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1.

Scope1:

1.

適用範囲 1

1.1.

This Regulation applies to:
(a) Category M1 vehicles with a gross vehicle mass of up to 3500 kg; and

1.1.

本規則は以下に適用する：
(a) 総車両質量が最大 3,500 kg であるカテゴリーM1 車両、および

(b) Category N1 vehicles where the angle alpha (α), measured rearwards from the centre of the front axle to
the R-point of the driver's seat is less than 22.0 degrees; or the ratio between the distance from the driver's
R-point to the centre of the rear axle (L101-L114) and the centre of the front axle and the driver's R-point
(L114) is less than 1.30. 2

1.2.

1

2

Other Category M and Category N vehicles with a gross vehicle mass of up to 4,500 kg may also be approved if
requested by the manufacturer.
In accordance with the general guidelines on the scope of UN Regulations (see document ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1), Regulation No. [X] type approvals
may only be granted for vehicles within the scope of this Regulation and shall be accepted by all the Contracting Parties applying this Regulation. However,
decisions regarding the vehicle categories required on a regional/national basis to meet the requirements of this Regulation shall be dealt with at the
regional/national level. A Contracting Party may therefore restrict application of the requirements in its national legislation if it decides that such restriction is
appropriate.

As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2

(b)

1.2.

カテゴリーN1 車両（前車軸の中心から運転者席の R ポイントに向かって測定した後方の角度ア
ルファ（α）が 22.0 度より小さいか、または運転者の R ポイントから後車軸の中心までの距離
（L101-L114）と前車軸の中心から運転者の R ポイントまでの距離（L114）の比が 1.30 より
小さい場合）
。

車両質量が最大4,500 kgであるその他のカテゴリーMおよびカテゴリーN車両をメーカーの求めに応じて認
可してもよい。

1 UN 規則の適用範囲に関する一般的ガイドラインに従い（文書 ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1 参照）
、規則 No. [X]の型式認可は、本規則の適用範囲内
の車両のみを対象とし、本規則を適用するすべての締約国に受け入れられるものとする。しかし、本規則の要件を満たすために各地域／国において
必要とされる車両カテゴリーに関する決定は、その地域／国レベルで処理されるものとする。したがって、締約国は、国内法規において当該要件の
適用を制限することが適切と判断した場合には、かかる制限を実施することができる。
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
定義による。

2.

DEFINITIONS
For the purposes of this Regulation,

2.

定義
本規則の意図するところでは、

2.1.

"Approval of a vehicle" means he full procedure whereby a Contracting Party to the Agreement applying this
Regulation certifies that a vehicle type meets the technical requirements of this Regulation.

2.1.

「車両型式の認可」とは、本規則を適用する協定締約国が当該の車両型式について本規則の技術的要
件を満たすことを証明する手続き全体を指す。

2.2.

"Back Door" is a door or door system on the back end of a motor vehicle through which passengers can enter
or depart the vehicle or cargo can be loaded or unloaded. It does not include:
(a) A trunk lid; or

2.2.

「バックドア」とは、自動車の後部にあるドアまたはドアシステムであり、そこから乗員が車両に出
入りすることができ、または荷物を積み下ろしできるものを指す。以下を含まない：
(a)
トランクの蓋、または
(b)
全体がガラス材で構成され、そのガラス材にラッチおよび／またはヒンジシステムが直接取り
付けられているドアまたはウインドウ。

(b)

A door or window that is composed entirely of glazing material and whose latches and/or hinge systems
are attached directly to the glazing material.

2.3

"Compressed hydrogen storage system (CHSS)" means a system designed to store hydrogen fuel for a
hydrogen-fuelled vehicle and composed of a pressurized container, pressure relief devices (PRDs) and shut
off device that isolate the stored hydrogen from the remainder of the fuel system and the environment..

2.3.

「圧縮水素貯蔵システム（CHSS）
」とは、水素燃料車両のために水素燃料を貯蔵するように設計され、
加圧容器、過圧防止安全装置（PRD）とともに、貯蔵水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るシステムを指す。

2.4.

"Container (for hydrogen storage)" means the component within the hydrogen storage system that stores the
primary volume of hydrogen fuel.

2.4.

「容器（水素貯蔵用）
」とは、水素燃料の主容量を貯蔵する水素貯蔵システム内の構成部品を指す。
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2.5.

"Door latch system" consists, at a minimum, of a latch and a striker.

2.5.

2.6.

"Fuel ballast leakage" means the fall, flow, or run of fuel ballast from the vehicle but does not include wetness
resulting from capillary action.

2.6.

2.7.

"Fully latched position" is the coupling condition of the latch that retains the door in a completely closed position.

2.7.

「フルラッチ位置」とは、ドアを完全に閉じた位置に保持するラッチの結合状態のことである。

2.8.

"Gross vehicle mass" means the maximum mass of the fully laden solo vehicle, based on its construction and
design performances, as declared by the manufacturer.

2.8.

「総車両質量」とは、構造および設計性能に基づく最大積載時単独車両の最大質量を指し、メーカー
の申告による。

2.9.

"Hinge" is a device used to position the door relative to the body structure and control the path of the door swing
for passenger ingress and egress.
"Hydrogen-fuelled vehicle" means any motor vehicle that uses compressed gaseous hydrogen as a fuel to
propel the vehicle, including fuel cell and internal combustion engine vehicles. Hydrogen fuel for passenger
vehicles is specified in ISO 14687-2:2012 and SAE J2719 (Sep 2011 Revision).

2.9.

「ヒンジ」とは、車体構造に対するドア位置を決定し、乗員の出入りのためのドア旋回の経路を一定
に維持するための装置のことである。
「水素燃料車両」とは、車両を推進するための燃料として圧縮水素ガスを使用する自動車を指し、燃
料電池車および内燃エンジン車を含む。乗用車用の水素燃料は、ISO 14687-2:2012 および SAE J2719
（2011 年 9 月改訂版）に規定されている。

2.11.

"Latch" is a device employed to maintain the door in a closed position relative to the vehicle body with provisions
for deliberate release (or operation).

2.11.

「ラッチ」とは、意図的な解除（または作動）のための仕組みを有し、ドアを車体に対して閉じた位
置に保持するために採用される装置のことである。

2.12.

"Latched" means any coupling condition of the door latch system, where the latch is in a fully latched position, a
secondary latched position, or between a fully latched position and a secondary latched position.

2.12.

「ラッチ状態」とは、ドアラッチシステムにおいて、ラッチがフルラッチ位置、二次ラッチ位置、ま
たはフルラッチ位置と二次ラッチ位置の間にある結合状態を指す。

2.13.

"Manufacturer" means the person or body responsible to the Approval Authority for all aspects of the type
approval process and for ensuring conformity of production. It is not essential that the person or body is directly
involved in all stages of the construction of the vehicle, system or component which is the subject of the
approval process.

2.13.

「メーカー（製造者）
」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。

2.14.

"Passenger compartment" means the space for occupant accommodation, bounded by the roof, floor, side
walls, doors, outside glazing and front bulkhead and the plane of the rear compartment bulkhead or the plane of
the rear-seat back support.

2.14.

「客室」とは、乗員の収容を目的とし、ルーフ、フロア、サイドウォール、ドア、外側ガラスおよび
前部隔壁とともに後部車室隔壁の面または後部座席バックサポートの面で囲まれた空間を指す。

2.15.

"Pressure relief device (PRD) (for hydrogen storage systems)" means a device that, when activated under
specified performance conditions, is used to release hydrogen from a pressurised system and thereby prevent
failure of the system.

2.15.

「過圧防止安全装置（PRD）
（水素貯蔵システム用）
」とは、規定された性能条件の下での作動時にお
いて、加圧されたシステムから水素を解放し、それによりシステムの故障を防止するための装置を指
す。

2.16.

"Rated cargo and luggage mass" means the cargo and luggage carrying capacity of the vehicle, which is the
mass obtained by subtracting the unladen vehicle mass and the rated occupant mass from the gross vehicle
mass.

2.16.

「定格貨物および荷物質量」とは、車両の貨物および荷物積載量であって、総車両質量から非積載
車両質量と定格乗員質量を減算して得られる質量を指す。

2.17.

"Rated occupant mass" is the mass obtained by multiplying the total number of designated seating

2.17.

「定格乗員質量」とは、車両内の指定着席位置の総数に 68 kg を乗算して得られる質量のことである。

2.18.

「R ポイント」とは、以下に該当する設計基準点を指す：
(a) 設計車両構造を基準とする特定の座標を有し、かつ

2.10.

2.10.

「ドアラッチシステム」は、最低限、ラッチおよびストライカーからなる。

「燃料バラスト漏れ」とは、車両からの燃料バラストの落下、流出、または漏出を指す。ただし、
毛管現象に起因する湿気は含まない。

positions in the vehicle by 68 kg.
2.18.

"R-point" means a design reference point, which:
(a)

Has coordinates determined in relation to the designed vehicle structure; and
(b) 本規則の目的に関連する場合、車両構造統合決議（R.E.3）の附則 11 に従って確定されるもの
とする。

(b)

Shall be established, where relevant for the purpose of this Regulation, in accordance with Annex
1 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3). 3

2.19.

"Secondary latched position" refers to the coupling condition of the latch that retains the door in a

2.19.

「二次ラッチ位置」とは、部分的に閉じた位置にドアを保持するラッチの結合状態を指す。

2.20.

「シャットオフバルブ（水素燃料車両用）
」とは、貯蔵容器と車両燃料システムの間のバルブを指す。
自動的に作動可能であり、動力源に接続していない時は非操作状態の「閉」位置になる。

partially closed position.
2.20.

"Shut-off valve (for hydrogen-fuelled vehicles)" means a valve between the storage container and the
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vehicle fuel system that can be automatically activated; which defaults to the "closed" position when not
connected to a power source.
2.21.

"Striker" is a device with which the latch engages to maintain the door in the fully latched or secondary

2.21.

「ストライカー」とは、ラッチが係合して、ドアをフルラッチ位置または二次ラッチ位置に維持する
ための装置のことである。

2.22.

「トランク蓋」とは、恒久的に取り付けられたパティションまたは固定もしくは折り畳み式のシート
バック（乗員使用位置にあるとき）によって客室から完全に区切られた空間に車両外部からアクセス
するための可動式の車体パネルのことである。

2.23.

「保護システムの型式」とは、以下のような基本的設計項目において違いがない保護装置の 1 カテゴリ
ーを指す：

latched position.
2.22.

"Trunk lid" is a movable body panel that provides access from outside the vehicle to a space wholly
partitioned from the passenger compartment by a permanently attached partition or fixed or fold-down
seat back (in the position of occupant use).

2.23.

"Type of protective system" means a category of protective devices which do not differ in such essential
design respects as their:
(a)

Technology;

(b)

Geometry;

(a) 技術、
(b) 幾何学性
(c) エネルギー吸収能力、および

2.24.

(c)

Energy-absorption capacity; and

(d)

Constituent materials.

"Unladen vehicle mass" means the nominal mass of a complete vehicle with bodywork and all factory

(d) 構成材料。

2.24.

「非積載車両質量」とは、車体のほか、液体、工具、消火器、標準スペア部品、輪止め、スペアホイ
ールなど（装備される場合）
、車両の通常運転のためのすべての工場装着品、電気装置および補助装置
を含む完全車両の公称質量を指す。燃料タンクはメーカー定格容量の 90%まで充填し、その他の液体
封入システム（使用済み水用を除く）はメーカー指定容量の 100%まで充填する。

2.25.

「車両燃料システム（水素燃料車両用）
」とは、燃料電池（FC）または内燃エンジン（ICE）のための
水素燃料の貯蔵または供給に使用される構成部品のアッセンブリを指す。

2.26.

「車両型式」とは、以下のような基本的項目において設計特性上の違いがない車両の 1 カテゴリーを指す：

fitted equipment, electrical and auxiliary equipment for normal operation of the vehicle, including liquids,
tools, fire extinguisher, standard spare parts, chocks and spare wheel, if fitted. The fuel tank is filled to 90
per cent of manufacturer rated capacity and the other liquid containing systems (except those for used
water) to 100 per cent of the capacity specified by the manufacturer.
2.25.

"Vehicle fuel system (for hydrogen-fuelled vehicles)" means an assembly of components used to store or
supply hydrogen fuel to a fuel cell (FC) or internal combustion engine (ICE).

2.26.

"Vehicle type" means a category of vehicles, the design characteristics of which do not differ in such
essential respects as:

(a)

保護システムの型式、

(b)

前部座席の型式、

(a)

The type of protective system(s);

(b)

The type of front seat(s);

(c)

The vehicle width;

(c)

車幅、

(d)

The wheelbase and overall length of the vehicle;

(d)

車両のホイールベースおよび全長、

(e)

The structure, dimensions, lines and materials of the side walls of the passenger compartment,

(e)

客室側壁の構造、寸法、輪郭および材料（客室側壁の内部または周辺のあらゆ

including any optional arrangements or interior fittings within or about the side walls of the

るオプション装置または内装品を含む）
、

passenger compartment;
(f)

The type of door latches and hinges;

(f)

ドアラッチおよびヒンジの型式、
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(g)

The type of fuel system(s);

(h)

The unladen vehicle mass and the rated cargo and luggage mass;

(i)

燃料システムの型式、

(h)

非積載車両質量ならびに定格貨物および荷物質量、

(i)

エンジン搭載位置（前部、後部または中央）
。

The sitting of the engine (front, rear or centre);

ただし、
当該項目が本規則の附則 3 に従って実施される車両対ポール側面衝撃テストの結果に

in so far as they may be considered to have a negative effect on the results of a vehicle-to-pole side impact

悪影響を及ぼすとみなされうる場合に限る。

test conducted in accordance with Annex 3 of this Regulation.

2.27.

(g)

"Vehicle width" means the distance between two planes parallel to the longitudinal median plane (of the

2.27.

「車幅」とは、
（車両の）中央縦断面に平行であって、その面の両側で車両に接する 2 つの平面間の距
離を指す。ただし、後写鏡、側方灯、タイヤ空気圧インジケータ、方向指示器、車幅灯、弾力のある
泥除け、および地面との接点の真上にあるタイヤサイドウォールの湾曲部分を除く。

3

文書 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3、附則 1―www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

3.

認可申請

3.1.

ポール側面衝撃性能に関する車両型式の認可申請は、車両メーカーまたはその正規の公認代理人が提
出するものとする。

3.2.

当該申請には、下記の書類 3 通を以下の細目とともに添付するものとする：

3.2.1.

構造、寸法、輪郭および構成材料に関する車両型式の詳細な説明。

3.2.2.

正面、側面および背面立面図で車両型式を示す車両の写真および／または図表ならびに構造の外側部
の設計詳細。

3.2.3.

当該車両型式に関する非積載車両質量、定格貨物および荷物質量、ならびに総車両質量の仕様。

3.2.4.

客室の輪郭および内寸。

3.2.5.

関連する側部内装品および車両内に取り付けられた保護システムの説明。

3.3.

実施されたテストのデータおよび結果により試作車両について十分な精度で要件の適合が達成可能で
あることの立証が可能とされるとき、認可申請者は、そのデータおよび結果を提示する資格を有する
ものとする。

vehicle) and touching the vehicle on either side of the said plane but excluding the rear-view mirrors, side
marker lamps, tyre pressure indicators, direction indicator lamps, position lamps, flexible mud-guards and the
deflected part of the tyre side-walls immediately above the point of contact with the ground.

3

Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, Annex 1

3.
3.1.

APPLICATION FOR APPROVAL
The application for approval of a vehicle type with regard to its pole side impact performance shall be
submitted by the vehicle manufacturer or their duly accredited representative.

3.2.

It shall be accompanied by the undermentioned documents in triplicate and the following particulars:

3.2.1.

A detailed description of the vehicle type with respect to its structure, dimensions, lines and constituent
materials;

3.2.2.

Photographs and/or diagrams and drawings of the vehicle showing the vehicle type in front, side and
rear elevation and design details of the lateral part of the structure;

3.2.3.

Unladen vehicle mass, rated cargo and luggage mass, and gross vehicle mass specifications for the
vehicle type;

3.2.4.

The lines and inside dimensions of the passenger compartment; and

3.2.5.

A description of the relevant side interior fittings and protective systems installed in the vehicle.

3.3.

The applicant for approval shall be entitled to present any data and results of tests carried out which
make it possible to establish that compliance with the requirements can be achieved on prototype
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vehicles with a sufficient degree of accuracy.
3.4.

A vehicle which is representative of the vehicle type to be approved shall be submitted to the Technical Service
responsible for conducting the approval test(s).

3.4.

認可テストを実施する責任を有する技術機関に対し、認可対象の車両型式を代表する車両を提出する
ものとする。

3.4.1.

A vehicle not comprising all the components proper to the vehicle type may be accepted for tests provided that
it can be shown that the absence of the components omitted has no detrimental effect on the performance
prescribed in the requirements of this Regulation.

3.4.1.

当該車両型式に固有の構成部品をすべて装備していない車両であっても、省略された構成部品がなく
ても本規則の要件に規定する性能に対して有害な影響を及ぼさないことを証明できる場合には、テス
トに合格とすることができる。

3.4.2.

It shall be the responsibility of the applicant for approval to show that the application of paragraph 3.4.1. is in
compliance with the requirements of this Regulation.

3.4.2.

3.4.1 項の適用が本規則の要件に適合することを証明するのは認可申請者の責任とする。

4.
4.1.

APPROVAL
If the vehicle type submitted for approval pursuant to this Regulation meets the requirements of paragraph 5.
below, approval of that vehicle type shall be granted.

4.
4.1.

認可
本規則に基づき認可用に提出された車両型式が、下記 5 項の要件に適合するならば、その車両型式の
認可を付与する。

4.2.

In case of doubt, account shall be taken, when verifying the conformity of the vehicle to the requirements of this
Regulation, of any data or test results provided by the manufacturer which can be taken into consideration in
validating the approval test carried out by the Technical Service.

4.2.

疑義がある場合は、本規則の要件に対する車両の適合を検証する際、技術機関が実行した認可テスト
の妥当性確認において検討対象になりえるメーカー提供のデータまたはテスト結果があれば、それら
を考慮に入れるものとする。

4.3.

An approval number shall be assigned to each vehicle type approved. Its first two digits (at present 01
corresponding to the 01 series of amendments) shall indicate the series of amendments incorporating the most
recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval. The same
Contracting Party may not assign the same approval number to another vehicle type."

4.3.

認可された各車両型式に認可番号を割り当てるものとする。その最初の 2 桁（現在は 01 改訂シリー
ズに対応する 01）は、認可発行時点における最新の主要な技術的改訂が組み込まれた本規則の改訂シ
リーズを示すものとする。同じ締約国が同一の認可番号を別の車両型式に割り当ててはいけない。

4.4.

Notice of approval or of extension or of refusal or withdrawal of approval pursuant to this Regulation shall be
communicated to the Contracting Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a form
conforming to the model in Annex 1 of this Regulation and photographs and/or diagrams and drawings
supplied by the applicant for approval, in a format not exceeding A4 (210 x 297) mm or folded to that format
and on an appropriate scale.
There shall be affixed, conspicuously and in a readily accessible place specified on the approval form, to every
vehicle conforming to a vehicle type approved under this Regulation, an international approval mark consisting
of:

4.4.

本規則による認可もしくは拡大の通知または認可の拒否もしくは取り消しの通知は、本規則の附則 1
のモデルに従った書式ならびに認可申請者から提供された写真および／または図表により、本規則を
適用する協定締約国に伝達されるものとする。当該書式は A4 判（210×297 mm）以下とするか、ま
たはそのサイズに折り畳み、適切な縮尺とする。

4.5.

本規則に基づき認可された車両型式に適合する全車両に対し、目立つように、かつ認可書で指定され
た近寄りやすい場所に、下記からなる国際認可マークを貼付するものとする：

4.5.1.

文字「E」の後に認可を付与した国の識別番号を続け、全体を円で囲む。4

4.5.2.

4.5.1 項に規定する円の右側に本規則の番号および文字「R」を記載し、ダッシュを入れて認可番号
を続ける。

4.5.

4.5.1.

a circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of the country which has granted
approval; 4

4.5.2.

The number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash and the approval number, to the right of the
circle prescribed in paragraph 4.5.1.

4 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. 3、附則 3
4/

The distinguishing numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are reproduced in Annex 3 to the Consolidated Resolution on the
Construction of Vehicles (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, Annex 3

4.6.

If the vehicle conforms to a vehicle type approved, under one or more other Regulations annexed to the
Agreement, in the country which has granted approval under this Regulation, the symbol prescribed in
paragraph 4.5.1. need not be repeated; in this case the Regulation and approval numbers and the additional
symbols of all the Regulations under which approval has been granted in the country which has granted
approval under this Regulation shall be placed in vertical columns to the right of the symbol prescribed in
paragraph 4.5.1.

4.6.

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は、4.5.1 項に規定する記号を繰り返す必要はない。この場合には、
規則番号および認可番号とともに、本規則に基づき認可を付与した国において認可付与の基準とされ
るすべての規則の追加記号を 4.5.1 項に規定する記号の右側に縦に並べて記載するものとする。

4.7.

The approval mark shall be clearly legible and be indelible.

4.7.

認可マークは、明確に判読でき、かつ消えないものとする。

4.8.

The approval mark shall be placed close to or on the vehicle data plate affixed by the manufacturer.

4.8.

認可マークは、メーカーが貼付する車両データプレート上またはその近くに配置するものとする。

4.9.

Annex 2 to this Regulation gives examples of arrangement of the approval marks.

4.9.

本規則の附則 2 に認可マークの例を示す。
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5.

REQUIREMENTS

5.

要件

5.1.

A vehicle, representative of the vehicle type to be approved, shall be tested in accordance with Annex 3, using
a WorldSID 50th percentile adult male dummy. 5

5.1.

認可対象の車両型式を代表する車両について、附則 3 に従い、WorldSID 50 パーセンタイル成人男性
ダミーを使用してテストするものとする。5

5 The technical specifications, including detailed drawings and procedures for assembly/disassembly of the WorldSID 50th percentile adult male dummy are specified
by reference in Annex 3 of this Regulation.

5

5.1.1.

With the exception of vehicle types designed as described in paragraph 5.1.2. below, the approval test shall be
conducted such that the vehicle impacts the pole on the driver's side.

5.1.1.

下記 5.1.2 項に説明するように設計された車両型式を除き、車両が運転者側でポールに衝突するよう
に認可テストを実施するものとする。

5.1.2

In the case of vehicle types where the side structures, front-row seats or the type of protective systems on each
side of the vehicle are sufficiently different for the Approval Authority to consider they could appreciably affect
performance in a test conducted in accordance with Annex 3; either of the alternatives in paragraph 5.1.2.1. or
5.1.2.2. may be used by the Approval Authority.

5.1.2.

側部構造、前列シートまたは車両の各側面にある保護システムの型式について、認可当局が検討すべ
き差異が十分に大きく、附則 3 に従って実施されるテストにおいて性能に相当な影響を及ぼしうる車
両型式の場合、認可当局は、代替的に 5.1.2.1 項または 5.1.2.2 項のいずれかを選択することができる。

5.1.2.1.

The Approval Authority will require the approval test to be conducted such that the vehicle impacts the pole on
the driver's side where:

5.1.2.1.

認可当局は、以下の場合について、車両が運転者側でポールに衝突するように認可テストを実施する
ことを求める：

5.1.2.1.1.

This is considered the least favourable side; or

5.1.2.1.1.

それがもっとも不利な側面であるとみなされる、または

5.1.2.1.2.

The manufacturer provides additional information (e.g. manufacturer's in-house test data) sufficient to satisfy
the Approval Authority that the design differences on each side of the vehicle do not appreciably affect
performance in a test conducted in accordance with Annex 3.

5.1.2.1.2.

附則 3 に従って実施されるテストにおいて車両の各側面に関する設計の違いがさほど性能に影響を及

5.1.2.2.

5.2.

The Approval Authority will require the approval test to be conducted such that the vehicle impacts the pole on
the side opposite the driver's side, where this is considered the least favourable side.

The results of an approval test conducted in accordance with paragraph 5.1. shall be considered

WorldSID 50 パーセンタイル成人男性ダミーの組み立て／分解の詳細な図面および手順を含む技術仕様を本規則の附則 3 に規定する

ぼさないことを認可当局に納得させるのに十分な追加情報（たとえばメーカーの社内テストデータ）
がメーカーから提供された場合。
5.1.2.2.
5.2.

認可当局は、運転者側の反対側がもっとも不利な条件であるとみなされる場合、その側面で車両がポ
ールに衝突するように認可テストを実施することを求める。
5.3 項、5.4 項および 5.5 項の要件が満たされている場合には、5.1 項に従って実施された認可テスト
の結果を合格とみなすものとする。

satisfactory, if the requirements of paragraphs 5.3., 5.4. and 5.5. are met.
5.3.

WorldSID 50th percentile adult male performance requirements

5.3.

WorldSID 50 パーセンタイル成人男性性能要件

5.3.1.

The performance criteria measured by a WorldSID 50th percentile adult male dummy in the front-row

5.3.1.

附則 3 に従ってテストする車両の衝突側の前列外側着席位置に WorldSID 50 パーセンタイル成人男性
ダミーを配置して測定した性能基準が 5.3.2 項から 5.3.6 項までの要件を満たすものとする。

outboard seating position on the impact side of a vehicle tested in accordance with Annex 3, shall meet
the requirements of paragraphs 5.3.2. to 5.3.6.
5.3.2.

Head Injury Criteria

5.3.2.

頭部傷害基準

5.3.2.1.

The Head Injury Criterion (HIC) 36 shall not exceed 1,000 when calculated in accordance with

5.3.2.1

附則 10 の 1 項に従って計算した時、頭部傷害基準（HIC）36 が 1,000 を超えないものとする。

paragraph 1. of Annex 10.
5.3.3.

Shoulder performance criteria

5.3.3.

肩部性能基準

5.3.3.1.

The peak lateral shoulder force shall not exceed 3.0 kN when calculated in accordance with paragraph

5.3.3.1.

附則 10 の 2.1 項に従って計算した時、横方向の肩部最大力が 3.0 kN を超えないものとする。

2.1. of Annex 10.
5.3.4.

Thorax performance criteria

5.3.4.

胸部性能基準

5.3.4.1.

The maximum thorax rib deflection shall not exceed 55 mm when calculated in accordance with paragraph 3.1.
of Annex 10.

5.3.4.1

附則 10 の 3.1 項に従って計算した時、最大肋骨偏位が 55 mm を超えないものとする。

5.3.5.

Abdominal performance criteria

5.3.5.

腹部性能基準

5.3.5.1.

附則 10 の 4.1 項に従って計算した時、最大腹肋偏位が 65 mm を超えないものとする。

5.3.5.1.

The maximum abdominal rib deflection shall not exceed 65 mm when calculated in accordance with
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paragraph 4.1. of Annex 10.
5.3.5.2.
5.3.6.

The resultant lower spine acceleration shall not exceed 75 g (1 g = the acceleration due to gravity = 9.81 m/s2),
except for intervals whose cumulative duration is not more than 3ms, when calculated in accordance with
paragraph 4.2. of Annex 10.
Pelvis performance criteria

5.3.5.2.

附則 10 の 4.2 項に従って計算した時、累積継続時間が 3 ms 以下である間隔を除き、発生した下部脊椎
加速度が 75 G（1G＝重力加速度＝9.81 m/s2）を超えないものとする。

5.3.6.

骨盤性能基準

5.3.6.1.

The peak pubic symphysis force shall not exceed 3.36 kN when calculated in accordance with paragraph 5.1.
of Annex 10.

5.3.6.1.

附則 10 の 5.1 項に従って計算した時、恥骨結合部最大力が 3.36 kN を超えないものとする。

5.4.

Door latch and hinge system integrity requirements

5.4.

ドアラッチおよびヒンジシステムの完全性要件

5.4.1.

Any side door which impacts the pole shall not separate totally from the vehicle.

5.4.1.

ポールに衝突するサイドドアは、車両から完全に分離しないものとする。

5.4.2.

Any door (including a back door, but excluding a trunk lid), which does not impact the pole and is not wholly
partitioned from the passenger compartment by a permanently attached partition or fixed or fold-down seat
back (in the position of occupant use), shall meet the following requirements:

5.4.2.

ポールに衝突せず、かつ恒久的に取り付けられたパティションまたは固定もしくは折り畳み式のシー
トバック（乗員使用位置にあるとき）によって客室から完全に区切られていないドア（バックドアを
含むがトランクリッドを除く）は、以下の要件をすべて満たすものとする

5.4.2.1.

The door shall remain latched;

5.4.2.1.

ドアがラッチ状態を保つものとする。

5.4.2.2.

The latch shall not separate from the striker;

5.4.2.2.

ラッチがストライカーから分離しないものとする。

5.4.2.3.

The hinge components shall not separate from each other or from their attachment to the vehicle; and

5.4.2.3.

ヒンジ構成部品が互いに、または車両への取り付け部から分離しないものとする。

5.4.2.4.

Neither the latch nor the hinge systems of the door shall pull out of their anchorages.

5.4.2.4.

ドアのラッチまたはヒンジシステムのいずれも、それぞれのアンカレッジから外れないものとする。

5.5.

Fuel system integrity requirements

5.5.

燃料システムの完全性要件

5.5.1.

In the case of a vehicle propelled by fuel with a boiling point above 0 °C, fuel ballast leakage from the fuel
system(s)6 prepared in accordance with paragraph 5.1. of Annex 3 shall not exceed:

5.5.1.

沸点が 0°C より高い燃料によって推進される車両の場合には、附則 3 の 5.1 項に従って準備される燃
料システムからの燃料バラスト漏れ 6 が下記の値を超えないものとする：

5.5.1.1.

A total of 142 grams during the 5 minute period immediately following first vehicle contact with the pole; and

5.5.1.1.

ポールとの最初の車両接触直後の 5 分間で合計 142 グラム。

5.5.1.2.

A total of 28 grams during each subsequent 1 minute period from 5 minutes up until 30 minutes after first
vehicle contact with the pole.

5.5.1.2.

ポールとの最初の車両接触後 5 分から 30 分までの後続時間 1 分ごとに合計 28 グラム。

6 To ensure that liquid leakage from the fuel system can be easily separated and identified, liquids from other vehicle systems may be replaced by the equivalent
ballast mass (as per paragraph 5.3 of Annex 3).

6 燃料システムからの液漏れを容易に分離して特定できるようにするため、他の車両システムからの液体を同等のバラスト質量に置き換えてもよい（附
則 3 の 5.3 項による）
。

5.5.2.

In the case of a compressed hydrogen-fuelled vehicle:

5.5.2.

圧縮水素燃料車両の場合：

5.5.2.1.

The hydrogen leakage rate (VH2) determined in accordance with either, paragraph 4. of Annex 6 for hydrogen,
or paragraph 5. of Annex 6 for helium, shall not exceed an average of 118 NL per minute for the time interval,
Δt minutes, after the crash;

5.5.2.1.

水素については附則 6 の 4 項、
ヘリウムについては附則 6 の 5 項に従って求められる水素漏れ量
（VH2）
が衝突後の時間間隔 Δt 分の間に毎分平均 118 NL を超えないものとする。

5.5.2.2.

The gas (hydrogen or helium as applicable) concentration by volume in air values determined for the
passenger and luggage compartments in accordance with paragraph 6. of Annex 6, shall not exceed
4.0 per cent for hydrogen or 3.0 per cent for helium, at any time throughout the 60 minute post-crash
measurement period; 7and

5.5.2.2.

附則 6 の 6 項に従い、客室および荷物室について求められる空気中体積値によるガス（当該の水素ま
たはヘリウム）濃度が、60 分の衝突後測定期間中の任意の時点で、水素については 4.0%またはヘリ
ウムについては 3.0%を超えないものとする。7

5.5.2.3.

The container(s) (for hydrogen storage) shall remain attached to the vehicle at a minimum of one attachment
point.

5.5.2.3.

容器（水素貯蔵用）が最低限 1 つの取り付け点で車両に取り付けられたままであるものとする。

7

This requirement is satisfied if it is confirmed that the shut-off valve of each hydrogen storage system has closed within 5 seconds of first vehicle contact
with the pole and there is no leakage from the hydrogen storage system(s).

7 本要件が満たされるのは、各水素貯蔵システムのシャットオフバルブがポールとの最初の車両接触から 5 秒以内に閉じていること、および水素貯蔵シ
ステムからの漏れがないことが確認される場合である。

6.

MODIFICATIONS OF THE VEHICLE TYPE AND EXTENSION OF APPROVAL

6.

車両型式の変更と認可の拡大

6.1.

Every modification, affecting the design characteristics of the vehicle type identified in paragraph 2.26. (a) to (i)
above, shall be brought to the attention of the Approval Authority which approved the vehicle type. The

6.1.

当該車両型式を認可した認可当局は、前記 2.26 項(a)から(i)に明示された車両型式の設計特性に影響す
るすべての変更に注意を向けるものとする。その際、認可当局は次のいずれかを選択することができ
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Approval Authority may then either:

る：

6.1.1.

Consider that the modifications made will not have an appreciable adverse effect on the vehicle-to-pole side
impact performance and grant an extension of the approval; or

6.1.1.

その変更が車両対ポール側面衝撃性能にさほどの悪影響を及ぼさないと判断し、認可の拡大を承認す
る。

6.1.2.

Consider that the modifications made could adversely affect the vehicle-to-pole side impact performance and
require further tests or additional checks before granting an extension of the approval.

6.1.2.

その変更が車両対ポール側面衝撃性能に悪影響を及ぼす恐れがあると判断し、認可の拡大を承認する
前に追加テストまたは追加検査を求める。

6.2.

Provided there is otherwise no conflict with the provisions of paragraph 6.1. above, the approval shall be
extended to cover all the other variants of the vehicle type for which the sum of the unladen vehicle mass and
the rated cargo and luggage mass is not more than 8 per cent greater than that of the vehicle used in the
approval test.

6.2.

その他、上記 6.1 項の規定に反しない限り、非積載車両質量と定格貨物および荷物質量の合計につい
て、認可テストに使用された車両の値を上回る比率が 8%以下であるような当該車両型式の他のすべ
ての類別を包含するように認可を拡大するものとする。

6.3.

A notice of extension or refusal of approval, specifying the alteration(s), shall be communicated by the Approval
Authority to the other Contracting Parties to the Agreement which apply this Regulation, using the procedure
specified in paragraph 4.4. above.

6.3.

認可の拡大または拒否の通知は、上記 4.4 項に規定する手順により、変更点を明記して、当該認可当
局が本規則を適用する他の協定締約国に伝達するものとする。

6.4.
7.

認可当局は、拡大の 1 件ごとに、拡大番号と呼ばれる通し番号を割り当てるものとする。
製品の適合性

6.4.
7.

The Approval Authority shall assign a serial number to each extension, to be known as the extension number.
CONFORMITY OF PRODUCTION
The conformity of production procedures shall comply with those set out in Appendix 2 of the Agreement
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), with the following requirements.

生産手順の適合性については、以下の要件とともに、本協定の付録 2
（E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2）の規定に従うものとする。

7.1.

Every vehicle approved under this Regulation shall be so manufactured as to conform to the type approved by
meeting the requirements set out in paragraph 5. above.

7.1.

本規則に基づき認可されるすべての車両は、上記 5 項に定める要件の充足によって認可される型式に
適合するように製造されるものとする。

7.2.

The holder of the approval shall ensure that for each type of vehicle at least the tests concerning the taking of
measurements are carried out.

7.2.

認可保有者は、車両の各型式について、少なくとも測定の実施に関するテストが実行されることを確
保するものとする。

7.3.

The authority which has granted type approval may at any time verify the conformity control methods applied in
each production facility. The normal frequency of these verifications shall be once every two years.

7.3.

8.

PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION

8.

型式認可を付与した当局は、各生産施設で適用される適合性管理方法を任意の時点で検証することが
できる。その検証の通常頻度は、2 年ごとに 1 回とする。
製品の不適合に対する罰則

8.1.

The approval granted in respect of a vehicle type, pursuant to this Regulation, may be withdrawn if the
requirement laid down in paragraph 7.1. above is not complied with, or if the vehicle or vehicles selected have
failed to pass the checks prescribed in paragraph 7.2. above..

8.1.

本規則に従い、車両型式に関して付与された認可は、上記 7.1 項に定める要件に適合しない場合、あ
るいは選択された車両
（1 台または複数）
が上記 7.2 項に規定する検査に合格しなかった場合について、
これを取り消すことができる。

8.2.

If a Contracting Party to the Agreement applying this Regulation withdraws an approval it has previously
granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties applying this Regulation by means of a
communication form conforming to the model in Annex 1 of this Regulation.

8.2.

本規則を適用する協定締約国が以前に付与した認可を取り消す場合は、本規則の附則 1 のモデルに従
った通知書により、本規則を適用する他の締約国にその旨を直ちに通知するものとする。

9.

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

9.

生産中止

9.1.

If the holder of the approval completely ceases to manufacture a type of vehicle approved in accordance with
this Regulation, they shall so inform the authority which granted the approval, which in turn shall forthwith notify
the other Contracting Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a communication form
conforming to the model set out in Annex 1 of this Regulation.

9.1.

本規則に従って認可された車両型式の製造を認可保有者が完全に中止する場合は、当該認可を付与し
た当局にその旨を通知するものとし、次いでその当局は、本規則の附則 1 に定めるモデルに従った通
知書により、本規則を適用する他の協定締約国に直ちに通知するものとする。

10.

NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR CONDUCTING
APPROVAL TESTS, AND OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

10.

認可テストの実施担当する技術機関と行政官庁の名称と所在地

10.1.

The Contracting Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations
secretariat the names and addresses of the Technical Services responsible for conducting approval tests, and
of the Type Approval Authority which grant approval and to which forms certifying approval or extension, or
refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.

10.1.

本規則を適用する協定締約国は、認可テストを実施する責任を有する技術機関の名称および所在地と
ともに、認可を付与する型式認可当局であり、かつ認可もしくは拡大または認可の拒否もしくは取り
消しを証明するものとして他国で発行された書式の送付先となる当局の名称および所在地を国連事務
局に連絡するものとする。

11.

Transitional provisions

11.

過渡規定
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As from the official date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, no

11.1.

Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant or refuse to accept type approvals to
this Regulation as amended by the 01 series of amendments.
11.2.

改訂された本規則に基づく型式認可の付与を拒否し、または受入れを拒否しないものとする。
11.2.

Even after the date of entry into force of the 01 series of amendments, Contracting Parties applying
this Regulation may continue granting type approvals and shall not refuse to grant extensions of

11.4.

01 改訂シリーズの発効日後であっても、本規則を適用する締約国は、本規則の初版により、型式
認可の付与を継続することができ、かつ型式認可の拡大許可を拒否しないものとする。

11.3.

type approvals, to this Regulation in its original form.
11.3.

本規則 01 改訂シリーズの正式発効日以降、本規則を適用する締約国は、01 改訂シリーズにより

2016 年 9 月 1 日までの期間、本規則を適用する締約国は、本規則の初版により認可される車両型
式の国内または地域内の型式認可を拒否しないものとする。

Until 1 September 2016, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse national or

11.4.

2016 年 9 月 1 日より、本規則を適用する締約国は、国内または地域内の型式認可の目的上、01

regional type approval of a vehicle type approved to this Regulation in its original form.

改訂シリーズによる改訂後の本規則によって認可された型式ではない、車幅が 1.50 m 以下の車両

As from 1 September 2016, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to

を受け入れる義務を負わないものとする。

accept, for the purpose of national or regional type approval, vehicles having a vehicle width of 1.50

11.5.

m or less, which are not type approved to this Regulation as amended by the 01 series of

2016 年 9 月 1 日より後であっても、本規則を適用する締約国は、01 改訂シリーズによって影響され
ないものとして、引き続き本規則の初版による車両型式の認可を受け入れるものとする。
」

amendments.
11.5.

Even after 1 September 2016, Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept approvals
of vehicle types to this Regulation in its original form, which are not affected by the 01 series of amendments.
附則 1
通知
（最大寸法：A4（210 × 297mm）
）

Annex 1
COMMUNICATION
(maximum format: A4 (210 x 297 mm))

発行：行政官庁名
.................................
.................................
.................................

Issued by: Name of
administration
.....................................
.....................................
.....................................
concerning:2/

規則 No. 135 に基づくポール側面衝撃性能に関する車両型式の

APPROVAL GRANTED

認可付与
認可拡大
認可拒否
認可取り消し
生産中止
について 2/

APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTlON DEFINITELY DISCONTINUED

認可番号
of a vehicle type with regard to its pole side impact performance pursuant to Regulation No.135

Approval No: ......................................

Extension No: .....................................

拡大番号
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1.

Vehicle trademark:...............................................................................

1.

車両の商標： ......................................................................................

2.

Vehicle type and trade names:.............................................................

2.

車両型式および商品名： ..................................................................................................................

3.

Name and address of manufacturer:.................................................................................

3.

メーカーの名称と所在地： ......................................................................................

4.

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

4.

5.

Brief description of vehicle: .............................................................

5.

該当する場合、メーカーの代理人の名称と所在地： ..........................................
..
車両の簡単な説明： ..................................................................................................

6.

Date of submission of vehicle for approval: .......................................

6.

認可用車両提出日： ..............................................................

7.

WorldSID 50th male build level/specifications:...................................................................

7.

WorldSID 50 パーセンタイル男性ビルドレベル／仕様：................................................................

8.

Technical Service performing the approval tests:...............................................................

8.

認可テストの実施を担当する技術機関： ......................................................................................

9.

Date of test report issued by that Service:......................................................

9.

レポートの日付： .......................................

10.

Number of test report issued by that Service:................................................................................

10.

レポートの番号： ..................................................................................................

11.

Approval granted/extended/refused/withdrawn 2/ .......................................................

11.

認可付与／拡大／拒否／取り消し：2/

12.

Position of approval mark on the vehicle:..........................................................................

12.

認可マークの位置： ....................................................................................

13.

Place .............................................................................................................................

13.

場所： ..........................................................................................................................

14.

Date ..............................................................................................................................

14.

日付： ..........................................................................................................................

15.

Signature......................................................................................................................

15.

署名： ..........................................................................................................................

16.

Any remarks:.............................................................................................................................

16.

署名： ..........................................................................................................................

17.

The list of documents deposited with the Approval Authority which has granted approval is annexed to this
communication and may be obtained on request.

17.

認可を付与した行政官庁が保管している書類のリストを本通知書に添付する。要請があれば入手
することができる

1/Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the
Regulation).
2/ Strike out what does not apply.

1/ 認可付与／拡大／拒否／取消を行った国の識別番号（本規則中の認可規定を参照）
2/ 該当しないものを抹消する。
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Annex 2
ARRANGEMENTS OF THE APPROVAL MARK

附則 2
認可マークの配置
モデル A
（本規則の 4.5 項参照）

Model A
(See paragraph 4.5. of this Regulation)

a

a
2

E4

3

a

a

135R –

a

2

E4

a
3

135R – 01124

a
3

a＝最小 8 mm
車両に貼付される上記の認可マークは、規則 No. 135 により、ポール側面衝撃性能に関して当該車両

The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has, with regard to its pole
side impact performance, been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No. 135 under
approval number 01124. The approval number indicates that the approval was granted in accordance with the
requirements of Regulation No. 135 as amended by the 01 series of amendments.

型式がオランダ（E4）で認可され、その認可番号が 01124 であることを示す。この認可番号は、01
改訂シリーズによる改訂後の規則 No.135 の要件に従って認可が付与されたことを示す。

Model B
(See paragraph 4.6. of this Regulation)

135
95

モデル B
（本規則の 4.6 項参照）

135
95

01 192
03 1628

01 192
03 1628

a＝最小 8 mm
車両に貼付される上記の認可マークは、規則 No. 135 および No. 95 により 1、当該車両型式がオランダ

The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has been approved in the
Netherlands (E 4) pursuant to Regulations No. 135 and 95.2 The first two digits of the approval numbers indicate
that, at the dates when the respective approvals were granted, Regulation No. 135 incorporated the 01 series
of amendments and Regulation No. 95 incorporated the 03 series of amendments.

（E4）で認可されたことを示す。認可番号の最初の 2 桁は、それぞれの認可が付与された日において、規
則 No. 135 には 01 改訂シリーズが組み込まれ、、規則 No. 95 には 03 改訂シリーズが組み込まれているこ

1/The second number is given merely as an example.

とを示す。
1/ 後者の番号は単に例として挙げたものである

Annex 3
Dynamic pole side impact test procedure
1.

Purpose

2.

Determination of compliance with the requirements of paragraph 5. of this Regulation.
Definitions
For the purposes of this annex:

附則 3
動的ポール側面衝撃テスト手順
1.

目的
本規則 5 項の要件に対する適合の判定。

2.

定義
本附則の目的上：
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"Fuel ballast" means water; or Stoddard Solvent; or any other homogeneous liquid with a specific gravity of 1.0
+0/-0.25 and a dynamic viscosity of 0.9 ± 0.05 mPa·s at 25 °C.

2.1.

「燃料バラスト」とは、水、ストッダード溶剤、または 25°C における比重が 1.0+0/-0.25 かつ動的粘
度が 0.9±0.05 mPa·s である、その他任意の均質な液体を指す。
「衝撃基準線」とは、車両の衝突側の前列外側指定着席位置において、車両外面と附則 4 に従って配
置されたダミーの頭部重心を通る垂直面の交差により、テスト車両の衝突側に形成される直線のこと
である。その垂直面は、車両の縦方向中心線に対して 75°の角度を形成する。この角度は、左（また
は右）側面衝突について附則 7 の図 7-1（または図 7-2）に示す方法で測定される。

2.2.

"Impact reference line" is the line formed on the impact side of the test vehicle by the intersection of the exterior
surface of the vehicle and a vertical plane passing through the centre of gravity of the head of the dummy
positioned in accordance with Annex 4, in the front-row outboard designated seating position on the impact side
of the vehicle. The vertical plane forms an angle of 75° with the vehicle longitudinal centreline. The angle is
measured as indicated in Annex 7, Figure 7-1 (or Figure 7-2) for left (or right) side impact.

2.2.

2.3.

"Impact velocity vector" means the geometric quantity which describes both the speed and direction of travel of
the vehicle at the moment of impact with the pole. The impact velocity vector points in the direction of travel of
the vehicle. The origin of the impact velocity vector is the centre of gravity of the vehicle and its magnitude
(length) describes the impact speed of the vehicle.
"Laden attitude" means the pitch and roll angle of the test vehicle when positioned on a level surface with all
tyres fitted and inflated as recommended by the vehicle manufacturer and loaded to the laden mass. The test
vehicle is loaded by centrally positioning 136 kg or the rated cargo and luggage mass (whichever is less) in the
cargo/luggage carrying area over the longitudinal centreline of the vehicle. The mass of the necessary
anthropomorphic test device is placed on the front-row outboard designated seating position on the impact side
of the vehicle. The front-row seat on the impact side of the vehicle is positioned in accordance with Annex 4.
"Laden mass" means unladen vehicle mass, plus 136 kg or the rated cargo and luggage mass (whichever is
less), plus the mass of the necessary anthropomorphic test device.
"Pitch angle" is the angle of a fixed linear reference connecting two reference points on the front left or right door
sill (as applicable), relative to a level surface or horizontal reference plane. An example of a suitable fixed linear
reference for left side door sill pitch angle measurement is illustrated in Figure 9-1 of Annex 9.

2.3.

「衝突速度ベクトル」とは、ポールとの衝突の瞬間における車両移動の速度と方向の両方を表す幾何
学量を指す。衝突速度ベクトルの方向は車両移動の方向を示す。衝突速度ベクトルの原点は車両の重心
であり、その大きさ（長さ）は車両の衝突速度を表す。

2.4.

「積載姿勢」とは、車両メーカーの推奨に従い、すべてのタイヤを装着して空気を入れ、積載質量ま
で荷重をかけた状態で水平面上に載置した時のテスト車両のピッチおよびロール角度を指す。テスト車
両に対する荷重として、車両の縦方向中心線上の貨物／荷物運搬エリア内で 136 kg または定格貨物およ
び荷物質量（いずれか小さい方）を中央に配置する。必要な人体テスト装置の質量の位置は、車両の衝
突側の前列外側指定着席位置とする。車両の衝突側の前列シートを附則 4 に従って位置決めする。

2.5.

2.7.

"Pole" means a fixed rigid vertically oriented metal structure with a continuous outer cross section diameter of
254 mm ± 6 mm, beginning no more than 102 mm above the lowest point of the tyres on the impact side of the
vehicle in the laden attitude, and extending at least above the highest point of the roof of the test vehicle.

2.7.

「積載質量」とは、非積載車両質量に 136 kg または定格貨物および荷物質量（いずれか小さい方）を
加え、必要な人体テスト装置の質量を加えたものを指す
「ピッチ角度」とは、水平面または水平基準面に対し、左または右フロントドア枠（当該側）上の 2
つの基準点を結ぶ固定直線基準がなす角度のことである。左サイドドア枠ピッチ角度測定のための適切
な固定直線基準の例を附則 9 の図 9-1 に示す。
「ポール」とは、直立の固定硬質金属構造物であって、254 mm±6 mm の連続的な断面外径を有し、
積載姿勢の車両の衝突側におけるタイヤ最下点の上方 102 mm 以下を起点とし、少なくともテスト車両
のルーフの最高点を超える高さまで延伸するものを指す。

2.8.

"Roll angle" is the angle of a fixed linear reference connecting two reference points either side of the vehicle
longitudinal centre plane on the front or rear (as applicable) of the vehicle body, relative to a level surface or
horizontal reference plane. An example of a suitable fixed linear reference for rear roll angle measurement is
illustrated in Figure 9-2 of Annex 9.

2.8.

「ロール角度」とは、水平面または水平基準面に対し、車体の前部または後部（当該側）において車
両縦方向中心面の両側の 2 つの基準点を結ぶ固定直線基準がなす角度のことである。後部ロール角度測
定のための適切な固定直線基準の例を附則 9 の図 9-2 に示す。

2.9.

Where the angle between the direction of impact and the perpendicular to the surface at the point of impact is
more than 5 degrees, the test may be carried out in such a way that the tangent to the trajectory of the centre
of percussion of the pendulum coincides with the perpendicular to the point of impact. The test speed shall
then be reduced to the value of the normal component of the speed prescribed in paragraph 1.4.2.

2.9.

「比重」とは、25°C の基準温度および 101.325 kPa の基準圧力における水の密度に対する比（すなわ
ち ρliquid/ρwater）で表した基準液体の密度を指す。

2.10.

"Stoddard solvent" means a homogeneous, transparent, petroleum distillate mixture of refined C7-C12
hydrocarbons; with a flash point of at least 38 °C, a specific gravity of 0.78 ± 0.03 and a dynamic viscosity of 0.9
± 0.05 mPa·s at 25 °C.
"Test attitude" means the pitch and roll angle of the test vehicle to be impacted with the pole.
"Unladen attitude" means the pitch and roll angle of the unladen vehicle when positioned on a level surface with
all tyres fitted and inflated as recommended by the vehicle manufacturer.
"Useable fuel tank capacity" means the fuel tank capacity specified by the vehicle manufacturer.
"Vehicle master control switch" means the device by which the vehicle's onboard electronics system is brought
from being switched off, as is the case when the vehicle is parked without the driver present, to the normal
operating mode.
"Vehicle fuel" means the optimum fuel recommended by the vehicle manufacturer for the applicable fuel
system.
State of the test vehicle

2.10.

「ストッダード溶剤」とは、引火点が 38°C 以上、比重が 0.78±0.03、かつ 25°C における動的粘度が
0.9±0.05 mPa·s である、精製された C7-C12 炭化水素の均質透明な混合石油蒸留物を指す。

2.11.
2.12.

「テスト姿勢」とは、ポールと衝突するテスト車両のピッチおよびロール角度を指す。
「非積載姿勢」とは、車両メーカーの推奨に従い、すべてのタイヤを装着して空気充填し、水平面上
に載置した時の非積載車両のピッチおよびロール角度を指す。
「有効燃料タンク容量」とは、車両メーカーが規定する燃料タンク容量を指す。
「車両マスターコントロールスイッチ」とは、車載電子システムに関し、運転者が離席した車両駐車
時のような電源オフの状態から通常の操作モードに切り替えるための装置を指す。

3.1.
3.2.

2.4.

2.5.
2.6.

2.11.
2.12
2.13.
2.14.
2.15.
3.

2.6.

2.13.
2.14.
2.15.

「車両燃料」とは、当該燃料システムに対して車両メーカーが推奨する最適な燃料を指す。

3.

テスト車両の状態

Equivalent test procedures shall be permitted on condition that the results required in paragraph 2. above can
be obtained.

3.1.

テスト車両は、量産品を代表するものとし、通常装備されるすべての機器を備え、かつ正常なランニ
ングオーダーにあるものとする。

Responsibility for demonstrating the equivalence of a method other than that described in paragraph l. shall
rest with the person using such a method.

3.2.

本附則の上記 3.1 項にかかわらず、一部の構成部品を省略し、または等価質量に置き換えてもよい。
ただし、認可当局がメーカーおよび技術機関との協議の上、かかる省略または置換がテストの結果に
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4.

Test equipment

4.

影響を及ぼさないことを認めた場合とする。
テスト機器

4.1.

Test vehicle preparation area

4.1.

テスト車両準備エリア

4.1.1.

An enclosed temperature controlled area suitable for ensuring stabilization of the test dummy temperature prior
to testing.
Pole

4.1.1.

温度制御された閉鎖エリアであり、テスト前のテストダミー温度の安定を確保するのに適する。

4.2.

ポール

A pole satisfying the definition of paragraph 2.7. of this annex, and offset from any mounting surface, such as a
barrier or other structure, so that the test vehicle will not contact such a mount or support at any time within
100 ms of the initiation of vehicle-to-pole contact.
Anthropomorphic Test Devices

4.2.1.

本附則 2.7 項の定義を満たすポールであり、障壁その他の構造物などの設置面から離隔し、車両対ポ
ール接触の開始から 100 ms 以内の期間にはテスト車両がその取付台または支持物に接触しない。

4.3.

人体テスト装置

4.3.1.

A WorldSID 50th percentile adult male dummy in accordance with Addendum 2 of Mutual Resolution No.1 and
fitted with (as a minimum) all instrumentation required to obtain the data channels necessary to determine the
dummy performance criteria listed in paragraph 5.3. of this Regulation.

4.3.1.

5.

Vehicle preparation

5.

相互決議 No.1 の補足 2 に従った WorldSID 50 パーセンタイル成人男性ダミーであり、
（最低限）本規
則 5.3 項に記載のダミー性能基準を決定するために必要なデータチャンネルの取得に要求されるすべ
ての計装を装備する。
車両準備

5.1.

Fuel systems designed for fuel with a boiling point above 0 °C shall be prepared in accordance with paragraphs
5.1.1. and 5.1.2.

5.1.

沸点が0°C より高い燃料に対して設計された燃料システムを5.1.1 項および5.1.2 項に従って準備する
ものとする。

5.1.1.

The fuel tank shall be filled with fuel ballast1 of mass:

5.1.1.

下記の質量を有する燃料バラストで燃料タンクを充填するものとする：

5.1.1.1.

greater than or equal to the mass of the vehicle fuel required to fill 90 per cent of the useable fuel tank capacity;
and

5.1.1.1.

有効燃料タンク容量の 90%を満たすために必要とされる車両燃料の質量と同等以上、かつ

5.1.1.2.

less than or equal to the mass of the vehicle fuel required to fill 100 per cent of the useable fuel tank capacity.

5.1.1.2.

有効燃料タンク容量の 100%を満たすために必要とされる車両燃料の質量と同等以下。

5.1.2.

Fuel ballast shall be used to fill the entire fuel system from the fuel tank through to the engine induction system.

5.1.2.

燃料バラストにより、燃料タンクからエンジンインダクションシステムまでの燃料システム全体を満
たすものとする。

4.2.
4.2.1.
4.3.

1

For safety reasons, flammable liquids with a flash point below 38°C are not recommended for use as fuel ballast.
1 安全上の理由により、引火点が 38°C より低い可燃性液体を燃料バラストとして使用することは推奨されない。

5.2.

The compressed hydrogen storage system(s) and enclosed spaces of compressed hydrogen-fuelled vehicles
shall be prepared in accordance with paragraph 3. of Annex 6.
The other (non-fuel) liquid containing vehicle systems may be empty, in which case, the mass of the liquids
(e.g. brake fluid, coolant, transmission fluid) shall be replaced by the equivalent ballast mass.
The vehicle test mass, including the mass of the necessary anthropomorphic test device and any ballast mass,
shall be within +0/-10 kg of the laden mass defined in paragraph 2.5. of this annex.
The pitch angles measured on the left and right side of the vehicle in the test attitude shall be between the
corresponding (left or right as applicable) unladen attitude pitch angle and laden attitude pitch angle, inclusive.
Each linear reference used to measure the unladen, laden and test attitude pitch angles on the left or right side
of the vehicle in paragraph 5.5. above shall connect the same fixed reference points on the left or right (as
applicable) side door sill.

5.2.

5.7.

6.

The roll angles measured at the front and rear of the vehicle in the test attitude shall be between the
corresponding (front or rear as applicable) unladen attitude roll angle and laden attitude roll angle, inclusive.
Each linear reference used to measure the unladen, laden and test attitude roll angles at the front or rear of the
vehicle in paragraph 5.7. above shall connect the same fixed reference points on the front or rear (as
applicable) vehicle body.
Vehicle passenger compartment adjustments

6.

車両客室の調整

6.1.

Adjustable front-row seats

6.1.

調節可能前列シート

6.1.1.

Any seat adjustment, including any seat cushion, seatback, armrest, lumbar support, and head restraint; of a
front-row outboard seating position on the impact side of the vehicle; shall be placed in the position of
adjustment specified in Annex 4.

6.1.1.

6.2.

Adjustable front-row safety-belt anchorages

6.2.

シートクッション、シートバック、アームレスト、ランバーサポート、およびヘッドレストを含む、
車両の衝突側における前列外側着席位置のすべてのシート調節は、附則 4 に規定する調節位置に合わ
せるものとする。
調節可能な前列安全ベルトアンカレッジ

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.8.

圧縮水素貯蔵システムおよび圧縮水素燃料車両の閉鎖スペースは、附則 6 の 3 項に従って準備するも
のとする。
その他の（非燃料）液体封入車両システムは空であってもよい。その場合、液体（たとえばブレーキ
液、冷却剤、トランスミッション液）の質量を等価バラスト質量に置き換えるものとする。
必要な人体テスト装置の質量およびバラスト質量を含む車両テスト質量は、本附則の 2.5 項に定義す
る積載質量+0/-10 kg とする。
テスト姿勢において車両の左側と右側で測定したピッチ角度は、対応する（左または右の当該側）非
積載姿勢ピッチ角度と積載姿勢ピッチ角度の間（両端を含む）であるものとする。
上記 5.5 項において車両の左側または右側で非積載、積載およびテスト姿勢のピッチ角度を測定する
ために用いる各直線基準は、左または右（当該側）サイドドア枠上の同じ固定基準点を結ぶものとす
る。
テスト姿勢において車の前部および後部で測定したロール角度は、対応する（前部または後部の当該
側）非積載姿勢ロール角度と積載姿勢ロール角度の間（両端を含む）であるものとする。
上記 5.7 項において車の前部または後部で非積載、積載およびテスト姿勢のロール角度を測定するた
めに用いる各直線基準は、前部または後部（当該側）車体上の同じ固定基準点を結ぶものとする。
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6.2.1.

6.3.

Any adjustable safety-belt anchorage(s) provided for a front-row outboard seating position on the impact side of
the vehicle, shall be placed in the position of adjustment specified in Annex 4.
Adjustable steering wheels

6.3.

車両の衝突側における前列外側着席位置のために設けられた調節可能安全ベルトアンカレッジは、附
則 4 に規定する調節位置に合わせるものとする。
調節可能ステアリングホイール

6.3.1.
6.4.

Any adjustable steering wheel shall be placed in the position of adjustment specified in Annex 4.
Convertible tops

6.3.1.
6.4.

調節可能ステアリングホイールは、附則 4 に規定する調節位置に合わせるものとする。
コンバーチブルトップ

6.4.1.

Convertibles and open-body type vehicles shall have the top, if any, in place in the closed passenger
compartment configuration.

6.4.1.

6.5.

Doors

6.5.

コンバーチブルおよびオープンボディ車のトップ部（装備する場合）は、客室を閉じた形態の所定位
置に保持するものとする。
ドア

6.5.1.

Doors, including any back door (e.g. a hatchback or tailgate), shall be fully closed and fully latched, but not
locked.

6.5.1.

6.6.

Parking brake

6.6.

すべてのバックドア（たとえばハッチバックまたはテールゲート）を含むドアは、完全に閉じ、かつ
フルラッチ状態とするが、ロックしないものとする。
駐車ブレーキ

6.6.1.
6.7.

The parking brake shall be engaged.
Electrical system

6.6.1.
6.7.

駐車ブレーキは、かけた状態とする。
電気システム

6.7.1.
6.8.

The vehicle master control switch shall be in the "on" position.
Pedals

6.7.1.
6.8.

車両のマスターコントロールスイッチは「on」位置とする。
ペダル

6.8.1.
6.9.

Any adjustable pedals shall be placed as specified in Annex 4.
Windows, vents and sunroofs

6.8.1.
6.9.

調節可能なペダルは、附則 4 に規定するように設定するものとする。
ウインドウ、通気口およびサンルーフ

6.9.1.

Moveable vehicle windows and vents located on the impact side of the vehicle shall be placed in the fully
closed position.

6.9.1.

車両の衝突側に配置された可動式車両ウインドウおよび通気口は、完全に閉じた位置とする。

6.9.2.
7.

Any sunroof(s) shall be placed in the fully closed position
Dummy preparation and positioning

6.9.2.

サンルーフは、完全に閉じた位置とする。

7.

ダミーの準備および位置決め

7.1.

A WorldSID 50th percentile adult male dummy in accordance with paragraph 4.3.1. of this annex shall be
installed in accordance with Annex 4, in the front-row outboard seat located on the impact side of the vehicle.

7.1.

7.2.

The test dummy shall be configured and instrumented to be struck on the side closest to the side of the vehicle
impacting the pole.
The stabilised temperature of the test dummy at the time of the test shall be between 20.6 °C and 22.2 °C.
A stabilised dummy temperature shall be obtained by soaking the dummy at controlled test laboratory
environment temperatures within the range specified in paragraph 7.3. above prior to the test.
The stabilised temperature of the test dummy shall be recorded by an internal dummy chest cavity t
emperature sensor.
Vehicle-to-pole side impact test

7.2.

7.5.

本附則 4.3.1 項による WorldSID 50 パーセンタイル成人男性ダミーは、附則 4 に従い、車両の衝突側
に配置された前列外側シートに設置するものとする。
テストダミーは、ポールに衝突する車両側面にもっとも近い側に衝撃を受けるように構成および計装
するものとする。
テスト時点におけるテストダミーの安定温度は、20.6°C から 22.2°C までの間とする。
安定ダミー温度を得るために、上記 7.3 項に規定する範囲内の制御された試験施設環境温度でテスト
前にダミーをソークするものとする。
テストダミーの安定温度を内部ダミー胸腔温度センサによって記録するものとする。

8.

車両対ポール側面衝撃テスト

A test vehicle prepared in accordance with paragraph 5., paragraph 6. and paragraph 7. of this annex, shall be
impacted into a stationary pole.
The test vehicle shall be propelled so that, when the vehicle-to-pole contact occurs, the direction of vehicle motion
forms an angle of 75° ± 3° with the vehicle longitudinal centreline.
The angle in paragraph 8.2. above shall be measured between the vehicle longitudinal centreline and a vertical
plane parallel to the vehicle impact velocity vector, as indicated in Annex 8, Figure 8-1 (or Figure 8-2) for left (or
right) side impact.
The impact reference line shall be aligned with the centreline of the rigid pole surface, as viewed in the direction of
vehicle motion, so that, when the vehicle-to-pole contact occurs, the centreline of the pole surface contacts the
vehicle area bounded by two vertical planes parallel to and 25 mm forward and aft of the impact reference line.

8.1.

本附則の 5 項、6 項および 7 項に従って準備したテスト車両を固定ポールに衝突させるものとする。

8.2.

車両対ポール接触の時点で車両の動きの方向が車両の縦方向中心線に対して 75° ±3°の角度を形成す
るようにテスト車両を推進するものとする。
上記 8.2 項の角度は、附則 8 の左（または右）側面衝突に関する図 8-1（または図 8-2）に示すように、
車両の縦方向中心線と車両の衝突速度ベクトルに平行な垂直面の間で測定するものとする。

During the acceleration phase of the test prior to first contact between the vehicle and the pole, the acceleration of
the test vehicle shall not exceed 1.5 m/s2.
The test vehicle speed at the moment of first vehicle-to-pole contact shall be 32 ± 1 km/h.

8.5.

7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

7.3.
7.4.

8.3.
8.4.

8.6.

車両の動きの方向において、車両対ポール接触の時点で、衝撃基準線と平行に前後 25 mm 離れた 2 つの
垂直面で囲まれた車両エリアにポール表面の中心線が接触するように、衝撃基準線を硬質ポール表面の
中心線に合わせるものとする。
テストの加速フェーズ中、車両とポールが最初に接触する前にテスト車両の加速度が 1.5 m/s2 を超えな
いものとする。
最初の車両対ポール接触の瞬間のテスト車両速度は 32±1 km/h とする。
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Annex 4
Seat adjustment and installation requirements for the WorldSID 50th percentile adult male dummy

附則 4
WorldSID 50 パーセンタイル成人男性ダミーに関するシート調節および設置要件

1.

PURPOSE
Repeatable and reproducible front-row seat installation of the WorldSID 50th percentile adult male dummy in a
vehicle seat position and automotive seating posture representative of a typical mid-size adult male.

1.

目的
典型的な中柄体格の成人男性を代表する車両シート位置および自動車着座姿勢における WorldSID 50
パーセンタイル成人男性ダミーの反復可能かつ再現可能な前列シート設置。

2.

DEFINITIONS
For the purposes of this annex:

2.

定義
本附則の目的上：

2.1.

"Actual torso angle" means the angle measured between a vertical line through the manikin H-point and the
torso line using the back angle quadrant on the 3-D H machine.:

2.1.

「実トルソ角」とは、3-D H 測定装置上のバック角四分円を使用し、マネキン H ポイントを通る縦線
とトルソラインの間で測定した角度を指す。

2.2.

"Centre plane of occupant (C/LO)" means the median plane of the 3-D H machine positioned in each
designated seating position. It is represented by the lateral (Y-axis) coordinate of the H-point in the vehicle
reference coordinate system. For individual seats, the vertical median plane of the seat coincides with the
centre plane of the occupant. For driver bench seating positions, the centre plane of the occupant coincides
with the geometric centre of the steering wheel hub. For other seats, the centre plane of the occupant is
specified by the manufacturer.

2.2.

「乗員中心面（C/LO）
」とは、各指定着席位置に配置された 3-D H 測定装置の正中面を指す。これは、
車両基準座標系における H ポイントの横（Y 軸）座標で表わされる。一人掛け座席の場合、シートの
垂直正中面が乗員中心面と一致する。運転者ベンチ着席位置の場合、乗員中心面はステアリングホイ
ールハブの幾何学的中心と一致する。その他のシートの場合、乗員中心面はメーカーによって規定さ
れる。

2.3.

"Design rib angle" means the nominal (theoretical) angle of the WorldSID 50th percentile adult male middle
thorax, lower thorax and abdominal ribs relative to a level surface or horizontal reference plane, as defined by
the manufacturer for the final adjustment position of the seat in which the dummy is to be installed. The
design rib angle corresponds theoretically to the design torso angle minus 25°.

2.3.

「設計リブ角」とは、水平面または水平基準面に対する WorldSID 50 パーセンタイル成人男性の中央胸
郭、下部胸郭および腹肋の公称角度（理論値）を指す。これは、ダミーを設置するシートの最終調節位
置についてメーカーが規定した値である。設計リブ角は、理論上は設計トルソ角から 25°を引いた角度
と一致する。

2.4.

"Design torso angle" means the angle measured between a vertical line through the manikin H-point and the
torso line in a position which corresponds to the nominal design position of the seat back for a 50th percentile
adult male occupant established by the vehicle manufacturer.

2.4.

「設計トルソ角」とは、マネキンの H ポイントを通る縦線とトルソラインの間で測定した角度を指す。
このトルソラインの位置は、車両メーカーが確定した 50 パーセンタイル成人男性乗員に関するシートバ
ックの公称設計位置と一致させる。

2.5.

"Dummy H-point" means the coordinate point midway between the H-point locator assembly measurement
points on each side of the test dummy pelvis.1

2.5.

「ダミーH ポイント」とは、テストダミー骨盤の各側面上にある H ポイントロケータアッセンブリ測定
点の中点座標を指す。1

1

Details of the H-point locator assembly (H-point tool) including dimensions are specified in Addendum 2 of Mutual Resolution No.1.

1 寸法を含む H ポイントロケータアッセンブリ（H ポイントツール）の詳細は、相互決議 No. 1 の補足 2 に規定されている。

2.6.

"Dummy rib angle" means the angle of the test dummy middle thorax, lower thorax and abdominal ribs relative
to a level surface or horizontal reference plane as established by the thorax tilt sensor angle reading about the
sensor y-axis. The dummy rib angle corresponds theoretically to the actual torso angle minus 25°.

2.6.

2.7.
2.8.

"Fiducial marks" are physical points (holes, surfaces, marks or indentations) on the vehicle body.
"Leg (for dummy installation purposes)" refers to the lower part of the entire leg assembly between, and
including, the foot and the knee assembly.

2.7.
2.8.

2.9.

"Manikin H-point" means the pivot centre of the torso and thigh of the 3-D H machine when installed in a vehicle
seat in accordance with paragraph 6. of this annex. The manikin H-point is located at the centre of the
centreline of the device, between the H-point sight buttons on either side of the 3-D H machine. Once
determined in accordance with the procedure described in paragraph 6. of this annex, the manikin H-point is
considered fixed in relation to the seat cushion support structure and is considered to move with it when the
seat is adjusted.
"Mid-sagittal plane" means the median plane of the test dummy; located midway between and parallel to the
dummy spine box side plates.
"Muslin cotton" means a plain cotton fabric having 18.9 threads per cm2 and weighing 0.228 kg/m2 or knitted or
non-woven fabric having comparable characteristics.
"Seat cushion reference line" means a planar line along the side surface of the seat cushion base and passing
through the SCRP defined in paragraph 2.14. of this annex. The seat cushion reference line may be marked on
the side of a seat cushion support structure and/or its position defined using an additional reference point. The
projection of the seat cushion reference line to a vertical longitudinal plane is linear (i.e. straight).

2.9.

「マネキン H ポイント」とは、本附則の 6 項に従って車両シートに設置した状態における 3-D H 測定装
置のトルソと大腿部の回転中心を指す。マネキン H ポイントは、3-D H 測定装置の左右両側にある H ポ
イントサイトボタン間の装置中心線の中点に位置する。本附則の 6 項に説明する手順に従って確定され
た後、マネキン H ポイントは、シートクッション支持構造に対して固定されたものとみなされ、シート
を調節する際にともに移動するものとみなされる。

2.10.

"Seat cushion reference line angle" means the angle of the seat cushion reference line projection in a vertical
longitudinal plane, relative to a level surface or horizontal reference plane.

2.13.

「中央対称面」とは、テストダミーの正中面を指し、左右のダミー胸椎ボックス側板に平行してその中
間に位置する。
「モスリン綿」とは、1 cm2 当たりの糸本数が 18.9 本で重さが 0.228 kg/m2 の綿素地、あるいは同等
の特性を有する編織物または不織布を指す。
「シートクッション基準線」とは、シートクッションベースの側面に沿い、本附則 2.14 項に定義する
SCRP を通過する平面直線を指す。シートクッション基準線をシートクッション支持構造の側面にマ
ーキングしてもよく、かつ／またはその位置が追加基準点を用いて定義される。垂直縦断面へのシー
トクッション基準線の投影は線形（すなわち直線）である。
「シートクッション基準線角度」とは、垂直縦断面に投影されたシートクッション基準線の水平面ま
たは水平基準面に対する角度を指す。

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.11.
2.12.

「ダミーリブ角」とは、水平面または水平基準面に対するテストダミーの中央胸郭、下部胸郭および腹
肋の角度を指し、胸部チルトセンサのセンサ y 軸周りの角度読み値によって確定される。ダミーリブ角
は、理論上は実トルソ角から 25° を引いた角度と一致する。
「基準点マーク」とは、車体上の物理的点（穴、平面、マークまたはくぼみ）のことである。
「脚部（ダミー設置に関する）
」とは、足部アッセンブリと膝部アッセンブリを含む脚部アッセンブリ全
体の下側部分を指す。
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2.14.

"Seat cushion reference point" (SCRP) means the measurement point identified, placed or marked on the
outboard side of a seat cushion support structure to record the longitudinal (fore/aft) and vertical travel of an
adjustable seat cushion.

2.14.

2.15.

"Shoulder median plane" means a plane dividing the left or right (as applicable) shoulder clevis into symmetrical
anterior/posterior sections. The shoulder median plane is perpendicular to the centreline of the shoulder pivot
shaft and parallel to the shoulder load cell y-axis (or an equivalently oriented axis of a shoulder load cell
structural replacement).
"Thigh (for dummy installation purposes)" refers to the distal upper leg flesh section of the test dummy between,
but not including, the knee assembly and the pelvis flesh.
"Three-dimensional H-point machine" (3-D H machine) means the device used for the determination of manikin
H-points and actual torso angles. This device is defined in Annex 5.
"Torso line" means the centreline of the probe of the 3-D H machine with the probe in the fully rearward
position.
"Vehicle measuring attitude" means the position of the vehicle body as defined by the coordinates of at least
three fiducial marks; sufficiently separated in the longitudinal (X), transverse (Y) and vertical (Z) axes of the
vehicle reference coordinate system, to enable accurate alignment with the measurement axes of a coordinate
measurement machine.
"Vehicle reference coordinate system" means an orthogonal coordinate system consisting of three axes; a
longitudinal axis (X), a transverse axis (Y), and a vertical axis (Z). X and Y are in the same horizontal plane
and Z passes through the intersection of X and Y. The X-axis is parallel to the longitudinal centre plane of the
vehicle.
"Vertical longitudinal plane" means a vertical plane, parallel to the vehicle longitudinal centreline.
"Vertical longitudinal zero plane" means a vertical longitudinal plane passing through the origin of the vehicle
reference coordinate system.
"Vertical plane" means a vertical plane, not necessarily perpendicular or parallel to the vehicle longitudinal
centreline.
"Vertical transverse plane" means a vertical plane, perpendicular to the vehicle longitudinal centreline.
"WS50M H-point" means the coordinate point located 20 mm longitudinally forward in the vehicle reference
coordinate system of the manikin H-point determined in accordance with paragraph 6. of this annex.
Establishment of the vehicle measuring attitude

2.15.

3.1.

A vehicle measuring attitude shall be established by positioning the test vehicle on a level surface and adjusting
the attitude of the test vehicle body such that:

3.1.

テスト車両を水平面上に位置させ、以下のようにテスト車体の姿勢を調整することにより、車両測定
姿勢を確立するものとする：

3.1.1.

the vehicle longitudinal centre plane is parallel to the vertical longitudinal zero plane; and

3.1.1.

車両の縦方向中心面が垂直縦断ゼロ面と平行である。

3.1.2.

the front left and right door sill pitch angles satisfy the vehicle test attitude requirements of paragraph 5.5. of
Annex 3.

3.1.2.

前左右ドア枠ピッチ角度が附則 3 の 5.5 項の車両テスト姿勢要件を満たす。

4.

Seat comfort and head restraint adjustments

4.

シート快適さおよびヘッドレストの調節

4.1.

Where applicable, the test seat adjustments specified in paragraphs 4.1.1. to 4.1.3. shall be performed on the
seat in which the dummy is to be installed.

4.1.

4.1.1.

Adjustable lumbar supports

4.1.1.1.

Any adjustable lumbar support(s) shall be adjusted so that the lumbar support is in the lowest, retracted or most
deflated adjustment position.

4.1.2.

Other adjustable seat support systems

4.1.2.1.

Any other adjustable seat supports, such as seat cushions adjustable in length and leg support systems, shall
be adjusted to the rearmost or most retracted adjustment position.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
3.

4.1.3.

Head restraints

4.1.3.1.

The head restraint shall be adjusted to the vehicle manufacturer's nominal design position for a 50th percentile
adult male occupant or the uppermost position if no design position is available.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

「シートクッション基準点」
（SCRP）とは、調節可能シートクッションの縦方向（前後）および垂直
方向の移動を記録するためにシートクッション支持構造の外側面上に識別、配置またはマーキングさ
れた測定点を指す。
「肩部正中面」とは、左または右（当該側）肩部クレビスを対称の前後部分に分割する平面を指す。
肩部正中面は、肩部ピボットシャフトの中心線と直交し、肩部ロードセル y 軸（または肩部ロードセ
ル構造代替品の等方向の軸）に平行である。
「大腿部（ダミー設置に関する）
」は、膝部アッセンブリと骨盤肉質に挟まれたテストダミーの太もも
肉質を指す。
「三次元 H ポイント測定装置」
（3-D H 測定装置）とは、マネキン H ポイントおよび実トルソ角の測
定に使用される装置を指す。この装置は附則 5 に規定されている。
「トルソライン」とは、3-D H 測定装置のプローブを後方位置まで完全に下げた状態におけるプロー
ブの中心線を指す。
「車両測定姿勢」とは、車両基準座標系の縦軸（X）
、横軸（Y）および垂直軸（Z）について十分に隔
てられた、少なくとも 3 つの基準点マークの座標によって定義される車体の位置を指す。これにより、
座標測定機の測定軸との正確な位置合わせが可能とされる。
「車両基準座標系」とは、縦軸（X）
、横軸（Y）および垂直軸（Z）の 3 軸からなる直交座標系を指
す。X と Y は同一の水平面内にあり、Z は X と Y の交点を通過する。X 軸は車両の縦方向中心面に
平行である。

2.21.
2.22.

「垂直縦断面」とは、車両の縦方向中心線に平行な垂直面を指す。
「垂直縦断ゼロ面」とは、車両基準座標系の原点を通る垂直縦断面を指す。

2.23.

「垂直面」とは、車両の縦方向中心線と必ずしも直交または平行ではない垂直面を指す。

2.24.
2.25.

「垂直横断面」とは、車両の縦方向中心線に直交する垂直面を指す。
「WS50M H ポイント」とは、本附則 6 項に従って求められるマネキン H ポイントであって、車両基
準座標系で 20 mm 縦方向前方に位置する座標点を指す。
車両測定姿勢の確立

3.

ダミーを設置するシートに対して、必要に応じ、4.1.1 項から 4.1.3 項に規定するテストシート調節を実
行するものとする。

4.1.1.

調節可能ランバーサポート

4.1.1.1.

調節可能ランバーサポートについては、ランバーサポートの調節位置を最下、後退または最収縮位置
に合わせるものとする。

4.1.2.

その他の調節可能シートサポートシステム

4.1.2.1.

長さ調節可能なシートクッションおよびレッグサポートシステムなど、その他の調節可能シートサポ
ートについては、調節位置を最後退または最収縮位置に合わせるものとする。

4.1.3.

ヘッドレスト
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4.1.3.1.

ヘッドレストは、50 パーセンタイル成人男性乗員に関する車両メーカーの公称設計位置に合わせる
か、設計位置が示されていない場合には最高位置に合わせるものとする。

5.

Passenger compartment adjustments.

5.

客室の調節

5.1.

Where applicable, the adjustment specified in paragraph 5.1.1. of this annex; and in the case where the
dummy is to be installed on the driver's side, the adjustments specified in paragraphs 5.1.2. and 5.1.3. of this
annex; shall be performed on the vehicle.

5.1.

車両に対して、必要に応じ、本附則 5.1.1 項に規定する調節とともに、ダミーを運転者側に設置する場
合には本附則 5.1.2 項および 5.1.3 項に規定する調節を実行するものとする。

5.1.1.

Adjustable safety-belt anchorages

5.1.1.

調節可能安全ベルトアンカレッジ

5.1.1.1.

Any adjustable safety-belt anchorage(s) provided for the seating position at which the dummy is to be installed,
shall be placed at the vehicle manufacturer's nominal design position for a 50th percentile adult male occupant,
or in the fully up position if no design position is available.

5.1.1.1.

ダミーを設置する着席位置のために設けられた調節可能な安全ベルトアンカレッジについては、50 パ
ーセンタイル成人男性乗員に関する車両メーカーの公称設計位置に合わせるか、設計位置が示されて
いない場合には最上方位置に合わせるものとする。

5.1.2.

Adjustable steering wheels

5.1.2.

調節可能ステアリングホイール

5.1.2.1.

An adjustable steering wheel shall be adjusted to the geometric highest driving position, considering all
telescopic and tilt adjustment positions available.2

5.1.2.1.
調節可能ステアリングホイールは、設けられたすべての伸縮および傾き調節位置を検討し、幾何学的
にもっとも高い運転位置に合わせるものとする。2

2

The steering wheel is not expected to influence the loading of the dummy – the highest position is specified in order to provide maximum clearance of the dummy
legs and thorax.

2 ステアリングホイールがダミーの搭載に影響を及ぼすことはないと想定される。最高位置という指示は、ダミーの脚部および胸部に対して最大のクリア
ランスが得られるようにするためである。

5.1.3.

Adjustable pedals

5.1.3.

調節可能ペダル

5.1.3.1.

Any adjustable pedals shall be placed in the full forward position (i.e. towards the front of the vehicle).

5.1.3.1.

調節可能ペダルについては、最前方位置（すなわち車両前部方向）に合わせるものとする。

6.

Procedure for establishing the test position of an adjustable seat cushion

6.

調節可能シートクッションのテスト位置を確定するための手順。

6.1.

A Seat Cushion Reference Point (SCRP) shall be used to measure and record adjustments made to seat
cushions equipped with controls for longitudinal (fore/aft) and/or vertical seat cushion adjustment.

6.1.

6.2.

The SCRP should be located on a part of the seat cushion side structure or support frame which is fixed in
location with respect to the seat cushion.
A seat cushion reference line shall be used to measure and record angular adjustments made to pitch
adjustable seat cushions.
For pitch adjustable seat cushions, the SCRP location should be set as close as possible to the axis of rotation
(e.g. towards the rear) of the seat cushion support structure.

6.2.

シートクッション基準点（SCRP）を用いて、縦方向（前後）および／または垂直方向のシートクッ
ション調節用の操作装置を備えるシートクッションに対して行った調節を測定および記録するものと
する。
SCRP は、シートクッションに対して所定位置に固定されたシートクッションの側部構造または支持
フレームの特定部分に配置すべきものとする。
シートクッション基準線を用いて、ピッチ調節可能なシートクッションに対して行った角度調節を測
定および記録するものとする。
ピッチ調節可能なシートクッションについては、SCRP 位置をシートクッション支持構造の回転軸に
できるだけ近い位置（たとえば後部方向）に設定すべきものとする。

The adjustment position of the seat cushion base on which the dummy is to be installed shall be determined by
sequential completion (where applicable to the seat design) of the steps outlined in paragraphs 6.6. to 6.13. of
this annex below; with the test vehicle at the vehicle measuring attitude established in accordance with
paragraph 3. of this annex above.
Use the seat control that primarily moves the seat vertically to adjust the SCRP to the uppermost vertical
location.
Use the seat control that primarily moves the seat fore/aft to adjust the SCRP to the rearmost location.
Determine and record (by measuring the seat cushion reference line angle), the full angular adjustment range
of the seat cushion pitch and using only the control(s) that primarily adjust(s) the cushion pitch, set the cushion
pitch as close as possible to the mid-angle.

6.5.

ダミーを設置するシートクッションベースの調節位置は、テスト車両を本附則の上記 3 項に従って確
立される車両測定姿勢とし、本附則の下記 6.6 項から 6.13 項に概説するステップの逐次的完了（当該
設計シートに当てはまる場合）によって確定するものとする。

6.6.

主としてシートを垂直に動かすシート操作装置を使用して、SCRP を最上方垂直位置に合わせる。

6.7.
6.8.

6.9.

Use the seat control that primarily moves the seat vertically to adjust the SCRP to the lowest vertical location.
Verify that the seat cushion is still at the rearmost seat track location. Record the longitudinal (X-axis) position
of the SCRP in the vehicle reference coordinate system.

6.9.

主としてシートを前後に動かすシート操作装置を使用して、SCRP を最後方位置に合わせる。
シートクッションピッチの全角度調節範囲を確認して記録し（シートクッション基準線角度の測定に
よる）
、主としてクッションピッチを調節する操作装置のみを使用して、クッションピッチを中点角度
にできるだけ近づけて設定する。
主としてシートを垂直に動かすシート操作装置を使用して、SCRP をもっとも低い垂直位置に合わせ
る。シートクッションが最後方シートトラック位置のままであることを確認する。車両基準座標系に
おける SCRP の縦方向（X 軸）位置を記録する。

6.10.

Use the seat control that primarily moves the seat fore/aft to adjust the SCRP to the forward most location.
Record the longitudinal (X-axis) position of the SCRP in the vehicle reference coordinate system.
Determine the vehicle X-axis position of a vertical transverse plane 20 mm rearward of a point midway

6.10.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.11.

6.3.
6.4.

6.11.

主としてシートを前後に動かすシート操作装置を使用して、SCRP を最前方位置に合わせる。車両基
準座標系における SCRP の縦方向（X 軸）位置を記録する。
上記 6.9 項および 6.10 項に従って記録した 2 つの縦方向（X 軸）位置の中点から 20 mm 後方（すな
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between the longitudinal (X-axis) positions recorded in accordance with paragraphs 6.9. and 6.10. above (i.e.
20 mm rearward of the mid-track position).
Use the seat control that primarily moves the seat fore/aft to adjust the SCRP to the longitudinal (X-axis)
position determined in accordance with paragraph 6.11. (-0/+2 mm), or, if this is not possible, the first available
fore/aft adjustment position rearward of the position determined in accordance with paragraph 6.11.
Record the longitudinal (X-axis) position of the SCRP in the vehicle reference coordinate system and measure
the seat cushion reference line angle for future reference. Except as provided in paragraph 8.4.6. of this annex;
this adjustment position shall be used as the final seat cushion adjustment position for the installation of the
dummy. 3

For some seats, the adjustments specified in paragraphs 6.9. to 6.12. may automatically alter the seat cushion pitch from the mid-angle established in accordance
with paragraph 6.8. This is acceptable.

わちトラック中央位置の 20 mm 後方）における垂直横断面の車両 X 軸位置を確定する。
6.12.

6.13.

主としてシートを前後に動かすシート操作装置を使用して、SCRP を 6.11 項に従って確定した縦方向
（X 軸）位置（0/+2 mm）に合わせるか、それが不可能な場合には、6.11 項に従って確定した位置の
後方に設けられている最初の前後調節位置に合わせる。
車両基準座標系における SCRP の縦方向（X 軸）位置を記録し、あとで参照するためにシートクッショ
ン基準線角度を測定する。本附則 8.4.6 項に定める場合を除き、この調節位置をダミー設置の最終的なシ
ートクッション調節位置として使用するものとする。3

3 一部のシートでは、6.9 項から 6.12 項までに規定する調節により、シートクッションピッチが 6.8 項に従って確定した中点角度から自動的に変更される
ことがある。これは許容される.

7.

Procedure for manikin H-point and actual torso angle determination

7.

マネキン H ポイントおよび実トルソ角の確定手順

7.1.

The test vehicle shall be preconditioned at a temperature of 20 °C ± 10 °C to ensure that the seat material
reaches stabilised room temperature for the installation of the 3-D H machine.

7.1.

7.2.

Adjustable lumbar supports and other adjustable seat supports shall be set to the adjustment positions
specified in paragraph 4.1.1. and 4.1.2. of this annex.
The manikin H-point coordinates and final actual torso angle shall be determined for the seat in which the
dummy is to be installed, by sequential completion of the steps outlined in paragraphs 7.4. to 7.24. of this
annex below; with the test vehicle at the vehicle measuring attitude established in accordance with paragraph
3. of this annex above.
Cover the area of the seating position to be contacted by the 3-D H machine with a muslin cotton sheet of
sufficient size and place the seat and back assembly of the 3-D H machine in the seat.
Set the seat cushion position to the adjustment position recorded in accordance with paragraph 6.13. of this
annex.
Using only the control(s) which primarily adjusts the angle of the seat back, independently of the seat cushion
pitch; adjust the seat back position according to one of the following methods:

7.2.

シート材料が安定室温に達した 3-D H 測定装置の設置条件を確保するため、20°C±10°C の温度でテ
スト車両をプレコンディショニングするものとする。
調節可能ランバーサポートおよびその他の調節可能シートサポートは、本附則 4.1.1 項および 4.1.2 項
に規定する調節位置に設定するものとする。
テスト車両を本附則の上記 3 項に従って確立される車両測定姿勢とし、本附則の下記 7.4 項から 7.24
項に概説するステップの逐次的完了により、ダミーを設置するシートについてマネキン H ポイント座
標および最終的な実トルソ角を確定するものとする。

7.6.

シートクッションピッチとは別個に、主としてシートバックの角度を調節する操作装置を使用して、
以下のいずれかの方法でシートバック位置を調節する：

7.6.1.

Place adjustable seat backs in the manufacturer's nominal design driving or riding position for a 50th percentile
adult male occupant, in the manner specified by the manufacturer.

7.6.1.

メーカーが規定するように、調節可能シートバックを 50 パーセンタイル成人男性乗員に関するメーカ
ーの公称設計運転位置または乗車位置に合わせる。

7.6.2.

Where a design seat back position is not specified by the manufacturer:

7.6.2.

設計シートバック位置がメーカーによって規定されていない場合：

7.6.2.1.

Set the seat back to the first detent position rearward of 25° from the vertical.

7.6.2.1.

シートバックを垂直から 25° 後方の最初の戻り止め位置に設定する。

7.6.2.2.

If there is no detent position rearward of 25° from the vertical, set the seat back angle to the most reclined
adjustment position.

7.6.2.2.

7.7.

Adjust the seat and back assembly of the 3-D H machine so that the centre plane of the occupant (C/LO)
coincides with the centre plane of the 3-D H machine.
Set the lower leg segments to the 50th percentile length (417 mm) and the thigh bar segment to the 10th
percentile length (408 mm).
Attach the foot and lower leg assemblies to the seat pan assembly, either individually or by using the T-bar and
lower leg assembly. The line through the H-point sight buttons should be parallel to the ground and
perpendicular to the C/LO of the seat.

7.7.

7.10.

Adjust the feet and leg positions of the 3-D H machine as follows:

7.10.

垂直から 25° 後方の戻り止め位置がない場合には、シートバック角度をもっともリクライニングさせ
た調節位置に設定する。
乗員中心面（C/LO）が 3-D H 測定装置の中心面と一致するように 3-D H 測定装置のシートおよびバッ
クアッセンブリを調節する。
下脚部分を 50 パーセンタイル長さ（417 mm）に設定し、大腿部バー部分を 10 パーセンタイル長さ
（408 mm）に設定する。
足部アッセンブリおよび下脚部アッセンブリを個別に、または T バーおよび下脚部アッセンブリを使
用して、シートパンアッセンブリに取り付ける。H ポイントサイトボタンを通る直線は、地面に平行
でシートの C/LO と直交するはずである。
3-D H 測定装置の足部および脚部位置を次のように調節する：

7.10.1.

Both feet and leg assemblies are moved forward in such a way that the feet take up natural positions on the
floor, between the operating pedals if necessary. Where possible, the left foot is located approximately the
same distance to the left of the centre plane of the 3-D H machine as the right foot is to the right. The spirit
level verifying the transverse orientation of the 3-D H machine is brought to the horizontal by readjustment of
the seat pan if necessary, or by adjusting the leg and foot assemblies towards the rear. The line passing
through the H-point sight buttons is maintained perpendicular to the C/LO of the seat.

7.10.1.

両足がフロア上で自然な位置になるように足部アッセンブリと脚部アッセンブリの両方を前方に動か
し、必要ならば操作ペダルの間に置く。可能な場合、左足と右足をそれぞれ 3-D H 測定装置の中心面
の左側と右側にほぼ同じ距離で配置する。必要に応じ、シートパンを再調節するか、または脚部およ
び足部アッセンブリを後方に動かして調節することにより、3-D H 測定装置の横方向偏位を調べるア
ルコール水準器を水平にする。H ポイントサイトボタンを通る直線はシートの C/LO に対して直角に
維持される。

7.10.2.

If the left leg cannot be kept parallel to the right leg and the left foot cannot be supported by the structure, move
the left foot until it is supported. The alignment of the sight buttons is maintained.

7.10.2.

左脚を右脚と平行に保つことができず、かつ左足を構造物によって支持できない場合には、支持され
る位置まで左足を移動させる。サイトボタンの位置合わせは維持される。

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.8.
7.9.

7.3.

7.4.
7.5.

7.8.
7.9.

3-D H 測定装置と接触する着席位置のエリアを十分なサイズのモスリン綿シートで覆い、3-D H 測定装
置のシートおよびバックアッセンブリをシートに配置する。
シートクッション位置を本附則 6.13 項に従って記録した調節位置に設定する。

UN-R135-01_S01

7.11.
7.12.

（2016.10.08）

Apply the lower leg and thigh weights and level the 3-D H machine.
Tilt the back pan forward against the forward stop and draw the 3-D H machine away from the seat back using
the T-bar. Reposition the 3-D H machine on the seat by one of the following methods:
If the 3-D H machine tends to slide rearward, use the following procedure. Allow the 3-D H machine to slide
rearward until a forward horizontal restraining load on the T-bar is no longer required (i.e. until the seat pan
contacts the seat back). If necessary, reposition the lower leg.

7.11.
7.12.

7.12.2.

If the 3-D H machine does not tend to slide rearward, use the following procedure. Slide the 3-D H machine
rearwards by applying a horizontal rearward load to the T-bar until the seat pan contacts the seat back (see
Figure 5-2 of Annex 5).

7.12.2.

7.13.

Apply a 100 N ± 10 N load to the back and pan assembly of the 3-D H machine at the intersection of the hip
angle quadrant and the T-bar housing. The direction of load application is maintained along a line passing by
the above intersection to a point just above the thigh bar housing (see Figure 5-2 of Annex 5). Then carefully
return the back pan to the seat back. Care must be exercised throughout the remainder of the procedure to
prevent the 3-D H machine from sliding forward.

7.13.

7.14.

Install the right and left buttock weights and then, alternately, the eight torso weights. Maintain the 3-D H
machine level.
Tilt the back pan forward to release the tension on the seat back. Rock the 3-D H machine from side to side
through 10 degrees arc (5 degrees to each side of the vertical centre plane) for three complete cycles to
release any accumulated friction between the 3-D H machine and the seat.

7.14.

7.12.1.

7.15.

7.15.1.

During the rocking action, the T-bar of the 3-D H machine may tend to diverge from the specified horizontal and
vertical alignment. The T-bar must therefore be restrained by applying an appropriate lateral load during the
rocking motions. Care is exercised in holding the T-bar and rocking the 3-D H machine to ensure that no
inadvertent exterior loads are applied in a vertical or fore and aft directions.

7.15.2.

The feet of the 3-D H machine are not to be restrained or held during this step. If the feet change position,
they should be allowed to remain in that attitude for the moment.

7.16.

Carefully return the back pan to the seat back and check the two spirit levels for zero position. If any
movement of the feet has occurred during the rocking operation of the 3-D H machine, they must be
repositioned as follows:

7.16.1.

7.18.

Alternately, lift each foot off the floor the minimum necessary amount until no additional foot movement is
obtained. During this lifting, the feet are to be free to rotate; and no forward or lateral loads are to be applied.
When each foot is placed back in the down position, the heel is to be in contact with the structure designed for
this.
Check the lateral spirit level for zero position; if necessary, apply a lateral load to the top of the back pan
sufficient to level the 3-D H machine's seat pan on the seat.
Holding the T-bar to prevent the 3-D H machine from sliding forward on the seat cushion, proceed as follows:

7.18.1.

Return the back pan to the seat back; and

7.18.2.

Alternately apply and release a horizontal rearward load, not to exceed 25 N, to the back angle bar at a height
approximately at the centre of the torso weights until the hip angle quadrant indicates that a stable position has
been reached after load release. Care is exercised to ensure that no exterior downward or lateral loads are
applied to the 3-D H machine. If another level adjustment of the 3-D H machine is necessary, rotate the back
pan forward, re-level, and repeat all procedures from paragraph 6.15. of this annex onwards.

7.17.

7.19.
7.20.
7.21.
7.21.1.

7.12.1.

7.15.

下脚部および大腿部ウェイトを付加し、3-D H 測定装置を水平調整する。
バックパンを前方停止位置まで前傾させ、T バーを使用して 3-D H 測定装置をシートバックから引き
離す。下記のいずれかの方法により、シート上の 3-D H 測定装置の位置を再調整する：
3-D H 測定装置が後方にスライドするようならば、以下の手順を用いる。T バーの前向き水平抑止荷重
が必要なくなるまで（すなわちシートパンがシートバックに接触するまで）
、3-D H 測定装置を後方に
スライドさせる。必要に応じ、下脚の位置を再調整する。
3-D H 測定装置が後方にスライドしないようならば、以下の手順を用いる。T バーに水平後ろ向き荷重
をかけ、シートパンがシートバックに接触するまで、3-D H 測定装置を後方にスライドさせる（附則 5
の図 5-2 参照）
。
3-D H 測定装置のバックおよびパンアッセンブリに対し、ヒップ角四分円と T バーハウジングの交点
に 100 N±10 N の荷重をかける。荷重印加の方向は、上記の交点を過ぎて大腿部バーハウジングの真
上の点に到る直線に沿って維持される（附則 5 の図 5-2 参照）
。続いて、バックパンをシートバックま
で慎重に戻す。これ以降の手順においては、3-D H 測定装置が前方にスライドしないように注意しな
ければならない。
左右のでん部ウェイトを取り付け、続いて 8 個のトルソウェイトを交互に取り付ける。3-D H 測定装
置の水平を維持する。
バックパンを前方に傾け、シートバックに加わっている力を解放する。3-D H 測定装置を 10 度の円弧
幅（垂直中心面の両側に各 5 度）で横方向に揺り動かし、そのサイクル全体を 3 回繰り返して、3-D H
測定装置とシートの間に蓄積した摩擦を解消する。

7.15.1.

この揺動中に、3-D H 測定装置の T バーが所定の水平および垂直整列からずれることがありえる。そ
のため、揺動中に適切な横向き荷重をかけて T バーが動かないようにしなければならない。T バーを
保持して 3-D H 測定装置を揺動させる際、垂直または前後方向に意図しない外部荷重が加わらないよ
うに注意する。

7.15.2.

このステップの実行中、3-D H 測定装置の足部を拘束または保持する必要はない。足部の位置が変化
しても、途中はその姿勢のままでよい。
バックパンをシートバックまで慎重に戻し、2 つのアルコール水準器がゼロ位置にあるかチェックす
る。3-D H 測定装置の揺動中に足部の移動が生じた場合は、次のように位置を直さなければならない：

7.16.

7.16.1.

各足を交互に持ち上げ、それ以上動かなくなるまで、必要最小限だけフロアから離す。この移動中、
足部は自由に回転させ、前向きまたは横向き荷重が加わらないようにする。各足を下げ位置に戻した
時、かかと部がそれを目的とする構造物に接触していればよい。

7.17.

横方向のアルコール水準器がゼロ位置にあるかチェックする。必要ならば、シート上で 3-D H 測定装
置のシートパンを水平にするのに十分な横向き荷重をバックパンの上端に加える。
シートクッション上で 3-D H 測定装置が前方にスライドしないように T バーを保持し、以下のステッ
プを続行する：

7.18.

7.18.1.

バックパンをシートバックに戻す。

7.18.2.

Use the 3-D H machine back angle quadrant, with the head room probe in its fully rearward position, to
measure the actual torso angle.
If necessary, use only the control(s) which primarily adjusts the angle of the seat back independently of the seat
cushion pitch; to adjust the actual torso angle to the design torso angle ±1° specified by the manufacturer.
Where a design torso angle is not specified by the manufacturer:

7.19.

7.21.

バックアングルバーに対し、おおよそトルソウェイトの中心位置の高さで、25 N を超えない水平後ろ
向き荷重の印加と解放を交互に行い、荷重解放後に安定位置に到達したことがヒップ角四分円によっ
て示されるまで繰り返す。外部の下向きまたは横向き荷重が 3-D H 測定装置に加わらないように注意
する。3-D H 測定装置の再水平調整が必要ならば、バックパンを前方に回転させ、再度の水平出し後、
本附則 6.15 項以降のすべての手順を繰り返す。
3-D H 測定装置のバック角四分円を使用し、ヘッドルームプローブが最後方位置にある状態で、実ト
ルソ角を測定する。
必要ならば、シートクッションピッチとは別個に、主としてシートバックの角度を調節するための操
作装置のみを使用して、実トルソ角をメーカーが規定する設計トルソ角±1° に合わせる。
メーカーが設計トルソ角を規定していない場合：

use only the control(s) which primarily adjusts the angle of the seat back independently of the seat cushion
pitch; to adjust the actual torso angle to 23° ± 1°.

7.21.1.

シートクッションピッチとは別個に、主としてシートバックの角度を調節するための操作装置のみを

7.20.

UN-R135-01_S01

（2016.10.08）

7.22.

Where a design torso angle is not specified by the manufacturer and no seat back angular adjustment position
produces an actual torso angle within the 23° ± 1° range:

7.22.

7.22.1.

use only the control(s) which primarily adjusts the angle of the seat back independently of the seat cushion
pitch; to adjust the actual torso angle as close to 23° as possible.

7.22.1.

7.23.
7.24.

Record the final actual torso angle for future reference.
Measure and record the manikin H-point (X, Y, Z) coordinates in the vehicle reference coordinate system for
future reference.
Except as provided in paragraph 8.4.6. of this annex; the coordinates recorded in accordance with paragraph
7.24. above define the manikin H-point location of the seat, when the seat is adjusted to the final seat cushion
and seat back detent test positions for the installation of the dummy.

7.23.
7.24.

7.26.

If a rerun of the installation of the 3-D H machine is desired, the seat assembly should remain unloaded for a
minimum period of 30 minutes prior to the rerun. The 3-D H machine should not be left loaded on the seat
assembly longer than the time required to perform the test.

7.26.

8.

WorldSID 50th percentile adult male installation requirements

8.

8.1.

Adjustable lumbar supports, other adjustable seat supports and adjustable head restraints shall be set to the
adjustment positions specified in paragraph 4. of this annex.

8.1.

8.2.

Passenger compartment adjustments shall be set to the adjustment positions specified in paragraph 5. of this
annex.
The test dummy shall then be installed by completion of the steps outlined in paragraph 8.4. below; with the test
vehicle at the vehicle measuring attitude established in accordance with paragraph 3. of this annex.
Dummy installation procedure

8.2.

Place the test dummy in the applicable seat such that the mid-sagittal plane is coincident with the C/LO and the
upper torso is resting against the seat back. 4

8.4.1.

7.25.

8.3.
8.4.
8.4.1.
4

Seat centreline markings may be used to identify the C/LO and to facilitate placement of the dummy.

8.4.2.
5

Apply a for/aft and lateral rocking motion to settle the pelvis rearward in the seat.5

To ensure that a repeatable and stable pelvis position will be achieved, it is recommended following the completion of this step, to verify that the pelvis is in contact with the seat cushion over the
whole pelvis length.

8.4.3.

7.25.

8.3.
8.4.

4

8.4.2.

使用して、実トルソ角を 23°±1° に合わせる。
メーカーが設計トルソ角を規定しておらず、23°±1° の範囲内の実トルソ角が得られるシートバック
角度調節位置がない場合：
シートクッションピッチとは別個に、主としてシートバックの角度を調節するための操作装置のみを
使用して、実トルソ角を 23° にできるだけ近づける。
あとで参照するために最終的な実トルソ角を記録する。
あとで参照するために車両基準座標系におけるマネキン H ポイント（X、Y、Z）の座標を測定して記
録する。
本附則 8.4.6 項に定める場合を除き、ダミー設置に関する最終的なシートクッション位置およびシート
バック戻り止めテスト位置にシートを調節した状態で、上記 7.24 項に従って記録した座標がシートの
マネキン H ポイント位置になる。
3-D H 測定装置の設置のやり直しが求められる場合は、その前に最低限 30 分間、シートアッセンブリ
を非積載のままとすべきものとする。3-D H 測定装置は、当該テストを実行するための所要時間を超
えてシートアッセンブリ上に積載されたままにすべきではない。
WorldSID 50 パーセンタイル成人男性ダミーの設置要件
調節可能ランバーサポート、
その他の調節可能シートサポートおよび調節可能ヘッドレストを本附則 4
項に規定する調節位置に設定するものとする。
客室の調節は、本附則 5 項に規定する調節位置に設定するものとする。
次に、テスト車両を本附則 3 項に従って確立される車両測定姿勢とし、下記 8.4 項に概説するステッ
プの完了によってテストダミーを設置するものとする。
ダミー設置手順
中央対称面が C/LO と一致し、上部トルソがシートバックに寄りかかるようにテストダミーを当該シ
ートに配置する。4
C/LO を識別し、ダミーの設置を容易にするために、シート中心線マークを使用してもよい。

前後および横方向の揺動を与え、骨盤をシートの奥側に落ち着かせる。5

5 再現可能かつ安定した骨盤位置が達成されるようにするため、本ステップの完了後、骨盤がその幅全体でシートクッションに接触しているか確認するこ
とを推奨する。

Where the abdominal rib coupler and/or the outer band of each (i.e. left/right) lower abdominal rib assembly
contacts the pelvis flesh, ensure the contacting surfaces of the abdominal rib coupler and the outer band of
each lower abdominal rib are positioned in-behind the inner abdominal wall of the pelvis flesh, not on top of the
pelvis flesh.
Move the seat cushion and seat back together with the test dummy to the final adjustment position used to
determine the manikin H-point and actual torso angle in paragraph 7. of this annex.
Verify that the dummy H-point is reasonably close (±10 mm) to the WS50M H-point defined in paragraph 2.25.
of this annex. If not, repeat the procedures outlined in paragraphs 8.4.2. to 8.4.3. of this annex. If it is still not
possible to verify the dummy H-point is reasonably close (±10 mm) to the WS50M H-point, record the offset
and proceed to the next step.

8.4.3.

腹肋カプラーおよび／または各（すなわち左右）下部腹肋アッセンブリの外側バンドが骨盤肉質に接
触する場合は、腹肋カプラーと各下部腹肋の外側バンドの接触面を骨盤肉質の上端ではなく骨盤肉質
の内側腹壁内裏側に位置させるようにする。

8.4.4.

If it is not possible to reach the seat test position due to knee contact, shift the targeted test seat position
rearwards in stepwise increments to the closest position where the knee clearance is at least 5 mm. Record
the adjustment of the SCRP position and modify the manikin H-point and WS50M H-point coordinates
accordingly.
For a driver seating position:

8.4.6.

テストダミーとともにシートクッションおよびシートバックを本附則 7 項のマネキン H ポイントおよ
び実トルソ角を確定するための最終調節位置まで動かす。
本附則2.25 項に定義するWS50M H ポイントに対してダミーH ポイントの位置が十分近い
（±10 mm）
ことを確認する。不十分な場合には、本附則の 8.4.2 項から 8.4.3 項に概説する手順を繰り返す。その
後も WS50M H ポイントに対してダミーH ポイントの位置が十分近い（±10 mm）ことを確認できな
い場合には、そのずれを記録して次のステップに進む。
膝部の接触のためにシートテスト位置まで到達できない場合には、目標とするテストシート位置を後
方にずらし、段階的に膝部のクリアランスが少なくとも 5 mm になる最近接位置まで動かす。SCRP
位置の調節を記録し、それに応じてマネキン H ポイントおよび WS50M H ポイント座標を修正する。

8.4.7.

運転者着席位置の場合：

8.4.7.1.

Extend the right leg without displacing the thigh from the seat cushion and allow the sole of the foot to settle on
the accelerator pedal. The heel of the shoe should be in contact with the floor-pan.

8.4.7.1.

大腿部をシートクッションからずらすことなく右脚を伸ばし、足部の裏をアクセルペダル上で安定さ
せる。靴のかかとがフロアパンに接触すべきものとする。

8.4.7.2.

Extend the left leg without displacing the thigh from the seat cushion and allow the sole of the foot to settle on
the footrest. The heel of the shoe should be in contact with the floor-pan. In case of tibia contact, slide the foot

8.4.7.2.

大腿部をシートクッションからずらすことなく左脚を伸ばし、足部の裏をフットレスト上で安定させ

8.4.4.
8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.5.
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rearward (towards the seat) until a 5 mm clearance is obtained.
8.4.8.

For a passenger seating position:

8.4.8.

る。靴のかかとがフロアパンに接触すべきものとする。脛骨接触の場合には、5 mm のクリアランス
が得られるまで、足を後方（シート側）にスライドさせる。
乗員着席位置の場合：

8.4.8.1.

Extend each leg without displacing the thigh from the seat cushion.

8.4.8.1.

大腿部をシートクッションからずらすことなく各脚を伸ばす。

8.4.8.2.

Allow the sole of the right foot to settle on the floor-pan in-line (i.e. in the same vertical plane) with the thigh. The
heel of the shoe should be in contact with the floor-pan. If the contour of the floor-pan does not permit the foot to
rest on a planar surface, move the foot in 5 mm increments until the foot rests on a planar surface.

8.4.8.2.

右足裏を大腿部と一直線（すなわち同じ垂直面内）になるようにフロアパン上で安定させる。靴のか
かとがフロアパンに接触すべきものとする。フロアパンの形状により、足を平面上に載せることがで
きない場合は、平面上に載るまで足を 5 mm 刻みで動かす。

8.4.8.3.

Allow the sole of the left foot to settle on the floor-pan in-line (i.e. in the same vertical plane) with the thigh and in
the same for/aft location (alignment) as the right foot. The heel of the shoe should be in contact with the
floor-pan. If the contour of the floor-pan does not permit the foot to rest on a planar surface, move the foot in 5
mm increments until the foot rests on a planar surface.
Position the dummy H-point to match the WS50M H-point coordinates (defined by paragraph 2.25. of this
annex) within ±5 mm. Priority should be given to the X-axis coordinate.
Adjust the dummy rib angle as follows:

8.4.8.3.

左足裏を大腿部と一直線（すなわち同じ垂直面内）かつ右足部と同じ前後位置（整列）になるように
フロアパン上で安定させる。靴のかかとがフロアパンに接触すべきものとする。フロアパンの形状に
より、足を平面上に載せることができない場合は、平面上に載るまで足を 5 mm 刻みで動かす。
±5 mm の範囲内で WS50M H ポイント座標（本附則の 2.25 項に定義）と一致するようにダミーH ポ
イントを位置決めする。X 軸座標を優先すべきものとする。
ダミーリブ角を次のように調節する：

8.4.9.
8.4.10.
8.4.10.1.

Adjust the dummy until the thorax tilt sensor angle reading (about the sensor y-axis) is within ±1° of the design
rib angle specified by the manufacturer.

8.4.10.2.

Where a design rib angle is not specified by the manufacturer and the final actual torso angle determined in
accordance with paragraph 7. of this annex is 23° ± 1°; adjust the dummy until the thorax tilt sensor reads -2º
(i.e. 2º downwards) ± 1º (about the sensor y-axis).

8.4.10.3.

8.5.

Where a design rib angle is not specified by the manufacturer and the final actual torso angle recorded in
accordance with paragraph 7. of this annex is not 23º ± 1º; no further adjustment of the dummy rib angle is
required.
Adjust the test dummy neck bracket to level the head at the closest position to 0º (as measured about the head
core tilt sensor y-axis).
Proceed to the final foot and leg positioning by repeating the steps outlined in paragraph 8.4.7. of this annex for
a driver seating position or the steps outlined in paragraph 8.4.8. of this annex for a passenger seating position.
Verify that the test dummy H-point and dummy rib angle are still in accordance with paragraphs 8.4.9. and
8.4.10. of this annex respectively. If not, repeat the steps outlined from paragraph 8.4.9. of this annex
onwards.
Measure and record the final test dummy H-point position in the vehicle reference coordinate system and
record the final dummy rib angle and head core tilt sensor angles.
Place both arms at the 48º detent position. In this position, each half arm bone plane of symmetry forms an
angle of 48° ± 1° with the adjacent (i.e. left/right as applicable) shoulder median plane.
Dummy installation notes and recommendations

8.5.1.

8.4.11.
8.4.12.
8.4.13.
8.4.14.

8.4.9.
8.4.10.
8.4.10.1.

胸部チルトセンサの角度読み値（センサ y 軸周り）がメーカー規定の設計リブ角の±1° 以内になるま
でダミーを調節する。

8.4.10.2.

設計リブ角がメーカーによって規定されておらず、本附則 7 項に従って確定した最終的な実トルソ角
が 23°±1° である場合、胸部チルトセンサ読み値が-2°（すなわち下方に 2°）±1°（センサ y 軸周り）
になるまでダミーを調節する。

8.4.10.3.

設計リブ角がメーカーによって規定されておらず、本附則 7 項に従って記録した最終的な実トルソ角
が 23°±1° でない場合は、それ以上のダミーリブ角の調整は必要ない。
テストダミー頸部ブラケットを調節して、0°（頭部中心チルトセンサ y 軸周りの測定値）にもっとも
近い位置で頭部を水平調整する。
運転者着席位置については本附則 8.4.7 項に概説するステップ、乗員着席位置については本附則 8.4.8
項に概説するステップを繰り返すことにより、最後の足部および脚部位置決めに進む。
テストダミーH ポイントおよびダミーリブ角がそれぞれ本附則 8.4.9 項および 8.4.10 項の位置のまま
であるか確認する。もしずれていれば、本附則 8.4.9 項以降に概説するステップを繰り返す。

8.4.11.
8.4.12.
8.4.13.
8.4.14.

8.5.

車両基準座標系における最終的なテストダミーH ポイント位置を測定して記録するとともに、最終的
なダミーリブ角および頭部中心チルトセンサ角度を記録する。
両方の腕を 48° の戻り止め位置に置く。この位置において、各上腕骨対称面は、隣接する（すなわち
左右の当該側）肩部正中面に対して 48°±1° の角度を形成する。
ダミー設置の注意／推奨事項

No distance is specified for the test dummy knee spacing. However, priority should be given to ensure:

8.5.1.

テストダミー膝部間隔について距離は規定されていないが、下記を優先すべきものとする：

8.5.1.1.

At least 5 mm clearance between the knees/legs and the steering shroud and centre console;

膝部／脚部とステアリングカバーおよびセンターコンソールとの間に少なくとも 5 mm のクリアラン

8.5.1.2.

A stable foot and ankle position; and

8.5.1.1.
ス、

8.5.1.3.

The legs are as parallel as possible to the mid-sagittal plane.

8.5.1.2.

安定した足部および足首関節部の位置、かつ

8.5.1.3.

両脚部は中央対称面とできるだけ平行とする。

8.4.15.

8.4.15.

8.6.

Safety-belt system

8.6.

安全ベルトシステム

8.6.1.

The dummy installed in accordance with paragraph 8.4. of this annex shall be restrained as follows using the
safety-belt system provided for the seating position by the manufacturer:

8.6.1.

メーカーが着席位置用に装備した安全ベルトシステムを使用し、本附則 8.4 項に従って設置されたダ
ミーを以下のように拘束するものとする：

8.6.1.1.

Carefully place the safety-belt across the dummy and fasten as normal.

8.6.1.1.

ダミーに対して安全ベルトを慎重に装着し、普通に締める。
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8.6.1.2.

Remove slack from the lap section of the webbing until it is resting gently around the pelvis of the dummy. Only
minimal force should be applied to the webbing when removing slack. The route of the lap-belt should be as
natural as possible.

8.6.1.3.

Place one finger behind the diagonal section of the webbing at the height of the dummy sternum. Pull the
webbing horizontally forward and away from the chest, and utilizing the force provided by the retractor
mechanism only, allow it to freely retract in the direction of the upper anchorage. Repeat this step three times.

8.6.1.2.

ウェビングのラップ部分から緩みを取り、ダミーの骨盤の周りに無理なく巻かれた状態にする。緩み
を取る際は、ウェビングに最小限の力のみを加えるべきものとする。ラップベルトの経路は、できる
だけ自然にすべきものとする。

8.6.1.3.

1 本の指をダミー胸骨の高さでウェビングの斜め部分に入れる。ウェビングを水平前方に引いて胸部
から浮かせ、リトラクター機構のみによって生じる力を利用して、上部アンカレッジの方向に自由に
後退させる。このステップを 3 回繰り返す。
附則 5 －付録 1

Annex 5 - Appendix 1

1.

DESCRIPTION OF THE THREE-DIMENSIONAL "H" POINT MACHINE 1

三次元「H」ポイント測定装置の説明 1/

(3-D H machine)

（3-DH 測定装置）

Back and seat pans

1.

The back and seat pans are constructed of reinforced plastic and metal; they simulate the human torso and
thigh and are mechanically hinged at the "H" point. A quadrant is fastened to the probe hinged at the "H" point
to measure the actual torso angle. An adjustable thigh bar, attached to the seat pan, establishes the thigh
centreline and serves as a baseline for the hip angle quadrant.
2.

Body and leg elements
Lower leg segments are connected to the seat pan assembly at the T-bar joining the knees, which is a lateral
extension of the adjustable thigh bar.
Quadrants are incorporated in the lower leg segments to measure knee angles.
Shoe and foot assemblies are calibrated to measure the foot angle. Two spirit levels orient the device in space.
Body element weights are placed at the corresponding centres of gravity to provide seat penetration equivalent
to a 76 kg male. All joints of the 3-D H machine should be checked for free movement without encountering
noticeable friction.

1 For details of the construction of the 3-D H machine refer to SAE International (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of
America (SAE J826 1995 version). The machine corresponds to that described in ISO Standard 6549: 1999

バックパン及びシートパン
バックパンおよびシートパンは、強化プラスチックと金属で構成され、人の胴体および大腿部を再現
するものであり、H ポイントの位置で機械的にヒンジ止めされる。実トルソ角の測定用として、H ポ
イントにヒンジ止めされたプローブに四分円が固定されている。シートパンに取り付けられた調節可
能大腿部バーが大腿部中心線を決定し、ヒップ角四分円の基線の役割を果たす。

2.

ボディと脚部の構成要素
調節可能大腿部バーの側方延長である膝部接合 T バーの位置で、下脚部分がシートパンアッセンブリ
に接続する。ひざ角度の測定用として、下脚部分に四分円が組み込まれている。靴および足部アッセ
ンブリは、フット角の測定用にキャリブレーションされる。2 つのアルコール水準器によって本装置
を空間内で正しい方向に合わせる。76 kg の男性と同等のシート沈み込みが生じるように、対応する重
心位置にボディエレメントウェイトを配置する。著しい摩擦によって自由な動きが妨げられていない
か、3-D H 測定装置のすべての関節をチェックすべきものとする。

1 3-D H 測定装置の構造に関する詳細については、SAE International (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of
America（SAE J826 1995 版）まで問い合わせのこと。本装置は、ISO 規格 6549: 1999 に記載されたものに相当する。
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Figure 5-1: 3-D H machine elements designation

図 5-1：三次元 H ポイント測定装置構成要素の名称
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Figure 5-2: Dimensions of the 3-D H machine elements and load distribution (Dimensions in millimetres)

図 5-2：三次元 H ポイント測定装置の構成要素と荷重分布（寸法：mm）
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Annex 6

附則 6

Test conditions and procedures for the assessment of post-crash hydrogen fuel system integrity
1.

Purpose

衝突後水素燃料システム完全性の評価のためのテスト条件および手順

1.

Determination of compliance with the requirements of paragraph 5.5.2. of this Regulation.

目的
本規則 5.5.2 項の要件に対する適合の判定。

2.

Definitions
For the purposes of this annex:

2.

定義
本附則の目的上：

2.1.

"Enclosed spaces" indicates the special volumes within the vehicle (or the vehicle outline across openings) that
are external to the hydrogen system (storage system, fuel cell system and fuel flow management system) and
its housings (if any) where hydrogen may accumulate (and thereby pose a hazard), such as the passenger
compartment, luggage compartment and space under the hood.

2.1.

「閉鎖スペース」とは、客室、荷物室およびフード下側の空間など、水素システム（貯蔵システム、
燃料電池システムおよび燃料流量管理システム）およびそのハウジング（備える場合）の外部にあっ
て、水素が蓄積する（かつ、それにより危険が生じる）可能性がある車両（または開口部にまたがる
車両外形）内部の特別な体積を示す。

2.2.

"Luggage compartment" is the space in the vehicle for luggage and/or goods accommodation, bounded by the
roof, hood, floor, side walls, being separated from the passenger compartment by the front bulkhead or the rear
bulkhead.
"Nominal working pressure (NWP)" is the gauge pressure that characterizes typical operation of a system. For
compressed hydrogen gas containers, NWP is the settled pressure of compressed gas in a fully fuelled
container or storage system at a uniform temperature of 15 °C.

2.2.

「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／または物品収容のための車両内の空間のことである。

2.3.

「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圧のことである。圧縮水
素ガス容器の場合、NWP は 15°C の均一温度における完全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。

3.

Preparation, instrumentation and test conditions

3.

準備、計装およびテスト条件

3.1.

Compressed hydrogen storage systems and downstream piping

3.1.

圧縮水素貯蔵システムおよび下流配管

3.1.1.

Prior to conducting the crash test, instrumentation is installed in the hydrogen storage system to perform the
required pressure and temperature measurements if the standard vehicle does not already have
instrumentation with the required accuracy.

3.1.1.

標準車両に衝突テストのための要求精度を有する計装がない場合には、テスト実施前に圧力および温
度測定用の必要計器を水素貯蔵システム内に設置する。

3.1.2.

The hydrogen storage system is then purged, if necessary, following manufacturer directions to remove
impurities from the container before filling the storage system with compressed hydrogen or helium gas. Since
the storage system pressure varies with temperature, the targeted fill pressure is a function of the temperature.
The target pressure shall be determined from the following equation:

3.1.2.

次に、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、必要に応じ、メーカーの指示に
従って水素貯蔵システムをパージし、容器から不純物を除去する。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温度の関数になる。目標圧力は次式により決定するものとする：

2.3.

Ptarget = NWP x (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 pressure after the temperature settles.
3.1.3.

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定させる。

The main stop valve and shut-off valves for hydrogen gas, located in the downstream hydrogen gas piping, are
in normal driving condition immediately prior to the impact.

3.1.4.

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フバルブは、衝突の直
前に通常走行状態とする。

3.2.

Enclosed spaces

3.2.

閉鎖スペース

3.2.1.

Sensors are selected to measure either the build-up of the hydrogen or helium gas or the reduction in oxygen
(due to displacement of air by leaking hydrogen/helium).

3.2.1.

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／ヘリウムの漏出に伴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。

3.2.2.

Sensors are calibrated to traceable references to ensure an accuracy of ±5 per cent at the targeted criteria of 4
per cent hydrogen or 3 per cent helium by volume in air, and a full scale measurement capability of at least 25
per cent above the target criteria. The sensor shall be capable of a 90 per cent response to a full scale change
in concentration within 10 seconds.

3.2.2.
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%の精度とともに、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るため、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、10 秒以内にフルスケール濃度変化に対する 90％応答が可能であるものとする。

3.1.3.

The container is filled to a minimum of 95 per cent of the targeted fill pressure and allowed to settle (stabilize)
prior to conducting the crash test.

3.1.4.
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Prior to the crash impact, the sensors are located in the passenger and luggage compartments of the vehicle
as follows:

3.2.3.

(a) At a distance within 250 mm of the headliner above the driver's seat or near the top centre of the

(a) 運転者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央付近、

passenger compartment;

(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、および

(b) At a distance within 250 mm of the floor in front of the rear (or rear most) seat in the passenger

(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、車内荷物室の上端から 100 mm 以内の距
離。

compartment; and
(c) At a distance within 100 mm of the top of luggage compartments within the vehicle that are not directly
affected by the particular crash impact to be conducted.
3.2.4.

The sensors are securely mounted on the vehicle structure or seats and protected for the planned crash test
from debris, air bag exhaust gas and projectiles. The measurements following the crash are recorded by
instruments located within the vehicle or by remote transmission.

3.2.5.

The test may be conducted either outdoors in an area protected from the wind and 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 the passenger and luggage compartments.

4.

Post-crash leak test measurement for a compressed hydrogen storage system filled with compressed
hydrogen

4.1.

The hydrogen gas pressure, P0 (MPa), and temperature, T0 (°C), are measured immediately before the impact
and then at a time interval, Δt (min), after the impact.

4.1.1.

The time interval, Δt, starts when the vehicle comes to rest after the impact and continues for at least 60
minutes.

4.1.2.

3.2.4.

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。車両内部に配置された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。

3.2.5.

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
乗員および荷物室内で目標基準の 10%を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テス
トを実施してもよい。

4.

圧縮水素を充填した圧縮水素貯蔵システムの衝突後漏出テスト測定

4.1.

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。

4.1.2.

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に必要ならば、時間
間隔 Δt を増加させるものとし、その場合、Δt を次式から計算することができる：
Δt = VCHSS x NWP /1000 x ((-0.027 x NWP +4) x Rs – 0.21) -1.7 x 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（分）である。

Δt = VCHSS x NWP /1000 x ((-0.027 x NWP +4) x Rs – 0.21) -1.7 x Rs

4.1.3.
4.2.

4.3.

If the calculated value of Δt is less than 60 minutes, Δt is set to 60 minutes.
The initial mass of hydrogen in the storage system can be calculated as follows:
Po' = Po x 288 / (273 + T0)
ρo' = –0.0027 x (P0')2 + 0.75 x P0' + 0.5789
Mo = ρo' x VCHSS
Correspondingly, the final mass of hydrogen in the storage system, Mf, at the end of the time interval, Δt, can be
calculated as follows:

水素ガス圧 P0（MPa）および温度 T0（°C）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。

4.1.1.

The time interval, Δt, shall be increased if necessary in order to accommodate measurement accuracy for a
storage system with a large volume operating up to 70MPa; in that case, Δt can be calculated from the
following equation:

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 hydrogen storage system (L), and Δt is the time
interval (min).

衝突衝撃の前に、車両の乗員および荷物室内にセンサを下記のように配置する：

4.1.3.

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。

4.2.

貯蔵システム内の水素の初期質量は次のように計算することができる：

4.3.

Po' = Po x 288 / (273 + T0)
ρo' = –0.0027 x (P0')2 + 0.75 x P0' + 0.5789
Mo = ρo' x VCHSS
これに対応して、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
算することができる：

Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)
ρf' = –0.0027 x (Pf')2 + 0.75 x Pf' + 0.5789
Mf = ρf' x VCHSS

Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)
ρf' = –0.0027 x (Pf')2 + 0.75 x Pf' + 0.5789
Mf = ρf' x VCHSS

where Pf is the measured final pressure (MPa) at the end of the time interval, and Tf is the measured final
temperature (°C).

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 は最終温度の測定値（°C）で
ある。
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The average hydrogen flow rate over the time interval is therefore:

4.4.

したがって、当該時間間隔にわたる平均水素流量は次式になる：

VH2 = (Mf-Mo) / Δt x 22.41 / 2.016 x (Ptarget /Po)

VH2 = (Mf-Mo) / Δt 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).

ここで、VH2 は当該時間間隔にわたる平均体積流量（NL/min）であり、項（Ptarget/Po）は、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。
圧縮ヘリウムを充填した圧縮水素貯蔵システムの衝突後漏出テスト測定

5.

Post-crash leak test measurement for a compressed hydrogen storage system filled with compressed
helium

5.1.

The helium gas pressure, P0 (MPa), and temperature T0 (°C), are measured immediately before the impact
and then at a predetermined time interval after the impact.

5.1.1.

The time interval, Δt, starts when the vehicle comes to rest after the impact and continues for at least 60
minutes.

5.1.2.

The time interval, Δt, shall be increased if necessary in order to accommodate measurement accuracy for a
storage system with a large volume operating up to 70 MPa; in that case, Δt can be calculated from the
following equation:

5.
5.1.

ヘリウムガス圧 P0（MPa）および温度 T0（°C）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。

5.1.1.

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。

5.1.2.

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に必要ならば、時間
間隔 Δt を増加させるものとし、その場合、Δt を次式から計算することができる：
Δt = VCHSS x NWP /1000 x ((-0.028 x NWP +5.5) x Rs – 0.3) – 2.6 x Rs

Δt = VCHSS x NWP /1000 x ((-0.028 x NWP +5.5) x Rs – 0.3) – 2.6 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 storage system (L), and Δt is the time interval (min).

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。

5.1.3.

If the value of Δt is less than 60 minutes, Δt is set to 60 minutes.

5.1.3.

Δt の値が 60 分より小さい場合は、Δt を 60 分に設定する。

5.2.

The initial mass of helium in the storage system is calculated as follows:

5.2.

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 x 288 / (273 + T0)
ρo' = –0.0043 x (P0')2 + 1.53 x P0' + 1.49
Mo = ρo' x VCHSS
5.3.

The final mass of helium in the storage system at the end of the time interval, Δt, is calculated as follows:

Po' = Po x 288 / (273 + T0)
ρo' = –0.0043 x (P0')2 + 1.53 x P0' + 1.49
Mo = ρo' x VCHSS
5.3.

Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)
ρf' = –0.0043 x (Pf')2 + 1.53 x Pf' + 1.49
Mf = ρf' x VCHSS
where Pf is the measured final pressure (MPa) at the end of the time interval, and Tf is the measured final
temperature (°C).
5.4.

The average helium flow rate over the time interval is therefore:

当該時間間隔の最後における貯蔵システム内のヘリウムの最終質量 Δt は、次のように計算される：
Pf' = Pf x 288 / (273 + Tf)
ρf' = –0.0043 x (Pf')2 + 1.53 x Pf' + 1.49
Mf = ρf' x VCHSS
ここで、Pf は時間間隔の最後における最終圧力の測定値（MPa）
、Tf は最終温度の測定値（°C）である。

5.4.

したがって、当該時間間隔にわたる平均ヘリウム流量は次式になる：
VHe = (Mf-Mo) / Δt x 22.41 / 4.003 x (Ptarget/ Po)

VHe = (Mf-Mo) / Δt x 22.41 / 4.003 x (Ptarget/ Po)

ここで、VHe は当該時間間隔にわたる平均体積流量（NL/min）であり、項（Ptarget/Po）は、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。

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).

5.5.

Conversion of the average volumetric flow of helium to the average hydrogen flow is done with the following
expression:

5.5.

ヘリウムの平均体積流量から平均水素流量への変換は、次式によって行われる：

VH2 = VHe / 0.75

VH2 = VHe / 0.75

where VH2 is the corresponding average volumetric flow of hydrogen.

ここで、VH2 は対応する水素の平均体積流量である。
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6.

Post-crash concentration measurement for enclosed spaces

6.

閉鎖スペースの衝突後濃度測定

6.1.

Post-crash data collection in enclosed spaces commences when the vehicle comes to a rest. Data from the
sensors installed in accordance with paragraph 3.2. of this annex are collected at least every 5 seconds and
continue for a period of 60 minutes after the test. A first-order lag (time constant) up to a maximum of 5 seconds
may be applied to the measurements to provide "smoothing" and filter the effects of spurious data points.

6.1.

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。本附則 3.2 項に従って設置
されたセン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。
附則 7

Annex 7
Impact reference line
Figure 7-1
Vehicle to be impacted on left side (overhead plan view)

衝撃基準線
図 7－1
車両左側面の衝突（俯瞰平面図）

衝撃基準線

垂直面（ダミー頭部の重心を通る）
ダミー頭部重心
詳細図 7-1-A

車両縦断中心線

Figure 7-2
Vehicle to be impacted on right side (overhead plan view)

図 7－2
車両右側面の衝突（俯瞰平面図）
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衝撃基準線

垂直面（ダミー頭部の重心を通る）
ダミー頭部重心
詳細図 7-2-A

車両縦断中心線

Annex 8

附則 8

IMPACT ANGLE

衝撃角度

Figure 8-1

Left side impact (overhead plan view)

図 8－1.
左側面衝突（俯瞰平面図）

衝撃速度
ベクトル

垂直面（衝撃速度ベクトル作用線と平行）

車両重心

Figure 8-2
Right side impact (overhead plan view)

図 8－2
右側面衝突（俯瞰平面図）
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衝撃速度
ベクトル

垂直面（衝撃速度ベクトル作用線と平行）

車両重心

Annex 9

附則 9

Pitch and roll angle references

ピッチおよびロール角度基準

Figure 9-1
Example of a linear reference connecting two reference points on a left door sill FIGURE 1

図 9-1
左ドア枠上の 2 つの基準点を結ぶ直線基準の例

2 つの基準点を結ぶ直線基準例

Figure 9-2
Example of a linear reference connecting two reference points on a rear body

図 9-2
後部車体上の 2 つの基準点を結ぶ直線基準の例
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2 つの基準点を結ぶ直線基準例

Annex 10

附則 10

Determination of WorldSID 50th percentile adult male performance criteria

WorldSID 50 パーセンタイル成人男性性能基準の決定 2.3.

1.

Head Injury Criterion (HIC)

1.1.

The Head Injury Criterion (HIC) 36 is the maximum value calculated from the expression:

HIC36

1

t2

t 2 t1

t1

1.

頭部傷害基準（HIC）

1.1.

頭部傷害基準（HIC）36 は、次式から計算される最大値である：

2.5

aR dt

HIC36

t2 t1

The resultant acceleration at the centre of gravity of the dummy head is calculated from the expression:

aR

a X2

aY2

t2

t 2 t1

t1

2.5

aR dt

t2 t1

ここで：
aR =重力 g（1 g ＝9.81 m/s2）を単位とし、時間に対して記録されたダミー頭部の重心における合成並
進加速度、および
t1 および t2 は、衝突中の任意の 2 つの時点であり、その時間間隔は 36 ミリ秒以下であって、t1 は t2 よ
り小さい。

Where:
aR = the resultant translational acceleration at the centre of gravity of the dummy head recorded versus time in
units of gravity, g (1 g = 9.81 m/s2); and
t1 and t2 are any two points in time during the impact which are separated by not more than a 36 millisecond
time interval and where t1 is less than t2.
1.2.

1

1.2.

a Z2

ダミー頭部の重心における合成加速度は次式から計算される：

aR

Where:
aX = the longitudinal (x-axis) acceleration at the centre of gravity of the dummy head recorded versus time and
filtered at a channel frequency class (CFC)1 of 1,000 Hz;
aY = the lateral (y-axis) acceleration at the centre of gravity of the dummy head recorded versus time and
filtered at a CFC of 1,000 Hz; and
aZ = the vertical (z-axis) acceleration at the centre of gravity of the dummy head recorded versus time and
filtered at a CFC of 1,000 Hz.

a X2

aY2

a Z2

ここで：
aX = 時間に対して記録され、チャンネル周波数クラス（CFC）11,000 Hz でフィルタリングした、ダ
ミー頭部の重心における縦（x 軸）加速度、
aY = 時間に対して記録され、CFC 1,000 Hz でフィルタリングした、ダミー頭部の重心における横（y
軸）加速度、および
aZ = 時間に対して記録され、CFC 1,000 Hz でフィルタリングした、ダミー頭部の重心における垂直
（z 軸）加速度。

1 For details of each Channel Frequency Class (CFC) refer to SAE Recommended Practice J211/1 (revision December 2003).

1 各チャンネル周波数クラス（CFC）の詳細については、SAE 推奨規格 J211/1（2003 年 12 月改訂）を参照のこと。

2.

Shoulder performance criteria

2.

肩部性能基準

2.1.

The peak lateral (y-axis) shoulder force is the maximum lateral force measured by the load cell mounted
between the shoulder clevis assembly and the shoulder rib doubler and filtered at a CFC of 600 Hz.

2.1.

横方向（y 軸）肩部最大力は、肩部クレビスアッセンブリと肩部リブダブラーの間に設置したロードセ
ルによって測定し、CFC 600 Hz でフィルタリングした最大横力である。
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3.

Thorax performance criteria

3.

胸部性能基準

3.1.

The maximum thorax rib deflection is the maximum deflection of any (upper, middle or lower) thorax rib, as
determined from the voltage output measurements recorded by the deflection sensor mounted between the rib
accelerometer mounting bracket and central spine box mounting bracket inside each struck-side thorax rib,
and filtered at a CFC of 600 Hz.

3.1.

最大肋骨偏位は、衝突側の各肋骨内側の肋骨加速度計取付けブラケットと中央胸椎ボックス取付けブ
ラケットの間に設置したたわみセンサによって記録される電圧出力測定値から求められ、CFC 600 Hz
でフィルタリングした、いずれかの（上部、中央または下部）肋骨の最大偏位である。

4.

Abdominal performance criteria.

4.

腹部性能基準.

4.1.

The maximum abdominal rib deflection is the maximum deflection of any (upper or lower) abdominal rib, as d
etermined from the voltage output measurements recorded by the deflection sensor mounted between the rib
accelerometer mounting bracket and central spine box mounting bracket inside each struck-side abdominal
rib, and filtered at a CFC of 600 Hz.

4.1.

最大腹肋偏位は、衝突側の各腹肋内側の肋骨加速度計取付けブラケットと中央胸椎ボックス取付けブ
ラケットの間に設置したたわみセンサによって記録される電圧出力測定値から求められ、CFC 600 Hz
でフィルタリングした、いずれかの（上部または下部）腹肋の最大偏位である。

4.2.

The value of the resultant lower spine (T12) acceleration (aR) which is exceeded for 3 milliseconds cumulatively
(i.e. across one or more peaks) is calculated from the expression:

4.2.

累積的に（すなわち 1 つ以上のピークにまたがる）3 ミリ秒にわたって超過する下部脊椎（T12）合成
加速度（aR）の値は、次式から計算される：

aR

a X2

aY2

a Z2

aR

Where:
aX = the longitudinal (x-axis) acceleration of the dummy lower spine recorded versus time and filtered at a CFC
of 180 Hz;
aY = the lateral (y-axis) acceleration of the dummy lower spine recorded versus time and filtered at a CFC of
180 Hz; and
aZ = the vertical (z-axis) acceleration of the dummy lower spine recorded versus time and filtered at a CFC of
180 Hz.

a X2

aY2

a Z2

ここで：

5.

Pelvis performance criteria

5.

5.1.

The peak pubic symphysis force is the maximum force measured by the load cell at the pubic symphysis of the
pelvis and filtered at a CFC of 600 Hz.

5.1.

aX = 時間に対して記録され、CFC 180 Hz でフィルタリングした、ダミー下部脊椎の縦（x 軸）加
速度。
aY = 時間に対して記録され、CFC 180 Hz でフィルタリングした、ダミー下部脊椎の横（y 軸）加
速度、および
aZ = 時間に対して記録され、CFC 180 Hz でフィルタリングした、ダミー下部脊椎の垂直（z 軸）
加速度。
骨盤性能基準
恥骨結合部最大力は、骨盤の恥骨結合部に位置するロードセルによって測定され、CFC 600 Hz でフィ
ルタリングした最大力である。

