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Regulation No. 127

協定規則第127号

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with

歩行者保護性能に係る自動車の認可に関する統一規定

regard to their pedestrian safety performance
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1. Scope

1. 適用範囲

This Regulation applies to motor vehicles of categories M1 and N11

本規則は、カテゴリーM1およびN1の自動車に適用する。1

However, vehicles of category N1 where the driver’s position

ただし、カテゴリーN1の車両で、運転者の「Rポイント」の位置がフロン

"R-point" is either forward of the front axle or longitudinally

トアクスルの前方またはフロントアクスルの中央横断線の縦後方に最大

rearwards of the front axle transverse centreline by a maximum of

1,100 mmの距離にある場合は、本規則の要件を免除される。

1,100 mm, are exempted from the requirements of this Regulation.

本規則は、カテゴリーM1で最大質量が2,500 kgを超え、カテゴリーN1の

This Regulation does not apply to vehicles of category M1 above 2,500

車両をベースにしているも の、さらに運転者の「Rポイント」の位置が

kg maximum mass and which are derived from N1 category vehicles, and

フロントアクスルの前方またはフロントアクスルの中央横断線の縦後方

where the driver’s position "R-point" is either forward of the front

に最大1,100 mmの距離にあるものについては適用されない。このような

axle or longitudinally rearwards of the front axle transverse

車両カテゴリーに関しては、締約国は、本規則への加入時点において歩

centreline by a maximum of 1,100 mm; for these vehicle categories

行者保護性能に関して既に実 施されている要件の適用を続行させるこ

Contracting Parties may continue to apply the requirements already

とができる。

in force for that purpose at the time of acceding to this Regulation.

1

1

（www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.

As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of

Vehicles (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2.

車両構造統合決議（R.E.3）
、文書ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3、2項

html）の定義による。

-www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.h
tml
2. Definitions

2. 定義

When performing measurements as described in this Part, the vehicle

本パートに記載された測定を実施する場合は、車両は通常乗車姿勢に配

should be positioned in its normal ride attitude.

置すべきものとする。
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If the vehicle is fitted with a badge, mascot or other structure,
which would bend back or retract under an applied load of maximum

最大 100 N の荷重を加えると折れ曲がったり、つぶれたりするようなバ

100 N, then this load shall be applied before and/or while these

ッジ、マスコットまたはその他の構造体が車両に付いている場合は、測

measurements are taken.

定を実施する前および／または実施中に本荷重を加えるものとする。

Any vehicle component which could change shape or position, other
than suspension components or active devices to protect pedestrians,
shall be set to their stowed position.

サスペンションの構成部品または歩行者保護のためのアクティブセーフ
ティ装置を除き、形状または位置が変わる可能性のある車両の構成部品
はすべて、収納位置に設定するものとする。
本規則の意図するところにより：

2.1.

2.1.

"Adult headform test area" is an area on the outer surfaces of the
front structure. The area is bounded:

「成人ヘッドフォーム試験領域」は前部構造の外面上の領域である。当

(a)

該領域は、以下のとおりに境界される：

In the front, by a wrap around distance (WAD) of 1,700 or a line

82.5 mm rearward of the bonnet leading edge reference line,
whichever is most rearward at a given lateral position;
(b)

At the rear, by a WAD 2,100 or a line 82.5 mm forward of the

bonnet rear reference line, whichever is most forward at a given
lateral position, and
(c)

At each side, by a line 82.5 mm inside the side reference line.

(a)前部は、1,700 mm のラップアラウンド距離（WAD）またはボンネット
リーディングエッジ基準線の後方 82.5 mm の線のうち、かかる側面位置
でいずれかより後方にあるもの、
(b)後部は、2,100 mm の WAD またはボンネット後部基準線の前方 82.5 mm
の線のうち、かかる側面位置でいずれかより前方にあるもの、および

The distance of 82.5 mm is to be set with a flexible tape held tautly
along the outer surface of the vehicle.

(c)各側面は側面基準線の内側 82.5 mm の線によって境界される。82.5 mm
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の距離は、車両外面にフレキシブルテープをピンと張った状態を保って
設定する。
2.2.

2.2.

"Assessment interval (AI)" of the flexible lower legform impactor

フレキシブル下部レッグフォームインパクタの「評価区間（AI）
」は、フ

is defined and limited by the time of first contact of the flexible

レキシブル下部レッグ フォームインパクタが最初に車両に接触する時

lower legform impactor with the vehicle and the timing of the last

間および、すべての大腿骨および脛骨部分が特定の共通ゼロ交差フェー

zero crossing of all femur and tibia segments after their first local

ズの範囲内で限界値 15 Nm に続いて最初の局部最大値になった後で最後

maximum subsequent to any marginal value of 15 Nm, within their

のゼロ交差になるタイミングによって定義および限定されている。AI

particular common zero crossing phases. The AI is identical for all

は、すべての骨部および膝靭帯部に対し て同一である。共通ゼロ交差フ

bone segments and knee ligaments. In case of any bone segment not

ェーズにおいてゼロ交差を持たない骨部分の場合、すべての曲げモーメ

having a zero crossing during the common zero crossing phases, the

ントがゼロ交差するまですべての骨部分に関する時間-暦 曲線は下方に

time history curves for all bone segments are shifted downwards until

シフトされる。下方シフトは AI の決定にのみ適用される。

all bending moments are crossing zero. The downwards shift is to be
applied for the determination of the AI only.
2.3.

"A-pillar" means the foremost and outermost roof support

extending from the chassis to the roof of the vehicle.

2.4.

"Approval of a vehicle type" means the full procedure whereby

a Contracting Party to the Agreement certifies that a vehicle type

2.3.「Aピラー」とは、車両のシャシーからルーフまで伸びた、最前方か
つ最外部のルーフ支柱を指す。

2.4.「車両型式の認可」とは、当該車両型式が本規則の技術要件を満た
すということを協定締約国が認めるまでの全手順を指す。

meets the technical requirements of this Regulation.
"Bonnet leading edge" means the edge of the front upper outer

2.5 .「ボンネットリーディングエッジ」 とは、車両の前面上部外側構

structure of the vehicle, including the bonnet and wings, the upper

造の端部を指し、ボンネットおよびフェンダー、ヘッドライトサラウン

2.5.
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and side members of the headlight surrounds and any other

ドの上部および側部の部材、ならびにその他の付属物を含 む。ボンネッ

attachments. The reference line identifying the position of the

トリーディングエッジの位置を特定する基準線は、地上基準面からのそ

bonnet leading edge is defined by its height above the ground

の高さ、および当該エッジをバンパーから隔てる水平距離によって規定

reference plane and by the horizontal distance separating it from

される（バンパーリード）。

the bumper (bumper lead).
2.6.

"Bonnet leading edge height" means, at any point on the

2.6 「ボンネットリーディングエッジ高さ」とは、ボンネットリーディ

bonnet leading edge, the vertical distance between the ground

ングエッジ上の任意の点において、地上基準面とボンネットリーディン

reference plane and the bonnet leading edge reference line at that

グエッジ基準線の当該点との垂直距離を指す。

point.
2.7.

"Bonnet leading edge reference line" means the geometric

2.7.「ボンネットリーディングエッジ基準線」 とは、長さ 1,000 mm の

trace of the points of contact between a straight edge 1,000 mm long

直定規を車両の垂直縦断面に平行に保持して垂直面から後方に 50°傾

and the front surface of the bonnet, when the straight edge, held

斜させ、かつ下端部を地上 600 mm の高さにした状態で、ボンネットリー

parallel to the vertical longitudinal plane of the car and inclined

ディングエッジとの接触を維持したままボンネットリーディングエッジ

rearwards by 50° from the vertical and with the lower end 600 mm

を横断させたときに、当該定規とボンネットの 前面とが接触する点を幾

above the ground, is traversed across and in contact with the bonnet

何学的にトレースした線を指す（図 1 参照）。

leading edge (see Figure 1).
For vehicles having the bonnet top surface inclined at 50°, so that

ボンネットトップ面が 50°傾斜しているために、直定規が 1 点で接触す

the straight edge makes a continuous contact or multiple contacts

るのではなく連続した接点または複数の接点を持つような車両の場合、

rather than a point contact, the reference line is determined with

直定規を垂直面から後方に 40°傾斜させて基準線を定める。

the straight edge inclined rearwards at an angle of 40° from the
vertical.
For vehicles of such shape that the bottom end of the straight edge

直定規の下端が最初に車両と接触する形状の車両の場合、その接点が、
かかる側方位置において、ボンネットリーディングエッジ基準線である
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makes first contact, then that contact is taken to be the bonnet

ものとみなす。

leading edge reference line, at that lateral position.
The top edge of the bumper shall also be regarded as the bonnet

直定規の上端が最初に車両に接触する形状の車両の場合、かかる側方位

leading edge for the purposes of this Regulation, if it is contacted

置において、1,000 mm のラップアラウンド距離を幾何学的にトレースし

by the straight edge during this procedure.

た線をボンネットリーディングエッジ基準線として用いる。
バンパーの上端も、この手順で直定規が接触する場合には、本規則の意

Figure 1
Bonnet leading edge reference line

図するところにより、ボンネットリーディングエッジであるとみなすも
のとする。
図 1：ボンネットリーディングエッジ基準線

2.8.

"Bonnet rear reference line" means the geometric trace of

2.8. 「ボンネット後部基準線」とは、直径 165 mm の球体を、ウインド

the most rearward points of contact between a 165 mm diameter sphere

スクリーンとの接触を維持したまま車両の前部構造を横断させたとき

and the front structure of the vehicle when the sphere is traversed

に、当該球体と車両の前部構造が接触する最後方の点を幾何学的にトレ
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across the front structure of the vehicle while maintaining contact

ースした線を指す（図 2 参照）。このプロセス中は、ワイパーブレード

with the windscreen (see Figure 2). The wiper blades and arms are

およびアームを取り外す。

removed during this process.
Where the bonnet rear reference line and the side reference line do

ボンネット後部基準線と側面基準線が交差しない場合は、半径 100 mm

not intersect, the bonnet rear reference line should be extended

の半円形のテンプレートを使用して、ボンネット後部基準線を延長およ

and/or modified using a semi-circular template, of radius 100 mm.

び／または変更すべきものとする。当該テンプレートは、いずれの方向

The template should be made of a thin flexible sheet material that

にも単曲率曲 げが容易にできる、柔軟性のある薄板材料でできたもので

easily bends to a single curvature in any direction. The template

あるべきものとする。しわが生じる可能性がある場合は、テンプレート

should, preferably, resist double or complex curvature where this

は、できれば二重曲率または複 曲率に耐えられるべきものとする。テン

could result in wrinkling. The recommended material is a foam backed

プレートが車両の面を「つかむ」ことができるように、推奨材料は後面

thin plastic sheet to allow the template to "grip" the surface of

が発泡材のプラスチック薄板である。

the vehicle.
The template should be marked up with four points "A" through "D",
as shown in Figure 3, while the template is on a flat surface.
The template should be placed on the vehicle with Corners "A" and
"B" coincident with the side reference line. Ensuring these two
corners remain coincident with the side reference line, the template
should be slid progressively rearwards until the arc of the template
makes first contact with the bonnet rear reference line. Throughout
the process, the template should be curved to follow, as closely as
possible, the outer contour of the vehicle's bonnet top, without
wrinkling or folding of the template. If the contact between the
template and bonnet rear reference line is tangential and the point

図 3 に示すように、テンプレートを平らな面に置き、「A」から「D」の
4 つの点を印すべきものとする。
テ ンプレートを、角「A」と「B」を側面基準線に一致させて、車両上に
置くべきものとする。この 2 つの角を確実に側面基準線に一致させたま
ま、テンプレート の弧が最初にボンネット後部基準線に接触するまで、
テンプレートを除々に後方にすべらせるべきものとする。このプロセス
の間、テンプレートにしわができた り折れたりしないように、テンプレ
ートを車両のボンネットトップの外郭にできるだけ密接させて、外郭を
なぞるように曲げるべきものとする。テンプレートと ボンネット後部基
準線が接線接触であり、かつ接触点が点「C」および「D」で規定される
弧の外側にある場合は、ボンネット後部基準線を延長および／または 変
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of tangency lies outside the arc scribed by points "C" and "D", then

更して、図 4 に示すとおり、テンプレートの円周弧に沿ってボンネット

the bonnet rear reference line is extended and/or modified to follow

側面基準線に交わるようにする。

the circumferential arc of the template to meet the bonnet side
reference line, as shown in Figure 4.

テンプレートが、点「A」および 「B」でボンネット側面基準線と、かつ

If the template cannot make simultaneous contact with the bonnet side

ボンネット後部基準線と接線方向に同時に接触できない場合、または、

reference line at points "A" and "B" and tangentially with the bonnet

ボンネット後部基準線とテンプレートが触れる点 が、点「C」および「D」

rear reference line, or the point at which the bonnet rear reference

で規定される弧の内側にある場合は、上記基準がすべて満たされるまで

line and template touch lies within the arc scribed by points "C"

半径を 20 mm ずつ拡大しながら、追加のテンプレートを使用すべきもの

and "D", then additional templates should be used where the radii

とする。

are increased progressively in increments of 20 mm, until all the
above criteria are met.

図 2：ボンネット後部基準線

Figure 2
Bonnet rear reference line
Bonnet rear
reference line

Sphere

図 3：テンプレート
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Figure 3
Template
45°
Point
Point‘C’‘C’

Corner ‘A’‘A’
Corner

R100 mm

Point
Point‘D’‘D’

Corner
Corner‘B’‘B’

45°

Figure 4
Marking of intersection between bonnet rear and side reference lines

図 4：ボンネット後部基準線とボンネット
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2.9.

Bonnet Rear
Reference Line

"Bonnet top" is the area which is bounded by (a), (b) and (c)

as follows:
(a)

The bonnet leading edge reference line;

(b)

The bonnet rear reference line;

(c)

The side reference lines.

2.9. 「ボンネットトップ」は、以下の(a)、(b)および(c)で境界された
領域である：
(a)ボンネットリーディングエッジ基準線、
(b)ボンネット後部基準線、
(c)側面基準線。

2.10.

"Bonnet top test area" is composed of the child headform test

area and the adult headform test area as defined in paragraphs 2.1.

2.10.

「ボンネットトップ試験領域」は、2.1 項および 2.15 項でそれ

ぞれ定義した幼児ヘッドフォーム試験領域ならびに成人ヘッドフォーム
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and 2.15. respectively.

試験領域で構成される。

"Bumper" means the front, lower, outer structure of a

2.11. 「バンパー」とは、車両の前部、下部、外側の構造を指す。低速

vehicle. It includes all structures that are intended to give

における前面衝突時に車両を保護することを意図したすべての構造物、

protection to a vehicle when involved in a low speed frontal

および当該構造物の付属物も含む。バンパーの基準高さおよび横限界は、

collision and also any attachments to this structure. The reference

角およびバンパー基準線で特定される。

2.11.

height and lateral limits of the bumper are identified by the corners
and the bumper reference lines.
2.12.

"Bumper beam" means the structural cross member, rearward

2.12.

「バンパービーム」とは、バンパーフェイシアがある場合はそ

of the bumper fascia if present, protecting the front of the vehicle.

の後方にあり、車両の前部を保護する構造的なクロスメンバーを指す。

The beam does not include foam, cover support or any pedestrian

ビームは、発泡体、カバーサポート、または歩行者保護装置を含まない。

protection devices.
2.13.

"Bumper lead" means for any longitudinal section of a

2.13. 「バンパーリード」とは、車両の縦断面について、上部バンパー

vehicle, the horizontal distance measured in any vehicle vertical

基準線とボンネットリーディングエッジ基準線との間の任意の車両の垂

longitudinal plane between the upper bumper reference line and the

直縦断面において測定された水平距離を指す。

bonnet leading edge reference line.
2.14.

"Bumper test area" means either the front vehicle fascia

2.14.

「バンパー試験領域」とは、2.17 項で定める左右のバンパー角

between the left and right corner of bumper as defined in paragraph

の間にある前部車両フェイシアから、車両の中央縦断面に水平かつ直角

2.17., minus the areas covered by the distance of 42 mm inboard of

に測定したときに各バンパー角から内側に 42 mm の距離で覆われる面積

each corner of bumper as measured horizontally and perpendicular to

を引いたものか、2.12 項で定めるバンパービームの最外端の間にある前

the longitudinal median plane of the vehicle, or between the

部車両フェイシア（図 5D 参照）から、車両の中央縦断面に水平かつに直

outermost ends of the bumper beam as defined in paragraph 2.12. (see

角に測定したときに各バンパービームの各端部から内側に 42 mm の距離
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Figure 5D), minus the areas covered by the distance of 42 mm inboard

で覆われる面積を引いたもののいずれか広い方を指す。

of each end of the bumper beam, as measured horizontally and
perpendicular to the longitudinal median plane of the vehicle,
whichever area is wider."
2.15.

"Centre of the knee" of the lower legform impactor is defined

as the point about which the knee effectively bends.
2.16.

"Child headform test area" is an area on the outer surfaces

of the front structure. The area is bounded:
(a)

2.15.

下部レッグフォームインパクタの「膝中心」は、膝が実際に曲が

る点と定義される。
2.16. 「幼児ヘッドフォーム試験領域」は、前部構造の外面上の領域で
ある。当該領域は、以下のとおりに境界される：

In the front, by a WAD 1,000 or a line 82.5 mm rearward of the

bonnet leading edge reference line, whichever is most rearward at

(a)

a given lateral position,

準線の後方 82.5 mm の線のうち、かかる側面位置でいずれかより後方に

(b)

あるもの、

At the rear, by a WAD 1,700 or a line 82.5 mm forward of the

bonnet rear reference line, whichever is most forward at a given
lateral position, and
(c)

At each side, by a line 82.5 mm inside the side reference line.

The distance of 82.5 mm is to be set with a flexible tape held tautly

(b)

前部は、1,000 mm の WAD またはボンネットリーディングエッジ基

後部は、1,700 mm の WAD またはボンネット後部基準線の前方 82.5 mm

の線のうち、かかる側面位置でいずれかより前方にあるもの、および
(c)

各側面は側面基準線の内側 82.5 mm の線によって境界される。

along the outer surface of the vehicle.
82.5 mm の距離は、車両外面にフレキシブルテープをピンと張った状態
The distance of 82.5 mm is to be set with a flexible tape held tautly

を保って設定する。

along the outer surface of the vehicle.
2.17.

"Corner of bumper" means the transversal position of the

vehicle's point of contact with a corner gauge as defined in Figure

2.17.

図 5B に定める車両の横方向位置とコーナーゲージの接点を指
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す。

5B.
For determination of the corner of bumper, the front surface of the
corner gauge is moved parallel to a vertical plane with an angle of

バンパー角を求めるには、コーナーゲージの中心点の任意の高さで、車

60° to the vertical longitudinal centre plane of the vehicle (see

両の垂直縦断中心面に対して 60°の角度で垂直面に、コーナーゲージの

Figures 5A and 5C) at any height of the centre point of the corner

前面を以下の間で動かす（図 5A および 5C を参照）：

gauge between:
(a)

Equal to and above the point found on the vertical line

intersecting the Lower Bumper Reference Line at the assessment

(a)

横方向の評価位置または地上基準面から 75 mm 上方のいずれか高い

方における、下部バンパー基準線と交差する垂直線上にある点から上方。

position in transversal direction or at 75 mm above the ground
reference plane, whichever is higher.
(b)

Equal to and below the point found on the vertical line

(b)

横方向の評価位置または地上基準面から 1,003 mm 上方のいずれか

intersecting the Upper Bumper Reference Line at the assessment

低い方における、上部バンパー基準線と交差する垂直線上にある点から

position in transversal direction or at 1,003 mm above the ground

下方。

reference plane, whichever is lower.
For determination of the corner of bumper, the gauge is moved to

バンパー角を求めるには、ゲージを動かして車両の外側輪郭／前部フェ

contact the outer contour/front fascia of the vehicle touching at

イシアにゲージの垂直中心線があたるように接触させる。ゲージの水平

the vertical centre line of the gauge. The horizontal centre line

中心線は地上面に平行に保持する。

of the gauge is kept parallel to the ground plane.
The corners of bumper on both sides are subsequently defined as the
outermost points of contact of the gauge with the outer
contour/front fascia of the vehicle as determined in accordance with
this procedure. Any points

of contact on the top and the

bottom edges of the gauge are not taken into account. The external

その後、両側のバンパー角を、本手順に従って定めたゲージと車両の外
側輪郭／前部フェイシアとの接点の最外端の点として定める。ゲージの
上端および下端上の接点は考慮に入れない。間接視界用の外部装置およ
びタイヤは考慮しないものとする。
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indirect vision

and the tyres shall not be

considered.
Figure5A
Corner of bumper example (see paragraph 2.17., note that the corner
gauge is to be moved in vertical and horizontal directions to enable
contact with the outer contour/ front fascia of the vehicle)

図 5A
バンパー角の例（2.17 項参照。コーナーゲージを垂直および水平方向に
動かして、車両の外側輪郭／前部フェイシアと接触させることに留意す
ること）
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Figure 5B

図 5B

Corner gauge
コーナーゲージ

The front surface of the corner gauge is flat.
The centre point is the intersection of the vertical and horizontal
centre lines on the front surface
コーナーゲージの前面は平らである。
中心点は、前面上の垂直中心線と水平中心線の交点である。
Figure 5C

図 5C

Determination of the corner of bumper with the corner
gauge (shown in random location)

コーナーゲージを用いたバンパー角の決定（任意の位置で図示）
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Figure 5D

図 5D

Determination of bumper test area (note that the corner
gauges are to be moved in vertical and horizontal

バンパーテスト領域の決定（コーナーゲージを垂直および水平方向に動

directions

かして、車両の外側輪郭／前部フェイシアと接触させることに留意する

to

enable

contact

with

the

outer

contour/front fascia of the vehicle)

2.18.

"Corner reference point" means the intersection of the bonnet

leading edge reference line and of the bonnet side reference line

こと）

2.18. 「角基準点」とは、ボンネットリーディングエッジ基準線とボン
ネット側面基準線の交点を指す（図 6 参照）。

(see Figure 6).
図 6：角基準点の決定：ボンネットリーディングエッジ基準線とボンネ
Figure6
Determination of corner reference point; intersection of the bonnet
leading edge reference line and the bonnet side reference line

ット側面基準線の交点
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"Driver mass" means the nominal mass of a driver that shall

2.19.

「運転者質量」とは、運転者公称質量 75 kg を指す（ISO 規格

be 75 kg (subdivided into 68 kg occupant mass at the seat and 7 kg

2416-1992 に従って座席上の 68 kg の乗員と 7 kg の荷物の質量に細分さ

luggage mass in accordance with ISO standard 2416–1992).

れる）。

2.20.

"Femur" of the lower legform impactor is defined as all

2.20.

下部レッグフォームインパクタの「大腿骨」は、膝中心レベルよ

components or parts of components (including flesh, skin covering,

り上方にあるすべての構成部品または構成部品の部分（肉、表皮、ダン

damper, instrumentation and brackets, pulleys, etc. attached to the

パー、測定装置、およびインパクタを打ち出すためにインパクタに取り

impactor for the purpose of launching it) above the level of the

付けられたブラケット、プーリーなどを含む）と定義される。

centre of the knee.
2.21.

"Front reference line for child headform" means the geometric

2.21.

「幼児ヘッドフォーム用前部基準線」 とは、WAD1000 線を用い

trace as described on the vehicle front structure using a WAD1000

て、車両の前部構造上に記される幾何学的トレース線を指す。ボンネッ

line. In the case of vehicles where the wrap around distance to the

トリーディングエッジ基準線までのラップアラウンド距離 が、任意の点

bonnet leading edge reference line, is more than 1,000 mm at any

において 1,000 mm を超える車両の場合は、ボンネットリーディングエッ
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point, then the bonnet leading edge reference line will be used as

ジ基準線を、当該点における幼児ヘッドフォーム用の前部基準線として

the front reference line for child headform at that point.

用いる。

"Front structure" means all outer structures of the vehicle

2.22.

2.22.

「前部構造」とは、ウインドスク リーン、ウインドスクリーン

except the windscreen, the windscreen header, the A-pillars and

ヘッダー、A ピラー、およびこれらより後方の構造を除き、車両のすべ

structures rearward of these. It therefore includes, but is not

ての外側構造を指す。したがって、バンパー、ボンネット、 フェンダー、

limited to, the bumper, the bonnet, wings, scuttle, wiper spindles

スカットル、ワイパースピンドルおよび下部ウインドスクリーンフレー

and lower windscreen frame.

ムが含まれるが、これらに限定しない。

"Ground reference plane" means a horizontal plane, either

2.23.

2.23.

「地上基準面」とは、車両を通常 乗車姿勢にしたときに、車両

real or imaginary, that passes through the lowest points of contact

のすべてのタイヤについて最下方の接触点を通る、実際あるいは想像上

for all tyres of a vehicle while the vehicle is in its normal ride

の水平面を指す。車両が地上で静止している場合は、地上レ ベルと地上

attitude. If the vehicle is resting on the ground, then the ground

基準面は 1 つの同じものになる。たとえばバンパー下に余分にクリアラ

level and the ground reference plane are one and the same. If the

ンスを設けるために、車両が地面から持ち上げられている場合は、地上

vehicle is raised off the ground such as to allow extra clearance

基準面 は地上レベルより上になる。

below the bumper, then the ground reference plane is above ground
level
"Head Injury Criterion (HIC)" means the calculated result

2.24.

of accelerometer time histories using the following formula:

HIC =

t2

t1

間履歴の計算結果を指す：

2 .5

t2

1

2.24.「頭部傷害基準（HIC）」とは、以下の式を用いた、加速度計の時

a dt

(t2

t1 )

t1

Where:
"a"

is the resultant acceleration measured in units of gravity "g"
(1 g = 9.81 m/s²);

ここで：
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"t1" and "t2" are the two time instants (expressed in seconds) during

「a」は、重力単位「g」で測定した加速度の結果である（1 g＝9.81 m/s2）。

the impact, defining an interval between the beginning and the end
of the recording period for which the value of HIC is a

「t1」および「t2」は、衝突中の 2 つの時刻（秒単位）であり、HIC 値が

maximum (t2 - t1 ≤ 15 ms).

最大となる記録期間の開始と終了との間隔を定義する（t2 - t1≦15 ms）。

2.25. "Lower bumper height" means the vertical distance between the

2.25. 「下部バンパー高さ」とは、車両を通常乗車姿勢に配置した場合

ground reference plane and the lower bumper reference line, with the

の、地上基準面と下部バンパー基準線との間の垂直距離を指す。

vehicle positioned in its normal ride attitude.
2.26.

"Lower bumper reference line" means the lower limit to

2.26.

significant points of pedestrian contact with the bumper. It is
defined as the geometric trace of the lowermost points of contact

「下部バンパー基準線」とは、歩 行者がバンパーと接触する有意点の下

between a straight edge 700 mm long and the bumper, when the straight

限を指す。これは、長さ 700 mm の直定規を車両の垂直縦断面に平行に保

edge, held parallel to the vertical longitudinal plane of the vehicle

持して垂直面から前方に 25°傾斜させ、地面およびバンパー表面との接

and inclined forwards by 25° from the vertical, is traversed across

触を維持したまま車両前部を横断させたと きに、当該定規とバンパーと

the front of the vehicle, while maintaining contact with the ground

の最下方の接触点を幾何学的にトレースした線と定義される（図 8 参

and with the surface of the bumper (see Figure 8).

照）。

Figure 7
Lower Bumper Reference Line (LBRL)

図 7：下部バンパー基準線（LBRL）
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Straight edge

LBRL

LBRL

LBRL

25

2.27.

"Mass in running order" means the nominal mass of a vehicle

as determined by the sum of unladen vehicle mass and driver’s mass.
2.28.

"Measuring point"

2.27.「ランニングオーダーでの質量」とは、非積載車両質量と運転者の
質量の合計によって求められる車両の公称質量を指す。
2.28.

「測定ポイント」

The measuring point may also be referred to as "test point"
or "impact point".

In all cases, the result of the test shall be

attributed to this point, independent of where first contact occurs.

測定ポイントは、「測定点」または「衝突点」と呼ばれる場合もある。
いずれの場合においても、試験結果は最初の接触の発生箇所に関係なく、
このポイントに起因するものとする。

2.28.1. "Measuring point" for the headform test means a point on the

2.28.1. ヘッドフォーム試験の「測定ポイント」は、評価対象に選定さ

vehicle’s outer surface selected for assessment. The measuring

れた車両外面上のポイントを指す。測定ポイントは、ヘッドフォームの

point is where the headform’s profile contacts the vehicle’s outer

輪郭がヘッドフォーム重心を通る垂直縦断面で車両の外面断面部に接触

surface cross section in a vertical longitudinal plane through the

する点をいう（図 8A 参照）。

center of gravity of the headform (see Figure 8A).
2.28.2. "Measuring point" for the lower legform to bumper test and

2.28.2. 下部レッグフォーム対バンパー試験および上部レッグフォー

the upper legform to bumper test is located in the vertical

ム対バンパー試験の「測定ポイント」は、インパクタの中心軸を通る垂
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longitudinal plane through the central axis of the impactor (see

直縦断面に位置する（図 8B 参照）。

Figure 8B).
Figure 8A
Measuring point in the vertical longitudinal plane through the
center of the headform impactor (see paragraph 2.28.1.)2

図 8A：
ヘッドフォームインパクタの中心を通る垂直縦断面での測定ポイント
（2.28.1 項参照）2

Figure 8B
Measuring point in the vertical longitudinal plane through the
central axis of the legform impactor (see paragraph 2.27.2.)

図 8B：レッグフォームインパクタの中心軸を通る垂直縦断面での測定ポ
イント（2.27.2 項参照）
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2

2

Remark: due to the spatial geometry of the bonnet top, the first

contact may not occur in the same vertical longitudinal or transverse

備考：ボンネットトップの空間的ジオメトリーによって、最初の接触

は測定ポイント A を含む同一の垂直縦断面または横断面で生じない場合
もある。

plane which contains measuring point A.
2.29.

"Normal ride attitude" means the vehicle positioned on a

2.29.

「通常乗車姿勢」とは、質量をラ ンニングオーダーにし、タイ

flat horizontal surface with its mass in running order, with the

ヤをメーカーの推奨空気圧まで膨らませ、フロントホイールをまっすぐ

tyres inflated to manufacturer recommended pressures, the front

前方に向け、乗員質量を助手席に置いて、平坦な水平面に配 置した車両

wheels in the straight-ahead position and with a passenger mass

を指す。フロントシートは、公称の中間位置に置く。サスペンションは、

placed on the front passenger seat. The front seats are placed at

40 km/h の走行速度に対してメーカーが規定する通常の走行条件に設定

the nominal mid-track position. The suspension shall be set in normal

するものとする。

running condition as specified by the manufacturer for a speed of
40 km/h.
2.30.

"Passenger mass" means the nominal mass of a passenger that

shall be 68 kg, with in addition a 7 kg provision for luggage which
shall be located in the luggage compartment(s) in accordance with

2.30. 「乗員質量」とは、ISO 規格 2416-1992 に従って乗員の公称質量
68 kg に荷物室に置かれた荷物 7 kg を加えたものを指す。

UN-R127-02

（2016.6.18）

ISO standard 2416–1992.
2.31.

"Primary reference marks" means holes, surfaces, marks and

2.31.

「一次基準マーク」は車体上の 穴、表面、マーク、識別記号を

identification signs on the vehicle body. The type of reference mark

指す。使用する基準マークの種類および地面に相対する各マークの垂直

used and the vertical (Z) position of each mark relative to the ground

（Z）位置は 2.26 項に定めるランニング条件に従い車 両メーカーが定め

shall be specified by the vehicle manufacturer according to the

るものとする。車両前部、後部乗車高さおよび車両姿勢を容易に確認で

running conditions specified in paragraph 2.26. These marks shall

きるようにするため、これらのマークを選定するものとする。

be selected so as to be able to easily check the vehicle front and
rear ride heights and vehicle attitude.

一次基準マークが垂直（Z）軸上の設計位置の±25 mm 以内にある場合、

If the primary reference marks are found to be within ±25 mm of the

この設計位置は通常乗車高さであるとみなされるものとする。この条件

design position in the vertical (Z) axis, then the design position

が満たされている場合、車両をその設計位置に調整する、あるいは さら

shall be considered to be the normal ride height. If this condition

にすべての測定を調整して試験を実施し、当該車両が設計位置にあるこ

is met, either the vehicle shall be adjusted to the design position,

とを再現するものとする。

or all further measurements shall be adjusted, and tests performed,
to simulate the vehicle being at the design position.
2.32.

"Side reference line" means the geometric trace of

2.32.

「側面基準線」とは、長さ 700 mm の直定規を車両の垂直横断面

the highest points of contact between a straight edge 700 mm long

に平行に保持して内側に 45°傾斜させ、前部構造の側面との接触を維持

and the sides of the vehicle, when the straight edge, held parallel

したまま、当該側面を横断させたときの、当該定規と車両側面との最上

to the transverse vertical plane of the vehicle and inclined inwards

方の接触点を幾何学的にトレースした線を指す（図 9 参照）。

by 45°, is traversed down, and maintains contact with the sides of
the front structure (see Figure 9).
Figure 9
Side reference line

図 9：側面基準線
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Bonnet side
reference line

Straight edge
700 mm long

45°

2.33. "Third of the bonnet leading edge" means the geometric trace

2.33. 「ボンネットリーディングエッジの 3 分の 1」とは、ボンネット

between the corner reference points, measured with a flexible tape

リーディングエッジの外郭をなぞるようにフレキシブルテープを貼って

following the outer contour of the leading edge, divided in three

測定する両角の基準点を幾何学的にトレースした線を 3 等分したものを

equal parts.

指す。

2.34.

"Third of the bonnet top" means the geometric trace of the

2.34. 「ボンネットトップの 3 分の 1」とは、任意の横断面にあるボン

area between the bonnet side reference lines, measured with a

ネットトップの外郭をなぞるようにフレキシブルテープを貼って測定す

flexible tape following the outer contour of the bonnet top on any

る両側のボンネット側面基準線で囲まれたエリアを幾何学的にトレース

transverse section, divided in three equal parts.

して 3 等分にしたものを指す。

"Third of the bumper" means the geometric trace between the

2.35. 「バンパーの 3 分の 1」とは、バンパーの外郭をなぞるようにフ

corners of the bumper, measured with a flexible tape following the

レキシブルテープを貼って測定するバンパーの両角に挟まれた部分を幾

outer contour of the bumper, divided in three equal parts.

何学的にトレースして 3 等分したものを指す。

2.35.

2.36.

"Tibia" of the lower legform impactor is defined as all

2.36.

下部レッグフォームインパクタの「脛骨」は、膝中心レベルより

components or parts of components (including flesh, skin covering,

下方にあるすべての構成部品または構成部品の部分（肉、表皮、測定装

instrumentation and brackets, pulleys, etc. attached to the impactor

置、およびインパクタを打ち出すためにインパクタに取り付けられたブ

for the purpose of launching it) below the level of the centre of

ラケット、プーリーなどを含む）と定義される。定義された脛骨は、足

the knee. Note that the tibia as defined includes allowances for the

の質量などを考慮していることに注意する。
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mass, etc., of the foot.
2.37.

"Unladen vehicle mass" means the nominal mass of a complete

2.37. 「非積載車両質量」とは、以下の基準によって規定される完全車

vehicle as determined by the following criteria:

両の公称質量を指す：

2.37.1. Mass of the vehicle with bodywork and all factory fitted

2.37.1. 車体、工場装備のすべての機器、液体や工具、消火器、標準予

equipment, electrical and auxiliary equipment for normal operation

備部品、装備されている場合は車輪止めやスペアホイールなどの通常車

of vehicle, including liquids, tools, fire extinguisher, standard

両運転に必要な電気および付属機器を含む車両の質量。

spare parts, chocks and spare wheel, if fitted.
2.37.2. The fuel tank shall be filled to at least 90 per cent of rated

2.37.2. 燃料タンクは定格容量の最低 90%まで充填し、その他の液体含

capacity and the other liquid containing systems (except those for

有システム（水を使用するものは除く）は、メーカー規定の容量の 100%

used water) to 100 per cent of the capacity specified by the

まで充填しておくものとする。

manufacturer
2.38.

"Upper bumper reference line" means a line which identifies

2.38.

「上部バンパー基準線」とは、歩 行者がバンパーと接触する有

the upper limit to significant points of pedestrian contact with the

意点の上限を確定する線を指す。長さ 700 mm の直定規を車両の垂直縦断

bumper. It is defined as the geometric trace of the upper most points

面に平行に保持して当該垂直面に対して後方に 20°傾斜させ、地面とバ

of contact between a straight edge 700 mm long and the bumper, when

ンパー面との接触を維持したまま車両の前部を横断させ たときに、当該

the straight edge, held parallel to the vertical longitudinal plane

定規とバンパーとの最上部の接触点を幾何学的にトレースした線と定義

and inclined rearwards by 20°, is traversed across the front of the

される（図 10 参照）。

vehicle, while maintaining contact with the ground and with the
surface of the bumper (see Figure 10).

必要な場合は、バンパーの上にある構造物とのいかなる接触もしないよ

Where necessary the straight edge shall be shortened to avoid any

うにするため、長さの短い直定規を使用するものとする。

contact with structures above the bumper.
Figure 10
Upper Bumper Reference Line (UBRL)

図 10：上部バンパー基準線（UBRL）
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2.39.

"Vehicle type with regard to the pedestrian protection

requirements" means a category of vehicles which, forward of the

2.39. 「歩行者保護要件に係る車両型式」とは、A ピラーの前面が以下
の本質的な観点において相違しない車両のカテゴリーを指す：

A-pillars, do not differ in such essential respects as:
(a)

The structure,

(a)

構造、

(b)

The main dimensions,

(b)

主要寸法、

(c)

The materials of the outer surfaces of the vehicle,
(c)

車両外面の材料、

(d)

The component arrangement (external or internal)
(d)

構成部品（外部または内部）の配置。

In so far as they may be considered to have a negative effect on the
results of the impact tests prescribed in this Regulation.,

ただし、本規則に規定する衝撃試験の結果にマイナス効果を与える可能
性があると考えられる場合に限る。
2.40.

"Vehicles of category M1 derived from N1" means those

2.40. 「N1 をベースにしたカテゴリーM1 の車両」とは、A ピラーの前面

vehicles of M1 category which, forward of the A-pillars, have the

が既存のカテゴリーN1 の車両と同じ一般構造および形をもつカテゴリー

same general structure and shape as a pre-existing N1 category

M1 の車両を指す。
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vehicle.
2.41.

"Vehicles of category N1 derived from M1" means those

2.41. 「M1 をベースにしたカテゴリーN1 の車両」とは、A ピラーの前面

vehicles of N1 category which, forward of the A-pillars, have the

が既存のカテゴリーM1 の車両と同じ一般構造および形をもつカテゴリー

same general structure and shape as a pre-existing M1 category

N1 の車両を指す。

vehicle.
2.42.

"Windscreen" means the frontal glazing of the vehicle

situated between the A-pillars.

2.42. 「ウインドスクリーン」とは、A ピラーの間に位置する車両の前
面ガラスを指す。

"Wrap Around Distance (WAD)" means the geometric trace

2.43. 「ラップアラウンド距離（WAD）」 とは、フレキシブルテープを

described on the outer surface of the vehicle front structure by one

車両の垂直縦断面内に保持して、前部構造を横断させたときに、かかる

end of a flexible tape, when it is held in a vertical longitudinal

テープの一端によって車両の前部構造の外面上に記される幾 何学的ト

plane of the vehicle and traversed across the front structure. The

レース線を指す。当該テープは、一端をバンパー前面の垂直下方で地上

tape is held taut throughout the operation with one end held at the

基準面と同じレベルに維持し、他端を前部構造との接触を維持しながら、

same level as the ground reference plane, vertically below the front

操作を 通してピンと張った状態に保つ（図 11 参照）。車両は通常乗車

face of the bumper and the other end held in contact with the front

姿勢に配置する。

2.43.

structure (see Figure 11). The vehicle is positioned in the normal
ride attitude.

1,000 mm（WAD1000）、1,700 mm（WAD1700）および 2,100 mm（WAD2100）

This procedure shall be followed, using alternative tapes of

のラップアラウンド距離を記すためには、適切な長さの代替テープを用

appropriate lengths, to describe wrap around distances of 1,000 mm

いて、この手順にしたがうものとする。

(WAD1000), of 1,700 mm (WAD1700) and of 2,100 mm (WAD2100).
Figure 11
Wrap around distance measurement

図 11：ラップアラウンド距離の測定
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Wrap around
distance

3. Application for approval

3. 認可申請

3.1.

3.1.

The application for approval of a vehicle type with regard to the

歩行者保護に係る車両型式の認可申請は、車両メーカー又はその正規の

the pedestrian protection requirements shall be submitted by the

委任代理人が行うものとする。

vehicle manufacturer or by his authorized representative.
3.2.

3.2.

It shall be accompanied by the under mentioned documents in

申請書には、以下に掲げる項目の明細を記載した書面を 3 部添付しなけ

triplicate and the following particulars:

ればならない。

3.2.1.

3.2.1.

The manufacturer shall submit to the Type Approval Authority the

車両メーカーは、附則 1 パート 1 に規定のモデルに従って作成し、2.38

information document, established in accordance with the model set

項に記す項目に係る車両型式の詳細を含む資料文書を、寸法図面と合わ

out in Part 1 of Annex 1, including a description of the vehicle type

せて型式認可当局に提出するものとする。車両型式を特定する番号およ

with regard to the items mentioned in paragraph 2.38., together with

び／または記号を規定するものとする。

dimensional drawings. The numbers and/or symbols identifying the
vehicle type shall be specified.
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A vehicle representative of the vehicle type to be approved

shall be submitted to the Technical Service conducting the approval

3.3. 認可される車両型式を代表する車両の認可試験を実施する技術機
関に提出するものとする。

tests.

4. Approval

4. 認可

4.1.

4.1.

If the vehicle type submitted for approval pursuant to this

本規則に従って認可のために提出される車両型式が下記 5 項の要件に適

Regulation meets the requirements of paragraph 5 below, approval of

合した場合、当該車両型式の認可を付与するものとする。

that vehicle type shall be granted.
4.2.

4.2.

An approval number shall be assigned to each type approved. Its first

認可番号は、認可された型式毎に割り当てなければならない。認可番号

two digits (at present 02 corresponding to the 02 series of

の最初の2桁（現在は第2改訂版に対応した「02」
）は、本規則に加えられ

amendments) shall indicate the series of amendments incorporating

た主要な技術的修正に関して、認可時点における最新の改訂版を示すも

the most recent major technical amendments made to the Regulation

のとする。同じ締約国は、別の車両形式にこの認可番号を割り当てては

at the time of issue of the approval. The same Contracting Party may

ならない。

not assign the same approval number to another vehicle type.
4.3.

4.3.

Notice of approval or of extension or of refusal of approval of a

本規則に基づく車両型式の認可、認可の拡大又は認可の拒否の通知は、

vehicle type pursuant to this Regulation shall be communicated by

本規則附則1のひな形に準拠する書式で、本規則を採用する協定締約国に

the Parties to the Agreement applying this Regulation by means of

対して通知しなければならない。この際、申請者が認可を受ける際に添

a form conforming to the model in Annex 1 to this Regulation and

付した写真及び図面は、適切な縮尺でA4判（210×297mm）又はA4版を超

photographs and/or diagrams and drawings supplied by the applicant

えないように折り畳んだ状態で添付するものとする。

UN-R127-02

（2016.6.18）

for approval, in a format not exceeding A4 (210 x 297) mm or folded
to that format and on an appropriate scale.
4.4.

4.4.

There shall be affixed to every vehicle conforming to a vehicle type

本規則に基づく認可を受けた車両型式に適合する全ての車両には、容易

approved under this Regulation, conspicuously and in a readily

に視認できる位置として認可書類に記載された場所に、下記から成る国

accessible place specified on the approval form, an international

際認可マークを表示するものとする。

approval mark consisting of:
4.4.1.

4.4.1.

A circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing
1

文字「E」及びその後に認可した国の識別番号を記載し、その全体を円で

number of the country which has granted approval1 ;

囲む1；

1

1

Agreement are reproduced in Annex 3 to Consolidated Resolution on

文書 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2 に再録されている。

The distinguish numbers of the Contracting Parties to the 1958

1958 年協定の締約国の識別番号は、
車両構造統合決議(R.E.3)の附則 3、

the Construction of Vehicles (R.E.3), document
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2.
4.4.2.

4.4.2.

The number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash

4.4.1 項に規定する円の右側に本規則の番号、それに続けて「R」、「-」

and the approval number, to the right of the circle prescribed in

及び認可番号を記載する。

paragraph 4.4.1.
4.5.

4.5.

If the vehicle conforms to a vehicle type approved under one or more

本規則に基づく認可を行った国において、当該認可を受けた車両型式に

other Regulations, annexed to the Agreement, in the country which

適合する自動車が1つ又は複数の他の規則に基づいて認可された車両型

has granted approval under this Regulation, the symbol prescribed

式についても適合する場合には、4.5.1項に規定する記号を複数表示する

in paragraph 4.4.1. needs not be repeated; in such a case, the

必要はない。この場合において、本規則に基づく認可を付与した国にお
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Regulation and approval numbers and the additional symbols shall be

いて認可された他の規則に係る追加の番号及び記号は、4.4.1項に規定す

placed in vertical columns to the right of the symbol prescribed in

る記号の右側に縦列に配置するものとする。

paragraph 4.4.1. above.
4.6.

4.6.

The approval mark shall be clearly legible and shall be indelible.

認可マークは、はっきりと読みとることができ、かつ消えないものでな
ければならない。

4.7.

4.7.

The approval mark shall be placed close to or on the vehicle data

認可マークは、車両メーカーが貼付する自動車の特性等を表示したプレ

plate.

ート上又は当該プレート付近に表示するものとする。

5. Specifications

5. 仕様

5.1.

5.1. レッグフォーム試験対バンパー：

Legform test to bumper:

For vehicles with a lower bumper height at the test position of less
than 425 mm the requirements of paragraph 5.1.1. shall be applied.

試験位置の下部バンパー高さが 425 mm 未満の車両については、5.1.1 項

For vehicles with a lower bumper height at the test position which

の要件が適用されるものとする。

is greater than, or equal to, 425 mm and less than 500 mm the
requirements of either paragraph 5.1.1. or 5.1.2., at the choice of
the manufacturer, shall be applied.
For vehicles with a lower bumper height at the test position of
greater than, or equal to, 500 mm the requirements of paragraph
5.1.2. shall be applied.
5.1.1.

Flexible Lower legform to bumper:

When tested in accordance with Annex 5, paragraph 1. (Flexible lower

試験位置の下部バンパー高さが 425 mm 以上 500 mm 未満の車両について
は、メーカーの選択により、5.1.1 項または 5.1.2 項のいずれかの要件
が適用されるものとする。
試験位置の下部バンパー高さが 500 mm 以上の車両については、5.1.2 項
の要件が適用されるものとする。
5.1.1.

フレキシブル下部レッグフォーム対バンパー：
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legform impactor), the absolute value of the maximum dynamic medial
collateral ligament elongation at the knee shall not exceed 22 mm,

附則 5、1 項（フレキシブル下部レッグフォームインパクタ）に従って試

and the maximum dynamic anterior cruciate ligament and posterior

験したときに、膝の 内側側副靭帯の動的伸長の最大絶対値は 22 mm を超

cruciate ligament elongation shall not exceed 13 mm. The absolute

えないものとし、かつ前十字靭帯および後十字靭帯の動的最大伸長は 13

value of dynamic bending moments at the tibia shall not exceed

mm を超えないものとする。脛骨の動的曲げモーメントの絶対値は 340 Nm

340 Nm. In addition, the manufacturer may nominate bumper test

を超えないものとする。さらに、メーカーは合計で最大 264 mm までのバ

widths up to a maximum of 264 mm in total where the absolute value

ンパー試験幅を指定することができるが、脛骨曲げモーメントの絶対値

of the tibia bending moment shall not exceed 380 Nm. A Contracting

は 380 Nm を超えないものとする。締約国は、国内法規において緩和ゾー

Party may restrict application of the relaxation zone requirement

ン要件の適用を制限することが適切であると判断した場合にかかる制限

in its domestic legislation if it decides that such restriction is

を行うことができる。

appropriate.
The flexible lower legform impactor shall be certified pursuant to
Annex 6, paragraph 1.
5.1.2.

Upper legform to bumper.

フレキシブル下部レッグフォームインパクタは、附則 6、1 項に従って認
証されるものとする。
5.1.2.

上部レッグフォーム対バンパー：

When tested in accordance with Annex 5, paragraph 2. (upper legform
to bumper), the instantaneous sum of the impact forces with respect

附則 5、2 項（上部レッグフォーム対バンパー）に従って試験したときに、

to time shall not exceed 7.5 kN and the bending moment on the test

時間に対する衝撃力の瞬時合計値は 7.5 kN を超えないものとし、かつ試

impactor shall not exceed 510 Nm.

験インパクタの曲げモーメントは 510 Nm を超えないものとする。

The upper legform impactor shall be certified pursuant to Annex 6,
paragraph 2.

上部レッグフォームインパクタは、附則 6、2 項に従って認証されるもの
とする。

5.2.

Headform tests

5.2. ヘッドフォーム試験

5.2.1.

Child and adult headform tests:

5.2.1.

When tested in accordance with Annex 5, paragraphs 3., 4., and 5.,

幼児および成人ヘッドフォーム試験：
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the HIC recorded shall not exceed 1,000 over two thirds of the bonnet

附則 5 の 3、4 および 5 項に従って試験したときに、記録された HIC は、

top test area. The HIC for the remaining areas shall not exceed 1,700

ボンネットトップ試験領域の 2/3 で 1,000 を超えないものとする。残り

for both headforms.

の領域における HIC は、いずれのヘッドフォームについても 1,700 を超

In case there is only a child headform test area, the HIC recorded

えないものとする。

shall not exceed 1,000 over two thirds of the test area. For the
remaining area the HIC shall not exceed 1,700.

幼児ヘッドフォーム試験領域しかない場合は、記録された HIC は、当該
試験領域の 2/3 で 1,000 を超えないものとする。残りの領域については、
HIC は 1,700 を超えないものとする。

5.2.2.

Child headform impact

5.2.2.

幼児へッドフォーム衝撃：

When tested in accordance with Annex 5, paragraphs 3. and 4., the
HIC recorded shall not exceed 1,000 over a minimum of one half of

附則 5 の 3 および 4 項に従って試験したときに、記録された HIC は、幼

the child headform test area. The HIC for the remaining areas shall

児ヘッドフォーム試験領域の最低 1/2 で 1,000 を超えないものとする。

not exceed 1,700

残りの領域については、HIC は 1,700 を超えないものとする。
5.2.3.

ヘッドフォームインパクタは、附則 6、3 項に従って認証される

ものとする。

6. Modification of the vehicle type and extension of approval

6. 車両型式の変更

6.1.

6.1.

Every modification of the vehicle type as defined in paragraph 2.36.
above shall be notified to the Type Approval Authority which approved

上記 2.36 項で定義した車両型式のどのような変更も、その車両型式を認

the vehicle type. The Authority may then either:

可した型式認可当局に通知するものとする。この後、当局は次のいずれ
かを行なうことができる：
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6.1.1.

6.1.1.

Consider that the modifications made do not have an adverse effect

実施される変更が、認可の付与条件に悪影響を持たないかどうかを検討

on the conditions of the granting of the approval and grant an

し、認可の拡大を付与すること。

extension of approval;
6.1.2.

6.1.2.

Consider that the modifications made affect the conditions of the

実施される変更が、認可の付与条件に影響するかどうかを検討し、認可

granting of the approval and require further tests or additional

の拡大を付与する前に追加の試験または追加の確認を要求すること。

checks before granting an extension of approval.
6.2.

6.2.

Confirmation or refusal of approval, specifying the alteration,

変更を明記した認可の確認または拒否の通知は、上記 4.3 項に定めた手

shall be communicated by the procedure specified in paragraph 4.3.

順により、本規則を適用している協定締約国に通知されるものとする。

above to the Parties to the Agreement which apply this Regulation.
6.3.

6.3.

The Type Approval Authority shall inform the other Contracting

認可の拡大を行う行政官庁は、当該拡大のために作成する各通知書に通

Parties of the extension by means of the communication form

し番号を割り当てるものとする。

conforming to the model of in Annex 1, Part 2 to this Regulation.
It shall assign a serial number to each extension, to be known as
the extension number.

7. Conformity of production

7. 生産の適合性

7.1.

生 産 の 適 合 性 に 係 る 手 続 き は 、 協 定 規 則 の 付 録 2

Procedures concerning conformity of production shall

conform to the general provisions defined in Appendix 2 to the

（E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2）に規定された手順及び 7.1 項から

Agreement (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) and meet the following

7.3 項までに規定する要件に適合しなければならない。
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requirements:
7.2.

A vehicle approved pursuant to this Regulation shall be so

7.2.

manufactured as to conform to the type approved by meeting the

認可を受けた者は各型式の車両について、少なくとも測定の実施に関す

requirements of paragraph 5. above;

る試験を確実に行うものとする。

7.3.

7.3.

The Type Approval Authority which has granted approval may

at any time verify the conformity of control methods applicable to

型式認可を行った行政官庁は、各生産施設で採用した適合性管理方法を

each production unit. The normal frequency of such inspections shall

いつでも確認することができる。当該確認は、通常 2 年に 1 度の頻度で

be once every two years.

実施されるものとする。

8. Penalties for non-conformity of production

8. 生産の不適合に対する罰則

8.1.

8.1.

The approval granted in respect of a vehicle type, pursuant to this

本規則に基づく車両型式に関する認可は、上記7.1項の要件に適合しない

Regulation, may be withdrawn if the requirement laid down in

場合又はサンプル車両が上記7.2項に定める検査に合格しなかった場合

paragraph 7.1. above is not complied with, or if the vehicle or

には、取り消されることがある。

vehicles selected have failed to pass the checks prescribed in
paragraph 7.2. above.
8.2.

8.2.

If a Contracting Party to the Agreement applying this Regulation

本規則を採用する協定締約国は、既に行われた認可を取り消す場合には、

withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith

本規則附則1のひな形に準拠する通知書により、ただちに本規則を採用し

so notify the other Contracting Parties applying this Regulation by

ている他の協定国に通知するものとする。

means of a communication form conforming to the model in Annex 1 to
this Regulation.
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9. Production definitely discontinued

9. 生産の中止

If the holder of the approval completely ceases to manufacture a type

認可を受けた者は、本規則に基づく車両型式の生産を中止する場合には、

of vehicle approved in accordance with this Regulation, he shall so

認可を付与した行政官庁にその旨を届出しなければならない。届出を受

inform the authority which granted the approval. Upon receiving the

けた行政官庁は、本規則を採用する他の1958年協定締約国に対して、本

relevant communication that authority shall inform thereof the other

規則附則1のひな形に準拠する通知書によって、その旨を通知するものと

Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by means of

する。

a communication form conforming to the model in Annex 1 to this
Regulation.

10. Names and addresses of Technical Services responsible for

10. 認可試験を実施する試験機関及び行政官庁の名称と所在地

conducting approval tests, and of Type Approval Authorities

本規則を採用する協定締約国は、国連事務局に対して、認可試験を実施

The Contracting Parties to the Agreement applying this Regulation

する試験機関、及び認可を付与し、他国で行われた認可、認可の拡大、

shall communicate to the United Nations secretariat the names and

認可の拒否若しくは認可の取消に係る通知書類の送付先となる行政官庁

addresses of the Technical Services responsible for conducting

の名称と所在地を通知するものとする。

approval tests, and of the Type Approval Authority which grant
approval and to which forms certifying approval or extension, or
refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are
to be sent.

11. Transitional provisions

11. 過渡規定

11.1.

11.1.

As from the official date of entry into force of the 02 series

改訂シリーズの正式発効日以後は、本規則を適用するいかなる締

of amendments, no Contracting Party applying this Regulation shall

約国も 02 改訂シリーズによって改訂された本規則に従った型式認可の

refuse to grant or refuse to accept type approvals under this

付与を拒否または受け入れを拒否しないものとする。

UN-R127-02

（2016.6.18）

Regulation as amended by the 02 series of amendments.
11.2.

As from 31 December 2017, Contracting Parties applying this

11.2.

2017 年 12 月 31 日以後は、本規則を適用する締約国は、第 2 改

Regulation shall grant type approvals only if the vehicle type to

訂版によって改訂された本規則の要件を認可対象車両型式が満たしてい

be approved meets the requirements of this Regulation as amended by

る場合に限り、かかる型式認可を付与するものとする。

the 02 series of amendments.
11.3.

Contracting Parties applying this Regulation shall not

11.3.

本規則を適用する締約国は、本規則の初版または第 1 改訂版に従

refuse to grant extensions of type approvals for existing vehicle

って付与済みの既存車両型式に関する型式認可の拡大の付与を拒否しな

types which have been granted according to the original series of

いものとする。

this Regulation or to the 01 series of amendments to this Regulation.
11.4.

Contracting Parties applying this Regulation shall continue

to accept type approvals to the original series of this Regulation

11.4.

本規則を適用する締約国は、本規則の初版及び第 1 改訂版に対す

る型式認可を引き続き受け入れるものとする。

and to the 01 series of amendments to the Regulation.
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PART1

PART1

Model

Model

Information document No … relating to the type approval of a vehicle

歩行者保護に係る車両の型式認可に関する資料文書No. ...

with regard to pedestrian protection

以下の情報が適用される場合には、当該情報は、目次一覧を含む文書3

The following information, if applicable, shall be supplied in

部として提供されるものとする。図面はすべて、A4サイズまたはA4判に

triplicate and include a list of contents. Any drawings shall be

折り畳んで、適切な縮尺で十分に詳細な内容を含むものを提供するもの

supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A4

とする。写真がある場合は、十分に詳細な内容が分かるものとする。

or on a folder of A4 format. Photographs, if any, shall show

システム、構成部品、または単体技術ユニットが、電子コントロールを
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sufficient details.

搭載している場合には、その性能情報を提供するものとする。

If the systems, components or separate technical units have
electronic controls, information concerning their performance shall
be supplied.
0.

General

0.1.

Make (trade name of manufacturer):

0.2.

Type:

0.2.1.

Commercial name(s) (if available):

0.3.

Means of identification of type, if marked on the

0.

一般

0.1.

製造者 (メーカーの商号):

0.2.

型式:

0.2.1.

商品名 (使用している場合):

0.3.

車両に付されている場合、型式識別方法 1,2

0.3.1.

識別マークの場所:

0.4.

車両カテゴリー:3

vehicle:1,2
0.3.1.
0.4.

Location of that marking:
Category of vehicle:

3

0.5. メーカー名及び住所:
0.5.

Name and address of manufacturer:

0.6.

Name(s) and address(es) of assembly plant(s):

0.6. 製作工場及び住所:
0.7. メーカー代理人の名称及び住所（いる場合）:
0.7. Name

and

address

of

the

manufacturer’s

representative (if any):
1.

General construction characteristics of the

1.

当該車両の一般的な構造特性

vehicle
1.1. 代表車両の写真および/または図面:
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Photographs and/or drawings of a representative

1.6. 原動機の位置及び配置:

vehicle:
1.6.

9.

車体

9.1.

車体の種類:

9.2.

製造に使用された材料及び方法:

9.23.

歩行者保護

Position and arrangement of the engine:

9.

Bodywork

9.1.

Type of bodywork:

9.2.

Materials used and methods of construction:

9.23.

Pedestrian protection

9.23.1. 車両の前部（内部および外部）の構造、寸法、関連する基準線、
および構成材料について、当該車両の写真および／または図面
を含む詳細な記述を提供するものとする。この記述には、取り

9.23.1. A detailed description, including photographs and/or

付けられた能動的保護システムのすべてに関する詳細を含むも

drawings, of the vehicle with respect to the structure, the

のとする。

dimensions, the relevant reference lines and the
constituent materials of the frontal part of the vehicle
1

(interior and exterior) shall be provided. This description

該当しないものを抹消する（2つ以上の項目が該当する場合に何も消
去しなくてよい場合がある）。.

shall include detail of any active protection system
2

installed.
1

型式の識別手段において、この資料文書の対象となる車両型式に関係
のない文字が含まれている場合は、文書上でその文字は「?」と

Delete where not applicable (there are cases where nothing needs

表示するものとする（例：ABC??123??）

to be deleted when more than one entry is applicable).
2

3

If means of identification of type contains characters not
relevant to describe the vehicle type covered by this
information document, such characters shall be represented
in the documentation by the symbol "?" (e.g. ABC??123??)

3

As defined in the Consolidated Resolution on the Construction

車両構造統合決議（R.E.3）
、文書ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3、2
項
（www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolu
tions.html）の定義による。
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of Vehicles (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3,
para. 2. www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolu
tions.html
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Part2

通知

Communication

（最大判形：A4判 （210 × 297 mm））

(maximum format: A4 (210 x 297 mm))

発行：行政官庁名

issued by: Name of administration:

1
1

Distinguishing number of the country which has

認可を付与／拡大／拒否／取り消した国の識別番号（本規則の認可条

項を参照）

granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval

協定規則第127号に基づく歩行者保護性能に関する車両型式の

provisions in the Regulation).

認可

2

concerning: APPROVAL GRANTED

認可拡大

2

認可拒否

Strike out what does not apply.

APPROVAL EXTENDED

認可取消

APPROVAL REFUSED

生産中止

APPROVAL WITHDRAWN

について2

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

2

該当しない項目を抹消すること。
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of a vehicle type with regard to protection of occupants in the event

認可番号

of a lateral collision pursuant to Regulation No. 127

拡大番号

Approval No.
Extension No.
1. Trademark:

1. 自動車の商号又は商標

2. Type and trade names:

2. 車両型式と商品名

3. Name and address of manufacturer::

3. 車両メーカーの名称及び所在地

4. If applicable, name and address of manufacturer's representative:

4. 車両メーカーの代理人の名称及び所在地（適用の場合）

5. Brief description of vehicle:

5. 車両の概要説明

6. Date of submission of vehicle for approval:

6. 認可用車両の提出日

7. Technical Service responsible for conducting approval tests:

7. 認可試験の実施を担当する技術機関

8. Date of report issued by that Service

8. 試験成績書発行日

9. Number of test report:

9. 試験成績書番号
2

10. Approval granted/refused/extended/withdrawn :

10.認可／認可拒否／認可拡大／認可取消2

2

2

Strike out what does not apply.

該当しない項目を抹消すること。

11. Place:

11. 場所

12. Date:

12. 日付

13. Signature:

13. 署名

14. Annexed to this communication are the following documents,

14. 上記番号が付された以下の書類を本通知書に添付すること

bearing the approval number indicated above:
Dimensional drawings

寸法図面
車両の分解立体図または写真

Exploded view or photograph of the vehicle
15. Any remarks:

15. 備考
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附則2

Arrangements of the approval mark

認可マークの配置

(See paragraphs 4.4. to 4.4.2. of this Regulation)

モデルA
（本規則 4.5 項参照）

a = 8 mm min

車両に貼付する上記の認可マークは、当該車両型式が、側面衝突時の乗

The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle

員の保護に関して、ベルギー（E9）において、協定規則第95号に基づき、

type concerned has been approved in Belgium (E 6) with regard to its

認可番号02185により認可されたことを示す。認可番号は、この認可が第

pedestrian safety performance pursuant to Regulation No. 127. The

2改訂版を盛り込んだ協定規則第127号の要件に基づき付与されたことを

first two digits of the approval number indicate that the approval

示す。

was granted in accordance with the requirements of Regulation No.
127 as amended by the 02 series of amendments.
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附則3

General test conditions

一般試験条件

1. Temperature and humidity

1. 温度および湿度

1.1.

1.1.

At the time of testing, the test facility and the vehicle

試験時には、試験施設および車両またはサブシステムは 40±30%
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or sub-system shall have a relative humidity of 40 per cent ± 30 per

の相対湿度、および 20±4℃の安定した温度であるものとする。

cent and stabilized temperature of 20 ºC ± 4 ºC.
2. Impact test site

2. 衝突試験場

2.1.

2.1.

The test site shall consist of a flat, smooth and hard

surface with a slope not exceeding 1 per cent.

試験場は、1％以下の傾斜がある硬くて滑らかな平坦面とする。

3.

3.

Preparation of the vehicle

3.1.

Either a complete vehicle, or a cut-body, adjusted to the

車両の準備

3.1. 以下の条件に調整した完全車両、またはカットボディのいずれか

following conditions shall be used for the test.

を試験に使用するものとする。

3.1.1.

3.1.1.

The vehicle shall be in its normal ride attitude, and shall

車両は通常乗車姿勢にするものとし、高くしたサポートに固定

be either securely mounted on raised supports or at rest on a flat

するか、駐車ブレーキを掛けて、平坦な水平面に静止させるかのいずれ

horizontal surface with the parking brake applied.

かとする。

3.1.2.

3.1.2.

The cut-body shall include, in the test, all parts of the

関与するすべての車両構成部品の性能および相互作用を証明す

vehicle front structure, all under-bonnet components and all

るために、試験において、 カットボディは、交通弱者との前面衝突に関

components behind the windscreen that may be involved in a frontal

わる可能性のある車両の前部構造のすべての部品、ボンネット下のすべ

impact with a vulnerable road user, to demonstrate the performance

ての構成部品およびウインドスクリーン後方 のすべての構成部品を含

and interactions of all the contributory vehicle components. The

むものとする。カットボディは通常の車両乗車姿勢で固定するものとす

cut-body shall be securely mounted in the normal vehicle ride

る。

attitude.
3.2.

All devices designed to protect vulnerable road users when

3.2. 車両が衝突したときに、交通弱者を保護するために設計されたす

impacted by the vehicle shall be correctly activated before and/or

べての装置を、関連する試験前および／または試験中に、正しく作動さ

be active during the relevant test. It shall be the responsibility

せるものとする。歩行者衝突時に、いずれの装置も意図したとおりに作

of the manufacturer to show that any devices will act as intended

動することを示すのはメーカーの責任とする。
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in a pedestrian impact.
3.3.

For vehicle components which could change shape or position,

3.3. 歩行者保護のためのアクティブセーフティ装置を除き、形状また

other than active devices to protect pedestrians, and which have more

は位置が変わる可能性があり、かつ固定形状または固定位置が 2 つ以上

than one fixed shape or position shall require the vehicle to comply

ある車両構成部品については、車両は、各固定形状または固定位置にあ

with the components in each fixed shape or position.

る構成部品に適合することが要求されるものとする。

Annex 4

附則4

Test impactor specifications

試験インパクタの仕様

1. Flexible lower legform impactor

1. フレキシブル下部レッグフォームインパクタ

1.1.

1.1.

The flexible lower legform impactor shall consist of flesh

フレキシブル下部レッグフォームインパクタは、図1に示すとお

and skin, flexible long bone segments (representing femur and

り、肉および表皮、フレキシブル長骨セグメント（大腿骨と脛骨を代表

tibia), and a knee joint as shown in Figure 1. The assembled impactor

する）
、ニージョイントで構成されるものとする。組み立てられたインパ

shall have a total mass of

クタの総質量は13.2±0.4 kgとする。完全に組み立てられたインパクタ

13.2 kg ± 0.4 kg. The dimensions of the

fully assembled impactor shall be as defined in Figure 1.

の寸法は図1に示すとおりとする。

Brackets, pulleys, protectors, connection parts, etc. attached to

インパクタの打ち出しおよび／または保護のためにインパクタに取り付

the impactor for the purposes of launching and/or protection may

けられたブラケット、プーリー、プロテクター、接続部品などは、図1

extend beyond the dimensions and tolerances shown in Figure 1 and

および図2(a)および(b)に示す寸法および公差を超えて延長することが

Figures 2(a) and (b)

できる。

1.2.

1.2. 大腿骨本体セグメント、脛骨本体セグメント、これらの衝撃面の

The cross-sectional shape of the femur main body segments,

the tibia main body segments and their impact faces shall be as

断面形状は、図2(a)に定義されるとおりとする。

defined in Figure 2(a).
1.3.

The cross-sectional shape of the knee joint and its impact

face shall be as defined in Figure 2 (b).

1.3. ニージョイントおよびその衝撃面の断面形状は、図 2(b)に定義さ
れるとおりとする。
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The masses of the femur and the tibia without the flesh and

1.4. 肉および表皮を含まず、ニージョイント接続部品を含む大腿骨お

skin, including the connection parts to the knee joint, shall be 2.46

よび脛骨の質量は、それぞれ 2.46±0.12 kg、2.64±0.13 kg とする。

kg ± 0.12 kg and 2.64 kg ± 0.13 kg respectively. The mass of the

肉および表皮を含まないニージョイントの質量は、4.28±0.21 kg とす

knee joint without the flesh and skin shall be 4.28 kg ± 0.21 kg.

る。肉および表皮を含まず、大腿骨、ニージョイント、脛骨を組み立て

The assembled mass of the femur, the knee joint and the tibia without

た場合の質量は、9.38±[0.3] kg とする。

the flesh and skin shall be 9.38 kg ± 0.3 kg.
The centres of gravity of the femur and tibia without the flesh and

肉および表皮を含まず、ニージョイント接続部品を含む大腿骨および脛

skin, including the connection parts to the knee joint, shall be as

骨の重心は、図 1 に定義されるとおりとする。ニージョイントの重心は、

defined in Figure 1. The centre of gravity of the knee joint shall

図 1 に定義されるとおりとする。

be as defined in Figure 1.
The moment of inertia of the femur and the tibia without the flesh
and skin, including the connection parts inserted to the knee joint,
about the X-axis through the respective centre of gravity shall be
0.0325

kgm² ± 0.0016 kgm² and 0.0467

respectively.

kgm² ± 0.0023 kgm²

The moment of inertia of the knee joint about the

肉および表皮を含まず、ニージョイントに挿入された接続部品を含む大
腿骨および脛骨の慣性モーメントは、各々の重心を通り、X 軸を中心と
してそれぞれ 0.0325±0.0016 kgm2、0.0467±0.0023 kgm2 とする。各々
の重心を通った X 軸を中心とするニージョイントの慣性モーメントは、
0.0180±0.0009 kgm2 とする。

X-axis through the respective centre of gravity shall be
0.0180

kgm² ± 0.0009 kgm².

2. Lower legform instrumentation

2. 下部レッグフォームの測定装置

2.1.

2.1.

Four transducers shall be installed in the tibia to measure bending

脛骨内の各位置における曲げモーメントを測定するため、脛骨内に 4 台

moments at the locations within the tibia. Three transducers shall

のトランスデューサーを取り付けるものとする。大腿骨にかかる曲げモ

be installed in the femur to measure bending moments applied to the

ーメントを測定す るため、3 台のトランスデューサーを大腿骨内に取り

femur. The sensing locations of each of the transducers are as

付けるものとする。各々のトランスデューサーの感知位置は図 2 に定義
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defined in Figure 2. The measurement axis of each transducer shall

されるとおりとする。各々のトラン スデューサーの測定軸は、インパク

be the X-axis of the impactor..

タの X 軸とする。

2.2.

2.2.

Three transducers shall be installed in the knee joint to measure

内側側副靭帯（MCL）、前十字靭帯（ACL）、および後十字靭帯（PCL）の伸

elongations of the Medial Collateral Ligament (MCL), Anterior

長を測定するため、3台のトランスデューサーをニージョイント内に取り

Cruciate Ligament (ACL), and Posterior Cruciate Ligament (PCL).

付 けるものとする。各々のトランスデューサーの測定位置は図3に定義

The measurement locations of each transducer are shown in Figure 3.

されるとおりとする。各測定位置は、ニージョイント中心からX軸沿いに

The measurement locations shall be within ±4 mm along the X-axis

±4 mm以内にあるものとする。

from the knee joint centre.
2.3.

2.3.

The instrumentation response value Channel Frequency Class (CFC),

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値チャンネル周波数クラ

as defined in ISO 6487:2002, shall be 180 for all transducers.

ス（CFC）は、すべてのトランスデューサーについて 180 とする。ISO

The

Channel Amplitude Class (CAC) response values, as defined in

6487:2002 に定義されているチャンネル増幅階級（CAC）応答値は、膝靭

ISO 6487:2002, shall be 30 mm for the knee ligament elongations and

帯の伸長は 30 mm、脛骨および大腿骨の曲げモーメントは 400 Nm とする。

400 Nm for the tibia and femur bending moments.

このことは、インパクタ自体がこれらの値まで物理的に伸長または曲が

This does not

require that the impactor itself be able to physically elongate or

ることができることを要求するものではない。

bend until these values.
2.4.

2.4.

The determination of all flexible lower legform impactor peak tibia

すべてのフレキシブル下部レッグフォームインパクタの脛骨最大曲げモ

bending moments and ligament elongations shall be limited to the

ーメントおよび靭帯伸長の決定は、本規則の2.2項に定義される評価区間

assessment interval (AI) as defined in paragraph 2.2. of this

（AI）に限定されるものとする。

Regulation.
Figure 1

図 1：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ
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Flexible lower legform impactor
Dimensions and centre of gravitiy locations of femur, knee joint
and tibia (Side view)

大腿骨、ニージョイント、脛骨の寸法および重心位置（側面図）
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Figure 2
Flexible lower legform impactor schematic plan views of femur,

図 2：大腿骨、脛骨、および膝の寸法に関するフレキシブル下部レッグ
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tibia, and knee dimensions (top view)

フォームインパクタの概要平面図（上面図）

Figure 3
Flexible lower legform impactor instrument locations

図 3：フレキシブル下部レッグフォームインパクタの測定装置位置
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3. Upper legform impactor
3.1.

3. 上部レッグフォームインパクタ

The upper legform impactor shall be rigid, foam

covered at the impact side, and 350 mm ± 5 mm long (see

3.1. 上部レッグフォームインパクタは、衝撃側を発泡材で被覆した剛

Figure 4)

体で、長さは 350±5 mm とする（図 4 参照）

3.2.

The total mass of the upper legform impactor including those

3.2. 上部レッグフォームインパクタの総質量は、衝突中には実質的に

propulsion and guidance components which are effectively part of the

インパクタの一部となる推進および誘導構成部品を含めて 9.5±0.1 kg

impactor during the impact shall be 9.5 kg ± 0.1 kg.

とする。
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The total mass of the front member and other components in

3.3. 荷重トランスデューサーアッセンブリの前の前部部材およびその

front of the load transducer assemblies, together with those parts

他の構成部品の総質量は、アクティブエレメントの前の荷重トランスデ

of the load transducer assemblies in front of the active elements,

ューサーアッセンブリの部品を含めて 1.95±0.05 kg とする。ただし、

but excluding the foam and skin, shall be 1.95 kg ± 0.05 kg.

発泡材と表皮は除く。

3.4.

3.4. バンパー試験用の上部レッグフォームインパクタは、トルク制限

The upper legform impactor for the bumper test shall be

mounted to the propulsion system by a torque limiting joint and be

継手によって推進システムに取り付 け、軸外荷重は感知しないものとす

insensitive to off-axis loading. The impactor shall move only in the

る。インパクタは、車両と接触したときに、規定された衝撃方向に限り

specified direction of impact when in contact with the vehicle and

動くものとし、いずれの軸を中心とした回転も含め、その 他の方向には

shall be prevented from motion in other directions including

動かないものとする。

rotation about any axis.
3.5.

The torque limiting joint shall be set so that the

3.5. トルク制限継手は、継手摩擦トルクを 675±25 Nm に設定し、±2°

longitudinal axis of the front member is vertical at the time of

の公差で、衝撃時に前部部材の縦軸が垂直になるように設定するものと

impact with a tolerance of ±2°, with the joint friction torque set

する。

to 675 Nm ± 25 Nm.
3.6.

The centre of gravity of those parts of the impactor which

3.6. 取り付けられたウェイトを含め、実質的にトルク制限継手の前方

are effectively forward of the torque limiting joint, including any

にあるインパクタの部分の重心は、±10 mm の公差で、インパクタの縦

weights fitted, shall lie on the longitudinal centre line of the

中心線上にあるものとする。

impactor, with a tolerance of ±10 mm.
3.7.

The length between the load transducer centre lines shall

be 310 mm ± 1 mm and the front member diameter shall be 50 mm ±

3.7. 荷重トランスデューサーの中心線間の長さは 310±1 mm とし、前
部部材の直径は 50±1 mm とする。

1 mm.
4. Upper legform instrumentation

4. 上部レッグフォームの測定装置

4.1.

4.1.

The front member shall be strain gauged to measure bending

前部部材は、各々個別のチャンネルを用いて、図4に示す3つの位
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moments in three positions, as shown in Figure 4, each using a

置における曲げモーメントを測定するために、歪みゲージを装着するも

separate channel. The strain gauges are located on the impactor on

のとする。歪みゲージ はインパクタの前部部材の裏側に配置する。外側

the back of the front member. The two outer strain gauges are located

2個の歪みゲージは、インパクタの対称軸から50±1 mmに配置する。真ん

50 mm ± 1 mm from the impactor's symmetrical axis. The middle strain

中の歪みゲージは、±1 mmの公差で、対称軸上に配置する。

gauge is located on the symmetrical axis with a ±1 mm tolerance.
4.2.

Two load transducers shall be fitted to measure individually

4.2.

上部レッグフォームインパクタの両端部に加えられる力を個別

the forces applied at either end of the upper legform impactor, plus

に測定するために 2 個の荷重トランスデューサーを取り付けるものと

strain gauges measuring bending moments at the centre of the upper

し、さらに曲げモーメントを測定 する歪みゲージを、上部レッグフォー

legform impactor and at positions 50 mm either side of the centre

ムインパクタの中央、および中心線の両側 50 mm の位置に取り付けるも

line (see Figure 4).

のとする（図 4 参照）
。

4.3.

4.3.

The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は、すべて

6487:2002, shall be 180 for all transducers. The CAC response values,

のトランスデューサーについて 180 とする。ISO 6487:2002 に定義され

as defined in ISO 6487:2002, shall be 10 kN for the force

ている CAC 応答値は、荷重トランスデューサーについては 10 kN、曲げ

transducers and 1,000 Nm for the bending moment measurements.

モーメント測定については 1,000 Nm とする。

Figure 4
Upper legform impactor

図 4：上部レッグフォームインパクタ
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Load transducer

Mass as required
Torque
limiting
joint

Rear member
Strain gauges
Front member

Foam with rubber skin

5. Child and adult headform impactors

5. 幼児および成人ヘッドフォームインパクタ

5.1.

Child headform impactor (see Figure 5)

5.1.

5.1.1.

The child headform impactor shall be made of aluminium, be

幼児ヘッドフォームインパクタ（図5参照）
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of homogenous construction and be of spherical shape. The overall
diameter shall be 165 mm ± 1 mm. The mass shall be 3.5 kg ±

5.1.1.

幼児ヘッドフォームインパクタは、アルミニウム製で均一構造

0.07 kg. The moment of inertia about an axis through the centre of

の球形とする。全径は 165±1 mm とする。質量は 3.5±0.07 kg とする。

gravity and perpendicular to the direction of impact shall be within

重心を通り、かつ衝撃方向に垂直な軸を中心とする慣性モーメントは、

the range of 0.008 to 0.012 kgm2. The centre of gravity of the

0.008 から 0.012 kgm2 の範囲内とする。測定装置を含むヘッドフォーム

headform impactor including instrumentation shall be located in the

インパクタの重心は、±2 mm の公差で、球体の幾何学的中心に位置する

geometric centre of the sphere with a tolerance of ±2 mm.

ものとする。
球体は、厚さ 14±0.5 mm の合成表皮で被覆するものとし、かかる表皮は
少なくとも球体の半分を覆うものとする。

5.1.2.

The first natural frequency of the child headform impactor

5.1.2.

幼児ヘッドフォームインパクタの第一固有周波数は 5,000 Hz

shall be over 5,000 Hz.

を超えるものとする。

5.2.

Child headform instrumentation

5.2. 幼児ヘッドフォームの測定装置

5.2.1.

A recess in the sphere shall allow for mounting one triaxial

5.2.1.

球体の凹により、測定軸については、球体中心からの振動質量

or three uniaxial accelerometers within ±10 mm seismic mass

の位置公差が±10 mm 以内、測定軸に対して垂直方向については、球体

location tolerance from the centre of the sphere for the measurement

中心からの振動質量の位置公差が±1 mm 以内に、1 台の 3 軸加速度計ま

axis, and ±1 mm seismic mass location tolerance from the centre of

たは 3 台の単軸加速度計を取り付けることが可能になるものとする。

the sphere for the perpendicular direction to the measurement axis.
5.2.2.

If three uniaxial accelerometers are used, one of the

5.2.2.

3 台の単軸加速度計を使用する場合、そのうち 1 台の加速度計

accelerometers shall have its sensitive axis perpendicular to the

は、感度軸が取り付け面 A（図 5 参照）に対して垂直になるものとし、

mounting face A (see Figure 5) and its seismic mass shall be

かつその振動質量を、半径 1 mm、長さ 20 mm の円筒形の公差領域内に配

positioned within a cylindrical tolerance field of 1 mm radius

置するものとする。当該公差領域の中心線は、取り付け面に対して垂直

and 20 mm length. The centre line of the tolerance field shall run

になるものとし、その中間点は、ヘッドフォームインパクタの 球体中心

perpendicular to the mounting face and its mid-point shall coincide

と一致するものとする。
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with the centre of the sphere of the headform impactor.
5.2.3.

The remaining accelerometers shall have their sensitive

5.2.3.

残りの加速度計は、その感度軸が互いに垂直で、かつ取り付け

axes perpendicular to each other and parallel to the mounting face

面 A に平行とし、その振動質量は半径 10 mm の球形公差領域内に配置す

A and their seismic mass shall be positioned within a spherical

るものとする。当該公差領域の中心は、ヘッドフォームインパクタの球

tolerance field of 10 mm radius. The centre of the tolerance field

体中心と一致するものとする。

shall coincide with the centre of the sphere of the headform
impactor.
5.2.4.

The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

5.2.4.

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は 1,000

6487:2002, shall be 1,000. The CAC response value, as defined in ISO

とする。ISO 6487:2002 に定義されている CAC 応答値は、加速度につい

6487:2002, shall be 500 g for the acceleration.

ては 500 g とする。

Figure 5
Child headform impactor

図 5：幼児ヘッドフォームインパクタ
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End Plate
Accelerometer
Skin

Sphere

14 mm
Sphere 165 mm

5.3.

Adult headform impactor (see Figure 6)

5.3. 成人ヘッドフォームインパクタ（図 6 参照）

5.3.1.

The adult headform impactor shall be made of aluminium, be

5.3.1.

成人ヘッドフォームインパクタは、アルミニウム製で均一構造

of homogenous construction and be of spherical shape. The overall

の球形とする。図 6 に示すとおり、全径は 165±1 mm である。質量は

diameter is 165 mm ± 1 mm as shown in Figure 6. The mass shall be

4.5±0.1 kg とする。重心を通り、かつ衝撃方向に垂直な軸を中心とす

4.5 kg ± 0.1 kg. The moment of inertia about an axis through the

る慣性モーメントは、0.010 から 0.013 kgm2 の範囲内とする。測定装置

centre of gravity and perpendicular to the direction of impact shall

を含むヘッドフォームインパクタの重心は、±5 mm の公差で、球体の幾

2

be within the range of 0.010 to 0.013 kgm . The centre of gravity

何学的中心に位置するものとする。

of the headform impactor including instrumentation shall be located
in the geometric centre of the sphere with a tolerance of ±5 mm.

球体は、厚さ 14±0.5 mm の合成表皮で被覆するものとし、かかる表皮は

The sphere shall be covered with a 14 mm ± 0.5 mm thick synthetic

少なくとも球体の半分を覆うものとする。
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skin, which shall cover at least half of the sphere.

図 6：成人ヘッドフォームインパクタ

Figure 6
Adult headform impactor
End Plate
Accelerometer
Skin
Sphere

14 mm
Sphere 165 mm

5.3.2.

The first natural frequency of the headform impactor shall

5.3.2.

ヘッドフォームインパクタの第一固有周波数は 5,000 Hz を超え

be over 5,000 Hz.

るものとする。

5.4.

Adult headform instrumentation

5.4. 成人ヘッドフォームの測定装置

5.4.1.

A recess in the sphere shall allow for mounting one triaxial

5.4.1.

球体の凹により、測定軸については、球体中心からの振動質量

or three uniaxial accelerometers within ±10 mm seismic mass

の位置公差が±10 mm 以内、測定軸に対して垂直方向については、球体

location tolerance from the centre of the sphere for the measurement

中心からの振動質量の位置公差が±1 mm 以内に、1 台の 3 軸加速度計ま

axis, and ±1 mm seismic mass location tolerance from the centre of

たは 3 台の単軸加速度計を取り付けることが可能になるものとする。
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the sphere for the perpendicular direction to the measurement axis.
5.4.2.

If three uniaxial accelerometers are used, one of the

5.4.2.

3 台の単軸加速度計を使用する場合、そのうち 1 台の加速度計

accelerometers shall have its sensitive axis perpendicular to the

は、感度軸が取り付け面 A（図 6 参照）に対して垂直になるものとし、

mounting face A (see Figure 6) and its seismic mass shall be

かつその振動質量を、半径 1 mm、長さ 20 mm の円筒形の公差領域内に配

positioned within a cylindrical tolerance field of 1 mm radius

置するものとする。当該公差領域の中心線は、取り付け面に対して垂直

and 20 mm length. The centre line of the tolerance field shall run

になるものとし、その中間点は、ヘッドフォームインパクタの 球体中心

perpendicular to the mounting face and its mid-point shall coincide

と一致するものとする。

with the centre of the sphere of the headform impactor.
5.4.3.

The remaining accelerometers shall have their sensitive

5.4.3.

残りの加速度計は、その感度軸が互いに垂直で、かつ取り付け

axes perpendicular to each other and parallel to the mounting face

面 A に平行とし、その振動質量は半径 10 mm の球形公差領域内に配置す

A and their seismic mass shall be positioned within a spherical

るものとする。当該公差領域の中心は、ヘッドフォームインパクタの球

tolerance field of 10 mm radius. The centre of the tolerance field

体中心と一致するものとする。

shall coincide with the centre of the sphere of the headform
impactor.
5.4.4.

The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

5.4.4.

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は 1,000

6487:2002, shall be 1,000. The CAC response value, as defined in ISO

とする。ISO 6487:2002 に定義されている CAC 応答値は、加速度につい

6487:2002, shall be 500 g for the acceleration.

ては 500 g とする。

5.5.

5.5. 幼児および成人ヘッドフォームインパクタの後面

Rear face of the child and adult headform impactors

A rear flat face shall be provided on the outer surface of the
headform impactors which is perpendicular to the direction of

ヘッドフォームインパクタの外面に平らな後面を備えるものとする。当

travel, and typically perpendicular to the axis of one of the

該後面は移動方向に対して垂直で、かつ通常はいずれか 1 台の加速度計

accelerometers as well as being a flat plate capable of providing

の軸に垂直で、加速度計へのアクセスおよび推進システムに対する取り

for access to the accelerometers and an attachment point for the

付け点を提供することができる平板である。
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propulsion system.

Annex 5

附則5

Test procedures

試験方法

1.

1. フレキシブル下部レッグフォームインパクタ

Flexible lower legform impactor

1.1.

For each test the impactor (femur, knee joint and tibia)

1.1.

各試験について、インパクタ（大腿骨、ニージョイント、脛骨）

shall be covered by flesh and skin composed of synthetic rubber

は、図1に示すとおり、合成ゴムシート（R1、R2）とネオプレンシート（N1F、

sheets (R1, R2) and neoprene sheets (N1F, N2F, N1T, N2T, N3) as shown

N2F、 N1T、N2T、N3）で構成される肉および表皮によって覆われるもの

in Figure 1. The size of the sheets shall be within the requirements

とする。各シートの寸法は、図1に記載の要件の範囲内にあるものとする。

described in Figure 1. The sheets are required to have compression

各シート は、図2に示す圧縮特性を持つ必要がある。インパクタの肉と

characteristics

表皮に使用したシートと同じバッチの材料を使用して圧縮特性を確認す

as

shown

in

Figure

2.

The

compression

characteristics shall be checked using material from the same batch

るものとする。

as the sheets used for the impactor flesh and skin.
1.2.

All impactor components shall be stored for a sufficient

1.2. すべてのインパクタ構成部品は、試験のためにインパクタを取り

period of time in a controlled storage area with a stabilized

出す前に、20±4℃の安定した温度で 管理された保管場所に、十分な時

temperature of 20 °C ± 4 °C prior to impactor removal for testing.

間保管するものとする。保管場から取り出した後は、インパクタは附則

After removal from the storage the impactor shall not be subjected

3、1.1 項に定義される試験領域に関連する条件以外の 条件下にはおか

to conditions other than those pertaining in the test area as defined

ないものとする。

in Annex 3, paragraph 1.1.
1.3.

Each test shall be completed within two hours of when the

1.3. 各試験は、使用するインパクタを管理された保管場所から取り出

impactor to be used is removed from the controlled storage area.

してから 2 時間以内に完了するものとする。

1.4.

1.4. 選定した測定ポイントは、本規則の 2.13 項に定義されたバンパー

The selected measuring points shall be in the bumper test

area as defined in paragraph 2.13. of this Regulation.

試験領域内にあるものとする。
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A minimum of three lower legform to bumper tests shall be

1.5. 下部レッグフォーム対バンパー試験を最低3回実施し、ケガを起こ

carried out, one each to the middle and the outer thirds of the bumper

す可能性が最も高いと判断された複数の位置でバンパー試験領域の中心

test area at positions judged to be the most likely to cause injury.

およびその外側の3分の1の部分についてそれぞれ試験するものとする。

Tests shall be to different types of structure, where they vary

テストは、評価対象の領域全体にわたって異なる様々な構造の種類に対

throughout the area to be assessed. The selected test points shall

して実施するものとする。選定した測定ポイントは、車両の中央縦断面

be a minimum of 84 mm apart as measured horizontally and

に水平かつ直角に測定したときに、少なくとも84 mm離れているものとす

perpendicular to the longitudinal median plane of the vehicle. The

る。試験施設が試験した位置を試験レポートの中で表示するものとする。

positions tested by the laboratories shall be indicated in the test
report.
1.6.

The direction of the impact velocity vector shall be in the

1.6. 衝突速度ベクトルの方向は水平面内で、かつ車両の垂直縦断面に

horizontal plane and parallel to the longitudinal vertical plane of

平行とする。水平面内および縦断面内の速度ベクトルの方向に対する公

the vehicle. The tolerance for the direction of the velocity vector

差は、最初の接触時 に±2°とする。インパクタの軸は、横断面および

in the horizontal plane and in the longitudinal plane shall be ±2°

縦断面内の横揺れおよび縦揺れ角度公差が±2°で、水平面に垂直とす

at the time of first contact. The axis of the impactor shall be

る。水平面、縦断面、横断面は相互に直交 するものとする（図3参照）
。

perpendicular to the horizontal plane with a roll and pitch angle
tolerance of ±2° in the lateral and longitudinal plane. The
horizontal, longitudinal and lateral planes are orthogonal to each
other (see Figure 3).
1.7.

The bottom of the impactor (without parts needed for the

1.7.

インパクタ（打ち出しおよび／または保護のために必要な部品を

purposes of launching and/or protection) shall be at 75 mm above

含まない）の底部は、バンパーと最初に接触したときに、公差±10 mm

ground reference plane at the time of first contact with the bumper

で、地上基準面より75 mm上方にあるものとする（図4参照）。推進システ

(see Figure 4), with a ±10 mm tolerance. When setting the height

ムの高さを設定するときには、インパクタが自由飛行する間の比重の影

of the propulsion system, an allowance shall be made for the

響を見込むものとする。
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influence of gravity during the period of free flight of the
impactor.
1.8.

The lower legform impactor for the bumper tests shall be in

1.8. バンパー試験用の下部レッグフォームインパクタは、衝突時には

"free flight" at the moment of impact. The impactor shall be released

「自由飛行」状態であるものとする。インパクタが跳ね返ったときにイ

to free flight at such a distance from the vehicle that the test

ンパクタが推進システムと接触しても試験結果が影響を受けないような

results are not influenced by contact of the impactor with the

車両からの距離で、インパクタを放出して自由飛行させるものとする。

propulsion system during rebound of the impactor.
インパクタは、試験の要件を満たすことを示すことができる手段によっ
て推進させることができる。
1.9.

At the time of first contact the impactor shall have the

1.9. 最初の接触時に、インパクタは、そのニージョイントが正しく作

intended orientation about its vertical axis, for the correct

動するために、偏揺れ角度±5°の公差でその垂直軸を中心として意図さ

operation of its knee joint, with a yaw angle tolerance of ±5° (see

れた方向性を有するものとする（図 3 参照）。

Figure 3).
1.10.

For the lower legform testing, a horizontal and vertical

1.10.

下部レッグフォーム試験では、水平および垂直の衝撃公差は±10

impact tolerance of

mm を適用するものとする。試験施設は、十分な数の測定ポイントにおい

±10 mm shall apply. The test laboratory may verify at a sufficient

て、この条件が満たされていること、また試験が必要な精度で実施され

number of measuring points that this condition can be met and the

ていることを検証することができる。

tests are thus being conducted with the necessary accuracy.
1.11.

During contact between the impactor and the vehicle, the

impactor shall not contact the ground or any object which is not part

1.11.

インパクタと車両の接触中は、インパクタは地面または車両の一

部ではないいかなる物体にも接触しないものとする。

of the vehicle.
1.12.

The impact velocity of the impactor when striking the bumper

shall be 11.1 m/s ± 0.2 m/s. The effect of gravity shall be taken

1.12.

バンパーを打撃したときのインパクタの衝突速度は、11.1±0.2

m/s とする。最初の接触前に実施した測定から衝突速度を求める場合は、
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into account when the impact velocity is obtained from measurements

重力の影響を考慮するものとする。

taken before the time of first contact.
1.13.

The tibia bending moments shall not exceed +/- 15 Nm within

1.13.

衝撃の直前に 30 ms の評価間隔の範囲内で、脛骨の曲げモーメン

an evaluation interval of 30 ms immediately prior to impact.

トは±15 Nm を超えないものとする。

1.14.

1.14.

lower

The offset compensation shall be done with the flexible
legform

impactor

test/acceleration phase.

in

resting

position

prior

to

the

試験／加速フェーズより前に静止位置にあるフレキシブル下部

レッグフォームインパクタを使用して、オフセット補正を行うものとす
る。

図 1：
フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：肉および表皮の寸法
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Figure 1
Flexible lower legform impactor: Flesh and skin dimensions

図2：
Figure 2

フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：肉および表皮の圧縮特性

Flexible lower legform impactor: Flesh and skin compression
characteristics
(a)

Synthetic rubber sheets
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図3：最初の衝突時におけるフレキシブル下部レッグフォームインパクタ
Figure 3

の角度公差

Tolerances of angles for the flexible lower legform
impactor at the time of the first impact

Figure 4
Flexible Lower legform impactor to bumper tests for complete vehicle

図4：通常乗車姿勢の完全車両（左）およびサポートに取り付けたカット
ボディ（右）に対するフレキシブル下部レッグフォームインパクタ対バ
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in normal ride attitude (left) and for cut-body mounted on supports

ンパー試験

(right)

2.

Upper legform to bumper

2. 上部レッグフォーム対バンパー

2.1.

For each test the foam flesh shall be two new sheets of 25 mm

2.1. 各試験について、発泡材の肉は発泡材タイプ CF-45 またはそれと

thick foam type CF-45 or equivalent, which shall be cut from the

同等のものでできた、厚さ 25 mm の新しい 2 枚のシートとする。当該シ

sheet of material used for the dynamic certification test. The skin

ートは、動的認証試験で使用されたシート材から切り出すものとする。

shall be a 1.5 mm thick fibre reinforced rubber sheet. The mass of

表皮は厚さ 1.5 mm の繊維強化ゴムシートとする。発泡材とゴム表皮を合

the foam and the rubber skin together shall be 0.6 kg ± 0.1 kg (this

わせた質量は 0.6±0.1 kg とする（これには、ゴム表皮の後端を後部部

excludes any reinforcement, mountings, etc. which are used to attach

材に取り付けるために使用されている補強材、取り付け部などは含まれ

the rear edges of the rubber skin to the rear member). The foam and

ない）。ゴム表皮の両側が平行に保持さ れるようにゴム表皮をスペーサ

rubber skin shall be folded back towards the rear, with the rubber

ーで後部部材に取り付けた状態で、発泡材とゴム表皮を後方に折り曲げ

skin attached via spacers to the rear member so that the sides of

るものとする。発泡材と前部部材後方の構成部品との間に 大きな荷重経

the rubber skin are held parallel. The foam shall be of such a size

路ができないように、発泡材は、発泡材とかかる構成部品との間隔が適
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and shape that an adequate gap is maintained between the foam and

切に維持されるような大きさおよび形状であるものとする。

components behind the front member, to avoid significant load paths
between the foam and these components.
2.2.

The test impactor or at least the foam flesh shall be stored

2.2. 試験インパクタまたは少なくとも発泡材の肉は、試験のためにイ

during a period of at least four hours in a controlled storage area

ンパクタを取り出す前に、 35±15％の安定した湿度、および 20±4℃の

with a stabilized humidity of 35 per cent ± 15 per cent and a

安定した温度に管理された保管場所に、最低 4 時間保管するものとする。

stabilized temperature of 20 °C ± 4 °C prior to impactor removal

保管場から取り出した後は、インパクタ は試験領域に関連する条件以外

for test. After removal from the storage the impactor shall not be

の条件下にはおかないものとする。

subjected to conditions other than those pertaining in the test area
2.3.

Each test shall be completed within two hours of when the

2.3. 各試験は、使用するインパクタを管理された保管場所から取り出

impactor to be used is removed from the controlled storage area.

してから 2 時間以内に完了するものとする。

2.4.

2.4. 選定した測定ポイントは、本規則の 2.13 項で定義されたバンパー

The selected measuring points shall be in the bumper test

area as defined in paragraph 2.13. of this Regulation.

試験領域内にあるものとする。

2.5.

A minimum of three upper legform to bumper tests shall be

2.5. 上部レッグフォーム対バンパーテストを最低 3 回実施し、ケガを

carried out, one each to the middle and the outer thirds of the bumper

起こす可能性が最も高いと判断された複数の位置でバンパーテスト領域

test area at positions judged to be the most likely to cause injury.

の中心およびその外側の 3 分の 1 の部分についてそれぞれテストするも

Tests shall be to different types of structure, where they vary

のとする。テストは、評価対象の領域全体にわたって異なる様々な構造

throughout the area to be assessed. The selected measuring points

の種類に対して実施するものとする。選定した測定ポイントは、車両の

shall be a minimum of 84 mm apart as measured horizontally and

中央縦断面に水平かつ直角に測定したときに、少なくとも 84 mm 離れて

perpendicular to the longitudinal median plane of the vehicle. The

いるものとする。試験施設がテストした位置をテストレポートの中で表

positions tested by the laboratories shall be indicated in the test

示するものとする。

report.
2.6.

The

direction

of

impact

shall

be

parallel

to

the

2.6. 衝撃方向は、最初の接触時に上部レッグフォームの軸を垂直にし
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longitudinal axis of the vehicle, with the axis of the upper legform

た状態で、車両の縦軸に平行とする。この方向に対する公差は±2°であ

vertical at the time of first contact. The tolerance to this

る。

direction is ±2°
At the time of first contact the impactor centre line shall be

最初の接触時にインパクタ中心線は、上部バンパー基準線と下部バンパ

vertically midway between the upper bumper reference line and the

ー基準線の垂直方向の中心で公差は±10 mm であるものとし、インパク

lower bumper reference line with a ±10 mm tolerance and the impactor

タ垂直中心線は、選択した衝突場所の側面で公差±10 mm で横方向に位

vertical centre line shall be positioned laterally with the selected

置するものとする。試験施設は、十分な数の測定ポイントにおいて、こ

impact location with a tolerance of ±10 mm. The test laboratory may

の条件が満たされていること、また試験が必要な精度で実施されてい る

verify at a sufficient number of measuring points that this condition

ことを検証することができる。

can be met and the tests are thus being conducted with the necessary
accuracy.
2.7.

The impact velocity of the upper legform impactor when

2.7. バンパーを打撃したときの上部レッグフォームインパクタの衝突

striking the bumper shall be 11.1 m/s ± 0.2 m/s.

速度は、11.1±0.2 m/s とする。

3.

3.

Child and adult headform test procedures – Common test

幼児および成人ヘッドフォーム試験手順—共通試験仕様

specifications
3.1.

Propulsion of the headform impactors

3.1.ヘッドフォームインパクタの推進

3.1.1.

The headform impactors shall be in "free flight" at the moment

3.1.1.

ヘッドフォームインパクタは、要求される衝突速度（下記 4.6

of impact, at the required impact velocity (as specified in paragraphs

項および 5.6 項に規定されたとおり）で、かつ要求される衝撃方向（下

4.6. and 5.6. below) and the required direction of impact (as specified

記 4.7 項および 5.7 項に規定されたとおり）に、衝突の瞬間に「自由飛

in paragraphs 4.7. and 5.7. below).

行」状態とする。

3.1.2.

3.1.2.

The impactors shall be released to "free flight" at such a

インパクタが跳ね返ったときにインパクタが推進システムと接

distance from the vehicle that the test results are not influenced

触しても試験結果が影響を受けないような車両からの距離で、インパク

by contact of the impactor with the propulsion system during rebound

タを放出して「自由飛行」させるものとする。
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of the impactor.
3.2.

Measurement of impact velocity

3.2. 衝突速度の測定

3.2.1.

The velocity of the headform impactor shall be measured at

3.2.1.

ヘッドフォームインパクタの速度は、衝突前の自由飛行中のあ

some point during the free flight before impact, in accordance with

る時点で、ISO 3784:1976 に規定された方法に従って測定するものとす

the method specified in ISO 3784:1976. The measured velocity shall

る。衝突時のインパクタの速度を求めるために、測定点と衝突点との間

be adjusted considering all factors which may affect the impactor

でインパクタに影響を及ぼす可能 性のあるすべての要因を考慮して、測

between the point of measurement and the point of impact, in order

定した速度を調整するものとする。衝突時の速度ベクトルの角度を計算

to determine the velocity of the impactor at the time of impact. The

または測定するものとする。

angle of the velocity vector at the time of impact shall be calculated
or measured.
3.3.

Recording

3.3. 記録

3.3.1.

The acceleration time histories shall be recorded, and HIC

3.3.1.

加速度時間履歴を記録するものとし、HIC を計算するものとす

shall be calculated. The measuring point on the front structure of

る。車両の前部構造上の測定ポイントを記録するものとする。試験結果

the vehicle shall be recorded. Recording of test results shall be

の記録は、ISO 6487:2002 に従うものとする。

in accordance with ISO 6487:2002.
3.4.

Splitting of headform test zones

3.4. ヘッドフォーム試験ゾーンの分割

3.4.1.

The manufacturer shall identify the zones of the bonnet top

3.4.1.

メーカーは、ボンネットトップ試験領域で、HIC が 1,000

test area where the HIC shall not exceed 1,000 (HIC1000 zone) or 1,700

（HIC1000 ゾーン）または 1,700（HIC1700 ゾーン）を超えてはならない

(HIC1700 zone) (see Figure 5).

ゾーンを指定するものとする（図 5 参照）。

Figure 5

図 5：HIC1000 ゾーンおよび HIC1700 ゾーンのマーキングの例

Example of marking of HIC1000 zone and HIC1700 zone
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Marking of the "bonnet top" test area as well as

3.4.2.

「ボンネットトップ」試験領域ならびに「HIC1000 ゾーン」お

"HIC1000 zone" and "HIC1700 zone" will be based on a drawing

よび「HIC1700 ゾーン」のマーキングは、車両の水平ゼロ面に平行な車

supplied by the manufacturer, when viewed from a horizontal plane

両上方の水平面からみた場合のメーカーが供給した図面に基づく。実際

above the vehicle that is parallel to the vehicle horizontal zero

の車両上で当該領域に印をつける ために、メーカーは、z 方向の車両の

plane. A sufficient number of x and y co-ordinates shall be supplied

外郭を考慮しながら、十分な数の x および y 座標を提供するものとする。

by the manufacturer to mark up the areas on the actual vehicle while
considering the vehicle outer contour in the z direction.
3.4.3.

The areas of "HIC1000 zone" and "HIC1700 zone" may consist

3.4.3. 「HIC1000 ゾーン」および「HIC1700 ゾーン」の領域は、複数の

of several parts, with the number of these parts not being limited.

部分から構成することができ、当該部分の数は限定されない。衝撃を受

The determination of the impacted zone is done by the measuring

けたゾーンは、測定ポイントによって決定される。

point.
3.4.4.

The calculation of the surface of the bonnet top test area

3.4.4.

ボンネットトップ試験領域の表面ならびに「HIC1000 ゾーン」

UN-R127-02

（2016.6.18）

as well as the surface areas of "HIC1000 zone" and "HIC1700 zone"

および「HIC1700 ゾーン」の表面積の計算は、メーカーが供給した図面

shall be done on the basis of a projected bonnet when viewed from

データに基づいて、水平ゼロ面に平行な車両上方の水平面から見た場合

a horizontal plane parallel to the horizontal zero plane above the

の投影されたボンネットを基に行うものとする。

vehicle, on the basis of the drawing data supplied by the
manufacturer.
3.5.

Measuring points – Particular specifications

3.5. 測定ポイント—特定仕様

Notwithstanding the provisions of paragraphs 4.2. and 5.2. below,
if a number of measuring points have been selected in order of

下記 4.2 項および 5.2 項の 規定に関わらず、ケガを引き起こす可能性の

potential to cause injury and the test area remaining is too small

順に数多くの測定ポイントが選定された場合で、残りの試験領域が小さ

to select another measuring point while maintaining the minimum

すぎて、ポイント間の最低スペースを確保 しながら他の測定ポイントを

spacing between points, then less than nine tests for each impactor

選定することができない場合は、各インパクタに対して 9 つ未満の試験

may be performed. The positions tested by the laboratories shall be

を実施してもよい。試験施設によって試験された各位置につ いては、試

indicated in the test report. However, the technical services

験レポートの中で表示するものとする。ただし、試験を実施する技術機

conducting the tests shall perform as many tests as necessary to

関は、HIC1000 ゾーンの頭部傷害基準（HIC）の限界値 1,000 と HIC1700

guarantee the compliance of the vehicle with the head injury criteria

ゾーンの 1,700 について、特にこの 2 つの種類のゾーンで囲まれる境界

(HIC) limit values of 1,000 for the HIC1000 zone and 1,700 for the

の近くにあるポイントについて、当該車両の適合性を保 証するために必

HIC1700 zone, especially in the points near to the borders between

要なできるだけ多くの試験を実施するものとする。

the two types of zones.
4. Child headform – Specific test procedure

4.

幼児ヘッドフォーム—固有試験手順

4.1.

Tests shall be made to the front structure within

4.1. 試験は、本規則の 2.15 項に定義した境界内の前部構造に対して実

the boundaries as defined in paragraph 2.15. of this Regulation. For

施するものとする。ボンネットトップの後部領域における試験について

tests on the rear area of the bonnet top, the headform impactor shall

は、ヘッドフォームインパクタは、ボンネットトップに衝突する前に、

not contact the windscreen or A-pillar before impacting the bonnet

ウインドスクリーンまたは A ピラーに接触しないものとする。
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top.
4.2.

A minimum of nine tests shall be carried out with the child

4.2. 幼児ヘッドフォームインパクタによる試験を最低 9 回実施し、ケ

headform impactor, three tests each to the middle and the outer

ガを起こす可能性が最も高いと判断された複数の位置で幼児／成人用小

thirds of the child/small adult bonnet top test areas, at positions

型ボンネットトップの試験領域の中心および外側 3 分の 1 の部分につい

judged to be the most likely to cause injury.

てそれぞれ 3 回試験するものとする。

Tests shall be to different types of structure, where these vary
throughout the area to be assessed and at positions judged to be the

試験は、評価対象の領域全体にわたって、さらにケガを起こす可能性が

most likely to cause injury.

最も高いと判断される複数の位置について異なる様々な構造の種類に対
して実施するものとする。

4.3.

The selected measuring points for the child/small adult

4.3. 幼児／成人用小型ヘッドフォームインパクタについて選定された

headform impactor shall be a minimum of 165 mm apart and within the

測定ポイントは、最低 165 mm 離れている、かつ本規則の 2.15 項に定義

child headform test area as defined in paragraph 2.15. of this

されているとおりの幼児ヘッドフォーム試験領域内にあるものとする。

Regulation
These minimum distances are to be set with a flexible tape held tautly

これらの最低距離は、車両の外面に沿ってピンと張った状態に保持した

along the outer surface of the vehicle.

フレキシブルテープで設定する。

4.4.

4.4. インパクタがかすめるような打撃で試験領域に衝突し、その結果、

No measuring point shall be located so that the impactor will

impact the test area with a glancing blow resulting in a more severe

試験領域外でより激しい二次衝突が生じるように、測定ポイントを設け

second impact outside the test area.

ないものとする。

4.5.

For the child headform testing, a longitudinal and

4.5. 幼児ヘッドフォーム試験では、垂直および横方向の衝撃公差±10

transversal impact tolerance of ±10 mm shall apply. This tolerance

mm を適用するものとする。この公差はボンネットの表面に沿って測定す

is measured along the surface of the bonnet. The test laboratory may

る。試験施設は、十分な数の測定ポイントにおいて、この条件が満たさ

verify at a sufficient number of measuring points that this condition

れていること、また試験が必要な精度で実施されていることを検証する

can be met and the tests are thus being conducted with the necessary

ことができる。
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accuracy.
4.6.

The headform velocity at the time of impact shall be 9.7 m/s

4.6. 衝突時のヘッドフォームの速度は 9.7±0.2 m/s とする。

± 0.2 m/s.
4.7.

The direction of impact shall be in the longitudinal vertical

plane of the vehicle to be tested at an angle of 50°

± 2° to the

horizontal. The direction of impact of tests to the front structure

4.7. 衝撃方向は、試験対象の車両の垂直縦断面内で水平に対して
50±2°の角度とする。前部構造に対する試験の衝撃方向は下方かつ後方
とする。

shall be downward and rearward.
5.

Adult headform specific test procedure

5.1.

5.

成人ヘッドフォーム固有試験手順

Tests shall be made to the front structure within the

5.1. 本規則の 2.1 項に定義した境界内の前部構造に対して試験を行う

boundaries as defined in paragraph 2.1. of this Regulation. For

ものとする。ボンネットトップの後部における試験については、ヘッド

tests at the rear of the bonnet top, the headform impactor shall not

フォームインパクタは、ボンネットトップに衝突する前に、ウインドス

contact the windscreen or A-pillar before impacting the bonnet top.

クリーンまたは A ピラーに接触しないものとする。

5.2.

A minimum of nine tests shall be carried out with the adult

5.2. 成人ヘッドフォームインパクタによる試験を最低 9 回実施し、ケ

headform impactor, three tests each to the middle and the outer

ガを起こす可能性が最も高いと判断された複数の位置で成人ボンネット

thirds of the adult bonnet top test areas, at positions judged to

トップの試験領域の中心および外側 3 分の 1 の部分についてそれぞれ 3

be the most likely to cause injury.

回試験するものとする。

Tests shall be to different types of structure, where these vary
throughout the area to be assessed and at positions judged to be the

試験は、評価対象の領域全体にわたって、さらにケガを起こす可能性が

most likely to cause injury.

最も高いと判断される複数の位置について異なる様々な構造の種類に対
して実施するものとする。

5.3.

The selected measuring points on the bonnet for the adult

5.3. 成人ヘッドフォームインパクタについてボンネット上に選定され

headform impactor shall be a minimum of 165 mm apart and within the

た測定ポイントは、最低 165 mm 離れている、かつ本規則の 2.1 項で定義
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adult headform test area as defined in paragraph 2.1. of this

されているとおりの成人ヘッドフォーム試験領域内にあるものとする。

Regulation.
These minimum distances are to be set with a flexible tape held tautly

これらの最低距離は、車両の外面に沿ってピンと張った状態に保持した

along the outer surface of the vehicle.

フレキシブルテープで設定する。

5.4.

5.4. インパクタがかすめるような打撃で試験領域に衝突し、その結果、

No measuring point shall be located so that the impactor will

impact the test area with a glancing blow resulting in a more severe

試験領域外でより激しい二次衝突が生じるように、測定ポイントを設け

second impact outside the test area.

ないものとする。

5.5.

For the adult headform testing, a longitudinal and

5.5. 成人ヘッドフォーム試験では、垂直および横方向の衝撃公差±10

transversal impact tolerance of ±10 mm shall apply. This tolerance

mm を適用するものとする。この公差はボンネットの表面に沿って測定す

is measured along the surface of the bonnet. The test laboratory may

る。試験施設は、十分な数の測定ポイントにおいて、この条件が満たさ

verify at a sufficient number of measuring points that this condition

れていること、また試験が必要な精度で実施されていることを検証する

can be met and the tests are thus being conducted with the necessary

ことができる。

accuracy.
5.6.

The headform velocity at the time of impact shall be 9.7 m/s

5.6. 衝突時のヘッドフォームの速度は 9.7±0.2 m/s とする。

± 0.2 m/s.
5.7.

The direction of impact shall be in the longitudinal

5.7. 衝撃方向は、試験対象の車両の垂直縦断面内で水平に対して

vertical plane of the vehicle to be tested at an angle of 65° ±

65±2°の角度とする。前部構造に対する試験の衝撃方向は下方かつ後方

2° to the horizontal. The direction of impact of tests to the front

とする。

structure shall be downward and rearward.

Annex 6

Certification of the impactor

附則 6

インパクタの認証

1.

Flexible lower legform impactor certification

1.

フレキシブル下部レッグフォームインパクタの認証

1.1.

The impactor shall be certified using two certification

1.1. インパクタは以下の 2 つの認証試験によって認証されるものとす
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tests as follows: First, the certification shall be conducted

る：最初に、車両試験シリーズの 開始前に本附則 1.4 項に定める逆認証

according to the inverse certification (IC) test procedure

（IC）試験手順に従って認証を行うものとする。2 番目に、最大 10 回の

prescribed in paragraph 1.4. of this annex before starting a vehicle

車両試験の後で、本附則 1.3 項に定め る振り子認証（PC）試験手順に従

test series. Second, after a maximum of 10 vehicle tests,

って認証を行うべきものとする。以後の継続的認証試験は、IC - PC - PC

certification should be conducted according to the pendulum

- IC - PC - PC -などの順序で構成され、各認証間に最大 10 回試験を行

certification (PC) test procedure prescribed in paragraph 1.3. of

うものとする。

this annex. Ongoing certification testing then shall constitute the
sequence IC – PC – PC – IC – PC – PC – etc. with a maximum of 10 tests

さらに、インパクタは、下記 1.2 項に定める手順に従って最低 1 年に 1

between each certification.

回は認証されるものとする。

In addition, the impactor shall be certified according to the
procedures prescribed in paragraph 1.2. below at least once a year.
1.2.

Static certification tests

1.2.1.

The femur and the tibia of the flexible lower legform

1.2. 静的認証試験

impactor shall meet the requirements specified in paragraph 1.2.2.

1.2.1.

本附則 1.2.4 項に従って試験を行う場合、フレキシブル下部レ

of this annex when tested according to paragraph 1.2.4. of this

ッグフォームインパクタの大 腿骨および脛骨は、本附則 1.2.2 項に定め

annex. The knee joint of the lower legform impactor shall meet the

られた要件を満たすものとする。本附則 1.2.5 項に従って試験を行う場

requirements specified in paragraph 1.2.3. of this annex when tested

合、下部レッグフォームインパクタの ニージョイントは、本附則 1.2.3

according to paragraph 1.2.5 of this annex. The stabilized

項に定められた要件を満たすものとする。認証試験中のインパクタの安

temperature of the impactor during the certification tests shall be

定温度は 20±2℃とする。

20 °C ± 2 °C.
The CAC response values, as defined in ISO 6487:2002, shall be 30 mm
for the knee ligament elongations and 4 kN for the applied external
load.

For these tests, low-pass filtering at an appropriate

ISO 6487:2002 に定義された CAC 応答値は、膝靭帯伸長については 30 mm、
加えられた外部負荷については 4 kN とする。これらの試験について、イ
ンパクタの応答測定に重大な影響を与えることなく高周波ノイズを取り
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frequency is permitted to remove higher frequency noise without

除くために、適切な周波数における低域フィルタリ ングが容認される。

significantly affecting the measurement of the response of the
impactor.
1.2.2.

When the femur and the tibia of the impactor are loaded in

1.2.2.

インパクタの大腿骨および脛骨が下記 1.2.4 項に従って曲げ荷

bending in accordance with paragraph 1.2.4. below, the applied

重を受ける場合、大腿骨および脛骨の中心で加えられたモーメントと発

moment and the generated deflection at the centre of the femur and

生した変位（Mc および Dc）は、図 1 に示すコリドーの範囲内にあるもの

the tibia (Mc and Dc) shall be within the corridors shown in Figure 1.

とする。

1.2.3.

1.2.3.

When the knee joint of the impactor is loaded in bending in

インパクタのニージョイントが本附則 1.2.5 項に従って曲げ荷

accordance with paragraph 1.2.5. of this annex, the MCL, ACL, and

重を受ける場合、MCL、ACL ならびに PCL の伸長、ニージョイントの中心

PCL elongations and applied bending moment or the force at the centre

で加えられた曲げモーメントまたは力（Mc または Fc）は、図 2 に示すコ

of the knee joint (Mc or Fc) shall be within the corridors shown in

リドーの範囲内にあるものとする。

Figure 2.
1.2.4.

The edges of the femur and tibia, not bending parts, shall

1.2.4.

曲げ部品ではなく、大腿骨および脛骨の端は、図 3 および図 4

be mounted to the support rig firmly as shown in Figure 3 and

に示すとおり、サポート装置に しっかりと取り付けられるものとする。

Figure 4. The Y-axis of the impactor shall be parallel to the loading

インパクタの Y 軸は、180±2°の公差で負荷軸に平行になるものとする。

axis within 180° ± 2° tolerance. To obtain repeatable loading,

繰り返し可能な負荷を得るため、各サポートの 下に低摩擦ポリテトラフ

low friction Polytetrafluoroethylene (PTFE) plastic pads are used

ルオロエチレン（PTFE）プラスチックパッドを使用する（図 3 および図

under each support (see Figure 3 and Figure 4)

4 参照）。

The centre of the loading force shall be applied at the centre of
the femur and the tibia within ±2 mm tolerance along the Z-axis.

負荷力の中心は、Z 軸沿いに公差±2 mm の範囲内で大腿骨および脛骨の

The force shall be increased so as to maintain a deflection rate

中心に加えられるものとする。大腿骨および脛骨の中心部における曲げ

between 10 and 100 mm/minute until the bending moment at the centre

モーメント（Mc）が 380 Nm に達するまで、10 から 100 mm／分の変位速

part (Mc) of the femur or tibia reaches 380 Nm.

度を維持するために負荷力を増大させるものとする。
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The ends of the knee joint shall be mounted to the support

1.2.5.

図 5 に示すとおり、ニージョイントの端はしっかりとサポート

rig firmly as shown in Figure 5. The Y-axis of the impactor shall

装置に取り付けられるものとす る。インパクタの Y 軸は、±2°の公差

be parallel to the loading axis within ±2° tolerance. To obtain

の範囲内で負荷軸に平行になるものとする。繰り返し可能な負荷を得る

repeatable loading, low friction Polytetrafluoroethylene (PTFE)

ため、各サポートの下に低摩擦ポリテトラフルオロエ チレン（PTFE）プ

plastic pads are used under each support (see Figure 5). To avoid

ラスチックパッドを使用する（図 5 参照）。インパクタの損傷を避ける

impactor damage, a neoprene sheet shall be set underneath the loading

ため、ネオプレンシートを負荷押し金の下にセットし、かつ、附則 4 の 図

ram and the impactor face of the knee joint which is described in

3 に示すニージョイントのインパクタ面は取り除くものとする。本試験

the Figure 3 of Annex 4 shall be removed. The neoprene sheet used

に使用するネオプレンシートは、附則 5 の図 2(b)に示す圧縮特性を持つ

in this test shall have compression characteristics as shown in

ものとする。

Figure 2 (b) of Annex 5.
The centre of the loading force shall be applied at the knee joint

負荷力の中心は、Z 軸沿いに公差±2 mm の範囲内でニージョイントの中

center within ±2 mm tolerance along the Z-axis (see Figure 5

心に加えられるものとする（下記図 5 参照）。ニージョイントの中心部

below). The external load shall be increased so as to maintain a

における曲げモーメント（Mc）が 400 Nm に達するまで、10 から 100 mm

deflection rate between 10 and 100 mm/minute until the bending

／分の変位速度を維持するために外部負荷を増大させるものとする。

moment at the centre part of the knee joint (Mc) reaches 400 Nm.
1.3.

Dynamic certification tests (pendulum test)

1.3.1.

Certification

1.3. 動的認証試験（振り子試験）
1.3.1.

認証

1.3.1.1. The test facility used for the certification test shall have

1.3.1.1.

a stabilized temperature of 20 °C ± 2 °C during the test.

を有するものとする。

1.3.1.2. The temperature of the certification area shall be measured

1.3.1.2.

at the time of certification and recorded in a certification report.

ものとする。

1.3.2.

1.3.2.

Requirements

認証試験に使用する試験施設は、試験中、20±2℃の安定温度

認証場所の温度は、認証時に測定し、認証報告書に記録する

要件
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1.3.2.1. When the flexible lower legform impactor is used for a test

1.3.2.1.

下記 1.3.3 項に従って試験にフレキシブル下部レッグフォー

according to paragraph 1.3.3. below, the absolute value of the

ムインパクタが使用される場合、脛骨の最大曲げモーメントの絶対値は：

maximum bending moment of the tibia at:
(a) Tibia-1 shall be 235 Nm ≤ 272 Nm;
(b) Tibia-2 shall be 187 Nm ≤ 219 Nm;
(c) Tibia-3 shall be 139 Nm ≤ 166 Nm;
(d) Tibia-4 shall be 90 Nm ≤ 111 Nm.

(a)

脛骨-1 は 235 Nm≦272 Nm、

(b)

脛骨-2 は 187 Nm≦219 Nm、

(c)

脛骨-3 は 139 Nm≦166 Nm、

(d)

脛骨-4 は 90 Nm≦111 Nm とする。

The absolute value of the maximum elongation of:
(a)

MCL shall be 20.5 ≤ 24.0 mm;

(b)

ACL shall be 8.0 mm ≤ 10.5 mm;

(c)

PCL shall be 3.5 mm ≤ 5.0 mm

For all these values for the maximum bending moment and
the maximum elongation, the readings used shall be from

最大伸長の絶対値は：
(a)

MCL は 20.5≦24.0 mm、

(b)

ACL は 8.0 mm≦10.5 mm、

(c)

PCL は 3.5 mm≦5.0 mm とする。

the initial impact timing to 200 ms after the impact
timing.

最大曲げモーメントならびに最大伸長のこれらすべての値について、使
用される読み値は、最初の衝突のタイミングから最初の衝突のタイミン
グの 200 ms 後までのものとする。
1.3.2.2. The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

1.3.2.2.

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は、す

6487:2002, shall be 180 for all transducers. The CAC response

べてのトランスデューサーについて 180 とする。ISO 6487:2002 に定義

values, as defined in ISO 6487:2002, shall be 30 mm for the knee

されている CAC 応答値は、膝靭帯伸長については 30 mm、脛骨曲げモー
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ligament elongations and 400 Nm for the tibia bending moments.

メントについては 400 Nm とする。

1.3.3.

1.3.3.

Test procedure

試験手順

1.3.3.1. The flexible lower legform impactor, including the flesh and
skin, shall be suspended from the dynamic certification test rig 15°

1.3.3.1.

肉と表皮を含むフレキシブル下部レッグフォームインパクタ

1 upward from the horizontal as shown in Figure 6 below. The

は、下記図 6 に示す水平から 15±1°上方で動的認証試験用装置から吊

impactor shall be released from the suspended position and fall

るすものとする。インパクタは、吊り下げ位置から放され、図 6 に示す

freely against the pin joint of the test rig as shown in Figure 6

試験装置のピンジョイントに対して自由な状態で落下するものとする。

1.3.3.2. The knee joint centre of the impactor shall be 30 mm

1.3.3.2.

1 mm

下記図 6 に示すとおりインパクタが自由状態で吊り下げられ

below the bottom line of the stopper bar, and the tibia impact face

ている時は、インパクタのニージョイント中心は、ストッパーバーの底

without the flesh and skin shall be located 13 mm

2 mm from the

のラインより 30±1 mm 下にあるものとし、かつ、肉と表皮を含まない脛

front upper edge of the stopper bar when the impactor is hanging

骨衝撃面は、ストッパーバーの前部上端から 13±2 mm に位置するものと

freely as shown in Figure 6 below.

する。

1.4.

Dynamic certification tests (inverse test)

1.4. 動的認証試験（逆試験）

1.4.1.

Certification

1.4.1.1. The test facility used for the certification test shall have

1.4.1.

認証

a stabilized temperature of 20 °C ± 2 °C during the test.
1.4.1.1.

認証試験に使用する試験施設は、試験中、20±2℃の安定温度

を有するものとする。

1.4.1.2. The temperature of the certification area shall be measured

1.4.1.2.

at the time of certification and recorded in a certification report.

ものとする。

1.4.2.

1.4.2.

Requirements

1.4.2.1. When the flexible lower legform impactor is used for the test

1.4.2.1.

認証場所の温度は、認証時に測定し、認証報告書に記録する

要件
本附則の 1.4.3 項に従って試験にフレキシブル下部レッグフ
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according to paragraph 1.4.3. of this annex, the absolute value of

ォームインパクタが使用される場合、脛骨の最大曲げモーメントの絶対

the maximum bending moment of the tibia:

値は以下のとおり：

(a)

Tibia-1 shall be 230 Nm ≤ 272 Nm;

(b)

Tibia-2 shall be 210 Nm ≤ 252 Nm;

(c)

Tibia-3 shall be 166 Nm ≤ 192 Nm;

(d)

Tibia-4 shall be 93 Nm ≤ 108 Nm.

(a)

脛骨-1 は 230 Nm≦272 Nm、

(b)

脛骨-2 は 210 Nm≦252 Nm、

(c)

脛骨-3 は 166 Nm≦192 Nm、

(d)

脛骨-4 は 93 Nm≦108 Nm。

The absolute value of the maximum elongation of
(a)

MCL shall be 17.0 ≤ 21.0 mm;

(b)

ACL shall be 8.0 mm ≤ 10.0 mm;

(c)

PCL shall be 4.0 mm ≤ 6.0 mm.

最大伸長の絶対値は：
(a)

MCL は 17.0≦21.0 mm、

(b)

ACL は 8.0 mm≦10.0 mm、

(c)

PCL は 4.0 mm≦6.0 mm とする。

For all these values for the maximum bending moment and the maximum
elongation, the readings used shall be from the initial impact timing
to 50 ms after the impact timing.

最大曲げモーメントならびに最大伸長のこれらすべての値について、使
用される読み値は、最初の衝突のタイミングから最初の衝突のタイミン
グの 50 ms 後までのものとする。
1.4.2.2. The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

1.4.2.2.

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は、す

6487:2002, shall be 180 for all transducers. The CAC response

べてのトランスデューサーについて 180 とする。ISO 6487:2002 に定義

values, as defined in ISO 6487:2002, shall be 30 mm for the knee

されている CAC 応答値は、膝靭帯伸長については 30 mm、脛骨曲げモー
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ligament elongations and 400 Nm for the tibia bending moments.

メントについては 400 Nm とする。

1.4.3.

1.4.3.

Test procedure

試験手順

1.4.3.1. The assembled flexible lower legform impactor (with the flesh
and skin) shall be hung vertically and freely suspended from a test

1.4.3.1.

下 記図 7 に示すとおり、組み立てられたフレキシブル下部レ

rig as shown in Figure 7 below. It is then impacted by the upper edge

ッグフォームインパクタ（肉および表皮を含む）は、試験装置から垂直

of a linearly guided aluminium honeycomb impactor, covered by a thin

方向に自由状態で吊り下げられる ものとする。その次に、最大厚さ 1 mm

paper cloth with a maximum thickness of 1 mm, at an impact speed of

の薄い紙布で覆われ、線形誘導されたアルミハニカムインパクタの上端

11.1 m/s ± 0.2 m/s. The legform shall achieve a free flight condition

で 11.1±0.2 m/s の衝突速度で打撃される。ハニカムインパクタの最初

within 10 ms after the time of first contact of the honeycomb impactor.

の接触時から 10 ms 以内に、レッグフォームは自由飛行状態に達するも
のとする。

1.4.3.2. The honeycomb of 5052 alloy, which is attached in front of

1.4.3.2.

移動式装置の前方に取り付けられた 5052 合金ハニカムは、幅

the moving ram, shall be 200 mm ± 5 mm wide, 160 mm ± 5 mm high

200±5 mm、高さ 160±5 mm、深さ 60±2 mm で、平方インチあたり（psi）

and 60 mm ± 2 mm deep and shall have a crush strength of 75 pound

75 lb±10%の衝突強度を有するものとする。ハニカムは、3/16 in また

per square inch (psi) ±10 per cent. The honeycomb should have cell

は 1/4 in のセルサイズで、3/16 in のセルサイズの場合は立方フィート

sizes of either 3/16 inch or ¼ inch and a density of 2.0 pound per

あたり（pcf）2.0 lb の密度、または 1/4 in のセルサイズの場合は 2.3 pcf

cubic foot (pcf) for the 3/16 inch cell size or a density of 2.3 pcf

の密度を有するべきものとする。

for the ¼ inch cell size.
1.4.3.3. The upper edge of the honeycomb face shall be in line with

1.4.3.3.

ハニカム面の上端は、線形誘導されたインパクタの剛体板と

the rigid plate of the linearly guided impactor. At the time of first

一直線上にあるものとする。最初の接触時に、ハニカムの上端は、垂直

contact, the upper edge of the honeycomb shall be in line with the

公差±2 mm の範囲内でニージョイント中心線と一直線上にあるものとす

knee joint centre line within a vertical tolerance of ±2 mm.

る。
衝突試験前にハニカムを変形させないものとする。

1.4.3.4. At the time of the first contact, the flexible lower legform

1.4.3.4.

最初の接触時に、フレキシブル下部レッグフォームインパク
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impactor pitch angle (rotation around the Y-axis) and therefore the

タの縦揺れ角度（Y 軸を中心とす る回転）およびこれによるハニカムイ

pitch angle of the velocity vector of the honeycomb impactor shall

ンパクタの速度ベクトルの縦揺れ角度は、横垂直面に関して公差±2°の

be within a tolerance of ±2° in relation to the lateral vertical

範囲内にあるものとする。フレキシブル下部レッグ フォームインパクタ

plane. The flexible lower legform impactor roll angle (rotation

の横揺れ角度（X 軸を中心とする回転）およびこれによるハニカムイン

around the X-axis) and therefore the roll angle of the honeycomb

パクタの横揺れ角度は、垂直縦断面に関して公差±2°の範囲内にあるも

impactor shall be within a tolerance of ±2° in relation to the

のと する。フレキシブル下部レッグフォームインパクタの偏揺れ角度（Z

longitudinal vertical plane. The flexible lower legform impactor yaw

軸を中心とする回転）およびこれによるハニカムインパクタの速度ベク

angle (rotation around the Z-axis) and therefore the yaw angle of

トルの偏揺れ角度は、公 差±2°の範囲内にあるものとする。

the velocity vector of the honeycomb impactor shall be within a
tolerance of ±2°
2.

Upper legform impactor certification

2.1.

The certified impactor may be used for a maximum of 20

2.

上部レッグフォームインパクタの認証

impacts before re-certification (this limit does not apply to

2.1. 認証済みインパクタは、再認証までに最大 20 回の衝撃に使用する

propulsion or guidance components). The impactor shall also be

ことができる（この制限は、推進ま たは誘導構成部品には適用されな

re-certified if more than one year has elapsed since the previous

い）。インパクタは、前回の認証から 1 年を超えて経過している場合、

certification or if any impactor transducer output, in any impact,

またはいずれかの衝撃において、インパクタに関するトランス デューサ

has exceeded the specified CAC.

ーのいずれかの出力が CAC 規定値を超えた場合にも、再認証するものと
する。

2.2.

Certification

2.2.1.

The foam flesh for the test impactor shall be stored for a

2.2. 認証

period of at least four hours in a controlled storage area with a

2.2.1.

試験インパクタ用の発泡材の肉は、認証のためにインパクタを

stabilized humidity of 35 ± 10 per cent and a stabilized temperature

取り出す前に、35±10％の安定し た湿度、および 20±2℃の安定した温

of 20 °C ± 2 °C prior to impactor removal for certification. The

度に管理された保管場所に、最低 4 時間保管するものとする。試験イン
パクタ自体は、衝突時に 20±2℃の温度を有する ものとする。試験イン
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test impactor itself shall have a temperature of 20 °C ± 2 °C at

パクタの温度公差は、試験に使用する前の少なくとも 4 時間のソーク期

the time of impact. The temperature tolerances for the test impactor

間後、相対湿度 40±30％で適用するものとする。

shall apply at a relative humidity of 40 ± 30 per cent after a soak
period of at least four hours prior to their application in a test.
2.2.2.

The test facility used for the certification test shall have

a stabilized humidity of 40 ± 30 per cent and a stabilized

2.2.2.

認証試験に使用する試験施設は、認証中、40±30％の安定湿度、

20±4℃の安定温度を有するものとする。

temperature of 20 °C ± 4 °C during certification.
2.2.3.

Each certification shall be completed within two hours of

when the impactor to be calibrated is removed from the controlled

2.2.3.

各認証は、キャリブレーション対象のインパクタを管理された

保管場所から取り出してから 2 時間以内に完了するものとする。

storage area.
2.2.4.

The relative humidity and temperature of the certification

area shall be measured at the time of certification, and recorded in

2.2.4.

認証場所の相対湿度および温度は、認証時に測定し、認証報告

書に記録するものとする。

the certification report.
2.3.

Requirements

2.3.1.

When the impactor is propelled into a stationary cylindrical

2.3. 要件

pendulum the peak force measured in each load transducer shall be

2.3.1.

インパクタを静止状態の円筒形振り子に押し込んだときに、各

not less than 1.20 kN and not more than 1.55 kN and the difference

荷重トランスデューサーで測定したピーク力は 1.20 kN 以上 1.55 kN 以

between the peak forces measured in the top and bottom load

下とし、最上位と最下位の荷重トランスデューサーで測定したピーク力

transducers shall not be more than 0.10 kN. Also, the peak bending

の差は 0.10 kN 以下とする。また、歪みゲージで測定したピーク曲げモ

moment measured by the strain gauges shall not be less than 190 Nm

ーメントは、中心位置で 190 Nm 以上 250 Nm 以下、外側の位置について

and not more than 250 Nm on the centre position and not less than

は 160 Nm 以上 220 Nm 以下とする。曲げモーメントの高いピーク値と低

160 Nm and not more than 220 Nm for the outer positions. The

いピーク値の差は 20 Nm 以下とする。

difference between the upper and lower peak bending moments shall
これらすべての値について、使 用される読み値は、停止フェーズのもの
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not be more than 20 Nm.

ではなく、振り子との最初の衝突時のものとする。インパクタまたは振

For all these values, the readings used shall be from the initial

り子を停止させるために使用するいかなるシステム も、停止フェーズが

impact with the pendulum and not from the arresting phase. Any system

最初の衝突の時間と重ならないように設定するものとする。停止システ

used to arrest the impactor or pendulum shall be so arranged that

ムは、トランスデューサーの出力が CAC 規定値を超える原因となら ない

the arresting phase does not overlap in time with the initial impact.

ものとする。

The arresting system shall not cause the transducer outputs to exceed
the specified CAC.
2.3.2.

The instrumentation response value CFC, as defined in ISO

2.3.2.

ISO 6487:2002 に定義されている測定装置応答値 CFC は、すべ

6487:2002, shall be 180 for all transducers. The CAC response values,

てのトランスデューサーについて 180 とする。ISO 6487:2002 に定義さ

as defined in ISO 6487:2002, shall be 10 kN for the force

れている CAC 応答値は、荷重トランスデューサーについては 10 kN、曲

transducers and 1,000 Nm for the bending moment measurements.

げモーメント測定については 1,000 Nm とする

2.4.

Test procedure

2.4. 試験手順

2.4.1.

The impactor shall be mounted to the propulsion and guidance

system, by a torque limiting joint. The torque limiting joint shall

2.4.1.

インパクタは、トルク制限継手で推進および誘導システムに取

be set so that the longitudinal axis of the front member is

り付けるものとする。トルク制限継手は、継手摩擦トルクを 675±25 Nm

perpendicular to the axis of the guidance system, with a tolerance

に設定し、±2°の公差で、前部部材の縦軸が誘導システムの軸に垂直に

of ±2°, with the joint friction torque set to 675 Nm ± 25 Nm. The

なるように設定するものとする。誘導システムは、低摩擦ガイドを備え

guidance system shall be fitted with low friction guides that allow

るものと し、これによって、インパクタは、振り子と接触したときに規

the impactor to move only in the specified direction of impact, when

定された衝撃方向に限り動く。

in contact with the pendulum.
2.4.2.

The impactor mass shall be adjusted to give a mass of 12 kg

2.4.2.

インパクタの質量は、12±0.1 kg の質量になるように調節する

± 0.1 kg, this mass includes those propulsion and guidance

ものとする。この質量は、衝突中には実質的にインパクタの一部となる

components which are effectively part of the impactor during impact.

推進および誘導構成部品を含む。

UN-R127-02

2.4.3.

（2016.6.18）

The centre of gravity of those parts of the impactor which

2.4.3.

取り付けられた追加質量を含め、実質的にトルク制限継手の前

are effectively forward of the torque limiting joint, including the

方にあるインパクタのこれらの部分の重心は、公差±10 mm で、インパ

extra masses fitted, shall lie on the longitudinal centreline of the

クタの縦中心線上にあるものとする。

impactor, with a tolerance of ±10 mm
2.4.4.

The impactor shall be certified with previously unused foam.

2.4.4.

インパクタは、これまで未使用の発泡材を使用して認証される

ものとする。
2.4.5.

The impactor foam shall not be excessively handled or

2.4.5.

インパクタの発泡材は、装備前、装備中または装備後に、過度

deformed before, during or after fitting.

に操作または変形させないものとする。

2.4.6.

2.4.6.

The impactor with the front member vertical shall be

propelled horizontally at a velocity of 7.1 m/s ± 0.1 m/s into the

前部部材を垂直にしたインパクタを、図 8 に示すとおり、

7.1±0.1 m/s の速度で、静止状態の振り子に水平に押し込むものとする。

stationary pendulum as shown in Figure 8.
2.4.7.

The pendulum tube shall have a mass of 3 kg ± 0.03 kg, a wall

2.4.7.

振り子チューブは質量 3±0.03 kg、壁厚 3±0.15 mm、外径 150

thickness of 3 mm ± 0.15 mm and an outside diameter of

mm+1 mm/-4mm とする。振り子チューブの全長は 275±25 mm とする。振

150 mm +1 mm/-4 mm. Total pendulum tube length shall be 275 mm ± 25

り子チューブは 2.0 μm を上回る外面仕上げを施した、冷間仕上げシー

mm. The pendulum tube shall be made from cold finished seamless steel

ムレス鋼製（腐食保護のために金属面のめっきは容認される）とする。

(metal surface plating is permissible for protection from corrosion),

少なくとも長さ 2.0 m で直径 1.5±0.2 mm の 2 本のワイヤロープで吊る

with an outer surface finish of better than 2.0 micrometer. It shall

すものとする。振り子の表面は汚れがなく乾燥しているものとする。振

be suspended on two wire ropes of 1.5 mm ± 0.2 mm diameter and of 2.0 m

り子チューブは、公差±2°で円筒の縦軸を前部部材に 垂直（すなわち

minimum length. The surface of the pendulum shall be clean and dry. The

水平）に、公差±2°でインパクタの移動方向に垂直に、かつ横方向の公

pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the

差が±5 mm、垂直方向の公差が±5 mm で、振り子チューブの中心をイン

cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a

パクタの前部部材の中心と一致させるように配置するものとする。

tolerance of ±2 , and to the direction of impactor motion, with a
tolerance of ±2 , and with the centre of the pendulum tube aligned with
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the centre of the impactor front member, with tolerances of ±5 mm
laterally and ±5 mm vertically.
3.

3.

Child and adult headform

3.1.

The certified impactors may be used for a maximum of 20

幼児および成人ヘッドフォーム

be

3.1. 認証済みインパクタは、再認証までに最大 20 回の衝撃に使用する

re-certified if more than one year has elapsed since the previous

ことができる。インパクタは、前回の認証から 1 年を超えて経過してい

certification or if the transducer output, in any impact, has

る場合、またはいずれかの衝撃において、トランスデューサーの出力が

exceeded the specified CAC.

CAC 規定値を超えた場合にも、再認証するものとする。

3.2.

Drop test

3.2. 落下試験

3.2.1.

When the headform impactors are dropped from a height of

impacts

before

re-certification.

The

impactors

shall

376 mm ± 1 mm in accordance with paragraph 3.3. below, the peak

3.2.1.

resultant acceleration measured by one triaxial (or three uniaxial)

mm から落下させたときに、1 台の 3 軸（または 3 台の単軸）加速度計で

accelerometer (accelerometers) in the headform impactor shall be:

測定したヘッドフォームインパクタの合成加速度のピーク値は以下とす

(a)

る：

For the child headform impactor not less than 245 g and not

more than 300 g;
(b)

For the adult headform impactor not less than 225 g and not

more than 275 g.

ヘッドフォームインパクタを下記 3.3 項に従って、高さ 376±1

(a)

幼児ヘッドフォームインパクタについては 245 g 以上 300 g 以下、

(b)

成人ヘッドフォームインパクタについては 225 g 以上 275 g 以下。

The acceleration time curve shall be uni-modal.
加速度時間曲線は単一モードとする。
3.2.2.

The instrumentation response values CFC and CAC for each

accelerometer shall be 1,000 Hz and 500 g respectively as defined

3.2.2.

各加速度計の測定装置応答値 CFC および CAC は、ISO 6487:2002

に定義されたとおり、それぞれ 1,000 Hz および 500 g とする。

in ISO 6487:2002
3.2.3.

The headform impactors shall have a temperature of 20 °C

3.2.3.

ヘッドフォームインパクタは、衝突時には 20±2℃の温度を有
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± 2 °C at the time of impact. The temperature tolerances shall apply

するものとする。温度公差は、試験に使用する前の少なくとも 4 時間の

at a relative humidity of 40 ± 30 per cent after a soak period of

ソーク期間後、相対湿度 40±30％で適用するものとする。

at least four hours prior to their application in a test.
3.3.

Test procedure

3.3.1.

The headform impactor shall be suspended from a drop rig as

shown in Figure 9.

3.3. 試験手順
3.3.1.

ヘッドフォームインパクタは、図 9 に示すとおり落下装置から

吊り下げるものとする。

3.3.2.

The headform impactor shall be dropped from the specified

3.3.2.

ヘッドフォームインパクタを、下記厚さ 50 mm 超、300×300 mm

height by means that ensure instant release onto a rigidly supported

四方超で、0.2 から 2.0 μm の表面仕上げが施された、汚れがなく乾燥

flat horizontal steel plate, over 50 mm thick and over 300 mm x 300

した表面を有し、しっかりと支えた平坦水平の鋼板の上に瞬時に放出で

mm square which has a clean dry surface and a surface finish of

きる方法によって、規定された高さから落下させるものとする。

between 0.2 and 2.0 micrometer.
3.3.3.

The headform impactor shall be dropped with the rear face

3.3.3.

インパクタの裏面を、下記図 9 に示すとおり垂直に対して、幼

of the impactor at the test angle specified in Annex 5, paragraph

児ヘッドフォームインパクタについては 附則 5、4.7 項、成人ヘッドフ

4.7. for the child headform impactor and in Annex 5, paragraph 5.7.

ォームインパクタについては附則 5、5.7 項に規定された試験角度にし

for the adult headform impactor with respect to the vertical as shown

て、ヘッドフォームインパクタを落下させるものとする。 ヘッドフォー

in Figure 9 below. The suspension of the headform impactor shall be

ムインパクタのサスペンションは、落下中にインパクタが回転しないよ

such that it does not rotate during the fall.

うなものとする。

3.3.4.

3.3.4.

The drop test shall be performed three times, with the

headform impactor rotated 120° around its symmetrical axis after

落下試験は 3 回実施するものとし、各試験後にヘッドフォーム

インパクタをその対称軸を中心に 120°回転させるものとする。

each test.
Figure 1

図 1：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：静的認証試験にお
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Flexible lower legform impactor: Requirement corridors of the femur

ける大腿骨および脛骨の要件に関するコリドー

and the tibia in the static certification test (see paragraph 1.2.2.
（本附則 1.2.2 項参照）

of this annex)
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Figure 2

図 2：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：静的認証試験にお

Flexible lower legform impactor: Requirement corridors for the knee

けるニージョイントの要件に関するコリドー

joint in the static certification test (see paragraph 1.2.3. of this
annex)

（本附則 1.2.3 項参照）
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Figure 3

図 3：フレキシブル下部レッグフォーム：静的認証試験における大腿骨

Flexible lower legform: Impactor test set-up for the femur in the

のインパクタ試験装置

static certification test (see paragraph 1.2.4. of this annex)
（本附則 1.2.4 項参照）

Figure 4

図 4：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：静的認証試験にお

Flexible lower legform impactor: Test set-up for the tibia in the

ける脛骨の試験装置

static certification test
(see paragraph 1.2.4. of this annex)

（本附則 1.2.4 項参照）
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Figure 5

図 5：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：静的認証試験にお

Flexible lower legform impactor: Test set-up for the knee joint in

けるニージョイントの試験装置

the static certification test (see paragraph 1.2.5. of this annex)
（本規則 1.2.5 項参照）
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Figure 6

図 6：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：下部レッグフォー

Flexible lower legform impactor: Test set-up for the dynamic lower

ムインパクタの動的認証試験の試験装置

legform impactor certification test (pendulum test, see paragraph
1.3.3.1. of this annex)

（振り子試験、本規則 1.3.3.1 項参照）
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Figure 7

図 7：フレキシブル下部レッグフォームインパクタ：下部レッグフォー

Flexible lower legform impactor: Test set-up for the dynamic lower

ムインパクタの動的認証試験の試験装置

legform impactor certification test (inverse test, see paragraph
1.4.3.1. of this annex)

（逆試験、本規則 1.4.3.1 項参照）
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図8：上部レッグフォームインパクタの動的認証試験の試験装置
Figure 8
Test set-up for dynamic upper legform impactor certification test

図 9：ヘッドフォームインパクタの動的生体忠実度試験の試験装置
Figure 9
Test set-up for dynamic headform impactor biofidelity test
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