A. 補修車を出して迅速に修理してくれるよう、修理工場に要請すべきである
B. 直ちに警察に通報すべきである
C. 同乗者に車両を現場から移動させてもらうべきである
D.

自分の職場に直ちに報告すべきである

正解：B
16.自動車は上海市の高架道路、川渡りの大橋、トンネルで故障して走行できない場合、以
下の

措置を取ることができる。

A. 車両後部から 20ｍ〜30ｍを離れたところに警告標識を設置し、かつハザードランプを
点滅させ、夜の場合、駐車ライトとテールライトをつける
B. 運転手は行き来している車両に故障車に注意するよう呼びかける
C. 同乗者に迅速に徒歩で現場から離れてもらう
D.

故障現場で自ら修理する

削除: 17. 上海市では、相次いで打
ち出された二つの「快速処置」規
定は、主に
A.

を指している。

高速道路で故障して走行でき

ない車両への快速処置
B.

各種の道路交通違反と交通事

故への快速処置
C.

道路交通事故現場への快速処

置、及び高架道路、大橋、トンネ
ル等の道路で故障して走行できな
い車両への快速処置
D. 内環状線以内の各種の走行
トラブルへの快速処置
正解：C
削除: 8
削除: 9

正解：A
17.自動車は上海市の高架道路、川渡りの大橋、トンネルで故障して走行できない場合、ト

削除: 20

レーラーが現場に到着するまでに、運転手が行き来している車両に牽引援助を求められる
時間は

となる。

A. 真夜中の頃
B. 夜明けの頃
C. 昼間
D.

終日

正解：C

削除: 1.自動車（バスとトロリーバ
スを除く）は支線と幹線が分かれ
ていない交差点を通過する場合、
同じく直進し、またはカーブして
いるバス、トロリーバスを譲るべ
きである。
正解：○
削除: 2

（二）次の各質問のうち、正しいと思うものに「○」をつけ、正しくないと思うものに「×」

削除: 3.人を乗せて自動車テスト

をつけなさい。

を行う場合、公安機関の承認を取

1.自動車は郊外の道路で走行する時に、高音クラクションを鳴らすことができる。

得しなければならない。

正解：×

正解：×

2.車線分離線が設けられている道路がそうでない道路と交差する場合、前者を支線道路とす

削除: 4

る。
正解：×
3.国道と地方道路が交差する場合、国道を幹線道路とし、地方道路を支線道路とする。
正解：○

削除: 5
削除: 6

4.多車線道路（同方向で二本以上の車線のある道路）と非多車線道路が交差する場合、多車

削除: 7

線道路を支線道路とする。

削除: 8

正解：×
5.バス・トロリーバスが通行する道路とそうでない道路が交差する場合、後者を幹線道路と

削除: 9

する。

削除: 10

正解：×

削除: 11.高架道路の走行車線で運

6.黄浦江を跨ぐ大橋と高架道路で勝手な駐車、教習車の走行及びブレーキの性能テストが禁

転する場合、最低時速が 50ｋｍと

止されている。

なる。

正解：○

正解：○

7.上海市域内にある川渡りの大橋、トンネル、高架道路で走行する車両は交通標識と標示ラ

削除: 12

インに示された車線および制限時速に厳格に従わなければならない。
正解：○
8.自動車は高架道路でバックする際、運転手は車後方情況を確かめ、安全面に問題がないこ
とを確認してからバックできる。

削除: 3
削除: 4
削除: 5

正解：×
9.高架道路では、ユーターンやバック、一時停車が禁止されている。
正解：○
10.高架道路で自動車が交通事故に巻き込まれ、または故障して走行できない場合、運転手
は直ちに交通警察に通報し、または 110 番通報すべきである。徒歩で通報する場合、道路
の右側に寄りかかるべきである。また、関係者以外は勝手に下車してはいけない。

削除: 16.高架道路の追越車線での
最低時速が 70ｋｍとなっており、
70ｋｍ以下の場合、走行車線でし
か走れない。
正解：○

正解：○

削除: 7

11.適切な理由さえあれば、高架道路でのユーターン、バックまたは一時停車が認められる。

削除: 18.トンネルの中でクラクシ

正解：×

ョンを鳴らす場合、その音量が

12.自動車が高架道路で故障し、または交通事故に巻き込まれた場合、同乗者は徒歩で一番

105 デシベルを超えてはいけない。

近いインターチェンジから離れることができる。

正解：×

正解：×

19. 自動車運転手の交通違反に対

13.同方向で二本の車線が設けられている高架道路では、センターラインから右に、追越車

して減点処分を科す場合、交通違

線と走行車線の順となる。

反行為の情状によって、12 点、6

正解：○

点、3 点、2 点、1 点の減点という

14. 上海市で実施されている「快速処置」方法の目的は、交通事故や故障車による道路交通

五種類がある。

事情への影響を最小限に抑えることにある。

正解：○

正解：○

削除: 20

15. 当事者が規定通りに迅速に処置した場合、法律に基づいて軽く処罰し、処罰を軽減し、

削除: 21. 上海市の打ち出した「快

または処罰しないと決められている。

速処置」方法は法律ではないので、

正解：○

強制力がなく、融通性しか持って

16. 一台の自動車による交通事故はすべて「快速処置」方法が適用される。

いない。

正解：×

正解：×

17. 上海市の打ち出した「快速処置」方法は、運転手の職業モラルを高める手段の一つであ

22. 上海市の道路で発生した交通

る。

事故現場はすべて「快速処置」方

正解：○

法が適用される。

18. 「道理にかなうなら天下にあまねく通用するが、道理にかなわないならどこへ行っても

正解：×

通用しない」。したがって、二台の車両による交通事故が発生した場合、事故責任のない当

23. 当事者が迅速に交通事故現場

事者は事故現場で理詰めで大いに論争し、事故原因をはっきりと究明することできる。

を処置する時間は、一般的に 10

正解：×

分間を超えてはいけないと決めら

19. 一台の自動車による交通事故が発生し、公共施設または他人財産に軽い毀損をもたらし

れている。

た場合、上海市の「快速処置」方法規定によって、当事者は自ら現場から離れることがで

正解：×

きる。

削除: 24

正解：×
20. 「快速処置」方法規定によれば、二台の車両による交通事故が発生した場合、いずれの
当事者は車両の位置に迅速にしるしをつけたら、車両を道路交通に影響しない近くの場所
に移動させることができる。
正解：×

削除: 25. 高架道路で発生した交
通事故はすべて「快速処置」方法
が適用される。
正解：×

21. 三台以上の自動車同士による交通事故、または自動車と軽車両、歩行者との交通事故が

削除: 26

発生した場合、「快速処置」方法が適用できないと決められている。

削除: 27

正解：○
22.車両が故障して走行できなくなるものの、移動させることが可能であれば、運転手が迅

削除: 28

速に処置するプロセスは以下の通りである。故障車がセンターラインから右へ一本目また

削除: 29

は二本目の車線にある場合、直ちに車両を道路の一番左側に移動させるべきである。故障

削除: 30

車がセンターラインから右へ三本目または四本目の車線にある場合、直ちに車両を道路の
一番右側に移動させるべきである。
正解：○

削除: 31. 上海市の「快速処置」方
法においては、交通事故の当事者
... [1]

23.上海市の高架道路、川渡りの大橋、トンネルの車線では、タイヤの取り替えが禁止され

削除: 32

ている。その他の道路でタイヤを取り替える必要があれば、道路事情や交通安全に影響し

削除: 33. 上海市の「快速処置」方

てはいけない。

法で決められた「道路交通に影響
... [2]

正解：○
24.自動車が上海市の高架道路、川渡りの大橋、トンネルなどの道路で故障して走行できな
い場合、運転手はまず警察に通報し、それから車両を横断案内線に移動させ、または他の
自動車に援助を求めて牽引してもらえば、公安交通管理部門はふつう当該故障行為に対し

削除: 34
削除: 35
削除: 36

て処罰を与えない。
正解：○
25.自動車が電気、水、ガソリンの欠乏によって故障したのは、予見できないまたは不可抗

削除: 37

力の現象であるため、運転手の過ちではない。
正解：×

特殊車両の通行についての試験問題
（一）次の A、B、C、D から正しい答えを一つだけ選びなさい。
1. 自動車運転手の王さんが車を運転して青信号となった交差点を通過しようとするとこ

削除: 1. 緊急任務を執行している

ろ、、横の方向から緊急任務を執行している消防車も当該交差点を通過しようとする。この

パトカー、消防車、救急車、工事

ときの王さんは

補修車は、

A. 車両を運転して迅速に当該交差点を通過すべきである。

A.

B. 緊急停車をすべきである。

て走行すべきである。

C.

B.

消防車に安全かつ急速に当該交差点を通過させるため、速度を落として徐行すべきで

決められた線路、場所に従っ

安全確保を前提にして、走行

ある。

スピード、走行方向、走行線路、

D.

交通信号の制限を受けない。

様子を見てから決定すべきである。

正解：C

C.

2. 自動車を運転する時に、同車線にある前の車が緊急任務を執行しているパトカー、消防

ばならない。

車、救急車、工事補修車である場合、

D. 交通標識、標示ラインの制限

。

交通信号の制限を受けなけれ

A. 前の車を追い越してはいけない。

を受けなければならない。

B. 前の車を追い越すことができる。

正解：B

C. 安全確保を前提にして、隣の車線を利用して前の車を追い越すことができる。
D.

削除: 2

クラクションを鳴らして前の車にスピードアップを合図する。

正解：A

削除: 3

（二）次の各質問のうち、正しいと思うものに「○」をつけ、正しくないと思うものに「×」
をつけなさい。
1. パトカー、消防車、救急車、工事補修車は緊急任務を執行する際、サイレンや標示ツー
ルの使用が許可される。安全確保を前提にして、走行線路、走行方向、走行スピードおよ
び交通信号の制限を受けない。その他の車両や歩行者は譲るべきである。
正解：○
2. 自動車の運転手は車を運転し、緊急任務を執行しているパトカー、消防車、救急車、工
事補修車に遭遇した際、譲るべきである。
正解：○

削除:
書式変更: フォント : (日)
SimSun, (言語 1) 中国語 (中
国)

ページ 7: [1] 削除

Administrators

2009/03/23 13:55:00

31. 上海市の「快速処置」方法においては、交通事故の当事者は初心者または運転経験が三
年未満となるものであれば、処理する時に、軽く処罰し、または処罰を軽減することがで
きると決められている。
正解：×

ページ 7: [2] 削除

Administrators

2009/03/23 13:55:00

33. 上海市の「快速処置」方法で決められた「道路交通に影響しない場所」とは、事故現場
近くの緊急停車エリア、高架道路のインターチェンジ、大橋やトンネルの出入り口にある
横断案内線、隣接のサブ幹線、道路支線、自動車と軽車両との分離帯の入り口など、車両
の正常通行にあまり影響しないところを指す。
正解：○

