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Regulation No. 134

協定規則第 134 号

Uniform provisions concerning the approval of category L with regard to

水素燃料車（HFCV）の安全関連性能に係わる自動車およびその構成部品の

specific requirements for the electric power train

認可に関する統一規定
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1. Scope

1. 適用範囲

This Regulation applies to:1

本規則は以下に適用する 1：

1

1

This Regulation does not cover the electrical safety of electric power train, the

電気パワートレーンの電気安全、車両燃料システムの材料適合性および水素

material compatibility and hydrogen embrittlement of the vehicle fuel system, and

脆化、ならびに全幅前面衝突および後面衝突の場合における衝突後燃料システ

the post crash fuel system integrity in the event of full width frontal impact and rear

ム完全性は、本規則の適用範囲に含まれない。

impact.
1.1. Part I - Compressed hydrogen storage systems for hydrogen-fuelled vehicles

1.1.

パート I − 水素燃料車用の圧縮水素貯蔵システムとその安全関連性能。

on their safety-related performance.
1.2. パート II − 水素燃料車用の圧縮水素貯蔵システムの固有構成部品とその
1.2. Part II - Specific components for compressed hydrogen storage systems for

安全関連性能。

hydrogenfuelled vehicles on their safety-related performance.
1.3. パート III − 圧縮水素貯蔵システムを内蔵するカテゴリーM および N2 の水
2

1.3. Part III - Hydrogenfuelled vehicles of category M and N incorporating
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compressed hydrogen storage system on its safety-related performance.
2

As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles

素燃料車とその安全関連性能。
2

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

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

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

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

定義による。

2. Definitions

2. 定義

For the purpose of this Regulation the following definitions apply:

本規則の目的のために、以下の定義が適用される。

2.1. "Burst disc" means the non-reclosing operating part of a pressure relief device

2.1. 「バーストディスク」とは、過圧防止安全装置の非再閉式作動部品であっ

which, when installed in the device, is designed to burst at a predetermined pressure

て、装置に取り付けられた際、所定の圧力で破裂して圧縮水素の放出を可能に

to permit the discharge of compressed hydrogen.

するように設計されたものを指す。

2.2. "Check valve" means a non-return valve that prevents reverse flow in the

2.2. 「逆流防止バルブ」とは、車両燃料ライン内の逆流を防止する逆止め弁を指

vehicle fuel line.

す。

2.3. "Compressed hydrogen storage system (CHSS)" means a system designed to

2.3. 「圧縮水素貯蔵システム（CHSS）」とは、水素燃料車用の水素燃料を貯蔵

store hydrogen fuel for a hydrogen-fuelled vehicle and composed of a pressurized

するように設計され、加圧容器および過圧防止安全装置（PRD）とともに貯蔵水

container, pressure relief devices (PRDs) and shut off device(s) that isolate the

素を燃料システムの他の部分および環境から分離する遮断装置により構成され

stored hydrogen from the remainder of the fuel system and its environment.

るシステムを指す。

2.4. "Container" (for hydrogen storage) means the component within the hydrogen

2.4. （水素貯蔵用）「容器」とは、水素燃料の主容量を貯蔵する水素貯蔵システ

storage system that stores the primary volume of hydrogen fuel.

ム内の構成部品を指す。

2.5. "Date of removal from service" means the date (month and year) specified for

2.5. 「使用の解除日」とは、使用の解除について指定された日付（年月日）を指

removal from service.

す。
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2.6. "Date of manufacture" (of a compressed hydrogen container) means the date

2.6. （圧縮水素容器の）「製造日」とは、製造過程で実施された保証圧力テスト

(month and year) of the proof pressure test carried out during manufacture.

の日付（年月日）を指す。

2.7. "Enclosed or semi-enclosed spaces" means the special volumes within the

2.7. 「閉鎖または半閉鎖スペース」 とは、水素システム（貯蔵システム、燃料電

vehicle (or the vehicle outline across openings) that are external to the hydrogen

池システムおよび燃料流量管理システム）とそのハウジング（備える場合）の外

system (storage system, fuel cell system and fuel flow management system) and its

部にある車両（または開口部にまた がる車両外形）内部の特別な体積であっ

housings (if any) where hydrogen may accumulate (and thereby pose a hazard), as it

て、客室、荷物室およびフード下側の空間のように、水素が蓄積する（かつ、それ

may occur in the passenger compartment, luggage compartment and space under the

により危険が生じる）可能性がある空 間を指す。

hood.
2.8. 「排気放出点」とは、車両から燃料電池のパージガスが放出される区域の
2.8. "Exhaust point of discharge" means the geometric centre of the area where fuel

幾何学的中心を指す。

cell purged gas is discharged from the vehicle.
2.9. 「燃料電池システム」とは、燃料電池スタック、空気処理システム、燃料流量
2.9. "Fuel cell system" means a system containing the fuel cell stack(s), air

制御システム、排気システム、熱管理システムおよび水管理システムを含むシス

processing system, fuel flow control system, exhaust system, thermal management

テムを指す。

system and water management system.
2.10. 「燃料充填レセプタクル」とは、燃料充填ステーションのノズルを車両に接
2.10. "Fuelling receptacle" means the equipment to which a fuelling station nozzle

続して燃料を車両に移送するための経路となる装置を指す。燃料充填レセプタク

attaches to the vehicle and through which fuel is transferred to the vehicle. The

ルは、燃料充填ポートに代わるものとして使用される。

fuelling receptacle is used as an alternative to a fuelling port.
2.11. "Hydrogen concentration" means the percentage of the hydrogen moles (or

2.11. 「水素濃度」とは、水素と空気の混合気中の水素モル数（すなわち分子数）

molecules) within the mixture of hydrogen and air (equivalent to the partial volume

の比率（水素ガスの分体積に相当）を指す。

of hydrogen gas).
2.12. 「水素燃料車」とは、燃料電池車および内燃エンジン車を含め、車両を推
2.12. "Hydrogen-fuelled vehicle" means any motor vehicle that uses compressed

進するための燃料として圧縮水素ガスを使用するすべての自動車を指す。乗用

gaseous hydrogen as a fuel to propel the vehicle, including fuel cell and internal

車用の水素燃料は、ISO 14687-2:2012 および SAE J2719:（2011 年 9 月改訂版）
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combustion engine vehicles. Hydrogen fuel for passenger vehicles is specified in

に規定されている。

ISO 14687-2: 2012 and SAE J2719: (September 2011 Revision).
2.13. 「荷物室」とは、ルーフ、フード、フロア、サイドウォールで囲まれ、前部隔
2.13. "Luggage compartment" means the space in the vehicle for luggage and/or

壁または後部隔壁によって客室と隔てられた、荷物および／または物品収容の

goods accommodation, bounded by the roof, hood, floor, side walls, being separated

ための車両内のスペースを指す。

from the passenger compartment by the front bulkhead or the rear bulkhead.
2.14. "Manufacturer" means the person or body responsible to the approval
authority for all aspects of the type approval process and for ensuring conformity of

2.14. 「メーカー」とは、型式認可プロセスのすべての側面および生産の適合性

production. It is not essential that the person or body is directly involved in all

の確保について認可当局に対し責任を負う個人または団体を指す。その個人ま

stages of the construction of the vehicle, system or component which is the subject

たは団体が認可プロセスの対象である車両、システムまたは構成部品の製造の

of the approval process.

全段階に直接的に関与していることは必須要件ではない。

2.15. "Maximum allowable working pressure (MAWP)" means the highest gauge

2.15. 「最大許容使用圧力（MAWP）」とは、通常の動作条件下で圧力容器また

pressure to which a pressure container or storage system is permitted to operate

は貯蔵システムを使用することが許される上限のゲージ圧を指す。

under normal operating conditions.
2.16. "Maximum fuelling pressure (MFP)" means the maximum pressure applied to

2.16. 「最大燃料充填圧力（MFP）」とは、圧縮されたシステムに対して燃料充填

compressed system during fuelling. The maximum fuelling pressure is 125 per cent

中に印加される最大圧力を指す。最大燃料充填圧力は、公称使用圧力の 125％

of the Nominal Working Pressure.

である。

2.17. "Nominal working pressure (NWP)" means the gauge pressure that

2.17. 「公称使用圧力（NWP）」とは、システムの典型的動作を特徴づけるゲージ

characterizes typical operation of a system. For compressed hydrogen gas

圧を指す。圧縮水素ガス容器の場合、NWP は、15℃の均一温度における完全

containers, NWP is the settled pressure of compressed gas in fully fuelled container

に燃料充填された容器または貯蔵システム内の圧縮ガスの安定圧力である。

or storage system at a uniform temperature of 15 deg. C.
2.18. 「過圧防止安全装置（PRD）」とは、規定された性能条件の下での作動時
2.18. "Pressure relief device (PRD)" means a device that, when activated under

において、加圧されたシステムから水素を放出し、それによりシステムの故障を
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specified performance conditions, is used to release hydrogen from a pressurized

防止するための装置を指す。

system and thereby prevent failure of the system.
2.19. 「破裂」または「バースト」は、いずれも内圧の力によって突然激しく破砕
2.19. "Rupture" or "burst" both mean to come apart suddenly and violently, break

し、破壊して開き、または砕け散ることを指す。

open or fly into pieces due to the force of internal pressure.
2.20. 「安全リリーフバルブ」とは、既定の圧力レベルで開き、かつ再閉可能な過
2.20. "Safety relief valve" means a pressure relief device that opens at a preset

圧防止安全装置を指す。

pressure level and can re-close.
2.21. "Service life" (of a compressed hydrogen container) means the time frame

2.21. （圧縮水素容器の）「使用寿命」とは、使用（サービス）の公認期間を指す。

during which service (usage) is authorized.
2.22. 「シャットオフバルブ」とは、貯蔵容器と車両燃料システムの間にあって、自
2.22. "Shut-off valve" means a valve between the storage container and the vehicle

動的に作動可能であり、動力源に接続していない時に標準状態の「閉」位置にな

fuel system that can be automatically activated; which defaults to the "closed"

るバルブを指す。

position when not connected to a power source.
2.23. 「単一故障」とは、単一の事象によって生じる故障を指し、この故障に起因
2.23. "Single failure" means a failure caused by a single event, including any

するすべての派生的故障を含む。

consequential failures resulting from this failure.
2.24. 「熱作動式過圧防止安全装置（TPRD）」とは、温度により作動して開き、水
2.24. "Thermally-activated pressure relief device (TPRD)" means a non- reclosing

素ガスを放出する、非再閉式 PRD を指す。

PRD that is activated by temperature to open and release hydrogen gas.
2.25. 「水素貯蔵システムの型式」とは、以下のような本質的な特徴において大
2.25. "Type of hydrogen storage system" means an assembly of components which

きな違いがない構成部品のアッセンブリを指す：

do not differ significantly in such essential aspects as:
(a)メーカーの商号または商標、
(a) The manufacturer's trade name or mark;
(b)貯蔵水素燃料の状態（圧縮ガス）、
(b) The state of stored hydrogen fuel; compressed gas;
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(c) The nominal working pressure (NWP);

(c)公称使用圧力（NWP）、

(d) The structure, materials, capacity and physical dimensions of the container; and

(d)容器の構造、材料、容量および物理的寸法、ならびに

(e) The structure, materials and essential characteristics of TPRD, check valve and

(e)TPRD、逆流防止バルブおよびシャットオフバルブ（備える場合）の構造、材料

shut-off valve, if any.

および本質的な特性。

2.26. "Type of specific components of hydrogen storage system" means a

2.26. 「水素貯蔵システムの固有構成部品の型式」とは、以下のような本質的な

component or an assembly of components which do not differ significantly in such

特徴において大きな違いがない 1 個の構成部品または構成部品のアッセンブリ

essential aspects as:

を指す：

(a) The manufacturer's trade name or mark;

(a)メーカーの商号または商標、

(b) The state of stored hydrogen fuel; compressed gas;

(b)貯蔵水素燃料の状態（圧縮ガス）、

(c) The sort of component: (T)PRD, check-valve or shut-off valve; and

(c)構成部品の種類：(T)PRD、逆流防止バルブまたはシャットオフバルブ、ならび
に

(d) The structure, materials and essential characteristics.
(d)構造、材料および本質的な特性。
2.27. "Vehicle type" with regard to hydrogen safety means vehicles which do not
differ in such essential aspects as:

2.27. 水素安全に関する「車両型式」とは、以下のような本質的な特徴において
違いがない車両を指す：

(a) The manufacturer's trade name or mark; and
(a)メーカーの商号または商標、ならびに
(b) The basic configuration and main characteristics of the vehicle fuel system.
(b)車両燃料システムの基本構成および主要な特性。
2.28. "Vehicle fuel system" means an assembly of components used to store or
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supply hydrogen fuel to a fuel cell (FC) or internal combustion engine (ICE).

2.28. 「車両燃料システム」とは、燃料電池（FC）または内燃エンジン（ICE）に水
素燃料を貯蔵または供給するための構成部品のアッセンブリを指す。

3. Application for approval

3. 認可申請

3.1. Part I: Application for approval of a type of the compressed hydrogen storage

3.1. パート I：圧縮水素貯蔵システムの型式認可申請。

system.
3.1.1. 水素貯蔵システムの型式認可申請は、水素貯蔵システムのメーカーまた
3.1.1. The application for approval of a type of hydrogen storage system shall be

はその公認代理人が提出するものとする。

submitted by the manufacturer of the hydrogen storage system or by their authorized
representative.

3.1.2. 資料文書のモデルを附則 1、第 1 部−I に示す。

3.1.2. A model of information document is shown in Annex 1, Part 1-I.

3.1.3. 認可テストを実施する技術機関に対し、認可を受ける型式を代表する十
分な数の水素貯蔵システムを提出するものとする。

3.1.3. A sufficient number of hydrogen storage systems representatives of the type
to be approved shall be submitted to the Technical Service conducting the approval
tests.
3.2. Part II: Application for approval of a type of specific component for

3.2. パート II：圧縮水素貯蔵システム用の固有構成部品の型式認可申請。

compressed hydrogen storage system.
3.2.1. 固有構成部品の型式認可申請は、当該の固有構成部品のメーカーまた
3.2.1. The application for approval of a type of specific component shall be

はその公認代理人が提出するものとする。

submitted by the manufacturer of the specific component or by their authorized
representative.

3.2.2. 資料文書のモデルを附則 1、第 1 部−II に示す。

3.2.2. A model of information document is shown in Annex 1, Part 1-II.

3.2.3. 認可テストを実施する技術機関に対し、認可を受ける型式を代表する水
素貯蔵システムの十分な数の固有構成部品を提出するものとする。

3.2.3. A sufficient number of specific components of hydrogen storage system
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representatives of the type to be approved shall be submitted to the Technical
Service conducting the approval tests.
3.3. Part III: Application for approval of a vehicle type.

3.3. パート III：車両型式の認可申請。

3.3.1. The application for approval of a vehicle type shall be submitted by the

3.3.1. 車両型式の認可申請は、車両メーカーまたはその公認代理人が提出す

vehicle manufacturer or by their authorized representative.

るものとする。

3.3.2. A model of information document is shown in Annex 1, Part 1- III.

3.3.2. 資料文書のモデルを附則 1、第 1 部−III に示す。

3.3.3. A sufficient number of vehicles representatives of the type to be approved

3.3.3. 認可テストを実施する技術機関に対し、認可を受ける型式を代表する十

shall be submitted to the Technical Service conducting the approval tests.

分な数の車両を提出するものとする。

4. Approval

4. 認可

4.1. Granting of type approval.

4.1. 型式認可の付与。

4.1.1. Approval of a type of compressed hydrogen storage system.

4.1.1. 圧縮水素貯蔵システムの型式認可。

If the hydrogen storage system submitted for approval pursuant to this Regulation

本規則に従って認可のために提出された水素貯蔵システムが下記パート I の要

meets the requirements of Part I below, approval of that type of hydrogen storage

件を満たす場合、その水素貯蔵システムの型式認可が付与されるものとする。

system shall be granted.
4.1.2. Approval of a type of specific component for the compressed hydrogen
storage system.

4.1.2. 圧縮水素貯蔵システム用の固有構成部品の型式認可。

If the specific component submitted for approval pursuant to this Regulation meets

本規則に従って認可のために提出された固有構成部品が下記パート II の要件

the requirements of Part II below, approval of that type of specific component shall

を満たす場合、その固有構成部品の型式認可が付与されるものとする。
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be granted.

4.1.3. 車両型式の認可。

4.1.3. Approval of a vehicle type.

本規則に従って認可のために提出された車両が下記パート III の要件を満たす
場合、その車両型式の認可が付与されるものとする。

If the vehicle submitted for approval pursuant to this Regulation meets the
requirements of Part III below, approval of that vehicle type shall be granted.
4.2. An approval number shall be assigned to each type approved. Its first two digits

4.2. 認可番号は、認可された型式毎に割り当てるものとする。認可番号の最

(at present 00 for the Regulation in its form) shall indicate the series of amendments

初の 2 桁（現在は本規則の版に対応する「00」）は、本規則に加えられた主

incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation

要な技術的修正に関して、認可を行う時点における最新の改訂版を示すもの

at the time of issue of the approval. The same Contracting Party shall not assign the

とする。同一締約国において、異なる車両型式に対して同一の番号を割り当

same number to another vehicle type.

ててはならないものとする。

4.3. Notice of approval or of refusal or of extension or withdrawal of approval or

4.3. 本規則による車両型式の認可付与、認可拡大、認可拒否、認可取消又は

production definitively discontinued of a vehicle type pursuant to this Regulation

生産中止の通知は、本規則の附則 1 の第 1 部又は 2 の該当する方の様式によ

shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation, by

り、本規則を適用する他の協定締約国に対して行うものとする。

means of a form conforming to the model in Annex 1, Part 1 or 2 as appropriate to
this Regulation.
4.4. There shall be affixed, conspicuously and in a readily accessible place specified

4.4. 本規則に基づき認可された型式に適合するすべての車両、水素貯蔵システ

on the approval form, to every vehicle or REESS or separate technical unit

ムまたは固有構成部品に対し、目立つように、かつ認可書で指定された近寄り

conforming to a type approved under this Regulation an international approval mark

やすい場所に、附則 2 で後述のモデルに適合する下記の国際認可マークを貼付

consisting of:

するものとする：

4.4.1. A circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of

4.4.1. 文字「E」及びその後に認可を付与した国の識別番号を記載し、その

the country which has granted approval3.

全体を円で囲む 3。

3

3

The distinguishing numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are

reproduced in Annex 3 to Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles
(R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3

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、

文書 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 に再録されている。
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4.4.2. The number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash and the

4.4.2.

approval number to the right of the circle described in paragraph 4.4.1.

し、ダッシュを入れて認可番号を続ける。

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

4.5. 本規則に基づき認可を付与した国において、当該車両が本協定に付属す

Regulations, annexed to the Agreement, in the country which has granted approval

る他の 1 つ以上の規則の下で認可された車両型式に適合する場合、4.4.1 項

under this Regulation, the symbol prescribed in paragraph 4.4.1. needs not be

に規定す る記号を繰り返す必要はない。その場合には、規則番号および認

repeated; in such a case, the Regulation and approval numbers and the additional

可番号とともに追加記号を上記 4.4.1 項に規定する記号の右側に縦に並べて

symbols shall be placed in vertical columns to the right of the symbol prescribed in

記載するものと する。

4.4.1 項に規定する円の右側に本規則の番号および文字「R」を記載

paragraph 4.4.1. above.
4.6. The approval mark shall be clearly legible and shall be indelible.

4.6. 認可マークは、明確に判読でき、かつ、消去できないものとする。

4.6.1. In the case of a vehicle, the approval mark shall be placed on or close to or on

4.6.1. 車両の場合、認可マークは、メーカーが貼付する車両データプレート

the vehicle data plate.

上又はその近くに配置するものとする。

4.6.2. In the case of a hydrogen storage system, the approval mark shall be placed

4.6.2. 水素貯蔵システムの場合、認可マークは、その容器上に配置するものと

on the container.

する。

4.6.3. In the case of a specific component, the approval mark shall be placed on the

4.6.3. 固有構成部品の場合、認可マークは、その固有構成部品上に配置するも

specific component.

のとする。

5. Part I - Specifications of the compressed hydrogen storage system

5. パート I − 圧縮水素貯蔵システムの仕様

This part specifies the requirements for the compressed hydrogen storage system.

本パートは、圧縮水素貯蔵システムに関する要件を規定する。水素貯蔵システ

The hydrogen storage system consists of the high pressure storage container and

ムは、高圧貯蔵容器およびその高圧貯蔵容器の開口部のための主閉鎖装置か

primary closure devices for openings into the high pressure storage container.

らなる。図 1 は、加圧容器、3 つの閉鎖装置およびその継手からなる典型的な圧

Figure 1 shows a typical compressed hydrogen storage system consisting of a

縮水素貯蔵システムを示す。閉鎖装置は以下の機能を備えるものとし、それらの

pressurized container, three closure devices and their fittings. The closure devices

機能を組み合わせることができる：

shall include the following functions, which may be combined:
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(a) TPRD;

(a) TPRD、

(b) Check valve that prevents reverse flow to the fill line; and

(b) 充填ラインへの逆流を防ぐ逆流防止バルブ、および

(c) Automatic shut-off valve that can close to prevent flow from the container to

(c) 容器から燃料電池または内燃エンジンへの流れを止めるために閉じること

the fuel cell or internal combustion engine. Any shut-off valve, and TPRD that form

ができる自動シャットオフバルブ。貯蔵容器からの流れの主閉鎖部を形成するシ

the primary closure of flow from the storage container shall be mounted directly on

ャットオ フバルブおよび TPRD を各容器上またはその内部に直接取り付けるも

or within each container. At least one component with a check valve function shall

のとする。逆流防止バルブ機能を有する少なくとも 1 つの構成部品を各容器上ま

be mounted directly on or within each container.

たはその 内部に直接取り付けるものとする。

Figure 1: Typical compressed hydrogen storage system

図 1：典型的な圧縮水素貯蔵システム

All new compressed hydrogen storage systems produced for on-road vehicle service

オンロード車サービス用に生産されるすべての新しい圧縮水素貯蔵システムは、

shall have a NWP of 70 MPa or less and a service life of 15 years or less, and be

NWP が 70 MPa 以下、使用寿命が 15 年以下であり、5 項の要件を満たすことが

capable of satisfying the requirements of paragraph 5.

できるものとする。

The hydrogen storage system shall meet the performance test requirements specified

水素貯蔵システムは、本項に規定された性能テスト要件を満たすものとする。オ

in this paragraph. The qualification requirements for on-road service are:
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ンロードサービスに関する認定要件は次の通りである：

5.1. Verification tests for baseline metrics

5.1. 基準尺度の検証テスト

5.2. Verification test for performance durability (hydraulic sequential tests)

5.2. 性能耐久性の検証テスト（液圧逐次テスト）

5.3. Verification test for expected on-road system performance (pneumatic

5.3. 予想オンロードシステム性能の検証テスト（空気圧逐次テスト）

sequential tests)
5.4. 火炎中でのサービス停止システム性能の検証テスト
5.4. Verification test for service terminating system performance in Fire
5.5. Verification test for performance durability of primary closures.

5.5. 主閉鎖部に関する性能耐久性の検証テスト。

The test elements within these performance requirements are summarized in Table

これらの性能要件内のテスト要素を表 1 に要約する。対応するテスト手順は附則

1. The corresponding test procedures are specified in Annex 3.

3 に規定されている。

Table 1: Overview of performance requirements

表 1：性能要件の概要

5.1.

Verification tests for baseline metrics

5.1.

基準尺度の検証テスト

5.1.1.

Baseline initial burst pressure

5.1.1.

基準初期破裂圧力

5.1.2.

Baseline initial pressure cycle life

5.1.2.

基準初期圧力サイクル寿命

5.2.

Verification test for performance durability (sequential hydraulic tests) 5.2.

性能耐久性の検証テスト（逐次液圧テスト）

5.2.1.

Proof pressure test

5.2.1.

保証圧力テスト

5.2.2.

Drop (impact) test

5.2.2.

落下（衝撃）テスト
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5.2.3.

Surface damage

5.2.3.

表面損傷

5.2.4.

Chemical exposure and ambient temperature pressure cycling tests

5.2.4.

化学薬品曝露および周囲温度圧力サイクルテスト

5.2.5.

High temperature static pressure test

5.2.5.

高温静圧テスト

5.2.6.

Extreme temperature pressure cycling

5.2.6.

極限温度圧力サイクル

5.2.7.

Residual proof pressure test

5.2.7.

残留保証圧力テスト

5.2.8.

Residual strength Burst Test

5.2.8.

残留強度破裂テスト

Verification test for expected on-road performance (sequential

5.3.

予想オンロード性能の検証テスト（逐次空気圧テスト）

pneumatic tests)

5.3.1.

保証圧力テスト

Proof pressure test

5.3.2.

周囲温度および極限温度ガス圧サイクルテスト（空気圧）

Ambient and extreme temperature gas pressure cycling test

5.3.3.

極限温度静ガス圧漏洩／透過テスト（空気圧）

5.3.4.

残留保証圧力テスト

5.3.5.

残留強度破裂テスト（液圧）

5.4.

火炎中でのサービス停止性能の検証テスト

5.5.

主閉鎖装置に関する要件

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

(pneumatic)
Extreme temperature static gas pressure leak/permeation test
(pneumatic)

5.3.4.

Residual proof pressure test

5.3.5.

Residual strength burst test (hydraulic)

5.4.

Verification test for service terminating performance in fire

5.5.

Requirements for primary closure devices

5.1. Verification tests for baseline metrics

5.1. 基準尺度の検証テスト

5.1.1. Baseline initial burst pressure

5.1.1. 基準初期破裂圧力

UN-R134-00-S02

（2017.2.9）

Three (3) containers shall be hydraulically pressurized until burst. The manufacturer

3 個の容器に液圧を加え、破裂するまで加圧する。メーカーは、新しい貯蔵容器

shall supply documentation (measurements and statistical analyses) that establish

の中点破裂圧力 BPO を確定する文書（測定値および統計解析）を提供するもの

the midpoint burst pressure of new storage containers, BPO.

とする。

All containers tested shall have a burst pressure within +/-10 per cent of BPO and

テスト対象のすべての容器は、破裂圧力が BPO の±10％以内であり、かつ 225％

greater than or equal to a minimum BPmin of 225 per cent NWP.

NWP の最小値 BPmin 以上であるものとする。

In addition, containers having glass-fibre composite as a primary constituent to have

さらに、主成分としてガラス繊維複合材を有する容器は、350％NWP より大きい

a minimum burst pressure greater than 350 per cent NWP.

最小破裂圧力を有するものとする。

5.1.2. Baseline initial pressure cycle life

5.1.2. 基準初期圧力サイクル寿命

Three (3) containers shall be hydraulically pressure cycled at 20 (+/-5) deg. C to 125

3 個の容器に対し、20（±5）℃で破裂なしに 125％NWP（+2/-0 MPa）まで 22,000

per cent NWP (+2/-0 MPa) without rupture for 22,000 cycles or until a leak occurs.

サイクル、または漏洩が生じるまでの間、液圧による圧力サイクルを加えるもの

Leakage shall not occur within 11,000 cycles for a 15-year service life.

とする。15 年の使用寿命に相当する 11,000 サイクル以内に漏出が発生しないも
のとする。

5.2. Verification tests for performance durability (Hydraulic sequential tests)

5.2. 性能耐久性の検証テスト（液圧逐次テスト）

If all three pressure cycle life measurements made in paragraph 5.1.2. are greater

5.1.2 項で行った 3 回の圧力サイクル寿命測定の値がすべて 11,000 サイクルより

than 11,000 cycles, or if they are all within +/- 25 per cent of each other, then only

大きいか、または互いに±25％の範囲内であれば、5.2 項で 1 個の容器のみをテ

one (1) container is tested in paragraph 5.2. Otherwise, three (3) containers are

ストする。他の場合には、5.2 項で 3 個の容器をテストする。

tested in paragraph 5.2.
図 2 に示す以下のテストシーケンスを単一システムに対して連続的に適用し、そ
A hydrogen storage container shall not leak during the following sequence of tests,

の過程で水素貯蔵容器に漏洩が生じないものとする。水素貯蔵システムに関す

which are applied in series to a single system and which are illustrated in Figure 2.

る当該テスト手順の詳細を附則 3、3 項に示す。

Specifics of applicable test procedures for the hydrogen storage system are provided
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in Annex 3, paragraph 3.

図 2：性能耐久性の検証テスト（液圧）

Figure 2: Verification test for performance durability (hydraulic)

5.2.1. Proof pressure test

5.2.1. 保証圧力テスト

A storage container is pressurized to 150 per cent NWP (+2/-0 MPa) and held for at

貯蔵容器を 150％NWP（+2/-0 MPa）まで加圧し、少なくとも 30 秒間保持する（附

least 30 sec (Annex 3, paragraph 3.1. test procedure).

則 3、3.1 項のテスト手順）。

5.2.2. Drop (impact) test

5.2.2. 落下（衝撃）テスト

The storage container is dropped at several impact angles (Annex 3, paragraph 3.2.

いくつかの衝撃角度で貯蔵容器を落下させる（附則 3、3.2 項のテスト手順）。

test procedure).
5.2.3. 表面損傷テスト
5.2.3. Surface damage test
貯蔵容器に表面損傷を与える（附則 3、3.3 項のテスト手順）。
The storage container is subjected to surface damage (Annex 3, paragraph 3.3. test
procedure).

5.2.4. 化学薬品曝露および周囲温度圧力サイクルテスト
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5.2.4. Chemical exposure and ambient-temperature pressure cycling test

貯蔵容器をオンロード環境内に存在する化学薬品に曝露し、20（±5）℃で 125％
NWP（+2/-0 MPa）まで 60％サイクル数の圧力サイクルを加える（附則 3、3.4 項の

The storage container is exposed to chemicals found in the on-road environment and

テスト手順）。最後の 10 サイクルの前に化学薬品曝露を打ち切り、その後は

pressure cycled to 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) at 20 (+/-5) deg. C for 60 per cent

150％NWP（+2/-0 MPa）で実施する。

number of Cycles pressure cycles (Annex 3, paragraph 3.4. test procedure).
Chemical exposure is discontinued before the last 10 cycles, which are conducted to
150 per cent NWP (+2/-0 MPa).
5.2.5. High temperature static pressure test.

5.2.5. 高温静圧テスト。

The storage container is pressurized to 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) at >85 deg.

貯蔵容器を≧85℃で少なくとも 1,000 時間、125％NWP（+2/-0 MPa）まで加圧す

C for at least 1,000 hours (Annex 3, paragraph 3.5. test procedure).

る（附則 3、3.5 項のテスト手順）。

5.2.6. Extreme temperature pressure cycling.

5.2.6. 極限温度圧力サイクル。

The storage container is pressure cycled at < -40 deg. C to 80 per cent NWP (+2/-0

貯蔵容器に対し、20％サイクル数については≦-40℃で 80％NWP（+2/-0 MPa）ま

MPa) for 20 per cent number of Cycles and at > +85 deg. C and 95 (+/-2) per cent

で、また 20％サイクル数については≧+85℃および相対湿度 95（±2）％で 125％

relative humidity to 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) for 20 per cent number of

NWP（+2/-0 MPa）まで圧力サイクルを加える（附則 3、2.2 項のテスト手順）。

Cycles (Annex 3, paragraph 2.2. test procedure).
5.2.7. 液圧残留圧力テスト。貯蔵容器を 180％NWP（+2/-0 MPa）まで加圧し、破
5.2.7. Hydraulic residual pressure test. The storage container is pressurized to 180

裂なしに少なくとも 4 分間保持する（附則 3、3.1 項のテスト手順）。

per cent NWP (+2/-0 MPa) and held at least 4 minutes without burst (Annex 3,
paragraph 3.1. test procedure).

5.2.8. 残留破裂強度テスト

5.2.8. Residual burst strength test

貯蔵容器に対して液圧破裂テストを行い、破裂圧力が 5.1.1 項で求める基準初期
破裂圧力（BPO）の少なくとも 80％であることを確認する（附則 3、2.1 項のテスト手

The storage container undergoes a hydraulic burst test to verify that the burst
pressure is at least 80 per cent of the baseline initial burst pressure (BPO) determined

順）。
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in paragraph 5.1.1. (Annex 3, paragraph 2.1. test procedure).
5.3. Verification test for expected on-road performance (Pneumatic sequential

5.3. 予想オンロード性能の検証テスト（空気圧逐次テスト）

tests)
図 3 に示す以下のテストシーケンスの過程で、水素貯蔵システムに漏洩が生じな
A hydrogen storage system shall not leak during the following sequence of tests,

いものとする。水素貯蔵システムに関する当該テスト手順の詳細を附則 3 に示

which are illustrated in Figure 3. Specifics of applicable test procedures for the

す。

hydrogen storage system are provided in Annex 3.
図 3：予想オンロード性能の検証テスト（空気圧／液圧）
Figure 3: Verification test for expected on-road performance (pneumatic/hydraulic)

5.3.1. Proof pressure test

5.3.1. 保証圧力テスト

A system is pressurized to 150 per cent NWP (+2/-0 MPa) for at least 30 seconds

システムを 150％NWP（+2/-0 MPa）まで少なくとも 30 秒間加圧する（附則 3、3.1

(Annex 3, paragraph 3.1. test procedure). A storage container that has undergone a

項のテスト手順）。製造中に保証圧力テストを受けた貯蔵容器は、このテストから

proof pressure test in manufacture may be exempted from this test.

適用除外してもよい。

5.3.2. Ambient and extreme temperature gas pressure cycling test

5.3.2. 周囲温度および極限温度ガス圧サイクルテスト
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The system is pressure cycled using hydrogen gas for 500 cycles (Annex 3,

水素ガスを使用し、システムに 500 サイクルの圧力サイクルを加える（附則 3、4.1

paragraph 4.1. test procedure).

項のテスト手順）。

(a) The pressure cycles are divided into two groups: Half of the cycles (250) are

(a) 圧力サイクルを 2 つのグループに分割する：図 3 に示すように、半分のサイ

performed before exposure to static pressure (paragraph 5.3.3.) and the remaining

クル（250）は静圧への曝露（5.3.3 項）の前に実行し、残りの半分のサイクル

half of the cycles (250) are performed after the initial exposure to static pressure

（250）は静圧への初期曝露（5.3.3 項）の後に実行する。

(paragraph 5.3.3.) as illustrated in Figure 3;
(b) 圧力サイクルの最初のグループにおいて、25 サイクルは≦-40℃で 80％
(b) The first group of pressure cycling, 25 cycles are performed to 80 per cent

NWP（+2/-0 MPa）まで、次の 25 サイクルは≧+50℃および相対湿度 95（±2）％で

NWP (+2/-0 MPa) at < -40 deg. C, then 25 cycles to 125 per cent NWP (+2/-0 MPa)

125％NWP（+2/-0 MPa）まで、残りの 200 サイクルは 20（±5）℃で 125％NWP

at > +50 deg. C and 95 (+/-2) per cent relative humidity, and the remaining 200

（+2/-0 MPa）まで実行する。

cycles to 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) at 20 (+/- 5) deg. C;
圧力サイクルの 2 番目のグルー プにおいて、25 サイクルは≧+50℃および相対
The second group of pressure cycling, 25 cycles are performed to 125 per cent NWP

湿度 95（±2）％で 125％NWP（+2/-0 MPa）まで、次の 25 サイクルは≦-40℃で

(+2/-0 MPa) at > +50 deg. C and 95 (+/-2) per cent relative humidity, then 25 cycles

80％NWP（+2/-0 MPa）まで、残りの 200 サイクルは 20（±5）℃で 125％NWP

to 80 per cent NWP (+2/-0 MPa) at < -40 deg. C, and the remaining 200 cycles to

（+2/-0 MPa）まで実行する。

125 per cent NWP (+2/-0 MPa) at 20 (+/- 5) deg. C.
(c) 水素ガス燃料温度は≦-40℃である。
(c) The hydrogen gas fuel temperature is < -40 deg. C;
(d) 250 圧力サイクルの最初のグループの過程で、5 サイクルは≦-40℃でのシ
(d) During the first group of 250 pressure cycles, five cycles are performed with

ステムの温度平衡後に温度+20（±5）℃の燃料を使用して実行し、5 サイクルは温

fuel having a temperature of +20 (+/-5) deg. C after temperature equilibration of the

度≦-40℃の燃料を使用して実行し、5 サイクルは≧+50℃および相対湿度 95％

system at < -40 deg. C; five cycles are performed with fuel having a temperature of

でのシステムの温度平衡後に温度≦-40℃の燃料を使用して実行する。

< -40 deg. C; and five cycles are performed with fuel having a temperature of < -40
deg. C after temperature equilibration of the system at > +50 deg. C and 95 per cent

(e) 50 圧力サイクルはメンテナンス時の燃料除去速度以上の燃料除去速度によ

relative humidity;

って実行する。
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(e) Fifty pressure cycles are performed using a de-fuelling rate greater than or

5.3.3.

equal to the maintenance de-fuelling rate.
極限温度静圧漏洩／透過テスト。
5.3.3 Extreme temperature static pressure leak/permeation test.
(a) 5.3.2 項における 250 空気圧サイクルの各グループの後でテストを実行する。
(a) The test is performed after each group of 250 pneumatic pressure cycles in
paragraph 5.3.2.;

(b) 圧縮水素貯蔵システムからの最大許容水素放出量は貯蔵システムの水容
量に対して 46 ml/hr/l である（附則 3、4.2 項のテスト手順）。

(b) The maximum allowable hydrogen discharge from the compressed hydrogen
storage system is 46 ml/hr/l water capacity of the storage system. (Annex 3,

(c) 透過レートの測定値が 0.005 mg／秒（3.6 Nml／分）より大きい場合、局所漏

paragraph 4.2. test procedure);

洩テストを実行して、局所的な外部漏出のいずれの点も 0.005 mg／秒（3.6 Nml
／分）を超えないことを確認する（附則 3、4.3 項のテスト手順）。

(c) If the measured permeation rate is greater than 0.005 mg/sec (3.6 Nml/min), a
localized leak test is performed to ensure no point of localized external leakage is
greater than 0.005 mg/sec (3.6 Nml/min) (Annex 3, paragraph 4.3. test procedure).

5.3.4. 残留保証圧力テスト（液圧）
貯蔵容器を 180％NWP（+2/-0 MPa）まで加圧し、破裂なしに少なくとも 4 分間保

5.3.4. Residual proof pressure test (hydraulic)

持する（附則 3、3.1 項のテスト手順）。

The storage container is pressurized to 180 per cent NWP (+2/-0 MPa) and held at

5.3.5. 残留強度破裂テスト（液圧）

least 4 minutes without burst (Annex 3, paragraph 3.1. test procedure).
5.3.5. Residual strength burst test (hydraulic)

貯蔵容器に対して液圧破裂を行い、破裂圧力が 5.1.1 項で求める基準初期破裂
圧力（BPO）の少なくとも 80％であることを確認する（附則 3、2.1 項のテスト手
順）。

The storage container undergoes a hydraulic burst to verify that the burst pressure is
at least 80 per cent of the baseline initial burst pressure (BPO) determined in
paragraph 5.1.1. (Annex 3, paragraph 2.1. test procedure).
5.4. Verification test for service terminating performance in fire

5.4. 火炎中でのサービス停止性能の検証テスト
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This section describes the fire test with compressed hydrogen as the test gas.

本項では、圧縮水素をテスト用ガスとする火炎テストについて説明する。代替テ

Compressed air may be used as an alternative test gas.

スト用ガスとして圧縮空気を使用してもよい。

A hydrogen storage system is pressurized to NWP and exposed to fire (Annex 3,

水素貯蔵システムを NWP まで加圧し、火炎に曝露する（附則 3、5.1 項のテスト

paragraph 5.1. test procedure). A temperature-activated pressure relief device shall

手順）。温度作動式の過圧防止安全装置が破裂なしに制御された形で内部のガ

release the contained gases in a controlled manner without rupture.

スを放出するものとする。

5.5. Requirements for primary closure devices

5.5. 主閉鎖装置に関する要件

The primary closure devices that isolate the high pressure hydrogen storage system,

高圧水素貯蔵システムを分離する主閉鎖装置、すなわち図 1 に説明するような

namely TPRD, check valve and shut-off valve, as described in Figure 1, shall be

TPRD、逆流防止バルブおよびシャットオフバルブは、本規則のパート II に従って

tested and type-approved in accordance with Part II of this Regulation and produced

テストおよび型式認可を受け、その認可型式に従って生産されるものとする。

in conformity with the approved type.
同等の機能、継手、材料、強度および寸法を有し、上記の条件を満たす代替閉
Retesting of the storage system is not required if alternative closure devices are

鎖装置が提供される場合、貯蔵システムの再テストは必要ない。ただし、TPRD

provided having comparable function, fittings, materials, strength and dimensions,

ハードウェア、その設置位置またはベントラインの変更に対しては、5.4 項による

and satisfy the condition above. However, a change in TPRD hardware, its position

新たな火炎テストが要求されるものとする。

of installation or venting lines shall require a new fire test in accordance with
paragraph 5.4.
5.6. Labelling

5.6. ラベリング

A label shall be permanently affixed on each container with at least the following

少なくとも以下の情報を記載したラベルを各 容器に恒久的に貼付するものとす

information: name of the manufacturer, serial number, date of manufacture, MFP,

る：メーカーの名称、製造番号、製造日、MFP、NWP、燃料種別（たとえば水素ガ

NWP, type of fuel (e.g. "CHG" for gaseous hydrogen), and date of removal from

スを表す「CHG」）、および使用の解 除日。各容器には、5.1.2 項によるテストプロ

service. Each container shall also be marked with the number of cycles used in the

グラムで用いられたサイクル数もマーキングするものとする。本項に従って容器

testing programme as per paragraph 5.1.2. Any label affixed to the container in

に貼付されるラベルは、その 容器に関するメーカー推奨の使用寿命の期間を通
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compliance with this paragraph shall remain in place and be legible for the duration

して所定位置にとどまり、かつ判読できるものとする。

of the manufacturer's recommended service life for the container.
使用の解除日は、製造日から 15 年後以内であるものとする。
Date of removal from service shall not be more than 15 years after the date of
manufacture.

6. Part II: Specifications of specific components for the compressed hydrogen

6. パート II − 圧縮水素貯蔵システムに関する固有構成部品の仕様

storage system
6.1. TPRD requirements

6.1.

TPRDs shall meet the following performance requirements:

TPRD の要件

(a) Pressure cycling test (Annex 4, paragraph 1.1.);

TPRD は、以下の性能要件を満たすものとする：

(c) Accelerated life test (Annex 4, paragraph 1.2.);

(a)圧力サイクルテスト（附則 4、1.1 項）、

(d) Temperature cycling test (Annex 4, paragraph 1.3.);

(c)促進寿命テスト（附則 4、1.2 項）、

(e) Salt corrosion resistance test (Annex 4, paragraph 1.4.);

(d)温度サイクルテスト（附則 4、1.3 項）、

(f) Vehicle environment test (Annex 4, paragraph 1.5.);

(e)耐塩害腐食性テスト（附則 4、1.4 項）、

(g) Stress corrosion cracking test (Annex 4, paragraph 1.6.);

(f)車両環境テスト（附則 4、1.5 項）、

(h) Drop and vibration test (Annex 4, paragraph 1.7.);

(g)応力腐食割れテスト（附則 4、1.6 項）、

(i) Leak test (Annex 4, paragraph 1.8.);

(h)落下および振動テスト（附則 4、1.7 項）、
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(j) Bench top activation test (Annex 4, paragraph 1.9.);

(i)漏洩テスト（附則 4、1.8 項）、

(k) Flow rate test (Annex 4, paragraph 1.10.).

(j)ベンチトップ作動テスト（附則 4、1.9 項）、
(k)流量テスト（附則 4、1.10 項）。

6.2. Check valve and automatic shut-off valve requirements

6.2. 逆流防止バルブおよび自動シャットオフバルブの要件

Check valves and automatic shut-off valves shall meet the following performance

逆流防止バルブおよび自動シャットオフバルブは、以下の性能要件を満たすも

requirements:

のとする：

(a) Hydrostatic strength test (Annex 4, paragraph 2.1.);

(a)静水圧強度テスト（附則 4、2.1 項）、

(b) Leak test (Annex 4, paragraph 2.2.);

(b)漏洩テスト（附則 4、2.2 項）、

(c) Extreme temperature pressure cycling test (Annex 4, paragraph 2.3.);

(c)極限温度圧力サイクルテスト（附則 4、2.3 項）、

(d) Salt corrosion resistance test (Annex 4, paragraph 2.4.);

(d)耐塩害腐食性テスト（附則 4、2.4 項）、

(e) Vehicle environment test (Annex 4, paragraph 2.5.);

(e)車両環境テスト（附則 4、2.5 項）、

(f) Atmospheric exposure test (Annex 4, paragraph 2.6.);

(f)大気曝露テスト（附則 4、2.6 項）、

(g) Electrical tests (Annex 4, paragraph 2.7.);

(g)電気テスト（附則 4、2.7 項）、

(h) Vibration test (Annex 4, paragraph 2.8.);

(h)振動テスト（附則 4、2.8 項）、
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(i) Stress corrosion cracking test (Annex 4, paragraph 2.9.);

(i)応力腐食割れテスト（附則 4、2.9 項）、

(j) Pre-cooled hydrogen exposure test (Annex 4, paragraph 2.10.).

(j)予冷水素曝露テスト（附則 4、2.10 項）。

6.3. At least the following information: MFP and type of fuel (e.g. "CHG" for

6.3.主閉鎖装置の機能を有する各構成部品には、明確に判読でき、かつ消えな

gaseous hydrogen), shall be marked on each component having the function(s) of

いように少なくとも以下の情報をマーキングするものとする：MFP および燃料種

the primary closure devices in clearly legible and indelible manner.

別（たとえば水素ガスを表す「CHG」）。

7. Part III - Specifications of a vehicle fuel system incorporating the compressed

7. パート III − 圧縮水素貯蔵システムを内蔵する車両燃料システムの仕様

hydrogen storage system

本パートは、圧縮水素貯蔵システム、配管、ジョイントとともに、内部に水素が存

This part specifies requirements for the vehicle fuel system, which includes the
compressed hydrogen storage system, piping, joints, and components in which
hydrogen is present. The hydrogen storage system included in the vehicle fuel

在する構成部品を有する車両燃料システムについて、その要件を規定する。車
両燃料システムに内蔵された水素貯蔵システムは、本規則のパート I に従ってテ
ストおよび型式認可を受け、その認可型式に従って生産されるものとする。

system shall be tested and type-approved in accordance with Part I of this
Regulation and produced in conformity with the approved type.
7.1. In-use fuel system requirements

7.1. 使用中の燃料システムの要件

7.1.1. Fuelling receptacle

7.1.1. 燃料充填レセプタクル

7.1.1.1. A compressed hydrogen fuelling receptacle shall prevent reverse flow to

7.1.1.1. 圧縮水素燃料充填レセプタクルは、大気への逆流を防止するものとす

the atmosphere. Test procedure is by visual inspection.

る。テスト手順は目視検査による。

7.1.1.2. Fuelling receptacle label: A label shall be affixed close to the fuelling

7.1.1.2. 燃料充填レセプタクルラベル：燃料充填レセプタクルに近接して、たとえ

receptacle; for instance inside a refilling hatch, showing the following information:

ば再充填ハッチ内にラベルを貼付し、以下の情報を示すものとする：燃料種別

fuel type (e.g. "CHG" for gaseous hydrogen), MFP, NWP, date of removal from
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service of containers.

（たとえば水素ガスを表す「CHG」）、MFP、NWP、容器の使用解除日。

7.1.1.3. The fuelling receptacle shall be mounted on the vehicle to ensure positive

7.1.1.3. 燃料充填レセプタクルは、燃料充填ノズルのポジティブロックが確保さ

locking of the fuelling nozzle. The receptacle shall be protected from tampering and

れるように車両に取り付けるものとする。レセプタクルは、改造ならびにほこりお

the ingress of dirt and water (e.g. installed in a compartment which can be locked).

よび水の侵入から保護されるものとする（たとえばロック可能な区画内に設置す

Test procedure is by visual inspection.

る）。テスト手順は目視検査による。

7.1.1.4. The fuelling receptacle shall not be mounted within the external energy

7.1.1.4. 燃料充填レセプタクルは、車両の外部エネルギー吸収要素（たとえばバ

absorbing elements of the vehicle (e.g. bumper) and shall not be installed in the

ンパー）の内部には取り付けないものとし、水素ガスが蓄積する可能性があり、

passenger compartment, luggage compartment and other places where hydrogen gas

かつ換気が不十分な客室、荷物室およびその他の場所には設置しないものとす

could accumulate and where ventilation is not sufficient. Test procedure is by visual

る。テスト手順は目視検査による。

inspection.

7.1.2. Over-pressure protection for the low pressure system (Annex 5, paragraph 6.

7.1.2. 低圧システムの過圧保護（附則 5、6 項のテスト手順）

test procedure)
圧力調整器下流の水素システムは、圧力調整器の起こりうる故障を原因とする
The hydrogen system downstream of a pressure regulator shall be protected against

過圧から保護されるものとする。過圧保護装置の設定圧力は、水素システムの

overpressure due to the possible failure of the pressure regulator. The set pressure of

当該セクションに関する最大許容使用圧力に等しいか、それより低いものとす

the overpressure protection device shall be lower than or equal to the maximum

る。

allowable working pressure for the appropriate section of the hydrogen system.
7.1.3. 水素放出システム
7.1.3. Hydrogen discharge systems
7.1.3.1. 過圧防止安全システム（附則 5、6 項のテスト手順）
7.1.3.1. Pressure relief systems (Annex 5, paragraph 6. test procedure)
(a) 貯蔵システムの TPRD。貯蔵システムの TPRD からの水素ガス放出用のベ
(a) Storage system TPRDs. The outlet of the vent line, if present, for hydrogen gas
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discharge from TPRD(s) of the storage system shall be protected by a cap;

ントラインがある場合は、その出口をキャップで保護するものとする。

(b) Storage system TPRDs. The hydrogen gas discharge from TPRD(s) of the

(b) 貯蔵システムの TPRD。以下を貯蔵システムの TPRD からの水素ガスの放

storage system shall not be directed:

出先としないものとする：

(i) Into enclosed or semi-enclosed spaces;

(i) 閉鎖または半閉鎖スペース内、

(ii) Into or towards any vehicle wheel housing;

(ii) 車両ホイールハウジングの内部またはその方向、

(iii) Towards hydrogen gas containers;

(iii) 水素ガス容器の方向、

(iv) Forward from the vehicle, or horizontally (parallel to road) from the back or

(iv) 車両の前方、または車両の背部または側面から水平方向（路面と平行）。

sides of the vehicle.
(c) 水素貯蔵システムの外部に他の過圧防止安全装置（バーストディスクなど）
(c) Other pressure relief devices (such as a burst disc) may be used outside the

を使用してもよい。以下を他の過圧防止安全装置からの水素ガスの放出先とし

hydrogen storage system. The hydrogen gas discharge from other pressure relief

ないものとする：

devices shall not be directed:
(i) 露出した電気端子、露出した電気スイッチまたはその他の点火源の方向、
(i) Towards exposed electrical terminals, exposed electrical switches or other
ignition sources;

(ii) 車両客室または荷物室の内部またはその方向、

(ii) Into or towards the vehicle passenger or luggage compartments;

(iii) 車両ホイールハウジングの内部またはその方向、

(iii) Into or towards any vehicle wheel housing;

(iv) 水素ガス容器の方向。

(iv) Towards hydrogen gas containers.

7.1.3.2. 車両排気システム（附則 5、4 項のテスト手順）
車両排気システムの放出点において、水素濃度レベルは以下の通りとする：
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7.1.3.2. Vehicle exhaust system (Annex 5, paragraph 4. test procedure)

(a) 起動および停止を含む通常動作中の連続 3 秒の時間間隔において体積平
均 4％を超えない。

At the vehicle exhaust system's point of discharge, the hydrogen concentration level
shall:

(b) かつ、任意の時点で 8％を超えない（附則 5、4 項のテスト手順）。

(a) Not exceed 4 per cent average by volume during any moving three-second time
interval during normal operation including start-up and shut-down;
(b) And not exceed 8 per cent at any time (Annex 5, paragraph 4. test procedure).

7.1.4. Protection against flammable conditions: single failure conditions

7.1.4. 可燃条件からの保護：単一故障条件

7.1.4.1. Hydrogen leakage and/or permeation from the hydrogen storage system

7.1.4.1. 水素貯蔵システムからの水素の漏出および／または透過が客室または

shall not directly vent into the passenger or luggage compartments, or to any

荷物室内に、あるいは防護されていない点火源を含む車両内部の閉鎖または半

enclosed or semi-enclosed spaces within the vehicle that contains unprotected

閉鎖スペースに直接排出されないものとする。

ignition sources.
7.1.4.2. 主水素シャットオフバルブの下流に単一故障が発生しても、その結果と
7.1.4.2. Any single failure downstream of the main hydrogen shut-off valve shall

して附則 5、3.2 項のテスト手順による客室内の水素濃度レベルの蓄積が生じな

not result in accumulations in levels of hydrogen concentration in the passenger

いものとする。

compartment according to test procedure in Annex 5, paragraph 3.2.
7.1.4.3. 動作中、単一故障によって車両の閉鎖または半閉鎖スペース内の水素
7.1.4.3. If, during operation, a single failure results in a hydrogen concentration

濃度が空気中体積 3.0％を超えた場合には、警告を与えるものとする（7.1.6 項）。

exceeding 3.0 per cent by volume in air in the enclosed or semi-enclosed spaces of

車 両の閉鎖または半閉鎖スペース内の水素濃度が空気中体積 4.0％を超えた

the vehicle, then a warning shall be provided (paragraph 7.1.6.). If the hydrogen

場合には、主シャットオフバルブを閉じて貯蔵システムを分離するものとする。

concentration exceeds 4.0 per cent by volume in the air in the enclosed or

（附 則 5、3 項のテスト手順）。

semi-enclosed spaces of the vehicle, the main shut-off valve shall be closed to
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isolate the storage system. (Annex 5, paragraph 3. test procedure).
7.1.5. Fuel system leakage

7.1.5. 燃料システムの漏出

The hydrogen fuelling line (e.g. piping, joint, etc.) downstream of the main shut-off

燃料電池システムまたはエンジンに対する主シャットオフバルブ下流の水素燃料

valve(s) to the fuel cell system or the engine shall not leak. Compliance shall be

充填ライン（たとえば配管、ジョイントなど）に漏洩が生じないものとする。NWP で

verified at NWP (Annex 5, paragraph 5. test procedure).

適合を検証するものとする（附則 5、5 項のテスト手順）。

7.1.6. Tell-tale signal warning to driver

7.1.6.運転者に対するテルテール信号警告

The warning shall be given by a visual signal or display text with the following

以下の特性を有する視覚信号または表示テキストによって警告を与えるものと

properties:

する：

(a) Visible to the driver while in the driver's designated seating position with the

(a) 指定着座位置の運転者が運転者用シートベルトを締めた状態で視認でき

driver's seat belt fastened;

る。

(b) Yellow in colour if the detection system malfunctions (e.g. circuit

(b) 検出システムの異常（たとえば回路切断、短絡、センサ故障）が生じたときは

disconnection, short-circuit, sensor fault). It shall be red in compliance with section

黄色。7.1.4.3 項による警告は赤色とする。

paragraph 7.1.4.3;
(c) 点灯時には、昼間と夜間の両方の運転条件下で運転者が視認できるものと
(c) When illuminated, shall be visible to the driver under both daylight and night

する。

time driving conditions;
(d) 濃度 3.0％または検出システムの異常が存在している時、イグニッションロッ
(d) Remains illuminated when 3.0 per cent concentration or detection system

クシステムが「オン」（「RUN」）位置にあるか、または推進システムが作動してい

malfunction exists and the ignition locking system is in the "On" ("Run") position or

る間は点灯を継続する。

the propulsion system is activated.
7.2. Post-crash fuel system integrity

7.2. 衝突後の燃料システム完全性
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The vehicle fuel system shall comply with the following requirements after the

車両燃料システムは、下記の規則による車両衝突テストとともに本規則の附則 5

vehicle crash tests in accordance with the following Regulations by also applying

に規定するテスト手順を適用し、その後に以下の要件に適合するものとする。

the test procedures prescribed in Annex 5 of this Regulation.
(a) 規則 No. 12 または規則 No. 94 のいずれかに従った前面衝突テスト、および
(a) Frontal impact test in accordance with either Regulation No. 12, or Regulation
No. 94; and

(b) 規則 No. 95 に従った側面衝突テスト。

(b) Lateral impact test in accordance with Regulation No. 95.

上記の車両衝突テストの一方または両方が車両に対して適用不能である場合に
は、その代わりに、車両燃料システムに対して次に規定する当該の代替加速度

In case that one or both of the vehicle crash tests specified above are not applicable

を適用 するものとし、7.2.4 項の要件を満たす位置に水素貯蔵システムを設置す

to the vehicle, the vehicle fuel system shall, instead, be subject to the relevant

るものとする。加速度は、水素貯蔵システムを設置した位置で測定するものとす

alternative accelerations specified below and the hydrogen storage system shall be

る。車両燃料システムは、車両の代表的部分に取り付けて固定するものとする。

installed in a position satisfying the requirements in paragraph 7.2.4. The

使用する質量は、全装備かつ完全充填の容器または容器アッセンブリを代表す

accelerations shall be measured at the location where the hydrogen storage system is

る ものとする。

installed. The vehicle fuel system shall be mounted and fixed on the representative
part of the vehicle. The mass used shall be representative for a fully equipped and
filled container or container assembly.
Accelerations for vehicles of categories M1 and N1:
(a) 20 g in the direction of travel (forward and rearward direction);
(b) 8 g horizontally perpendicular to the direction of travel (to left and right).
Accelerations for vehicles of categories M2 and N2:
(a) 10 g in the direction of travel (forward and rearward direction);

カテゴリーM1 および N1 の車両に対する加速度：
(a) 移動方向（前方および後方方向）に 20 g、
(b) 移動方向に対して水平の直角方向（左および右）に 8 g。
カテゴリーM2 および N2 の車両に対する加速度：
(a) 移動方向（前方および後方方向）に 10 g、
(b) 移動方向に対して水平の直角方向（左および右）に 5 g。
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(b) 5 g horizontally perpendicular to the direction of travel (to left and right).

カテゴリーM3 および N3 の車両に対する加速度：

Accelerations for vehicles of categories M3 and N3:

(a) 移動方向（前方および後方方向）に 6.6 g、

(a) 6.6 g in the direction of travel (forward and rearward direction);

(b) 移動方向に対して水平の直角方向（左および右）に 5 g。

(b) 5 g horizontally perpendicular to the direction of travel (to left and right).

7.2.1. 燃料漏出限界値

7.2.1. Fuel leakage limit

水素ガス漏出の体積流量は、附則 5、1.1 項または 1.2 項に従って求めた時間間
隔 Δt について毎分平均 118 Nl を超えないものとする。

The volumetric flow of hydrogen gas leakage shall not exceed an average of 118 Nl
per minute for the time interval, delta t, as determined in accordance with Annex 5,

7.2.2. 閉鎖スペース内の濃度限界値

paragraph 1.1. or 1.2.
水素ガス漏出の結果、客室および荷物室内において空気中の水素濃度が 4.0 体
7.2.2. Concentration limit in enclosed spaces

積％を超えないものとする（附則 5、2 項のテスト手順）。この要件が満たされる
のは、貯蔵システムのシャットオフバルブが衝突の 5 秒以内に閉じ、貯蔵システ

Hydrogen gas leakage shall not result in a hydrogen concentration in the air greater

ムからの漏出が生じないことが確認された場合である。

than 4.0 per cent by volume in the passenger and luggage-compartments (Annex 5,
paragraph 2. test procedures). The requirement is satisfied if it is confirmed that the

7.2.3. 容器の位置ずれ

shut-off valve of the storage system has closed within 5 seconds of the crash and no
leakage from the storage system.

貯蔵容器は、最低 1 個の取り付け点で車両に取り付けられた状態を維持するも
のとする。

7.2.3. Container Displacement
7.2.4. 追加設置要件
The storage container(s) shall remain attached to the vehicle at a minimum of one
attachment point.

7.2.4.1. 前面衝突テストの対象外である水素貯蔵システムの設置に関する要
件：
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7.2.4. Additional installation requirements

当該容器は、車両の中心線に直交し、車両の先端から 420 mm 後方に位置する
垂直面に対して後方となる位置に取り付けるものとする。

7.2.4.1. Requirements on installation of the hydrogen storage system not subject to
the frontal impact test:

7.2.4.2. 側面衝突テストの対象外である水素貯蔵システムの設置に関する要
件：

The container shall be mounted in a position which is rearward of a vertical plane
perpendicular to the centre line of the vehicle and located 420 mm rearward from

当該容器は、車両の中心線と平行な、その容器に近接した車両の両方の最外

the front edge of the vehicle.

縁から 200 mm 内側に位置する 2 つの垂直面の間に取り付けるものとする。

7.2.4.2. Requirements on installation of the hydrogen storage system not subject to
the lateral impact test:
The container shall be mounted in a position which is between the two vertical
planes parallel to the centre line of the vehicle located 200 mm inside from the both
outermost edge of the vehicle in the proximity of its container(s).

8. Modifications and extension of the type approval

8. 型式認可の変更及び拡大

8.1. Every modification to an existing type of vehicle or hydrogen storage system

8.1. 車両または水素貯蔵システムもしくは水素貯蔵システムの固有構成部品の

or specific component for hydrogen storage system shall be notified to the Type

既存型式に対するすべての変更は、その型式を認可した型式認可当局に通知

Approval Authority which approved that type. The Authority shall then either:

するものとする。これに対し当局は次のいずれかの処置を取るものとする：

(a) Decide, in consultation with the manufacturer, that a new type-approval is to be

(a) メーカーと協議して、新たな型式認可の付与を決定する。または

granted; or
(b) 8.1.1 項に記載の手順（修正）を適用するとともに、該当する場合は 8.1.2 項に
(b) Apply the procedure contained in paragraph 8.1.1. (Revision) and, if applicable,
the procedure contained in paragraph 8.1.2. (Extension).

記載の手順（拡大）を適用する。
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8.1.1. Revision

8.1.1. 修正

When particulars recorded in the information documents of Annex 1 have changed

附則 1 の資料文書の記録項目が変更された場合、その変更が著しい悪影響を

and the Type Approval Authority considers that the modifications made are unlikely

及ぼす可能性が小さく、いかなるときも車両／水素貯蔵システム／固有構成部

to have an appreciable adverse effect and that in any case the vehicle/hydrogen

品が引き続き当該要件を満たすと型式認可当局が判断したときは、その変更を

storage system/specific component still meets the requirements, the modification

「修正」と指定するものとする。

shall be designated a "revision".
かかる場合、型式認可当局は、必要に応じて附則 1 の資料文書の修正ページを
In such a case, the Type Approval Authority shall issue the revised pages of the

発行し、変更の性質および再発行日を明記するように各修正ページにマーキン

information documents of Annex 1 as necessary, marking each revised page to show

グする ものとする。附則 1 の資料文書の統合された更新版に変更の詳細な説

clearly the nature of the modification and the date of re-issue. A consolidated,

明が添付されていれば、本要件を満たすとみなすものとする。

updated version of the information documents of Annex 1, accompanied by a
detailed description of the modification, shall be deemed to meet this requirement.
8.1.2. Extension

8.1.2. 拡大

The modification shall be designated an "extension" if, in addition to the change of

資料フォルダーの記録項目の変更に加え、以下に該当する場合には、当該の変

the particulars recorded in the information folder,

更を「拡大」と指定するものとする。

(a) Further inspections or tests are required; or

(a) さらなる検査またはテストが必要とされる。または

(b) Any information on the communication document (with the exception of its

(b) 通知文書（その添付書類を除く）に関する情報が変更された。または

attachments) has changed; or
(c) より新しい改訂シリーズの発効後、その改訂シリーズに基づく認可が申請さ
(c) Approval to a later series of amendments is requested after its entry into force.

れる。

8.2. Confirmation or refusal of approval, specifying the alterations, shall be

8.2. 認可の確認または拒否は、当該の変更点を明記し、上記 4.3 項に規定する
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communicated by the procedure specified in paragraph 4.3. above to the Contracting

手順により、本規則を 適用する協定締約国に通知するものとする。さらに、附則

Parties to the Agreement which apply this Regulation. In addition, the index to the

1 の通知文書に添付された資料文書およびテストレポートの索引は、最新の修正

information documents and to the test reports, attached to the communication

または拡大の日付を示 すように適宜改訂するものとする。

document of Annex 1, shall be amended accordingly to show the date of the most
recent revision or extension.
8.3. The Type Approval Authority issuing the extension of approval shall assign a

8.3. 認可の拡大を交付する型式認可当局は、その拡大のために作成した各通

serial number to each communication form drawn up for such an extension.

知書に通し番号を付けるものとする。

9. Conformity of production

9. 生産の適合性
生産の適合性に関する手順は、協定（E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2）の

Procedures concerning conformity of production shall conform to the general
provisions defined in Appendix 2 to the Agreement

付録 2 に定められた一般規定に適合するとともに、少なくとも以下の要件を満た
すものとする：

(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) and at least meet the following
requirements:

9.1. 本規則に従って認可された車両、水素貯蔵システムまたは構成部品は、上
記 5 項から 7 項の各要件を満たすことにより認可された型式に適合するように製

9.1. A vehicle, hydrogen storage system or component approved pursuant to this

造されるものとする。

Regulation shall be so manufactured as to conform to the type approved by meeting
the respective requirements of paragraphs 5. to 7. above;
9.2. The Type Approval Authority which has granted approval may at any time

9.2. 認可を付与した型式認可当局は、各生産ユニットに適用される管理方法の

verify the conformity of control methods applicable to each production unit. The

適合性を任意の時点で検証することができる。その検査の通常頻度は 2 年ごと

normal frequency of such inspections shall be once every two years.

に 1 回とする。

9.3. In case of compressed hydrogen storage system, the production control of the

9.3. 圧縮水素貯蔵システムの場合、容器の生産管理は以下の追加要件を満た

container shall satisfy the following additional requirements;

すものとする。

9.3.1. Every container shall be tested in accordance with paragraph 5.2.1. of this

9.3.1. すべての容器を本規則の 5.2.1 項に従ってテストするものとする。
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Regulation.

9.3.2. バッチテスト

9.3.2. Batch testing

いかなる場合にも、完成品のシリンダもしくはライナー（破壊テストのシリンダもし
くはライナーを含まない）の 200 個を上限とする各バッチまたは連続生産の 1 シ

In any case, for each batch, which is not permitted to exceed 200 finished cylinders

フトのいずれか数が多い方について、少なくとも 1 つの容器に対して 9.3.2.1 項の

or liners (not including destructive test cylinders or liners), or one shift of successive

破裂テストを実施し、さらに少なくとも 1 つの容器に対して 9.3.2.2 項の圧力サイ

production, whichever is greater, at least one container shall be subjected to the

クルテストを実施するものとする。

rupture test in paragraph 9.3.2.1. and furthermore at least one container shall be
subjected to the pressure cycle test in paragraph 9.3.2.2.

9.3.2.1. バッチテストにおける破裂テスト

9.3.2.1. Rupture test in batch testing

附則 3 の 2.1 項（静水圧破裂テスト）に従ってテストを実行するものとする。要求さ
れる破裂圧力は少なくとも BPO−10％とし、いかなる場合にも応力比の要件を満

The test shall be performed according to paragraph 2.1. (hydrostatic pressure rupture

たすのに必要な値を下回らないものとする。

test) of Annex 3. The required rupture pressure shall be at least BPO-10 per cent, and
in no case less than the value necessary to meet the stress ratio requirements.

9.3.2.2. バッチテストにおける周囲温度圧力サイクルテスト

9.3.2.2. Ambient temperature pressure cycling test in batch testing

附則 3 の 2.2 項（静水圧サイクルテスト）に従ってテストを実行するものとする。シ
リンダに対し、静水圧を用いて NWP の 125％（+2/-0 MPa）まで圧力サイクルを加

The test shall be performed according to paragraph 2.2. (hydrostatic pressure

えるものとし、その回数は、漏出がなければ 22,000 サイクルまで、または漏出が

cycling test) of Annex 3. The cylinder shall be pressure cycled using hydrostatic

発生するまでとする。相対湿度は規定しな いものとする。15 年の使用寿命につ

pressures up to 125 per cent of NWP (+2/-0 MPa), to 22,000 cycles in case of no

いて、最初の 11,000 サイクル以内にシリンダに漏洩または破裂が生じないものと

leakage or until leakage occurs. The relative humidity shall not be specified. For the

する。

service life of 15 years, the cylinder shall not leak or rupture within the first 11,000
cycles.
9.3.2.3. Relaxation provisions

9.3.2.3. 緩和規定

In the ambient temperature pressure cycling test in batch testing, finished cylinders

バッチテストにおける周囲温度圧力サイクルテストでは、完成品のシリンダに対
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shall be pressure cycled at a sampling frequency defined as follows:

し、次のように定義されるサンプリング頻度で圧力サイクルを加えるものとする：

9.3.2.3.1. One cylinder from each batch shall be pressure cycled with 11,000 cycles

9.3.2.3.1. 各バッチからの 1 個のシリンダに対し、15 年の使用寿命に相当する

for the service life of 15 years.

11,000 サイクルで圧力サイクルを加えるものとする。

9.3.2.3.2. On 10 sequential production batches of the same design, should none of

9.3.2.3.2. 同一設計の 10 個の連続生産バッチについて、圧力サイクルを加えた

the pressure cycled cylinders leak or rupture in less than 11,000 cycles x 1.5 for the

いずれのシリンダにも、15 年の使用寿命に相当する 11,000 サイクル×1.5 よりも

service life of 15 years, then the pressure cycling test can be reduced to one cylinder

前 に漏洩または破裂が生じなければ、圧力サイクルテストを 5 生産バッチごとに

from every 5 batches of production.

1 個のシリンダまで減少させることができる。

9.3.2.3.3. On 10 sequential production batches of the same design, should none of

9.3.2.3.3. 同一設計の 10 個の連続生産バッチについて、圧力サイクルを加えた

the pressure cycled cylinders leak or rupture in less than 11,000 cycles x 2.0 for the

いずれのシリンダにも、15 年の使用寿命に相当する 11,000 サイクル×2.0 よりも

service life of 15 years, then the pressure cycling test can be reduced to one cylinder

前 に漏洩または破裂が生じなければ、圧力サイクルテストを 10 生産バッチごと

from every 10 batches of production.

に 1 個のシリンダまで減少させることができる。

9.3.2.3.4. Should more than 6 months have expired since the last batch of

9.3.2.3.4. もしも最後の生産バッチ以降の経過期間が 6 カ月を超えていれば、次

production, then the sampling frequency for the next batch of production shall be

の生産バッチに関するサンプリング頻度は上記 9.3.2.3.2 項または 9.3.2.3.3 項の

that specified in paragraph 9.3.2.3.2. or 9.3.2.3.3. above.

規定によるものとする。

9.3.2.3.5. Should any cylinder tested at the sampling frequency in paragraph

9.3.2.3.5. もしも上記 9.3.2.3.2 項または 9.3.2.3.3 項のサンプリング頻度でテスト

9.3.2.3.2. or 9.3.2.3.3. above fail to meet the required number of pressure cycles,

したシリンダのいずれかが圧力サイクルの規定数を満たさなければ、最 低 10 個

then it shall be necessary to repeat the pressure cycling test at the sampling

の生産バッチについて上記 9.3.2.3.1 項のサンプリング頻度で圧力サイクルテスト

frequency in paragraph 9.3.2.3.1 above for a minimum 10 production batches. The

を繰り返すことが必要であるものとする。その後のテストの サンプリング頻度

sampling frequency for testing thereafter shall be that specified in paragraph

は、上記 9.3.2.3.2 項または 9.3.2.3.3 項の規定によるものとする。

9.3.2.3.2. or 9.3.2.3.3. above.
9.3.2.3.6. もしも上記 9.3.2.3.1 項、9.3.2.3.2 項または 9.3.2.3.3 項のサンプリング
9.3.2.3.6. Should any cylinder tested at the sampling frequency in paragraph

頻度でテストしたシリンダのいずれかが圧力サイクル数に関 する最小限の要件
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9.3.2.3.1., 9.3.2.3.2. or 9.3.2.3.3. above fail to meet the minimum requirement

（11,000 サイクル）を満たさなければ、不合格の原因を確定し、9.3.2.3.7 項の手順

regarding the number of pressure cycles (11,000 cycles), then the cause of failure

に従って是正するものとする。

shall be determined and corrected following the procedures in paragraph 9.3.2.3.7.
その後、バッチから追加抽出した 3 個のシリンダについて圧力サイクルテストを
The pressure cycling test shall then be repeated on an additional three cylinders

繰り返すものとする。もしも 3 個の追加シリンダのいずれかが圧力サイクル数に

from that batch. Should any of the three additional cylinders fail to meet the

関する最小限の要件（11,000 サイクル）を満たさなければ、このバッチのすべて

minimum requirement regarding the number of pressure cycles (11,000 cycles), then

のシリンダを不合格とする。

all cylinders of this batch shall be rejected.
9.3.2.3.7. テスト要件を満たさない場合には、次のように再テストまたは再加熱
9.3.2.3.7. In the event of failure to meet test requirements retesting or reheat

処理後の再テストを実施するものとする：

treatment and retesting shall be carried out as follows:
(a) テスト実施中の過失、または測定エラーの証拠がある場合は、追加テストを
(a) If there is evidence of a fault in carrying out a test, or an error of measurement,

実行するものとする。このテストの結果が良好ならば、最初のテストは無視する

a further test shall be performed. If the result of this test is satisfactory, the first test

ものとする。

shall be ignored;
(b) テストが良好に実施されている場合は、テスト不合格の原因を特定するもの
(b) If the test has been carried out in a satisfactory manner, the cause of test failure

とする。

shall be identified.
要件を満たさないすべてのシリンダを不合格とするか、または認可された方法で
All cylinders that fail to meet the requirements shall be rejected or repaired by an

修理するものとする。その後、不合格にならなかったシリンダは新しいバッチとみ

approved method. The non-rejected cylinders are then considered as a new batch.

なされる。

In any case, the new batch shall be retested. All the relevant prototype or batch tests

いかなる場合にも、新しいバッチを再テストするものとする。新しいバッチの合格

needed to prove the acceptability of the new batch shall be performed again. If any

を証明するために必要とされるすべての当該プロトタイプテストまたはバッチテ

cylinder in a batch is proven unsatisfactory by one or more tests, all cylinders of this

ストを再度実行するものとする。バッチ内のいずれかのシリンダの不合格が 1 つ

batch shall be rejected.

以上のテストによって証明された場合は、このバッチのすべてのシリンダを不合
格とするものとする。
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10. Penalties for non-conformity of production

10. 生産の不適合に対する罰則

10.1. The approval granted in respect of a vehicle, system or component type

10.1. 本規則に基づき、車両、システムまたは構成部品の型式に関して付与さ

pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements laid down in

れた認可は、上記 9 項に定める要件に適合しない場合、取り消されることがあ

paragraph 9. above are not complied with.

る。

10.2. If a Contracting Party withdraws an approval it had previously granted, it

10.2. 本規則を適用する協定締約国が既に付与した認可を取り消す場合に

shall forthwith so notify the other Contracting Parties applying this Regulation by

は、本規則の附則 1 第 2 部に定める様式の通知書によって、本規則を適用す

sending them a communication form conforming to the model set out in Part 2 of

る他の締約国にその旨を直ちに通知するものとする。

Annex 1 to this Regulation.

11. Production definitively discontinued

11. 生産中止

If the holder of the approval completely ceases to manufacture a vehicle/REESS

認可を受けた者は、本規則に基づき認可された型式の車両及び REESS の製

type approved in accordance with this Regulation, he shall so inform the Authority

造を完全に中止する場合には、認可を付与した行政官庁に対して、その旨を

which granted the approval. Upon receiving the relevant communication, that

通知するものとする。所管官庁はかかる通知を受理次第直ちに、本規則の附

Authority shall inform thereof the other Contracting Parties to the 1958 Agreement

則 1 第 2 部に定める様式の通知書によって、本規則を適用する他の 1958 年

applying this Regulation by means of a communication form conforming to the

協定締約国にその旨通知するものとする。

model in Annex 1 (Part 1 or Part 2) to this Regulation.

12. Names and addresses of Technical Services responsible for conducting

12. 認可試験を担当する技術機関及び行政官庁の名称及び所在地

approval tests and of Type Approval Authorities

本規則を適用する 1958 年協定締約国は、国連事務局に対し、認可試験を実

The Contracting Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation shall

施する責任を有する技術機関、並びに認可を付与し、かつ、他の国で発行さ

communicate to the United Nations Secretariat the names and addresses of the

れた認可、認可拡大、認可拒否、認可取消又は生産中止を証明する書式の送

Technical Services responsible for conducting approval tests and the Type Approval

付先となる行政官庁の名称及び所在地を通知するものとする。

Authorities which grant approval and to which forms certifying approval or
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extension or refusal or withdrawal of approval or production definitively
discontinued, issued in other countries are to be sent.

Annex 1 - Part 1 Model - I
Information document No. ... on the type approval of a hydrogen storage
system with regard to the safety-related performance of hydrogen-fuelled
vehicles
The following information, if applicable, shall include a list of contents. Any
drawings shall be supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A4 or
on a folder of A4 format. Photographs, if any, shall show sufficient details.
If the systems or components 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):
0.5. Name and address of manufacturer:
0.8. Name(s) and address(es) of assembly plant(s):

附則 1 − 第 1 部

モデルⅠ

水素燃料車の安全関連性能に係わる水素貯蔵システムの型式認可に関する資
料文書 No. ...
以下の情報は、該当する場合、目次を含むものとする。すべての図面は、適
切な縮尺と十分な詳しさをもって A4 サイズまたは A4 判書式のフォルダーで提出
するものとする。写真がある場合は、細部を十分に示すものとする。
システムまたは構成部品が電子コントロール装置を備える場合は、その性能に
関する情報を提出するものとする。
0. 一般
0.1. 機種（メーカーの商号）：
0.2. 型式：
0.2.1. 商用名（付けられている場合）：
0.5. メーカーの名称および所在地：
0.8. 組立工場の名称および所在地：

UN-R134-00-S02
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0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):

0.9. メーカーの代理人（定められている場合）の名前および所在地：

3. Power Plant

3. 動力装置

3.9. Hydrogen storage system

3.9. 水素貯蔵システム

3.9.1. Hydrogen storage system designed to use liquid / compressed (gaseous)

3.9.1. 液体／圧縮（ガス状）水素 1 を使用するように設計された水素貯蔵システ

hydrogen1

ム

1

1

Delete where not applicable (there are cases where nothing needs to be deleted

該当しない場合は削除する（複数の項目が該当し、いずれの削除も不要の場

when more than one entry is applicable).

合がある）。

3.9.1.1. Description and drawing of the hydrogen storage system:

3.9.1.1. 水素貯蔵システムの説明および図面：

3.9.1.2. Make(s):

3.9.1.2. 機種：

3.9.1.3. Type(s):

3.9.1.3. 型式：

3.9.2. Container(s)

3.9.2. 容器

3.9.2.1. Make(s):

3.9.2.1. 機種：

3.9.2.2. Type(s):

3.9.2.2.型式：

3.9.2.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.2.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.2.4. Nominal working pressure(s): ............. MPa

3.9.2.4. 公称使用圧力：..... MPa
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3.9.2.5. Number of filling cycles:

3.9.2.5. 充填サイクル数：

3.9.2.6. Capacity: ............. litres (water)

3.9.2.6. 容量：.....リットル（水）

3.9.2.7. Material:

3.9.2.7. 材料：

3.9.2.8. Description and drawing:

3.9.2.8. 説明および図面：

3.9.3. Thermally-activated pressure relief device(s)

3.9.3. 熱作動式過圧防止安全装置

3.9.3.1. Make(s):

3.9.3.1. 機種：

3.9.3.2. Type(s):

3.9.3.2. 型式：

3.9.3.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.3.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.3.4. Set pressure:

3.9.3.4. 設定圧力：

3.9.3.5. Set temperature:

3.9.3.5. 設定温度：

3.9.3.6. Blow off capacity:

3.9.3.6. ブローオフ容量：

3.9.3.7. Normal maximum operating temperature: ............. deg. C

3.9.3.7. 通常最大動作温度：.....℃

3.9.3.8. Nominal working pressure(s): ............. MPa

3.9.3.8. 公称使用圧力：..... MPa

3.9.3.9. Material:

3.9.3.9. 材料：
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3.9.3.10. Description and drawing:

3.9.3.10. 説明および図面：

3.9.3.11. Approval number:

3.9.3.11. 認可番号：

3.9.4. Check valve(s)

3.9.4. 逆流防止バルブ

3.9.4.1. Make(s):

3.9.4.1. 機種：

3.9.4.2. Type(s):

3.9.4.2. 型式：

3.9.4.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.4.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.4.4. Nominal working pressure(s): ............. MPa

3.9.4.4. 公称使用圧力：..... MPa

3.9.4.5. Material:

3.9.4.5. 材料：

3.9.4.6. Description and drawing:

3.9.4.6. 説明および図面：

3.9.4.7. Approval number:

3.9.4.7. 認可番号：

3.9.5. Automatic shut-off valve(s)

3.9.5. 自動シャットオフバルブ

3.9.5.1. Make(s):

3.9.5.1. 機種：

3.9.5.2. Type(s):

3.9.5.2. 型式：

3.9.5.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.5.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.5.4. Nominal working pressure(s) and if downstream of the first pressure

3.9.5.4. 公称使用圧力および（最初の圧力調整器の下流の場合）最大許容使用
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regulator, maximum allowable working pressure(s): ............. MPa

圧力：..... MPa

3.9.5.5. Material:

3.9.5.5. 材料：

3.9.5.6. Description and drawing:

3.9.5.6. 説明および図面：

3.9.5.7. Approval number:

3.9.5.7. 認可番号：

Annex 1 - Part 1 Model - II

附則 1 − 第 1 部 モデル II

Information document No. ... on the type approval of specific component for a

水素燃料車の安全関連性能に係わる水素貯蔵システムの固有構成部品の型

hydrogen storage system with regard to the safety-related performance of

式認可に関する資料文書 No. ...

hydrogen-fuelled vehicles
以下の情報は、該当する場合、目次を含むものとする。すべての図面は、適切な
The following information, if applicable, shall include a list of contents. Any

縮尺と十分な詳しさをもって A4 サイズまたは A4 判書式のフォルダーで提出する

drawings shall be supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A4 or

ものとする。写真がある場合は、細部を十分に示すものとする。

on a folder of A4 format. Photographs, if any, shall show sufficient details.
構成部品が電子コントロール装置を備える場合は、その性能に関する情報を提
If the components have electronic controls, information concerning their

出するものとする。

performance shall be supplied.
0. 一般
0. General
0.1. 機種（メーカーの商号）：
0.1. Make (trade name of manufacturer):
0.2. 型式：
0.2. Type:
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0.2.1. Commercial name(s) (if available):

0.2.1. 商用名（付けられている場合）：

0.5. Name and address of manufacturer:

0.5. メーカーの名称および所在地：

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

0.8. 組立工場の名称および所在地：

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):

0.9. メーカーの代理人（定められている場合）の名前および所在地：

3. Power Plant

3. 動力装置

3.9.3. Thermally-activated pressure relief device(s)

3.9.3. 熱作動式過圧防止安全装置

3.9.3.1. Make(s):

3.9.3.1. 機種：

3.9.3.2. Type(s):

3.9.3.2. 型式：

3.9.3.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.3.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.3.4. Set pressure:

3.9.3.4. 設定圧力：

3.9.3.5. Set temperature:

3.9.3.5. 設定温度：

3.9.3.6. Blow off capacity:

3.9.3.6. ブローオフ容量：

3.9.3.7. Normal maximum operating temperature: ............. deg. C

3.9.3.7. 通常最大動作温度：.....℃

3.9.3.8. Nominal working pressure(s): ............. MPa

3.9.3.8. 公称使用圧力：..... MPa
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3.9.3.9. Material:

3.9.3.9. 材料：

3.9.3.10. Description and drawing:

3.9.3.10. 説明および図面：

3.9.4. Check valve(s)

3.9.4. 逆流防止バルブ

3.9.4.1. Make(s):

3.9.4.1. 機種：

3.9.4.2. Type(s):

3.9.4.2. 型式：

3.9.4.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.4.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.4.4. Nominal working pressure(s): ............. MPa

3.9.4.4. 公称使用圧力：..... MPa

3.9.4.5. Material:

3.9.4.5. 材料：

3.9.4.6. Description and drawing:

3.9.4.6. 説明および図面：

3.9.5. Automatic shut-off valve(s)

3.9.5. 自動シャットオフバルブ

3.9.5.1. Make(s):

3.9.5.1.機種：

3.9.5.2. Type(s):

3.9.5.2. 型式：

3.9.5.3. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP): ............. MPa

3.9.5.3. 最大許容使用圧力（MAWP）：..... MPa

3.9.5.4. Nominal working pressure(s) and if downstream of the first pressure

3.9.5.4. 公称使用圧力および（最初の圧力調整器の下流の場合）最大許容使用

regulator, maximum allowable working pressure(s): ............. MPa:

圧力：......... MPa：
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3.9.5.5. Material:

3.9.5.5. 材料：

3.9.5.6. Description and drawing:

3.9.5.6. 説明および図面：

Annex 1 - Part 1 Model - III

附則 1 − 第 1 部 モデル III

Information document No. ... on the type approval of a vehicle with regard to the

水素燃料車の安全関連性能に係わる車両の型式認可に関する資料文書 No. ...

safety-related performance of hydrogen-fuelled vehicles
以下の情報は、該当する場合、目次を含むものとする。すべての図面は、適切な
The following information, if applicable, shall include a list of contents. Any

縮尺と十分な詳しさをもって A4 サイズまたは A4 判書式のフォルダーで提出する

drawings shall be supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A4 or

ものとする。写真がある場合は、細部を十分に示すものとする。

on a folder of A4 format. Photographs, if any, shall show sufficient details.
システムまたは構成部品が電子コントロール装置を備える場合は、その性能に
If the systems or components have electronic controls, information concerning their

関する情報を提出するものとする。

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 vehicle:1
1

If means of identification of type contains characters not relevant to describe the

vehicle type covered by this information document, such characters shall be

0. 一般
0.1. 機種（メーカーの商号）：
0.2. 型式：
0.2.1. 商用名（付けられている場合）：
0.3. 型式の識別手段（車両上にマーキングされる場合）：1
1

本資料文書が対象とする車両型式の記述に関連しない文字が型式の識別手

段に含まれる場合、文書内でその文字を記号「[..]」で表すものとする（例：[...]）。
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represented in the documentation by the symbol "[..]" (e.g. [...]).

0.3.1. そのマーキングの位置：

0.3.1. Location of that marking:

0.4. 車両のカテゴリー：2

0.4. Category of vehicle:2

2

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/wp29resolutions.html）の定
2

As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles

義による。

(R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2 www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

0.5. メーカーの名称および所在地：

0.5. Name and address of manufacturer:

0.8. 組立工場の名称および所在地：

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

0.9. メーカーの代理人（定められている場合）の名前および所在地：

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):

1. 車両の一般構造特性

1. General construction characteristics of the vehicle

1.1. 代表車両の写真および／または図面：

1.1. Photographs and/or drawings of a representative vehicle:

1.3.3. ドライブアクスル（数、位置、相互接続）：

1.3.3. Powered axles (number, position, interconnection):

1.4. シャシー（備える場合）（全体図面）：

1.4. Chassis (if any) (overall drawing):

3. 動力装置

3. Power Plant

3.9. 水素貯蔵システム

3.9. Hydrogen storage system

3.9.1. 液体／圧縮（ガス状）水素 3 を使用するように設計された水素貯蔵システ
ム

3.9.1. Hydrogen storage system designed to use liquid / compressed (gaseous)
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hydrogen3

3

該当しない場合は削除する（複数の項目が該当し、いずれの削除も不要の場

合がある）。
3

Delete where not applicable (there are cases where nothing needs to be deleted

when more than one entry is applicable).

3.9.1.1. 水素貯蔵システムの説明および図面：

3.9.1.1. Description and drawing of the hydrogen storage system:

3.9.1.2. 機種：

3.9.1.2. Make(s):

3.9.1.3. 型式：

3.9.1.3. Type(s):

3.9.1.4. 認可番号：

3.9.1.4. Approval Number:

3.9.6. 水素漏洩検出センサ：

3.9.6. Hydrogen leakage detection sensors:

3.9.6.1. 機種：

3.9.6.1. Make(s):

3.9.6.2. 型式：

3.9.6.2. Type(s):

3.9.7. 燃料補給用の接続部またはレセプタクル

3.9.7. Refuelling connection or receptacle

3.9.7.1. 機種：

3.9.7.1. Make(s):

3.9.7.2. 型式：

3.9.7.2. Type(s):

3.9.8. 設置および動作の要件を示す図面。

3.9.8. Drawings showing requirements for installation and operation.
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Annex 1 - Part 2 Model I

附則 1 − 第 2 部

Communication

通知

(Maximum format: A4 (210 x 297 mm)

（最大書式：A4 判（210×297 mm））

issued by: Name of administration:

モデル I

発行：行政官庁名

1

認可の付与／拡大／拒否／取消を行った国の識別番号（本規則の認可規定

を参照）。
1

Distinguishing number of the country which has

granted/extended/refused/withdrawn an approval (see approval provisions in the
Regulation).
Concerning:2

規則 No. 134 に基づく水素燃料車の安全関連性能に関する圧縮水素貯蔵システ
ムの型式の
認可付与
認可拡大
認可拒否

2

Delete what does not apply.

Approval granted

認可取消
生産中止
について 2

Approval extended
Approval refused

2

該当しないものを抹消する。

認可番号
拡大番号
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Approval withdrawn
Production definitively discontinued
of a type of compressed hydrogen storage system with regard to the safety-related
performance of hydrogen-fuelled vehicles pursuant to Regulation No. 134
Approval No.:
Extension No.:
1. Trademark:

1. 商標

2. Type and trade names:

2. 型式および商品名：

3. Manufacturer's name and address:

3. メーカーの名称及び所在地

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

4. メーカーの代理人の名称及び所在地（該当する場合）

5. Brief description of hydrogen:

5. 水素貯蔵システムの簡単な説明：

6. Date of submission og hydrogen storage system for approval:

6. 認可のための水素貯蔵システム提出日：

7. Technical Service performing the approval tests:

7. 認可試験を実施する責任を有する技術機関

8. Date of report issued by that Service:

8. 当該機関による報告書発行日

9. Number of report issued by that Service:

9. 当該機関による報告書番号

10. Approval with regard to the safety- related performance of hydrogen-fuelled

10. 水素燃料車の安全関連性能に関する認可の付与／拒否：2

vehicles is granted/refused2:

2

2

11. 場所

Strike out what does not apply.

該当しないものを抹消する。

11. Place:

12. 日付

12. Date:

13. 署名

13. Signature:

14. 本通知に添付される資料文書：
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14. The information document annexed to this communication;

15. 備考

15.Any remarks:

Annex 1 - Part 2 ModelⅡ

附則 1 - 第 2 部

Communication

通知

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

（最大書式：A4 判（210×297 mm））

issued by: Name of administration:

発行：行政官庁名

1

1

Distinguishing number of the country which has

モデルⅡ

認可の付与／拡大／拒否／取消を行った国の識別番号（本規則の認可規定

granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the

を参照）。

Regulation).

規則 No. 134 に基づく水素燃料車の安全関連性能に関する固有構成部品

2

Concerning:

（TPRD／逆流防止バルブ／自動シャットオフバルブ 2）の型式の

Approval granted

認可付与

Approval extended

認可拡大

Approval refused

認可拒否

Approval withdrawn

認可取消

Production definitively discontinued

生産中止

of a type of specific component (TPRD / Check valve / Automatic shut-off valve2)

について 2

with regard to the safety-related performance of hydrogen-fuelled vehicles pursuant

2

to Regulation No. 134

該当しないものを抹消する。

認可番号
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Delete what does not apply.

拡大番号

Approval No.
Extension No.
1. Trademark:

1.商標

2. Type and trade names:

2.型式および商品名

3. Manufacturer's name and address:

3. メーカーの名称及び所在地

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

4. メーカーの代理人の名称及び所在地（該当する場合）

5. Brief description of

5. 固有構成部品の簡単な説明

specific component:

6. Date of submission of hydrogen storage system for approval:

6. 認可のための固有構成部品提出日

7. Technical Service performing the approval tests:

7. 認可試験を実施する責任を有する技術機関

8. Date of report issued by that Service:

8. 当該機関による報告書発行日

9. Number of report issued by that Service:

9. 当該機関による報告書番号

10. Approval with regard to the safety- related performance of hydrogen-fuelled

10. 水素燃料車の安全関連性能に関する認可の付与／拒否：2

vehicles is granted/refused2:

2

2

11. 場所

Strike out what does not apply.

該当しないものを抹消する。

11. Place:

12. 日付

12. Date:

13. 署名

13. Signature:
14. The information document annexed to this communication;
15.Any remarks:

14. 本通知に添付される資料文書：
15. 備考
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(Maximum format: A4 (210 x 297 mm))

（最大書式：A4 判（210×297 mm））

issued by: Name of administration:

発行：行政官庁名

1

1

Distinguishing number of the country which has

認可の付与／拡大／拒否／取消を行った国の識別番号（本規則の認可規定

granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the

を参照）。

Regulation).

規則 No. 134 に基づく水素燃料車の安全関連性能に関する車両型式の

2

Concerning:

認可付与

Approval granted

認可拡大

Approval extended

認可拒否

Approval refused

認可取消

Approval withdrawn

生産中止

Production definitively discontinued

について 2

of a type of specific component (TPRD / Check valve / Automatic shut-off valve2)

2

with regard to the safety-related performance of hydrogen-fuelled vehicles pursuant
to Regulation No. 134
2

該当しないものを抹消する。

認可番号
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Extension No.
1. Trademark:

1.商標

2. Type and trade names:

2.型式および商品名
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3. Manufacturer's name and address:

3. メーカーの名称及び所在地

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

4. メーカーの代理人の名称及び所在地（該当する場合）

5. Brief description of

5. 車両の簡単な説明

vehicle:

6. Date of submission of vehicle for approval:

6. 認可のための車両提出日

7. Technical Service performing the approval tests:

7. 認可試験を実施する責任を有する技術機関

8. Date of report issued by that Service:

8. 当該機関による報告書発行日

9. Number of report issued by that Service:

9. 当該機関による報告書番号

10. Approval with regard to the safety- related performance of hydrogen-fuelled

10. 水素燃料車の安全関連性能に関する認可の付与／拒否：2

vehicles is granted/refused2:

2

2

11. 場所

Delete what does not apply.

該当しないものを抹消する。

11. Place:

12. 日付

12. Date:

13. 署名

13. Signature:
14. The information document annexed to this communication;
15.Any remarks:

14. 本通知に添付される資料文書：
15. 備考

Annex 2

附則 2

Arrangements of the approval marks

認可マークの配置

Model A

モデル A

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

（本規則の 4.4 項から 4.4.2.項を参照）

Figure 1

図1
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The above approval mark affixed to a vehicle/ storage system/specific component

車両／貯蔵システム／固有構成部品に貼付される上記の認可マークは、規則

shows that the vehicle/storage system/specific component type concerned has been

No. 134 により、車両／貯蔵システム／固有構成部品の当該型式が水素燃料車

approved in Belgium (E 6) for its the safety-related performance of

の安全関連性能についてベルギー（E6）で認可されたことを示す。認可番号の最

hydrogen-fuelled vehicles pursuant to Regulation No. 134. The first two digits of

初 の 2 桁は、規則 No. 134 初版の要件に従って認可が付与されたことを示す。

the approval number indicate that the approval was granted in accordance with the
requirements of Regulation No. 134 in its original form.
Model B

モデル B

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

車両に貼付される上記の認可マークは、規制 No. 134 および No. 100*により、当

has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulations Nos. 134 and

該の路上走行車がオランダ（E4）で認可されたことを示す。認可番号は、それぞ

100.* The approval number indicates that, at the dates when the respective approvals

れの認可が付与された日において、規則 No. 100 が 02 改訂シリーズによって改

were granted, Regulation No. 100 was amended by the 02 series of amendments and

訂され、規則 No. 134 が引き続き初版であったことを示す。

Regulation No. 134 was still in its original form.
*
*

2 つ目の数字は単に一例として挙げたものである。

The latter number is given only as an example.

Annex 3

附則 3
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Test procedures for the compressed hydrogen storage system

圧縮水素貯蔵システムのテスト手順

1. Test procedures for qualification requirements of compressed hydrogen storage

1.圧縮水素貯蔵の認定要件に関するテスト手順は次のように編成される：

are organized as follows:
本附則 2 項は、基準性能尺度（本規則 5.1 項の要件）に関するテスト手順である。
Paragraph 2 of this annex is the test procedures for baseline performance metrics
(requirement of paragraph 5.1. of this Regulation)

本附則 3 項は、性能耐久性（本規則 5.2 項の要件）に関するテスト手順である。

Paragraph 3 of this annex is the test procedures for performance durability

本附則 4 項は、予想オンロード性能（本規則 5.3 項の要件）に関するテスト手順で

(requirement of paragraph 5.2. of this Regulation)

ある。

Paragraph 4 of this annex is the test procedures for expected on-road performance

本附則 5 項は、火炎中のサービス停止性能（本規則 5.4 項の要件）に関するテス

(requirement of paragraph 5.3. of this Regulation)

ト手順である。

Paragraph 5 of this annex is the test procedures for service terminating performance

本附則 6 項は、主閉鎖部の性能耐久性（本規則 5.5 項の要件）に関するテスト手

in fire (requirement of paragraph 5.4. of this Regulation)

順である。

Paragraph 6 of this annex is the test procedures for performance durability of
primary closures (requirement of paragraph 5.5. of this Regulation)
2. Test procedures for baseline performance metrics (requirement of paragraph 5.

2.基準性能尺度（本規則 5.1 項の要件）に関するテスト手順

1. of this Regulation)
2.1. 破裂テスト（液圧）
2.1. Burst test (hydraulic)
非腐食性流体を使用し、20（±5）℃で破裂テストを実施する。公称使用圧力の
The burst test is conducted at 20 (+/-5) deg. C using a non-corrosive fluid. The rate

150％より高い圧力について、加圧速度は 1.4 MPa／秒以下とする。150％NWP

of pressurization is less than or equal to 1.4 MPa/sec for pressures higher than 150

より高い圧力で加圧速度が 0.35 MPa／秒を超える場合は、圧力源と圧力測定装

per cent of the nominal working pressure. If the rate exceeds 0.35 MPa/sec at

置の間に容器を直列に配置するか、または目標破裂圧力を上回る圧力時の時

pressures higher than 150 per cent NWP, then either the container is placed in series
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between the pressure source and the pressure measurement device, or the time at the

間を 5 秒超とする。容器の破裂圧力 を記録するものとする。

pressure above a target burst pressure exceeds 5 seconds. The burst pressure of the
container shall be recorded.

2.2. 圧力サイクルテスト（液圧）

2.2. Pressure cycling test (hydraulic)

以下の手順に従ってテストを実行する：

The test is performed in accordance with the following procedure:

(a) 容器に非腐食性流体を充填する。

(a) The container is filled with a non-corrosive fluid;

(b) テスト開始時に規定の温度および相対湿度で容器と流体を安定させる。テ
スト中、環境、燃料液および容器表面を規定の温度に維持する。テスト中に容器

(b) The container and fluid are stabilized at the specified temperature and relative

温度が環境温度と異なってもよい。

humidity at the start of testing; the environment, fuelling fluid and container skin are
maintained at the specified temperature for the duration of the testing. The container

(c) 毎分 10 サイクルを超えない速度により、規定サイクル数について 2（±1）MPa

temperature may vary from the environmental temperature during testing;

と目標圧力の間で容器に圧力サイクルを加える。

(c) The container is pressure cycled between 2 (+/-1) MPa and the target pressure

(d) 容器内部の液圧流体の温度を規定の温度に維持して監視する。

at a rate not exceeding 10 cycles per minute for the specified number of cycles;
(d) The temperature of the hydraulic fluid within the container is maintained and
monitored at the specified temperature.
3. Test procedures for performance durability (requirement of paragraph 5.2. of this

3. 性能耐久性（本規則 5.2 項の要件）に関するテスト手順

Regulation)
3.1. 保証圧力テスト
3.1. Proof pressure test
目標テスト圧力レベルに達するまで、非腐食性の液圧流体でシステムを滑らか
The system is pressurized smoothly and continually with a non-corrosive hydraulic
fluid until the target test pressure level is reached and then held for the specified

に継続して加圧し、規定の時間、その状態を保つ。
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time.

3.2.落下（衝撃）テスト（加圧なし）

3.2. Drop (impact) test (unpressurized)

内部加圧または付属バルブなしとし、周囲温度で貯蔵容器の落下テストを行う。
容器を落下させる表面は、平滑な水平のコンクリートパッドまたは同等の硬度を

The storage container is drop tested at ambient temperature without internal

有する他の床材とする。

pressurization or attached valves. The surface onto which the containers are dropped
shall be a smooth, horizontal concrete pad or other flooring type with equivalent

落下時（5.2.2 項の要件による）の容器の向きは、次のように決定する：1 個また

hardness.

は複数の追加容器を後述の各向きで落下させるものとする。それらの落下の向
きを 1 個の容器で実行してもよく、あるいは 4 種類の落下の向きに対して最大 4

The orientation of the container being dropped (in accordance with the requirement

個の容器を使用してもよい。

of paragraph 5.2.2.) is determined as follows: One or more additional container(s)
shall be dropped in each of the orientations described below. The drop orientations

(i)下部を落下面の上方 1.8 m とし、水平位置から 1 回落下させる。

may be executed with a single container or as many as four containers may be used
to accomplish the four drop orientations.

(ii)下端の高さを 1.8 m 以下とし、ポート端を上に向け、488 J 以上の位置エネル
ギーで容器端部に対して垂直位置から 1 回落下させる。

(i) Dropped once from a horizontal position with the bottom 1.8 m above the
surface onto which it is dropped;

(iii)下端の高さを 1.8 m 以下とし、ポート端を下に向け、488 J 以上の位置エネル
ギーで容器端部に対して垂直位置から 1 回落下させる。容器が対称形（2 つのポ

(ii) Dropped once onto the end of the container from a vertical position with the

ート端が同一）の場合、この落下の向きは必要ない。

ported end upward with a potential energy of not less than 488 J, with the height of
the lower end no greater than 1.8 m;

(iv)重心を床面の上方 1.8 m とし、ポート端を下に向け、垂直の向きから 45°の角
度で 1 回落下させる。ただし、下部と床面の距離が 0.6 m 未満の場合は、最低

(iii) Dropped once onto the end of the container from a vertical position with the

0.6 m の高さおよび床面から重心までの距離 1.8 m を維持するように落下角度を

ported end downward with a potential energy of not less than 488 J, with the height

変更するものとする。

of the lower end no greater than 1.8 m. If the container is symmetrical (identical
ported ends), this drop orientation is not required;

4 種類の落下の向きを図 1 に示す。
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(iv) Dropped once at a 45 deg. angle from the vertical orientation with a ported end

図 1：落下の向き

downward with its centre of gravity 1.8 m above the ground. However, if the bottom
is closer to the ground than 0.6 m, the drop angle shall be changed to maintain a
minimum height of 0.6 m and a centre of gravity of 1.8 m above the ground.
The four drop orientations are illustrated in Figure 1.
Figure 1: Drop orientations

容器の跳ね返りを防ぐためのいかなる試みも行わないものとするが、上述の垂
直落下テスト中における容器の転倒を防止してもよい。
すべての落下規定を実行するために複数の容器を使用する場合は、それらの容
器に対して附則 3、2.2 項による圧力サイクルを実施し、漏出まで、または漏出な
しに 22,000 サイクルに達するまで継続するものとする。11,000 サイクル以内に漏
No attempt shall be made to prevent the bouncing of containers, but the containers

出が発生しないものとする。

may be prevented from falling over during the vertical drop tests described above.
5.2.2 項の要件に従って落下させる容器の向きは、次のように確認するものとす
If more than one container is used to execute all drop specifications, then those

る：

containers shall undergo pressure cycling according to Annex 3, paragraph 2.2. until
either leakage or 22,000 cycles without leakage have occurred. Leakage shall not

(a) 4 種類の落下の向きをすべて 1 個の容器でテストする場合は、5.2.2 項の要

occur within 11,000 cycles.

件に従って落下させる容器を 4 種類のすべての向きで落下させるものとする。

The orientation of the container being dropped in accordance with the requirement

(b) 複数の容器を使用して 4 種類の落下の向きをテストし、すべての容器が漏出

of paragraph 5.2.2. shall be identified as follows:

なしに 22,000 サイクルに達した場合は、5.2.2 項の要件に従って落下させる容器
の向きを 45°の向き(iv)とし、その容器に対して 5.2 項に規定された追加テストを
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(a) If a single container was subjected to all four drop orientations, then the

実施するものとする。

container being dropped in accordance with the requirement of paragraph 5.2.2.
shall be dropped in all four orientations;

(c) 複数の容器を使用して 4 種類の落下の向きをテストし、いずれの容器も漏出
なしに 22,000 サイクルに達しなかった場合は、最小サイクル数で漏出した落下の

(b) If more than one container is used to execute the four drop orientations, and if

向きで新しい容器をテストするものとし、その後、5.2 項に規定された追加テストを

all containers reach 22,000 cycles without leakage, then the orientation of the

実施する。

container being dropped in accordance with the requirement paragraph 5.2.2. is the
45 deg. orientation (iv), and that container shall then undergo further testing as
specified in paragraph 5.2.;
(c) If more than one container is used to execute the four drop orientations and if
any container does not reach 22,000 cycles without leakage, then the new container
shall be subjected to the drop orientation(s) that resulted in the lowest number of
cycles to leakage and then will undergo further testing as specified in paragraph 5.2.
3.3. Surface damage test (unpressurized)

3.3.

The test proceeds in the following sequence:

表面損傷テスト（加圧なし）

(a) Surface flaw generation: Two longitudinal saw cuts are made on the bottom

テストは以下の順序で進行する：

outer surface of the unpressurized horizontal storage container along the cylindrical
zone close to but not in the shoulder area. The first cut is at least 1.25 mm deep and

(a) 表面傷の生成：加圧なしの水平貯蔵容器の下部外面に対し、肩部に近く、た

25 mm long toward the valve end of the container. The second cut is at least 0.75

だしその領域内ではない円筒形ゾーンに沿って 2 本の縦方向のソーカットを入れ

mm deep and 200 mm long toward the end of the container opposite the valve;

る。1 本目の切欠きは、容器のバルブ端に向かって少なくとも深さ 1.25 mm、長さ
25 mm とする。2 本目の切欠きは、バルブと反対側の容器端部に向かって少なく

(b) Pendulum impacts: The upper section of the horizontal storage container is

とも深さ 0.75 mm、長さ 200 mm とする。

divided into five distinct (not overlapping) areas 100 mm in diameter each (see
Figure 2). After 12 hours preconditioning at < -40 deg. C in an environmental

(b) 振り子衝撃：水平貯蔵容器の上側部分をそれぞれ直径 100 mm の 5 つの個
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chamber, the centre of each of the five areas sustains the impact of a pendulum

別（重ならない）領域に分割する（図 2 参照）。環境室内において≦-40℃で 12 時

having a pyramid with equilateral faces and square base, the summit and edges

間プレコンディショニングした後、等辺面と正方形の底面 を有し、頂点と縁端を

being rounded to a radius of 3 mm. The centre of impact of the pendulum coincides

半径 3 mm に丸めた四角錐の振り子により、5 つの各領域の中心に衝撃を与え

with the centre of gravity of the pyramid. The energy of the pendulum at the

る。振り子の衝撃の中心は、四角錐の重心と一致させる。容器上のマーキングさ

moment of impact with each of the five marked areas on the container is 30 J. The

れた 5 つ の領域について、それぞれの衝突の瞬間における振り子のエネルギ

container is secured in place during pendulum impacts and not under pressure.

ーは 30 J とする。容器は、振り子衝撃の過程で所定位置に固定され、圧力を受
けないものとする。

Figure 2: Side view of container
図 2：容器の側方図

3.4. Chemical exposure and ambient-temperature pressure cycling test

3.4. 化学薬品曝露および周囲温度圧力サイクルテスト

Each of the 5 areas of the unpressurized container preconditioned by pendulum

振り子衝撃（附則 3、3.3 項）によるプレコンディショニング後の加圧されていない

impact (Annex 3, paragraph 3.3.) is exposed to one of five solutions:

容器について、5 つの各領域を以下の 5 種類の溶液のいずれかに曝露する：

(a) 19 per cent (by volume) sulphuric acid in water (battery acid);

(a) 19 体積％の硫酸水溶液（電池酸）、

(b) 25 per cent (by weight) sodium hydroxide in water;

(b) 25 重量％の水酸化ナトリウム水溶液、

(c) 5 per cent (by volume) methanol in gasoline (fluids in fuelling stations);

(c) 5 体積％のメタノール含有ガソリン溶液（燃料充填ステーション内の流体）、

(d) 28 per cent (by weight) ammonium nitrate in water (urea solution); and

(d) 28 重量％の硝酸アンモニウム水溶液（尿素溶液）、および
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(e) 50 per cent (by volume) methyl alcohol in water (windshield washer fluid).

(e) 50 体積％のメチルアルコール水溶液（ウインドシールドウオッシャ液）。

The test container is oriented with the fluid exposure areas on top. A pad of glass

テスト容器の流体曝露領域を上に向けて置く。厚さ約 0.5 mm で直径 100 mm の

wool approximately 0.5 mm thick and 100 mm in diameter is placed on each of the

グラスウールパッドを 5 つのプレコンディショニング済み領域のそれぞれに配置

five preconditioned areas. A sufficient amount of the test fluid is applied to the glass

する。十分な量のテスト液をグラスウールに含ませ、テスト中にパッドの 表面お

wool sufficient to ensure that the pad is wetted across its surface and through its

よび厚さ全体の湿潤が十分保たれるようにする。

thickness for the duration of the test.
容器に対する追加テストの前に、グラスウールを付けた容器の曝露を圧力
The exposure of the container with the glass wool is maintained for 48 hours with

125％NWP（+2/-0 MPa）（液圧）および 20（±5）℃の状態のまま 48 時間維持する。

the container held at 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) (applied hydraulically) and 20
(+/-5) deg. C before the container is subjected to further testing.

本附則の 2.2 項に従い、規定サイクル数について 20（±5）℃で規定の目標
圧力まで圧力サイクルを実行する。グラスウールパッドを取り外し、容器表

Pressure cycling is performed to the specified target pressures according to

面を水ですすぎ、規定の最終目標圧力までの最後の 10 サイクルを実施する。

paragraph 2.2. of this Annex at 20 (±5) °C for the specified numbers of cycles. The
glass wool pads are removed and the container surface is rinsed with water the final
10 cycles to specified final target pressure are conducted.
3.5. Static pressure test (hydraulic)

3.5. 静圧テスト（液圧）
温度制御されたチャンバー内で貯蔵システムを目標圧力まで加圧する。規定の
時間、チャンバーおよび非腐食性燃料液の温度を目標温度±5℃に保持する。

The storage system is pressurized to the target pressure in a temperature-controlled
chamber. The temperature of the chamber and the non-corrosive fuelling fluid is
held at the target temperature within +/-5 deg. C for the specified duration.
4. Test procedures for expected on-road performance (paragraph 5.3. of this

4. 予想オンロード性能（本規則 5.3 項）に関するテスト手順

Regulation)
（空気圧テスト手順を示す。液圧テスト要素は附則 3、2.1 項に説明されている。）
(Pneumatic test procedures are provided; hydraulic test elements are described in
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Annex 3, paragraph 2.1.)

4.1.ガス圧サイクルテスト（空気圧）

4.1. Gas pressure cycling test (pneumatic)

テスト開始時に、規定の温度、相対湿度および燃料レベルで少なくとも 24 時間、
貯蔵システムを安定させる。残りのテストを通してテスト環境内部で規定の温度

At the onset of testing, the storage system is stabilized at the specified temperature,

および相対湿度を維持する（テスト仕様で要求されている場合、各圧力サイクル

relative humidity and fuel level for at least 24 hours. The specified temperature and

から次の圧力サイクルまでの間、システム温度を外部環境温度で安定させる）。

relative humidity is maintained within the test environment throughout the

貯蔵システムに対し、2（+0/-1）MPa 未満から規定最大圧力（±1 MPa）までの間で

remainder of the test. (When required in the test specification, the system

圧力サイクルを加える。車両使用中に能動状態となるシステムコントロール装置

temperature is stabilized at the external environmental temperature between pressure

により、規定圧力を下回る圧力低下が防止される場合には、 テストサイクル中

cycles.) The storage system is pressure cycled between less than 2 (+0/-1) MPa and

にその規定圧力を下回らないものとする。充填速度を一定の 3 分圧力ランプ速

the specified maximum pressure (+/-1 MPa). If system controls that are active in

度に制御し、燃料流量は 60 g／秒を超えないようにする。容器に注入される水素

vehicle service prevent the pressure from dropping below a specified pressure, the

燃料の温度を規定の温度に制御する。ただし、容器内のガス温度が+85℃を超

test cycles shall not go below that specified pressure. The fill rate is controlled to a

えたときは、圧力ランプ速 度を減少させるべきものとする。燃料除去速度は、目

constant 3-minute pressure ramp rate, but with the fuel flow not to exceed 60 g/sec;

的とする車両の最大燃料要求速度以上に制御する。規定の圧力サイクル数を実

the temperature of the hydrogen fuel dispensed to the container is controlled to the

施する。意図する車載応用に おいて極端な内部温度を防止するために装置お

specified temperature. However, the pressure ramp rate should be decreased if the

よび／またはコントロール装置が使用される場合は、それらの装置および／また

gas temperature in the container exceeds +85 deg. C. The defuelling rate is

はコントロール装置（または等価 手段）を用いてテストを実施してもよい。

controlled to greater than or equal to the intended vehicle's maximum fuel-demand
rate. The specified number of pressure cycles is conducted. If devices and/or

4.2. ガス透過テスト（空気圧）

controls are used in the intended vehicle application to prevent an extreme internal
temperature, the test may be conducted with these devices and/or controls (or

115％NWP（+2/-0 MPa）で水素ガスを貯蔵システムに完全充填し（+15℃で

equivalent measures).

100％NWP に相当する完全充填密度は+55℃で 113％NWP である）、定常透過
または 30 時間のいずれか遅い時点まで、≧+55℃で密閉容器内に保持する。

4.2. Gas permeation test (pneumatic)

貯蔵システムからの漏出と透過による合計の定常放出速度を測定する。

A storage system is fully filled with hydrogen gas at 115 per cent NWP (+2/-0 MPa)

4.3.局所ガス漏洩テスト（空気圧）

(full fill density equivalent to 100 per cent NWP at +15 deg. C is 113 per cent NWP
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at +55 deg. C) and held at > +55 deg. C in a sealed container until steady-state

本要件を充足するために気泡テストを用いてもよい。気泡テストを実施する際は

permeation or 30 hours, whichever is longer. The total steady-state discharge rate

以下の手順による：

due to leakage and permeation from the storage system is measured.
(a) このテストのためにシャットオフバルブ（および水素システムとの他の内部接
4.3. Localized gas leak test (pneumatic)

続部）の排気口に蓋をするものとする（外部漏出に絞ってテストするため）。

A bubble test may be used to fulfil this requirement. The following procedure is

テスト実施者の判断により、テスト品を漏洩テスト液に浸漬するか、または外気

used when conducting the bubble test:

中に置かれている時はテスト品に漏洩テスト液をかけてもよい。状態に応じて気
泡の大きさが大きく変化する可能性がある。テスト実施者は、気泡形成の大きさ

(a) The exhaust of the shut-off valve (and other internal connections to hydrogen

と速度に基づいてガス漏出量を推定する。

systems) shall be capped for this test (as the test is focused on external leakage).
(b) 注：0.005 mg／秒（3.6 Nml／分）の局所漏洩速度に対し、気泡発生数の許
At the discretion of the tester, the test article may be immersed in the leak-test fluid

容値は、典型的な気泡サイズを直径 1.5 mm として毎分約 2,030 個である。それ

or leak-test fluid applied to the test article when resting in open air. Bubbles can

よりはるかに大きな気泡が形成されたとしても、容易に漏洩を検出できるはずで

vary greatly in size, depending on conditions. The tester estimates the gas leakage

ある。直径 6 mm という異常に大きな気泡サイズの場合、気泡数の許容値は毎

based on the size and rate of bubble formation.

分約 32 個になる。

(b) Note: For a localized rate of 0.005 mg/sec (3.6 Nml/min), the resultant
allowable rate of bubble generation is about 2,030 bubbles per minute for a typical
bubble size of 1.5 mm in diameter. Even if much larger bubbles are formed, the leak
should be readily detectable. For an unusually large bubble size of 6 mm in
diameter, the allowable bubble rate would be approximately 32 bubbles per minute.
5. Test procedures for service terminating performance in fire (paragraph 5.4. of

5. 火炎中のサービス停止性能（本規則 5.4 項）に関するテスト手順

this Regulation)
5.1.火炎テスト
5.1. Fire test
水素容器アッセンブリは、圧縮水素貯蔵システムとその付加機構からなり、付加
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The hydrogen container assembly consists of the compressed hydrogen storage

機構には、ベントシステム（ベントライン、ベントラインカバーなど）および容器に

system with additional relevant features, including the venting system (such as the

直接取り付けられた遮蔽物（容器の保温帯および／または TPRD のカバー／バ

vent line and vent line covering) and any shielding affixed directly to the container

リアなど）が含まれる。

(such as thermal wraps of the container(s) and/or coverings/barriers over the
TPRD(s)).

次の 2 つの方法のいずれかにより、初期（局所）火源に対するシステムの位置を
特定する：

Either one of the following two methods are used to identify the position of the
system over the initial (localized) fire source:

(a)方法 1：汎用（非固有）車載装置に関する認定

(a) Method 1: Qualification for a generic (non-Specific) vehicle installation

車載構成が規定されていない（かつシステムの型式認可が固有の車載構成に限
定されていない）場合、局所火炎曝露領域は、TPRD からもっとも遠いテスト品の

If a vehicle installation configuration is not specified (and the type approval of the

領域である。ここで規定するテスト品は、あらゆる車載応用のために容器に直接

system is not limited to a specific vehicle installation configuration) then the

取り付けられた熱遮蔽またはその他の緩和装置のみを含む。ベントシステム（ベ

localized fire exposure area is the area on the test article farthest from the TPRD(s).

ントライン、ベントラインカバーなど）および／または TPRD のカバー／バリアは、

The test article, as specified above, only includes thermal shielding or other

何らかの応用での使用が予測される場合、容器アッセンブリに含まれる。 シス

mitigation devices affixed directly to the container that are used in all vehicle

テムのテスト時に代表的な構成部品が除かれている場合、当該型式の構成部品

applications. Venting system(s) (such as the vent line and vent line covering) and/or

の使用が車載応用に規定されているときは、そのシステムの再テストが必要と

coverings/barriers over the TPRD(s) are included in the container assembly if they

される。

are anticipated for use in any application. If a system is tested without representative
components, retesting of that system is required if a vehicle application specifies the
use of these type of components.
(b) Method 2: Qualification for a specific vehicle installation

(b)方法 2：固有の車載装置に関する認定
固有の車載構成が規定さ れており、かつシステムの型式認可がその固有の車
載構成に限定されている場合は、水素貯蔵システムに加えて他の車両構成部品
をテストセットアップに含めて もよい。これらの車両構成部品（遮蔽物またはバリ

If a specific vehicle installation configuration is specified and the type approval of

アなど、溶接またはボルトによって車両の構造に恒久的に取り付けられ、貯蔵シ

the system is limited to that specific vehicle installation configuration, then the test

ステムに付属しないもの） は、水素貯蔵システムに関連した車載構成のテストセ

setup may also include other vehicle components in addition to the hydrogen storage

ットアップに含めるものとする。この局所火炎テストは、客室、荷物室、ホイール
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system. These vehicle components (such as shielding or barriers, which are

ウェルまたは地面に滞留 したガソリンを火炎の発生源とする 4 方向の火炎に基

permanently attached to the vehicle's structure by means of welding or bolts and not

づき、最悪ケースの局所火炎曝露領域に対して実施する。

affixed to the storage system) shall be included in the test setup in the
vehicle-installed configuration relative to the hydrogen storage system. This

5.1.1. 附則 3、5.2 項に説明する方法により、遮蔽部品なしで火炎に包まれるよう

localized fire test is conducted on the worst case localized fire exposure areas based

に容器を曝露してもよい。

on the four fire orientations: fires originating from the direction of the passenger
compartment, luggage compartment, wheel wells or ground-pooled gasoline.
5.1.1. The container may be subjected to engulfing fire without any shielding
components, as described in Annex 3, paragraph 5.2.
5.1.2. The following test requirements apply whether Method 1 or 2 (above) is
used:
(a) The container assembly is filled with compressed hydrogen gas at 100 per cent
of NWP (+2/-0 MPa). The container assembly is positioned horizontally
approximately 100 mm above the fire source;
(b) Localized portion of the fire test:

5.1.2. 方法 1 または 2（上記）のいずれを用いるかにかかわらず、以下のテスト
要件を適用する：
(a) NWP（+2/-0 MPa）の 100％で容器アッセンブリに圧縮水素ガスを充填する。
容器アッセンブリを火源から約 100 mm の高さで水平に位置させる。
(b) 火炎テストの局所曝露部分：
(i) テスト品の局所火炎曝露領域は、TPRD からもっとも遠い位置とする。方法 2
を選択し、固有の車載構成に関して複数のより脆弱な領域が特定された場合
は、それらの中で TPRD からもっとも遠い領域を初期火源の真上に位置させる。
(ii) 火源は、テスト品に均一な最低温度を生じるように構成された LPG バーナー
からなる。温度測定には、最大 1.65 m のテスト品の全長を対象として、最低 5 個

(i) The localized fire exposure area is located on the test article furthest from the

の熱電対（少なくとも 2 個の熱電対を局所火炎曝露領域内とし、残りの領域に少

TPRD(s). If Method 2 is selected and more vulnerable areas are identified for a

なくとも 3 個の熱電対を 0.5 m 以下の距離で等間隔に配置する）を使用し、テスト

specific vehicle installation configuration, the more vulnerable area that is furthest

品の縦軸に沿ってその外表面から 25（±10）mm の位置に設置する。メーカーまた

from the TPRD(s) is positioned directly over the initial fire source;

はテスト施設の選択 により、任意の診断目的のために TPRD の検出点またはそ
の他任意の位置に追加の熱電対を配置してもよい。

(ii) The fire source consists of LPG burners configured to produce a uniform
minimum temperature on the test article measured with a minimum 5 thermocouples

(iii) 均一な加熱を確保するために風よけを設ける。
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covering the length of the test article up to 1.65 m maximum (at least 2

(iv) 縦方向の広がりが 250（±50）mm 以内の火源をテスト品の局所火炎曝露領

thermocouples within the localized fire exposure area, and at least 3 thermocouples

域の下に位置させて着火する。火源の幅に貯蔵システムの直径（幅）全体が包

equally spaced and no more than 0.5 m apart in the remaining area) located 25

含される。方法 2 を選択した場合、車両固有の特性に対応するため、必要に応じ

(+/-10) mm from the outside surface of the test article along its longitudinal axis. At

て長さと幅を減少させるものとする。

the option of the manufacturer or testing facility, additional thermocouples may be
located at TPRD sensing points or any other locations for optional diagnostic

(v) 図 3 に示すように、局所火炎曝露領域内の熱電対の温度は連続的に上昇

purposes;

しており、着火から 1 分以内に少なくとも 300℃に達し、着火から 3 分以内に少な
くとも 600℃に達した後、次の 7 分間は少なくとも 600℃の温度が維持される。こ

(iii) Wind shields are applied to ensure uniform heating;

の期間中、局所火炎曝露領域内の温度は 900℃を超えないものとする。温度要
件への適合は、最小と最大の限界値を有する期間に入ってから 1 分後を始点と

(iv) The fire source initiates within a 250 (+/-50) mm longitudinal expanse

し、注目対象の領域内における各熱電対の 1 分間の移動平均に基づく。（注：上

positioned under the localized fire exposure area of the test article. The width of the

記のような着火後の最初の 10 分間における初期火源の領域外の温度は規定さ

fire source encompasses the entire diameter (width) of the storage system. If Method

れない）。

2 is selected, the length and width shall be reduced, if necessary, to account for
vehicle-specific features;
(v) As shown in Figure 3 the temperature of the thermocouples in the localized fire
exposure area has increased continuously to at least 300 deg. C within 1 minute of
ignition, to at least 600 deg. C within 3 minutes of ignition, and a temperature of at
least 600 deg. C is maintained for the next 7 minutes. The temperature in the
localized fire exposure area shall not exceed 900 deg. C during this period.
Compliance to the thermal requirements begins 1 minute after entering the period
with minimum and maximum limits and is based on a 1-minute rolling average of
each thermocouple in the region of interest. (Note: The temperature outside the
region of the initial fire source is not specified during these initial 10 minutes from
the time of ignition.).

図 3：火炎テストの温度プロファイル
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Figure 3: Temperature profile of fire test
火炎テストの全体曝露部分
次の 2 分以内に、テスト品の表面全体に沿った温度が少なくとも 800℃まで上昇
するものとし、テスト品の最 大 1.65 m の全長および全幅に沿って均一温度を生
じるように火源を拡大する（全体火炎）。最低温度を 800℃に維持し、最高温度は
1,100℃を超えないものとする。温度要件への適合は、最小と最大の一定限界値
を有する期間に入ってから 1 分後を始点とし、各熱電対の 1 分間の移動平均に
基づく。
システムが TPRD を通じて排気し、圧力が 1 MPa 未満に低下するまで、テスト品
の温度（全体火炎状態）を維持する。排気は連続（中断なし）とし、かつ貯蔵シス
(c) Engulfing portion of the fire test

テムが破裂しないものとする。漏洩によ る新たな放出（TPRD からの放出を含ま
ない）として、火炎曝露の外周から 0.5 m を超える長さの炎を生じるような放出が

Within the next 2-minute interval, the temperature along the entire surface of the
test article shall be increased to at least 800 deg. C and the fire source is extended to
produce a uniform temperature along the entire length up to 1.65 m and the entire

発生しないものとする。
表 1：火炎試験手順の要約

width of the test article (engulfing fire). The minimum temperature is held at 800
deg. C, and the maximum temperature shall not exceed 1,100 deg. C. Compliance to

局所火炎域

時間

全体火炎域（局所火炎域の
外側）

thermal requirements begins 1 minute after entering the period with constant
minimum and maximum limits and is based on a 1-minute rolling average of each

操作

thermocouple.

最低温度

規定なし

最高温度

900℃未満

The test article is held at temperature (engulfing fire condition) until the system
vents through the TPRD and the pressure falls to less than 1 MPa. The venting shall
be continuous (without interruption), and the storage system shall not rupture. An
additional release through leakage (not including release through the TPRD) that

操作

バーナー着火

バーナー操作なし
0 分から 1
分

温度を上昇さ 1 分から 3
せ、局所火炎 分

規定なし
規定なし
バーナー操作なし

UN-R134-00-S02

（2017.2.9）

results in a flame with length greater than 0.5 m beyond the perimeter of the applied

曝露の開始

flame shall not occur.

前に火炎を安
定させる

Table 1: Summary of fire test protocol

Engulfing Fire Region
Localized Fire Region Time Period

Minimum
temperature
Maximum
temperature

Ignite Burners

No Burner Operation

Not specified

Not specified

0-1 Minute

Less than 900 deg. C

temperature

C

Minimum

規定なし

操作

局所火炎曝

最低温度

平均
3 分から 10

最低温度

continues

Not specified

1-minute rolling

3-10 Minutes
Not specified

平均

規定なし

温度を上昇さ

10 分に主バーナー着火

せる
1 分間の移動

Not specified

No Burner Operation

分

900℃未満

1-3 Minutes

Localized fire exposure

規定なし

1 分間の移動

操作

Less than 900 deg. C

バーナー操作なし

露の続行
1 分間の移動

No Burner Operation

start of localized fire

Greater than 300 deg.

Action

900℃未満

最高温度

and stabilize fire for

Minimum

temperature

最高温度

Not specified

exposure

Maximum

規定なし

600℃超

Increase temperature
Action

300℃超

(Outside the Localized
Fire Region)

Action

最低温度

平均
600℃超

10 分から

規定なし

11 分

1 分間の移動
最高温度

平均

1,100℃未満
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Maximum
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average greater than

1,100℃未満

600 deg. C

温度を上昇さ

1-minute rolling

せ、全体火炎

温度を上昇させ、全体火炎曝

曝露の開始

露の開始前に火炎を安定さ

前に火炎を安

せる

average less than 900

Not specified

deg. C
Increase temperature

temperature

Maximum
temperature

定させる

minutes

1 分間の移動 11 分から
平均
12 分

average greater than
600 deg. C

最低温度
10-11 Minutes

Not specified

1 分間の移動

average less than 1,100

Less than 1,100 deg. C

最高温度

deg. C
Increase temperature and

start of engulfing fire

average greater than

操作

stabilize fire for start of
engulfing fire exposure

1 分間の移動
最低温度

11-12 Minutes

Greater than 300 deg. C

平均
800℃超
1 分間の移動

1 minute rolling

deg. C

1,100℃未満

全体火炎曝
露の続行

600 deg. C

average less than 1,100

平均
1,100℃未満

and stabilize fire for

1-minute rolling

300℃超

600℃超

1-minute rolling

exposure
Minimum

Main Burner Ignited at 10

1-minute rolling

Increase temperature
Action

操作

Less than 1,100 deg. C

最高温度

平均
1,100℃未満

全体火炎曝露の続行

1 分間の移動平均
12 分からテ
スト終了ま

800℃超

で
1 分間の移動平均
1,100℃未満
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Engulfing fire

Engulfing fire exposure

exposure continues

continues

1-minute rolling
average greater than

12 Minutes -

800 deg. C

end of test

1 minute rolling
average less than 1,100
deg. C

1-minute rolling average
Greater than 800 deg. C

(d)火炎テストの結果の文書化
テスト品への入熱速度の再 現可能性を確保するため、火炎の配置を十分な詳
しさで記録する。テスト結果には、火炎の着火から TPRD からの排気開始までの
経過時間および最大圧力のほ か、1 MPa 未満の圧力に達するまでの排出時間

1-minute rolling average
less than 1,100 deg. C

(d) Documenting results of the fire test

が含まれる。テスト中、10 秒ごとに 1 回またはそれより短い間隔で熱電対温度お
よび容器圧力を記録する。1 分間の 移動平均に基づく規定の最低温度要件を
維持できなかったときは、テスト結果を無効とする。1 分間の移動平均に基づく規
定の最高温度要件を維持できなかった ときは、テスト中にテスト品が破損した場
合にのみ、テスト結果を無効とする。

The arrangement of the fire is recorded in sufficient detail to ensure the rate of heat
input to the test article is reproducible. The results include the elapsed time from
ignition of the fire to the start of venting through the TPRD(s), and the maximum
pressure and time of evacuation until a pressure of less than 1 MPa is reached.
Thermocouple temperatures and container pressure are recorded at intervals of
every 10 sec or less during the test. Any failure to maintain specified minimum
temperature requirements based on the 1-minute rolling averages invalidates the test
result. Any failure to maintain specified maximum temperature requirements based
on the 1-minute rolling averages invalidates the test result only if the test article
failed during the test.
5.2. Engulfing fire test:
The test unit is the compressed hydrogen storage system. The storage system is
filled with compressed hydrogen gas at 100 per cent NWP (+2/-0 MPa). The
container is positioned horizontally with the container bottom approximately 100

5.2. 全体火炎テスト：
テストユニットは圧縮水素貯蔵システムである。 100％NWP（+2/-0 MPa）で貯蔵
システムに圧縮水素ガスを充填する。容器底面を火源から約 100 mm の高さにし
て容器を水平に位置させる。金属遮蔽を使用して、容器のバルブ、継手、および
／または過圧防止安全装置に対する直接的な火炎衝突を防ぐ。金 属遮蔽は、
規定の防火システム（過圧防止安全装置または容器バルブ）と直接接触しない
ものとする。
長さ 1.65 m の均一な火源により、容器表面の直径全体に直接的な火炎衝突を
与える。容器が完全に排気されるまで（容器圧力が 0.7 MPa 未満に低下するま
で）、テストを続行するものとする。テスト中に火源の故障または不連続性が生じ
たときは、その結果を無効とする。
容器底面の下方約 25 mm の位置で火炎中に吊り下げた少なくとも 3 個の熱電対
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mm above the fire source. Metallic shielding is used to prevent direct flame

によって火炎温度を監視するものとする。それらの熱電対を 1 辺 25 mm 以下の

impingement on container valves, fittings, and/or pressure relief devices. The

スチール製キューブに取り付けてもよい。テスト中、30 秒ごとに 1 回、熱電対温度

metallic shielding is not in direct contact with the specified fire protection system

および容器圧力を記録するものとする。

(pressure relief devices or container valve).
火炎の着火後 5 分以内に、590℃以上の平均火炎温度（60 秒間の最高温度を記
A uniform fire source of 1.65 m length provides direct flame impingement on the

録した 2 つの熱電対の平均値として求める）を達成し、テスト中、その温度を維持

container surface across its entire diameter. The test shall continue until the

する。

container fully vents (until the container pressure falls below 0.7 MPa). Any failure
or inconsistency of the fire source during a test shall invalidate the result.

容器が長さ 1.65 m 未満の場合、容器の中心を火源の中心の上方に位置させる
ものとする。容器が長さ 1.65 m よりも大きく、容器の一端に過圧防止安全装置が

Flame temperatures shall be monitored by at least three thermocouples suspended in

装着されている場合は、容器の対向端で火源を開始するものとする。容器が長

the flame approximately 25 mm below the bottom of the container. Thermocouples

さ 1.65 m よりも大きく、その両端に、または容器の長さに沿って複数の位置に過

may be attached to steel cubes up to 25 mm on a side. Thermocouple temperature

圧防止安全装置が装着されている場合は、最大の水平距離で隔てられた 2 つの

and the container pressure shall be recorded every 30 seconds during the test.

過圧防止 安全装置の中間に火源の中心を合わせるものとする。

Within five minutes after the fire is ignited, an average flame temperature of not less

破裂することなく過圧防止安全装置を通じて容器が排気されるものとする。

than 590 deg. C (as determined by the average of the two thermocouples recording
the highest temperatures over a 60 second interval) is attained and maintained for
the duration of the test.
If the container is less than 1.65 m in length, the centre of the container shall be
positioned over the centre of the fire source. If the container is greater than 1.65 m
in length, then if the container is fitted with a pressure relief device at one end, the
fire source shall commence at the opposite end of the container. If the container is
greater than 1.65 m in length and is fitted with pressure relief devices at both ends,
or at more than one location along the length of the container, the centre of the fire
source shall be centred midway between the pressure relief devices that are
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separated by the greatest horizontal distance.
The container shall vent through a pressure relief device without bursting.

Annex 4A

附則 4

Test procedures for specific components for the compressed hydrogen storage

圧縮水素貯蔵システムの固有構成部品に関するテスト手順

system

1.TPRD Qualification Performance Tests

1. TPRD の認定性能テスト

Testing is performed with hydrogen gas having gas quality compliant with ISO

ISO14687-2/SAE J2719 に適合したガス品質の水素ガスを使用してテストを実行

14687-2/SAE J2719. All tests are performed at ambient temperature 20 (+/-5) deg.

する。別段の指定がない限り、すべてのテストを周囲温度 20（±5）℃で実行する。

C unless otherwise specified. The TPRD qualification performance tests are

TPRD の認定性能テストは、以下のように規定される（付録 1 を合わせて参照）：

specified as follows (see also Appendix 1):
1.1. 圧力サイクルテスト。
1.1. Pressure cycling test.
5 個の TPRD ユニットに対し、ISO 14687-2/SAE J2719 に適合したガス品質の
Five TPRD units undergo 11,000 internal pressure cycles with hydrogen gas having

水素ガスを使用して 11,000 回の内部圧力サイクルを実施する。最初の 5 圧力サ

gas quality compliant with ISO 14687-2/SAE J2719. The first five pressure cycles

イクルは、2（±1）MPa と 150％NWP（±1 MPa）の間とする。残りのサイクルは、2

are between 2 (+/-1) MPa and 150 per cent NWP (+/-1 MPa); the remaining cycles

（±1）MPa と 125％NWP（±1 MPa）の間とする。最初の 1,500 圧力サイクルは、

are between 2 (+/-1) MPa and 125 per cent NWP (+/-1 MPa). The first 1,500

85℃以上の TPRD 温度で実施する。残りのサイクルは、55（±5）℃の TPRD 温度

pressure cycles are conducted at a TPRD temperature of 85 deg. C or higher. The

で実施す る。最大圧力サイクルレートは毎分 10 サイクルとする。本テスト後、過

remaining cycles are conducted at a TPRD temperature of 55 (+/-5) deg. C. The

圧防止安全装置は、漏洩テスト（附則 4、1.8 項）、流量テスト（附則 4、1.10 項）お

maximum pressure cycling rate is ten cycles per minute. Following this test, the

よびベンチトップ作動テスト（附則 4、1.9 項）の要件に適合するものとする。

pressure relief device shall comply the requirements of Leak test (Annex 4,
paragraph 1.8.), Flow rate test (Annex 4, paragraph 1.10.) and Bench top activation
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test (Annex 4 paragraph 1.9.).
1.2. Accelerated life test.

1.2. 促進寿命テスト。
8 個の TPRD ユニットに対し、3 個はメーカーの指定作動温度 Tact で、5 個は
促進寿命温度 Tlife = 9.1×Tact0.503 で テストを実施する。温度を一定（±1℃）に維

Eight TPRD units undergo testing; three at the manufacturer's specified activation

持して TPRD をオーブンまたは液浴槽に入れる。TPRD 入口の水素ガス圧は

temperature, Tact, and five at an accelerated life temperature, Tlife = 9.1 x Tact0.503.

125％NWP（±1 MPa）である。圧力源は、温度制御されたオーブンまたは液浴槽

The TPRD is placed in an oven or liquid bath with the temperature held constant

の外部に配置してもよい。各装置を個別に、またはマニホールドシステムを介し

(+/-1 deg. C). The hydrogen gas pressure on the TPRD inlet is 125 per cent NWP

て加圧する。 マニホールドシステムを使用する場合は、各圧力接続部に逆流防

(+/-1 MPa). The pressure supply may be located outside the controlled temperature

止バルブを設け、1 つの供試体が故障した時のシステムの圧力喪失を防止す

oven or bath. Each device is pressured individually or through a manifold system. If

る。Tact でテス トする 3 個の TPRD は、10 時間未満で作動するものとする。Tlife

a manifold system is used, each pressure connection includes a check valve to

でテストする 5 個の TPRD は、500 時間未満で作動しないものとする。

prevent pressure depletion of the system when one specimen fails. The three TPRDs
tested at Tact shall activate in less than ten hours. The five TPRDs tested at Tlife

1.3. 温度サイクルテスト

shall not activate in less than 500 hours.
(a) 加圧なしの TPRD を-40℃以下に維持した液浴槽に 2 時間以上入れる。
1.3. Temperature cycling test

+85℃以上に維持した液浴槽にその TPRD を 5 分以内に移し、2 時間以上その温
度で維持する。-40℃以下に維持した液浴槽にその TPRD を 5 分以内に移す。

(a) An unpressurized TPRD is placed in a liquid bath maintained at -40 deg. C or
lower at least two hours. The TPRD is transferred to a liquid bath maintained at +85

(b) 15 回の熱サイクルが完了するまで、ステップ(a)を繰り返す。

deg. C or higher within five minutes, and maintained at that temperature at least two
hours. The TPRD is transferred to a liquid bath maintained at -40 deg. C or lower

(c) TPRD を-40℃以下の液浴槽内で最低 2 時間コンディショニングし、液浴槽を

within five minutes;

-40℃以下に維持しながら、水素ガスにより、その TPRD の内圧を 2 MPa（+1/-0
MPa）と 80％NWP（+2/-0 MPa）の間で 100 サイクル増減させる。

(b) Step (a) is repeated until 15 thermal cycles have been achieved;
(d) 熱サイクルおよび圧力サイクルの後、過圧防止安全装置が漏洩テスト（附則
(c) With the TPRD conditioned for a minimum of two hours in the -40 deg. C or

4、1.8 項）の要件に適合するものとする。ただし、その漏洩テストは -40℃

lower liquid bath, the internal pressure of the TPRD is cycled with hydrogen gas

（+5/-0℃）で実施するものとする。漏洩テスト後、TPRD は、ベンチトップ作動テス
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between 2 MPa (+1/-0 MPa) and 80 per cent NWP (+2/-0 MPa) for 100 cycles

ト（附則 4、1.9 項）の要件に加え、流量テスト（附則 4、1.10 項）の要件に適合す

while the liquid bath is maintained at -40 deg. C or lower;

るものとする。

(d) Following the thermal and pressure cycling, the pressure relief device shall

1.4. 耐塩害腐食性テスト

comply with the requirements of Leak test (Annex 4, paragraph 1.8.), except that the
Leak test shall be conducted at -40 deg. C (+5/-0 deg. C). After the Leak test, the

2 個の TPRD ユニットをテストする。非恒久的な出口キャップがあれば取り外

TPRD shall comply with the requirements of Bench top activation test (Annex 4,

す。メーカーの推奨手順に従い、外部曝露を現実的な設置と一致させるように各

paragraph 1.9.) and then Flow rate test (Annex 4, paragraph 1.10.).

TPRD ユニットをテスト装置に固定する。各ユニットを ASTM B117（塩水噴霧（塩
霧）装置の標準操作方法）に規定された塩水噴霧（塩霧）テストに 500 時間曝露

1.4. Salt corrosion resistance test

する。ただし、一方のユニットのテストでは、硫酸と 硝酸を 2:1 の比率で加えて塩
水の pH を 4.0±0.2 に調整するものとし、他方のユニットのテストでは、水酸化ナト

Two TPRD units are tested. Any non-permanent outlet caps are removed. Each

リウムを加えて塩水の pH を 10.0±0.2 に調整するものとする。噴霧チャンバー内

TPRD unit is installed in a test fixture in accordance with the manufacturer's

部の温度は 30℃から 35℃に維持する）。

recommended procedure so that external exposure is consistent with realistic
installation. Each unit is exposed for 500 hours to a salt spray (fog) test as specified

これらのテストの後、各過圧防止安全装置は、漏洩テスト（附則 3、6.1.8 項）、

in ASTM B117 (Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus) except

流量テスト（附則 3、6.1.10 項）およびベンチトップ作動テスト（附則 3、6.1.9 項）の

that in the test of one unit, the pH of the salt solution shall be adjusted to 4.0 +/- 0.2

要件に適合するものとする。

by the addition of sulphuric acid and nitric acid in a 2:1 ratio, and in the test of the
other unit, the pH of the salt solution shall be adjusted to 10.0 +/- 0.2 by the addition
of sodium hydroxide. The temperature within the fog chamber is maintained at
30-35 deg. C).
Following these tests, each pressure relief device shall comply with the
requirements of Leak test (Annex 3, paragraph 6.1.8.), Flow rate test (Annex 3,
paragraph 6.1.10.) and Bench top activation test (Annex 3, paragraph 6.1.9.).

1.5. 車両環境テスト
自動車用液体に対する外部曝露における耐劣化性を以下のテストによって測
定する：
(a) メーカーの取付説明書に従い、TPRD の入口および出口接続部を接続する
か、またはキャップを取り付ける。以下の各液体に対して TPRD の外面を 20
（±5）℃で 24 時間曝露する：
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1.5. Vehicle environment test

(i) 硫酸水溶液（19 体積％）、

Resistance to degradation by external exposure to automotive fluids is determined

(ii) 水酸化ナトリウム水溶液（25 重量％）、

by the following test:
(iii) 硝酸アンモニウム水溶液（28 重量％）、および
(a) The inlet and outlet connections of the TPRD are connected or capped in
accordance with the manufacturers installation instructions. The external surfaces of
the TPRD are exposed for 24 hours at 20 (+/-5) deg. C to each of the following
fluids:

(iv) ウインドウオッシャ液（50 体積％のメチルアルコール水溶液）。
テスト中の完全な曝露を確保するため、各液体は必要に応じて補充する。各液
体による個別テストを実行する。1 個の構成部品を使用して、すべての液体に順

(i) Sulphuric acid (19 per cent solution by volume in water);

次曝露してもよい。

(ii) Sodium hydroxide (25 per cent solution by weight in water);

(b) 各液体に対する曝露後、構成部品を払拭して水ですすぐ。

(iii) Ammonium nitrate (28 per cent by weight in water); and

(c) 構成部品の機能を損なう可能性がある物理的な劣化の形跡、具体的には、
亀裂、軟化、または膨張が構成部品に認められないものとする。孔食または退

(iv) Windshield washer fluid (50 per cent by volume methyl alcohol and water).

色などの表 面的な変化は欠陥ではない。すべての曝露の終了時に、各ユニット
が漏洩テスト（附則 4、1.8 項）、流量テスト（附則 4、1.10 項）およびベンチトップ

The fluids are replenished as needed to ensure complete exposure for the duration of

作動テスト（附則 4、1.9 項）の要件に適合するものとする。

the test. A distinct test is performed with each of the fluids. One component may be
used for exposure to all of the fluids in sequence.

1.6. 応力腐食割れテスト。

(b) After exposure to each fluid, the component is wiped off and rinsed with water;

銅基合金（たとえば真鍮）製の構成部品を含む TPRD については、1 個の TPRD
ユニットをテストする。大気に曝露されるすべての銅合金製構成部品を脱脂し た

(c) The component shall not show signs of physical degradation that could impair

後、ガラスカバーを有するガラスチャンバー内に保持されたアンモニアと空気の

the function of the component, specifically: cracking, softening, or swelling.

湿潤混合気に 10 日間連続して曝露するものとする。

Cosmetic changes such as pitting or staining are not failures. At the conclusion of all
exposures, the unit(s) shall comply with the requirements of Leak test (Annex 4,

チャンバー容量 1 リットル当たり少なくとも 20 ml の濃度で、比重 0.94 のアンモ
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paragraph 1.8.), Flow rate test (Annex 4, paragraph 1.10.) and Bench top activation

ニア水をサンプル下方のガラスチャンバー底部に保持する。サンプルをアンモニ

test (Annex 4, paragraph 1.9.).

ア水溶液から 35（±5）mm の高さに位 置させ、不活性トレイ内に支持する。アン
モニアと空気の湿潤混合気を 35（±5）℃で大気圧に維持する。銅基合金製構成

1.6. Stress corrosion cracking test.

部品に本テストによる亀裂または剥 離が認められないものとする。

For TPRDs containing components made of a copper-based alloy (e.g. brass), one

1.7. 落下および振動テスト

TPRD unit is tested. All copper alloy components exposed to the atmosphere shall
be degreased and then continuously exposed for ten days to a moist ammonia-air

(a) 6 個の TPRD ユニットを周囲温度（20±5℃）で 2 m の高さから平滑なコンクリ

mixture maintained in a glass chamber having a glass cover.

ート表面上に落下させる。最初の衝撃後、各サンプルがコンクリート表面上で跳
ね返ってもよい。1 個のユニットを 6 つの向き（縦 方向、横方向および長手方向

Aqueous ammonia having a specific gravity of 0.94 is maintained at the bottom of

の 3 本の直交軸における対向方向）で落下させる。落下させた 6 個の各サンプル

the glass chamber below the sample at a concentration of at least 20 ml per litre of

にその部品が使用に適さないことを示す目に見える 外部損傷が認められなけ

chamber volume. The sample is positioned 35 (+/-5) mm above the aqueous

れば、ステップ(b)に進む。

ammonia solution and supported in an inert tray. The moist ammonia-air mixture is
maintained at atmospheric pressure at 35 (+/-5) deg. C. Copper-based alloy

(b) ステップ(a)で落下させた 6 個の各 TPRD ユニットおよび落下させていない 1

components shall not exhibit cracking or delaminating due to this test.

個の追加ユニットをメーカーの取付説明書に従ってテスト装置に取り付け、3 本
の直交軸（縦方向、横方向お よび長手方向）のそれぞれに沿って、各軸のもっと

1.7. Drop and vibration test
(a) Six TPRD units are dropped from a height of 2 m at ambient temperature (20
+/- 5 deg. C ) onto a smooth concrete surface. Each sample is allowed to bounce on
the concrete surface after the initial impact. One unit is dropped in six orientations
(opposing directions of 3 orthogonal axes: vertical, lateral and longitudinal). If each
of the six dropped samples does not show visible exterior damage that indicates that
the part is unsuitable for use, it shall proceed to step (b) ;
(b) Each of the six TPRD units dropped in step (a) and one additional unit not

も厳しい共振周波数で 30 分間振動させる。もっとも厳しい共振周波数は、1.5 g
の加速度により、10 Hz から 500 Hz の周波数範囲で 10 分以内の正弦波掃引に
よって求める。共振周波数は、振幅の著しい増加によって特定される。この範囲
内で共振周波数が確認されない場 合は、40 Hz でテストを実施するものとする。
本テスト後、各サンプルにその部品が使用に適さないことを示す目に見える外部
損傷が認められないものとする。その後、 各サンプルは漏洩テスト（附則 4、1.8
項）、流量テスト（附則 4、1.10 項）およびベンチトップ作動テスト（附則 4、1.9 項）
の要件に適合するものとする。
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subjected to a drop are mounted in a test fixture in accordance with manufacturer's

1.8. 漏洩テスト

installation instructions and vibrated 30 minutes along each of the three orthogonal
axes (vertical, lateral and longitudinal) at the most severe resonant frequency for

先行テストを行っていない TPRD について、他の設計認定テストを実施するこ

each axis. The most severe resonant frequencies are determined using an

となく、周囲温度、高温および低温でテストする。テスト前、当該ユニットを各温度

acceleration of 1.5 g and sweeping through a sinusoidal frequency range of 10 to

およびテスト圧力で 1 時間保持する。3 つの温度テスト条件は以下の通りである：

500 Hz within 10 minutes. The resonance frequency is identified by a pronounced
increase in vibration amplitude. If the resonance frequency is not found in this
range, the test shall be conducted at 40 Hz. Following this test, each sample shall
not show visible exterior damage that indicates that the part is unsuitable for use. It
shall subsequently comply with the requirements of Leak test (Annex 4, paragraph

(a) 周囲温度：ユニットを 20（±5）℃でコンディショニングし、5％NWP（+0/-2 MPa）
および 150％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。
(b) 高温：ユニットを 85℃以上でコンディショニングし、5％NWP (+0/-2 MPa）およ
び 150％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。

1.8.), Flow rate test (Annex 4, paragraph 1.10.) and Bench top activation test
(Annex 4, paragraph 1.9.).

(c) 低温：ユニットを-40℃以下でコンディショニングし、5％NWP（+0/-2 MPa）およ
び 100％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。

1.8. Leak test
追加ユニットに対して、附則 4、1 項における他のテストの規定に従い、それらの
A TPRD that has not undergone previous testing is tested at ambient, high and low

テストに規定された温度で、曝露の中断なしに、漏洩テストを実施する。

temperatures without being subjected to other design qualification tests. The unit is
held for one hour at each temperature and test pressure before testing. The three
temperature test conditions are:

規定されたすべてのテスト温度において、温度制御された液体に当該ユニット
を 1 分間浸漬して（または同等の方法により）コンディショニングする。規定された
期間に気泡が認められなければ、そのサンプルはテスト合格とする。気泡が検

(a) Ambient temperature: condition the unit at 20 (+/-5) deg. C; test at 5 per cent
NWP (+0/-2 MPa) and 150 per cent NWP (+2/-0 MPa);
(b) High temperature: condition the unit at 85 deg. C or higher; test at 5 per cent

出された場合は、適切な方法で漏洩率を測定する。合計水素漏洩率は 10
Nml/hr 未満とする。
1.9. ベンチトップ作動テスト

NWP (+0/-2 MPa) and 150 per cent NWP (+2/-0 MPa);
作動の基準時間を確定するため、他の設計認定テストを実施することなく 2 個
(c) Low temperature: condition the unit at -40 deg. C or lower; test at 5 per cent
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NWP (+0/-2 MPa) and 100 per cent NWP (+2/-0 MPa).

の新しい TPRD ユニットをテストする。追加の事前テスト済みユニット（事前テス
トは附則 4、1.1 項、1.3 項、1.4 項、1.5 項または 1.7 項による）に対し、附則 4、1

Additional units undergo leak testing as specified in other tests in Annex 4,

項の他のテストに規定されたベンチトップ作動テストを実施する。

paragraph 1. with uninterrupted exposure at the temperature specified in those tests.
(a) テストセットアップは、気温および気流を制御して TPRD の周囲の気温を 600
At all specified test temperatures, the unit is conditioned for one minute by

（±10）℃に到達させることができるオーブンまたはチムニーからなる。TPRD ユニ

immersion in a temperature controlled fluid (or equivalent method). If no bubbles

ットを炎に直接曝露する。メーカーの取付説明書に従って TPRD ユニットをテスト

are observed for the specified time period, the sample passes the test. If bubbles are

装置に取り付ける。そのテスト構成を文書化する。

detected, the leak rate is measured by an appropriate method. The total hydrogen
leak rate shall be less than 10 Nml/hr.

(b) オーブンまたはチムニー内に熱電対を入れて温度を監視する。テスト実行前
の 2 分間、温度を許容範囲内に維持する。

1.9. Bench top activation test
(c) 加圧された TPRD ユニットをオーブンまたはチムニーに挿入し、装置が作動
Two new TPRD units are tested without being subjected to other design

した時間を記録する。オーブンまたはチムニーに挿入する前に、1 個の新しい（事

qualification tests in order to establish a baseline time for activation. Additional

前 テスト未実施）TPRD ユニットを 25％NWP（事前テスト値）以下まで加圧する。

pre-tested units (pre-tested according to Annex 4, paragraphs 1.1., 1.3., 1.4., 1.5. or

TPRD ユニットを 25％NWP 以下まで加圧し、1 個の新しい（事前テ スト未実施）

1.7.) undergo bench top activation testing as specified in other tests in Annex 4,

TPRD ユニットを 100％NWP まで加圧する。

paragraph 1.
(d) 先行して附則 4、1 項の他のテストを実施した TPRD ユニットは、最大 25％
(a) The test setup consists of either an oven or chimney which is capable of

NWP まで加圧された新しい TPRD ユニットの基準作動時間から 2 分後以内の期

controlling air temperature and flow to achieve 600 (+/-10) deg. C in the air

間内に作動するものとする。

surrounding the TPRD. The TPRD unit is not exposed directly to flame. The TPRD
unit is mounted in a fixture according to the manufacturer's installation instructions;

(e) 先行テストを行っていない 2 つの TPRD ユニットの作動時間の差は 2 分以内

the test configuration is to be documented;

であるものとする。

(b) A thermocouple is placed in the oven or chimney to monitor the temperature.

1.10. 流量テスト

The temperature remains within the acceptable range for two minutes prior to
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running the test;

(a) 8 個の TPRD ユニットについて送流量をテストする。それら 8 個のユニットは、
3 個の新しい TPRD ユニットのほか、先行する附則 4、1.1 項、1.3 項、1.4 項、1.5

(c) The pressurized TPRD unit is inserted into the oven or chimney, and the time

項および 1.7 項の各テストを経た各 1 個の TPRD ユニットからなる。

for the device to activate is recorded. Prior to insertion into the oven or chimney,
one new (not pre-tested) TPRD unit is pressurized to no more than 25 per cent NWP

(b) 各 TPRD ユニットを附則 4、1.9 項に従って作動させる。作動後、部品の洗

(the pre-tested); TPRD units are pressurized to no more than 25 per cent NWP; and

浄、除去、または再コンディショニングなしに、各 TPRD ユニットに対して水素、空

one new (not pre-tested) TPRD unit is pressurized to 100 per cent NWP;

気または不活性ガスを使用して流量テストを行う。

(d) TPRD units previously subjected to other tests in Annex 4, paragraph 1. shall

(c) 流量テストは 2（±0.5）MPa のガス入口圧力で実施する。出口は周囲圧力で

activate within a period no more than two minutes longer than the baseline

ある。入口の温度および圧力を記録する。

activation time of the new TPRD unit that was pressurized to up to 25 per cent
NWP;

(d) ±2％以内の精度で流量を測定する。8 個の過圧防止安全装置の中でもっと
も低い測定値が最高流量値の 90％以上であるものとする。

(e) The difference in the activation time of the two TPRD units that had not
undergone previous testing shall be no more than 2 minutes.
1.10. Flow rate test
(a) Eight TPRD units are tested for flow capacity. The eight units consist of three
new TPRD units and one TPRD unit from each of the following previous tests:
Annex 4, paragraphs 1.1., 1.3., 1.4., 1.5. and 1.7. ;
(b) Each TPRD unit is activated according to Annex 4, paragraph 1.9. After
activation and without cleaning, removal of parts, or reconditioning, each TPRD
unit is subjected to flow test using hydrogen, air or an inert gas;
(c) Flow rate testing is conducted with a gas inlet pressure of 2 (+/-0.5) MPa. The
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outlet is at ambient pressure. The inlet temperature and pressure are recorded;
(d) Flow rate is measured with accuracy within +/-2 per cent. The lowest measured
value of the eight pressure relief devices shall not be less than 90 per cent of the
highest flow value.

2. Tests for check valve and shut-off valve

2. 逆流防止バルブおよびシャットオフバルブのテスト

Testing shall be performed with hydrogen gas having gas quality compliant with

ISO 14687-2/SAE J2719 に適合したガス品質の水素ガスを用いてテストを実行す

ISO 14687-2/SAE J2719. All tests are performed at ambient temperature 20 (+/-5)

るものとする。別段の指定がない限り、すべてのテストを周囲温度 20（±5）℃で実

deg. C unless otherwise specified. The check valve and shut-off valve qualification

行す る。逆流防止バルブおよびシャットオフバルブの認定性能テストは、以下の

performance tests are specified as follows (see also Appendix 2):

ように規定される（付録 2 を合わせて参照）：

2.1. Hydrostatic strength test

2.1. 静水圧強度テスト

The outlet opening in components is plugged and valve seats or internal blocks are

構成部品の出口開口部に栓をし、弁座または内部ブロックを開位置にする。基

made to assume the open position. One unit is tested without being subjected to

準破裂圧力を確定するため、他の設計認定テストを実行することなく 1 個のユニ

other design qualification tests in order to establish a baseline burst pressure, other

ットをテストし、他のユニットは附則 4、2 項の後続テストの規定に従ってテストす

units are tested as specified in subsequent tests of Annex 4, paragraph 2.

る。

(a) A hydrostatic pressure of 250 per cent NWP (+2/-0 MPa) is applied to the inlet

(a) 構成部品の入口に 250％NWP（+2/-0 MPa）の静水圧を 3 分間加える。構成

of the component for three minutes. The component is examined to ensure that

部品を検査して、破裂が生じていないことを確認する。

rupture has not occurred;
(b) 次に、構成部品が破損するまで、1.4 MPa／秒以下の速度で静水圧を増加
(b) The hydrostatic pressure is then increased at a rate of less than or equal to 1.4

させる。破損時の静水圧を記録する。先行テストを行ったユニットの破損圧力

MPa/sec until component failure. The hydrostatic pressure at failure is recorded.

は、静水圧が 400％NWP を超えない限り、破損圧力の基準値の 80％以上である

The failure pressure of previously tested units shall be no less than 80 per cent of the
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failure pressure of the baseline, unless the hydrostatic pressure exceeds 400 per cent

ものとする。

NWP.
2.2. 漏洩テスト
2.2. Leak test
先行テストを行っていない 1 個のユニットについて、他の設計認定テストを実施す
One unit that has not undergone previous testing is tested at ambient, high and low

ることなく、周囲温度、高温および低温でテストする。3 つの温度テスト条件は以

temperatures without being subjected to other design qualification tests. The three

下の通りである：

temperature test conditions are:
(a) 周囲温度：ユニットを 20（±5）℃でコンディショニングし、5％NWP（+0/-2 MPa）
(a) Ambient temperature: condition the unit at 20 (+/-5) deg. C; test at 5 per cent

および 150％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。

NWP (+0/-2 MPa) and 150 per cent NWP (+2/-0 MPa) ;
(b) 高温：ユニットを 85℃以上でコンディショニングし、5％NWP (+0/-2 MPa）およ
(b) High temperature: condition the unit at 85 deg. C or higher ; test at 5 per cent

び 150％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。

NWP (+0/-2 MPa) and 150 per cent NWP (+2/-0 MPa) ;
(c) 低温：ユニットを-40℃以下でコンディショニングし、5％NWP（+0/-2 MPa）およ
(c) Low temperature: condition the unit at -40 deg. C or lower; test at 5 per cent

び 100％NWP（+2/-0 MPa）でテストする。

NWP (+0/-2 MPa) and 100 per cent NWP (+2/-0 MPa).
追加ユニットに対して、附則 4、2 項における他のテストの規定に従い、それら
Additional units undergo leak testing as specified in other tests in Annex 4,

のテストに規定された温度で、曝露の中断なしに、漏洩テストを実施する。

paragraph 2. with uninterrupted exposure at the temperatures specified in those tests.
適切な嵌合接続によって出口開口部に栓をし、入口に加圧水素を印加する。
The outlet opening is plugged with the appropriate mating connection and

規定されたすべてのテスト温度において、温度制御された液体に当該ユニットを

pressurized hydrogen is applied to the inlet. At all specified test temperatures, the

浸漬し （または同等の方法により）、1 分間コンディショニングする。規定された

unit is conditioned for one minute by immersion in a temperature controlled fluid

期間に気泡が認められなければ、そのサンプルはテスト合格とする。気泡が検

(or equivalent method). If no bubbles are observed for the specified time period, the

出され た場合は、適切な方法で漏洩率を測定する。漏洩率は水素ガス 10

sample passes the test. If bubbles are detected, the leak rate is measured by an

Nml/hr を超えないものとする。
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appropriate method. The leak rate shall not exceed 10 Nml/hr of hydrogen gas.

2.3. 極限温度圧力サイクルテスト

2.3. Extreme temperature pressure cycling test

(a) 合計の動作サイクル数は、逆流防止バルブについて 11,000 回およびシャッ
トオフバルブについて 50,000 回である。メーカーの取付仕様に対応するテスト装

(a) The total number of operational cycles is 11,000 for the check valve and 50,000

置にバルブユニットを取り付ける。水素ガスを使用し、すべての規定圧力でユニ

for the shut-off valve. The valve unit are installed in a test fixture corresponding to

ットの動作を連続的に繰り返す。

the manufacturer's specifications for installation. The operation of the unit is
continuously repeated using hydrogen gas at all specified pressures.

動作サイクルは、次のように定義されるものとする：

An operational cycle shall be defined as follows:

(i) 逆流防止バルブをテスト装置に接続し、出口を閉じた状態で逆流防止バルブ
入口に 6 個のステップパルスで 100％NWP（+2/-0 MPa）を印加する。続いて逆流

(i) A check valve is connected to a test fixture and 100 per cent NWP (+2/-0 MPa)

防止バルブ入口から圧力を放出する。次のサイクルの前に逆流防止バルブ出口

is applied in six step pulses to the check valve inlet with the outlet closed. The

側の圧力を 60％NWP 未満まで低下させる。

pressure is then vented from the check valve inlet. The pressure is lowered on the
check valve outlet side to less than 60 per cent NWP prior to the next cycle;

(ii) シャットオフバルブをテスト装置に接続し、入口側と出口側の両方に連続的
に圧力を加える。

(ii) A shut-off valve is connected to a test fixture and pressure is applied
continuously to the both the inlet and outlet sides.

1 回の動作サイクルは、1 回の全動作とリセットからなる。

An operational cycle consists of one full operation and reset.

(b) 安定状態のユニットに対して以下の温度でテストを実行する：

(b) Testing is performed on a unit stabilized at the following temperatures:

(i) 周囲温度サイクル。当該ユニットに対し、部品が 20（±5）℃で安定した状態
で、全サイクル数の 90％にわたり、125％NWP（+2/-0 MPa）で動作（開／閉）サイ

(i) Ambient temperature cycling. The unit undergoes operational (open/closed)

クルを実行する。この周囲温度動作サイクルの完了時に、ユニットが附則 4、2.2

cycles at 125 per cent NWP (+2/-0 MPa) through 90 per cent of the total cycles with

項に規定された周囲温度漏洩テストに適合す るものとする。

the part stabilized at 20 (+/-5) deg. C. At the completion of the ambient temperature
operational cycles, the unit shall comply with the ambient temperature leak test

(ii) 高温サイクル。続いて当該ユニットに対し、部品が 85℃以上で安定した状態
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specified in Annex 4, paragraph 2.2.;

で、全動作サイクル数の 5％について 125％NWP（+2/-0 MPa）で動作サイクルを
実行する。この 85℃サイクルの完了時に、ユニットが附則 4、2.2 項に規定された

(ii) High temperature cycling. The unit then undergoes operational cycles at 125

高温（85℃）漏洩テストに適合するものとする。

per cent NWP (+2/-0 MPa) through 5 per cent of the total operational cycles with
the part stabilized at 85 deg. C or higher. At the completion of the 85 deg. C cycles,

(iii) 低温サイクル。続いて当該ユニットに対し、-40℃以下で部品が安定した状

the unit shall comply with the high temperature (85 deg. C) leak test specified in

態で、全サイクル数の 5％について 100％NWP（+2/-0 MPa）で動作サイクルを実

Annex 4, paragraph 2.2.;

行する。この-40℃動作サイクルの完了時に、ユニットが附則 4、2.2 項に規定され
た低温（-40℃）漏洩テストに適合する ものとする。

(iii) Low temperature cycling. The unit then undergoes operational cycles at 100
per cent NWP (+2/-0 MPa) through 5 per cent of the total cycles with the part

(c) 逆流防止バルブのチャタリングフローテスト：11,000 回の動作サイクルおよび

stabilized at -40 deg. C or lower. At the completion of the -40 deg. C operational

附則 4、2.3 項(b)の漏洩テストに続き、最大のチャタリング（バルブの振動）が生じ

cycles, the unit shall comply with the low temperature (-40 deg. C) leak test

る流量で 24 時間のチャタリングフローを逆流防止バルブ に流す。本テストの完

specified in Annex 4, paragraph 2.2.

了時に、逆流防止バルブが周囲温度漏洩テスト（附則 4、2.2 項）および強度テス
ト（附則 4、2.1 項）に適合するものとする。

(c) Check valve chatter flow test: Following 11,000 operational cycles and leak
tests in Annex 4, paragraph 2.3.(b), the check valve is subjected to 24 hours of

2.4. 耐塩害腐食性テスト

chatter flow at a flow rate that causes the most chatter (valve flutter). At the
completion of the test the check valve shall comply with the ambient temperature

構成部品を通常の取り付け位置で支持し、ASTM B117（塩水噴霧（塩霧）装置

leak test (Annex 4, paragraph 2.2.) and the strength test (Annex 4, paragraph 2.1.).

の標準操作方法）に規定された塩水噴霧（塩霧）テストに 500 時間曝露する。噴
霧チャンバー内部の温度を 30℃から 35℃ に維持する）。塩水は、5 重量％の塩

2.4. Salt corrosion resistance test

化ナトリウムと 95 重量％の蒸留水からなる。

The component is supported in its normally installed position and exposed for 500

腐食テストの直後に、サンプルを優しく洗浄して付着塩分を取り除き、歪みがな

hours to a salt spray (fog) test as specified in ASTM B117 (Standard Practice for

いか検査した後、そのサンプルが以下の要件に適合するものとする：

Operating Salt Spray (Fog) Apparatus). The temperature within the fog chamber is
maintained at 30 - 35 deg. C). The saline solution consists of 5 per cent sodium

(a) 構成部品の機能を損なう可能性がある物理的な劣化の形跡、具体的には、
亀裂、軟化、または膨張が構成部品に認められないものとする。孔食または退
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chloride and 95 per cent distilled water, by weight.

色などの表面的な変化は欠陥としない。

Immediately after the corrosion test, the sample is rinsed and gently cleaned of salt

(b) 周囲温度漏洩テスト（附則 4、2.2 項）、

deposits, examined for distortion, and then shall comply with the requirements of:
(c) 静水圧強度テスト（附則 4、2.1 項）。
(a) The component shall not show signs of physical degradation that could impair
the function of the component, specifically: cracking, softening or swelling.
Cosmetic changes such as pitting or staining are not failures;
(b) The ambient temperature leak test (Annex 4, paragraph 2.2.);
(c) The hydrostatic strength test (Annex 4, paragraph 2.1.).

2.5. 車両環境テスト
自動車用液体に対する曝露による耐劣化性を以下のテストによって測定する。
(a) メーカーの取付説明書に従い、バルブユニットの入口および出口接続部を
接続するか、またはキャップを取り付ける。以下の各液体に対してバルブユニット
の外面を 20（±5）℃で 24 時間曝露する：

2.5. Vehicle environment test
(i) 硫酸水溶液（19 体積％）、
Resistance to degradation by exposure to automotive fluids is determined by the
following test.

(ii) 水酸化ナトリウム水溶液（25 重量％）、

(a) The inlet and outlet connections of the valve unit are connected or capped in

(iii) 硝酸アンモニウム水溶液（28 重量％）、および

accordance with the manufacturers installation instructions. The external surfaces of
the valve unit are exposed for 24 hours at 20 (+/-5) deg. C to each of the following
fluids:
(i) Sulphuric acid -19 per cent solution by volume in water;
(ii) Sodium hydroxide -25 per cent solution by weight in water;

(iv) ウインドウオッシャ液（50 体積％のメチルアルコール水溶液）。
テスト中の完全な曝露を確保するため、各液体は必要に応じて補充する。各液
体について個別テストを実行する。1 個の構成部品を使用して、すべての液体に
順次曝露してもよい。
(b) 各化学薬品に対する曝露後、構成部品を払拭して水ですすぐ。
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(iii) Ammonium nitrate -28 per cent by weight in water; and

(c) 構成部品の機能を損なう可能性がある物理的な劣化の形跡、具体的には、
亀裂、軟化、または膨張が構成部品に認められないものとする。孔食または退

(iv) Windshield washer fluid (50 per cent by volume methyl alcohol and water).
The fluids are replenished as needed to ensure complete exposure for the duration of
the test. A distinct test is performed with each of the fluids. One component may be

色などの表 面的な変化は欠陥としない。すべての曝露の終了時に、各ユニット
が周囲温度漏出テスト（附則 4、2.2 項）および静水圧強度テスト（附則 4、2.1 項）
の 要件に適合するものとする。

used for exposure to all of the fluids in sequence.

2.6. 大気曝露テスト

(b) After exposure to each chemical, the component is wiped off and rinsed with

大気曝露テストは、逆流防止バルブおよび自動シャットオフバルブが非金属材料

water;

を有し、通常の動作条件の間に大気に曝露される場合について、その構成部品

(c) The component shall not show signs of physical degradation that could impair

の認定に適用する。

the function of the component, specifically: cracking, softening, or swelling.

(a) 燃料封入シールの役割を果たし、かつ大気に曝露されるすべて非金属材料

Cosmetic changes such as pitting or staining are not failures. At the conclusion of all

は、それについて申請者が十分な特性申告書を提出していない場合、ASTM

exposures, the unit(s) shall comply with the requirements of the ambient

D572（ゴムに関する標準試験方法 − 熱および酸素による劣化）に従い、2

temperature leakage test (Annex 4, paragraph 2.2.) and Hydrostatic Strength Test

MPa、70℃で酸素に 96 時間曝露した後、亀裂または目に見える劣化の形跡が認

(Annex 4, paragraph 2.1.).

められないものとする。

2.6. Atmospheric exposure test

(b) すべてのエラストマーは、次の一方または両方により、オゾン耐性を実証す

The atmospheric exposure test applies to qualification of check valve and automatic
shut-off valves if the component has non-metallic materials exposed to the

るものとする：
(i) オゾン耐性を証明するエラストマー化合物の仕様、

atmosphere during normal operating conditions.
(ii) ISO 1431/1、ASTM D1149、または同等のテスト方法による構成部品のテス
(a) All non-metallic materials that provide a fuel containing seal, and that are
exposed to the atmosphere, for which a satisfactory declaration of properties is not
submitted by the applicant, shall not crack or show visible evidence of deterioration

ト。
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after exposure to oxygen for 96 hours at 70 deg. C at 2 MPa in accordance with

2.7. 電気テスト

ASTM D572 (Standard Test Method for Rubber- Deterioration by Heat and
Oxygen);

電気テストは、自動シャットオフバルブの認定に適用し、逆流防止バルブの認定
には適用しない。

(b) All elastomers shall demonstrate resistance to ozone by one or more of the
following:

(a) 異常電圧テスト。ソレノイドバルブを可変 DC 電圧源に接続する。そのソレノ
イドバルブを以下のように操作する：

(i) Specification of elastomer compounds with established resistance to ozone;
(i) 定格電圧の 1.5 倍で平衡（定常温度）状態を 1 時間維持する。
(ii) Component testing in accordance with ISO 1431/1, ASTM D1149, or
equivalent test methods.

(ii) 電圧を定格電圧の 2 倍または 60 ボルトのいずれか小さい値まで増加させ、
1 分間維持する。

2.7. Electrical Tests
(iii) 何らかの故障により、外部漏出、バルブ開放または発煙、発火もしくは溶融
The electrical tests apply to qualification of the automatic shut-off valve; they do not

などの危険な状態が生じないものとする。

apply to qualification of check valves.
NWP および室温における最小開放電圧は、12V システムについては 9 V 以下、
(a) Abnormal voltage test. The solenoid valve is connected to a variable DC

24V システムについては 18 V 以下とする。

voltage source. The solenoid valve is operated as follows:
(b) 絶縁抵抗テスト。電源導体と構成部品ケーシングの間に 1,000 V D.C.を少な
(i) An equilibrium (steady state temperature) hold is established for one hour at 1.5

くとも 2 秒間印加する。その構成部品に関する最小許容抵抗は 240 kΩ である。

times the rated voltage;
2.8.振動テスト
(ii) The voltage is increased to two times the rated voltage or 60 volts, whichever is
less, and held for one minute;

両端を密閉したバルブユニットを水素で 100％NWP（+2/-0 MPa）まで加圧し、3 本
の直交軸（縦方向、横方向および長手方向）のそれぞれに沿って、もっとも厳しい

(iii) Any failure shall not result in external leakage, open valve or unsafe conditions

共振周波数で 30 分間振動させる。もっとも厳しい 共振周波数は、1.5 g の加速
度により、10 Hz から 40 Hz の正弦波周波数範囲内の 10 分の掃引時間で求め
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such as smoke, fire or melting.

る。この範囲内で共振周波数が確認されない場合は、40 Hz でテストを実施す
る。本テスト後、各サンプルにその部品の性能が損なわれたことを示す目に見え

The minimum opening voltage at NWP and room temperature shall be less than or

る外部損傷が認められないものとする。本テストの完了時 に、ユニットが附則

equal to 9 V for a 12 V system and less than or equal to 18 V for a 24 V system.

4、2.2 項に規定された周囲温度漏洩テストの要件に適合するものとする。

(b) Insulation resistance test. 1,000 V D.C. is applied between the power conductor

2.9. 応力腐食割れテスト

and the component casing for at least two seconds. The minimum allowable
resistance for that component is 240 kiloohms .

銅基合金（たとえば真鍮）製の構成部品を含むバルブユニットについては、1 個
のバルブユニットをテストする。バルブユニットを分解し、すべての銅基合金製構

2.8. Vibration test
The valve unit is pressurized to its 100 per cent NWP (+2/-0 MPa) with hydrogen,
sealed at both ends, and vibrated for 30 minutes along each of the three orthogonal
axes (vertical, lateral and longitudinal) at the most severe resonant frequencies. The

成部品を脱脂して、そのバルブユニットを再組み立てした後、ガラスカバーを有
するガラスチャンバー内に保持されたアンモニアと空気の湿潤混合気に 10 日間
連続して曝露する。
チャンバー容量 1 リットル当たり少なくとも 20 ml の濃度で、比重 0.94 のアンモ

most severe resonant frequencies are determined by acceleration of 1.5 g with a

ニア水をサンプル下方のガラスチャンバー底部に保持する。サンプルをアンモニ

sweep time of 10 minutes within a sinusoidal frequency range of 10 to 40 Hz. If the

ア水溶液から 35（±5）mm の高さに位 置させ、不活性トレイ内に支持する。アン

resonance frequency is not found in this range the test is conducted at 40Hz.

モニアと空気の湿潤混合気を 35（±5）℃で大気圧に維持する。銅基合金製構成

Following this test, each sample shall not show visible exterior damage that

部品に本テストによる亀裂または剥 離が認められないものとする。

indicates that the performance of the part is compromised. At the completion of the
test, the unit shall comply with the requirements of the ambient temperature leak test

2.10. 予冷水素曝露テスト

specified in Annex 4, paragraph 2.2.
予冷した-40℃以下の水素ガスに流量 30 g／秒、外部温度 20（±5）℃で最低 3 分
2.9. Stress corrosion cracking test

間、バルブユニットを曝露する。ユニットを減圧し、2 分の保持期間の後で再加圧
する。このテストを 10 回繰り返 す。次に、追加の 10 サイクルについて保持期間

For the valve units containing components made of a copper-based alloy (e.g.

を 15 分に増加させ、このテスト手順を繰り返す。その後、ユニットは附則 4、2.2

brass), one valve unit is tested. The valve unit is disassembled, all copper-based

項に規定された周囲温度 漏洩テストの要件に適合するものとする。

alloy components are degreased and then the valve unit is reassembled before it is
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continuously exposed for ten days to a moist ammonia-air mixture maintained in a
glass chamber having a glass cover.
Aqueous ammonia having a specific gravity of 0.94 is maintained at the bottom of
the glass chamber below the sample at a concentration of at least 20 ml per litre of
chamber volume. The sample is positioned 35 (+/-5) mm above the aqueous
ammonia solution and supported in an inert tray. The moist ammonia-air mixture is
maintained at atmospheric pressure at 35 (+/-5) deg. C. Copper-based alloy
components shall not exhibit cracking or delaminating due to this test.
2.10. Pre-cooled hydrogen exposure test
The valve unit is subjected to pre-cooled hydrogen gas at -40 deg. C or lower at a
flow rate of 30 g/sec at external temperature of 20 (+/-5) deg. C for a minimum of
three minutes. The unit is de-pressurized and re-pressurized after a two minute hold
period. This test is repeated ten times. This test procedure is then repeated for an
additional ten cycles, except that the hold period is increased to 15 minutes. The unit
shall then comply with the requirements of the ambient temperature leak test
specified in Annex 4, paragraph 2.2.
Annex 4 - Appendix 1

附則 4 − 付録 1

Overview of TPRD tests

TPRD テストの概要
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Annex 4 - Appendix 2

附則 4 − 付録 2

Overview of check valve and automatic shut-off valve tests

逆流防止バルブおよび自動シャットオフバルブテストの概要
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Annex 5
Test procedures for a vehicle fuel system incorporating the compressed hydrogen

附則 5
圧縮水素貯蔵システムを内蔵する車両燃料システムに関するテスト手順

storage system

1. Post-crash compressed hydrogen storage system leak test

1. 衝突後の圧縮水素貯蔵システム漏洩テスト

The crash tests used to evaluate post-crash hydrogen leakage are those set out in

衝突後の水素漏出を評価するための衝突テストは、本規則 7.2 項に規定のもの

paragraph 7.2. of this Regulation.

とする。
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Prior to conducting the crash test, instrumentation is installed in the hydrogen

要求精度を有する計装が標準車両に未装備の場合には、衝突テストの実施に

storage system to perform the required pressure and temperature measurements if

先立ち、必要とされる圧力および温度測定用の計器を水素貯蔵システム内に設

the standard vehicle does not already have instrumentation with the required

置する。

accuracy.
続いて、貯蔵システムに圧縮水素またはヘリウムガスを充填する前に、必要に
The storage system is then purged, if necessary, following manufacturer's directions

応じ、メーカーの指示に従って貯蔵システムをパージし、容器から不純物を除去

to remove impurities from the container before filling the storage system with

す る。貯蔵システム圧力は温度によって変化するため、目標とする充填圧力は

compressed hydrogen or helium gas. Since the storage system pressure varies with

温度の関数になる。目標圧力は次式により求めるものとする：

temperature, the targeted fill pressure is a function of the temperature. The target
pressure shall be determined from the following equation:

Ptarget = NWP×(273 + To) /288

Ptarget = NWP x (273 + To) / 288

ここで、NWP は公称使用圧力（MPa）、To は貯蔵システムが安定することが予想
される周囲温度、Ptarget は温度安定後の目標充填圧力である。

where NWP is the Nominal Working Pressure (MPa), To is the ambient temperature
to which the storage system is expected to settle, and Ptarget is the targeted fill

容器を少なくとも目標充填圧力の 95％まで充填し、衝突テストを実施する前に安

pressure after the temperature settles.

定（定常化）させる。

The container is filled to a minimum of 95 per cent of the targeted fill pressure and

水素ガス配管の下流に配置された水素ガス用の主停止バルブおよびシャットオ

allowed to settle (stabilize) prior to conducting the crash test.

フバルブは、衝突の直前に通常走行状態とする。

The main stop valve and shut-off valves for hydrogen gas, located in the

1.1. 衝突後漏洩テスト：圧縮水素を充填した圧縮水素貯蔵システム

downstream hydrogen gas piping, are in normal driving condition immediately prior
to the impact.

水素ガス圧 P0（MPa）および温度 T0（℃） を衝突直前に測定し、続いて衝突後の
時間間隔 Δt（分）の時点で測定する。時間間隔 Δt は、衝突後に車両が静止した
時点を起点とし、少なくとも 60 分間継 続する。最大 70 MPa で動作する大容量の
貯蔵システムに関する測定精度を確保するため、必要ならば時間間隔 Δt を増加

1.1. Post-crash leak test: compressed hydrogen storage system filled with
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compressed hydrogen

させるものとし、その場合、Δt は次式から計算され る：

The hydrogen gas pressure, P0 (MPa) and temperature, T0 (deg. C) are measured

Δt = VCHSS×NWP /1,000×((-0.027×NWP +4)×Rs - 0.21) -1.7×Rs

immediately before the impact and then at a time interval, delta t (min), after the
impact. The time interval, delta t, starts when the vehicle comes to rest after the

ここで、Rs = Ps / NWP、Ps は圧力センサの圧力レンジ（MPa）、NWP は公称使用

impact and continues for at least 60 minutes. The time interval, delta t, shall be

圧力（MPa）、VCHSS は圧縮水素貯蔵システムの容量（L）、および Δt は時間間隔

increased, if necessary, to accommodate measurement accuracy for a storage system

（分）である。Δt の計算値が 60 分より小さい場合は、Δt を 60 分に設定する。

with a large volume operating up to 70MPa; in that case, delta t is calculated from
the following equation:
delta t = VCHSS x NWP /1,000 x ((-0.027 x NWP +4) x Rs - 0.21) -1.7 x Rs
where Rs = Ps / NWP, Ps is the pressure range of the pressure sensor (MPa), NWP is
the Nominal Working Pressure (MPa), VCHSS is the volume of the compressed

貯蔵システム内の水素の初期質量は次のように計算される：
Po' = Po×288 / (273 + T0)
ρo' = -0.0027×(P0')2 + 0.75×P0' + 0.5789
Mo = ρo'×VCHSS

hydrogen storage system (L), and delta t is the time interval (min). If the calculated
value of delta t is less than 60 minutes, delta t is set to 60 minutes.

時間間隔 Δt の最後における貯蔵システム内の水素の最終質量 Mf は、次のよう
に計算される：

The initial mass of hydrogen in the storage system is calculated as follows:
Pf' = Pf×288 / (273 + Tf)
Po' = Po x 288 / (273 + T0)
ρf' = -0.0027×(Pf')2 + 0.75×Pf' + 0.5789
rhoo' = -0.0027 x (P0')2 + 0.75 x P0' + 0.5789
Mf = ρf'×VCHSS
Mo = rhoo' x VCHSS
ここで、Pf は当該時間間隔の最後における最終圧力の測定値（MPa）、Tf は最終
The final mass of hydrogen in the storage system, Mf, at the end of the time interval,
delta t, is calculated as follows:

温度の測定値（℃）である。
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Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)

したがって、当該時間間隔の平均水素流量は次式になる（7.2.1 項の基準より小
さいものとする）：

2

rhof' = -0.0027 x (Pf') + 0.75 x Pf' + 0.5789
VH2 = (Mf-Mo) / Δt×22.41 / 2.016×(Ptarget /Po)
Mf = rhof' x VCHSS
ここで、VH2 は当該時間間隔の平均体積流量（NL／分）であり、項（Ptarget/Po）は、
where Pf is the measured final pressure (MPa) at the end of the time interval, and Tf

初期圧力 Po の測定値と目標充填圧力 Ptarget の差を補償するためのものである。

is the measured final temperature (deg. C).
1.2. 衝突後漏洩テスト：圧縮ヘリウムを充填した圧縮水素貯蔵システム
The average hydrogen flow rate over the time interval (that shall be less than the
criteria in paragraph 7.2.1.) is therefore

ヘリウムガス圧 P0（MPa）および温度 T0（℃） を衝突直前に測定し、続いて衝突
後に所定の時間間隔で測定する。時間間隔 Δt は、衝突後に車両が静止した時

VH2 = (Mf-Mo) / delta t x 22.41 / 2.016 x (Ptarget /Po)
where VH2 is the average volumetric flow rate (NL/min) over the time interval and
the term (Ptarget /Po) is used to compensate for differences between the measured
initial pressure, Po, and the targeted fill pressure Ptarget.

点を起点とし、少なくとも 60 分間継続する。最大 70 MPa で動作する大容量の貯
蔵システムに関する測定精度を確保するため、必要ならば時間間隔 Δt を増加さ
せるものとし、その場合、Δt は次式から計算され る：
Δt = VCHSS×NWP /1,000×((-0.028×NWP +5.5)×Rs - 0.3) - 2.6×Rs
ここで、Rs = Ps / NWP、Ps は圧力センサの圧力レンジ（MPa）、NWP は公称使用

1.2. Post-crash leak test: Compressed hydrogen storage system filled with
compressed helium
The helium gas pressure, P0 (MPa), and temperature T0 (deg. C), are measured
immediately before the impact and then at a predetermined time interval after the

圧力（MPa）、VCHSS は圧縮貯蔵システムの容量（L）、および Δt は時間間隔（分）
である。Δt の値が 60 分より小さい場合は、Δt を 60 分に設定する。
貯蔵システム内のヘリウムの初期質量は次のように計算される：
Po' = Po×288 / (273 + T0)

impact. The time interval, delta t, starts when the vehicle comes to rest after the
impact and continues for at least 60 minutes. The time interval, delta t, shall be
increased if necessary in order to accommodate measurement accuracy for a storage

ρo' = -0.0043×(P0')2 + 1.53×P0' + 1.49
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system with a large volume operating up to 70MPa; in that case, delta t is calculated

Mo = ρo'×VCHSS

from the following equation:
時間間隔 Δt の最後における貯蔵システム内のヘリウムの最終質量 Mf は、次の
delta t = VCHSS x NWP /1,000 x ((-0.028 x NWP +5.5) x Rs - 0.3) - 2.6 x Rs

ように計算される：

where Rs = Ps / NWP, Ps is the pressure range of the pressure sensor (MPa), NWP is

Pf' = Pf×288 / (273 + Tf)

the Nominal Working Pressure (MPa), VCHSS is the volume of the compressed
storage system (L), and delta t is the time interval (min). If the value of delta t is less
than 60 minutes, delta t is set to 60 minutes.
The initial mass of helium in the storage system is calculated as follows:

ρf' = -0.0043×(Pf')2 + 1.53×Pf' + 1.49
Mf =ρf'×VCHSS
ここで、Pf は当該時間間隔の最後における最終圧力の測定値（MPa）、Tf は最終

Po' = Po x 288 / (273 + T0)

温度の測定値（℃）である。

rhoo' = -0.0043 x (P0')2 + 1.53 x P0' + 1.49

したがって、当該時間間隔の平均ヘリウム流量は次式になる：

Mo = rhoo' x VCHSS

VHe = (Mf-Mo) / Δt×22.41 / 4.003×(Ptarget/ Po)

The final mass of helium in the storage system, Mf, at the end of the time interval,

ここで、VHe は当該時間間隔の平均体積流量（NL／分）であり、項 Ptarget/Po は、初

delta t, is calculated as follows:

期圧力（Po）の測定値と目標充填圧力（Ptarget）の差を補償するためのものである。

Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)

ヘリウムの平均体積流量から平均水素流量への変換は、次式によって計算され
る：

rhof' = -0.0043 x (Pf')2 + 1.53 x Pf' + 1.49
VH2 = VHe / 0.75
Mf = rhof' x VCHSS
ここで、VH2 は対応する水素の平均体積流量である（適合すべき本規則 7.2.1 項
where Pf is the measured final pressure (MPa) at the end of the time interval, and Tf

の要件より小さいものとする）。
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is the measured final temperature (deg. C).
The average helium flow rate over the time interval is therefore
VHe = (Mf-Mo) / delta t x 22.41 / 4.003 x (Ptarget/ Po)
where VHe is the average volumetric flow rate (NL/min) over the time interval and
the term Ptarget/ Po is used to compensate for differences between the measured initial
pressure (Po) and the targeted fill pressure (Ptarget).
Conversion of the average volumetric flow of helium to the average hydrogen flow
is calculated with the following expression:
VH2 = VHe / 0.75
where VH2 is the corresponding average volumetric flow of hydrogen (that shall be
less than the requirements in paragraph 7.2.1. of this Regulation to comply with).
2. Post-crash concentration test for enclosed spaces

2. 閉鎖スペースの衝突後濃度テスト

The measurements are recorded in the crash test that evaluates potential hydrogen

潜在的な水素（またはヘリウム）漏出を評価する衝突テスト（附則 5、1 項のテスト

(or helium) leakage (Annex 5, paragraph 1. test procedure).

手順）において測定値を記録する。

Sensors are selected to measure either the build-up of the hydrogen or helium gas or

水素もしくはヘリウムガスの蓄積または酸素の減少（水素／ヘリウムの漏洩に伴

the reduction in oxygen (due to displacement of air by leaking hydrogen/helium).

う空気の置換による）を測定するためにセンサを選択する。

Sensors are calibrated to traceable references to ensure an accuracy of +/-5 per cent

空気中体積で 4％水素または 3％ヘリウムという目標基準における±5％の精度

at the targeted criteria of 4 per cent hydrogen or 3 per cent helium by volume in air,

を保証し、その目標基準を少なくとも 25％上回るフルスケール測定機能を確保す

and a full scale measurement capability of at least 25 per cent above the target

るために、センサをトレーサブル基準に対してキャリブレーションする。センサは、
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criteria. The sensor shall be capable of a 90 per cent response to a full scale change

フルスケール濃度変化に対する 90％応答が 10 秒以内に可能であるものと す

in concentration within 10 seconds.

る。

Prior to the crash impact, the sensors are located in the passenger and, luggage

衝突衝撃の前に、車両の客室および荷物室内にセンサを下記のように配置す

compartments of the vehicle as follows:

る：

(a) At a distance within 250 mm of the headliner above the driver's seat or near the

(a) 運転席上方のヘッドライナーから 250 mm 以内の距離または客室の上部中

top centre the passenger compartment;

央付近、

(b) At a distance within 250 mm of the floor in front of the rear (or rear most) seat

(b) 客室内のリア（または最後部）シート前のフロアから 250 mm 以内の距離、

in the passenger compartment;
(c) 実施する特定の衝突衝撃によって直接影響を受けない車内荷物室の上部
(c) At a distance within 100 mm of the top of luggage compartments within the

から 100 mm 以内の距離。

vehicle that are not directly affected by the particular crash impact to be conducted.
車両構造物またはシート上にセンサを確実に取り付け、計画された衝突テストに
The sensors are securely mounted on the vehicle structure or seats and protected for

よる破片、エアバッグの排ガスおよび飛翔物から保護する。車両内部に配置した

the planned crash test from debris, air bag exhaust gas and projectiles. The

計器または遠隔送信によって衝突後の測定値を記録する。

measurements following the crash are recorded by instruments located within the
vehicle or by remote transmission.

車両を置く場所は、風および起こりうる日射効果から保護された屋外エリア、ある
いは十分大きいか、または換気により客室および荷物室内で目標基準の 10％を

The vehicle may be located either outdoors in an area protected from the wind and

超える水素の蓄積が防止される屋内スペースのいずれでもよい。

possible solar effects or indoors in a space that is large enough or ventilated to
prevent the build-up of hydrogen to more than 10 per cent of the targeted criteria in

閉鎖スペース内の衝突後データ収集は、車両が静止した時点で開始する。セン

the passenger and luggage compartments.

サからのデータを少なくとも 5 秒ごとに収集し、テスト後 60 分間継続する。「平滑
化」を与え、スプリアスデータ点の影響をフィルタリングするため、測定値に対し

Post-crash data collection in enclosed spaces commences when the vehicle comes to
a rest. Data from the sensors are collected at least every 5 seconds and continue for a

て最大 5 秒までの一次遅れ（時定数）を適用することができる。
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period of 60 minutes after the test. A first-order lag (time constant) up to a

各センサからのフィルタリングされた読み値は、60 分の衝突後テスト期間を通し

maximum of 5 seconds may be applied to the measurements to provide "smoothing"

てつねに水素について 4.0％またはヘリウムについて 3.0％の目標基準を下回る

and filter the effects of spurious data points.

ものとする。

The filtered readings from each sensor shall be below the targeted criteria of 4.0 per
cent for hydrogen or 3.0 per cent for helium at all times throughout the 60 minutes
post-crash test period.

3. Compliance test for single failure conditions

3. 単一故障条件に関する適合テスト

Either test procedure of Annex 5, paragraph 3.1. or paragraph 3.2. shall be executed:

附則 5、3.1 項または 3.2 項のいずれかのテスト手順を実行するものとする：

3.1. Test procedure for vehicle equipped with hydrogen gas leakage detectors

3.1. 水素ガス漏洩検出器を装備した車両に関するテスト手順

3.1.1. Test condition

3.1.1. テスト条件

3.1.1.1. Test vehicle: The propulsion system of the test vehicle is started, warmed

3.1.1.1. テスト車両：テスト車両の推進システムを始動させ、通常動作温度まで

up to its normal operating temperature, and left operating for the test duration. If the

暖機し、テスト中は作動させたままとする。当該車両が燃料電池車両でない場合

vehicle is not a fuel cell vehicle, it is warmed up and kept idling. If the test vehicle

は、暖機し てアイドリングを続ける。テスト車両が自動的にアイドリングを停止す

has a system to stop idling automatically, measures are taken so as to prevent the

るシステムを備えている場合は、エンジンを停止させないようにするための措置

engine from stopping.

を講じ る。

3.1.1.2. Test gas: Two mixtures of air and hydrogen gas: 3.0 per cent concentration

3.1.1.2. テスト用ガス：空気と水素ガスの 2 つの混合気：警告機能を検証するた

(or less) of hydrogen in the air to verify function of the warning, and 4.0 per cent

めの空気中濃度 3.0％（またはそれ以下）の水素、および停止機能を検証するた

concentration (or less) of hydrogen in the air to verify the shut-down function. The

めの空気中濃度 4.0％（またはそれ以下）の水素。メーカーの推奨（または検出器

proper concentrations are selected based on the recommendation (or the detector
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specification) by the manufacturer.

の仕様）に基づいて適切な濃度を選択する。

3.1.2. Test method

3.1.2. テスト方法

3.1.2.1. Preparation for the test: The test is conducted without any influence of

3.1.2.1. テストの準備：以下のような適切な手段により、風の影響なしにテストを

wind by appropriate means such as:

実施する：

(a) A test gas induction hose is attached to the hydrogen gas leakage detector;

(a) 水素ガス漏洩検出器にテスト用ガス導入ホースを取り付ける。

(b) The hydrogen leak detector is enclosed with a cover to make gas stay around

(b) 水素漏洩検出器にカバーをかけて包み込み、ガスが水素漏洩検出器の周

hydrogen leak detector.

囲に留まるようにする。

3.1.2.2. Execution of the test

3.1.2.2. テストの実行

(a) Test gas is blown to the hydrogen gas leakage detector;

(a) テスト用ガスを水素ガス漏洩検出器に吹きかける。

(b) Proper function of the warning system is confirmed when tested with the gas to

(b) ガス使用テストで警告機能を検証し、警告システムの適切な働きを確認す

verify function of the warning;

る。

(c) The main shut-off valve is confirmed to be closed when tested with the gas to

(c) ガス使用テストで主シャットオフバルブの遮断機能を検証し、バルブが閉じる

verify function of the shut-down. For example, the monitoring of the electric power

ことを確認する。たとえば、シャットオフバルブへの電気出力またはシャットオフバ

to the shut-off valve or of the sound of the shut-off valve activation may be used to

ルブの作動音を監視することにより、水素供給の主シャットオフバルブの動作を

confirm the operation of the main shut-off valve of the hydrogen supply.

確認することができる。

3.2. Test procedure for integrity of enclosed spaces and detection systems.

3.2. 閉鎖スペースおよび検出システムの完全性に関するテスト手順。

3.2.1. Preparation:

3.2.1.準備：
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3.2.1.1. The test is conducted without any influence of wind.

3.2.1.1. 風の影響なしにテストを実施する。

3.2.1.2. Special attention is paid to the test environment as during the test,

3.2.1.2. テスト中、水素と空気の可燃混合気が発生する可能性があるため、テス

flammable mixtures of hydrogen and air may occur.

ト環境に対して特別な注意を払う。

3.2.1.3. Prior to the test the vehicle is prepared to allow remotely controllable

3.2.1.3. テストに先立ち、水素システムからの遠隔制御による水素放出を可能に

hydrogen releases from the hydrogen system. The number, location and flow

するように車両を準備する。主水素シャットオフバルブ下流の放出点の数、位置

capacity of the release points downstream of the main hydrogen shut-off valve are

および送流 量は、単一故障条件下での最悪ケースの漏出シナリオを考慮に入

defined by the vehicle manufacturer taking worst case leakage scenarios under

れて車両メーカーが定める。最低限、自動的な「警告」および水素遮断機能の実

single failure condition into account. As a minimum, the total flow of all remotely

証が得られるよ うに遠隔制御によるすべての放出の全流量が十分であるものと

controlled releases shall be adequate to trigger demonstration of the automatic

する。

"warning" and hydrogen shut-off functions.
3.2.1.4. 本テストにおいて、本規則 7.1.4.2 項の適合に関するテスト時には、客室
3.2.1.4. For the purpose of the test, a hydrogen concentration detector is installed

内で水素ガスがもっとも多く蓄積する可能性がある場所（たとえばヘッドライナー

where hydrogen gas may accumulate most in the passenger compartment (e.g. near

付近）に水素濃度検出器を設置し、本規則 7.1.4.3 項の適合に関するテスト時に

the headliner) when testing for compliance with paragraph 7.1.4.2. of this

は（附則 5、3.2.1.3 項参照）、水素放出の再現テストによって水 素が蓄積する可

Regulation and hydrogen concentration detectors are installed in enclosed or semi

能性がある車両の閉鎖または半閉鎖体積内に水素濃度検出器を設置する。

enclosed volumes on the vehicle where hydrogen can accumulate from the
simulated hydrogen releases when testing for compliance with paragraph 7.1.4.3. of
this Regulation (see Annex 5, paragraph 3.2.1.3.).
3.2.2. Procedure:

3.2.2. 手順：
3.2.2.1. 車両のドア、ウインドウおよびその他のカバーを閉じる。
3.2.2.2. 推進システムを始動させ、通常動作温度まで暖機し、テスト中、アイドリ

3.2.2.1. Vehicle doors, windows and other covers are closed.

ング運転を継続する。

3.2.2.2. The propulsion system is started, allowed to warm up to its normal

3.2.2.3. 遠隔制御機能を使用して漏洩の再現テストを行う。
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operating temperature and left operating at idle for the test duration.

3.2.2.4. 3 分にわたり濃度が上昇しなくなるまで、水素濃度を連続的に測定す
る。本規則 7.1.4.3 項の適合に関するテスト時には、主水素シャットオフバルブが

3.2.2.3. A leak is simulated using the remote controllable function.
3.2.2.4. The hydrogen concentration is measured continuously until the
concentration does not rise for 3 minutes. When testing for compliance with
paragraph 7.1.4.3 of this Regulation, the simulated leak is then increased using the

閉 じ、テルテール警告信号が作動するまで、遠隔制御機能を使用して再現漏洩
量を増加させる。シャットオフバルブへの電気出力またはシャットオフバルブの作
動 音を監視することにより、水素供給の主シャットオフバルブの動作を確認する
ことができる。

remote controllable function until the main hydrogen shut-off valve is closed and

3.2.2.5. 本規則 7.1.4.2 項の適合に関するテスト時には、客室内の水素濃度が

the tell-tale warning signal is activated. The monitoring of the electric power to the

1.0％を超えなければ合格とする。本規則 7.1.4.3 項の適合に関するテスト時 に

shut-off valve or of the sound of the shut-off valve activation may be used to

は、本規則 7.1.4.3 項に規定されたレベル以下でテルテール警告および遮断機能

confirm the operation of the main shut-off valve of the hydrogen supply.

が実行されれば合格とする。他の場合には、テストは不合格とされ、当 該システ

3.2.2.5. When testing for compliance with paragraph 7.1.4.2. of this Regulation, the

ムは車両サービス用に認定されない。

test is successfully completed if the hydrogen concentration in the passenger
compartment does not exceed 1.0 per cent. When testing for compliance with
paragraph 7.1.4.3. of this Regulation, the test is successfully completed if the
tell-tale warning and shut-off function are executed at (or below) the levels specified
in paragraph 7.1.4.3. of this Regulation; otherwise, the test is failed and the system
is not qualified for vehicle service.
4. Compliance test for the vehicle exhaust system

4. 車両排気システムに関する適合テスト

4.1. The power system of the test vehicle (e.g. fuel cell stack or engine) is warmed

4.1. テスト車両の動力システム（たとえば燃料電池スタックまたはエンジン）を通

up to its normal operating temperature.

常動作温度まで暖機する。

4.2. The measuring device is warmed up before use to its normal operating

4.2. 測定装置を使用前に通常動作温度まで暖機する。

temperature.
4.3. 測定装置の測定部分を車両外部への排気放出点から 100 mm 以内の排気
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4.3. The measuring section of the measuring device is placed on the centre line of

ガス流の中心線上に配置する。

the exhaust gas flow within 100 mm from the exhaust point of discharge external to
the vehicle.

4.4. 以下のステップの過程で排気水素濃度を連続測定する：

4.4. The exhaust hydrogen concentration is continuously measured during the

(a) 動力システムを停止する。

following steps:
(a) The power system is shut-down;
(b) Upon completion of the shut-down process, the power system is immediately
started;

(b) 停止プロセスの完了時に、動力システムをただちに始動させる。
(c) 1 分経過した後、動力システムを切り、動力システム停止手順が完了するま
で、測定を続行する。
4.5. 測定装置の測定応答時間は 300 ミリ秒未満であるものとする。

(c) After a lapse of one minute, the power system is turned off and measurement
continues until the power system shut-down procedure is completed.
4.5. The measurement device shall have a measurement response time of less than
300 milliseconds.
5. Compliance test for fuel line leakage

5. 燃料ライン漏出に関する適合テスト

5.1. The power system of the test vehicle (e.g. fuel cell stack or engine) is warmed

5.1. テスト車両の動力システム（たとえば燃料電池スタックまたはエンジン）を暖

up and operating at its normal operating temperature with the operating pressure

機し、作動圧を燃料ラインに加えて通常動作温度で動作させる。

applied to fuel lines.
5.2. ガス漏洩検出器または石鹸水などの漏洩検出液を使用して、高圧部から
5.2. Hydrogen leakage is evaluated at accessible sections of the fuel lines from the

燃料電池スタック（またはエンジン）までの燃料ラインの手が届く部分で水素漏出

high-pressure section to the fuel cell stack (or the engine), using a gas leak detector

を評価する。

or a leak detecting liquid, such as soap solution.
5.3. 主として接合部で水素漏洩検出を実行する
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5.3. Hydrogen leak detection is performed primarily at joints

5.4. ガス漏洩検出器を使用する場合は、その漏洩検出器を可能な限り燃料ライ
ンに近い位置で 10 秒以上作動させて検出を実行する。

5.4. When a gas leak detector is used, detection is performed by operating the leak
detector for at least 10 seconds at locations as close to fuel lines as possible.

5.5. 漏洩検出液を使用する場合は、その液体を塗布した直後に水素ガス漏洩
検出を実行する。さらに、液体塗布の数分後に目視検査を行い、微量の漏洩に

5.5. When a leak detecting liquid is used, hydrogen gas leak detection is performed

よって気泡が生じていないか確認する。

immediately after applying the liquid. In addition, visual checks are performed a
few minutes after the application of liquid to check for bubbles caused by trace
leaks.
6. Installation verification

6. 取り付けの検証

The system is visually inspected for compliance.

システムが適合しているか、目視で検査する。

